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最終話前編『星を喰らうもの』
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注1：24時間歩き続ければ〜
　『武勇の書』所収の神話の運命、ダーク・
ワンダラーの24レベル特徴“暗き道行き”。
24時間歩き続けることで、他次元界を含む
いかなる場所にでも到達できる。

注2：多元宇宙と〜
　『サイオニックの書』所収の神話の運命、
コズミック・ソウルの26レベル汎用パワー、
マージ・ウィズ・ザ・コスモス。肉体を失っ
たなら宇宙に合一し味方を力づけ敵を妨害
し、望むときに世界に復帰する。

注3：不死の戦士になり〜
　『武勇の書』所収の神話の運命、アンダイ
イング・ウォリアーの30レベル特徴“自動復
活”。死亡しても次のターン開始時に何らア
クションを使わずに生き返る。その遭遇で
死ぬ度に復活するまでの時間は長くなるが、
いずれ復活する。

注4：『サイオニックの書』
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』で導入さ
れたサイオニック系クラス（アーデント、サ
イオン、バトルマインド、モンク）に新たな選
択肢を導入するだけでなく、サイオニックと
いう力の詳細について詳しく述べたサプリメ
ント。

注5：『ドラコノミコン：クロマティック・
ドラゴン』
　ドラゴンのうち色彩竜を中心に、生態や精
神構造、ドラゴンの使用する儀式やその巣
穴（英雄級から神話級遭遇）、ドラゴンに関連
する各クリーチャー、そして著名ドラゴンの
データが掲載されたサプリメント。デイン
のPL吉井さんによる紹介はこちら（http://
hobbyjapan.co.jp/dd/article/speak_easy/
speak_easy24.htm）

前回の収録終了後の打ち合わせ

ＤＭ：というわけで、最終回セッションは神話
級でやろうと思うんですよ。
瀬尾アサコ（以下、アサコ）：神話級……どんな
世界なんだろう。
田中天（以下、田中）：“神話の運命”みてると、

“24時間歩き続ければ、いかなるところでも、自
分の行きたいところにたどり着くことができ
る”
*1
とか、“多元宇宙と合一化する”

*2
とか“不死の

戦士になり、死してもすぐ生き返る”
*3
とか、寝言

ばっかり書いてある（笑
吉井徹（以下、吉井）：でも、いきなり30レベル
キャラ作るのキツくない？　デインはまだしも
他のメンバーが。
小太刀右京（以下、小太刀）：ルール面はさてお
き、個性が辛いかもしれませんね。ぽっと出の
30レベルってのはやる方もキャラを立てにくい。
ＤＭ：あー、そうですねえ（悩）
田中：実はちょっと考えがあるんですが……。
ＤＭ：ほう？
田中：これまで他のＤ＆Ｄリプレイに出てたキ
ャラ、それの30レベル・キャラクター 4版バー
ジョン、と言うのはどうでしょう？　つまりは
スリンガー 30レベル。
全員：『！』
ＤＭ：な、なるほど……それならキャラは立つ。
いや、既に立っている
アサコ：しかも、やりやすい……。
小太刀：オルロックはかなり気に入ったキャラ
なので、そのまま30レベルにしてみたいですね！
吉井：デインも神話の運命はもう考えてあるん

だよね。
アサコ：なら私はアウラでやってみます。『サイ
オニックの書』

*4
が届いているんで、サイオニック

使いとして自分を再構築した！　とか。
ＤＭ：30レベルになる間にはそれくらいのこと
があっても驚きません（笑）では、一旦解散して、
あとからいろいろお知らせ送りますね！

30レベルって

　最高レベル。
　それはＰＣのみならず、プレイヤーにとって
も挑みがいのある冒険だ。
　Ｄ＆Ｄにおける30レベルというレベルは、
ゲーム内では神にも挑みうるレベル、宇宙の存
亡に関わる冒険を行なえるレベルなのである。
　実例を挙げよう。
　Ｄ＆Ｄ4版では神格がクリーチャーとしても
データ表記されている。
　日本語版で確認できるのは、
　『ドラコノミコン：クロマティック・ドラゴ
ン』
*5
掲載の“悪竜の創造主”、“万色竜”ティアマト

（35レベル）。
　『ドラコノミコン：メタリック・ドラゴン』

*6
に

ある“ドラゴンの祖父”、“プラティナム・ドラゴ
ン”バハムート（36レベル）。
　そして『モンスター・マニュアルIII』

*7
の“蜘蛛

を統べるデーモンの女王”、“影の貴婦人”ロルス
（35レベル）などだ。
　神たる彼らは恐るべきクリーチャーであり、
最高レベルのＰＣ達にとっても手強い相手とし
て設定されている。

　しかし、彼らもｈｐを持ち、ＡＣを持ってい
る。データがある以上、戦って勝つことは可能
だ。だから、ＰＣ達には戦ってもらおう。宇宙
の存亡をかけて、存分に。
　もう一度繰り返す。
　30レベルというレベルは、宇宙の存亡に関わ
る冒険を行なうレベルなのである。

　さて、それを踏まえてＰＣ達が解決する問題
を考えてみる。いきなり宇宙存亡の大事件を考
え出せ、と言われてもそうアイデアは出てこな
い。考えられることが広すぎる。
　僕はこういうとき、とりあえず『モンスター・
マニュアル』を開き、プレイするレベル帯（ＰＣ
のレベル−1〜＋4）のモンスターをリストアッ
プすることにしている。
　モンスターは背景無しには存在できない。「な
ぜ、このモンスターがいるのか」、「このモンス
ターは何を目的としているのか」、「このモンス
ターはどこで活動しているのか」そうした記述
が必ずある。
　これはつまり、あるレベル帯のモンスターは、
そのレベル帯にふさわしい冒険の素材、イメー
ジを十分に備えているのである。市場で材料を
眺めてから献立を考える料理人の如

ごと

く、モンス
ターを知ってから冒険を、その冒険の背景の物
語を考えてゆく。
　はたして、その方法は今回も上手くいった。

『モンスター・マニュアルIII』の中には、今回の
冒険にぴったりな“モンスター”がいたのである。
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注6：『ドラコノミコン：メタリック・ドラ
ゴン』
　かつてのD&Dでは金属竜達は善の属性を
持ちPCたちの協力者であったが、4版では
違う。彼らは強力だが傲慢で、人間など取る
に足らないと考えているものもいる。時とし
て金属竜は色彩竜よりも遙かに強大な障害
となる。アダマンティンドラゴンを含む新
規ドラゴンのほか、その巣穴やドラコニアン
などのクリーチャー、著名ドラゴンのデータ
が掲載されたサプリメント。吉井さんによる
紹介はこちら（http://hobbyjapan.co.jp/dd/
article/speak_easy/speak_easy32.htm）

注7：『モンスター・マニュアルIII』
　ドラウの女神ロルスが表紙の追加モンス
ター集。最新のバランスで調整されたモン
スターは低レベルから高レベルまで、D&D
おなじみモンスターの再登場から、『モンス
ター・マニュアル』にいたクリーチャーの新
種、そして災害を操るカタストロフィック・
ドラゴンなどが追加されている。吉井さんに
よる紹介はこちら（http://hobbyjapan.co.jp/
dd/article/speak_easy/speak_easy40.
htm）

注8：アストラル海
　4版のD&D宇宙において、神々とデヴィ
ルの住まう形而上世界。神々や定命なる者
の意志のかけら、夢や願望、恐怖や欲望が物
質が銀の虚空の海に溶け込む。神の大きな
意志、幾千幾万の民の信仰はこの地に島と
いう形で拠点を作る。様々な神々の本拠地
があり、その中にはデヴィルの拠点、九層地
獄もある。ここでの冒険については『次元界
の書』および『The Plane Above: Secrets of 
the Astral Sea』（注：アストラル海の冒険を
扱ったサプリメント、未訳）に詳しい。

注9：光の玉座セレスティア
　アストラル海に浮かぶ神々の領界の一つ。
7つの聖なる山々からなり、腕力と武勇の神
コード、“白金竜”バハムート、“ドワーフの父”
モラディンとそのパンテオンなどが住む。

神話の英雄たち、集う〜収録当日〜

ＤＭ：こんにちは！　ついに30レベルです、Ｄ
Ｍも頑張りますので、よろしくお願いします。
一同：よろしくお願いしまーす！

　モニタ、ヘッドホン越しでもワクワクする気
持ちが伝わってくる。みんな、それぞれにお仕
事を抱えている身だけど、このセッションのた
めに数時間、時間を取ってくれた。
　ふと、思う。
　確かに、顔を合わせて生身でセッションでき
ればそれが一番かも知れない。けど、オンライ
ン・セッションだからこそ、僕たちはこの貴重
な数時間を確保できた。
　半日、あるいは丸一日の収録が必要ないから
こそ、このキャンペーンを遊ぶことができたの
だ。そして、同じようにこのやり方でこそ、遊
ぶことができると言う人がこの日本にはたくさ
んいるはずだ。
　オンライン・セッションという選択肢ができ
て、本当に良かった。
　みんな、こっちにも来いよ！
　こっち（オンライン）でだって、ＴＲＰＧは遊
べるんだぜ！

吉井：何いきなりまとめてんですか。
ＤＭ：あ、いや最終回的感慨にふけってまして。
田中：フ、感慨にふけるのはまだ早い。まだ、キ
ャラ紹介も終わってない！
アサコ：フフフ。
吉井：いや、30レベルってやっぱすげえよ。

ＤＭ：はいはい（笑）ではまず事件を紹介してか
ら、自己紹介と参りましょう。今回はスケール
デカいですよー。

今回予告＋主要クエスト「星を貪るもの」

　アストラル海
*8
は揺れていた。

　"見
フ ォ ー セ イ ク ン

捨てられし哀れなる者"と称するやから

が、封じられし“黙
ア ポ カ リ プ ス・ス ペ ル

示録の呪文”を手に入れ、巨

大な軍船を駆り神々の領界に戦いを挑み始めた

のである。

　さらに、時を同じくして、アストラル海の彼

方に浮かぶ星々が一つまた一つと輝きを消した。

　ある者は言った。

　輝く星は、未だ知られぬ神々の住処。神の力

を妬
ねた

むフォーセイクンたちが神々の領域を滅ぼ

したのだと。

　またある者は言った。

　異端の占星術に記された狂気の暗黒星。それ

が星そのものを喰らい、さらには星に住まう、生

きとし生けるものすべての運命を貪ろうとして

いるのだと。

　銀の海の住人達は戦慄した。

　光の玉座セレスティア
*9

では、さすらう武神

コードと白金竜バハムートが、輝きの峰ソラニ

アの麓、ドワーフの父モラディンの元へと集い

言葉を交わした。

　九層地獄
*10

では、紅玉の宝錫持つ悪の首魁アス

モデウスが、その居城マルシームに地獄各層の

君主を召集した。

　“終わり無き夜”タイテリオン
*11

で。“鉄の城”チ

ェルノガーリ
*12

で。神々は己の領界を守る方策を

示した。だが、なぜか神々はその力を妬む者達、

フォーセイクンに対しみずから動くことをしな

かった、まるで何かを恐れるかのように。

　しかし“輝ける都”ヘスタヴァールでは違った。

　アストラル海の交易と情報の要衝。太陽神ペ

イロアと文明神エラティス、知識の神アイウー

ンのしろしめすこの都では別の噂が流れていた。

　この異変に星が応じたか、それとも定めが呼

んだのか。神話の運命を得て伝説を切り開いて

きた英雄達が、今、集いつつあると。

　檻の街シギルを経て、このアストラルの海に、

集いつつあるのだと。

　幽仙妖侠"霞の"デイン。

　この物語は、彼が最後の称号、「約束された星

の王」の名を得る、その物語である。

　主要クエスト：暗黒星を討ち滅ぼし、この世
界を守れ

全員：……おおー！
ＤＭ：というわけで、今回は世界ではなく、宇
宙を救ってください。だいたい3遭遇で（笑）
吉井：やっぱりそこはデルヴなんだ（笑）
ＤＭ：ええ、どれだけ皆さんの力を引き出せる
か頑張ります！ 
　予告に登場した、フォーセイクンというのは

『モンスター・マニュアルIII』で登場したク
リーチャーで、種族としてそもそもレベルが27
〜28という強力な種族ですね。
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注10：九層地獄
　アストラルの領界。直径約11200kmの
惑星の形状をしており、多層構造となってい
る。各層を九大君主と号されるアークデヴィ
ルがおさめ、最下層である第九地獄ネッソス
を治めるのは、ついに神となったアスモデウ
スである。

注11：“終わり無き夜”タイテリオン
　アストラルの領界。永久の闇に覆われた
無数の峡谷からなり、その谷間には無数のヘ
ビ、ドラゴンが這いずり回る。蛇神ゼヒーア、
万色竜の母ティアマトの本拠であるほか、九
層地獄から追放されたデヴィル達も多く存
在する。

注12：“鉄の城”チェルノガーリ
　アストラルの領界。灰まみれの平原と広
大な峡谷を擁する永遠の戦場。かつて炎と
戦の神テュアンから、戦と専制の神ベインが
この地を奪い取ったが、同じくこのチェルノ
ガーリを狙っていたオークの破壊神グルー
ムシュが己の領域ニシュレックを接続し、怒
涛の進撃を開始、唯一絶対の戦神の座を賭け
て永劫の戦が始まった。

注13：“暁の戦”
　D&D4版宇宙において、世界を作り出した
プライモーディアルとそれに魂の輝きを見
いだした神々との間で起こった、今ある世界
を争った戦い。結果的に神々が勝利しプラ
イモーディアルは封じられた。
　
注14：ダークロード
　闇王。『ドラゴンマガジン年鑑』の記事

“次元界を究めし者”所収の神話の運命。幽
冥の次元界シャドウフェルの力と死神レイ
ヴンクイーンの祝福を受け、闇の一領域を支
配する領主となる。

注15：天野絵や末弥絵
　天野喜孝、末弥純。いずれも日本における
ヒロイック・ファンタジーのアートワークに
て一時代を築いた巨人。オルロックのイメー
ジ元となった吸血鬼ハンター Dは天野喜孝
が、魔界医師メフィストは末弥純がそれぞれ
イラストを手がけファンを魅了している。

田中：存在自体が神話級。
ＤＭ：ですです。“暁の戦”

*13
で死んだ神の魂が定

命の存在の肉体に宿り、その知能や肉体をアッ
プリフトしたんですよ。ところがその魂には神
格の意志や自我が無く、“神であるというのはど
ういうことか”、“永劫とはいかなるものか”を知
っている“だけ”の定命の存在が生まれてしまっ
た。
　彼らは神の見る世界、永劫なる存在が見る世
界を知り、それに焦がれて止まない。けれど、神
ならぬ身ゆえ永劫には決してたどり着けない。
　故に彼らはみずからを“見捨てられた者達”と
呼び、己の目を抉

えぐ

ります。神の世界を知る彼ら
にとって、この世界はあまりにみすぼらしく、そ
のことがますます己の絶望を深くするからです。
そして、神や永劫の存在を憎み、その力を奪お
うとしている種族です。
アサコ：神に挑む種族かー。
ＤＭ：では、前置きはこれくらいにしてそれぞ
れの導入から、ゲーム開始しちゃいましょう。ま
ずは小太刀さんのオルロックから！
小太刀：よっしゃ！

“黄昏の大公”オルロック
ファイター／デッドストーカー／ダークロード

　すべての死者の魂が訪れる幽冥の世界、シャ

ドウフェル。

　その極北に立つ牙の如き岩山、鉛色の空に聳

え立つ峰の上に、かの城がある。

　黒き氷から削り出された、優美なる城砦。

　大鴉の女王の領土、忘却の土地レーテルナ。

　麓に広がる樅の林を抜け、その城砦を仰ぐも

のは生者死者を問わず驚きに目を瞠
みは

ると言う。

　すべての死者の魂が、かの女神のもとで最後

の運命を学ぶべく、レーテルナの城砦へ向う。空

を走る銀の流れ、その燦
きら

めきの一つ一つが死者

の魂であり、亡霊であった。それは、地上世界

の夜空に見る、銀河の姿に似ていた。

　だが、今は違った。

　色彩を失ったシャドウフェルの空に、禍々し

い色を帯びた靄が浮かび、やはり大鴉の女王の

元に向っていた。極光を思わせる、たなびく靄。

しかしそれらもまた、魂であった。

　異形の力によりその基
もとい

を歪められた魂。

　それらが、既知世界の死者に数倍する規模で、

このシャドウフェルに流れ込んできていた。

ＤＭ：オルロック。生と死の狭間に住むあなた
は、冒険の果てに宵闇の世界、シャドウフェル
の大公となりました。ダークロード

*14
という神話

の運命は、あなたがこの陰鬱な世界の支配者の
一人だということを示しています。シャドウフ
ェルのことを知り、その世界とのつながりを切
り離せないまでになり、その力を利用すること
もできるようになった。
アサコ：どんな力があるんですか？
小太刀→オルロック：シャドウフェルへ行き来
したり、たとえ死んでも死神レイヴン・クイー
ンの祝福を受けて生き返ったりなどができます
が、一番のロマンはこれですね、死神の奴隷創

り。オルロックが倒した敵は、次の自ターンに
hp1の支配状態となって蘇る。
田中：ゾンビじゃん！
ＤＭ：一応、死からかりそめに蘇らせるのであ
って、必ずしもゾンビとゆーわけではっ（汗）
オルロック：『彼の美しさの前には、死者すら永
劫の眠りを拒むのである』とかなんとか。
ＤＭ：とはいえ、アンデッド殺しではあるけれ
ど、やっぱり光と闇でいったら闇の側なわけで。
そこどうしようかなと。
オルロック：あ、それはこうだと思うんですよ。
　自分が現世にいる限り、父の為した罪や自身
のダンピールという出生が、関わる人に害や不
幸を招いてしまう。オルロックは悪魔城の冒険
でそのことを深く感じた。
全員：ふむふむ。
オルロック：一方で彼は、デッドストーカーと
して迷える死者や魂に安息を与えることができ
る。そしてそれこそは父の犯した罪を償うすべ
でもある。ゆえに彼は、死霊が迷うシャドウフ
ェルの地に行き、その世界を巡ってアンデッド
に“死という名の安息”を与えることにその身を
捧げ、ダークロードとなった。
田中：おお！　それは格好いい！
アサコ：天野絵や末弥絵

*15
のイメージ通り！

ＤＭ：なるほど！　その働きを死神レイヴン・
クイーンは認めたわけですね。では、オルロッ
ク。あなたは今まさに、女神の召命を受けその
宮廷に来たところです。
オルロック：おおおお！　来たッ！！　神の宮
廷にＰＣが立つ！　カッコいい！
田中：まさに神話級！
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注16：魔界都市の医者
　作家、菊池秀行の手になる“魔界都市〈新
宿〉”シリーズに登場する主要キャラクター、
魔界医師メフィストのこと。超人的美貌と
魔人的能力を備えた異人。

ＤＭ：オルロックがここに呼び出された理由で
すが、ここ最近あなたの領地のみならず、シャ
ドウフェル全体に凄まじい数の死者の魂が流れ
込んできているのです。
オルロック：大きな戦いや災害があった？
ＤＭ：だとしても規模が大きすぎます。さらに
それらは、魂それ自体に痕跡が残るほどに酷く
焼かれたり、凍らされたりしています。
オルロック：「魂をも傷つけるとは……」
ＤＭ：そうした事件もあって、レイヴン・ク
イーンはオルロックを呼びだしたわけです。

「久しいな」と。
オルロック：無言で、礼を。
ＤＭ：では、内容が女神の口から語られます。

オルロックの導入
　シャドウフェルに押し寄せる、無数の死者の

魂。世界一つにも及ぼうと言う命が滅ぼされ、痛

めつけられ、歪められて死の女神の元へ至る。

　死の女神はあなたに一つの事実を語った。

「これこそは、アポカリプス・スペルの仕業であ

る」と。

　“暁の戦”において神々やプライモーディアル

を殺し、そして諸神の約定の元にレイヴン・ク

イーンに預けられた秘密。この神殺しの呪文が

奪われ、使われたのだ、と。

　犠牲者達はアストラル海の彼方、名を知られ

ぬ神々の領域の住人。

　その力を振るったのはフォーセイクン、神々

の世界を垣間見て、その絢爛を目にしたがゆえ

に、この世に絶望した者達。

　レイヴン・クイーンはあなたに秘密の奪還と

フォーセイクンの陰謀を挫くよう命じた。

　正しき死をもたらすため、貴方は今、宵闇の

都を旅立つ。

　副次クエスト：アポカリプス・スペルを非活性
状態にするすべを見いだす（報酬・コラム参照）。

ＤＭ／レイヴン・クイーン：「鴉の神は死の秘
密を犯す者を許しはしない。その長き手は必ず、
涜神者を捕え、償いをさせるのです」
オルロック：「御意」と女神の言葉に応えオルロ
ックは顔を上げる。すると、その静謐なる美し
さに居並ぶ廷臣は驚きの声を上げ、目を覆う。
　シャドウフェルの住人に、命の輝きは眩しい。
ＤＭ／ナレーション：「そうだ、この男こそは、
生きながらにして死の神の宮廷に伺候する、黄
昏の大公。ダンピールのオルロック」
オルロック：どのくらい美しいかって言うと、
城にあるただのガーゴイルが、美しさに心打た
れ自意識を持ってクリーチャーになる（笑）
ＤＭ：どこの魔界都市の医者

*16
ですかッ！

アサコ：うわー（笑）好き放題だー。
吉井：【魅力】上げたんだっけ？
オルロック：いや、【魅力】は12。スゴイ美形な
んだけど、完璧な美はかえって人を遠ざけてし
まうと言う……。
田中：21世紀にこの言い訳もナイな（笑）
ＤＭ：次は、アウラの導入に！

“美の守護者”アウラ
アーデント／アージェント・ソウル／デミアージュ

　その日、アウラはいつものように瞑想し世界

を観ていた。

　白沙の丘に風が描く紋様を。

　氷河に降り積もる雪の結晶を。

　驟雨の後、空にかかる虹を。

　この世にある儚く、それゆえに美しいことど

も。彼女はそれらを心の内にうつしとった。

　儚く美しいことどもを新たな世界の種とし、

この世のいかなる神をも超越した造物主として、

もう一つの宇宙を作る。それが彼女の神話の運

命であった。

コラム：副次クエストの報酬

　通常、副次クエストでは経験点が報酬として与え
られる。しかし今回のＰＣ達はすでに30レベルであ
り、動機付けとして経験点報酬は意味を持たない。
　従って、今回ＤＭは経験点報酬ではなく、セッショ
ン中に有用なボーナスを得られるようにした。
　ＰＣ達は自分の副次クエストを一つ完遂するごと
に“冒険譚のかけら”を得る。この冒険譚のかけらは
フリー・アクションで使用できる。ＰＣの誰かが使用
したタイミングに合わせ、別のＰＣも使用でき、この
ようにして複数の冒険譚のかけらを一度に使用する
ことにより、より大きな効果を得ることができる。

1つ使用した時
「かつて同じような局面を経験した君は、その時の

記憶を忘れなかった」

　使用者はたった今自分が行なったd20ロールに＋
4のボーナスを得る。

2つ使用した時
「君たちはこれまでの冒険の苦難を思い出し、 

そしてそれをいかに乗り越えたかを思い出した」

　使用者達は、使用済みの［遭遇毎］パワーを1
つ選び、その使用回数を回復する。

3つ使用した時
「窮地に陥ったとき、傍らに立つ仲間が常にも

う一度立ち上がる力を与えてくれた」

　使用者達は1アクション・ポイントを獲得し、
たとえ既にその遭遇でアクション・ポイントを
使用してしまっていても、その遭遇でもう一度
アクション・ポイントを消費することができる。

4つ使用した時
「英雄の冒険は伝説にいたり、そして神話へと

旅立つ。止まることはない。窮まることもない」

　使用者達は全員、使用済みの［一日毎］パワー
1つの使用回数を回復する。
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注17：フェイワイルド
　妖精界とも呼ばれる。シャドウフェルと並
び定命の領域（この世界）の双子。魔法の力
があまねく木々や岩、すべての存在に織り込
まれている。そのエネルギーのせいもあり、
棲む者の性行、ものごともみな甚だしく激し
く鮮烈で、善悪、美醜いずれも両極端となる。

注18：アーデント
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』にて追加
されたサイオニックをパワー源とする指揮
役。溢れる感情、戦意といったものを周囲に
影響させ仲間を鼓舞し敵をすくませる。武
器による攻撃がメイン。

注19：そこで自分の好きなものに〜
　旧版のD&Dではポケット次元界を作っ
て、そこの主

あるじ

になる方法があった。アウラは
4版世界で同様のことを行なおうとしていた
のである。なお、4版では『ドラゴン・マガジ
ン年鑑』所収の神話の運命、プレインシェイ
パーが類似の能力を持つ。

注20：デミアージュ
　造物者。『サイオニックの書』所収のサイ
オニック系神話の運命。最終的にはPCは神
すらも超越し、やがてこの世界から消え失せ
て無辺の虚無に至り、そこで新たな創造を行
なうという。

注21：20レベル以下の敵の攻撃を無視〜
　デミアージュの特徴“自己神格化”による。

注22：“夏の女王”ティアンドラ
　フェイワイルドを治める最強のアーチフェ
イの一人。彼女の宮廷、及びそれに従う者達
は“夏の妖精族”として知られている。定命
の存在の何をしでかすか予想がつかず、心に
強烈に迫る生き方を愛するため、アーチフェ
イにしては定命の存在への偏見が薄く（他の
アーチフェイ達は定命の存在をぞんざいに
扱うのに対し）、好意を持って接する。

　足下に花が開き、そよ風とせせらぎが妙なる

調べを編み出す。

　アウラは世界を観た。世界はアウラに応えた。

　ゆえに、アウラは気がついたのだ。

　この世界に染み出す異形に。

　この世を象るタペストリ。それがほつれ、裂

け目を露わにしていた。

　そしてその裂け目から、のたうつ憎悪がこの

世界に侵入しようとしていた。

ＤＭ：紹介します、アサコさんのキャラクター、
アウラはＤ＆Ｄ第4版の最初のリプレイ、『海燕
〜Around the World』に登場したエラドリンの
ウィザードです。
アサコ→アウラ：古式ゆかしい、美しいお姫様
キャラでした。
田中：毒ガスまいて高笑いするキャラでしたね。
オルロック：みんなそっちで覚えてますよね。
吉井：急速に無法に馴染んでた（笑）
アウラ：いや、あれはフェイワイルド

*17
から出て

きて一緒になったのがあのＰＣ達だからで（焦）。
ＤＭ：このあたりのいきさつは、ぜひ『Ｄ＆Ｄ第
4版がよくわかる本』で！　で、アウラなんです
が、諸々都合もありまして、クラスも役割も変
えてもらってます。
アウラ：海燕のときにはウィザードだったんで
すが、今回は指揮役がいないのと、サイオニッ
クの紹介ということもあってアーデント

*18
になり

ました。『よくわかる本』の冒険の後、グレイ達
は「トリルの海は狭すぎる！」ってアストラル海

へと旅立ち、一方アウラは独自に研究を続けて
サイオニックに目覚めたのです。
田中：アーデントって武器で殴るクラスだから、
ホントに全然別だな！
アウラ：あ、でもアウラ本来の目的からは外れ
ていないんですよ。アウラ自身は前から自分の
次元界を作って、そこで自分の好きなものに囲
まれて生きようと思ってたんです

*19
。で、その方

法を探しているうちに実はそれには秘術の力よ
りも、サイオニックの力、デミアージュ

*20
の神話

の運命がいいってことがわかった。
ＤＭ：たぶん、高レベルになってからはこれま
での成長を再構築をするクエストとかしてたん
でしょうねー。
吉井：アーデントって、サイオニックの指揮役
だよね。どんなことができるの？
アウラ：ｈｐ回復のほかは、自分の攻撃をヒッ
トさせて味方の攻撃にボーナス与えたり、セー
ヴ振らせたり、攻撃させたりします。戦闘支援
のパワーがほとんどですけど、汎用パワーには

［瞬間移動］系や時間操作して仲間を行動させた
りするパワーがありますよ。
ＤＭ：純粋にサイオニック系キャラクターなの
で、アウラは遭遇毎攻撃パワーは伝説の道のも
のしか持ってないんですよね。
アウラ：はい、高レベルの無限回攻撃パワーが
あって、それをパワー・ポイントで強化すると
遭遇毎攻撃パワー並の効果になりますね。そし
て、神話の運命がすごい！
オルロック：デミアージュ、またの名をデミウ
ルゴス（笑）
田中：“造物主”とは……言うなあ。

アウラ：えーと、まず。造物主なので、20レベ
ル以下の敵の攻撃を無視できます

*21
（全員笑）

吉井：具体的すぎる（笑）
アウラ：さらに、やっぱり造物主なのでマイル
ストーン毎にアクション・ポイントが2点入る
ようになり、マイルストーンを一つ越した後は
一遭遇でアクション・ポイントを2点まで使う
ことができます。
オルロック：それはすごい！
アウラ：さらに造物主なのですべてのセーヴに
＋５ボーナスがついてます。重傷でない限り

“セーヴ・終了”の効果について受けた瞬間に
セーヴィング・スローができるパワーなんての
もあって、セーヴに成功すると味方のセーヴに
ボーナスがついたりします。
ＤＭ：自分もそれなりに長くゲーム遊んでます
が、“造物主なので”って言う理由はあまり聞い
たことがない（笑）　ここまで来ると、フェイワ
イルドの“夏の女王”ティアンドラ

*22
に匹敵する存

在かも知れません。
アウラ：じゃあ、肩書きは“美の守護者”で。
ＤＭ：“黄昏の大公”の次は“美の守護者”……さ
すが神話級。普段は何をして？
アウラ：夏の女王の宮廷を拠点に冒険しながら、
世界中の美しいものを探して回ってます。それ
を集めて自分の次元界を作ろうとしているので。
田中：その次元界では美しくないものはみんな
死ぬとか？
アウラ：違いますっ（笑）　ナルニア国物語

*23
の最

後に出てくる“まことの国”のイメージなんです
よね。すべての良きものの魂が残っている世界
というか。だから現実世界ではなくなってしま
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注23：ナルニア国物語
　Ｃ.Ｓ.ルイス著の児童向け小説。創造主
たるライオン、アスランにより拓かれた世界
ナルニアを舞台とし、そこを訪れる少年少女
と異世界との関わりを描いている。日本では
岩波書店より瀬田貞二訳にて刊行されてい
る。
　以下余談。泥足にがえもんや巨人ごろご
ろ八郎太という訳語の妙は後になってから
唸らされた。

注24：ラ・ドゥイアン
　D&D3.5版リプレイ『若獅子の戦賦』シ
リーズ（HJ文庫Gから刊行）にNPCとして
登場したユニコーンに乗るエルフの姫騎士。
スリンガー曰く「いかにもHFO（ヒューマン・
ファイター・オトコ）とくっつきそうな顔し
ているよ」。スリンガーと好対照であったが
PC達の活躍により命短き人間達を尊敬の念
を抱くようになった。

う、はかなくて美しいものを心の中にとどめて
おいて、次元界に再現しようとしてるんです。
全員：「おおー！」
ＤＭ：良かった……。「醜いわ、死になさい」と
か言うキャラに墜ちるかと思った（笑）
吉井：『Ｄ＆Ｄ第4版がよくわかる本』ではそっ
ちだったよねい（笑）
ＤＭ：では、導入いきます。

アウラの導入
　君はフェイワイルドの星々の宮廷にあってい

くつもの冒険を重ね、創造の秘密に触れた。そ

して、ついには“造物主”に至る知識をも手にし

たのである。

「自身の世界を作り、まことの美の理想郷にする」

という夢。今や君はその夢を現実の物とした。世

界はあなたとなり、あなたは世界となる。

　だが、それゆえに君は気が付いた。

　君が今旅立とうとするこの世界に、脅威が迫

っていることを。

　世界を引き裂きほつれさせる異界の力、“彼方

の領域”が世界を侵蝕しつつある。

　この世界を食い荒らした後は、間違いなく君

の世界にもやってくるだろう。

　その醜悪、異形は君の望む美とはおよそ正反

対であり、共にあることなど許せはしない。

　副次クエスト：この世界にやってくる“彼方
の領域”の力を撃退する（報酬・コラム参照）。

ＤＭ：こんな風に、アウラはこの宇宙に“彼方の
領域”から何かが侵攻してくるのを感じます。サ

イオニックの力はこの世界が、“彼方の領域”の
侵攻に対し抵抗するために生み出された力とい
う説もあるんで、それを踏まえてみたんですが
……どうしましょ？
アウラ：アウラはですね、フェイワイルドの一
角で浮かびながら瞑想してます。その瞑想につ
れて草が伸びて花が咲いたり、どこからともな
く音楽が流れてきたり。
ＤＭ：あー、なんかすごくサイオニックっぽい。
アウラ：そんなとき、ピキーン！とニュータイ
プ感覚が走り、世界の片隅に“彼方の領域”から
の侵蝕を感じ取ります。“造物主”である自分に
ははっきりとわかる（笑）
　すると、アウラはアーデントという、“自分の
感情が周囲に伝播する”という存在になってい
て、感情の起伏が激しくなってますから、怒り
を感じると廻りの自然も変化するんですよ！春

の風が夏の嵐へと代わり、可憐な花は、燃盛る

炎のような大輪の華やかな姿へと変わった。彼

女の怒りに世界が応えたのであるというふうに。
オルロック：こっちもスゴイ（笑）
アウラ：でも、具体的にはどうすればいいかわ
からない。ので、知っていそうな人。つまり以
前知り合った高名な探険家、デインを探しに行
きます。
田中：ああ、フェイワイルドつながり！
吉井：夏の女王の宮廷とかなら、ちょくちょく
顔出してそうだね。
アウラ：たぶんデインの活躍を見て「あなたの
燦美はわたくしの“まことの美の王国”にふさわ
しくてよ！　一緒に美のイデアとなりましょう」
と勧誘をしたことがありますね！

吉井：デインは、「うわあ」って顔してたと思い
ます（笑）
ＤＭ：デインと繋がるんだったら、ついでにス
リンガーとも関係作っておきましょう。
田中：アウラがラ・ドゥイアン

*24
と縁戚っていう

のはどうでしょう。
アウラ：ああ！ あのエルフ騎士！　スリン
ガーが比べられてた（笑）
吉井：新世紀エルフのスタンダードを争った仲
ですよ。
田中：多分コアロン・ラレシアンの森に行った
ときにでもラ・ドゥイアンから「私たちの物質
界の英雄ですわ」とアウラに紹介されたんだろ
う。多分第一印象は最悪で「そこの無駄におっぱ
い大きなねえちゃん」とか言う。
アウラ：「なんですの、このがさつで下品なエル
フは？」とは言いつつも、その技やコアロン・ラ
レシアンの力は本物なんですよね。
ＤＭ：互いに実力は認めつつも、それは素直に
口に出せない。って感じで！

コラム：サイオニックのパワー・ポイント

　サイオニック系クラスのうち、サイオン（制御
役）、バトルマインド（防衛役）、アーデント（指揮
役）は遭遇毎攻撃パワーを持たず、代わりに［増
幅可］というキーワードを持つ無限回攻撃パ
ワーを使用する。
　これらのパワーは、使用時に一定量のパワー・
ポイントを費やすことでダメージや攻撃対象を
増やしたり、特別な効果が付随したりするように
なる。これにより、サイオニックの使い手達はパ

ワーの使用を柔軟に行なうことができるのだ。
　例を挙げよう、通常D&D第4版においてはPC
の遭遇毎攻撃パワーは、［遭遇毎］に一回使い切
りであり、その効果も固定されている。火に脆弱
性を持つミイラ男に対してファイアーシュラウ
ド（ウィザード3レベル遭遇毎攻撃パワー）を連
続で使用したくても、普通は1回でお終いだ。し
かし、サイオンのバーニング・フラックス（サイ
オン3レベル無限回攻撃パワー、増幅可）なら、
増幅してもパワー・ポイントに余裕があれば二
回、三回と使用できるのである。
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注25：フェイリージ
　妖精君主。『秘術の書』所収の神話の運
命。フェイ起源のクリーチャーかハーフエル
フ、そしてフェイの契約を結んだウォーロッ
クのみが取ることができる。秘術を究め、エ
ラドリンをはじめとするフェイ達の崇敬を得
て、偉大なる王となる運命。後述する“永久
の王座の永久の王”と言う特徴の他、エラド
リンの騎士団（デインの場合には冒険の仲間
達）を呼び出して味方を守らせたりする。

注26：カカシ（スケアクロウ）
　『モンスター・マニュアルⅢ』に登場するモ
ンスター。フェイワイルド起源の人造モンス
ターで、最初はハグ達が新鮮な死体から剥ぎ
取った服、盗んだ藁、ナイトメアのたてがみ
から紡いだ糸で作ったという。が、デインは
召使いとしている。

注27：ヒロイック・インタージェクション
　『秘術の書』所収、バード16レベル［一日
毎］汎用パワー。説明は本文の通り

“霞の”デイン
ウォーロック／フェイタッチト／フェイリージ

　彼が耳にしたのは嘆願の声だった。

「どうなされた？」珍しくほろ酔い加減のケンタ

ウロスが、ひそめた眉に気づいて声をかける。

　——なんでもない、さ。

　そう言って英雄は、森に開かれた祝宴の卓に

戻った。

　サテュロスの歌声が響く。香ばしい炙り肉が

終わることなく振る舞われ、旨酒の尽きること

ない夜。

　だが、それでも。楽の途切れ目、夜風を浴び

に踊りの輪を離れる折。

　“霞の”デイン、彼の耳にその声は届いていた。

「……王よ。……あなたの民をお救いください」

　喧噪を離れ自室に戻る。

　だが、やはり。掠れそうな声が届く。

「私たちは正しく生まれたいのです」

　ふむ、と考え込む。ひとつだけ、思い当たる

ことがあった。

　窓を開け空を仰ぐ。煌めく星空の一角に、最

初は小さく、だが見ぬふりはできぬほど確かに、

黒い虚ろが広がりつつあった。

「暗黒星、か」

ＤＭ：デインは、ストレートな成長ですね！

吉井→デイン：クラスの名前全部に“フェイ”が
入る（笑）
アウラ：ホントだ、ウォーロック（フェイ）、フ
ェイタッチト、そしてフェイリージ

*25
。

オルロック：フェイと契約した人間が、やがて
フェイの力そのものに触れて変わって行き、最
終的にはフェイワイルドの領主になった、と。
ＤＭ：さっきのアウラと同じように、夏の女王
の宮廷に参加しているんでしょうか？
デイン：いや、たぶん領地とかは任せきりで世
界各地を探険していると思うんよ。ケンタウロ
スやサテュロスといったフェイ種族の配下や、
カカシ（スケアクロウ）

*26
つれてあちこち。

田中：キャラ性能はどんな風に？
デイン：圧倒的な魅力とフェイワイルドの燦美
で、［魅了］パワーがクリティカルすると、敵が
1ラウンド支配される。
ＤＭ：スゴイや燦美。
デイン：あと神話の運命の効果で、死ぬと未来
の王様になった自分が助けに来て、戦闘が終わ
ると自分を生き返らせてくれる。
オルロック：なにをいっているのかよくわから
ない（笑）
田中：神話の運命の妄言のなかでも結構レベル
高いなこれ（笑）
ＤＭ：約束の王が来て『このようなところで死
ぬはずはない』と。イメージとしてはすごくカッ
コいいですね！
デイン：他に大きな変化は、バードのマルチク
ラスを伸ばして便利パワーが増えたのと、契約
を増やして星ウォーロックの能力も使えるよう
になったことかな。攻撃力も色々使って底上げ。

敵を呪っていて、戦術的優位があるなら、妖
エルドリッチ・

光
一
ブラスト

閃で2d10＋20＋3d8＋2d6だねい。
アウラ：基礎攻撃でそれですかー。
デイン：で、自分が影歩きしている間には、呪
っている相手に自動で戦術的優位が貰えるんで、
状況作るのは手酌でイケる。クリティカルする
と76＋6d10（笑）
オルロック：平均でも57とかですね。
デイン：あとおもしろそうなのは、バード枠で
取った 英

ヒロイック・インタージェクション

雄 の 感 嘆。
*27

敵がアクション・ポイ
ント使ったら、仲間一人か自分のどちらかが即
座に一点アクション・ポイントを獲得する。こ
れによって増えたアクション・ポイントは１遭
遇１ポイント制限には入らない。ただ、これは
その遭遇で使ってね。
ＤＭ：……あれ、アウラもアクション・ポイン
トたくさん貰える＆使える系の能力持ってませ
んでした？
アウラ：ですねー。けど、遭遇で使えるアクシ
ョン・ポイントは2点までとなってるので、ア
ウラが貰っても3回アクション・ポイント使用
はできないはず。
田中：（黙考し）ふむ、それはこっちのと合わせ
るとおもしろそうだ。
ＤＭ：ではデインの導入に参りましょう。

デインの導入
　人の身でありながらフェイの貴族として迎え

られた君は、冒険を求める心に任せて宇宙の各

所を経巡ってきた。今やフェイの勇士達は、君

の探検隊に加わることを最上の誉れとしている。

　その君だがここしばらく折に触れ、どこから
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注28：《二重契約：星》
　『ドラゴンマガジン年鑑』の記事、「星
に願いを」所収の伝説級特技。二つめの契
約（およびその契約に基づく無限回攻撃パ
ワー）を獲得し、契約の恩恵も得る。デイン
は星の契約を得ている。

注29：レンズ・オヴ・ディサーンメント
　『冒険者の宝物庫』所収の、10レベル魔法
のアイテム。［遭遇毎］パワーとしてモンス
ター識別に＋10のアイテム・ボーナスを得
る。

か届く声を耳にする。

「……王よ」「あなたの民をお救いください」「私

たちは正しく生まれたいのです」

　幽かな、君にしか聞こえない嘆願だった。

　君は領地を調べるが苦しむ領民など居はしな

い。だが、一つ気付いたことがある。

　星の大海に現れ、星々の光を喰らう暗黒の星。

　その出現が、微かな嘆願と時を同じくしてい

たのは決して偶然ではないだろう。

　副次クエスト：嘆願の源と暗黒星のつながり
を解き明かす（報酬・コラム参照）

アウラ：デインは、このメンバーの中では一番
元のイメージ通りですね。
オルロック：地位があるのにずっと冒険してる。
田中：“造物主”や“黄昏の大公”が言うと説得力
あるな（笑）
ＤＭ：ハンドアウトで示したとおり、デインは
ここ最近、いずこからか聞こえてくる、もしく
はそのように感じられる“嘆願”に気が付きまし
た。これが一体何なのか、などは調査はまだし
ていません。
デイン：導入の時点で、“暗黒星”については知
っててＯＫ？
ＤＭ：はい、調査の糸口としてその名前は知っ
ていて貰って構いません。
デイン：では、自室の机に座り、雑多なモノを
片付け部屋の窓を開ける。と、そこからは空の
星が見える。デインは望遠鏡や天球儀を出して
消えた星について調べよう。
　で、実は《二重契約：星》

*28
で星の契約について

も知ってるんで、暗黒星について何かわからな
いですかね？
ＤＭ：あ！　そ、それは確かに専門分野ですね。
ええと、では〈魔法学〉で識別できるかも？
デイン：さらに相談なんだけど、“暗黒星”って
見えてる？
ＤＭ：？　そうですね、暗黒星そのものの輪郭
が見えるわけではないのですが、星々が消えて
ゆき、空に黒い空間があるので見えると言えば
見えます。
デイン：なら、望遠鏡でのぞき込んで〈魔法学〉
判定。で、一応レンズ・オヴ・ディサーンメン
ト
*29

使っておきます。1d20+28で出目が17だった
ので難易度45まで（ＤＭ：ぐふッ！）。その上で、
もしも今見ている“暗黒星”がクリーチャーなら
さらに＋10。
オルロック：いや、さすがにそれは無理が（笑）
デイン：いやまぁ、もしかしたらもしかするじ
ゃない（笑）
ＤＭ：えー、暗黒星はクリーチャーなので＋10
は有効と裁定します。
全員：なんだとうっ！？
ＤＭ：うーん、技能チャレンジとかで正体判別
とか考えてたんですけど……。いま、窓の外に
見えるヤツ相手に識別振って、しかも星ウォー
ロックなんで。
デイン：あー、つまりその大宇宙の脅威的な“彼
方の領域”のアレ？
ＤＭ：うん、『モンスター・マニュアルIII』に乗
ってるアレ（笑）クリーチャーの説明は皆さんが
合流してからにするとしましょう。
デイン：了解。では、望遠鏡からレンズを外し、

「これは、一人じゃどうしようもねえな」と呟く。
手下はいるけど、ここは古なじみを呼ぶことに
してオルロックに使いを出す。そして落ち合う
場所が……。
ＤＭ：今回予告にあった、ヘスタヴァールと言
うわけですね！

“スリンガー”エステル・アンテノラ
ハイブリッド・ウィザード＆ハイブリッド・	
ウォーロード／スペルストーム・メイジ／	
エターナル・シーカー

　それは過ぎた時の果て。

　そこは木漏れ日の舞う森の小道。彼方なる気

高き緑の大地。

　青年が一人、いつからかそこにいた。

　白銀の鎧に黄金の拍車。寄りかかる剣は簡素

だが紛れなき輝きを放つ業物。

　青年は、待っていた。

　それとは別の時、別の空。

　銀の海を紫電の船が駆ける。アストラルの風

を受け、稲妻の如く飛び進む船。その名はストー

ム・クイーン。

　その甲板を大股で歩く隻眼のエルフがいた。

女である。

　マストの下にとぐろ巻く蜥蜴のような巨獣が、

十の足から電火を散らし、甘えるように唸る。だ

が、彼女は応えず舵輪へと向う。

「ロゴス、計画に遅れだと？」

　噛みつくような問いに、トーガをまとった金

色の彫像めいた男が「然リ」と答える。
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注30：『若獅子の戦賦』
　日本独自展開のトーチ・ポートを舞台にし
たD&D3.5版のキャンペーン・リプレイ（HJ
文庫Gより既刊）。今回田中氏がプレイして
いるスリンガーはこのキャンペーンのPC。
また瀬尾アサコ氏は主人公たる男装の騎士
リューマをプレイしていた。
　さらにトーチ・ポートのデザイナの一人、
いしかわ氏がクレバーなプレイ（具体的に言
うとグリース）で要所要所を渋く締め、『中
国嫁日記』の井上純弌氏がクレリックのロ
ボ、ガンボルトを熱演しつつ、鋼と炎と紐パ
ンというまさにD&Dなイラストを描いた。

注31：銀獅子セオボルト
　『若獅子の戦賦』の登場人物。トーチ・ポー
トの私塾『銀獅子館』で若い騎士達を鍛えて
いた老騎士。スリンガーは彼の懐刀であり、
同時に恋人でもあった。

注32：ビーヒア
　『モンスター・マニュアルⅡ』所収のモンス
ター。電撃ブレスを吐く多足の蛇のような
魔獣。スリンガーが従えているのは“嵐の乗
騎”。単独モンスターとして登場する場合に
は、また別のデータとして表現されている。

注33：グルームシュ
　破壊と司る神にして、略奪を生業とする蛮
族どもの支配者。エルフ達の神コアロン・ラ
レシアンに片目を潰されたため、エルフとエ
ラドリンに憎悪を抱いている。教義は「征服
しろ、破壊しろ」「思いのままに振る舞い何も
のにも邪魔はさせるな」「弱きものを力のまま
に踏みつぶせ」

注34：リューマ
　『若獅子の戦賦』でのアサコのPC。父の残
した巨人殺しの大剣を担う、男装の女騎士。
スリンガーは銀獅子館では教官を務めてい
た。

　ぱちりと金無垢の懐中時計を開け、スリン

ガーは時を確かめた。

「時間が、時間が、時間が無い！　ドレスや化粧

も揃えてないってのに！」

ＤＭ：ラストに登場するのは、エルフのウィ
ザード／ローグ“だった”スリンガー。コアロン・
ラレシアンの娘にして“新世紀エルフのスタン
ダード”。3.5版時代のリプレイ『若獅子の戦賦』

*30

から登場です。
田中天→スリンガー：3.5版から4版に変わっ
て、宇宙の構造が変わりましたよね。
ＤＭ：そっからですかッ！？
スリンガー：この時にちょっと事件が起こった
んですよ。“大いなる転輪”が4版宇宙に変わる
ときに、彼女の思い人、銀獅子セオボルト

*31
のイ

デアは無限にある可能性未来、そのいずれかの
最果てへとフッ飛んだんです。
ＤＭ：？ でも、天さんが語ってくれたじゃない
ですか。セオボルトは最終的にスリンガーと共
に外方次元界でさらなる冒険に旅立つって。
アウラ：『若獅子の戦賦』最終回で確か、天国の
大樹の下で、若い時の姿でずっとスリンガーを
待っていたような。
スリンガー：彼があそこでずっと待っていたの
は、もはやそれ以上先の時間が存在しなかった
からです。それこそが可能性未来の果て、無限
宇宙の終局点！
全員：な、なんだってー！！
ＤＭ：そ、そんなこととはッ……。ＤＭしてた
自分すら知らなかった！
スリンガー：うん、さっき考えた。

全員：わかるかよっ！
スリンガー：このままじゃ、昔約束した“死後は
一緒に冒険しよう”が果たせない。 そこでスリ
ンガーは決めた。セオボルトが顕現した遙か超
未来時空、魔法儀式を駆使して、その一点へと
強引に迎えに行くと！
オルロック：超時空デートッ !?
スリンガー：今はアストラル海を分刻みで渡り、
全次元界規模の“セオボルトを迎える儀式”を行
なおうとしているところ。
　快速船ストーム・クイーン号に各世界から徴
発した手下や、腕ずくで従えたペットのビーヒ
ア
*32
“テンペスト”を乗せて縦横無尽！　他にもイ

スガルドの聖騎士や、戦いのスリルを求めてグ
ルームシュ

*33
を裏切ったオークの戦士とか、イネ

ヴァタブルの航海士とかいろいろ乗ってます。
ＤＭ：それで一つくらいキャンペーン遊びたい
設定だなあ。
アウラ：『スリンガー先生のことが聞きたいで
す！』　とリューマ

*34
っぽく聞いてみる（笑）

スリンガー：クラス構成は、ウィザード／ウ
ォーロードのハイブリッド

*35
で伝説の道がスペル

ストーム・メイジ
*36

、神話の運命はエターナル・
シーカー

*37
。あと特技でサイオン

*38
もマルチクラス

しました。
ＤＭ：高い【知力】をフル活用した制御役ですが、
戦闘のお膳立てをする指揮役の性能も高い……。
そしてやっぱり着目しましたか、エターナル・
シーカー！
スリンガー：他のクラスのパワーはおろか、神
話の運命の特徴まで得られる神話の運命ってそ
うそう無いんで！

オルロック：どんなことができます？
スリンガー：まず、周囲の仲間および自分のイ
ニシアチブに＋8。
アウラ：え？
デイン：《戦闘司令官》

*39
だな。戦術の威風ウォー

ロードなら取るよねー。
ＤＭ：ですねえ（先手とれるかなあ）……。
スリンガー：それを踏まえて私のイニシアチブ
は＋43、1がでてもデーモンロードのオルクス

*40

より先に動ける（全員爆笑）
ＤＭ：何が起きてるか説明してくださいッ！
スリンガー：（ナレーション口調で）「スリン
ガーは己の肉体を走る神経すべてを、『呪

ス ペ ル

的強
化

ワ イ ヤ ー ド

神経繊維化したナーヴスキッター
*41

の呪文』へ
と完全換装し、異常なイニシアチブを獲得して
いるのだ』、詳しくはキャラシート参照で（笑）
オルロック：一人だけ生きている時間が違う！
デイン：1d20振るゲームで＋43はすげえ（笑）
スリンガー：あとはスペルストーム・メイジの
能力で呪文を取り戻したり、アクション・ポイ
ント使うとダメージ＋15したり。さらに、エ
ターナル・シーカーの特徴でアクション・ポイ
ント使うと次ターンにも追加アクションを得ま
す。
アウラ：実質は一遭遇で追加行動2回ですか！
スリンガー：いや、さらに加えて“運命の探索”
で獲得した神話の運命、ウォーマスター

*42
の特徴

“衝撃放つ威厳”が発動し、５マス以内の味方1
人も追加アクションが貰える。
ＤＭ：げえ！　つまりアクション・ポイント1
点で通常なら1標準アクション増えるところが、
パーティでは3標準アクション増える！？
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注35：ハイブリッド・キャラクター
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』で導入さ
れた、二つのキャラクター・クラスの持つ要
素を組み合わせるルール。マルチクラス特
技は既存のクラスの能力を何一つ失うこと
なく別クラスの能力を若干獲得するのに対
し、ハイブリッド・キャラクターは二つのク
ラスを部分的に組み合わせるため、失う特徴
もあり、有能なキャラクターを作るのに慣れ
が必要。

注36：スペルストーム・メイジ
　『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の伝説
の道。文中の説明の他、呪文のエネルギー嵐
と一体化しエネルギーを引き出してパワーを
回復したりすることができる。

注37：エターナル・シーカー
　永遠の探索者。『プレイヤーズ・ハンド
ブック』所収の神話の運命。任意のクラスの
パワーや他の神話の運命の特徴を獲得でき
る。

注38：サイオン
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』で導入
された、サイオニックをパワー源とする制御
役。テレパシーや念動力で敵を操り、投げ飛
ばす。

注39：《戦闘司令官》
　『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の伝説
級特技。ウォーロードのクラス特徴“戦闘指
揮官”を強化する。

注40：オルクス
　『モンスター・マニュアル』の表紙を飾る、
アンデッドを統べるデーモン・プリンス。最
も神の座に近いデーモン・プリンスと言われ
ている。

注41：ナーヴスキッター
　旧版にあったイニシアチブに大ボーナス
を得る呪文。ここで言われているのはもちろ
ん大ボラである。

スリンガー：そのうえでウォーロードの汎用22
レベル・パワー、限

プル・アウト・ザ・ストップス

界 突 破を
*43

使うと、遭遇で
使えるアクション・ポイントの制限が無くなり
ます（しれっ）
アウラ：あ、それは嬉しいです♪　マイルス
トーン毎にアクション・ポイントが2点入るん
で（しれれっ）
オルロック：これが神話級か！
デイン：こちらのヒロイック・インタージェク
ションとあわせて追加行動祭りだねぇ。
ＤＭ：（わわわわわ、これはとんでもないことに
なりそうな）
スリンガー：範囲火力は虹

プ リ ズ マ テ ィ ッ ク・ス プ レ ー

色のスプレー、
*44

流
メテオ・スウォーム

星雨、連
チェイン・ライトニング

鎖電撃、嵐
ストーム・ケイジ

の檻など。あとは魔法の
アイテムでイミュアメント

*45
をいくつか購入して

あるので戦場構築もできます！
ＤＭ：もちろん、ウォーロードとしてある程度
の回復能力もある……。回復力2枚は頼もしい
ですね。で、スリンガーの導入です。

スリンガーの導入
　宇宙規模の変転に伴う銀獅子セオボルトとの

別れ。しかし、そのさだめに唯々諾々と従う君

ではない。意を阻むなら宇宙すら己の意に従わ

せるのが魔導の本義。

　転変前の宇宙、大いなる転輪の秘密を暴き、永

遠の戦場アケロンやイスガルドの剣林弾雨をく

ぐり、今君はアストラルの海を駆ける。

　だが儀式がようやく完成に至るというとき、

星が姿を消し星座は形を失った。

　宇宙の構造、それ自体が変わり、君の儀式に

重大な狂いが生まれ始めている。

　己のすべてと数百年の月日をかけた逢瀬を今

ここで諦めるわけにはゆかない。

　君は事態の解決方法と情報を求め、アストラ

ル海の要衝、輝ける都ヘスタヴァールへ飛んだ。

　副次クエスト：天の星々を元に戻す術を見つ
け出す（報酬・コラム参照）

ＤＭ：というわけで、初期情報に合わせて幾分
か修正しました（笑）　儀式が完成するかという
ときに、今回の異変によって計画にズレが生じ
てしまった。これを何とかしないといけないっ
て言うのがスリンガーのヒキですね。
スリンガー：なるほどなるほど。星が消えたこ
とでズレが生じたと。
ＤＭ：はい。航海士、ロゴスという通り名のイ
ネヴァタブル

*46
が言うわけです。「計画にズレが生

じています、ミスがあったものと思われます」
スリンガー：「バカ言うな、数百年かけて確かめ
ながらやってきた。間違うはずはない」

ＤＭ／ロゴス：「船長の主張を認めた場合、他の
理由はこの世界の基幹構造の異常という、ごく
ごく蓋然性の低いものになります」とここはメ
カ生物っぽく言います（笑）
スリンガー：観測データを確認すると、観測さ
れるはずの星が見えない。
ＤＭ：そのとおり。現在位置のズレ、あるいは
予測計算のミスを疑うわけです。
スリンガー：「改めて実測するんだ、座標の設定
から手順を確認してな」
ＤＭ：「了解」とロゴスは言い、備え付けられた
次元間六分儀で天測を開始します。と、その瞬
間頭が爆発（全員爆笑）。
スリンガー：なにがあった（笑）
ＤＭ：残った首が根元からパージされ、第二脳
がバックアップを開始します。ロゴスは冷静に

「視覚野に“彼方の領域”を確認。中枢への侵蝕を
防ぐため頭部をパージしました」と手話で答え
ます。まぁ、昔（3.5版時）のイネヴァタブルは“秩
序にして中立”の来訪者、でしたから“彼方の領
域”に汚染されそうになったらこうなるかなー、
と。特に根拠はない演出なんですけどね（笑）
スリンガー：「“彼方の領域”をのぞき込んじま
ったらナァ」
ＤＭ：デインが大丈夫だったのは高レベルの星
ウォーロックだったからだと言うことで。スリ
ンガーもここで“暗黒星”そのものが敵だとわか
って良いですよ、すぐ合流しますし。
スリンガー：では、懐中時計を開き時間を確か
めて言う。「ちぃッ、なんてこと！　ドレスのあ
つらえに、化粧や髪のセットやらいろいろ時間
が詰まってるってのに！」

コラム：テンペスト：ビーヒアの“嵐の乗騎”

　ビーヒアの“嵐の乗騎”は『モンスター・マニュアルII』
掲載のクリーチャー。乗騎キーワードを持ち、24レベル
以上の乗り手が載るとき、その能力が発揮される。マイ
ナー・アクションでブレスやバイトの攻撃ができ、さらに
乗り手が［電撃］攻撃を行なう時に命中判定に＋2の無名
ボーナスが乗る。
　今回は、レベル29の魔法アイテム枠として獲得してあ
る。スリンガーの能力ならほぼ確実に1ラウンドで無力
化できるので「腕ずくで従えた」と言って何ら問題ない。
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注42：ウォーマスター
　戦の支配者。『武勇の書』所収のウォー
ロード用神話の運命。もはや定命の領域に
戦うに足る軍はなく、伝説、神話の領域で戦
われる永劫戦争へと足を踏み入れるほかな
い。

注43：プル・アウト・ザ・ストップス
　『武勇の書II』所収、ウォーロード一日毎汎
用パワー。効果は本文の通り。

注44：プリズマティック・スプレー〜
　ここで上げたスリンガーの取得パワーは
すべて『プレイヤーズ・ハンドブック』所収。

注45：イミュアメント
　魔封空間。『冒険者の宝物庫II』所収の魔
法のアイテム。この世界から切り離された
独自の効果を持つ空間を封じ込めたもので、
使用すると内部に封じられていた地形及び
効果がこの世界に飛び出し、戦闘マップを上
書きする。

注46：イネヴァタブル
　旧版に存在したクリーチャー。善悪を超
越した強い秩序の属性を持っており、その
秩序を遂行させるため多元宇宙の各所に旅
立っていた。4版ではマールートがこれに当
たる。古いＤ＆Ｄ宇宙からやってきているス
リンガーならでは、という演出。

注47：ホーンブロワー
　18世紀から19世紀にかけての英国海軍
を舞台にした、セシル・スコット・フォレス
ター著の一連の海洋冒険小説の主人公の名
前。もちろんここで出ているのは名前だけ
で、後に英国海軍元帥にまで上り詰める海の
男とは多分関係ない。

アウラ：乙女だ！
ＤＭ：本当だ、乙女だ！
スリンガー：「こうなったら、まずはあいつらを
ぶっ潰してからだね」
デイン：いや、乙女のセリフじゃない（全員爆笑）
オルロック／乗組員：「け、けど姉御。星を消す
ような連中ですぜ！？」
スリンガー：「ん〜？　ホーンブロワー（仮）

*47
く

ぅん、君たちってば冒険浪漫あふれる海賊でし
ょぉ？　」とホーンブロワー（仮）君の肩を揉み
ながら言う。
ＤＭ／乗組員：「イ、イエス、マム！」
スリンガー：「大冒険、ワクワクするよね〜？」
指先から電撃の火花がちりちりと。
オルロック／乗組員：「ア、アイ、マム！」
スリンガー：「いいかい、お前達！　あたしは、
敵から得られる財宝になんざ興味はない。だか
ら、取り分はあんたらの切り取り次第だ。……
今回の敵は星そのものだよ。どんだけのお宝が
掴めるか考えてみな！　なのにブルッちまうよ
うな奴ぁ、この船降りな！」
ＤＭ：手下たちの歓声が沸き上がり、ストーム・
クイーン号はぐんと加速します。
スリンガー：「まずはヘスタヴァールで腕利き
を捜す！」

ヘスタヴァールでの合流

　銀の雲が割れ、眼前に蒼い海が広がった。

　浮かぶ山が、ストーム・クイーン号の甲板に

影を落とす。

　仰ぎ見れば、煌めく金の天蓋。空に浮ぶ島の

間を、翼持つ船が行き交っている。

　空に浮かぶ浮遊陸塊。そこに築かれた城市こ

そ、諸次元界で至上の美と名高き“輝ける都”ヘ

スタヴァールである。

　白亜の尖塔の足下には貴石の敷かれた街路が

巡らされ、三柱の神に仕える天
エンジェル

使や列福者、守

護者たるスピンクスやナーガがそぞろ歩く。

　

　しかし、スリンガーの目指す場所はその城市

ではない。

　浅い海の先にある、白砂に囲まれた緑の島。

　沖へと延びる大理石の埠頭に数多の次元帆船

が錨を降ろす。

　その島では一軒の酒場が、次元界の船乗り達

を迎えていた。

　酒場の名は銀ジョッキ亭。すこしばかり賑やか

な、冒険者に馴染みの匂いのする場所であった。

オルロック：『紅の豚』にでてきたジーナのホテ
ルみたいな感じですかね。
全員：あー！
ＤＭ：アドリア海の真珠ならぬ、アストラル海
の真珠ですね（笑）とはいえ、居る連中の顔色は
冴えません。今回予告で知らせたとおり、フォー
セイクン達がアストラル海の島々、つまり神々
の領域へ襲撃をかけたので船は行き来を止め、

船乗りはここで燻ってます。
デイン：しかし、神話級の冒険で、神話級居酒
屋に神話級冒険者が集まるってのもなんだなァ。
オルロック：そして神話級村人から裏山にいる
神話級ゴブリンの討伐を頼まれて、神話級前払
いで依頼を受ける。
スリンガー：で、神話級エールを飲んで、神話
級に酔っぱらい、神話級の店のマスターに追い
出される（笑）
ＤＭ：んな訳ありますかっ（笑） 確かにここは
アストラル海の拠点で、伝説級から神話級の冒
険者やクリーチャーが顔出しますけど、30レベ
ルキャラがこんなに来ることはありませんよ。
アウラ：今、この酒場はオルロックとアウラ、デ
インがいるわけで【魅力】や美形度がすごいこと
になってますね。
ＤＭ：多分最初にアウラがやってきて、美を体
現するエラドリンの艶姿に居並ぶ者が陶然。次
に快活なデインとその仲間がやってきて、場が
華やかになる。
オルロック：では、デインに応えて銀ジョッキ
亭の暗がりから出現。多分プレイナーポータル
を使った。
ＤＭ：暗がりから現れた、白皙の青年。冴え渡る
月を思わせる静謐な美しさに、酒場にいた者達が
何人か息を呑んだまま呼吸を忘れ卒倒します。
デイン：「相変わらずだな、オルロック」
オルロック：「そちらこそ変わらぬな、デイン」
スリンガー：ではそこに、扉を蹴り開けて踏み
込む。「邪魔するよ！」
ＤＭ：「ひぃッ！　あ、嵐の女王だッ！」と振返
った何人かは悲鳴を漏らして机の下に隠れ、カ
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注48：な、なんだってんだ〜
　うろたえている割には全員の二つ名や素
性を把握しているあたり、さすが神話級の酒
場の主である。本人のレベルはともかく高
い〈事情通〉を持っているのではないだろう
か。

ウンター裏の亭主が震えながら呟きます。

「既知宇宙最高の冒険王に、生者なる黄昏の大
公、妖精境の美の守護者。そして、凶猛無比の
次元海賊。な、なんだってんだ。この世の終わ
りかなにかか！？」

*48

ＤＭ：あなたたち4人の存在感はもの凄く、常人
にはこの空間が歪むようにすら感じるでしょう。
　オルロックの傍らでは生けた花がしぼみ、ジ
ョッキに霜が降ります。一方でアウラの周囲に
は芳しい空気が満ち、どこからか花びらが舞い
降りる。スリンガーの眼光は電火を散らし、あ
たりにはオゾンの匂いが漂います。
　緊張は頂点へと近づきます。この場の誰一人
と言えども、皆さんの中に割ってはいることは
できません。
オルロック：そりゃそうだよなあ。
アウラ：神様でもないと割り込めない（笑）
ＤＭ：今や酒場中の全員が固唾を呑み、皆さん
の言葉を待っています。誰かどうぞ！
スリンガー：「よう、アウラ。相変わらずおっぱ
いでっかいな」
ＤＭ：それかよっ！
デイン：つまりこれは、胸の大きな女は頭が
云々という皮肉なンですか先生（笑）
オルロック：キャラクターは美形なのでクスリ
ともせず冷ややかに状況を見守ります。
アウラ：ふぅ、とタメイキをついて「真冬の月の
ようなあの方（オルロック）のかんばせに酔いし
れていましたのに、不作法な黒雲が翳らせてし
まったようですわね。アストラルの海に行った

と聞いて、もう会わずにすむと思いましたのに」
スリンガー：「そっちこそ自分の世界を作って
そこに引きこもったって聞いたが？」
アウラ：「わたくしの美に割り込み、乱すかも知
れぬモノがいるのです。まるで貴方のようにね」
スリンガー：「へっ、虫扱いとはね！」
オルロック：こちらは低い声でスリンガーに言
う。「あの男のために、まだ死の理

ことわり

に逆らおうと
しているのか？」
スリンガー：「止めるかい？　ダンピール。けど
ね、あたしは他人の定めた理になんざ従う道理
はない。あたしは、あたしがやりたいように理
を作るのさ」
デイン：「オルロック。ファーガンドのスリン
ガーと知り合いだったのか？」
オルロック：「銀獅子の魂を追って、大鴉の女王
の城まで乗り込んできた」
スリンガー：「アンタに止められなかったら、直
談判できたんだけどね。けど、シャドウフェル
にはあの人は居なかった。会う術を捜して儀式
実行って時に邪魔が入った。星が消えたのさ」
デイン：ここは場を和ました方が良さそうだん
ね。「まぁまぁまぁ、あんた達がそう突っ張って
たら、他の客に迷惑だ。みんな。詫びってわけ
じゃないが、今日の勘定は全部俺が持つ。ある
だけの酒と上等な肴を好きなだけ頼んでくれ！」
ＤＭ：デインの笑みが緊張を解きほぐしたのか、
銀ジョッキ亭には賑わいが戻り、星の船乗り達
が「デイン万歳！」と叫ぶ。
デイン：「コイツはウチの婆さまのとっておき
だ」と、みんなには持参したワインを。配下のカ
カシが腹の中からビンを取りだして注ぐ（笑）

スリンガー：スリンガーはこれまでの冒険でデ
インの名前を聞いてるハズで、どんなツラか拝
んでみたいとは思ってたんですよ。以前の冒険
から人間と言う種族を尊敬しているし。なんで
この時点で信用します。
アウラ：そう言ってもらえると、リューマが喜
びます。
ＤＭ：初顔会わせ組もこれでなんとかなったか
な……。
デイン：「これだけの英雄が揃った。時期を同じ
くして一つところに集まったってのも、偶然じ
ゃないだろう。みんな、大いなる災厄の気配っ
てやつを感じたんじゃないか？」
アウラ：「ええ」と“彼方の領域”の侵攻を感じた
ことを話します。
デイン：「そいつは暗黒星、星々を喰らう星、“扉
を開くもの”アラバル」……だよね？
ＤＭ：その通りです。先ほどのモンスター識別
の結果、ここでお話ししましょう！

　宇宙の彼方にまたたく星。人はその星々に英

雄や神獣の姿を見て取り、またその運行に世の

理を見た。しかし、ある種の秘術の学び手達は、

そうした星の中に、明らかにこの世に凶兆を示

す星があることを知っていた。

　その星が示すのは邪悪なるものの出現、暗き

陰謀の成就、天変地異の発生の前触れ。不浄の

光が夜空に輝くとき、無数の叫び声と共に世界

そのものの構造が引き裂かれ、異形の化け物ど

もがもがき、這いだしてくる。

　それこそは星
ス タ ー ・ ス ポ ー ン

の落し子。人には窺い知れぬ狂

気に従い、宇宙的恐怖をもたらすものである。
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注49：プライモーディアル
　原初の存在。元素の渾沌からこの世界を
作り出した、強大無比なるエレメンタル・ク
リーチャー達。神々がその世界に文明と永
続性を与え、ここに世界の支配権を巡り神々
とプライモーディアルとの間に“暁の戦”が
起こった。
　結局プライモーディアルは破れ元素の渾
沌の辺境で休眠状態となっていたり、神々に
封印されていたりする。また、幾つかのデー
モン・プリンスは邪悪に汚染されるまではプ
ライモーディアルであったという。

デイン：『プレイヤーズ・ハンドブック』にもい
くつかそうした星の名前はあるんだよね。あと、

『ドラゴンマガジン年鑑』でさらに増えた。
ＤＭ：凍星デルバン、導きの星カイフォン、餓
えたる星ハダルなんてのがウォーロックのパ
ワーの名前にあります。ですが、デインが見つ
け、そして星々を喰らっているのは“道を開くも
の”アラバルです。この世界を憎み、“彼方の領
域”からこの世への扉を開き、星の落し子を放っ
て狂気と混沌をもたらすもの。
　『モンスター・マニュアルIII』では惑星でサ
イズ分類は“巨大”としか書いてなかったので、
今回は一応木星サイズくらいとしておきました。
直系15万キロですね♪
オルロック：神話級だなぁ……。
ＤＭ：やっぱり大きさってのが一発ですごさを
わかってもらえると思いまして。
スリンガー：“彼方の領域”って宇宙的狂気な悪
夢の次元界でしたっけ。ラヴクラフト的な。
ＤＭ：ええ、ぐちょぐちょぬちょぬちょで狂気
と悪夢の世界です。
アウラ：一体なんでこんなモノが……。
ＤＭ：創世のころ、神々はプライモーディアル

*49

達が作った世界に興味を持ちました。その取り
合いから“暁の戦”が起こったわけですが、神々
はプライモーディアル達の作ったもう一つの世
界≒アラバル星を見つけ、最も大きな生き物、

“思考能力を持った惑星”を作ろうとしました。
　しかし惑星に命の燦めきを与えた時、神々は
この星、いやクリーチャーが持つことになるだ
ろう力を恐れ、アラバルをこの世の外、“彼方の
領域”へと放逐したのです。

デイン：ヒドイ迷惑だ！
アウラ：ペットは責任を持って飼おうよ！
スリンガー：この辺りの神って、力持ってるけ
どえらく人間くさくて後先考えないよね（笑）
オルロック：そして後始末をするのはいつも人
間だ。
ＤＭ：冒険のタネが尽きなくてこちらとしては
あり難いんですけどね（笑）
　アラバルの心身は“彼方の領域”において捻じ
曲げられ、悪意と妬みの固まりとなり果てまし
た。アラバルは他の星々に力を貸し、この世界
にスター・スポーンを送りこみ、“彼方の領域”
の宇宙的恐怖と混沌をもたらそうとしています。
　アラバルの最終目標、それはこの世界の破壊。
この世界を己のような腐敗した生命のまがい物
に変えること。銀の海の星々は、そのような野
望の果てに破壊され、喰らわれたのです。
スリンガー：懐から無数の水晶の欠片を取り出
し、テーブルに置く。それらの水晶の中には、一
つ一ついろんな世界の姿が見える。

「アストラル海を旅してここに来る途中、見知っ
た世界や星が消えちまっていることに気づいた。
これは、そんな世界が存在した座標に漂ってい
た欠片さ」魔法のアイテムとしてイミュアメン
トを手に入れてあるんで、それの演出。
ＤＭ：！　これはカッコ良い演出ですね！　つ
まり、スリンガーの持っているイミュアメント
は魔法による地形では“なく”、今は失われた世
界の一部！
オルロック：ではここでオルロックも情報を出
す。「シャドウフェルに、尋常ならざる数の魂が
訪れてきている。我が神レイヴン・クイーンは、

神殺しの呪文、アポカリプス・スペルをフォー
セイクン達が手に入れたためだと言っていた。
だが、どうやらそれだけではなさそうだな」
デイン：フォーセイクンって連中が“神殺しの
呪文”を求め、手に入れる。それはおかしくはな
いが、同じタイミングってのは気になる。無関
係とは思えんな。
ＤＭ：と、それぞれの情報を交換したところで
画面変わって、カットシーンとなります。

　アストラル海、霊気晴朗なれども波高し。

　銀の波を蹴立て、雲を割って現れたのは巨大

な次
プレイナー・ドロモンド

元間帆船。いかなる空の様式とも異なる、黒

く古い獣の爪を幾重にも重ねたような猛々しい

その威容は、まさしく山が動いたかのよう。

　連なる帆
スペルジャマー・シップ

走航宙艇の数は十数隻。

　そして、空には遊弋するようにおぼろげに人

の形をした定かならぬ色彩の炎が浮かんでいた。

その数は、文字通り無数。

　歴史に学ぶ者なれば、その炎を見て戦慄する

ことだろう。それはかつて一つの帝国、いや一

つの文明世界そのものを討ち滅ぼした禁呪、

“色
レイン・オヴ・カラーレス・ファイアー

無き炎の雨”。

　旗艦の艦橋に立つは、青銅と黄金の甲冑に元

帥杖を携えたフォーセイクンの将。

　均整のとれた身体に緋色の飾り帯を巻いたそ

の姿は、諸天の王の如く輝かしい。しかし、虚

ろな眼窩を覆う包帯のみは、長い探索行を経て

垢じみ、ほつれていた。

　警戒の銅鑼が打ち鳴らされ、ヘスタヴァール

の城壁に天兵が連なる。引き出されてきたのは

電光撃つ弩弓、光弾放つ投石機。
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　そして、煌めく翼持つ天使達がアストラルの

海から現れ、戦列を形作ってゆく。

ＤＭ：フォーセイクンの将の声がアストラルの
海に響き渡ります。

「三神の都ヘスタヴァールに告げる。我らは神の
力を求めるもの。そして今、古き神の力を奪い、
その欺瞞を暴く新しき神となるもの。
　古き神とそれを崇める者達よ、我らが成神を
阻むことなかれ。アストラルの海へ漕ぎ出すこ
となく、その天蓋の都市に控えて新たな神の誕
生を待て。
　そして新たなる神が降臨したなら、門を開き

鍵を差しだし、我らに帰依せよ」
デイン：なんか勝手なこといってるな。
ＤＭ：響き渡るその言葉が消え止まぬうちに、
新たな轟音が響きます。
　旗艦“重ね爪”の甲板に備えられた四連衝撃死
霊砲、その砲架の上で死霊術師達が呪文を唱え、
黄金の都に六つの黒き炎球が降り注ぎます。そ
して遊弋していた“色無き炎の雨”達は、己の本
分を果たすべく天使達に食らいついて行く！
アウラ：四連衝撃死霊砲って何！？
ＤＭ：ＤＭとして一生に一度は言ってみたい言
葉の一つです。〈魔法学〉判定には成功するでし
ょうから教えますね。具体的には『モンスター・

マニュアル』のリッチ・ヴェスティジというモ
ンスターのパワーです。４体揃って力を合わせ
ると、消

オーブ・オヴ・オヴリタレイション

滅 の 球 体という遠隔範囲攻撃を撃ち
ます。ヒットしたら20点の［死霊］かつ［火］ダ
メージ＋継続的［死霊］かつ［火］ダメージ20。敵
の攻撃は今のところ、アストラル海へ出ようと
する手段、つまり港やアストラル・シップを狙
ってますね。
　銀ジョッキ亭の船乗り達は、頭上の浮遊都市
から炎上して落ちてくる船を見て大焦りです。

「次はこっちだ！？」
スリンガー：「はン！　自分の望みを叶えよう
ってのに、やるこたぁセコいじゃないか。そん
な連中になんざ道を譲ってやるわけにゃいかな
いね！」ストーム・クイーンに戻り、アストラル
海で迎え撃つ！　ＤＭ、実はスリンガーが乗っ
てるテンペストって、“飛行8（ホバリング）”な
上に超大型（３マス× ３マス）なんで、みんなで
乗って強行突入ってどうでしょう。
全員：カッコイイ！！
ＤＭ：実は乗り込みには技能チャレンジって考
えてたんですが、それなら一人一発攻撃を受け
るだけでよし、としておきましょう。OKです
オルロック：「女王の長き腕は、死をもてあそぶ
ものを逃しはしない」行きます。
デイン：「どうも、いろいろ関わってそうだな！」
スリンガー、乗せてくれ！
アウラ：「神を気取るその傲慢、醜いわね」あ、こ
っちも乗せてください（笑）
スリンガー：「行くよ！ しっかりつかまって
な！」

コラム：彼方の領域、そしてサイオニック

　この世界に住む者達の想像を絶する異形の世界、この
世界とは異なる法則が統べる変質した世界、それこそが
賢者達が“彼方の領域”と呼ぶ世界である。
　星々の彼方にあるこの領域についての記述は、これま
で記述が各所に散らばっていた。『プレイヤーズ・ハンド
ブック』では、ウォーロックが“星の契約”によってこの世
界の秘密を垣間見、その力の一端に触れることができる。

『モンスター・マニュアル』では異形という起源をもつク
リーチャー（マインドフレイヤーやビホルダーなど）が、
この領域の出身であると記され、そして『ダンジョン・マ
スターズ・ガイド』では基本となる宇宙観の彼方にある領
域として触れられている。
　『次元界の書』では、その領域は“宇宙創造の埒外にあっ
て、しかも理論上存在が予測されている、時すら意味を持
たぬ無限の空間の中にある”領域、この宇宙とはかけ離れ
た世界なのである、と記されている。そして“彼方の領域”
を認識したならば、通常の精神は傷を受けずにはいられ
ないのだと。
　“彼方の領域”について記述がまとまって現れるのは

『プレイヤーズ・ハンドブックIII』である。このサプリメン

トでは、“彼方の領域”とこの世界との間には二つを隔て
る“生ける門”があったが、神々とプライモーディアルの
大いなる戦い、“暁の戦”にてその“生ける門”が開かれ、彼
方の領域の奇怪なクリーチャー、穢れをもたらすエネル
ギーがこの世界に侵入、アストラルの領域を食らいつく
したのだという。
　神々は一時戦いをとめ、己の本拠地を守った。そして、
アイウーンとペイロアという二柱の神が生ける門を破壊
し、この世界と“彼方の領域”との通路を封印した。サイオ
ニックという力が現れたのはこの時だと言う。
　ゆえに、あるものは言う。
　サイオニックとは“彼方の領域”を源とする危険な力で
あると。かのイリシッド、アボレスといった異形のクリー
チャー達の振るう、精神を圧倒する力の数々はまさにそ
の発現であると。
　また、あるものは言う。
　生きる者の肉体が、病魔に対して身を守る反応をする
ように、この世界が“彼方の領域”の侵略に対し、抵抗する
ために生まれた力がサイオニックなのだと。
　説はさまざまであり、結論は出ていない。
　しかし、その力は確かにＰＣ達の手にあり、振るわれる
のを待っているのである。
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注50：ブリンク
　旧版にあった、この世界ともう一つの世界
との間を急速に行き来することで、降りかか
る攻撃を一定確率で回避する呪文。今回は
ただの演出。４版では同名のパワーはまだ
存在しない。

四人だけの軍隊

　テンペストは翔ぶ。

　銀海の波間を、足を縮め、身をくねらせて縫

うように、飛ぶ。

　その姿、まさしく電光。

　色無き炎達は、追いつけない。

　直衛艦は、間に合わない。

　何体か、死霊王の残滓が英雄達を見つけ、禍々

しく呪文を紡ぐ。

　だが、それでも——。

ＤＭ：対空砲火、く、当たらない！　当たらな
い！　当たらない！

スリンガー：その場で自分の存在を明
ブリンク

滅さ
*50

せて
砲火をやり過ごす。「そんなアクビが出そうな空
間伝播速度であたしに触れられるか！」
オルロック：「影界ではどれほどの攻撃があっ
ても、決しておびえてはならない。おびえは死
をもたらす。勇者ならば、自分の正しさを信じ
るならば、真っ向から向かっていかねばならな
い……それが真の戦士だと、私は信じている。ア
ストラル海でもそれは同じだ」
デイン：「まァ、これッくらいじゃなあ！」
ＤＭ：アウラには命中！
アウラ：「敵の醜さに油断しましたわ……」
ＤＭ：アウラには継続ダメージ［火］および［死
霊］20です。では、皆さんはヘスタヴァール制

圧軍の旗艦、“重ね爪”の甲板に降り立ちます！
　一箇所に固まるのは、範囲攻撃の餌！　と言
うわけでフォーセイクンの将が指示を飛ばし、
リッチ・ヴェスティジ達は散らばります。
オルロック：なんて数だ！？
アウラ：甲板全面に……24体！？
ＤＭ：これだけいれば、雑魚と言えどもそう簡
単に一掃されませんよ！　現在甲板にいるのは
ボロボロのローブをまとったリッチ・ヴェステ
ィジが24体、そしてそれらを率いるフォーセイ
クンが一人。乗組員は他にもいますが、皆さん
が相手しなければならないのはこれくらいで、
他はホーンブロワー君をはじめとするストー
ム・クイーンの乗組員が相対してくれてます。

戦場詳細

アストラル海：［精神］攻撃の攻撃ロール＋1
照明：明るい照明
甲板：この中、および中から外、外から中へフォーセイク
ン以外は［瞬間移動］ができない。
結界の魔法球：船内の［瞬間移動］の抑制を行なっている。
一回の移動アクションとして〈魔法学〉または〈盗賊〉の技
能判定（難易度42）を行ない、二回成功したならこの仕組
みの活性／不活性を制御できる。
　右部の球は魔法円部分より右のエリアを、左上の球は
左上半分、左下の球は左下半分のエリアに影響を及ぼし
ている。
　ディスペル・マジックなどの“創造物”や“区域”を破壊
できるパワーは、この魔法球を破壊できる。その場合は意
志防御値39とみなす。
　AC4：反応4：頑健12：hp80（［死霊］、［毒］、［精神］から
ダメージを受けない）。
段差：各5フィート
階段：緩やかであり、移動困難地形とは見なさない。
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注51：“瞬間移動の衝撃”
　フェイタッチトの特徴。瞬間移動時に隣
接する敵にダメージを与える。今回のデイ
ンの動きを見ているとあのアップデートは当
たってしかるべきものと痛感する。

注52：ファスト・ハンズ
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、2
レベルの無限回技能パワー。1ラウンド1回、
フリー・アクションで武器やアイテム一つの
出し入れや拾い上げを行なう。

注53：クイックシルヴァー・ダガー
　クイックシルヴァー・ブレード、『冒険者
の宝物庫II』所収。軽刀剣類につく魔法特性。
使用時に強化ボーナスに等しい値のアイテ
ム・ボーナスをイニシアチブ判定に得る。デ
インはこのアイテムでイニシアチブを上げ、
自ターン開始時にファストハンズで二丁ロッ
ドに持ち替えている。

注54：ロッド・オブ・コラプション
　『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の魔法
のアイテム。契約の恩恵が生じたとき、その
恩恵を受ける代わりに、対象から5マス以内
にいるすべての敵に対してウォーロックの呪
いを移し替えることができる。

　ＰＣ達は順調にクリーチャーの識別に成功

し、データを確認する（コラム参照）。

　リッチ・ヴェスティジとは死霊術の精髄、リ

ッチから作り出されたクリーチャー（雑魚）、フ

ォーセイクンの将は主に精神攻撃を行なうフ

ォーセイクンの“恐るべき漂着者”と判明した。

　さらに、まだＰＣたちには見つかっていな

いがＤＭは一つ、隠し玉を用意している。

アウラ：リッチの雑魚かぁ……（感慨深げ）。
ＤＭ：実際には残骸の再利用ですけどね。コイ
ツはダメージを与えるオーラが嬉しいです。命
中判定しないし。
デイン：“恐るべき漂着者”には地の利がある。
アストラル海だと［精神］攻撃に命中＋1だ。
オルロック：フォーセイクンの永

フラグメント・オヴ・イモータリティ

劫性の断 片
（データ参照）は現在は止めようがないか？
ＤＭ：状態ロックをキャンセルするパワーを種
族特徴で備えているあたり、さすが高レベル種
族ですよ、フォーセイクンは。
スリンガー：「かまいやしないよ。死ぬのが早い
か、すごく早いかってだけの違いさ。」

第一ラウンド
59：スリンガー
46：デイン
42：アウラ：20ダメ：［死霊］＆［火］継続ダメ20

39：フォーセイクンの“恐るべき漂着者”
（34：？？）

33：オルロック
29：リッチ・ヴェスティジ第二波
20：リッチ・ヴェスティジ第一波

ＤＭ：1d20振るゲームでイニシアチブ＋8はや
っぱりデカいなぁ……。
デイン：スリンガー、リッチは範囲攻撃で潰す
よね？（スリンガー：うん）なら、今のウチに右
にいる二体のリッチ・ヴェスティジを呪ってお
きたいんで、手番ちょっと遅らせてもらえる？　
それで契約の恩恵を二つぶん貰えるハズ。
スリンガー（59→45）：了解、デインの後まで
遅延。
デイン（46）：さァて、雑魚がたくさんってこと
は、“瞬間移動の衝撃”

*51
とか使いたいトコだけど、

甲板では瞬間移動できないんだよな。
オルロック：技能での解除も今だと出目14とか
が必要、この選択肢はないですね。
デイン：なら、壊しちまおう。素

フ ァ ス ト ・ ハ ン ズ

早い手先で
*52

ク
イックシルヴァー・ダガー

*53
をしまって、ロッド・

オブ・コラプション
*54

を早抜き、二丁装具状態！

　デインは移動し、リッチ・ヴェスティジを

２体呪って、結界の魔法球に妖
エルドリッチ・ブラスト

光一閃。31点

のダメージを与える。

リッチ・ヴェスティジ	 レベル26　雑魚
中型・自然・人型（アンデッド）	 XP2,250
イニシアチブ＋14　	 感覚〈知覚〉＋19；暗視
ネクロマンティック・オーラ／死霊のオーラ［死霊］：オーラ2；範囲内に入
り込むか、範囲内で自分のターンを開始した生きているクリーチャーはすべ
	 て5［死霊］ダメージを受ける。
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC40；頑健36、反応40、意志38
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］20
移動速度：6
mデスス・タッチ／死神の手（標準；無限回）✦［死霊］
　＋30対AC；10［死霊］ダメージおよび、目標は弱体化状態となる（セーヴ・
終了）。

rシャドウ・レイ／影の光線（標準；無限回）✦［死霊］
　遠隔20；＋30対“反応”；10［死霊］ダメージあるいは、目標が（ウィザード
など）秘術パワーの使い手なら15［死霊］ダメージ。

Aオーブ・オヴ・オブリタレイション／消滅の球体（標準；遭遇毎）✦［死霊］、
［火］
　同じイニシアチブ順で行動する2体か3体か4体のリッチ・ヴェスティジは、そ
れぞれ標準アクションを使用することで、ぶつかると爆発する黒い火の球体

	 を1つ放つことができる。攻撃ロールを1回行なうこと；＋30対“反応”；そ
の攻撃に参加したリッチ・ヴェスティジ1体につき5［死霊］および［火］ダメ

	 ージ。さらに、その攻撃に参加したリッチ・ヴェスティジ1体につき5ポイント
の継続的［死霊］および［火］ダメージ（セーヴ・終了）。

属性：悪	 言語：共通語、奈落語
技能：〈魔法学〉＋24
【筋】11（＋13）	 【敏】12（＋14）	 【判】13（＋14）
【耐】14（＋15）	 【知】22（＋19）	 【魅】18（＋17）

フォーセイクンの“恐るべき漂着者”	 レベル26　砲撃役（指揮）
中型・自然・人型（無視覚）	 XP9,000
hp：150；重傷値：75	 イニシアチブ：＋20
AC：38；頑健37、反応39、意志39	 〈知覚〉＋21
移動速度：6	 擬似視覚20、無視覚
完全耐性：［凝視］、盲目状態
特徴
Oインスパイア・フィアー／高まる恐怖（［恐怖］）✦オーラ1
オーラの範囲内の敵はみな、［恐怖］攻撃に対して、すべての防御値に−2の
ペナルティを受ける。

標準アクション
m フィアー・ストライク／恐怖の打撃（［恐怖］、［精神］、［装具］）✦無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋29対“意志”
ヒット：2d6＋7の［精神］ダメージ。目標はこのフォーセイクンから離れるよう
に目標自身の移動速度ぶんの移動を行なう。目標の取る移動経路はこのフ
ォーセイクンが決定するが、1マス移動するごとにこのフォーセイクンから遠ざ
からねばならない。

rテラー・ボルト／恐怖の矢（［恐怖］、［精神］、［装具］）✦無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体または2体）；＋31対“意志”
ヒット：2d6＋7の［精神］ダメージ。このフォーセイクンの味方のうち、目標に
隣接している者1体は、フリー・アクションとして、目標に対して1回の近接基
礎攻撃を行なえる。

Rカース・オヴ・モータリティ／限りある命の呪い（［恐怖］、［装具］）✦再チャ
ージ 4 5 6
攻撃：遠隔20（クリーチャー1体）；＋31対“頑健”
ヒット：継続的ダメージ20（セーヴ・終了）。目標はこのセーヴィング・スロ
ーに−2のペナルティを受ける。
　セーヴ失敗・毎回：この継続的ダメージは5増加する（最大で継続的ダメ
ージ30）。

Aサイン・オヴ・デス／死の予兆（［装具］）✦遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）；＋29
対“頑健”
ヒット：このフォーセイクンの次のターンの終了時までに目標に対して行なわ
れる次の1回の攻撃の攻撃ロールには＋5のパワー・ボーナスが付く。

トリガー型のアクション
クレンジング・ウーンズ／傷清め✦遭遇毎
トリガー：このフォーセイクンが初めて重傷になる。
効果（アクション不要）：敵がこのフォーセイクンに与えている効果はすべて
終了する。

フラグメント・オヴ・イモータリティ／永劫性の断片✦遭遇毎
トリガー：このフォーセイクンのヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：このフォーセイクンは、次の自分のターンの開始時ま
で、“ゲームから除外”される。次の自分のターンの開始時になると、自分が
最後にいた場所から5マス以内に出現する―37hpを有し、いかなる効果
も受けていない状況で。

技能：〈威圧〉＋27
【筋】	23（＋19）	 【敏】	25（＋20）	 【判】	26（＋21）
【耐】	26（＋21）	 【知】	28（＋22）	 【魅】	29（＋22）
属性：悪	 言語：共通語、神界語
装備：ロッド
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注55：《エルフの正確さ》
　『プレイヤーズ・ハンドブック』所収のエル
フ特技、エルヴン・アキュラシィで振り直し
た攻撃ロールに＋2ボーナスを得る。

注56：《ワイルド・エルフの幸運》
　『フォーゴトン・レルム・キャンペーン・ガ
イド』所収のエルフ専用特技。エルヴン・ア
キュラシィでの再ロールに＋1d4ボーナス。

注57：《エルフの秘術の正確さ》
　『秘術の書』所収の秘術クラスのエルフ用
特技。［秘術］の攻撃パワーで攻撃した際、そ
のパワーの目標から選択した対象に対して
エルヴン・アキュラシィを使用できる。

デイン：壊しきれなかったか！　
スリンガー（45）：いや、構わない。壊すよりも
戦闘終わる方が早いかも知れない。
ＤＭ：なんだと！
スリンガー：雑魚には構わず敵将を落とすよ、
みんな！　マイナーで隊

リオリエント・ジ・アクシス

列変更、テンペスト
に乗ったまま８マスシフト。

　ウォーロードの６レベル汎用パワー、シン

プルな効果だが、シフトできるマスの数は【知

力】修正値分。ウィザード／ウォーロードであ

るスリンガーは、神の如き知略で敵の隙を突

き、ＰＣ達を進ませるのだ。

オルロック：８マスのシフトて。オルロックの
通常移動よりも速い（笑）
ＤＭ：けど、真ん中に来たってことは、甲板上
のリッチの半分くらいは攻撃範囲から外れるは
ず。よし、雑魚に手番が来る！

スリンガー：いや、来ない。連
チェイン・ライトニング

鎖電撃を使用。
［電撃］のパワーなのでビーヒアの“嵐の乗騎”の
パワー、稲

ライド・ザ・ライトニング

妻に乗るで命中に＋２。まずはフォー
セイクンを1次目標、２次＆３次目標はリッチ・
ヴェスティジ＋魔法球を。そして、この３次目
標の対象は“使用者から20マス以内にいる他の
敵（＝1次、２次目標以外の敵）すべて”。
全員：おおおお！
ＤＭ：え、それ、つまり。
スリンガー：すべてのリッチはスリンガーの視
界内＆20マス以内なので、目標にできます。25
＋魔法球3つで合計28回、命中判定振りましょ
うか。
ＤＭ：で、でも、それなら確率からいって1〜
２回は出目1がでるはず、いや田中さんならも
っと！
スリンガー：マスター。
ＤＭ：はい？
スリンガー：エ

エ ル ヴ ン・ア キ ュ ラ シ ィ

ルフの正確さ。
ＤＭ：ぐはッ !?
スリンガー：さらにスリンガーは《エルフの正
確さ》

*55
、《ワイルド・エルフの幸運》

*56
、《エルフの

秘術の正確さ》
*57

を重ねてますので、［秘術］攻撃で
エルヴン・アキュラシィを使う場合は、すべて
の目標に再ロールでき、その再ロールに1d4＋
2できます。では！「我が雷もて眼前のすべて

を討ち滅ぼせ——豪雷!!」

　どどんとふのダイスbotが唸った。

　ぱたぱたと、まるでドミノ倒しのようにリ

ッチ・ヴェスティジのコマが消えてゆく。

　そして。

アウラ：「まぁ、こんなにきれいさっぱり！」（テ
レビショッピング風に）。
デイン：「お星さまもーらい、っと」星の契約の
ボーナス＋2は《契約共有化》でオルロックに渡
しとく。
オルロック：「まちがいない……あれは雷霆。あ
の妖

エ ル フ

精は神殺しの力に目覚め始めているのか
……？」
スリンガー：チェイン・ライトニングがフォー
セイクンにクリティカル、マイナーでテンペス
トに吹かせたブレスと合わせて91点＋減速。魔
法球には右51、左上23、左下23ダメージ、リッ
チは全滅。これでスリンガーは行動終了
ＤＭ：……フォーセイクン、それで重傷です。う
ん、スゴイや。
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注58：フォー・ストーン
　『冒険者の宝物庫』所収の12レベル魔法の
アイテム。視界内のクリーチャー1体に対し、
その脆弱性および最も低い防御値が何であ
るかを知ることができる。

注59：コロナ・オヴ・バトル
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、25
レベルのアーデント一日毎攻撃パワー。効
果は本文の通り

注60：《精悍なる決意》
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、伝
説級特技。一日毎攻撃パワーを使用した際、
レベルの1/2＋【耐久力】修正値の一時的hp
を得る。

注61：《幸運増幅のサイオニック》
　『サイオニックの書』所収、少なくともパ
ワー・ポイントが1点残っていれば、セーヴィ
ング・スローに＋1特技ボーナス。セーヴ時
にパワー・ポイント1点を支払えば特技ボー
ナスは＋3に増加。

注62：ヴェンジャンス・イズ・マイン
　『武勇の書II』所収、ウォーロード1レベル
遭遇毎攻撃パワー。敵の攻撃がヒットした
なら、即応対応として自分と仲間一人に基礎
攻撃をさせる。

46：デイン：視認困難（影歩きによる）

45：スリンガー
42：アウラ：20ダメ：［死霊］＆［火］継続20

39：フォーセイクンの“恐るべき漂着者”：減速

／ 91ダメ

（34：？？）

33：オルロック

アウラ（42）：20点喰らってから、「あなたのこ
となどお見通しよ」マイナー・アクションでフ
ォー・ストーン

*58
を使います。フォーセイクンの

“恐るべき漂着者”の脆弱性すべてと、どの防御
値がもっとも低いか教えてください。
ＤＭ：頑健が一番低く、脆弱性はありません！
アウラ：うーん、本当はフ

フ ェ イ ・ ス テ ッ プ

ェイの一跳びで挟撃
位置まで飛びたいんだけど、今は瞬間移動でき
ない……。いいや、機会攻撃かもーん。
ＤＭ：ナメるな、高

インスパイア・フィアー

まる恐怖のオーラ内で
恐
フィアー・ストライク

怖の打撃使うから実質命中＋2、ヒット！
アウラ：ダメージは？
ＤＭ：ダメージは13点ですが、ヒットすると“恐
るべき漂着者”から離れるように、移動速度分の
移動をしなきゃいけないんです。艦橋の端っこ
まで行ってください！　これでロングスピアの
間合いからは外れた！
スリンガー：「美が滅びてゆくイメージに蝕ま
れたか……！」
ＤＭ：元帥杖で打たれた瞬間にからだが萎びて
ゆく恐怖が流れ込む！
アウラ：「いや!　こないで!!」と絶叫。なら攻撃
の代わりにこの感情を戦意に変えて放ちます、
戦
コロナ・オヴ・バトル

の光輪！
*59

　アウラから5マスの空間に光輪が

輝いて範囲内の味方は命中＋2、ダメージ＋
1d10、再生5になります。あと、《精悍なる決意》

*60

で一時的hp21獲得です。
オルロック：ダメージ＋1d10は大きい！
アウラ：そして、継続ダメージにセーヴ。基本
が＋5にパワー・ポイント1点使って＋3し（《幸
運増幅のサイオニック》

*61
の効果）、出目1以外な

ら成功。やっぱり一番最初の時に使っておけば
良かったなー。
ＤＭ／“恐るべき漂着者”（34）：フォーセイク
ンは元帥杖を振るい、死

サイン・オヴ・デス

の予兆をアウラ以外に。
ヒットしたら次の攻撃、命中に＋5入ります。
……よしデインとスリンガー（あとテンペスト）
にヒット、オルロックには外れ（これで次のアイ
ツの攻撃が当たりやすくなる！）
オルロック：「ダンピールたる私に死の予兆と
は……愚かな」
スリンガー：攻撃がヒットしたなら、それに即
応・対応する！　「あ

ヴ ェ ン ジ ャ ン ス・イ ズ・マ イ ン

たしの仇を討て！
*62

」スリン
ガーは魔

マジック・ミサイル

法の矢。オルロックは移動しヤツに近
接基礎攻撃を。「やりな、ダンピール！」
オルロック：まだ自分のターンきてないのに、
敵に隣接して殴れる不思議！
ＤＭ：こっちの方が不思議に思ってますよッ！
アウラ：コロナ・オヴ・バトルの中だわ！　二
人とも命中にパワー・ボーナス＋2と追加ダ
メージ1d10忘れないで！
スリンガー：自動命中で19＋8の27点
オルロック：こっちは34ダメージ。
ＤＭ：あ、あれ？　“恐るべき漂着者”……累積
ダメージ152 ってことはhpが0になってその場
にその場に倒れ伏す？

全員：えーっ！？
オルロック：早いよ！
アウラ：オルロックのターンもきてないのに

（笑）
デイン：「ヒューッ」使い魔「デインにはできな
い離れ業ね」
スリンガー：「口ほどにもない！」
ＤＭ：い、いや！　まだです。永

フラグメント・オヴ・イモータリティ

劫性の断 片
が発動し、ヤツの身体は神気の光となって拡散、
次ラウンドにhp回復して復帰します。それまで
は“ゲームから除外”されますので、パワーの標
的になりません。
　そして、ここでもう一体の敵のイニシアチブ
が廻ってきます。皆さんはそいつの存在を知る
ことができませんでした。なぜならそいつは体
色を変え、〈隠密〉36でこの船の船底に張り付
いていたからです！　皆さんの受動〈知覚〉では
見破れなかった！

　悪夢がアストラルの虚空から実体化した。

　不気味にのたうつ身体には毒々しい色の光点

が明滅し、まるで波打つオーロラを思わせた。

　重力に耐えるのを放棄したのか、だらしなく

そいつは甲板にもたれかかり、大きく船がかし

ぐ。二つの洞穴のような黒い眼を視界に捕えた

とき、冒険者たちは肉が沸き立つようなおぞま

しさを感じた。

　“彼方の領域”、その深淵の恐怖が暗い眼の奥

にあった。

　アストラル・クラーケン。

　その先に立つものは狂気、その航跡を追い従

うのも狂気。
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46：デイン：視認困難：サイン・オヴ・デス

45：スリンガー：サイン・オヴ・デス

：テンペスト：サイン・オヴ・デス

42：アウラ：53ダメ：一時的hp21

34：アストラル・クラーケン

33：オルロック

ＤＭ：識別には成功。パワーについては情報渡
します、どうぞ（コラム参照）
アウラ：なんでこんなのが？
オルロック：「フォーセイクンと“彼方の領域”。
ここで繋がったか」
スリンガー：こいつもフォーセイクン達に操ら
れている？
ＤＭ：どちらかと言えば協力者ですね。フォー
セイクン軍のアストラル海における、とってお
きの対艦船兵器です♪
アウラ：ちょっとカワイイ……
スリンガー：触手だ！ エロい！
デイン：おやおやＤＭ、こんなところで読者
サービスですか（暖かい視線）
ＤＭ：ちがうっつーの！　ちゃんと理由あるっ
つーの！！
オルロック：ＤＭ、〈地下探険〉には成功してい
るので、こいつが高い知性を持っていてフォー
セイクン達とはなんらかの協力関係にあるとわ
かって良いですか？
ＤＭ：はいＯＫです。“恐るべき漂着者”が一旦
倒れても、なお戦うつもりでいるのはそれが理
由でしょうね。
アウラ：飼い主がいなくなったから逃げる、と
言うわけじゃないのか……。

ＤＭ／アストラル・クラーケン（34）：では早
速、移動アクションで甲板に上がり、マイナー
で無

ナ リ フ ァ イ ン グ・パ ル ス

力化の脈動。サイン・オヴ・デスを喰らっ
たデインとスリンガー、テンペストには＋5で
命中判定します（コロコロ）……、デインとテン
ペストにはヒット、幻惑／セーヴ終了です。
スリンガー：「彼方からの狂気など、幾度浴びた
かわからんよ」と、涼しく受け流し。
ＤＭ：ではそのスリンガーに、彼

テンタクルズ・フロム・ビヨンド

方よりの触手。
アウラ：エローイ
全員：いやいやいやいや。
ＤＭ：（これがヒットしたらアクション・ポイ
ントつかってスリンガーに狂

タッチ・オヴ・マッドネス

気の接触して、チ
ェイン・ライトニングを撃ち返してやる！）
あー、出目7でＡＣ38は？
スリンガー：ＡＣ40 ！
デイン：「イカちゃんは女に甘い……！」出ない
目じゃないなんだけどね（笑）
ＤＭ：く、第一ラウンド逃したら、もうチャン
スはない！　アクション・ポイント使ってもう
一回触手で殴ってつかむ！

　出目は7

スリンガー：「ハッ、イカちゃん弱いねぇ！」
アウラ：「あら、スリンガーをつかみたくなかっ
たのかもしれなくてよ？」とイヤミな顔で（笑）
スリンガー：「おいイカ、そっちのデカ乳エラド
リンをつかめ。おもしろいぞ」（笑）
ＤＭ：く、出目は仕方ないッ！オルロックの
ターンです。
オルロック（33）：届くところまで、まずは移動。

アストラル・クラーケン	 レベル25　単独　制御役
巨大・異形・魔獣	 XP35,000
hp：928；重傷値：464	 イニシアチブ：＋19
AC：39；頑健41、反応37、意志39	 感覚：〈知覚〉＋24
移動速度：飛行10（ホバリング）	 擬似視覚20
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
特徴
スレトニング・リーチ／機会攻撃の間合い
アストラル・クラーケンは4マス以内にいるすべての敵に対して機会攻撃を行
なうことができる。

標準アクション
m テンタクルズ・フロム・ビヨンド／彼方よりの触手（［精神］）✦無限回
攻撃：近接・4（クリーチャー1体）；＋30対AC
ヒット：3d8＋9ダメージ、さらにクラーケンは目標をつかむ。アストラル・ク
ラーケンは同時に8体までのクリーチャーをつかんでいることができる。
維持・マイナー：クラーケンはつかんでいるすべての対象をつかみ続ける。
また、このクラーケンにつかまれているクリーチャーはそれぞれ、15ポイントの
［精神］ダメージを負う。

M アブソーブ・サイク／精神吸収（［精神］）✦無限回
攻撃：近接・4（クラーケンにつかまれたすべてのクリーチャー）；＋28対“意
志”
ヒット：2d8＋9［精神］ダメージ、さらにこの遭遇の終了時まで、このクラーケ
ンはこの目標に対するタッチ・オヴ・マッドネスの攻撃ロールに＋5のボー
ナスを得る。

M ディヴァウラー・オヴ・シップス／船を貪るもの✦無限回
攻撃：近接・4（乗り物1つ）；＋28対“頑健”
ヒット：2d10＋10ダメージ、目標はクラーケンから4マス以内にいる間、拘束
状態となる。このパワーによって拘束されている間、その乗り物はクラーケン
のターン開始時に20ダメージを受ける。乗り物の御者あるいは操縦手は1
回の標準アクションによって乗り物にセーヴィング・スローをさせることがで
きる。セーヴに成功したなら、乗り物は拘束状態ではなくなる。

M タッチ・オヴ・マッドネス／狂気の接触✦無限回
攻撃：近接・4（クリーチャー1体）；＋28対“意志”
ヒット：目標はクラーケンの選択したクリーチャー1体、または複数のクリーチ
ャーに対して、もっともレベルの高い遭遇毎の攻撃パワーを使用する。このよ
うにしてパワーを使用しても、パワーは使用済みにはならない。目標は、例え
その遭遇毎攻撃パワーが既に使用済みとなっていても、（訳注：このパワー
の効果として使用するのであれば）使用できる。

マイナー・アクション
Cナリファイング・パルス／無力化の脈動✦再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射4（噴射の範囲内の敵すべて）；＋28対“意志”
ヒット：目標は幻惑状態となる（セーヴ・終了）。

トリガー型のアクション
Cサイキック・スクリーム／心つんざく叫び（［精神］）✦遭遇毎トリガー：クラ
ーケンがはじめて重傷となる。
攻撃（アクション不要）：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内の敵すべて）；
＋28対“意志”
ヒット：4d10＋9［精神］ダメージ、目標は朦朧状態となる（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ、目標は幻惑状態となる（セーヴ・終了）。

Cビホウルド・ザ・ホラー／恐怖を注視せよ（［精神］、［魅了］）✦無限回
トリガー：敵がクラーケンへの攻撃をミスする
攻撃（即応・対応）：近接範囲・爆発10（爆発の範囲内のトリガーを発生さ
せた敵）；＋28対“意志”
ヒット：3d8＋9［精神］ダメージ、目標は自分の次のターン終了時まで支配状
態となる。

技能：〈隠密〉＋26
【筋】28（＋21）	 【敏】25（＋19）	 【判】25（＋19）
【耐】24（＋19）	 【知】27（＋20）	 【魅】28（＋21）
属性：混沌にして悪	 言語：テレパシー20
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注63：スレトニング・リーチ
　モンスターの持つパワー。機会攻撃は本
来ならば隣接している対象にのみ発生する
が、このパワーを持つモンスターは間合い内
であれば隣接していなくても機会攻撃を行
なうことができる。

注64：シャドウ・ストライド
　『ドラゴン・マガジン年鑑』所収、ダーク
ロード26レベル一日毎汎用パワー。20マ
ス瞬間移動し、不可視状態となる。

注65：ガッシュ・アンド・ゴード
　『武勇の書II』所収、ファイター 27レベル
遭遇毎攻撃パワー。攻撃しつつ3マスシフ
トし、敵を引きつける。オルロックのパワー
は敵を操作・拘束するものが選ばれている。

注66：《ウィップ訓練》
　『ドラゴン・マガジン年鑑』所収、武器体得
特技。この特技が収録されている記事「我ら
死地に踏み入る者たち……D&Dの剣闘士」
では他にも数多くの特殊な戦闘技術が特技
で表現されている。

注67：サン・スフィアー
　『冒険者の宝物庫II』所収、頭部スロットの
アイテム。意志防御に＋1のアイテム・ボー
ナスを得るほか、遭遇毎パワーとして周囲に

【筋力】修正値分の［火］かつ［光輝］ダメージ
を与えることができる。

注68：サイオニック・ヴェール
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、サ
イオン27レベル無限回攻撃パワー。遠隔範
囲攻撃で、範囲内の敵にダメージを与え、使
用者の姿は目標にとって不可視となる。パ
ワー・ポイントの使用により範囲、ダメージ
が増加するほか、与える効果が盲目状態へと
増幅される。

注69：擬似視覚
　クリーチャーの持つ感覚の一つ。震動や
嗅覚、聴覚により目標の位置を知る能力。こ
の持ち主に対しては視覚を阻害する効果や
隠蔽は役に立たない。

ＤＭ：機
ス レ ト ニ ン グ ・ リ ー チ

会攻撃の間合いが
*63

４マスなので、近づ
いてくるところを機会攻撃しますよ？　当たっ
たらつかみますよ♪
オルロック：瞬間移動で移動するか？　一日毎
パワーだが瞬間移動は影

シャドウ・ストライド

移 動と
*64

スウィフトス
トライク・シューズの二つがあるんだよな。
デイン：いや、ダメだ。この船の上では瞬間移
動ができない。
アウラ：せんせー、ＤＭが瞬間移動封じてきま
すー。ずるいー。
ＤＭ：一応説明すると、アストラル海にはマー
ルートや高レベルのデヴィルなど瞬間移動を行
なう種族が多いので、それに対抗するためにこ
うなってるんですよう。
オルロック：では、普通に移動。機会攻撃くだ
さい、ＡＣは49。
ＤＭ：硬い！　届きません。というか、オルロ
ックにあてるには18以上必要なのか!?
スリンガー：「このイカ、攻撃内容はいやらしい
けど、力は弱いな」

オルロック：コロナの中から攻撃。
切
ガッシュ・アンド・ゴード

り裂き挑発
*65

、AC44まで命中。
ＤＭ：ド命中です。
アウラ：オルロックは敵の機会攻
撃の目標になったので、衝動の心
衣によりダメージに＋6ですー。
オルロック：ダメージは36。で、攻
撃後オルロックは3マスシフトし、
クラーケンを自分に隣接するマス
まで引き寄せます。鞭で縛り上げ、
ぐいと引きずり込むイメージ。
全員：釣れたー！？

ＤＭ：アストラル・クラーケンの一本釣り！ 
宇宙的恐怖がびちびち跳ねてます。
デイン：「無茶苦茶気持ち悪いぃぃぃぃ！」（笑）
スリンガー：「たいしたパワーだよ……」ヴィジ
ュアル的にもすごいな！
オルロック：元は挑発でおびき寄せる系なので、
つかんではいないんですが（笑）《ウィップ訓練》

*66

の特技を使い、クラーケンは次のオルロックの
ターン終了まで命中に−2ペナルティ。そして
マーク。

デイン＆スリンガー：ありがたい！
オルロック：残りのマイナー・アクションでサ
ン・スフィアー

*67
を起動しとこう。隣接する敵全

員に、8の［光輝］かつ［火］ダメージ、「……これ
は母の、友の心の炎……」。
ＤＭ：では次のラウンド！

第二ラウンド
46：デイン：視認困難：幻惑（セ・終）

45：スリンガー：

：テンペスト：幻惑（セ・終）

42：アウラ：53ダメ：一時的hp21

39：フォーセイクンの“恐るべき漂着者”：ゲーム

から除外中

34：アストラル・クラーケン：44ダメ／被マーク

／命中−2

33：オルロック

デイン（46→41）：幻惑だと、攻撃落ちるんで、
セーヴ振らせて欲しいかなー。と指揮役に目で
訴える。「チラッ……チラッ」
スリンガー：微妙にウザイ（笑）
アウラ：わかりましたー。アウラの後まで遅ら
せてください。
スリンガー（45）：この位置で遠隔攻撃すると
どうしても機会攻撃受けるが、サ

サ イ オ ニ ッ ク ・

イオニックの
と
ヴ ェ ー ル

ばりで
*68

視界を奪えばその後は機会攻撃できな
くなる、やってみる価値があるか？
ＤＭ：いえ、コイツは擬似視覚

*69
を持ってるんで、

盲目状態でも機会攻撃できます。
デイン：なんだよねい。移動するにしても瞬間
移動封じられてるし（チラッ）
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注70：ディスハートン
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、サ
イオン1レベル無限回攻撃パワー。遠隔範
囲攻撃で、範囲内の敵にダメージを与え、攻
撃ロールにペナルティを与える。

注71：リストラティヴ・バスチョン
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、
アーデント27レベル無限回攻撃パワー。近
接攻撃を行ない、ヒットしたら範囲内の味方
1体はセーヴィング・スローを行なえる。増
幅によりダメージが増加したり、味方の対象
数が増える。

注72：サカー
　『信仰の書』所収、20レベル儀式。いかな
る場所からも次元の狭間を越えてでも、あら
かじめ定めておいた神域へと瞬間移動で帰
還できる。

注73：ホールド・アット・ベイ
　『武勇の書II』所収、ファイター 25レベル
一日毎攻撃パワー。強力な一時攻撃の後、2
次攻撃で敵をつかみ、拘束状態とする。

ＤＭ：〜〜♪
オルロック：いや、マークしてるから撃って良
いと思いますよ。オルロック以外を殴るなら、さ
っきのペナルティと合わせて命中−5ですし、こ
っちからも一発殴れます。
スリンガー：なるほど……。ならペナルティ重
ねてますます当たりにくくしてやろう。シフト
して士

デ ィ ス ハ ー ト ン

気阻喪を
*70

撃つ！

　スリンガーの攻撃に乗じて触手をうねらせ

るアストラル・クラーケン。だが、その行方

をオルロックが遮り、クリティカル・ヒッ

ト！　《フレイル体得》でクリティカル範囲が

上がっているオルロックは、攻撃回数が多い

ほどその真価を発揮する。

　その隙に放ったスリンガーのディスハート
ンがさらにアストラル・クラーケンの士気を

下げる（計106ダメージ、命中に−2）。

ＤＭ：うわわわ、ますます当たらなくなる！？
スリンガー：で、テンペストにはシフト＆攻撃
を命令、ブレスは再チャージしなかったので
噛

バ イ ト

みつき。命中して19点＋［電撃］1点。おや？
ＤＭ：どうしました？
スリンガー：さらに目標から3マス以内のすべ
てのクリーチャーに［電撃］5ダメージィ！？
（全員爆笑）
ＤＭ／テンペスト：「ご主人、神話級になって今
さら［電撃］で傷つく仲間なんていませんよ♪」
と瞳で訴えます。こちら［電撃］抵抗15。
スリンガー：「その通りだ、テンペスト。嵐の魔
女たる私が今さら［電撃］なんてな、ハハッ」。

……えー、こちら［電撃］抵抗10ですが皆様は？
デイン：喰らったよッ（笑）
オルロック：は、頂きました。
アウラ：「ペットのしつけはちゃんとしなさい
よ！」と文句を言う（笑）　まー大丈夫、コロナ・オ
ヴ・バトルの中にいれば再生しちゃいますから。
スリンガー：すみません、よく言い聞かせてお
きます（笑）　テンペストは幻惑のセーヴに成功。
アウラ（42）：オーラを維持してシフト。クラー
ケンに快

リストラティヴ・バスチョン

復 の 砦を
*71

増幅6で、頑健42まで！
ＤＭ：ヒット！　ダメージと効果を。
アウラ：アウラが攻撃を命中させた確かな手ご
たえが、感情の奔流となって仲間に届き、新た
な生命力を溢れさせます！　ダメージは43で、
アウラから見える味方は全員、1回セーヴがで
きます。「デイン、この力を受け取って！」
デイン：1d20+1（《ヒューマンの忍耐力》） diceB
ot : (1D20+1) → 6[6]+1 → 7
デイン：ダメでしたー。
スリンガー：デインさん……。

　デインの困難は続く。命中への−7ペナル

ティ（擬似視覚持ちのクラーケンには影歩き

による視認困難が通用しない！）を出目でね

じ伏せ、機会攻撃をあてたクラーケンがデイ

ンをつかむ。対するデインのエルドリッチ・
ブラストも54ダメージと基礎攻撃にあるま

じきダメージを与え、さらに幻惑へのセーヴ

にも成功したが、アストラル・クラーケンに

つかまれているのは危険だ。

　そしてフォーセイクンが戦場に帰還する。

ＤＭ／フォーセイクンの“恐るべき漂着者”
（39）：光の粒が一箇所に集まり、先ほどの“恐
るべき漂着者”の姿に変わります。とはいえ、そ
の目からは戦意は消え、むしろ驚愕の表情。「こ
れほどの相手とは……、我らが計画のとてつも
ない障害となる、知らせねば！」
アウラ：あ、こいつ逃げる？
ＤＭ：彼は今は忘れられた神の聖印を取り出し、
それを起動します。救

サ カ ー

援と
*72

いう儀式で、本拠地
の聖所へと戻りました。標準アクションです。
オルロック：「死から逃れられると思うな」
デイン：「首を洗って待ってろよ」使い魔「つか
まれながら言うセリフじゃないわね」
スリンガー：とはいえ、クラーケンを放って置
くわけにも行くまい！
ＤＭ／アストラル・クラーケン（34）：そのク
ラーケンですが、意味ある手は決まってるので
懲りずにスリンガーに触手。ん、なんとかいい
出目で、ヒットしました。23点ダメージでつか
みます。
スリンガー：「らめぇぇぇ！」Ｗピースでもして
おきます？
デイン：「（なんてエルフだ……この状況で笑っ
てやがる……、これが次世代スタンダード
……！）」
ＤＭ：よし、二体つかんだ！　マイナー・アク
ションで触手を締め上げて15点ダメージです。
アクション・ポイントはペナルティが消える次
ラウンド以降に取っておきます。
オルロック（33）：追

ホールド・アット・ベイ

い詰め。
*73

鞭がヒットして
45点。そして左の拳もヒット、つかんで拘束！
ＤＭ：オルロックの居城、シャドウフェルの千
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注74：フォースフル・ドラッグ
　『武勇の書II』所収、ファイター 2レベル遭
遇毎汎用パワー。移動アクションで使用、敵
をつかんだまま引きずって移動する。望むな
らばその強制移動の終了時に敵を倒して伏
せ状態にできる。

注75：ホープス・オーデシティ
　『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、
アーデント13レベル無限回攻撃パワー。近
接攻撃を行ない、ヒットしたら範囲内の味方
は同じ目標に対し19〜20でクリティカルと
なる。増幅すると、対象を問わず味方のクリ
ティカルが19〜20となる。

注76：ブーツ・オヴ・テレポーテーション
　『冒険者の宝物庫』所収、28レベル足ス
ロット魔法のアイテム。無限回で移動アク
ションにより移動速度分の瞬間移動を行な
う。デインは取得アイテムの29レベル枠を
使い、装具でも鎧でもなくこのアイテムを取
得したが納得できる高性能。

年城から無数の鎖が召喚され、アストラル・ク
ラーケンを縛る！
オルロック：そして引きずり落とす。移動アク
ションで引

フ ォ ー ス フ ル・ド ラ ッ グ

きずり移動。
*74

アウラ：あの巨体が床に叩きつけられた！
デイン：「大きさ＝強さの時代は終わった……」
スリンガー：「オルロック、クラーケンの血の味
でも楽しんだらどうだい？」
ＤＭ：うー、動けない上に拘束状態と伏せ状態
で命中判定に合計4ペナですよ？ マークもある
から−7!?

第三ラウンド
45：スリンガー：33：つかみ

：テンペスト：

42：アウラ：53ダメ：一時的hp21

41：デイン：40ダメ：つかみ

34：アストラル・クラーケン：312ダメ／被マーク

（オルロック以外に−3）／命中−2（ディスハ

ートン）／呪い／拘束／伏せ

33：オルロック

スリンガー（45）：やっぱりつかまれると厄介
だな……。
アウラ：みんな瞬間移動はなにかかにかもって
ますから、魔法球さえ何とかなれば。
スリンガー：ＤＭ、あの魔法球、解

ディスペル・マジック

呪 で解呪
できる？
ＤＭ：お、それはいい手ですね！　一つならデ
ィスペル・マジックで破壊できることにしまし
ょう。意志防御値は39です。
スリンガー：1d20+32 diceBot : (1D20+32) → 
5[5]+32 → 37
スリンガー：う、低い！？
アウラ：いや、コロナの中に居ますよね？　デ
ィスペル・マジックも攻撃ロールですから＋2
が入る！
スリンガー：チッ、癪だが……「感謝するよア
ウラ！」
ＤＭ：魔法球が砕け、皆さんのいる左上エリア
は瞬間移動できるようになります！
アウラ：（スリンガーならやってくれると思って
ましたわ）スリンガーに無言で微笑みかけます。

スリンガー：タバコをくぃっ
と掲げてアウラにウィンクを
返す。テンペストはブレスを再
チャージしたので使用、24点。
ここで、瞬間移動でつかみ解除
してもいいんだけど、そうする
とテンペストから降りちゃう。
……技能で脱出を試みる。
ＤＭ：〈軽業〉で難易度37か〈運
動〉で難易度41 ！
スリンガー：〈軽業〉でやって

みたけどダメ。「デイン、結界はトばしたぜ！　
あとはあんたの時間だろ！」

　このラウンド、アウラは楽
ホ ー プ ス ・ オ ー デ シ テ ィ

観ゆえの大胆さ
*75

で攻撃、36ダメージに加え、仲間のクリティ

カル値を1ラウンドの間19〜20とする。そ

してフ
フ ェ イ ・ ス テ ッ プ

ェイの一跳びで移動。

デイン（41）：ブーツ・オヴ・テレポーテーシ
ョン
*76

の瞬間移動で移動。これ怖ろしいことに無
限回♪（ＤＭ：何それ!?）　「悪いね、アンタのツ
キを頂くぜ」フ

カ ー ス・オ ヴ・ザ・フ ェ イ・キ ン グ

ェイの王の呪法こ
*77

の位置で遠隔
攻撃しますが？ 
ＤＭ：嘗めるな、まだｈｐには余裕がある、機
会攻撃する！
オルロック：では“ファイターの標的”で割り込
んで殴ります。テネイシャス・ウィップ

*78
のパ

ワー使って2回振って……、クリティカル、62
点！
ＤＭ：あ、あれ？　結構痛いな。機会攻撃は外
れてます、デインどうぞ。
デイン：反応49までヒットして、諸々のせて74
点。そして、次のアンタの“出目を盗む”。
ＤＭ：く、今ので重傷になりました！
スリンガー：累積508で重傷か、hpは1000近い
ってことだね。タフだな、こいつ。
ＤＭ：ではここでアストラル・クラーケンが割
り込んで攻撃します。受けた苦痛に“彼方の領
域”の狂気を載せて、心

サ イ キ ッ ク ・ ス ク リ ー ム

つんざく叫び！　1発目
オルロックに出目18で、意志43まで、これはヒ
ットしたはず！
デイン：「そいつはどぉかなぁ？」予告通り、出
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注77：カース・オヴ・ザ・フェイ・キング
　『プレイヤーズ・ハンドブック』所収、
ウォーロック27レベル遭遇毎攻撃パワー。
詳細は本文の通りだが、フェイ契約の場合に
は盗んだ出目に使用者の【知力】修正値に等
しいボーナスが加わる。

注78：テネイシャス・ウィップ（ウェポン）
　『冒険者の宝物庫』所収、24レベル以上の
魔法の武器に適用可。遭遇毎パワーとして、
攻撃ロールを行なう前、ロールを二回行なっ
て望む出目を使用することができる。オル
ロックは攻撃機会≒d20ロールの回数を増
やし、クリティカルの機会を増やそうとして
いる。

注79：デミアージュ・レジスタンス
　『サイオニックの書』所収、デミアージュ
26レベル遭遇毎汎用パワー。セーヴィン
グ・スローで終了させる効果の対象となった
とき、ただちにセーヴを行なうことができる。
そのロールの結果が15以上だった場合には
このパワーの使用回数を回復する。

注80：《押さえこみ》
　『ドラゴンマガジン年鑑』所収、使用者がつ
かんでいる伏せ状態の目標は、使用者につか
まれている限り伏せ状態から回復できない。

目18を盗みます。振り直し、どうぞ。
ＤＭ：しくしく、外れました。
オルロック：「死と生の境界に生きる私には恐
怖など通用しない」とカッコつけた上で、デイン
に感謝！

　結局ヒットしたのはアウラへのクリティカ

ル・ヒットのみ。アウラ以外には半減ダメー

ジ13点＋幻惑（セ・終）。アウラには49点に

加えて朦朧（セ・終）が加わるが、アウラは

造
デミアージュ・レジスタンス

物者の抵抗
*79

を使い、すぐさま朦朧を終了

させる。

　手番がきたアストラル・クラーケンは起き

上がろうとするが……。

オルロック：ＤＭ、《押さえこみ》
*80

特技で、オル
ロックにつかまれている間、伏せ状態のクリー
チャーは起き上がることができません。
全員：おおおおッ！

　このつかみは1ラウンドで終わらず、オル

ロックが維持する間はずっと継続する。こう

なってはつかみからの脱出を試みるしかない。

だがこのアストラル・クラーケンは、たとえ

判定で出目が20であってもオルロックのつ

かみからは逃れられないことが判明する！

デイン：「逃げられなイカ？　ぷふっ」
スリンガー：「ヒューマンの洒落は面白いねぇ」

　マイナー・アクションで使えるナリファイ
ング・パルスも再チャージできなかったアス

トラル・クラーケン。とりあえずテンタクル
ズ・フロム・ビヨンドを維持してスリンガー

とデインを締め上げ、標準アクションでオル

ロックを攻撃する。

　この時ＤＭはこう、考えていた。

ＤＭ：（テンタクルズ・フロム・ビヨンドでオ
ルロックをつかめば、マークのペナルティ無し
で、デイン、オルロック、スリンガーに精

アブソーブ・サイク

神吸収
が使える。意志攻撃ならデインやオルロックに
はヒットする目がある。そしてこのアブソーブ・
サイクがヒットすれば、残りの遭遇の間、タッ
チ・オヴ・マッドネスに＋5のボーナス……）

　だが、希望的観測が多すぎる上に、そもそ

も拘束＋伏せで命中判定に合計4ペナを受け

ているアストラル・クラーケンは出目20でな

ければオルロックにヒットを与えられない！ 

ＤＭ：ダメでした！ でなかった。オルロックの
手番です、どうぞ。
オルロック（33）：幻惑だから、やることはつか
みの維持で終わりなんだけど……。むしろここ
は殴って早く戦闘終わらせた方が良いのか？
デイン：んー、一つやってみようか。
アウラ：なにを？
デイン：〈威圧〉。さっき盗んだ出目が18で、判
定に使うときには＋6するから、えーと〈威圧〉で
難易度48まで行くのよ。うまく行けば、そこで
戦闘終わらせられる。
アウラ：それならアウラも〈威圧〉の技能高いで
すからやってみます。

スリンガー：長引くと事故も起こる、ダメもと
で一回試すか！

　オルロックはセーヴに成功し幻惑を振り捨

てた。

　ＰＣ達はアウラとデイン以外は構わず殴り

続ける方針を固める。そして迎えた第四ラウ

ンド。

第四ラウンド
45：スリンガー：61ダメ／つかみ／幻惑（セ・

終）

：テンペスト：13ダメ／幻惑（セ・終）

42：アウラ：81ダメ

41：デイン：63ダメ：幻惑（セ・終）

34：アストラル・クラーケン：508ダメ／被マーク

（オルロック以外に−3）／呪い／拘束／伏せ

33：オルロック：13ダメ／幻惑

スリンガー：「オルロック、ヤツに死をくれてや
りな！」と攻

ダイレクト・ザ・ストライク

撃指揮。

　オルロックの鞭とテンペストのブレスが順

当にダメージを与えていき、お膳立てを整え

てゆく。

アウラ（42）：では、〈威圧〉をします。「穢らわ
しきものよ、ここはお前の居て良い場所ではな
い！」
アウラ：1d20+31 〈威圧〉 diceBot : (1D20+31) 
→ 11[11]+31 → 42
ＤＭ：それは、届きません！ 相手は明確に敵対
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的なので意志防御値に＋10されてます。
アウラ：残念！　こっちの攻撃のあたり具合か
らすると、防御値は40前後ぽいんだけど……。
マイナー・アクションでコロナを維持します。
デイン（41）：今の〈威圧〉の見積もりは、レベル
で15、【魅力】修正値が9、イカちゃんから盗ん
だ出目が18、ボーナスの【知力】修正値が6で計
48。んんー（笑）ドキドキだねぃ。
アウラ：あ！ 忘れてた。衝動の心衣って技能に
もボーナス入るんです。〈威圧〉と〈持久力〉に＋2!!
デイン：お、それなら〈威圧〉は難易度50 ！「ま
だやる気なのかい？　船長は逃げたぜ」
オルロック：大台に載った！
ＤＭ：アストラル・クラーケンはテレパシーを
持ってるので、言葉が通じなくても言ってるこ
とはわかるんですよね。
　そして……、こいつの意志防御値は39。敵対
的で＋10しても〈威圧〉の難易度49ですから〈威
圧〉されました！

　デインの瞳がぎらりと光り、フェイワイルド

の燦美、この世に生きるものたちの輝かしい生

命力がそこから溢れる。

　深淵から這いだしてきたものにとって、その

輝きは眩しすぎた。

　熱いものに触れたかのように触腕が跳ね上が

り、明滅する光点がきゅうっと細く小さく翳る。

怯えたようにぶるぶると肉体を振るわせ、アス

トラル・クラーケンはアストラルの海へと転が

り逃れた。デインが、いやこのフェイの王が体

現するこの世の生命の輝きを怖れるかのように。

　いや、クラーケンにそうした感情があったか

どうかはわからない。だが、己とは正反対の力

を持ち、そして、己よりも大きな存在に面した

とき、クラーケンは逃げ延びることを選んだ。

全員：やった！

　しばし騒然。
　無理もない。あれほどの怪物が、文字通りに
デインの一睨みで尻尾（触手？）をまいて逃げ出
したのだ！
　オルロックの「クラーケン一本釣り」からこの
流れ、ごく普通にゲームをしているだけで、ホ
ラ話めいた大スペクタクル光景になってしまう。
これが神話級だ！　多分。

ＤＭ：「ヘスタヴァール攻防のさなか、アストラ
ルの船乗り達、金の円天蓋の守備兵達は、後の
世にまで伝えられるいさおしを目撃しました。
　銀の海の災い、船を貪るもの、深みよりうか
がい見る狂気——。
　そのように伝え恐れられてきた存在が、英雄
の一睨みに怯えて逃げ出した。その瞬間を彼ら
は目撃したのです——」。
　旗艦が落ち、とっておきのモンスターも退散
したのを見て、ヘスタヴァールの防衛隊は歓声
を上げ、潰走を始めたフォーセイクンを追い立
ててゆきます。
オルロック：これが　ＰＣ1の　ちから　か
アウラ：さすが主人公だわ!!　「デインの愛はク
ラーケンをも包んでしまうのね」
スリンガー：「魔眼！　デインの魔眼！」
アウラ：「いやー！　デインはわたくしのも

のー！！」
スリンガー：デインさんモテモテ！　ラノベみ
たい！　濡れるッ！　抱いて！
ＤＭ：お　前　ら　落　ち　着　け。
デイン：出目18が確定してたってのがでかいよ
ね。
オルロック：あの出目盗みはいい！　敵の良い
目を潰してこっちが使えるってのがトリッキー
でフェイっぽい。
ＤＭ：うーん、やっぱり実際に動いて噛み合う
と、こっちのしたいことを何もさせて貰えない。
完封された！ デインやスリンガーならつかん
で嫌がらせできると思ったんだけど。（これは後
半の遭遇、かなり手を入れないとな！）

そして、本拠地へ！

デイン：「今は急がにゃなんねぇ用事もあるし
な、イカいじめは今度にしようや」“恐るべき漂
着者”には逃げられたけど、アレを追ってゆけば
いいんでしょ？
ＤＭ：はい、その通りです。
　あなたたちはアストラル海を震撼させたフ
ォーセイクン艦隊を潰走させ、その本拠への手
がかりを得ました。
　彼らはアストラル海の果て、既知宇宙最外辺
にある古き神の死骸に本拠地を作っています。
アストラルの海に浮かぶその死骸、いや島の名
前は、「嘲笑う女帝」。
　次回のセッションは、「嘲笑う女帝」に侵入す
るところから開始します！

（後編：『約束された星の王』へ続く）
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“スリンガー”
名前：“スリンガー”エステル・アンテノラ 種族：エルフ レベル：30
性別：イイ女　年齢：超越
クラス：ウィザード／ウォーロード（ハイブリッド（PHB3））　伝説の道：スペルス

トーム・メイジ（PHB）　神話の運命：エターナル・シーカー（PHB）
移動速度：７　視覚：夜目　背景：都会のエルフ（PHB2）　〈盗賊〉＋２

■クラス特徴他
＊戦闘指揮官：自分および10マス以内にいて自分を見聞きできる味方のイニシア

チブ＋8（ハイブリッド・ウォーロード）。
＊嵐の呪文：１日に１回、難易度20の【判断力】判定に成功することで使用済みの

呪文１つを再使用可能にできる（追記：【判断力】判定で１が出ても結果は21以
上になるため、判定の必要なし）（スペルストーム・メイジ）。

＊嵐の猛威：各遭遇において初めて重傷になった時点で、10マス以内にいる敵すべ
てに10点の［電撃］ダメージを与える（スペルストーム・メイジ）。

＊エルヴン・アキュラシィ：［秘術］による範囲攻撃でエルヴン・アキュラシィを使
用する時、すべての目標に対して再ロールができ、その結果に＋ｄ４＋４する（エ
ルフ種族特徴、他特技）。

＊探索者の知識：任意のクラスの22レベル汎用パワーを得る（コール・エンジェリ
ック・シールドを選択）。（エターナル・シーカー）。

＊使用者を幻惑状態にするおよび／または朦朧状態にする効果に対するセーヴィン
グ・スローに＋４アイテム・ボーナス（コイフ・オヴ・フォーカス）。

＊“異形"起源のクリーチャーに対するダメージ・ロール、それらのクリーチャーか
らの攻撃に対する頑健および意志防御値に＋１アイテム・ボーナス（リアリテ
ィ・コード）。

＊集団警戒：５マス以内の味方の〈知覚〉＋１（エルフ種族特徴）。
＊荒地渡り：シフト時に移動困難地形を無視できる（エルフ種族特徴）。

■アクション・ポイント使用時の効果
追加ダメージ・アクション：追加のアクションを得るためにＡＰを消費した際、こ

のターンに標準アクションとして行なうすべての攻撃のダメージ＋15（スペルス
トーム・メイジ）。

永遠のアクション：追加アクションを得るためにＡＰを消費した際、次ターンにも
追加アクションを得る。次ターンの追加アクションは、その他の影響を及ぼさな
い。（エターナル・シーカー）

運命の探索（衝撃放つ威厳／ウォーマスター）：追加アクションを得るためにＡＰ
を消費した際、５マス以内にいる味方ひとりも次のその味方のターンにおいて追
加のアクションを行なうことができる（エターナル・シーカー）。

■能力値／技能／諸データ
【筋　力】10（＋０）
【耐久力】13（＋１）
【敏捷力】18（＋４）　〈盗賊〉21
【知　力】26（＋８）　〈宗教〉28　〈魔法学〉31　〈歴史〉28
【判断力】20（＋５）　〈自然〉22　〈知覚〉22　〈地下探検〉25
【魅　力】12（＋１）
HP：140　重傷値：70　回復量：35　回復力使用回数：７
パワー・ポイント：６
抵抗：［電撃］10、［雷鳴］10、［冷気］10、［死霊］10
イニシアチブ：＋43（レベル15＋【敏捷力】4＋特技8＋オーブ・オヴ・ニンブル・ソ
ウツ8＋戦闘指揮官8）

【ＡＣ】40（10＋レベル15＋【知】８＋強化６＋鎧１）
【頑健】35（10＋レベル15＋【耐】１＋特技２＋強化６）
【反応】46（10＋レベル15＋【知】８＋特技６＋強化６＋フェイステップ・レーシン
グス１）

【意志】46（10＋レベル15＋【判】５＋特技６＋強化６＋クラス２＋マインドパター
ンド・アーマー２）

■パワー
アクション不要
スパー・トゥ・アクション／交戦指令	
［一日毎］［武勇］	 （ウォーロード汎用2：武勇II）
近接範囲・爆発10
トリガー：使用者がイニシアチブをロールする
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：それぞれの目標はイニシアチブを再ロールすることができる。

フリー・アクション。
リアリティ・コード	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：“異形"起源のクリーチャーが使用者に与えた効果へのセーヴィング・スロー

に失敗したとき、使用者は＋５のパワー・ボーナスを得て、その１回のセーヴィ
ング・スローを再ロールできる。

ブレイサーズ・オヴ・メンタル・マイト	
［遭遇毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：【筋力】攻撃や【筋力】判定、【筋力】に関連する技能判定を行なう時にこのパ

ワーを使用できる。ロールの結果を決定する際、【筋力】修正値の代わりに【知
力】、【判断力】、【魅力】のいずれかの修正値を使用できる。

トリガー型のアクション
オーブ・オヴ・インヴェイシヴ・フォーチュン	
［一日毎］	 （魔法のアイテム）
トリガー：使用者から10マス以内で敵がパワーの再チャージに成功した時
効果：即応・割込。敵の再チャージは失敗し、使用者は使用済の遭遇毎パワーを１

つ、再び使用できるようになる。
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ストームキャッチャー・リング	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫II）
トリガー：敵が使用者に［電撃］攻撃をヒットさせる。
効果：即応・割込。トリガーとなった敵は再度攻撃を行なうが、その攻撃の目標は

敵自身となる。使用者がその日、少なくとも１つのマイルストーンに達していた
場合、使用者は自分から５マス以内にいるもう１体の敵を選択する。トリガーと
なった敵は、選択した敵に対しても攻撃を行なう。

コイフ・オヴ・フォーカス	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
即応・割込。攻撃により、使用者が幻惑状態あるいは朦朧状態になりそうになった

際、回復力を１回分消費すれば幻惑状態にも朦朧状態にもならない。

ヴェンジャンス・イズ・マイン／俺の仇を討て	
［遭遇毎］［武勇］	 （ウォーロード攻撃１：武勇II）
使用者
トリガー：１体の敵が使用者にヒットを与える
効果：即応・対応、使用者はトリガーを発生させた敵に1回の基礎攻撃を行なう。

さらに、使用者から５マス以内にいる１人の味方はフリー・アクションとして移
動速度マスまで移動し、トリガーを発生させた敵に1回の近接基礎攻撃を行なう
ことができる。

エグゾーテッド・カウンターアタック／反撃指令	
［一日毎］［回復］［武勇］	 （ウォーロード攻撃19：武勇）
近接範囲・爆発20
トリガー：使用者の20マス以内にいる味方１人が、敵１体の攻撃によるヒットを受

ける露
目標：爆発の範囲内にいる、トリガーとなるヒットを受けた味方
効果：即応・対応、目標は１回分の回復力を使用したかのようにＨＰを回復し、攻撃

を行なってきた敵1体に対して、１回の機会アクションとして２回の基礎攻撃を
行なう。この基礎攻撃が１回以上ヒッ卜したなら、その敵は幻惑状態となる（セ
ーヴ・終了）。

ゴージェット・オヴ・レシプロシティ	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
トリガー：使用者に攻撃がヒットした時
効果：即応・対応、攻撃を行なった者に、ダメージ・ロールも効果も使用者にヒッ卜

したものとまったく同じ攻撃がヒッ卜する（攻撃ロールは必要ない）。

マイナーアクション
インスパイアリング・ワード／鼓舞の言葉	
［遭遇毎］［回復］［武勇］	 （ハイブリッド・ウォーロードクラス特徴）
近接範囲・爆発15
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は１回分の回復力を消費して通常より６d ６点多くＨＰを回復できる。

ストレンクス・オヴ・コンヴィクション／覚悟の力	
［一日毎］［回復］［武勇］	 （ウォーロード汎用10：武勇II）
近接範囲・爆発５
目標：爆発の範囲内の味方すべて
効果：目標はそれぞれ、回復力を１回ぶんずつ消費することができる。この遭遇の

終了時まで、使用者の［回復］パワーが回復するＨＰの量は、そのパワーが取りう
る最大の値になる。

プル・アウト・ザ・ストップス／限界突破	
［一日毎］［武勇］	 （ウォーロード汎用22：武勇II）
使用者
効果：この遭遇の終了時まで、使用者から見える味方は皆、この遭遇において既に

ＡＰを消費していようとも、さらにＡＰを消費することができる。ただし、１タ
ーンに消費できるアクション・ポイン卜の上限は１ポイントに限られる。

コール・エンジェリック・シールド／天使の盾の召喚　	
［一日毎］［信仰］	 （インヴォーカー汎用22：信仰）
使用者
効果：使用者のすべての防御値に＋８。使用者に対する攻撃がミスするたびに、こ

のボーナスは１ずつ減少する。効果は遭遇が終了するか、ボーナスが０になるま
で持続する。

リング・オヴ・ウィザードリィ	
［一日毎］	 （魔法のアイテム）
効果：既に使用した、秘術の［遭遇毎］の汎用パワー１つを再び使用できるようにな

る。使用者がその日、少なくとも１つのマイルストーンに到達していたなら、使
用者は秘術の［遭遇毎］の攻撃パワー１つを再び使用できるようにしてもよい。

移動アクション
リオリエント・ジ・アクシス／隊列変更　	
［遭遇毎］［武勇］	 （ウォーロード汎用6：武勇II）
近接範囲・爆発５
目標：爆発の範囲内の味方すべて
効果：すべての目標は、フリー・アクションとして８マスシフ卜できる。

オーブ・オヴ・ニンブル・ソウツ（魔法のアイテム：PHB3）
使用者
効果：使用者は８マスシフトする。
増幅１：このパワーの使用回数は消費されない。

フェイステップ・レーシングズ	
［無限回］［瞬間移動］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
５チャージから任意の数を消費し、消費したチャージ数に等しいマスだけ瞬間移動

する。
チャージは一日毎に５に復帰する。

標準アクション：無限回
マジック・ミサイル／魔法の矢	
［無限回］［装具］［秘術］［力場］	 （ウィザード攻撃１）
遠隔・20　目標：クリーチャー１体
効果：19［力場］ダメージ
※遠隔基礎攻撃として扱う

サイオニック・ヴェール／サイオニックのとばり	
［無限回］［装具］［サイオニック］［精神］［増幅可］	 （サイオン攻撃27：PHB3）
遠隔範囲・爆発１・20マス以内　目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋32対“意志"
ヒット：１d ８＋19［精神］ダメージ（クリティカル：27［精神］＋６d ８）、使用者お

よび使用者に隣接する味方全員は、使用者の次のターンの終了時まで、目標に対
して不可視となる。

増幅２
　遠隔範囲・爆発２・20マス以内
　ヒット：２d10＋19［精神］ダメージ（クリティカル：39［精神］＋６d ８）、使用者

および使用者に隣接する味方全員は、使用者の次のターンの終了時まで、目標に
対して不可視となる。

増幅６
　遠隔範囲・爆発２・20マス以内
　ヒット：３d ８＋19［精神］ダメージ（クリティカル：43［精神］＋６d ８）、目標は、

使用者の次のターンの終了時まで盲目状態となる。

ダイレクト・ザ・ストライク／攻撃指揮	
［無限回］［武勇］	 （ウォーロード攻撃１：武勇II）
遠隔・５　目標：味方１人
効果：使用者から10マス以内にいて、使用者から見える１体の敵を選ぶ。目標はフ

リー・アクションとして、その敵に１回の基礎攻撃を行なう。

標準アクション：遭遇毎
ディスハートン／士気阻喪	
［遭遇毎］［装具］［サイオニック］［精神］	 （サイオン攻撃１：PHB3）
遠隔・10　目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋32対“意志"
ヒット：１d ６＋19［精神］ダメージ（クリティカル：25［精神］＋６d ８）、使用者の

次のターンの終了時まで、目標は攻撃ロール−２。
増幅1、増幅2：省略

ディスペル・マジック／解呪	
［遭遇毎］［装具］［秘術］	 （ウィザード汎用６）
遠隔・10　目標：１つの創造物または区域
攻撃：＋32対“その創造物または区域の作成者の意志防御値"
ヒット：目標の創造物または区域は破壊される。目標が発生させた効果は、その効

果の目標がセーヴに成功するまで持続するものを含め、すべて終了する。
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ストーム・ケイジ／嵐の檻	
［遭遇毎］［装具］［創造］［電撃］［秘術］［雷鳴］	 （スペルストームメイジ、攻撃11）
遠隔範囲・爆発２・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋32対“反応"
ヒット：４d ６＋19［電撃］［雷鳴］ダメージ（クリティカル：43［電撃］［雷鳴］＋６d

８）
効果：爆発範囲の外周16マスに５× ５マスの壁を創造する。壁に隣接した状態で

自分のターンを開始するか、壁のあるマスに侵入したすべてのクリーチャーは10
点の［電撃］ダメージを受ける。壁のあるマスへの移動は、通常よりも１マス多い
移動と数える。この壁は遮蔽や視認困難は提供せず、使用者の次のターンの終了
時まで持続する。

チェイン・ライトニング／連鎖電撃	
［遭遇毎］［装具］［電撃］［秘術］	 （ウィザード攻撃23）
遠隔・20
１次目標：クリーチャー１体
攻撃：＋32対“反応"
ヒット：４d ６＋19［電撃］ダメージ（クリティカル：43［電撃］＋６d ８）
　２次目標：１次目標から５マス以内にいるクリーチャー２体
　２次攻撃：＋32対“反応"
　ヒット：２d ６＋19［電撃］ダメージ（クリティカル：31［電撃］＋６d ８）
　　３次目標：使用者から20マス以内にいる他の敵すべて
　　３次攻撃：＋32対“反応"
　　ヒット：１d ６＋19［電撃］ダメージ（クリティカル：25［電撃］＋６d ８）

標準アクション：一日毎
サドン・ストーム／突然の嵐	
［一日毎］［区域］［秘術］	 （スペルストームメイジ汎用12）
遠隔範囲・爆発２・20マス以内
効果：使用者の次のターンの終了時まで、爆発範囲内は雨と風の満ち溢れる区域と

なる。区域内のマスは“移動困難な地形"となり、“軽度な隠蔽"のあるマス目と
なる。使用者は１回の移動アクションとして、この区域を５マスまで移動させる
ことができる。

維持・マイナー：この区域が持続する。

メイルストロム・オヴ・ケイオス／混沌の大渦巻	
［一日毎］［瞬間移動］［装具］［秘術］［カ場］	 （スペルストームメイジ攻撃20）
近接範囲・爆発５　　目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋32対“頑健"
ヒット：３d ８＋19［力場］ダメージ（クリティカル：43［力場］＋６d ８）、使用者は

目標を爆発範囲内の任意の場所に瞬間移動させる。
ミス：半減ダメージ／瞬間移動なし

プリズマティック・プレー／虹色のスプレー　	
［一日毎］［恐怖］［装具］［毒］［火］［秘術］	 （ウィザード攻撃25）
近接範囲・爆発５　目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋32対“頑健"、“反応"、“意志"
　ヒット（頑健）：３d ６＋19［毒］ダメージおよび減速状態（セーヴ・終了）、（クリ

ティカル：38［毒］＋６d ８）
　ヒット（反応）：３d ６＋19［火］ダメージおよび継続的［火］ダメージ15（セーヴ・

終了）（クリティカル：38［火］＋６d ８
　ヒット（意志）：朦朧状態（セーヴ・終了）
特殊：使用者は１体の目標につき１回だけ攻撃ロールを行ない、その結果を目標の

３種類の防御値すべてと比較する。攻撃ロールの結果がそれぞれの防御値以上
であるかどうかによって、目標が受ける効果の数が決まる。目標はそれぞれの効
果に対して別々にセーヴィング・スローを行なわなければならない。

メテオ・スウォーム／流星雨	
［一日毎］［装具］［火］［秘術］	 （ウィザード攻撃29）
遠隔範囲・爆発５・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋32対“反応"
ヒット：８d ６＋19［火］ダメージ（クリティカル：68［火］＋６d ８）
ミス：半減ダメージ

リング・オヴ・シャドウ・ガード（魔法のアイテム：宝物庫）
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者に隣接するマス目で自分のターン

を開始したり、そこに移動してきたりした敵は２d10の［冷気］［死霊］ダメージを
受ける。使用者がその日、少なくとも１つのマイルストーンに達していた場合、
使用者はさらに15の一時的ＨＰを得る。

■特技
《ハイブリッドの才：ウィザード》　秘術装具体得のクラス特徴を得る。
《装具練達：オーブ》　［装具］による攻撃ロール＋３
《二丁装具の術者》　利き手でない方の装具の強化ボーナスをダメージに加算。
《破壊の魔術》　［秘術］の攻撃パワーを２体以上の敵にヒットさせた場合、ダメージ＋４。
《エルフの正確さ》　エルヴン・アキュラシィを使用する時、再ロールに＋２
《ワイルド・エルフの幸運》　エルヴン・アキュラシィを使用する時、再ロールに＋

１d ４ボーナス。
《エルフの秘術の正確さ》　エルヴン・アキュラシィを使用する時、［秘術］による攻

撃ならば、すべての目標に再ロールできる。
《技法の素質》　サイオンのクラス技能ひとつ修得、無限回パワーひとつを遭遇に一

回使用可能
《サイオニック初学者》　サイオニック・ヴェール取得、パワーポイント６
《騎乗戦闘》　乗騎の［乗騎］パワーを使用できる。
《戦闘司令官》　戦闘指揮官によるイニシアチブ・ボーナスが【知力】修正値に等しくなる。
《高速型呪文発動》　１遭遇に１回、マジック・ミサイルをマイナー・アクションで

使用可能。
《呪文形状操作》　遠隔範囲あるいは近接範囲のウィザード・パワーの効果範囲から

５マスまで除外できる。
《抗えぬ炎》　目標の［火］に対する抵抗を20低いものとして扱う。
《特級イニシアチブ》　イニシアチブ＋８特技ボーナス
《強壮なる防御》　【頑健】【反応】【意志】＋２ボーナス
《神話級反応》　【反応】＋４特技ボーナス
《神話級意志》　【意志】＋４特技ボーナス

■装備品
・ゴージェット・オヴ・レシプロシティ＋6（宝物庫）　レベル30
・オーブ・オヴ・インヴェイシヴ・フォーチュン＋6　レベル30
・ビーヒアの“嵐の乗騎”、テンペスト（MM2）：レベル29相当
鎧：マインドパターンド・クロース＋6（宝物庫）　1125000gp
腕部：ブレイサーズ・オヴ・メンタル・マイト：英雄級（宝物庫）　1800gp
両手：メニーフィンガード・グラヴズ（宝物庫II）　125000gp
指輪：リング・オヴ・ウィザードリィ（PHB）　225000gp
指輪：リング・オヴ・シャドウ・ガード：伝説級（宝物庫）　85000gp
指輪：ストームキャッチャー・リング：伝説級（宝物庫II）　65000gp
頭部：コイフ・オヴ・フォーカス：神話級（宝物庫）　225000gp
腰部：リアリティ・コード：伝説級（宝物庫）　25000gp
脚部：フェイステップ・レーシングズ：伝説級（宝物庫）　13000gp

オーブ・オヴ・ニンブル・ソウツ＋5（PHB3）　425000
ボウストリング・アキュラシィ：英雄級（宝物庫II）　3400gp
サーヴ・オヴ・パワー：英雄級（宝物庫）　5000gp
レンズ・オヴ・ディサーンメント：英雄級（宝物庫）　5000gp
イミュアメント・オヴ・アーケイン・サスペンション：神話級（宝物庫II）　21000gp
イミュアメント・オヴ・ザ・ストライデント・スタチュアリー：神話級（宝物庫II）　85000gp
イミュアメント・オヴ・ザ・ドラゴン・ボーンヤード：神話級（宝物庫II）　25000gp
イミュアメント・オヴ・ジ・アバンダンド・スローン：神話級（宝物庫II）　21000gp
イミュアメント・オヴ・シージング・スコリア：神話級（宝物庫II）　45000gp

残り所持金：99800gp
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オルロック
名前：オルロック　種族：ヒューマン／ダンピール レベル：30
性別：男性　年齢：不詳
クラス：ファイター　伝説の道：デッドストーカー（ドラゴン年艦）　神話の運命：

ダークロード（ドラゴン年艦）
移動速度：5（スウィフトストライク・シューズの効果により1ラウンド目のみ9）視
覚：通常　背景：砂漠（PHB2）　〈自然〉がクラス技能

■クラス特徴他
＊ファイターの標的：攻撃の目標を次ターン終了時までマークする。マークした敵

が君を攻撃目標に含まない攻撃を行なったなら、敵の攻撃ロールには−3ペナル
ティがつき、君は即応・割込としてその敵に1回の近接基礎攻撃を行なえる。

＊卓越の戦士：機会攻撃の攻撃ロールに【判断力】修正値（＋2）を加える。移動に
より引き起こされた機会攻撃がヒットすると敵の移動は即座に終了する。

＊喧嘩屋の流儀：主武器を使う方の手で1つの武器を使用しており、主武器を使っ
ていないほうの手が空いているならば、ACに＋1、頑健防御値に＋2のボーナス
を得る。さらに素手攻撃ロールに＋6の強化ボーナス、つかみ攻撃および君がつ
かんでいるクリーチャーを動かすための攻撃ロールに＋6のボーナスを得る。

＊不屈の血：［恐怖］および［魅了］の効果に対するセーヴィング・スローに＋2のボ
ーナス（デッドストーカー）。

＊死人狩り名手：1ラウンドに1回、自分が攻撃をヒットさせたアンデッドの目標1
体へのダメージ・ロールに＋5のボーナス（デッドストーカー）。

＊影の世界にも存在する者：1日1回、構成要素を消費することなくプレイナー・ポ
ータルまたはシャドウ・ウォークの儀式を執行し、シャドウフェルに移動するこ
とができる（ダークロード）。

＊シャドウフェルからの帰還：1日1回、君の魂は死亡した際、自由にシャドウフェ
ルの帳をくぐり、レイヴン・クイーンの祝福を受けて生き返ることができる。次
の自分のターンの開始時に君は新たな肉体を得て（死体がまだ残っている場合に
はそれを破壊し）、死体が身につけていたアイテムすべてを身につけたままで、君
が死亡したマスに立った状態で現れる。君はただちにすべてのヒット・ポイント
を回復し、通常どおり戦いを継続することができる。

　君の新たな肉体にはシャドウフェルそのものが付着していて、それがしばらく消
え残る。そのため、君はすべての目標に対して視認困難を得、位相移動を得る。
遭遇の終了時に、君の肉体にまとわりついたシャドウフェルの名残は消え去り、
君は視認困難と位相移動の能力を失う（ダークロード）。

＊死神の奴隷創り：君はシャドウフェルのすべてに精通し、殺した敵を死から蘇ら
せることができる。君が目標のヒット・ポイントを0以下にまで減少させるたび
に、その敵は君の次のターンの開始時に1ヒット・ポイントを得て、死亡したマス
で自動的に立ち上がる。その目標は、この遭遇の終了時まで、または破壊される
まで、君によって“支配状態”となる。

＊［恐怖］および［魅了］の効果に対するセーヴィング・スローに＋2
＊ヒューマンの種族特徴：略
＊落下からダメージを受けず、伏せ状態になることはない。

■アクション・ポイント使用時の効果
デッドストーカーのアクション：追加のアクションを得るためにAPを消費する際、

次自ターンの終了時まで、どんな理由があろうと、いかなる敵に対しても戦術的
優位を与えないし、つかまれることもない（デッドストーカー）。

デーモンスキン・タトゥー：［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、［冷気］のいずれか1種
類を選択する。遭遇終了時までその種類のダメージに対する抵抗15を得る（魔法
のアイテム）。

バルドリック・オヴ・ヴァラー：次の自ターン終了時まで、攻撃ロールおよびAC、
頑健、反応に＋1アイテム・ボーナス、セーヴに＋3アイテム・ボーナスを得る（魔
法のアイテム）。

■能力値／技能／諸データ
【筋　力】26（＋８）　〈運動〉28
【耐久力】14（＋２）　〈持久力〉22
【敏捷力】24（＋７）
【知　力】10（＋０）
【判断力】14（＋２）　〈自然〉22
【魅　力】12（＋１）　〈威圧〉21
HP：223（ブローチ・オヴ・ヴァイタリティ＋6により＋20されている）　重傷値：

111　回復量：55　回復力使用回数：11
イニシアチブ：＋26（＋34：スリンガーの10マス以内）（レベル15＋【敏捷力】7＋
リング・オヴ・アクション・リヴァーサル4）

【ＡＣ】49（重傷時は46）（10＋レベル15＋【敏】３＋強化＋６＋鎧13＋盾１＋喧嘩屋１）
【頑健】44（10＋レベル15＋【筋】８＋強化６＋種族１＋クラス２＋喧嘩屋２）
【反応】44（10＋レベル15＋【敏】７＋特技４＋強化６＋種族１＋盾１）
【意志】43（10＋レベル15＋【判】２＋特技４＋強化６＋種族１＋特技（無名）４＋サ
ン・スフィアー１）

■パワー
基礎攻撃
近接基礎攻撃（ウィップ）	
［無限回］［武勇］
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対AC（出目19~20でクリティカル）（内訳：レベル15＋【筋】8＋強化6

＋特技3＋習熟3）
ヒット：2d4＋23（クリティカル：31＋6d6）（内訳：【筋】8＋強化6＋特技3＋アイ

テム6）

近接基礎攻撃（スパイクト・ガントレット）	
［無限回］［武勇］
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対AC
ヒット：2d6＋18（クリティカル：30＋4d6）

※機会攻撃の場合、攻撃ロールに＋2
※機会攻撃の場合、上記攻撃の代わりに無限回攻撃パワーの、グラップリング・スト

ライクも使用できる。
※以下、パワーについてはウィップによるデータのみ記載。
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トリガー型アクション
サプライジング・フィニッシュ／不意の解放	
［一日毎］［武勇］	 （ファイター汎用22：武勇II）
フリー・アクション	 近接・1
トリガー：使用者が1体の敵に対するつかみを止める
目標：使用者がつかみを止めた敵
効果：目標は伏せ状態になる。また、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

オーラ・キラー・スパイクト・ガントレット	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
フリー・アクション
トリガー：この武器による攻撃がオーラを持つ1体の敵にヒットする。
効果：目標のオーラは終了する。目標はそのオーラを再起動することができない
（セーヴ・終了）。

フリー・アクション。
テネイシャス・ウィップ	
［遭遇毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：この武器による次の1回の攻撃ロールは、2回ロールして好きなほうの目を使

用できる。

リング・オヴ・アクション・リヴァーサル	 （魔法のアイテム：宝物庫II）
効果：このターンに次に使用した遭遇毎パワーがすべての目標に対してミスしたな

ら、その遭遇毎パワーの使用回数は消費されない。
特殊：使用者が少なくとも1回のマイルストーンに到達しているなら、“次に使用

するパワー”ではなく、“そのターンの最後に使用した、すべての目標に対してミ
スした遭遇毎パワー”の使用回数を回復できる。

マイナーアクション
ウィップ・クラック／風切りウィップ	
［遭遇毎］［武器］	 （ウィップ汎用6：ドラゴン年艦）
使用者　必要条件：ウィップを使用していること。
効果：使用者の次ターンの開始時まで使用者はウィップを用いての“スレトニン

グ・リーチ／機会攻撃の間合い”を得る。

ファイターズ・グリット／戦士の魂	
［遭遇毎］［武勇］	 （ファイター汎用10：武勇II）
使用者
効果：使用者は次の自分のターンの終了時まで、動けない状態、減速状態、幻惑状態、

弱体化状態の効果を無視する。

サン・スフィアー	
［遭遇毎］［光輝］［火］	 （魔法のアイテム：宝物庫II）
近接範囲・爆発1
効果：使用者に隣接する敵全員は、8の［光輝］かつ［火］ダメージを受ける。

リング・オヴ・フライト	
［一日毎］	 （魔法のアイテム）
使用者
効果：使用者はそのターンの終了時まで移動速度に等しい飛行移動速度を得る。
特殊：使用者が少なくとも1回のマイルストーンに到達しているなら、この効果は

使用者の次ターン終了時まで持続する。

移動アクション
フォースフル・ドラッグ／引きずり移動	
［遭遇毎］［武勇］	 （ファイター汎用2：武勇II）
必要条件：クリーチャーをつかんでいなければならない。
効果：使用者は移動速度ぶんの移動を行なう。1マス移動するごとに、つかんでい

るクリーチャー 1体を1マス横滑りさせることができる（横滑り先は使用者に隣
接するマス目でなければならない）。そのクリーチャーはつかまれたままであり、
使用者はそのクリーチャーからの機会攻撃をこの移動によって誘発することは
ない。移動の終了時点で、使用者は“つかみを終了させ、つかんでいるクリーチャ
ーを倒して伏せ状態にする”ことを選択できる。

マイティ・スプリント／疾駆	
［遭遇毎］	 （運動の技能パワー汎用6：PHB3）
効果：使用者は（移動速度＋4）の移動を行なう。この移動の間、使用者は移動困難

な地形を無視する。また、使用者はこの移動の一部として行なうすべての〈運動〉
判定に＋5パワー・ボーナスを得る。

シャドウ・ストライド／影移動	
［一日毎］［影］［瞬間移動］［幻］	 （ダークロード汎用26：ドラゴン年艦）
効果：使用者は20マス瞬間移動する。使用者が終着点のマスに現れた時点で、この

遭遇の終了時まで、または攻撃のヒットを受けるまで、使用者は不可視になる。

スウィフトストライク・シューズ	
［一日毎］［瞬間移動］	 （魔法のアイテム：ドラゴン年艦）
効果：使用者は20マス瞬間移動する。移動先は使用者から視線の通っている敵に

隣接する場所でなければならない。

標準アクション：無限回
クリーヴ／薙ぎ払い	
［無限回］［武器］［武勇］	 （ファイター攻撃１）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：2d4＋23ダメージ（クリティカル：31＋6d6）。使用者に隣接している別の

敵1体に8ダメージ。

グラップリング・ストライク／斬ってつかむ	
［無限回］［武器］［武勇］	 （ファイター攻撃１：武勇II）
近接・接触　目標：クリーチャー 1体
必要条件：手が1つ空いていなければならない。
攻撃：＋35対AC（機会攻撃時は＋37、19〜20でクリティカル）
ヒット：2d4＋23ダメージ（クリティカル：31＋6d6）。使用者は目標をつかむ。こ

のつかみは使用者の次のターンの終了時に自動的に終了する。

スラッシュ・アンド・パメル／斬って殴る	
［無限回］［武器］［武勇］	 （ファイター攻撃１：武勇II）
近接・接触　目標：クリーチャー 1体
必要条件：1つの手が空いていなければならない。
1次攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：2d4＋15ダメージ（クリティカル：23＋6d6）。同目標へ2次攻撃を行なう。
　2次攻撃：＋34対“反応”
　ヒット：16ダメージ。

標準アクション：遭遇毎
ブラッド・ドレイン／吸血	
［回復］	 （特技パワー：ドラゴン年艦）
近接・接触　目標：使用者がつかんでいるか戦術的優位を得ている、生きているク

リーチャー 1体
攻撃：＋29対“頑健”
ヒット：3d4＋2ダメージ（クリティカル：14）。使用者は回復力を1回ぶん消費す

ることができる。

インペイリング・ブロウ／串刺し撃	
［遭遇毎］［武器］	 （デッドストーカー攻撃11：ドラゴン年艦）
近接・武器
効果：使用者はこの攻撃を行なう前に2マスのシフトを行なえる。
目標：クリーチャー 1体　攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：3d4＋23ダメージ（クリティカル：35＋6d6）ダメージ。目標は使用者の次

ターン終了まで“動けない状態”となる。

ウィップ・スネア／絡みつくウィップ	
［遭遇毎］［武器］	 （ウィップ攻撃3：ドラゴン年艦）
近接・武器　必要条件：ウィップを使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体　攻撃：＋34対“反応”（19〜20でクリティカル）
ヒット：4d4＋22ダメージ（クリティカル：38＋6d6）、使用者は以下のいずれかを

選ぶ（1）目標を1マス引き寄せる（2）目標を倒して“伏せ状態”にする。

ウォリアーズ・アージング／戦士の挑発	
［遭遇毎］［武器］、［武勇］、［魅了］	 （ファイター攻撃23）
近接範囲・爆発4　目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
効果：使用者はそれぞれの目標を3マス引き寄せ、自分に隣接するマスまで移動さ

せる。自分に隣接するマスに移動させることができない目標は、まったく移動さ
せることができない。次に、使用者は自分に隣接している目標すべてに対して1
回ずつの攻撃を行なう（攻撃の範囲は“近接範囲・爆発1”である）。

攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：2d4＋17ダメージ（クリティカル：25＋6d6）。

ガッシュ・アンド・ゴード／切り裂き挑発	
［遭遇毎］［武器］、［武勇］	 （ファイター攻撃27：武勇II）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：4d4＋23ダメージ（クリティカル：39＋6d6）。
効果：使用者はこの攻撃の後で3マスのシフトを行なう。この攻撃を目標にヒット

させているなら、使用者は目標を自分に隣接する位置まで引き寄せる。
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標準アクション：一日毎
エンタングリング・ウィップ／鬼縛りウィップ	
［一日毎］［武器］	 （ウィップ攻撃9：ドラゴン年艦）
	近接・武器　必要条件：ウィップを使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体　攻撃：＋34対“反応”（19〜20でクリティカル）
ヒット：4d4＋22ダメージ（クリティカル：38＋6d6）、
効果：使用者は目標をつかみ（このパワーがヒットしていれば、目標は脱出判定に

−5ペナルティを受ける）、倒して“伏せ状態”にする。この方法で目標をつかん
でいる限り、使用者は1回のマイナー・アクションとして目標を引き寄せること
ができる。このつかみが終了するまで、使用者は目標をつかんでいるウィップで
攻撃できない。つかみを維持できるのは、目標から2マス以内に留まっている場
合に限られる。

デッドアイ・ストライク／死人狩り名手の急所撃	
［一日毎］［武器］	 （デッドストーカー攻撃20：ドラゴン年艦）
	近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対“反応”
特殊：このパワーを使用する際は出目が18以上でクリティカル・ヒットとなる。
ヒット：4d4＋23ダメージ（クリティカル：39＋6d6）
ミス：半減ダメージ。

ホールド・アット・ベイ／追い詰め	
［一日毎］［武器］、［武勇］	 （ファイター攻撃25：武勇II）
近接・武器　必要条件：1つの手が空いていなければならない。
目標：クリーチャー 1体
　1次攻撃：＋35対AC（19〜20でクリティカル）
　ヒット：5d4＋23ダメージ（クリティカル：43＋6d6）。同目標に対し2次攻撃と

して1回の素手攻撃を行なう。
　2次攻撃：＋34対“反応”
　　ヒット：使用者は目標をつかむ。つかみの通常の効果に加え目標はこのつかみ

が終了するまで“拘束状態”になる。
ミス：半減ダメージ。

ブレード・ストーム／刃の嵐	
［一日毎］［武器］、［武勇］	 （ファイター攻撃29：武勇）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対“反応”（19〜20でクリティカル）
ヒット：3d4＋30ダメージ（クリティカル：44＋6d6）。目標は幻惑状態になる（セ

ーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。
効果：使用者は3マスぶんシフトして第二の目標に同じ攻撃を行なう。しかるのち、

ふたたび3マスぶんシフトして第三の目標に同じ攻撃を行なう。

ミスト・フォーム／霧形態	
［一日毎］［変身］	 （特技パワー：ドラゴン年艦）
使用者
効果：使用者の次のターンの終了時まで非物質的になり、飛行移動速度8（ホバリン

グ）を得る。ただし攻撃を行なうことができない。
維持・マイナー：ミスト・フォームが持続する。

■特技
※すでに適用済みのもの

《ヴァンパイアの眷属》　ダンピールになり、ブラッド・ドレインのパワーを得る（ド
ラゴン年艦）。

《ウィップの初級者》　ウィップ関連のパワーを得る（ドラゴン年艦）。
《ウィップの中級車》　ウィップ関連のパワーを得る（ドラゴン年艦）。
《ウィップの上級者》　ウィップ関連のパワーを得る（ドラゴン年艦）。
《霧形態》　ミスト・フォームのパワーを得る（ドラゴン年艦）。
《喧嘩屋の防御術》　片手が空いているか敵をつかんでいる間、ACと反応に＋1盾ボ

ーナス（武勇II）
《神速の反応》　反応防御値に＋4特技ボーナス。
《神話級意志》　意志防御値に＋4ボーナス。
《鋼の意志》　意志防御値に＋４特技ボーナス。
《怯む標的》　マークによる攻撃ロールへのペナルティが−3に増加（武勇）。
《武器熟練：フレイル類》　フレイル類のダメージ・ロール＋3
《武器練達：素手》　素手攻撃（スパイクト・ガントレット含む）の攻撃ロール＋3

（PHB2）
《武器練達：フレイル類》　フレイル類（ウィップ含む）の攻撃ロール＋3（PHB2）
《不屈の意志》幻惑状態、支配状態、朦朧状態のいずれかにする効果に対するセーヴ

ィング・スローに＋2の特技ボーナス（PHB2）。
《フレイル体得》　フレイル類の攻撃は19〜20の目でクリティカル・ヒットになる。

※ゲーム中に効果を確認すべきもの
《荒々しき噛みつき》　敵をつかんでいなくとも、敵が重傷ならブラッド・ドレイン

を使用できる（ドラゴン年艦）。
《ウィップ訓練》　ウィップに習熟する。1ラウンドに1回、ウィップがヒットした目

標の攻撃ロールに、次の使用者のターンの終了時まで−2ペナルティを与えるこ
とができる（ドラゴン年艦）。

《引きずるフレイル》　フレイル類を使って敵を伏せ状態にした時、その敵を1マス
横滑りさせることができる（武勇）。

《血への嗅覚》　生きている重傷の敵は君に戦術的優位を与える（ドラゴン年艦）。
《押さえこみ》 君につかまれている伏せ状態の目標は、君がつかみを終了するか目標

がつかみから脱出するまで、伏せ状態から立ち上がることができない（武勇II）。
　

■装備品
＋6ブローチ・オヴ・ヴァイタリティ（宝物庫） レベル30
＋6アジル・スケイル・アーマー（宝物庫） レベル30
＋6テネイシャス・ウィップ（宝物庫） レベル29

腕：アイアン・アームバンズ・オヴ・マイト（＋6）：神話級（宝物庫） 1125000gp
腰：バルドリック・オヴ・ヴァラー：神話級（宝物庫）　225000gp
頭：サン・スフィア：伝説級（宝物庫II）　125000gp
指輪1：リング・オヴ・アクション・リヴァーサル：伝説級（宝物庫II）　125000gp
指輪2：リング・オヴ・フライト：伝説級　125000gp
脚部：スウィフトストライク・シューズ：伝説級（ドラゴン年艦）　125000gp
両手：オーラ・キラー・スパイクト・ガントレット＋4（宝物庫）　85000gp
刺青：デーモンスキン・タトゥー：神話級（宝物庫II）　425000gp

ポーション・オヴ・ライフ：神話級　125000gp
ポーション・オヴ・リカヴァリィ：神話級　25000gp
エリクサー・オヴ・アプティチュード：神話級（宝物庫）25000gp
その他所持品：冒険者用具一式

所持金残り：90,000gp

解説
第1ラウンドの動き
　移動アクションでマイティ・スプリントを使用して13マス移動し、カム・アンド・
ゲット・イットの強化版であるウォリアーズ・アージングを使用して可能な限り
多くの敵を引き寄せる。

標準アクションですること
　以後、敵をその場に足止めしたいときはインペイリング・ブロウまたはウィップ・
スネアを使用する。敵を味方から引き離したいときはガッシュ・アンド・ゴード
を使うか、グラップリング・ストライク等でつかんでからフォースフル・ドラッ
グで引きずる。

マイナー・アクションや移動アクションですること
　近場に雑魚が多いときはサン・スフィアーで一掃し、動けない状態、減速状態、幻

惑状態、弱体化状態はファイターズ・グリットで無効化して（以上2つはマイナ
ー・アクション）、標準アクションは最大の脅威となる敵をマークしつづけるため
に使うこと。敵との距離が著しく離れていたり、拘束状態や伏せ状態にされて敵
に隣接できない場合は、2つある一日毎の［瞬間移動］パワー（共に移動アクショ
ン）で20マス瞬間移動する。

その他
　生きている重傷の敵に対しては自動的に戦術的優位が得られる（《血への嗅覚》特

技）うえ、倒した敵を復活させて雑魚として操ることができる（ダークロードの
30レベル能力）ため、なるべく重傷の敵を狙う。
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アウラ
名前：アウラ　種族：エラドリン レベル：30
性別：女性　年齢：不明
クラス：アーデント　伝説の道：アージェント・ソウル（PHB3）　神話の運命：デ

ミアージュ（サイ）
移動速度：６　視覚：夜目　背景：エラドリンの高貴な生まれ（PHB2）　〈威圧〉＋

２

■クラス特徴他
＊衝動の心衣：10マス以内の味方1体が機会攻撃の目標となった時、その味方は自

ターン終了時まで、ダメージ・ロールに＋6パワー・ボーナスを得る。さらに、5
マス以内の味方すべては〈持久力〉および〈威圧〉判定に＋2ボーナスを得る（アー
デント）。

＊銀白の破壊：アーデントもしくはアージェント・ソウルのパワーで攻撃を行なう
時、19〜20の出目でクリティカル・ヒットを与える（アージェント・ソウル）。

＊回復もたらすクリティカル：アーデントもしくはアージェント・ソウルのパワー
でクリティカル・ヒットを与えるたび、5マス以内の味方は回復力を1回分消費す
ることができる。

（アージェント・ソウル）。
＊完全無欠の行動：君はマイルストーンに達すると、1点ではなく2点のアクショ

ン・ポイントを得る。また、2回目のマイルストーンに達すると、君は1回の遭遇
の間に2点までのアクション・ポイントを消費できるようになる（デミアージュ）。

＊自己神格化：セーヴィング・スローに＋5のボーナスを得る。また、20レベル以
下のクリーチャーの攻撃に対して完全耐性を得る。さらに、個々の遭遇において
最初に重傷になったとき、君は自分が見ることのできる何ものにも占められてい
ない任意のマス目に瞬間移動し、回復力1回分を消費することができ、また次の
君のターン終了時まで非物質的となる（デミアージュ）。

＊セーヴィング・スロー：“自己神格化”により常に＋5。パワー・ポイントが残っ
ている限り＋1（パワー・ポイントを1点使用することで＋3、《幸運増幅のサイオ
ニック》）。［魅了］と［恐怖］の効果に対しては＋5。また、10マス以内にいる味方
全員も［恐怖］効果へのセーヴィング・スローに対し＋5のアイテム・ボーナスを
得る。

　重傷でない限りセーヴィング・スローが可能な効果についてはただちにセーヴィ
ング・スローを行なえる（デミアージュ・レジスタンスのパワー）。

　自身がセーヴを成功させると10マス以内の味方はセーヴに＋2のボーナスを得る
（《和合の心衣》）

＊君に隣接する味方は、機会攻撃に対してACに＋2のボーナスを得る（ガーディン
グ・ロングスピアの能力）

＊hpを回復させるパワーを使用する際、回復量に＋6（ヒーラーズ・ブローチ＋6の
能力）

■アクション・ポイント使用時の効果
活力のアクション：君が1回の攻撃を行なうためにAPを消費した時、君および君

から5マス以内の味方全員は一時的ヒット・ポイント6を得る。
《猛攻のサイオニック》：追加アクション中に使用するすべての［増幅可］パワーに

ついて、増幅に必要なパワー・ポイントを1ポイント減らす。

■能力値／技能／諸データ
【筋　力】12（＋１）
【耐久力】22（＋６）　〈持久力〉26
【敏捷力】17（＋３）　〈軽業〉23
【知　力】12（＋１）　〈魔法学〉23　〈歴史〉18
【判断力】12（＋１）　
【魅　力】28（＋９）　〈威圧〉31　〈交渉〉29
HP：179　重傷値：89　回復量：44　回復力使用回数：13
パワー・ポイント：17

イニシアチブ：＋18（＋26：スリンガーの10マス以内）（レベル15＋【敏捷力】3）
【ＡＣ】43（10＋レベル15＋強化６＋鎧12）
【頑健】41（10＋レベル15＋【耐】６＋特技２＋強化６＋クラス１＋アイテム１）
【反応】36（10＋レベル15＋【敏】３＋特技２＋強化６）
【意志】44（10＋レベル15＋【魅】９＋特技２＋強化６＋クラス１＋エラドリン１）

■パワー
基礎攻撃
近接基礎攻撃（ロングスピア）	
［無限回］［武勇］
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋35対AC（内訳：レベル15＋【魅】9＋強化6＋特技3＋習熟2）
ヒット：2d10＋13（クリティカル：33＋6d6）（内訳：【魅】4＋強化6＋特技3）
※機会攻撃の場合、攻撃ロールに＋1。クリティカルが33＋6d12

トリガー型アクション
アーデント・エラプション／熱狂の噴出	
［遭遇毎］［サイオニック］	 （アーデントクラス特徴：サイ）
アクション不要　近接範囲・爆発5
トリガー：使用者が1回の攻撃によって重傷になる
目標：爆発の範囲内の味方すべて 
効果：目標は使用者の次ターン開始時まで、ダメージ・ロールに＋8ボーナスを得る。

フェニックス・サッシュ	
［一日毎］［回復］	 （魔法のアイテム：宝物庫2）
トリガー：敵が使用者のヒット・ポイントを0以下に減少させる。
効果：アクション不要。使用者は回復力を1回分消費し、次の自分のターンの終了

時まで幻惑状態となる。

コグニザンス・クリスタル	
［消費型］	 （3つ保持）	
（魔法のアイテム：PHB3）
トリガー：使用者が増幅した［サイオニック］攻撃パワーによる攻撃をすべての目

標に対してミスする。
効果：フリー・アクション、使用者は4パワー・ポイントを回復する。
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デミアージュ・レジスタンス／造物者の抵抗	
［遭遇毎］［サイオニック］	 	（デミアージュ汎用26：サイ）
フリー・アクション　使用者
必要条件：使用者は重傷であってはならない。
トリガー：使用者がセーヴによって終了できる効果1つの対象となる
効果：使用者はその効果に対して1回のセーヴィング・スローを行なう。
特殊：15以上をロールしたなら、使用者はこのパワーの使用回数を回復する。

ガーディング・ロングスピア＋6	
［一日毎］［増幅可］	 （魔法のアイテム：PHB3）
トリガー：使用者がこの武器を用いた機会攻撃を1体の敵にヒットさせる。
効果：フリー・アクション。その敵は使用者の次ターン終了時まで幻惑状態になる。
　増幅4：その敵は使用者の次ターン終了時まで、幻惑状態でなく朦朧状態になる。

リング・オヴ・メンタル・パワー	
［遭遇毎］	 （魔法のアイテム：PHB3）
トリガー：使用者のパワー・ポイントが0になる。
効果：フリー・アクション。使用者は1パワー・ポイントを回復する。

［一日毎］
トリガー：使用者が増幅した［サイオニック］攻撃パワーで攻撃してミスする。
効果：フリー・アクション。使用者はそのパワーを増幅するために消費したパワ

ー・ポイントを回復する。その日、少なくとも1つのマイルストーンに到達して
いたなら、使用者はパワー・ポイントを回復する代わりにその1回の攻撃ロール
を再ロールし、好きなほうの結果を用いることができる。　

イヴェイド・アタック／攻撃回避	
［遭遇毎］［サイオニック］［瞬間移動］	 （アーデント汎用6：PHB3）
即応・割込　遠隔・20
トリガー：1人の味方に機会攻撃がヒットする
目標：トリガーとなる機会攻撃を受けた味方
効果：使用者は目標を、9マス瞬間移動させる。

ガントレッツ・オヴ・ディスコンティニュイティ	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫2）
トリガー：使用者から2マス以内の1体の敵が瞬間移動する。
効果：即応・割込。使用者はその瞬間移動を無効化し、トリガーとなった敵は使用

者の次ターン終了時まで瞬間移動することができなくなる。

フリー・アクション
ヘルム・オヴ・ヒーローズ	
［一日毎］	 （魔法のアイテム）
　このパワーは、使用者が味方1人に基礎攻撃を与えたときに使用する。その味方は、

基礎攻撃の代わりに一回の標準アクションを行なうことができる。また、その味
方は与えられた標準アクション中に行なうすべてのダメージ・ロールに＋10の
パワー・ボーナスを得る。

コーターズ・オヴ・セカンド・チャンシズ	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
　フリー・アクション。使用者が近接攻撃をミスした時、このパワーを使用する。

攻撃ロールを＋2のボーナスつきで再ロールする。ただし、2度目の値がより低
くても、2度目の値を使用せねばならない。

リング・オヴ・アクション・リヴァーサル	 （魔法のアイテム：宝物庫II）
効果：このターンに次に使用した遭遇毎パワーがすべての目標に対してミスしたな

ら、その遭遇毎パワーの使用回数は消費されない。
特殊：使用者が少なくとも1回のマイルストーンに到達しているなら、“次に使用

するパワー”ではなく、“そのターンの最後に使用した、すべての目標に対してミ
スした遭遇毎パワー”の使用回数を回復できる。

マイナーアクション
アーデント・サージ／アーデントの激情	
［遭遇毎］［回復］［サイオニック］	 （アーデントクラス特徴：PHB3）
近接範囲・爆発5　目標：使用者または味方1人
効果：目標は回復力を1回分消費することができ、それによって追加で6d6＋15の

ヒット・ポイントを回復する。
　さらに目標は使用者の次ターン終了時まで、移動速度に＋2のボーナスを得る。
特殊：このパワーは1回の遭遇につき3回使用できるが、1ラウンドには1回しか使

用できない。

コーディネイテッド・エフォート／協調せる働き	
［一日毎］［回復］［サイオニック］	 （アーデント攻撃15：サイ）
近接範囲・爆発5 
目標：使用者と使用者が見ることができる爆発範囲内の味方すべて。最大5人
効果：使用者は個々の目標に対して以下の効果の1つを適用する。個々の効果はそ

れぞれ1回しか使用できない。
◆目標は1回のフリー・アクションとして9マスまで飛行する。目標はこの移動の

終了時に着地せねばならない。
◆目標は1回のフリー・アクションとして自分の移動速度分シフトする。
◆目標は回復力1回分を消費する（＋6）。
◆目標は1回のフリー・アクションとして1回の基礎攻撃を行なえる。
◆目標は1回のフリー・アクションとして突撃を行なえる。

インサイト・ブレイヴァリ／勇ましい攻撃の呼びかけ	
［遭遇毎］［サイオニック］	 （アーデント汎用10：サイ）
近接範囲・爆発1
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：使用者の次ターン終了時まで、全ての目標は攻撃ロールに＋2パワー・ボーナ

スを得、［恐怖］効果に対するセーヴィング・スローに＋2パワー・ボーナスを得る。

フォー・ストーン	
［無限回］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：使用者が見ることのできる敵を1体選択する。使用者はその目標が有するす

べての脆弱性と、どの防御値がもっとも低いかを知ることができる。

移動アクション
フェイ・ステップ	
［遭遇毎］［瞬間移動］
使用者
効果：10マスまでの瞬間移動を行なう。

ディメンジョン・スワップ／次元位置交換	
［遭遇毎］［サイオニック］［瞬間移動］	 （サイオニック汎用2：PHB3）
近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内の味方1人
効果：使用者は自分と目標を瞬間移動させ、互いの位置を入れ替える。

エラドリン・ブーツ	
［一日毎］［瞬間移動］	 （魔法のアイテム）
効果：最大13マスまで瞬間移動する。

標準アクション：無限回
リストラティヴ・バスチョン／快復の砦	
［無限回］［サイオニック］［増幅可］［武器］	 （アーデント攻撃27：PHB3）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋20対“頑健” （19〜20でクリティカル）
ヒット：1d10＋18ダメージ（クリティカル：28＋6d6）。5マス以内の味方1人は1

回のセーヴィング・スローを行なえる。
増幅2
　ヒット：2d10＋18ダメージ（クリティカル：38＋6d6）。5マス以内の味方1人は

1回のセーヴィング・スローを行なえる。それが継続的ダメージに対するもので
ある場合、そのセーヴィング・スローには＋5パワー・ボーナスがつく。

増幅6
　ヒット：4d10＋18ダメージ（クリティカル：58＋6d6）。使用者から見える味方

全員は1人1回ずつセーヴィング・スローを行なえる。

コンサーテッド・ストライク／呼応する打撃	
［無限回］［サイオニック］［増幅可］［武器］	（アーデント攻撃23：サイ）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋20対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：1d10＋18ダメージ（クリティカル：28＋6d6）。使用者に隣接する味方全

員は、使用者の次ターン終了時まで、基礎攻撃の攻撃ロールに＋6パワー・ボーナ
スを得る。

増幅2
　ヒット：同上、および味方はそれぞれ、［無限回］パワーの攻撃ロールに同様のパ

ワー・ボーナスを得る。
増幅6
　ヒット：2d10＋18ダメージ（クリティカル：38＋6d6）。使用者から5マス以内

の1人もしくは2人の味方はそれぞれフリー・アクションとして、攻撃ロールに＋
6パワー・ボーナスを得て1回の基礎攻撃を行なう。味方はそれぞれこの攻撃を、
このパワーの目標とは異なる別々の目標に対して行なわなければならない。

ホープス・オーデシティ／楽観ゆえの大胆さ	
［無限回］［サイオニック］［増幅可］［武器］	（アーデント攻撃13：PHB3）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋20対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：1d10＋18ダメージ（クリティカル：28＋6d6）。使用者の次ターン開始時

まで、使用者から5マス以内にいる味方全員の、この目標に対する攻撃は19〜20
の目でクリティカル・ヒットになる。

増幅1
　ヒット：同上。加えて、使用者の次ターン開始時までに使用者の味方がこの目標

にクリティカル・ヒットを与えるたび、使用者および使用者から5マス以内にい
る味方全員はフリー・アクションとして1マスのシフトを行なえる。

増幅4
　ヒット：2d10＋18ダメージ（クリティカル：38＋6d6）。使用者の次ターン開始

時まで、使用者から5マス以内にいる味方全員の攻撃は19〜20の目でクリティカ
ル・ヒットになる。
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標準アクション：遭遇毎
アージェント・ストライク／銀白の打撃（アージェント・ソウル攻撃11：PHB3）	
［遭遇毎］［回復］［光輝］［サイオニック］［増幅可］［武器］
近接・武器　目標：クリーチャー 1体 
攻撃：＋20対AC（19〜20でクリティカル）
ヒット：1d10＋18［光輝］ダメージ（クリティカル：28＋6d6）。5マス以内の味方1

人はフリー・アクションとして、回復力を1回分消費し（＋6）、かつ1マスのシフ
トを行なうことができる。その味方が回復力を消費しないなら、その味方は一時
的ヒット・ポイント10を得る。

増幅2
　ヒット：2d10＋18［光輝］ダメージ（クリティカル：38＋6d6）。3マス以内の味

方全員はそれぞれ、フリー・アクションとして、回復力を1回分消費し（＋6）、か
つ1マスのシフトを行なうか、一時的ヒット・ポイント10を得る。

標準アクション：一日毎
バージェニング・リザーヴズ／潜在力発現	
［一日毎］［回復］［サイオニック］	（アージェント・ソウル汎用12：PHB3）
近接・1 　目標：瀕死状態の味方1人
効果：目標は回復力を1回分消費（＋6）することができ、さらに使用者の次ターン

終了時まで再生5を得る。
　維持・マイナー：このパワーによる再生が持続する。この再生は、目標が重傷で

ある間だけ維持できる。

アージェント・フラッド／銀白の奔流（アージェント・ソウル攻撃20：PHB3）	
［一日毎］［回復］［光輝］［サイオニック］［武器］
近接・武器　目標：クリーチャー 1体 
攻撃：＋20対AC （19〜20でクリティカル）
ヒット：4d10＋18［光輝］ダメージ（クリティカル：58＋6d6）。
効果：使用者から5マス以内の味方全員は、回復力を1回分消費（＋6）するか、あるい

はその味方の回復力値に等しい一時的ヒット・ポイントを得るかを選択できる。 

イメージ・オヴ・ドゥーム／破滅の幻視	
［一日毎］［恐怖］［サイオニック］［武器］	 （アーデント攻撃29：PHB3）
近接・武器　目標：クリーチャー 1体 
攻撃：＋20対AC （19〜20でクリティカル）
ヒット：5d10＋18ダメージ（クリティカル：68＋6d6）
ミス：半減ダメージ
効果：遭遇終了時まで、目標から使用者が見えている限り、目標は攻撃ロールおよ

び全防御値に−2ペナルティを受け、使用者は目標が攻撃によってダメージを受
けるたびにフリー・アクションとして目標を1マス横滑りさせることができる。

コロナ・オヴ・バトル／戦の光輪	
［一日毎］［区域］［回復］［サイオニック］	 （アーデント攻撃25：PHB3）
近接範囲・爆発5
効果：爆発の範囲内は使用者の次ターン終了時まで持続する区域となる。使用者が

移動すると、この区域も一緒に移動し、常に使用者がこの区域の中心であり続け
る。使用者の味方は皆、この区域内にいる限り、“再生5”および攻撃ロールへの
＋2パワー・ボーナスを得、その味方の攻撃は1d10の追加ダメージを与える。

維持・マイナー：この区域が持続する。

ボロウド・タイム／時間泥棒	
［一日毎］［サイオニック］	 （アーデント汎用22：PHB3）
近接・接触　目標：クリーチャー 1体
効果：目標はフリー・アクションとして、1回の標準アクション、1回の移動アクシ

ョン、1回のマイナー・アクションのいずれか1つを行なうことができる。

メンタル・リジューヴェネイション／精神力による再活性	
［一日毎］［サイオニック］	 （アーデント汎用16：PHB3）
近接範囲・爆発5
目標：（1）使用者または爆発の範囲内の味方1人、または（2）使用者および爆発の範

囲内の味方すべて
効果：このパワーの目標として1人を選んだ場合、目標は回復力を2回分消費した

かのようにヒット・ポイントを回復する（＋6）。
このパワーの目標として2人以上を選んだ場合、それぞれの目標は回復力を1回分

消費したかのようにヒット・ポイントを回復する（＋6）。

■特技
※すでに適用済みのもの

《武器熟練：スピア類》　スピア類のダメージ・ロール＋3
《武器練達：スピア類》　スピア類の攻撃ロール＋3（PHB2）
《巧みなる熱狂》　アーデント・エラプションによるダメージ・ロールへのボーナス

＋２（サイ）
《アーデント・サージ強化》　アーデント・サージの回復量に＋9（PHB3）
《心衣拡大》　アーデント・サージの範囲が10マスになる（PHB3）
《強壮なる防御》　【頑健】【反応】【意志】＋２ボーナス（PHB2）
《近接戦訓練》　近接基礎の攻撃とダメージを【魅力】に基づくものにする（PHB2）
　
※ゲーム中に効果を確認すべきもの

《幸運増幅のサイオニック》　パワー・ポイントが少なくとも1ポイントあるならば、
セーヴィング・スローに＋1の特技ボーナス。セーヴィング・スローを行なう際
にパワー・ポイントを1消費するなら、ターン終了までこの特技ボーナスは＋3に
なる（サイ）。

《和合の心衣》　君がセーヴに成功したなら、心衣の範囲内にいる味方は皆、次の君
のターン開始時までセーヴィング・スローに＋2のボーナスを得る（サイ）。

《神出鬼没のひと跳び》　遭遇でパワー・ポイントが0になったなら、フェイ・ステッ
プの使用回数を回復する（サイ）。

《迅速な心衣》　各遭遇の不意討ちラウンドおよび第1ラウンドにおいて、君および
心衣の範囲内で自分のターンを開始した味方は、移動速度に＋2のボーナスを得
る（PHB3）。

《勝利は目前》　重傷のクリーチャーに対する無限回パワーの攻撃ロールに＋1のボ
ーナスを得る（PHB3）。

《精悍なる決意》　一日毎の攻撃パワーを使用するたび、一時的ヒット・ポイント21
を得る（PHB3・伝）。

《猛攻のサイオニック》　追加のアクションをとるためにAPを消費した際、君はそ
の追加アクション中に使用するすべての［増幅可］パワーについて、増幅に必要な
パワー・ポイントを1ポイント減らす（サイ・伝）。

《勝利の魂》　アーデントの攻撃パワーでクリティカル・ヒットを得たなら、心衣の
範囲内にいるすべての味方は、次の君のターン開始時まで、近接攻撃で＋9の追
加ダメージを与える（サイ・神）。

《無限なる熱意》　個々の遭遇で初めてクリティカル・ヒットを出した時、パワー・
ポイントを2ポイント回復する（サイ・神）。

《本能的アーデント・サージ》　心衣の範囲内にいる味方が重傷になったとき、その
味方に対して即応・割込としてアーデント・サージを使用できる（サイ・神）。

《長柄の挟撃》　長柄武器類を用いて自分に隣接していない目標に近接攻撃を行なう
際、君自身およびその目標の双方に隣接しているマスを1つ選ぶ。その攻撃に関
して君がその目標を挟撃しているか否かを判断する際には、君はそのマスを占め
ているものとみなされる（PHB3）。

《機会攻撃増幅のサイオニック》　機会攻撃の攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
パワー・ポイントを1点消費することで、このボーナスを＋2にできる（サイ）。

■装備品
頭：ヘルム・オヴ・ヒーローズ レベル30
武器：ガーディング・ロングスピア＋6（PHB3） レベル30
首：ヒーラーズ・ブローチ＋6（宝物庫） レベル29
鎧：エラドリン・チェインメイル＋6　2125000gp
指輪：リング・オヴ・メンタル・パワー（PHB3）21000gp
指輪：リング・オヴ・シンパシー（宝物庫2）25000gp×2（誰か指輪スロット使い終わ

った人に渡す）
腰：フェニックス・サッシュ（宝物庫2）85000gp
両手：ガントレッツ・オヴ・ディスコンティニュイティ（宝物庫2）17000gp
腕：コーターズ・オヴ・セカンド・チャンシズ（宝物庫）　25000gp
脚：エラドリン・ブーツ45000gp

コグニザンス・クリスタル（PHB3）21000gp×3個
フライング・カーペット　125000gp
ハンディ・ハヴァサック　5000gp
フォー・ストーン（宝物庫）13000gp

残り所持金：51000gp

解説
クリティカルまとめ
　19〜20でクリティカル
　クリティカル時は6d6＋28ダメージ（ただし機会攻撃の場合は6d12＋28）
　最初にクリティカルしたら10マス以内の味方全員近接ダメージ＋9、さらに2パ

ワー・ポイント回復。5マス以内の味方は回復力を消費してよい。

重傷になった時
　アーデント・エラプション発動
　自分が見ることのできる何ものにも占められていない任意のマス目に瞬間移動し、

回復力1回分を消費することができ、また次ターン終了時まで非物質的となる。
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デイン
名前：デイン　種族：ヒューマン　　レベル：30
性別：男　年齢：わけぇ
クラス：ウォーロック（フェイ）　伝説の道：フェイタッチト（PHB）　神話の運
命：フェイリージ（秘術）

移動速度：６　視覚：通常　背景：異次元界生まれ（PHB2）　〈魔法学〉＋２
言語：共通語・エルフ語・竜語（使い魔特典）

■クラス特徴他
＊霧歩き：君の“ウォーロックの呪い” を受けている敵のヒット・ポイントが0以下

になった時、君はフリー・アクションとして即座に5マスの瞬間移動を行うこと
ができる。

＊虚無の宿命：君の“ウォーロックの呪い” を受けている敵のヒット・ポイントが0
以下になった時、君は次の君のターンに行なう任意のd20ロールに＋1のボーナ
スを得る。このボーナスは累積する。

＊ウォーロックの呪い：1ターンに1度、1回のマイナー・アクションとして、自分か
ら見えてもっとも近い敵２体に“ウォーロックの呪い” をかけることができる。
この敵に対してダメージを与えたなら、1ラウンドに1回追加ダメージ（後述）を
与えることができる。

＊最接近射撃：その攻撃の目標に対し、味方の誰よりも君が近くにいるなら、その
目標への遠隔攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。

＊影歩き：自ターンにおいて、ターン開始時の場所から少なくとも3マス離れた位
置に移動したなら、君の次ターン終了時まで視認困難を得る。

＊瞬間移動の衝撃：瞬間移動によって移動した際、君がもといたマスに隣接してい
たすべての敵は6ダメージを受ける（フェイタッチト）。

＊庇護者の恩寵：君の“ウォーロックの呪い” を受けている敵のヒット・ポイント
が0以下になった時、“霧歩き” の代わりにこの能力を用いる。1d6をロールし、
以下の表を参照せよ。君は1d6の出目あるいは出目未満の数値に対応する1つの
利益を得る（フェイタッチト）。

 1または2：通常通り“霧歩き”を使用する。
 3：即座に1回のセーヴィング・スローを行なう。
 4：1回のフリー・アクションとして10マス瞬間移動する。
 5：次の自分のターンの終了時まで移動速度＋2。
 6：この遭遇の終了時まで、“ウォーロックの呪い” による追加ダメージのロール

においてd6の代わりにd8をロールする。
＊永久の王座の永久の王：1日に1回、死亡した際に、より年長で王位にふさわしい

君自身の姿が時間の霧から歩み出て、君に取って代わる。君は最大ヒットポイン
トの半分を回復し、その遭遇の終了時まで、すべての攻撃に対して視認困難を得
る。君がこの将来の姿でいる間に死亡したなら、君は真に死亡する。

　その遭遇の終了時に、君の肉体が現存していたなら、未来の君が君の生命を回復
させる。君のヒット・ポイントはその時点の値のまま受け継がれるが、視認困難
は失われる。　君の肉体が失われていたなら、君が生き返るためには他の魔法的
手段に頼らねばならない。ただし君が望むのなら、将来の姿のままで冒険を続け
ることもできる（フェイリージ）。

＊精神圧倒：［魅了］キーワードを有する［秘術］のパワーを使用して敵1体にクリ
ティカル・ヒットを与えたなら、君の次のターンの終了時まで、その敵は君から
の“支配状態”となる（フェイリージ）。

■アクション・ポイント使用時の効果
フェイタッチトのアクション：追加のアクションを得るためにアクション・ポイン

トを費やした際、君は次の自分のターンの開始時までに行なうすべての攻撃ロー
ルに＋4ボーナスを得る。

■能力値／技能／諸データ
【筋　力】10（＋０）
【耐久力】12（＋１）
【敏捷力】15（＋２）　〈盗賊〉22
【知　力】23（＋６）　〈宗教〉26　〈魔法学〉28　〈歴史〉26
【判断力】11（＋０）　
【魅　力】29（＋９）　〈事情通〉29　〈はったり〉29
HP：169　重傷値：84　回復力値：42＋4（使い魔によるボーナス）　回復力使用
回数：15

イニシアチブ：＋23（＋31：スリンガーの10マス以内）（レベル15＋【敏】2＋特技2
＋アイテム4）

【ＡＣ】40 ／ 42（10＋レベル15＋【知】６＋強化６＋鎧３、瞬間移動のパワーを使っ
たら＋2）

【頑健】32（10＋レベル15＋【耐】１＋種族１＋強化５）
【反応】40 ／ 42（10＋レベル15＋【知】６＋種族１＋強化５＋クラス１＋ソードウィ
ング・アーマー２、瞬間移動のパワーを使ったら＋2）

【意志】41（10＋レベル15＋【魅】９＋種族１＋強化５＋クラス１）

■パワー
アクション不要
リング・オヴ・テネイシャス・ウィル	
［一日毎］［回復］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：使用者のヒット・ポイントが0以下になった際にこのパワーを使用する。使

用者のヒット・ポイントは0以下でなく1となる。
　使用者がその日既に少なくとも1回のマイルストーンに達していた場合、使用者

は自分のレベルに等しい値のヒット・ポイントを回復できる。

フリー・アクション。
ファスト・ハンズ／素早い手先	
［無限回］	 （〈盗賊〉の技能パワー汎用2：PHB3）
使用者
効果：使用者は1つの武器を抜くか、しまう。または、自分の接敵面ないし隣接する

マスにある1つのアイテムを拾う。または、1つのアイテムを取り出すか、しまう。
特殊：このパワーは1ラウンドに1回しか使用できない。

トリガー型のアクション
ノーズ・フォー・トラブル／揉め事の嗅覚	
［一日毎］	 （〈事情通〉の技能パワー汎用2）
フリー・アクション　使用者
トリガー：使用者がイニシアチブをロールし、その結果が気に入らない
効果：使用者は1回の〈事情通〉判定を行ない、この判定の結果または自分のイニシ

アチブ判定の結果のうち好きな方を自分のイニシアチブとして使用する。
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トワイライト・テレポート／末期の瞬間移動	
［一日毎］［瞬間移動］［秘術］	 （フェイタッチト汎用12）
フリー・アクション　遠隔・20
トリガー：射程内にいて使用者の“ウォーロックの呪い”を受けているクリーチャ

ー 1体のヒット・ポイントが0以下になる
効果：使用者は自分または他のクリーチャー 1体をトリガーとなったクリーチャー

のいる場所に瞬間移動させる

ヒロイック・インタージェクション／英雄の感嘆	
［一日毎］［秘術］	 （バード汎用16：秘術）
即応・対応　遠隔・10
トリガー：使用者から10マス以内にいる敵がアクション・ポイントを消費する 
目標：使用者または味方1人 
効果：目標はアクション・ポイントを1点得る。そのアクション・ポイントはこの遭

遇の終了時までに消費しなければならない。目標は通常ならば1遭遇で1点しかア
クション・ポイントを消費できないが、この遭遇では2点消費することができる。 

シールズ・オヴ・ジ・エラドリン・ホスト／エラドリン騎士団の盾	
［遭遇毎］［秘術］［瞬間移動］	 （フェイリージ汎用26）
即応・割込　近接範囲・爆発5
トリガー：使用者か、使用者から5マス以内の味方1人に攻撃がヒットする
目標：使用者と、爆発の範囲内の味方すべて
効果：すべての目標が、おのおのの次のターンの終了時まで、ACと反応防御値に＋

4のボーナスを得る。トリガーとなった攻撃を解決した後で、それぞれの目標は
他の目標と位置を入れ替えることができる。

ダガー・オヴ・クイックシルヴァー・ブレード+4	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫2）
フリー・アクション
トリガー：この武器でクリティカル・ヒットを得る。
効果：1回の移動アクションを得る。この移動アクションは次の使用者のターン終

了時までに使用しなければならない。

マイナーアクション
トランセンデント・ダンス／超越の舞踏	
［一日毎］［秘術］	 （ウォーロック汎用10：秘術）
使用者
効果：この遭遇の終了時まで、使用者は移動速度とセーヴィング・スローに+6を得

る。

クローク・オヴ・トランスロケーション+5	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫2）
効果：使用者はこの遭遇で既に使用した［瞬間移動］の遭遇毎パワー 1つの使用回

数を回復する。

レンズ・オヴ・ディサーンメント	
［遭遇毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：敵一体の識別に関する判定に+10ボーナス（次のターン終了時まで）

サーヴ・オヴ・パワー	
［一日毎］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
　クリーチャーに使用すると、対象は回復力1回を使用して（ヒット・ポイントを回

復する代わりに）［遭遇毎］攻撃パワー 1つを回復することができる。回復力が残
っていなかった場合は、この利益を得ることはできない。

移動アクション
フェイ・スイッチ／フェイの入れ替わり	
［遭遇毎］［瞬間移動］［秘術］	 （ウォーロック（フェイ）汎用6）
遠隔・10
目標：使用者および同意する味方1人
効果：使用者とその味方1人の位置が入れ替わる

レイヴンズ・グラマー／大ガラスの幻術	
［一日毎］［瞬間移動］［秘術］［幻］	 （ウォーロック（フェイ）汎用22）
使用者
効果：使用者は自分の次ターン開始時まで不可視状態となり、20マス瞬間移動する。

使用者が不可視状態である限り、使用者がもといた場所には使用者の幻像が残る。
この幻像はその場に立ちつくし、いかなるアクションも行なわず、攻撃された場
合には使用者の防御値を用いる。誰かが触るか、1点でもダメージを受けたなら、
幻像は崩れ落ちて枯葉の山となる。使用者が攻撃を行なうと、不可視状態は終了
する。

　維持・標準：使用者は攻撃を行なわない限り不可視状態であり続ける。

ブーツ・オヴ・テレポーテーション	
［無限回］［瞬間移動］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：使用者の移動速度に等しい値のマス目だけ瞬間移動する。

標準アクション：無限回
エルドリッチ・ブラスト／妖光一閃	
［無限回］［装具］、［秘術］	 （ウォーロック攻撃1）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：2d10+20ダメージ（クリティカル：30＋6d10）
特殊このパワーは遠隔基礎攻撃として扱われる

アイバイト／魔眼	
［無限回］［精神］［装具］［秘術］［魅了］	 （ウォーロック（フェイ）攻撃1）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：2d6+20［精神］ダメージ（クリティカル：32＋6d10）。使用者の次ターン開

始まで、使用者は目標に対して不可視状態となる。

スパイトフル・グラマー／悪意の妖術	
［無限回］［秘術］［装具］［精神］	 （ウォーロック（闇）攻撃1：FRPG）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：2d8＋20［精神］ダメージ（クリティカル：36＋6d10）。最大ヒット・ポイ

ントである目標に対しては2d12＋20［精神］ダメージ（クリティカル：44＋
6d10）

ダイア・レイディアンス／禍々しき光	
［無限回］［恐怖］［光輝］［装具］［秘術］	 （ウォーロック（星）攻撃1）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋26対“頑健”
ヒット：2d6＋12［光輝］ダメージ（クリティカル：24＋6d10）。目標が次の自ター

ンに使用者に近付くよう移動したら、2d6＋12の追加ダメージを1回受ける。

ハット・オヴ・ディスガイズ	
［無限回］［幻］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果：使用者は自分と同じサイズ分類の、いかなる人型生物の姿にもなれる。使用

者の衣服や装備の外見も、この変化に対応して変化する。この幻は音や感触まで
は変えないので、使用者の声を聞いたり使用者に触れたりしたクリーチャーは幻
に気付く可能性がある。

標準アクション：遭遇毎
ウィル・オヴ・ザ・フェイワイルド／フェイワイルドの意志	
［遭遇毎］［瞬間移動］［精神］［装具］［秘術］［魅了］	 （フェイタッチト攻撃11）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“意志”
ヒット：2d8+20［精神］ダメージ（クリティカル：36＋6d10）。使用者は目標を5マ

ス瞬間移動させる。この移動の終了時点で、目標は自分に隣接しているクリーチ
ャー 1体（使用者が選ぶ）に対して1回の近接基礎攻撃を行なう。

効果：目標は、目標の次ターン終了時まで幻惑状態となる。

ストランド・オヴ・フェイト／からみつく不運	
［遭遇毎］［装具］［秘術］	 （ウォーロック（星）攻撃17）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：1d8＋20ダメージ（クリティカル：28＋6d10）。使用者の次ターン終了時

まで、目標は“すべてのダメージに対する脆弱性16”を得る。

ソーンズ・オヴ・ヴェノム／毒いばら	
［遭遇毎］［装具］［毒］［秘術］	 （ウォーロック（フェイ）攻撃23）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“頑健”
ヒット：3d8＋20［毒］ダメージ（クリティカル：44＋6d10）。使用者の次ターン終

了時まで、目標は“動けない状態”となり、ACと反応防御値に-7のペナルティを
被る。

カース・オヴ・ザ・フェイ・キング／フェイの王の呪法	
［一日毎］［装具］［秘術］	 （ウォーロック（フェイ）攻撃27）
遠隔・10 　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：3d10＋20ダメージ（クリティカル：50＋6d10）。さらに目標が次の自ター

ンにおいて初めてd20をロールした際、使用者はその結果を“盗む”ことができる。
目標はそのロールを再ロールし、使用者は自分が次に行なうd20ロールにおいて
盗んだ出目+6を用いる。
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標準アクション：一日毎
インクリーシング・ザ・テンポ／テンポを上げて	
［一日毎］［秘術］	 （バード攻撃19：PHB2）
遠隔・10　目標：味方1人
効果：目標は1回のフリー・アクションとして、4回の基礎攻撃を行なうことができ

る。ただし1体の目標に対して行なえる攻撃は2回までである。

ウィスパーズ・オヴ・ザ・フェイ／フェイのささやき	
［一日毎］［精神］［装具］［秘術］	 （フェイタッチト攻撃20）
近接範囲・爆発5　目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：目標は1番手近な自分の味方に対して1回の近接基礎攻撃を行なわなけれ

ばならない。1番近い味方が複数いる場合は使用者が攻撃の目標を選ぶ。この攻
撃を行なうことができない目標は2d8＋20［精神］ダメージ（クリティカル：36
＋6d10）を受ける。

効果：攻撃を行なうか［精神］ダメージを受けた後、目標は幻惑状態となる（セー
ヴ・終了）。

カース・オヴ・ザ・ツイン・プリンスィズ／双子の呪法	
［一日毎］［精神］［装具］［秘術］［幻］	 （ウォーロック（フェイ）攻撃25）
遠隔・5　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：4d10+20［精神］ダメージ（クリティカル：60＋6d10）。この遭遇の終了時

まで、使用者はダメージを受けるたびに目標に対し【魅力】対“意志”攻撃を行な
う。この攻撃がヒットした場合、使用者は半減ダメージを受け、目標が残り半分
のダメージを受ける。

効果：この遭遇の終了時まで、使用者が目標に隣接している限り常に、両者の姿は
溶け合って1つになる。両者のどちらかを攻撃したものはすべて、50％の確率で
誤ってもう一方を攻撃してしまう。

ワン・ファイナル・サクリファイス／これが本当に最後の犠牲	
［一日毎］［秘術］［装具］	 （ウォーロック（闇）攻撃29：FRPG）
遠隔・20　目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋34対“反応”
ヒット：4d8＋20ダメージ（クリティカル：52＋6d10）。
ミス：半減ダメージ。
効果：使用者から5マス以内にいるすべての味方はダメージ10を受ける。ダメージ

を受けた味方1人につき、目標は1d8ダメージを受ける。

リング・オヴ・リトリート	
［瞬間移動］	 （魔法のアイテム：宝物庫）
効果使用者は指輪の作成時にあらかじめ定められていた場所まで瞬間移動を行なう

ことができる。
その場所がどこであるかは、指輪を調べてもわからない。瞬間移動してから10時間

以内であれば、使用者は再度標準アクションを使用することで、もといた場所に
戻ることができる。使用者はエンチャント・マジック・アイテムの儀式により、
この指輪による移動先を再設定することができる。この目的で儀式を執行する
際の構成要素費用は32,500gpである。

　もし使用者がその日既に少なくとも2回のマイルストーンに達していた場合、使
用者は自分自身のほかに7名までの味方を瞬間移動させることができる。

■特技
※既に適用済みのもの

《ヒューマンの忍耐力》　セーヴ+1
《二丁装具の術者》　利き手でない側の装具の強化ボーナスをダメージ・ロールに加

える（秘術）。
《バード系儀式会得者》　『バードの修行』のクラス特徴と〈魔法学〉修得、バードの装

具使用可能（秘術）、バードのマルチクラス特技。
《秘術の使い魔》　使い魔はドラゴンリング（回復力消費時追加で4ポイント回復。

竜語読み書き）（秘術）
《装具練達：ロッド》　攻撃ロールに＋3（PHB2）
《霧歩き強化》　霧歩き+2マス
《早抜き》　イニシアチブに+2、武器装具の取り出しをその武器装具の使用と同時に

行なう。
《二股の呪い》　もっとも近い2体の敵に呪いをかける
《上級装具訓練：正確性のロッド》　上級装具、正確性のロッドを使用可能に

（PHB3）
《技能パワー》　取得パワーはノーズ・フォー・トラブル（PHB3）
《二重契約：星》　二つ目の契約を得る（ドラゴン年艦）。
《中級者パワー》　L16パワー枠をバードのヒロイック・インタージェクションに。
《上級者パワー》　L19パワー枠をバードのインクリーシング・ザ・テンポに。

※ゲーム中に効果を確認すべきもの
《契約共有化》　3マス内の仲間に契約の効果適応（秘術）
《快復の瞬間移動》　瞬間移動したターンのセーブに+2（PHB3）
《無鉄砲な呪い》　呪っている対象への攻撃ロールに+1、呪われている対象からの攻

撃ロールにも+1（保護の呪いと相殺、）（秘術）
《保護の呪い》　呪われているクリーチャーからの攻撃に対し、+2の防御ボーナスを

得る（無鉄砲な呪いと相殺し＋1）（秘術）
《破滅の呪い確実化》　呪いをかけた敵を攻撃したら、その敵はデインの次ターン開

始時までの間に、攻撃をした最初の相手に戦術的優位を与える（秘術）
《アサネイウムの学び手》　一日一回、ウォーロックの既に使用した一日毎パワーひ

とつを、その遭遇終了後に、使用回数を回復する（ドラゴン年艦）。

■装備品
・シャドウ・ウォーロック・ソードウイング・アーマー +6（宝物庫、宝物庫2） レベル30
　特性：使用者が影歩きによる視認困難を得ている間、ウォーロックの呪いの対象

はこの間、使用者に戦術的優位を提供する。
・正確性のロッド・オヴ・ヴィシャス+6（上級装具はPHB3）レベル28（レベル30枠）
　特性：このロッドを使用してウォーロックの呪いのダメージを与える時はd6で

はなくd8をロールする。
・ブーツ・オヴ・テレポーテーション（宝物庫）　レベル28（レベル29枠）

副武器：正確性のロッド・オブ・コラプション+5（上級装具はPHB3） 425000gp
腕部：アンクモンズ・ブレイサーズ（宝物庫2）　105000gp
　特性：1遭遇に1回、戦術的優位を得ている敵に、［秘術］の攻撃パワーをヒット

させると、その攻撃に+1d10ダメージ。さらに使用者は追加ダメージのロール目
ぶんHP回復。

両手：ハンズ・オヴ・ハダル（宝物庫2）　1125000gp
　特性：優位を得ている敵1体にヒットを与え、ウォーロックの呪いの追加ダメー

ジを与える時、さらに2d6の追加ダメージを与える。
首：クローク・オヴ・トランスロケーション+5（宝物庫2） 525000gp
　特性：使用者が［瞬間移動］パワーを使用した際、使用者は次の自分のターンの終

了時まで、ACと反応防御値に＋2のボーナスを得る。
指輪：リング・オヴ・ウィザードリィ（PHB）　225000gp

指輪：リング・オヴ・テネイシャス・ウィル（宝物庫） 225000gp
　特性：回復力使用回数を決定するに当たって、【耐久力】でなく【魅力】を使用できる。
指輪：リング・オヴ・リトリート（宝物庫）　65000gp
　特性：使用者が［瞬間移動］のパワーを使用する時、移動距離を1マス増やせる。
頭部：ハット・オヴ・ディスガイズ（宝物庫） 5000gp
腰部：シンクチャー・オヴ・ヴィヴァシティ（宝物庫）　21000gp

ハンディ・ハヴァサック 5000gp
サーヴ・オヴ・パワー（宝物庫） 5000gp
レンズ・オヴ・ディサーンメント（宝物庫）　5000gp
アンフェータード・シーヴズ・ツール（宝物庫）　9000gp
　特性：開錠と装置無力化の〈盗賊〉判定に+2ボーナス

マインド・ダスト（宝物庫）×10 1000gp×10
ポーション・オヴ・リカヴァリィ ×4 25000gp×4
アングウェント・オヴ・ブラインドサイト（宝物庫）×4 9000gp×4
ポーチズ・オヴ・シェアド・アクイジション（宝物庫） 25000gp

■儀式
バード系（2610gp）
 トラヴェラーズ・チャント（PHB2・L1。バードの修行枠）
 グリヴ・リメリック（PHB2・L1・50gp）
 フールズ・スピーチ（PHB2・360gp）
 ソング・オヴ・レストフルネス（PHB2・L10・1200gp
 アリア・オヴ・レヴェレイション（PHB2・L10・1000gp）
一般（65515gp）
 ブリュー・ポーション（L1・75gpバードの修行枠）
 アンシーン・サーヴァント（秘術・L1・50gp）
 コンプリヘンド・ランゲージ（L1・50gp）
 フールズ・ゴールド（秘術・L3/125gp）
 アイアン・ヴィジル（宗教・L4・170gp）
 エンチャント・マジックアイテム（L4・175gp）
 トラベラーズ・フィースト（L4・175gp）
 オブジェクト・リーディング（秘術・L5・250gp）
 フェイ・パッセージ（次元界・L6・360gp）
 レイズ・デッド（L8・680gp）
 リンクト・ポータル（L8・680gp）
 マジック・マップ（L9・800gp）
 コンサルト・ミスティック・セイジズ（L10・1000gp）
 ヒストリー・リヴィールド（秘術・L11・2900gp）
 ロープ・トリック（次元界・L12・2500gp）
 アストラル・ガイド（次元界・L14・2200gp）
 ウィスパーズ・オヴ・エディフィス（秘術・L14・4200gp）
 ヴュー・ロケーション（L14・4200gp）
 テレパシック・ボンド（秘術・L14・4200gp）
 クリエイト・テレポーテーション・サークル（秘術・L15・10000gp）
 ファー・センディング（秘術・L16・4200）
 プレイナー・ポータル（L18・17000gp）
 プレイン・シフト（次元界・L18・17000gp）
 ヴュー・オブジェクト（L18・17000gp）

残り所持金：約110000gp
レシディウム：100000gp


