最終話後編『星を喰らうもの』

1

嘲笑う女帝へ
嵐の女王号は銀の海を征く。
星の霊気を舳先で蹴立て、目指すはアストラ
ル海の最外縁。
“暁の戦”
で倒れたか、
それとも誰ぞ一人にも崇

頬が、ごっそりと抉られていた。
剥き出しになった歯茎に杭が打ちこまれ桟橋
となり、真珠のような歯は打ち砕かれて暗い洞穴
となっていた。

められることなく忘れ去られたか。
そこでは名もしれぬ神々の肉体が、岩となり果
てて小島のように散らばっていた。

ＤＭ：神の体の中ならば、定命の者の技でこれ
ア ポ カ リ プ ス・ス ペ ル

を貫いて黙示録の呪文を探すことはできません。
つまり、神の肉体をもって封印の穴蔵としたわ

ＤＭ：通常のセッションなら、フォーセイクン

けです。警備のために配されていたエンジェル

達の警戒をくぐり抜けたり、ここにたどり着く

達は既にフォーセイクン達により滅ぼされてい

ための技能チャレンジなどの遭遇やりますが、

ます。皆さんは護衛を速やかに退け、嘲笑う女

今回はデルヴなので省略。皆さんは、目的地“嘲

帝の口から頭蓋の中、脳室とおぼしき空間へと

笑う女帝”にたどり着きます。

入り込みます。

スリンガー：虚空に石化した女神の死体が浮か

そしてアポカリプス・スペルの秘密に直面し

んでる……。

たのです！

アウラ：なんとなく自由の女神像が浮いている

デイン：なにか……霊の渦？

のを想像してしまう……。

ＤＭ：目に飛び込んでくるのは、苦痛に満ちた

オルロック：とたんに愉快になるんでその想像

叫びを上げるおぼろな姿達。彼らは渦巻きなが

に居る彼らの表情には殉教者の喜悦が浮かんで

は封印しましょう（笑）

ら一条の力線となり、奥にある氷塊に吸い込ま

います。

れて行きます。

デイン：あの氷がアポカリプス・スペルの一つ

マップをご覧ください。

じゃねえかなあ。

ＤＭ：〈魔法学〉難易度 40 は……さすがに成功

ＤＭ：ご推察のとおり！

が、口元はひき歪み、確かに嘲笑いのように見え

か。これは渦の中にいるクリーチャーの生命、魂

スリンガー：神を倒すため進んで苦痛を受けて

た。

銀の海に浮かぶその島は、女神の姿をしてい

そのものをエネルギーに変え、氷に注ぎ込む仕

いるってことか。

何を、誰を嘲笑っているのか。

組みです。渦の中にいるのはすべて、みずから

オルロック：なんというおぞましい愚行か！

近づけば、
その顔の大きさがわかる。城壁のよ

目を抉ったものたち、フォーセイクンです。

ＤＭ：11-1 〜 8、12-1 〜 8 で形づくられている氷

うにそびえる鼻先を船が巡ると、影になっていた

オルロック：仲間を生け贄に？！

塊こそ、アポカリプス・スペルの一つ、
“ウラリ

顔の半面が明らかになる。

ＤＭ：いえ、生け贄ではないでしょう。渦の中

ンダの氷片”です。

*1

注1：
“ウラリンダの氷片”
『モンスター・マニュアル III』所収のモンス
ター。アポカリプス・スペルの一つ。28 レ
ベルの雑魚・兵士役。
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アウラ：一体何かわかります？

た。思いに耽るかのごとくに俯いた表情は端正だ

2

神殺しの研究室：第一ラウンド

夏の宮廷の一員に求愛し、袖にされた冬の

た狂乱に突入します。そして、神々の手先を打

アーチフェイ、ロディエルレは、思い人が愛した

ち破り聖遺物を壊し尽くすまでその怒りは止み

57：スリンガー

エラドリンの都市、ウラリンダに、禍々しい尖っ

ません。

46：デイン

*2

そしてもう一人、奥にいるのが豪奢な衣装の

た氷の雨を降らせ、その都市を滅ぼした。
しかし、
悲劇はそれで終わらなかった。呪文に

“フォーセイクンの黒幕”です。神々相手に陰謀

42：オルロック
42：フォーセイクンの殺戮者

込められた怒りは、降り注いだ氷片に命を与え、

を巡らす指導者ですね。

32：アウラ

虐殺されたエラドリンの魂がさらなる力を与え

アウラ：自分から黒幕って言っちゃダメなんじ

31：フォーセイクンの
“黒幕”？

た。

ゃないかなあ（笑）

25：神殺しの業火

みずからが滅ぼした都市、その名を持つ氷片

ＤＭ：しょうがないじゃん、クリーチャーの名

は全宇宙へと広がり、殺戮と破壊を振りまいてい

前が“フォーセイクンの黒幕”、なんですから！

ったのである。

スリンガー：『私は黒幕だー』

第一ラウンド：スリンガーのターン
（57）

ＤＭ：でもって奥にはおぼろげに人の姿をした

アウラ：スリンガーの速さは本当に桁が違う！

アウラ：「なんておぞましい……虐殺されたエ

燃え盛る炎。既に完成しているアポカリプス・

スリンガー：戦闘開始時、一瞬スリンガーは姿

ラドリンたちの声が聞こえるようだわ」

スペルの一つ“神殺しの業火”です。

を消す。

神々を焼き殺したプライモーディアルの呪文

ＤＭ：へ？

このシーンの裏側

が神の一部を吸収し、自己増殖を獲得。暁の戦

スリンガー：で、再び出現して言う。「速すぎて

スリンガー：つまりこれは非モテ禁呪。

以降、宇宙の各地で神々やそのしもべを焼き尽

時の流れの先に行っちまった。つい、な」

アウラ：振られた腹いせでこんなのつくるな

くそうと襲いかかってくるとか。以上、
『モンス

ＤＭ：演出で光速を超えないで下さいッ ! ?

よー。

ター・マニュアル III』からカッコイイ皆さんを

スリンガー：なんというＤＴ力……！

こい

つは！

そろえました。
モータル

黒幕は言います、
「定命よ、下がれ。今ある神

ＤＭ：アーチフェイの人間くささと迷惑さは

に従うだけの輩が、神となる我らの道を遮るな、

ギリシャ神話の神々を思わせますねー。

不遜ぞ！」と。

ＤＭ：ここには、儀式を見守るフォーセイクン

んて、幾千のエラドリンの怒りをその身に受け

が三人。手前二人は逞しい身体を血に汚れたス

るがいいわ」

ケイル・アーマーに包み、湾曲した古式の剣（コ

オルロック：
「お前たちの妄執が己を正当化す

ピシュ）を両手に携えた“フォーセイクンの殺戮

ることにはならない」

者”。永劫の存在であったという記憶に耐えきれ

デイン：話聞けそうなのも、黒幕のおじさんだ

ず正気を失った者達です。彼らは、信仰魔法や

けっポイな。なら、まずはおとなしくなって貰

永劫の存在に敏感で、気配を感じると血に飢え

おうか！

で判別している。

ディスペル・マジックにより解除可能、意志防御
値は41。

照明：明るい照明

氷：移動困難地形。遮蔽を提供する、魂の嵐からこ

天井の高さ：25フィート

の中に送りこまれたPCは朦朧状態（セーヴ・終了）

血の池：この池の中で
［回復］パワーを使用した場

となる。セーヴに失敗するごとに回復力を1つ失

合、
パワーの目標は追加で20hp回復できる。3回の

い、さらに別の氷の中からヴラリンダの氷片が1

使用で効果は失われる。
フォーセイクン、エミッサ

体出現する（データは『モンスター・マニュアルIII』

リィはここに入りマイナー・アクションを使うこ

参照）。中に送りこまれたPCはセーヴに成功した

とで一時hp20を得る。

時点で氷を打ち破って出現し、そのマスに伏せ状

水盤：移動困難地形。遮蔽を提供する。この中に立

態で出現する。

つ、隣接して
［冷気］攻撃を行なうならその攻撃

また、この氷は外部から他者によって破壊する

ロールに＋1される。

こともできる。氷はhp20、AC32、頑健30、反応30

魂の嵐：この中に入ったヴラリンダの氷片および

である。破壊されると朦朧は終わり、そのマスに伏

神殺しの業火は一時的hp20、
命中＋1を得るが、戦

せ状態で出現する。

術的優位を与える。また、この嵐の中でPCがター
ンを終了すると、
後述する氷の中に転移する。

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

後述する
“神殺しの火”を含め、登場したク
リーチャーに対する識別は成功し、パワーま

ディスペル・マジックにより解除可能、意志防御
値は41。
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アウラ：「問答無用ね。ウラリンダの氷を使うな

コラム：神殺しの研究室、戦場詳細

注 2：そしてもう一人〜
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スリンガー：はやすぎてごめんね〜。

アウラ：ターン終了時に無条件に氷に放り込ま

ＤＭ：もちのロンです。

オルロック：「なにかあったか？」

れ、朦朧＋回復力減少＋雑魚出現、ですか。

スリンガー：なら、
「いつまでも未練がましく漂

スリンガー：「安心しな、この戦いはあたしたち

オルロック：しかもあの渦の大きさなら、テン

ってるんじゃないよ！」ディスペル・マジック

の勝ちだった」（にや）

ペストが引っかかる。フリーなスペースも少ない。 で 50 まで命中。

戦場の内容はコラムの通り。ＰＣ達は対応
を相談する。
一番厄介なのは、目の前の魂の嵐だった。

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

デイン：「なんてぇ、詠唱速度だッ」

かねいなあ。

ＤＭ：ＯＫ、呪縛の破壊にともない。渦は消え

スリンガー：ＤＭ、これは魔法の儀式による［区
ディスペル・マジック

うせ、魂が霧散しアストラル海に飲みこまれて

域］的なものだよね（ＤＭ：イエス）、 解 呪 は

いきます。

使えるかい？

アウラ：「あれを一瞬で……見事な手際だわ、ス

フォーセイクンの殺戮者
レベル28 暴れ役
中型・自然・人型（無視覚）
XP13,000
hp：253；重傷値：126
イニシアチブ：＋22
AC：40；頑健41、反応40、
意志39
〈知覚〉＋22
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リレントレス・スローター／回復を許さぬ殺戮Fオーラ1
オーラの範囲内の敵はみな、
［回復］
効果から半分の利益しか得ない。
プロクシマル・レジスタンス／根源的抵抗
このフォーセイクンは、
敵に隣接していない時には、“遠隔攻撃および遠隔範
囲攻撃に対する抵抗10”を得る。
標準アクション
m コピシュ
（［武器］
）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）
；＋33対AC
ヒット：6d8＋18ダメージ。
M アンストッパブル・カット／止まらぬ斬撃（
［武器］
）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）
；＋33対AC
ヒット：3d8＋18ダメージ。目標に隣接する敵1体も同じだけのダメージを受
ける。
トリガー型のアクション
Cブラッド・フォー・ブラッド／血には血を
（
［武器］
）F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。
攻撃（フリー・アクション）
：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）
；
＋33対AC
ヒット：目標は目標自身の回復力値に等しいダメージを受ける。
フラグメント・オヴ・イモータリティ／永劫性の断片F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―63hpを有し、いかなる効果
も受けていない状況で。
技能：〈威圧〉＋26、
〈運動〉
＋29
【筋】30（＋24）
【敏】26（＋22） 【判】27（＋22）
【耐】27（＋22）
【知】29（＋23） 【魅】24（＋21）
属性：悪
言語：共通語、
神界語
装備：スケイル・アーマー、コピシュ×2

リンガー」
オルロック：「シャドウフェルの闇が、彼らを救
うだろう。死は、唯一平等な安息だ」
スリンガー：「駆けろ、テンペスト！」で全員載
せて移動。
ＤＭ：（巧くかかってくれれば御の字だった。そ
うでなくても一人の手番を使わせたなら十分に
意味がある！）次、デインどうぞ。
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神殺しの業火
レベル28 砲撃役
中型・元素・自律体（人造、火）
XP13,000
hp：194；重傷値：97
イニシアチブ：＋24
AC42；頑健40、
反応42、意志39
〈知覚〉＋21
移動速度：6
抵抗：
［火］15
特徴
Oエレメンタル・インフェルノ／元素の業火Fオーラ2
このオーラの中にいる敵は
［火］
に対する抵抗の利益を得ることができず、内
容に継続的［火］
ダメージを含む効果に対するセーヴを行なうことができな
い。
標準アクション
m ファイアリー・クロー／火の爪（［火］）F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋31対AC
ヒット：継続的［火］
ダメージ20（セーヴ・終了）
rファイアー・ボルト／火の矢（［火］）F無限回
攻撃：遠隔10（クリーチャー1体あるいは2体）；＋31対“反応”
ヒット：継続的［火］
ダメージ25（セーヴ・終了）
クロイング・フレイムズ／まとわりつく炎（［火］）F無限回
効果：10マス以内にいて継続的［火］
ダメージを受けているすべての敵は、即
座にその継続的［火］
ダメージと同量の
［火］
ダメージを受ける。
Aゴッズベイン・インフェルノ／神を滅ぼす業火（［火］）F再チャージ：初め
て重傷になった時
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）；＋31
対“反応”
ヒット：2d10＋5［火］
ダメージ、および継続的［火］
ダメージ15（セーヴ・終
了）。
後効果：継続的［火］
ダメージ10（セーヴ・終了）。
トリガー型のアクション
アンフェタード・アポカリプス／解き放たれし破壊の化身F遭遇毎
トリガー：1体の敵がこの業火に対してクリティカル・ヒットを与えるか、ある
いはこの業火が初めて重傷となる。
効果（アクション不要）：この業火は自身の分身を1体作り出す。分身は何も
のにも占められていない最も近いマスに出現する。分身はこの業火と同量
のヒット・ポイントを持っている。また、この業火が分身前に使用済みであ
ったパワーは、分身にとっても同様に使用済みとなる。また分身はこの業火
のターン中に行動する。この業火に及ぼされているいかなる効果も、分身に
移し替えられることはない。この業火の次のターンの終了時に、分身は消滅
する。
【筋】23（＋20）
【敏】30（＋24） 【判】24（＋21）
【耐】26（＋22）
【知】13（＋15） 【魅】21（＋19）
属性：無属性
言語：始原語

デイン：敵に強制移動持ちは居ないけど、おっ
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第一ラウンド：デインのターン（46）
フ ァ ス ト・ハ ン ズ

第一ラウンド：オルロックのターン（42）

ＤＭ：ならダメージが多い手で！

二体ともオ

ルロックをコピシュで斬りさ……けない。殺戮

デイン：まず、素 早い手先でクイックシルヴ

スリンガー：「頼むぜ、不死殺し！」

者１はシフトで離れます。

ァー・ブレードをロッド・オヴ・コラプション

オルロック：戦士の挑発。すべての敵を引き付

オルロック：ファイターの標的で斬ってつかむ。

に持ち替え。二丁装具に戻す。で、マイナーで

けて、攻撃！

ヒットして 25 ダメージ、そしてつかんだ。「行

超 越の舞踏。遭遇終了まで移動速度とセーヴに

ＤＭ：抉られた眼窩をも貫くオルロックの美が、 かせん！」

＋ 6。

ふらふらとフォーセイクン達を引き寄せる。

ＤＭ：では、殺戮者２が別口でシフト。ファイ

スリンガー：「すっげ！」

オルロック：そして待ち構えるのは、危険な薔

ターの標的は即応アクションなのでもう使えま

アウラ：「足さばきが早すぎて見えない！」

薇の刺。殺戮者2体にヒットして24ダメージ。さ

せん（オルロック：く！）。よーし、デインに隣

デイン：そして前方にブーツ・オヴ・テレポー

らに全員マーク。

接できた。

テ ー シ ョ ン で 瞬 間 移 動 し て 黒 幕 に 隣 接、

アウラ：「まるで王子にひきつけられる美姫た

フェイの入れ替わりして、オルロックと入れ替

ちのようじゃない？」

わる。「任したぜ、オルロック！」ついでに“瞬間

スリンガー：「神すら嫉妬する美って奴さ。妬む

移動の衝撃波”で 6 点ダメージ。

ことしかできないフォーセイクンどもにはまぶ

ＤＭ：もう隣接された？

しすぎるぜ！」

調査。脆弱性はないこと、一番低い防御値は

ＤＭ：っと、オルロックはここで黒幕と初めて

頑健であることを突き止める。

*3

トランセンデント・ダンス*4

フ
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イ

・
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*5

ウォリアーズ・アージング*6

グラップリング・ストライク*7

ファスト・ハンズとクイックシルバー・ブ
レードによる小技は前回の 52を参照。
注 4：トランセンデント・ダンス

第一ラウンド：アウラのターン（32）

『秘術の書』所収、ウォーロック10レベル

アウラはフォー・ストーンを使い、黒幕を

アウラ：でも頑健攻撃するパワー無いんだよ

オ ル ロ ッ ク：1d20+17〈 看 破 〉diceBot：

なー。まずは、フェイの一跳びでオルロックに

フ ェ イ ・ ス テ ッ プ

並ぶ位置に飛ぶ。

ＤＭ：漠然とした違和感はあるけど、よくわか

ＤＭ：足があるんだから歩きましょうよ！

らない！

生……機会攻撃が、したいです。

オルロック：「……あの黒幕、得体の知れない何

アウラ：そしてここで範囲攻撃、［一日毎］パ

の +2 を得て硬いオルロックを殴るか、それと

動にしろオルロックの攻撃は受けるのだ。

ロック 6レベル遭遇毎汎用パワー。同意す
る目標と使用者の位置を瞬間移動で入れ替
える。
注 6：ウォリアーズ・アージング
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収、ファイ
ター 23レベル遭遇毎攻撃パワー。近接爆
発 4 の範囲内の敵を引き寄せ、攻撃する。

*8

ワー、精神かきむしり！ 大きく振るった槍の

注 7：グラップリング・ストライク
『武勇の書 II』所収、ファイター 1レベル無

ます。そして敵の精神を引き裂き、何かをしよ

限回攻撃パワー、攻撃に加え目標をつかむ

うとする意志を挫く！

ことができる。
“喧嘩屋の流儀”のクラス特

もマークの− 3 を受けてなおデインに追いす
がり斬りかかるか。しかし、シフトにしろ移

正値に等しいボーナスを得る。

徴を持つファイターはこの攻撃を機会攻撃
時に近接基礎攻撃の代わりに使用できる。

攻撃は殺戮者１と黒幕にヒット。ダメージ
23 と減速を与える。そしてさらに、

注 8：マインド・レンド
『サイオニックの書』所収、アーデント19レ
ベル一日毎攻撃パワー、範囲攻撃に加え本
文中にあるような区域を作り出す。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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マ イ ン ド ・ レ ン ド

先

穂先からエネルギーが溢れてフィールドになり
フォーセイクンの殺戮者は一瞬悩む。挟撃

とセーヴィング・スローに使用者の
【知力】修

『プレイヤーズ・ハンドブック』所収、ウォー

るかも。〈看破〉して貰えます？

かを感じる」

一日毎汎用パワー。遭遇終了まで移動速度

注 5：フェイ・スイッチ

近接戦になったので、ちょっとわかることがあ

（1D20+17）→ 9[9]+17 → 26

注 3：〜持ち替え。

5

アウラ：効果、この爆発の範囲に区域が作りだ

デイン：“道を開くもの”アラバルはスタース

りに疲れ果ててしまう。やがて彼らは答えぬ神の

される。この区域の中でターンを終了した敵す

ポーンの最高レベルのヤツじゃなかったっけ。

代わりに、
昼夜問わず自分達を見守るこの星に助

べては、幻惑状態になる。

ＤＭ：ですです。スタースポーンはそれぞれ仕

けを求めるようになる。

デイン：こっちを殴ろうとして寄ってくると、

える星がありまして、こいつはカイフォンの意
エ ミ ッ サ リ ィ・オ ヴ・カ イ フ ォ ン

自動的に幻惑になるね（笑）

を承けた、カイフォンの密使です。

ＤＭ：うまい！

スリンガー：「凶星カイフォンの使いか！

アウラ：で、［一日毎］パワー使ったので、一時

望しきった者に偽りの希望をもたらす曲者さ」

ｈｐが 21 点♪

考えて見れば、フォーセイクン達はヤツにとっ

*9

しみから逃れる術を語る。
その言葉は沈まぬ星の
絶

てぴったりの獲物だよ。

第一ラウンド：フォーセイクンの黒幕→
？のターン
（31）

苦難に耐え忍ぶ人々にとって、沈まぬ星カイフ

ＤＭ：黒幕のターン。彼は大きく笑い始めます。 輝きは辛く厳しい時代にこそ優しく明るく光り、
えない不愉快な嘲り声に変わり、眼帯の奥から

輝きのように人々の心にしみいり、人々はその言
葉に一縷の望みを託し、立ち上がる。
反抗の篝火は瞬く間に天を焦がす暴虐の業火
となる。その炎はひととき燃え盛るだけの時もあ
るが、数年、数十年と埋み火のように燃え続ける

ォンこそは世界を見守る偉大なる星である。その

それはやがて、人型生物の発声器官からとは思

ある日、
人々の元によそ者がやって来て今の苦

人々の心に安らぎをもたらす。
だが浮世の辛苦は絶えず、人々は神々への祈

こともある。
その希望の炎にすがり無数の人々が、戦場で、
荒野で、防壁で骸をさらす。
輝く星カイフォンは、その骸の上に静かに瞬き
続けるのである。

盛り上がった肉塊が溢れ、粘液とともに触手が
垂れ下がります！
スリンガー：触手ぅぅぅぅぅっ？！
アウラ：キモーイ！
ＤＭ：改めて識別をどうぞ、〈地下探険〉です。
オルロック：「異形か！」
スリンガー：難易度 40 まで、識別した！
ス タ ー ス ポ ー ン

ＤＭ：これこそは、星 の落し仔、“忘れられた
来たる恐怖！
それは、神々にもプライモーディアルにも忘れ
られたもの達。
星々の意を汲んで文明の崩壊、あらゆる生命
の根絶をもたらさんとする闇の落とし仔。
仕える諸々の星、
その力を承けて彼らはこの世
界と生命そのものを侵す。

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

マイナー・アクション
ディセプティヴ・ヴェイル／欺きの帳（
［幻］
）F無限回
効果：このエミッサリィは任意の中型または小型の人型クリーチャーに変装す
ることができる。難易度40の
〈看破〉
判定に成功したクリーチャーはこの幻を
見破って本来の姿を見ることができる。
Rインヴォケーション・オヴ・カラミティ／不運の呪詛F再チャージ：初めて
重傷になった時
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）
；＋33対“意志”
ヒット：このエミッサリィの次のターンの終了時まで、
目標が行なうすべてのセ
ーヴィング・スローは失敗する。
トリガー型のアクション
サイオニック・ブースト／精神的攻撃強化（
［精神］
）F再チャージ：このエミッ
サリィが
［精神］
ダメージを受けた時
トリガー：このエミッサリィのブラインデッド・バイ・グリードまたはブライン
デッド・バイ・ニードがヒットする。
効果（フリー・アクション）
：その攻撃は3d10の追加
［精神］
ダメージを与える。
フォーテリング・オヴ・ドゥーム／凶兆の予言
トリガー：このエミッサリィのhpが0に減少する。
効果（即応・割込）：このエミッサリィから10マス以内にいる、セーヴによって
終了する効果を受けている敵1体は、この遭遇の終了時までその1つの効果
に対するすべてのセーヴィング・スローに−5ペナルティを受ける。
技能：〈看破〉
＋25、
〈交渉〉
＋26、
〈はったり〉
＋26
【筋】22（＋20）
【敏】29（＋23） 【判】24（＋21）
【耐】25（＋21）
【知】26（＋22） 【魅】27（＋22）
属性：悪
言語：共通語、
深淵語

注 9：〜一時ｈｐが 21点♪
『プレイヤーズ・ハンドブック III』所収の特
技、
《精悍なる決意》による効果。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
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戦”の尖兵。この世界そのものを侵す、彼方より

エミッサリィ・オヴ・カイフォン
レベル28 制御役（指揮）
中型・異形・人型
XP13,000
hp：257；重傷値：128
イニシアチブ：＋23
AC42；頑健38、反応41、
意志41
〈知覚〉＋21
移動速度：6
暗視
特徴
Oオーラ・オヴ・ルーイン／破滅のオーラFオーラ2
範囲内の敵全員はすべてのセーヴィング・スローに−2ペナルティを受ける。
ブラインディング・バックファイアー／盲目攻撃反射
盲目状態をもたらすパワーをエミッサリィ・オヴ・カイフォンにヒットさせた敵は、
エミッサリィではなく自分のほうが盲目状態になる。
（セーヴ・終了）
。
標準アクション
m タッチ・オヴ・ディスペア／絶望の手（
［精神］
）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）
；＋31対“反応”
ヒット：4d6＋12の
［精神］
ダメージ。このエミッサリィの次のターンの開始時
までに、
目標が初めてセーヴィング・スローに失敗した時、
目標は20の
［精神］
ダメージを受ける。
Rブラインデッド・バイ・グリード／欲で惑わす
（
［精神］
、
［魅了］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）
；＋31対“意志”
ヒット：3d6＋8の
［精神］
ダメージ、
目標を2マス横滑りさせる。そして、
目標は
フリー・アクションとして、このエミッサリィが選んだ1つの目標に1回の近接
基礎攻撃を行なう。
Rブラインデッド・バイ・ニード／おとりで惑わす
（
［精神］
、
［魅了］
）F無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）
；＋31対“意志”
ヒット：3d8＋18の
［精神］
ダメージ。このエミッサリィは自分の味方を1体選
び、
目標はその味方によってマークされる。このエミッサリィの次のターンの
終了時まで、このエミッサリィおよびその味方全員
（選ばれた味方1体を除く）
は、
目標に対して不可視となる。

6

ＤＭ／エミッサリィ・オヴ・カイフォン：「手

一方神殺しの業火は各攻撃で高い継続的
ク ロ イ ン グ・フ レ イ ム ズ

遅れぞ！

すでに星辰の位置は定まり、道は開

［火］ダメージを与え、さらに、まとわりつく

かれた！

黙示録の呪文は解き放たれ宇宙に破

炎により継続［火］ダメージを被っている相手

壊をもたらすだろう。アラバル到来の前に、こ

には命中不要でダメージを与えることが可能

やつらは十分に働いてくれたわ！」

だ。2 体で継続ダメージ祭りである。

アウラ：「希望をうたいながらそれを裏切るな

しかし……、

ＤＭ：（ロマンに流されて、命中判定を要求する
パワーでコンボ組んじゃダメだったかなあ）な
ら、神殺しの業火が動く！

第一ラウンド：神殺しの業火のターン
（25）
ＤＭ：こいつもまずはシフトでオルロックから

んて許せないわ！」

ゴ ッ ズ ベ イ ン・イ ン フ ェ ル ノ

スリンガー：「ああ。タダの詐欺師よりタチが悪

ＤＭ：オルロックにタッチ・オヴ・ディスペア

離れます。そして神を滅ぼす業火、始原の炎が

い」

……硬い！

永劫を焼尽する！

ＤＭ／エミッサリィ・オヴ・カイフォン：「違

スリンガー：「バカめ、ヤツが誰だと思ってい

うな、ヤツらの望み通りに神を滅ぼし永劫の存

る。“死”に絶望が届くか！」

在となる道を開いてやったまでだ！

そしてそ

のすべてをアラバルの憎悪が焼き尽くす！」

エミッサリィ・オヴ・カイフォンは結局、

業火はテンペストとアウラにヒットし、10

『サイオニックの書』所収、デミアージュ 26

ウラは造物者の抵抗で継続ダメージを振り払

レベル遭遇毎汎用パワー。セーヴィング・ス

デミアージュ・レジスタンス*10

オルロック：「……あのような者たちが、悲劇の

オルロックから離脱しマインド・レンドの範

おうとするが、敵わず。このパワーの使用回

種をまいて生と死の境界を崩壊させるのだ」

囲から逃れる。そして残ったマイナー・アク

数も回復しない。が、

デイン：「見た目もひどいが臭いもひどい。ご婦

ションでアウラにインヴォケーション・オ

人もいることだし、やっこさんには早々にご退

ヴ・カラミティを放つも、出目に恵まれずミ

デイン：こいつはちょっと防御固めておいたほ

場願おうぜ」

ス。

うがいいな。そのヒットをトリガーにして動く。

スリンガー：「だな」

シ ー ル ズ・オ ヴ・ジ・エ ラ ド リ ン・ホ ス ト *11

エラドリン騎士団の盾、来いよ、野郎ども！

ＤＭ：と、黒幕っぽくカッコつけたは良
いけど、マークされてるんですよね……。

仲間に危険が及ぼうとした瞬間、妖精境の
騎士がデインの元に馳せ参じた。彼らはデイ

ＤＭはエミッサリィ・オヴ・カイフ
いた。

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11：シールズ・オヴ・ジ・エラドリン・ホスト
『秘術の書』所収、フェイリージ 26レベル
遭遇毎汎用パワー。即応・割込で防御を高
め、さらに緊急離脱を行なう。
注12：追加ダメージアクション
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の伝説
の道、スペルストーム・メイジのクラス特徴。

ンの下知に従い、一行を安全な場へと連れ出

アクション・ポイントで追加アクションを得た

して行く。

なら、このターンに標準アクションとして行

光り輝くその盾は炎を防ぎ、敵の手を阻む。

なう攻撃のダメージ・ロールに自レベルの半
分に等しいボーナスを得る。

エミッサリィ・オヴ・カイフォンは、
オ ー ラ・ オ ヴ ・ ル ー イ ン

インヴォケーション・オヴ・カラミティ

破 滅の オーラと 不 運 の 呪 詛 によっ

デイン：割込で一応ＡＣと反応が 4 上がるけど、

て敵のセーヴにペナルティ及び自動失

それでもヒットだよな（ＤＭ：はい）。けど、全

敗を与えることができる。その敵が

員、次の自ターン終了までこのバフは続く（全

タッチ・オヴ・ディスペア

注13：永遠のアクション
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の神
話の運命、エターナル・シーカーのクラス特
徴。アクション・ポイントを使用し追加のア
クションを得た場合、次のターンにも追加の

絶 望 の 手の効果を受けているなら、失

員：おおー）。

敗と同時に［精神］ダメージ20が追加さ

ＤＭ：パワー的にはエラドリンの騎士が出現し

加アクションにはアクション・ポイント使用

れるのだ。

て守ってくれますが、デインの場合だとサテュ

で与えられる各種の利益は適用されない。

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

標準アクションを得る。ただし自ターンの追
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ォンと神殺しの業火でコンボを組んで

注10：デミアージュ・レジスタンス

ダメージと継続［火］ダメージ15を与える。ア

7

ロスやケンタウロスと言った他のフェイもいそ

*17

隻眼のエルフを中心に強大な魔力が渦巻き、 スリンガー：いや、《呪文形状操作》で味方の居

うですね！

それはこの世界そのものをかきむしって行く。 るマス目を効果範囲から除外する。そして詠唱

デイン：で、守ってもらったあとに安全な場所

この世界の構成そのものが引き裂かれたなら、 に従って、アストラルの虚空から龍の影が飛ん

に瞬間移動。アウラと位置を入れ替える。

その上に在るものもまた引き裂かれる。鎧も

でくる。「翔けよ迅雷、吼えよ竜！」

盾もこの切開を止められはしない。

ＤＭ：へ？

『武勇の書』所収の神話の運命、ウォーマ
スターのクラス特徴。アクション・ポイント
使用により追加アクションを得たならば、仲
間 1人も追加アクションを得る。スリンガー
はこのクラス特徴をエターナル・シーカーの

第二ラウンド：スリンガーのターン

ＤＭ：二体は外れたけど、けどッ……！
エ ル ヴ ン・ア キ ュ ラ シ ィ

隻眼のエルフは、英雄に呼掛ける。

スリンガー：畳みかける。前に出てＡＰ使用！

スリンガー：エルフの正確さ。そして、神殺し

それはかつて肩を並べた乙女の名。

追加ダメージアクションでこのターンダメージ

の業火に振り直しがクリティカル。

ともに多元宇宙を踏み越えて戦った戦友。

＋ 15、つぎに永遠のアクションで次ラウンドも

ＤＭ：そうなるよなああああああッ！

しかして彼女は飛来する。

追加アクションができる、さらに衝撃放つ威厳

スリンガー：通常ヒットの 3 体には 55 点、神殺

吼え猛る青銅の巨竜、その角の間に立つのは

で味方 1 人も追加アクション、これはオルロック

しの業火には83点の［力場］ダメージ。そして次

に動いてもらう！

元をねじ曲げて敵を全員動かす。マインド・レ

オルロック：「承知！」

ンドの精神場から逃しはしない。

全員：ノトスが来たーッ !?

ＤＭ：殺戮者１は累計 127 ダメージ。重傷にな

スリンガー：永遠なる探索者の運命なれば、と

*12

*13

*14

スリンガー：「行くよ！ 『根源にたゆたう波と

ブラッド・フォー・ブラッド

力と“一なる意志”よ、破壊の渦となりて混沌を

ったのでこれがトリガー、血には血をが発動し

もたらせ！』混沌の大渦巻。

ます、隣接する敵すべてに対ＡＣ攻撃！

メイルストロム・オヴ・ケイオス*15

注14：衝撃放つ威厳

デイン：「呪文嵐が来るぞッ、備えろ！」

注15：メイルストロム・オヴ・ケイオス
スペルストーム・メイジ 20 レベル一日毎
攻撃パワー。爆発の範囲内の敵に対して
［力
場］ダメージを与えた上、その範囲の任意の
場所に瞬間移動させる。

肌も露わな竜の姫巫女。
注16：ストーム・ケイジ
スペルストーム・メイジ11レベル遭遇毎攻

*18

撃パワー。爆発の範囲内に
［電撃］かつ
［雷

エ タ ー ナ ル・シ ー カ ー

もに戦った仲間の力を呼び出すのも技の一つ。
『狂乱の風よ、荒野の支配者よ！

雷龍王ノト

ス、その稲妻の牢獄にて罪人を苛め！』
怒りに駆られ、でたらめに切裂く刃がオル

能力、
“運命の探索”により獲得している。

ＤＭ：すると、ノトスが「ふ、人使いの荒い！」

ロックとデインを襲う。オルロックには弾か

と言って騎龍と共にブレスを吐いて飛び去って

れたものの、挟撃しているデインにはヒット

いきます……。そっかー、嵐だもんねえ。

する。

スリンガー：これももちろんダメージ +15 され

鳴］ダメージを与えた上で、その範囲を覆う壁
（
［電撃］ダメージ10を与える）を作り出す。
注17：
《呪文形状操作》
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の神話
級ウィザード用特技。近接あるいは遠隔の
範囲をもつウィザード・パワーを使用する際、
その範囲から幾つかのマス目を除く。
注18：ノトスが〜
D&D3.5 版 時 に 雑 誌 連 載・展 開されて
い たリプ レ イ
『 若 獅 子の戦 賦（
』http：//

ＤＭ：デインは自分の回復力に等しい値のダ

ＤＭ：イタタ！

h o b byja p a n . c o .jp/d d /n ews /re play_

メージを喰らいます。

スリンガー：そして電光の檻がマインド・レン

デイン：お、自動で全 hp の 1/4 ダメージか！

ドと被るエリアを囲む。移動コストが追加され

co.jp/dd/news/replay_news/pc03.htm）
。

スリンガー：構わず重ねる。追加のアクション

るほか、自動ダメージ 10 点！

プレイヤーは石川雄一郎氏。効果的な戦場

で嵐の檻。

たマイナー・アクションでテンペストがブレス

オルロック：巻き込みか？

吐いて、エミッサリィに 17 点＋減速。

ストーム・ケイジ*16

*19

で、最後に残っ

news/index3.html）シリーズに登場した竜
の血を引くソーサラー
（http：//hobbyjapan.

操作呪文で DMを苦しめた。今回は演出と
して登場。
注19：テンペストがブレス吐いて〜
ビーヒアの
“嵐の乗騎”の持つ乗騎パワー。
乗り手が騎乗している間、マイナー・アクショ
ンとしてブレスによる攻撃を行なえる。

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

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

て、殺戮者には両方ヒット、47 点。

8

第二ラウンド：デインのターン
デイン：「ファーガンドの呪文ってかっこいい

近接戦の得意な敵相手には同士討ちが効く。
となればフェイにはフェイらしいやり方があ
る。

第二ラウンド：フォーセイクンの殺戮者の
ターン
ＤＭ：殺戮者１はオルロックにクリティカル66

な……」
使い魔：「まんがの読みすぎよ、デイン」

デイン：殺戮者を両方呪って、瞬間移動で離脱。 点！

スリンガー：
「ちなみにこの呪文詠唱は即興で

フェイワイルドの意志。おなじみの同士討ち攻

を重傷に追い込みます。さすが暴れ役、えらい！

考えてる出任せなので、特に言わなくても発動

撃をどうぞ。

アウラ：アーデントはダメージ喰らうのもお仕

できる」

ＤＭ：呪いコミで殺戮者１は 51 点頂きました。

事です。
『血とともにあふれ出たアウラの苦痛が

全員：えー !?

の道、フェイタッチト11レベル遭遇毎攻撃

で、このあと仲間殴って、幻惑かぁ。

波になって広がり、仲間たちに届く！

パワー。精神ダメージを与えたうえに、瞬間

デイン：殺戮者１をさっき俺がいた場所に瞬間

痛が増幅され、仲間たちの攻撃はさらなる獰猛

パワーの演出について
このスリンガーがして見せたように、パワーの雰囲気
を演出することについては、
『プレイヤーズ・ハンドブッ
ク』のP.54、
“雰囲気を伝える文章”にこのように記され
ている。

ウ ィ ル ・ オ ヴ ・ ザ ・ フ ェ イ ワ イ ル ド *20

そして殺戮者２はアウラに 48 点、アウラ

その苦

移動させて、殺戮者２を殴らせる！

さを帯びる』、 熱 狂 の 噴 出 でみんなのダメー

スリンガー：「どうどう？

ジ・ロールに＋ 8 ボーナス！

注 21：ウィップ・スネア

痛い？」（笑）

デイン：「その目隠しはよくなかったなぁ、忠告

ＤＭ：ここでターン終えると幻惑なんだよなあ。

しとくが外したほうがいいぜ」

けど……。

得することで使 用できるようになる遭 遇毎

傷に。ブラッド・フォー・ブラッドをアウラに

機会攻撃を受ける。殺戮者１はヘタをすれば

よいのだ。
たとえば、
君のウィザードのマジック・ミサイル

ヒットさせるも、まだ 10 点近い一時 hp が残っ

それで死ぬ。周囲をストーム・ケイジが取り

ていたこともあり、与えたダメージは 30 点ほ

囲み、１マスのシフトでは逃れ得ない。

り出すものであってもいっこうに差し支えはない。
ゲーム
内での効果を正確に知りたい場合は、
この項の後に続いて
いるルールに関する文章の方を参照すること。
”
この手法はキャラクターの個性を演出する良い手段で

『ドラゴン・マガジン年鑑』所収、
《ウィッ
プ訓練》
、
《ウィップの初級者》の特技を修
攻撃パワー。ダメージを与えて1マス引き寄

ワーがどんなふうに見えるかは、
君が考えたとおりにして

をあげながら敵めがけて空中を飛んでいく髑髏の幻”
を作

移動で追いやり任意のクリーチャーを殴らせ
るＤＭ泣かせのパワー。

ここはオルロックの間合い内、移動すれば

呪文が単なる魔法的エネルギー製の矢ではなく、
“叫び声

『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の伝説

アーデント・エラプション *23

殴らされた攻撃もヒットして、殺戮者２は重

“この描写は君の好きなように変えても構わない。
君のパ

注 20：ウィル・オヴ・ザ・フェイワイルド

ど。

ウ ィ ッ プ ・ ス ネ ア *21

続くオルロックは、絡みつくウィップでエ
ミッサリィ・オヴ・カイフォンを確保しよう

せるか伏せ状態にする。
注 22：ウィップ・クラック
『ドラゴン・マガジン年鑑』所収、
《ウィッ
プ訓練》
、
《ウィップの中級者》の特 技を修
得することで使 用できるようになる遭 遇毎
汎用パワー。使用者は次のターン開始時ま

ＤＭ：動かない（動けない、か）、幻惑になりま
す！

で
“機会攻撃の間合い”を得る。
注 23：アーデント・エラプション
『サイオニックの書』所収、クラス特徴パ

常のクラスパワーも様相を変えるという風にすると、手

ションでのグラップリング・ストライクも痛

ワー。重傷になったら、そのアーデントの次

軽にキャラの雰囲気を統一感のとれたものにできる。

恨の出目。

あり、キャラクターの伝説の道や神話の運命によって通

また、
オンライン・セッションでは、事前にこうした“演
出”を文章で用意し、チャットに打ちこむなどというやり
方がある。普段のオフライン・セッションでとっさにカッ

第二ラウンド：アウラのターン

ターン開始時まで範囲内の味方はダメージ・
ロールにボーナスを得る。

アウラ：ストーム・ケイジで電撃10点、継続［火］
スリンガー：「オ、オルロック……！」

ダメージ 15 で 25 点喰らいます。まだ大丈夫！
コ ン サ ー テ ッ ド・

注 24：コンサーテッド・ストライク
『サイオニックの書』所収、アーデント23

コ良い演出が思いつかなくて悔しい思いをしている人

オルロック：
「それで死神の腕を逃れたと思う

マインド・レンドの区域を維持して、呼応する

レベル無限回攻撃パワー。ヒットした目標

は、一手間かけて用意しておくと楽しい。もちろん同じこ

な」ならば風切りウィップで牽制する！

打 撃「みんな、ついてきて！」増幅 6 で打ちます。

に対し、味方は基礎攻撃の命中判定にボー

とをＤＭが行なっても良い。
重要なのはゲーム内での正確な効果については、こう
した“演出”とは別にルールに基づいてしっかり処理する
ということだ。

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

ウ ィ ッ プ ・ ク ラ ッ ク *22

ストライク*24

ア ウ ラ ／ 攻 撃：1d20+35 対 AC diceBot：
（1D20+35）→ 20[20]+35 → 55

ナスを得る。増幅することで基礎攻撃では
なく無限回攻撃にボーナスを得たり、本文に
あるようにただちに基礎攻撃ができたりす
る。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

とするが、出目に恵まれず。貰った追加アク

9

デイン：オルロック！

スリンガー：クリティカルか！
アウラ：まずは殺戮者２に46点！
ね、

そしてです
*25

クリティカルしたので《勝者の絶頂》、10 マス
以内の味方全員近接ダメージ＋ 9。
*26

そして《無限なる熱意》でパワー・ポイントが
2 点回復。
さらにクラス特徴の回復もたらすクリティカ
ルで、オルロックに回復力を使わせます（オルロ

次はアンタだ。

*27

手番回った第三ラウンド。

アウラ：時は今、ヘルム・オヴ・ヒーローズの

スリンガーはチェイン・ライトニングを全

パワーも！ “その味方は、基礎攻撃の代わりに

員に当てて殺戮者２を沈めた上、
“永遠のアク

1回の標準アクションを行なうことができる。与

ション”によりこのターンも追加アクション

えられた標準アクション中に行なうすべてのダ

を得る。

メージ・ロールに＋ 10 のパワー・ボーナス”オ
ルロック、使って！

ＤＭ：効果としては理解できるけど、実際には

オルロック：アーデント・エラプションで＋ 8、

何が起こってるんだろうなあ＞追加アクション。

《勝者の絶頂》
で＋9。これも全部重なるから近接

スリンガー：神経をスペルワイヤードしたので、

ック：感謝！）

攻撃のダメージなら命中+6、
ダメージ+27だ。グ

超高速移動で 2 回分行動するんですよ。

ＤＭ：なんだその怒涛の効果！

ラップリング・ストライク。ウィップで撃ってつ

オルロック：速すぎて 2 人に見える（笑）

アウラ：クリティカルでいい気になった気持ち

かんで 55 ダメージ。
「言ったはずだ。逃がさぬ」

スリンガー：オルロックにまだダメージ・ボー

がみんなに伝わるんです（笑）あと、コンサーテ

スリンガー：キャーッ、これまた濡れるッ！

ナスあるよね？

ッド・ストライクの効果。オルロックとデイン

デイン：殺戮者１クンはまだ死んでないけど、

アウラ：アーデント・エラプションと《勝者の

ント特技。アーデントのパワーによってクリ

絶頂》はまだ継続してます、ダメージ +17 ！

ティカル・ヒットを得たなら、味方は近接攻

は殺戮者 2 以外に、命中＋ 6 で基礎攻撃どうぞ！
デイン：あいよ！

さっきのアーデント・エラ

“ウォーロックの呪い”を受けている1体の敵の
ヒット・ポイントが 0 以下になった、ンで契約

スリンガー：ならばオルロックの背後にもう一

注 25：
《勝者の絶頂》
『サイオニックの書』所収、神話級アーデ

撃のダメージ・ロールにボーナスを得る。

を発動してもいいですか？

人のスリンガーが現れて、「今だ」と肩を叩く。

妖 光 一 閃 撃てるのね。「槍を突く姿もサマに

ＤＭ：ＯＫです。

攻 撃 指 揮！

なるねぇ」

デイン：じゃ、星の契約のほうで貰いました。次

オルロック：1d20+35 diceBot：（1D20+35）→

スリンガー：
「あれで胸を揺らしてヒューマン

のデインのターンに行なう好きな d20 に＋ 1 な

19[19]+35 → 54

の少年をたぶらかすんだ……。たぶらかすんだ

んだけど、
《契約共有化》
で仲間に配る。「この程

オルロック：よし、クリティカル。全部で……

……ッ」（ジト目）

度の事しかできませんが、どうぞエルフのお嬢

69 ダメージ。

全員：まあまあ。

様」（芝居がかったしぐさで手から +1 修正）

ＤＭ：エミッサリィ・オヴ・カイフォン、墜ち

レベル魔法のアイテム。10 マス以内の味方

デイン：こっちのエルドリッチ・ブラストは殺

スリンガー：（優雅な仕草で）
「妖精の騎士よ、そ

ますッ！

は
［恐怖］に対するセーヴに+5 ボーナスを得

戮者１へ。下駄履かせて貰って 49 点ダメージ。

なたの意気、しかと受け取った！」

オルロック：いや、まだだ。

プションがあるから、命中＋ 6、ダメージ＋ 8 で
エルドリッチ・ブラスト

濡

れるッ！
ＤＭ：殺戮者１は肉体を構成できなくなった。
フラグメント・オヴ・イモータリティ

注 26：
《無限なる熱意》
『サイオニックの書』所収、神話級特 技。
ある遭遇で初めてクリティカル・ヒットとなっ
たとき、2 ポイントのパワー・ポイントを獲得
する。
注 27：ヘルム・オヴ・ヒーローズ
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の 30

る。また、本文中にあるようなパワーを持つ。
注 28：
《契約共有化》

流れは決まった。
遠距離攻撃を封じられたエミッサリィ・オ

星の落し仔の魂が、肉体の束縛を離れ旅立と
うとする。

『秘術の書』所収、伝説級ウォーロック特
技。契約の恩恵を得たとき、その恩恵を範
囲内の味方に与える。

永 劫 性 の 断 片 いったんゲーム外へ離脱しま

ヴ・カイフォン、神殺しの業火はオルロック

す！

にタッチ・オヴ・ディスペア、ファイアー・

スリンガー：「チッ、アストラルに逃げやがった

ボルトをヒットさせるも、ダメージだけでは

告死者の峻厳なる美に。

無限回攻撃パワー。範囲内の味方に基礎

な」

彼を止められない。

——ああ、もうひとたびだけでも。

攻撃を行なわせる。

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

しかし、
落し仔は倒れる間際に彼に魅入られて
しまった。

注 29：ダイレクト・ザ・ストライク
『武勇の書 II』所収、ウォーロード1レベル

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

スリンガー：無限回攻撃でこのダメージ！

*28

ダイレクト・ストライク*29

10

オルロック：倒れたエミッサリィ・オヴ・カイ

ですからできてもおかしくないですね。今回は

こえてた“声”はこいつらの声だったようだ」

フォンを、“死神の奴隷創り”
で次のターンに支

アリにしましょう。

ＤＭ：さて、ここで一旦カメラが“嘲笑う女帝”

配状態にする。

オルロック：「答えよ。かの呪文を非活性にする

から大きく引きます。“嘲笑う女帝”のさらに外、

ＤＭ：その美は死の運命をもひととき忘れさせ

術とは何か」

アストラル海最外縁に虚空の穴が開き、あの時

ＤＭ：
「この地にあった魔道書に記された作成

デインが望遠鏡で眺めた暗黒の星が現れます。

*30

る……！

これは、もう決まったか。

魔術の逆を打てばアポカリプス・スペルの自己

惑星表面では無数の目がゆっくりとまばたき

神殺しの業火、殺戮者たちは確かにまだ動

複製を止めて力を殺ぐことができ、残る“魂の

をくり返し、そのたびに赤く燃える瞳が怨嗟を

いている。だがもはや趨勢に影響を及ぼすに

渦”を壊せば、アポカリプス・スペルは非活性に

投げかけます。星間物質がこの星の呟きを伝え

は至らない。若干回復力を使わせはしたもの

至る」と虚ろな表情でエミッサリィは告げます。

憎悪の念に総身が粟立つのを感じます。

の、さっくりと片付けられたのであった。

オルロック：「うむ、ではこの世の理に基づいて

デイン：さすがに、こいつはデカいな……。

大鴉の女王の元へ行くがよい」と告げる。する

ＤＭ：“道を開くもの”の出現は現実世界にも影

と、エミッサリィはみずから燃え残る神殺しの

響を及ぼします。地上世界でも暗黒星の影が夜

業火に身を投げて死ぬ。

空の星を消してゆく。

星空の仲間たち
立ちふさがる意志に盲目の怒りは打ち砕かれ、
殺戮者達は膝を屈した。
神殺しの業火は、神ならぬ英雄達に吹き散ら
ひとむら

され、一叢の炎となった。
神を妬む者達は、その執着を星の落し仔につ
け込まれ、何もかもを失った。
だが英雄達にとってこれはまだ使命の途中に
他ならない。
死出の旅を美しきダンピールにとどめられた
落し仔は、ゆらりとかりそめの主に向き直る。

勤勉な奴だよ。オルロックは」
ＤＭ：オルロックの副次クエスト、
“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”クリアですね。冒険譚のかけらを一つ獲得し
ます。で、ここで一つ情報を。
この星の落し仔は炎に焼かれながら、デイン
に語りかけます。

異界の知に染まり、
この世の敵へと変貌したも
のもいた。
眠りの床にあった者達は、雲の切れ目からのぞ
き込む数多なる瞳の夢にうなされ、幾人かはその
まま目を覚ますことなく息絶えた。

のねじくれた魂の形のままに冥府へ赴かねばな

オルロック：「レイヴン・クィーンがお前に慈

アウラ：デインの助け……？

悲を与え転生させてくれるであろう」というこ

スリンガー：（星の落し仔の言葉を受けて）「デ

とで、遭遇が終わるまで支配状態なら、そのま

インよ、あんたは救世主にでもなるってかい？」

まエミッサリィ・オヴ・カイフォンから情報引

オルロック：「……デイン、お前の星は私が考え

き出せないですかね？

るより偉大な存在であるようだ」

ＤＭ：！

デイン：「どうだかなァ。ただ、ここしばらく聞
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絶望、恐怖、狂気に駆られて塔の上から身を
投げたものがいた。

ＤＭ／星の落し仔：「……おお、おおお。私はこ

われたかった……！」

それはカッコ良いし、支配してるん

黒星から聞こえてくる呟きを耳にした。

デイン：？

らぬのですか。王よ、約束の王よ。あなたに救

よ」

夜空の星、天体の運行を研究する者達は、暗

天を仰いだ者達は、空の輝きを飲み込む、暗
く昏い星の影を見た。
そして、その影が瞼を開き、無数の赤い瞳がか
がやくのを見た。
彼こそは
“道を開くもの”
アラバル。

注 30：死神の奴隷創り
『ドラゴン・マガジン年鑑』所収の神話の

神が恐れ、彼方の領域へと放逐した最大の生
命。

運命、ダークロードのクラス特徴。ヒット・ポ
イントを 0 にした敵をhp1で復活させ、支配
状態とする。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

オルロックは告げた。
「己の罪を悔いて懺悔せ

デイン：「敵さんの死後まで世話焼くんだから、
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アウラ：地上は大騒ぎね。

オルロック：女王が？

スリンガー：「神々は何をしてるんだい？」

ＤＭ：誰もが空を見てこの世の終わりとみて怯

ＤＭ：周囲の影が凝り、鴉の大群となって飛び

ＤＭ／レイヴン・クイーン：「暁の戦よりのち、

えています。そしてそれは間違いではない。こ

立ちます。

この世界へ神々が介入することは原始精霊達に

れに立ち向かおうと考えるのは、おそらく神か
神に近い英雄のみでしょう。
ア ポ カ リ プ ス・ス ペ ル

オルロック：黙示録の呪文は対処したが……。

その中心に佇むのは黒いビロードの長衣にや
はり黒いレースのヴェールを被った女神。
神話級に達していないＰＣであったなら、こ

*32

より禁じられている。神々が動くとしたら、そ
れは別の神々による動きを掣肘する時。だが、此
度の異変は神々の手によるものではない。あく

先ほどのエミッサリィ・オヴ・カイフォンの言

の場を見るだけで神気に圧倒され倒れ伏すでし

まで定命の存在同士の争い」

葉を思い出すなら、あの星に滅ぼされた魂もま

ょう。

デイン：「星一つでも、人一人と同じってワケね」

た、歪んだものとなるのだろう。「私の為すべき

死と冬の神、レイヴン・クイーンに間違いあ

ＤＭ／レイヴン・クイーン：「そもそも、やって

ことはまだ、終わっていない」

りません。

きたのは古き神々みずからが気まぐれに命を与

スリンガー：「なァるほど。あれだけのものが現

オルロック：無言でひざまずく

え、恐れをなして放逐した“道を開くもの”。か

界してたら儀式もうまく行くまい。けど、ここ

ＤＭ／レイヴン・クイーン：「星の宿命はそな

のものの生誕の責は古き神々にあり、生み出し

で引くわけにも行かなくてね」

たらを迎えたか」

た親なればこそ神々はその手で“道を開くもの”

アウラ：「この世に足を踏み入れさせたのは癪

スリンガー：「これはどういうことだい？」

を葬り得ぬ」
全員：……。

だわ。なら、その足で荒らされる前にお帰り頂
きましょう」

このシーンの裏側

デイン：「皆さんヤる気だねい」

アウラ：アウラの星座が発生する場所は胸の

アウラ：「神が立ち向かわない以上、英雄か造物

谷間のあたりにしたいなぁ（笑）

ところではなく、すべての魂は時の果てに私の領

主が立たなくてはね！」

スリンガー：（胸の谷間があるのを見て）「チッ」

土に至る。死の理は星すらも逃れ得ぬ。

ＤＭ：改めて確認します。皆さん、立ち向かい

デイン：あ、そこ張り合う所なんだ。

ますね？

ＤＭ：神様の前でマイペースすぎやしません

全員：もちろん！

か……（汗）

ＤＭ：では、皆さんが思いを決したその時。銀

オルロック：少しは礼儀を正して下さい（笑）

私は己の権能たる
“死”
を行使する。
そしてその
“死”
をお前達に委ねる。
世界と星々とが選び、みずからもその神話の

がアクション・ポイントを消費した際、このタ

委ねよう」

して身体にその星々の輝きを宿した痣が浮かび

立ち向かうように、異界の侵攻に際し、この世

ＤＭ：所は地上。暗黒星を恐れ、空を仰ぎ見て

上がります。

界そのものが対抗する。星々とても、むざむざ

いた者達が叫びます。「星が、輝いている」と、

光を失うことを良しとはせぬ。世界と星、それ
ぞれが“道を開くもの”を討つ勇士を求めていた。

*31

の輝きが皆さんの身体に浮かぶと、
『時は至れり』 そなたらはこの折りに偉業を成し遂げ、戦いの
と深く峻厳な女性の声が皆さんの脳裏に響きま
す。オルロックには聞き覚えのある声。
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意を明らかにした。
故にこの世界、星々はそなた達を選んだ」

テム、チームストライク・タトゥー相当の効果
を持つ星の痣が現れたことにした。使用者
トゥーを持つすべての味方は使用者が攻撃

ＤＭ／レイヴン・クイーン：「人の身体が病に

ＤＭ：伝説の賜物“英雄の星座”です。そして星

『ダンジョン・マスターズ・ガイド II』の示唆
に基づき、『冒険者の宝物庫 II』所収のアイ

運命を選び取った英雄に、暗黒の星を討つ力を

んのもとに舞い降り、吸い込まれて行きます。そ

スリンガー：「こ、この痣は！」

注 31：
“英雄の星座”

した相手に対して攻撃ロールにボーナスを
得る。

「新しく輝く、あの星は何か」と。
暗黒の星に立ち向かう星々が、英雄達の姿を
象ります。
それこそは今あるあなたたちの姿。
神話の運命の果てに、星座となった皆さんが

注 32：原始精霊達により禁じられている
〜
このあたりのいきさつは
『プレイヤーズ・ハ
ンドブック II』および
『原始の書』に詳しい。
神々とプライモーディアルの戦いにより、こ
の世界が存亡の危機に瀕したとき、原始精
霊達が神々とプライモーディアル、双方を退
けたのである。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

の空に浮かぶ星々の光が一つ、また一つと皆さ

「だが、私は違う。古き神々の手慰みは私の為す
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夜空に浮かんでいるのです。

ＤＭ／ガーリン（代理）
：「ああ、わしがもしあそ

星を撃つもの

レイヴン・クイーンは告げます。
「暗黒星に立

こにおったなら、この身に神の力を宿して法敵

ち向かう新たな星、そなたたちこそが新たなる

の頭上にそびえ立ち、敵をひっつかんでアスト

——なぜ。

星座の英雄！」

ラル海の奥深くへ投げこんだであろうものを、

それは、星の久遠の問いであった。

アウラ：「私たちが星座になる……ですって」

残念なことをしたものじゃ！

ＤＭ：一応『モンスター・マニュアル III』には

出てきた」（全員爆笑）

——なぜ、私ではなかった。

アラバルとどう戦うか、アイデアがあるんです

アウラ：変わってない（笑）

その星が目指す彼方の星の空は蒼く、白い雲

が、せっかく神話級なんで派手にいこうとおも

オルロック：きっと、他の仲間達も見ているん

いまして。

だろうな。

スリンガー：「ハッ、ガキの頃に聞いたお伽話だ

ＤＭ：そこは戦闘中にいろいろカットインしま

ねぇ。タキシス、だったかな」

しょう。それこそ“物語のかけら”を使うときと

オルロック：ここで、世界中の民が新たな星座

かに。そして、スリンガーの副次クエスト、
“天

彼方の星の大地では命が育まれ、土へと帰る。

を見上げるシーンがカットインされる（笑）

の星々を元に戻す術を見つけ出す”達成です（ス

ありとあらゆる生と死の姿が、その星の上に命

アウラ／人々：「突然空に星座の姿が！」、アウ

リンガー：おお！）。さて皆さん、準備はよろし

ラ座とか、デイン座（笑）

いですか？

デイン：なんか劇場みたいね（笑）

全員：応！

うう寒い、風が

のうすぎぬをまとっていた。
だが彼の空は瘴気で曇り、黒い涙のような雨

最終戦です！

がとりとめなく降り注いでいる。
——なぜ、このようにならなかった。

という綴れ織りを形作っていた。
しかし彼の上にある命は皆、生きることを嘆き
悲しむ。

スリンガー：たぶん、テンペストやストーム・

暗鬱の谷間、苦悶の沼地の中に連ねられるうわ

クイーン号も星座になるんだろうなあ。

このシーンの裏側

ＤＭ：いやまさにその通りです。皆さんの闘い

ＤＭ：というわけで、第二遭遇も終わりまし

をこの世界のすべての生き物が見ている、そん

たのでマイルストーン到達です。

なシーンです。実は桂さん（初回に参加したガー

アウラ：アクション・ポイント２つ入って来

リンのプレイヤー）から、このシーンの演出を預

て３点だー。あと、小休憩中にアウラとオル

かってるんですよ……。

ロック、デインをアーデントの激情で回復さ

七つの峰そびえる天の山、硫黄の炎燃える黒

全員：へえ！

せておきますね。アウラは回復力を 2 回使っ

き惑星、果て無き緑の森、黄金の屋根連なる荘

ＤＭ：年経たガーリンもまた、一族とともに山

てだいたい回復（171hp）です。

厳の都市。

の頂からその輝きを眺めている。一族は皆不安

オルロック：こちらは回復力を二つ使用

に押しひしがれている。だが、その時空に浮か

デイン：幕間にデインは《アサネイウムの学

薄皮のように次元が折り重なり、
その次元層を

んだ英雄の星座、星々を見てガーリンが言う。

び手》を使って、一日毎パワーひとつを回復し

無貌の長虫がのたうち、穿つ。星が砕け、こだま

ておく、トランセンデント・ダンスを回復。

する悲鳴。その悲鳴は心気の触手となって新た

あの輝きだ。あの時と同じ、燦美を秘

めた英雄の瞳、デインの瞳と同じ輝きだ」。

ア

ー

デ

ン

ト ・ サ

ー

——なぜ、私の生きた世界はこのようではな
かった。

ジ

*33

彼方に輝く銀の海には神々の領域が浮かび、
それぞれの望む
“あり方”
が示されていた。

だが。

な犠牲者を求め延びる。そしてそれらすべてを
“なにか”
の瞳が瞬くことなく眺め続ける。
それがかの星、
“道を開くもの”
のいた空だった。
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注 33：
《アサネイウムの学び手》
『ドラゴン・マガジン年鑑』所収の神話級
ウォーロック特技。1日1回、遭遇終了後に
その遭 遇で使用したウォーロックの一日毎
パワーの使用回数を回復する。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

「おお！

ごとと悲歎。広がるのは灰色のすすり泣きばかり。
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アラバルは扉をくぐった。

デイン：宇宙マイルってなんだよ！

オルロック：「憶することはない。形あるものは

与えられるべきすべてがその宇宙にあった。欲

オルロック：たぶん、宇宙キロの親戚（笑）

かならず滅びる。星すら死んでいく」

したすべてがそこにあった。

アウラ：これはすごいなー……。
ダ ー ク ロ ー ド

——許さぬ。

スリンガー：「こいつぁ……大したシロモノだ。

アラバルは大きく身震いした。

グルームシュも失禁するな」

衝撃が地殻を砕き、引力のくびきを超えて爛

デイン：「ははっ、まさか星を相手にするたぁね」 まさに玲瓏、玉の如し。

闇の大公は彼が見て、成し遂げてきた真実を
告げる。星の光を得てその姿一層に冴えわたり、

れた大陸が、固まりとなった星の欠片が、宇宙に

ＤＭ：目の前の巨大な星アラバル、その無数に

散る。

ある地表の裂け目からは赤い瞳が皆さんを睨み

デイン：「異世界から来たでっかい星だってぇ

付けているのですが、そこには抑えがたい一つ

から、正直どんな相手か不安だったけど……い

の感情が溢れています。

ざ会って見て安心したよ」

海と大地を割り裂いて、
触手が空に延びる。そ
れは異形なる原形質のプロミネンス。
大地から放逐された魂が、命が、困惑と怒り
とに泣き叫んだ。

それは強い嫉妬、そしてその思いとない交ぜ
になった強い憎悪です。

そしてデインは不敵に笑う。
瞳に煌めくのは妖精境の燦美。王者の威風は

ＤＭ：マップを用意しました、ご覧ください。

星の怨念が銀の海を波立たせ、神々の領域が

アウラ：わー、ホントに星だ（笑）

揺るがされる。だが、英雄達の姿は、空に輝く星

ＤＭ：通常は１マス５フィート換算ですが、今

の輝きは揺るがない。

回は１マス３万キロです。ホントは１マス５天

まさに天空海闊。
デイン：「恨みつらみを垂れ流してるだけじゃ
ねぇか、ナリがでかいだけで、中身は性根の歪

文単位とか、５宇宙マイルとか言い切るのも考

アウラ：「星にも心が、感情があるのなら……私

んだ人間と大差ねぇよ。その程度の相手ならや

えたんですが……。

の手の内だわ」

れる。

○星を撃つもの、戦場詳細
暗黒空間：中央の６マス×６マス。
“彼方の領域”につなが
る門。ＰＣは進入した時、およびこのマスでターンを開始

造物主は言った。渦巻く銀の海が彼女の言葉と
自信を受けて静かに凪いで行く。

多の生命からなるアステロイドベルト。見捨てられ滅び
を待つ魂の叫び。このマスに進入した、あるいはこのマス

アストラルの精気：緑のマス。アストラル海の未精製な精
気。軽度の隠蔽、移動困難地形、命中判定、技能判定、能力
値判定に-3のペナルティを与える。１遭遇に１回、このマ

アラバル

スリンガー：
「あたしが永劫の旅で得た真理が

の瞳、その光が憎悪から憤怒へと変わる。答え

ひとつある。悪では善に勝てない」

るかのように、二つあった月、氷の衛星がめき
めきと人型の姿に変わっていきます。これこそ

でターンを開始したクリーチャーは［精神］30点のダ
メージを受ける。

全員：おおお！
ＤＭ：天体相手に、よくぞ言った！

なる。
魂の叫び：黄色いマス。アラバルの地表から飛び散った数

「あんたはちっとも怖くない」

エ タ ー ナ ル・シ ー カ ー

隻眼なる永 遠の探索者は記憶を呼び覚ます。
それは数多の戦とそのときどき、共にあった英雄
いくさうた

たちの戦賦。

は残っていたアポカリプス・スペル、
“エイモス
の光”！

アラバルの力を受け、このサイズで

登場。ただし、第二遭遇で魂の渦を破壊してい

スで精神集中すること（移動アクション）で一時的hp15

るので重傷からスタートです。さあ、イニシア

が得られる。

チブどうぞ！
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妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

した時に回復力を１回分失い、朦朧状態（セーブ・終了）と

長槍を構え、
“美の守護者”にして理想世界の
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ほころ
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イニシアチブ

デ イ ン：1d20+31 diceBot：（1D20+31） →
11[11]+31 → 42

デイン：1d20+31 diceBot：（1D20+31）→

ＤＭ：お！

1[1]+31 → 32

デイン：「ううっ、やっぱおっかねぇ……しかし

デイン：「くっ、足が……かっこよく大見得切っ

いい女にハッパかけられたら見栄張らずにはい

たものの、やっぱ怖いッ」（全員爆笑）

られネェッ」

オルロック：こちらも高くはない、36。

使い魔：「神話級のバカね」

スリンガー：仕方ないね、良いとこ見せな。

ＤＭ：アラバルは 44、エイモスの光は 40。

交 戦 指 令！

オルロック：お、なかなか早い。オルロックは

アウラ：アウラは出目18でイニシアチブ44なの

振り直して 42。

で、振り直しません。

ＤＭ：ハッパかけたスリンガーは？

スパー・トゥ・アクション*34

だいぶ早くなった。

スリンガー／戦闘：1d20+43 イニシアチブ dic
エイモスの光
レベル30 暴れ役
大型・永劫・自律体（人造）
XP19,000
hp：341；重傷値：170
イニシアチブ：＋22
AC40；頑健44、反応41、
意志42
〈知覚〉＋33
移動速度：6
特徴
ウェイヴ・オヴ・レトリビューション／応報の波動
このエイモスの光がダメージを受けるたびに、このクリーチャーから2マス以内
にいるすべての敵は5ダメージを受ける。
標準アクション
m フィスト・オヴ・ラス／憤怒の拳F無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）
；＋35対AC
ヒット：4d10＋20ダメージ。
M フューリィ・オヴ・ザ・デッド／死せる者の怒りF再チャージ 6
効果：このエイモスの光は自分から2マス以内にいるすべての敵に対してフィ
スト・オヴ・ラスを用いる。
マイナー・アクション
Cレガシー・オヴ・カランデュレン／カランデュレンのなごり
（
［冷気］
）F遭遇
毎
攻撃：近接範囲・爆発2（爆発の範囲内にいる敵）
；＋32対“頑健”
ヒット：4d10＋20［冷気］
ダメージ。目標は“動けない状態”となる
（セーヴ・
終了）
トリガー型のアクション
アンフェタード・アポカリプス／解き放たれし破壊の化身F遭遇毎
トリガー：1体の敵がこのエイモスの光に対してクリティカル・ヒットを与えるか、
あるいはこのエイモスの光が初めて重傷となる。
効果（アクション不要）：このエイモスの光は自身の分身を1体作り出す。分
身は何ものにも占められていない最も近いマスに出現する。分身はこのエイ
モスの光と同量のヒット・ポイントを持っている。また、このエイモスの光が
分身前に使用済みであったパワーは、
分身にとっても同様に使用済みとな
る。また分身はこのエイモスの光のターン中に行動する。このエイモスの光
に及ぼされているいかなる効果も、
分身に移し替えられることはない。この
エイモスの光の次のターンの終了時に、
分身は消滅する。
【筋】28（＋24）
【敏】25（＋22） 【判】27（＋23）
【耐】31（＋25）
【知】9（＋14） 【魅】24（＋22）
属性：無属性
言語：神界語

eBot：（1D20+43）→ 14[14]+43 → 57
全員：ぶっちぎったぁあア !?
ＤＭ：つか、修正値の時点でほぼ確実に誰より
も早いんだよなー！
スリンガー：「悪いな。どんなに速くても無駄
だ、アラバル。あんたの限界は亜光速に過ぎな
い」最低でも 44、1 が出てもオルクスより早い。
（全員爆笑）
アウラ：あこうそくぅ？
スリンガー：スリンガーは“最速”という概念を
自身と一体化している。ゆえに、少なくともア
ストラル・ニュートン物理学の支配する空間に
おいては誰よりも速いのだ！
ＤＭ：戦闘前からこれじゃ、ツッコミきれない
よ！

では、第一ラウンド、スリンガーからど

うぞ！
注 34：スパー・トゥ・アクション
『武勇の書 II』所収、ウォーロード 2レベル
一日毎汎用パワー。範囲内の味方および自
分のイニシアチブを再ロールさせ、2 番目の
結果を使用する。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

“道を開くもの”アラバル
レベル30 単独 兵士役
巨大・異形・自律体
XP95,000
hp：1,100；重傷値：550
イニシアチブ：＋25
AC45；頑健43、
反応41、意志43
〈知覚〉＋25
移動速度：6、飛行6（ホバリング）
暗視
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
特徴
Oグラヴィティ・ウェル／重力井戸Fオーラ20
このオーラの範囲内で自分のターンを開始した敵は皆、アラバルの現在hpに
応じたマスだけ引き寄せられる：776〜1,100、1マス；551〜775、2マス；
226〜550、4マス；1〜225、8マス。
オールアラウンド・ヴィジョン／全周囲視覚
いかなる敵もアラバルを挟撃することによって戦術的優位を得ることはできな
い。
ブラッディド・フューリィ／重傷時の狂乱
アラバルは重傷である限り、たとえ幻惑状態であっても、毎ターン追加の標準
アクション1回を得る。
標準アクション
m テンタクル／触手F無限回
攻撃：近接・4（クリーチャー1体）；＋35対AC
ヒット：3d8＋15ダメージ、
目標はアラバルの次のターンの終了時まで拘束
状態になる。
M トリプル・アタック／3回攻撃F無限回
効果：アラバルはテンタクルを3回使用する。それぞれの攻撃は別々の目標
に対して行なわなければならない。
Cディヴァウア・ボディ／肉体喰らいF無限回
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の、hpが0以下の敵すべて）；＋
33対“頑健”
ヒット：アラバルは目標を自分の接敵面に引き寄せる。目標は死亡する。ア
ラバルのサイオニック・ブーストは再チャージされる。
Cラス・オヴ・ザ・フォーセイクン・ワールド／見捨てられし世界の怒り
（［精神］）
F再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内の敵すべて）；＋33対“頑健”
ヒット：4d10＋25の
［精神］
ダメージ、
目標に敵対的な触手が生える
（セーヴ・
終了）。この敵対的な触手の作用を受けている間、
目標から2マス以内で自
分のターンを終了した目標の味方は皆20ダメージを受ける。
マイナー・アクション
M アンラヴェル・エッセンス／綻ぶ本質F再チャージ：このパワーの作用を受
けている敵がいなくなった時
攻撃：近接・4（クリーチャー1体）；＋33対“頑健”
ヒット：継続的ダメージ20（セーヴ・終了）。
セーヴ失敗・1回目：この継続的ダメージは25に増加する。
セーヴ失敗・2回目：目標はさらに、弱体化状態かつ非物質的になる
（セ
ーヴ・すべて終了）。
セーヴ失敗・3回目：目標のhpがすでに0以下でない限り、
目標のhpは0
に減少する。
トリガー型のアクション
サイオニック・ブースト／精神的攻撃強化（［精神］）F再チャージ：アラバルが
［精神］
ダメージを受けた時
トリガー：アラバルのテンタクルがヒットする。
効果（フリー・アクション）
：その攻撃は4d10の追加［精神］
ダメージを与える。
サイキック・フィードバック／精神的反撃F無限回
トリガー：1体の敵がアラバルにダメージを与える。
効果（即応・対応）：トリガーを発生させた敵は幻惑状態になる
（セーヴ・終
了）。
技能：
〈宗教〉＋29、
〈地下探険〉＋30、
〈魔法学〉＋29、
〈歴史〉＋29
【筋】30（＋25）
【敏】26（＋23） 【判】31（＋25）
【耐】27（＋23）
【知】29（＋24） 【魅】28（＋24）
属性：悪
言語：深淵語、テレパシー50
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次元界で直接契約を交わした超高位の天使達！」
ＤＭ：くっ、好き勝手言うなとツッコミたいが、
実際にその通りなので何も言えないッ！
スリンガー：そしてテンペストを駆って接近。
アウラ：一緒に移動ー！
ＤＭ：隣接するまで移動すると、“魂の叫び”で
ダメージ 30 点入りますよ？
オルロック：どうせヤツの間合いは４もある。
隣接しないと！
ＤＭ：では、テンペスト＆デイン以外の全員に
［精神］30 点です。アラバルの上で生まれた生
命、虚空に放り出されたそれらの生命が上げる
悲鳴が、皆さんの心をかきむしる！
スリンガー：では、世界の欠片を取り出して叫
ぶ。
「さぁおいであたしの子供たち。イスガルド
に集う不滅の銀獅子たちよ！」と。招来するの
*36

は、銀獅子館。
「これこそは、あたしが育てた森、久遠の時の
スリンガー：それ、単なる物理現象じゃないの

流れを経てなお色褪せぬ輝かしき記憶！」

57：スリンガー：140/140hp

か（笑）

アウラ：わああああ！！

57：テンペスト：229/229hp

ＤＭ：そんな気もします（笑）テンペストを引き

ＤＭ：つまり、このイミュアメントで出てくる

星との戦い：第一ラウンド

寄せますから、それに乗ってる全員引き寄せま

空間が銀獅子館、武器持つ彫像は銀獅子の精鋭

すね。「来い」と触手が手招き。

達という演出か！

42：デイン：169/169hp

スリンガー：「契約に従いて来たれ、いと高き天

42：オルロック：227/227hp

使達！」天使の盾の召喚を使って、遭遇終了まで

40：エイモスの光：？

すべての防御値＋ 8。

コール・エンジェリック・シールド*35

アウラ：天使の輝きでスリンガーが見えない！

第一ラウンド：スリンガーのターン（57）

「なんて美しいの……！」

イミュアメント・オヴ・ザ・

スリンガーが使用したのは軋む彫像の

ストライデント・スタチュアリー*37

魔 封 空 間 。8マス四方の空間に彫像の建
ち並ぶ広間を作り出すイミュアメントである。
範囲内で味方に行なわれる回復量に＋ 4d6、

デイン：あ、デレた（笑）

さらに彫像は敵の移動に対して機会攻撃を行

オルロック：いや、スリンガーではなくてエン

なう。頼もしい援軍が戦闘領域を一瞬にして

重 力井戸が効果を発揮！ スリンガーとテンペ

ジェルが美しい（笑）

制圧する！

ストを 1 マス引き寄せ。

スリンガー：「この天使達は、かつて私が訪れた

ＤＭ：ターン開始時に、アラバルのオーラ、
グラヴィティ・ウェル

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

注 35：コール・エンジェリック・シールド
『 信 仰 の 書 』所 収、インヴォーカー 22
レベル 一日毎汎 用パワー、すべての防 御
値 に ボ ー ナスを 得 る。 使 用 者 に 対 する
攻 撃 がミスするたび にボーナスは減 少す
る。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
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44：アウラ：171/179hp
44：
“道を開くもの”
アラバル：？
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第一ラウンド：アウラのターン（44）
アウラ（44）：まずマイナーでフォー・

バイ相手はまだいる、今回は反撃ナシです。、
アウラ：移動はナシ、それと《精悍なる決意》で
一時的 hp21 てーん♪

ストーンのチェック、アラバルの脆弱性
と一番低い防御値はどれか識別します。
ＤＭ：脆弱性はありません、低い防御値

ＤＭ：アラバルの地表に無数の目が開き、煮え

は反応。

ラ ス・オ ヴ・ザ・フ ォ ー セ イ ク ン・ワ ー ル ド

ア ウ ラ： 反 応 狙 い の パ ワ ー は な い！

たぎる憎悪が放たれる。見捨てられし世界の怒

ならば、一日毎パワー、破 滅の幻視！

り。その視線に射られた肉体はねじ曲がる。

ヒットして36ダメージ、そして効果、
“遭

アウラ：その妬みの眼をアウラの美が灼く！

イメージ・オヴ・ドゥーム*39

スリンガー：「銀獅子たちよ！

第一ラウンド：“道を開くもの”アラバル（44）

せっかくの晴

遇終了時まで、目標から使用者が見えている限

イメージ・オヴ・ドゥームの効果で命中− 2。

永遠の戦場にて鍛え上げた力、存

り、目標は攻撃ロールおよび全防御値に− 2 ペ

ＤＭ：くー、ペナルティもきついけど、出目も

分に見せてやりな！」

ナルティを受け、使用者は目標が攻撃によって

厳しい。デインとアウラにしかヒットしなかっ

ＤＭ：「教官！

ダメージを受けるたびにフリー・アクションと

た！「お前たちも、私のように異形となるがい

トーチ・ポートにある私塾。老騎士セオボル

して目標を 1 マス横滑りさせることができる”。

い！」星の呪いがデインとアウラの肉体を歪め

トが貴族の子弟を教えていた。スリンガー

れ舞台だ！

我らの働き、とくとご覧くださ

い」と応えるは黒兜に銀獅子の旗を掲げたエア
ハルト。そして異界の扉の前で立ちはだかるの

「私の美を見て、恐怖に震えなさい！」

て 39 ダメージ。そして、デインとアウラの身体

は、神殺しの大剣を掲げ銀白の鎧を身にまとっ

スリンガー：「我々にはアウラの姿が希望に見

がからは触手が生えてくる！

たリューマ！

えるが、敵には絶望だな」

アウラ：私は神！「触手なんて美しくない！」と

アウラ：『若獅子の戦賦』第三巻の最後の絵にあ

ＤＭ：ダメージはたいしたことない……けどず

セーヴで振り払う。デミアージュ・レジスタン

った、成長した姿でお願いします！

っとペナルティなのか。ちょっと待ってね……。 スです。セーヴに成功して、その現実を改変。し

*38

スリンガー：そして、このイミュアメントの範
囲は暗黒空間に完全に被せる。

かも d20 の出目が 15 以上だったので、このパ
ＤＭが迷っていたのは、アラバルのパワー、 ワーはまだ残ってる♪
サイキック・フィードバック

デイン：そうなると地形効果は？

精 神的反撃を使用するか否か。ダメージを受

オルロック：さすがッ！

ＤＭ：むぅ、今回は銀獅子館が上書きするとし

けたタイミングで、相手を自動的に幻惑状態

デイン：こっちは触手が生えた。互いを触手で

ます。リューマ達が彼方からの門を塞いでるっ

（セ・終）にすることのできる強力な即応・対

オルロック：これでアラバルを囲みやすくなっ
た！

朦朧状態は喰らってられないからな。

スリンガー：では、アラバルに告げる。「あんた

応パワーだ。
しかし、アウラにはデミアージュ・レジス
タンスがある。セーブ終了の効果にはただち
にセーヴができる。

とのチークタイムは手短に済ませてもらうよ。

D&D3.5 版リプレイ、その舞台になった街

はセオボルトの片腕として若き騎士達を育て
上げていたのである。
注 37：イミュアメント・オヴ・ザ・ストライ
デント・スタチュアリー
『冒険者の宝物庫 II』所収、28レベルの魔
法のアイテム。大広間とそこに立ち並ぶ戦
士の彫像を作り出し、現在の戦場を上書きす
る。効果については本文参照。
注 38：リューマ！

縛りあう RPG（笑）

リプ レ イ
『若獅子の戦賦（
』http：//
h o b byja p a n . c o .jp/d d /n ews /re play_
news/index3.html）シリーズに登場した、巨

スリンガー：デインへのヒットをトリガーにし

人殺しの大剣を担う、男装の女騎士
（http：

て割り込む。一日毎パワー、 反 撃 指 令 。

//hobbyjapan.co.jp/dd/news/replay_

エグゾーテッド・カウンターアタック*40

「デイン、今こそがチャンス！」まずデインは回
復力を 1 回使ったかのように回復（デイン：ダ
メージ消えたッ）、さらに基礎攻撃２回をアラバ

news/pc01.htm）
。プレイヤーはアサコ。
注 39：イメージ・オヴ・ドゥーム
『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、アー
デント29 レベル一日毎攻撃パワー。大ダ

こちとら、先約の時間がすぐそこまで来てるか

ＤＭ：（無効化される可能性が高いなら他の相

ルに。１回でも当たったらヤツは幻惑（セーヴ・

メージを与えるほか、本文中に示したような

らね」

手のために取っておくか）フルで動かしたらヤ

終了）になる。

効果を持つ。

http://hobbyjapan.co.jp/dd/
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てことで！

注 36：銀獅子館
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デイン：ありがたい！

エルドリッチ・ブラスト

妖光一閃は１つヒット、 る！

25 ダメージ。

*42

ダメージ+8。さらに自己神格化で銀獅子

館の中に離脱＆回復します。

ＤＭ：う、幻惑だと！

し、しまったぁぁ！！

スリンガー：イミュアメントの中なら［回復］に
＋ 4d6 ！

ＤＭ、痛恨である。即応アクションは幻惑
状態では使えない。つまり、アウラのターン

アウラ：58 点回復ー、しかも非物質的になりま
した。

にとっておいたサイキック・フィードバック、 デイン：フェイをとらえることはできないッ。
重要なターン外での反撃手段が使えない。

ＤＭ：しかもその移動、瞬間移動でしょ？

注 40：エグゾーテッド・カウンターアタッ

拘

ク

束も解けるんだよなー。アラバルはターン終了、
ＤＭ：うー、前提がイロイロ変わったけどヤル

『武勇の書』所収、ウォーロード19レベル
一日毎攻撃パワー。範囲内の味方に敵の攻

セーヴは通せなくて幻惑続行中。

撃がヒットしたとき、即応・対応として反撃を

アンラヴェル・エッセンス

しかない（綻 ぶ本質、第一ラウンドで使いたか
っ た ……）、 ア ク シ ョ ン・ ポ イ ン ト 使 っ て
トリプル・アタック

させる。効果は本文にあるとおり。

拘束されていたデインは自分のターンで焦
注 41：ヒロイック・インタージェクション

ることなくトランセンデント・ダンスしてか

三回攻撃！
デイン：今度は俺がそのアクション・ポイント

フューリィ・オヴ・ザ・デッド

ら瞬間移動。

手番が来たエイモスの光は、死せる者の怒
りを、デイン（の幻影）とテンペストに放つ。

使用に即応・対応。スリンガーに目配せして阿

フィスト・オヴ・ラス

『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
注 42：自己神格化

吽の呼吸！「よし、やっこさんも焦ってる……

デイン：「霞のデインを捕らえられるかな？」

憤怒の拳（ダメージ 4d10+20 ！）を周囲 2 マ

この後が正念場と見た……」

使い魔：「さっきまで二つ名忘れてたでしょ」

ス以内のすべての敵に叩き込む攻撃だ。そし

デミアージュの 30 レベルクラス特徴。セー

スリンガー：「全力か？」

デイン：「シーッ」

てそれは確かにデインを捕える。が、

ヴに+5 ボーナスを得るほか、20レベル以下

デイン：「おお、出し惜しみなしの全力で行く
ヒロイック・インタージェクション*41

ぞ！」 英 雄 の 感 嘆 敵に対応して、アクショ

通常の移動手段が瞬間移動とはまさに神話

ン・ポイントを得る、これはスリンガーが使っ

級。そこから大ガラスの幻術を使い、自身を

てくれ。でもって、スリンガーは一遭遇でアク

不可視にしたまま、幻像を作り出す。エイモ

ション・ポイント 2 つまで使える。

スの光を牽制するのが目的だ。
デ ッ ド ア イ ・ ス ト ラ イ ク

*44

幻影は枯葉の山となって消え去り、デイン

『 プレイヤーズ・ハンドブック』所 収 の
ウォーロック 22レベル一日毎汎用パワー。

*45

続くオルロックは死人狩り名手の急所撃で

定に成功し、デインの位置を捕えデイン、オ
ルロック、テンペストへフューリィ・オヴ・

ＤＭ：スリンガー、アウラ、デインを触手で捕

れでもアウラのアーデント・エラプションも

ザ・デッド。

あって 44 ダメージ。
ＤＭ：オルロック……硬い、当たらない！

ガーにヒット 26 点、アウラにクリティカル 39

注 43：レイヴンズ・グラマー

はなおも不可視。エイモスの光２は〈知覚〉判

クリティカルを狙うが通常ヒット。しかしそ

える、拘束してしまえばこっちのもの！ スリン

得る。さらに各遭遇で初めて重傷になった
時、瞬間移動でその場を離脱、回復力を使
い非物質的になることができる。

２点になった。

アクション・ポイントが

のクリーチャーの攻撃に対して完全耐性を

使用者は不可視になって 20 マス瞬間移動
する。その上で元いた場所に自身の幻像を
残す。この幻像は使用者が攻撃を行ない、
姿を現すまで持続する。
注 44：デッドアイ・ストライク

ＤＭ：ウィップのダメージは 1d4 なのに……。

オルロック：
「悪魔城で幾万幾億の死をくり返

で拘束！

オルロック：「たとえ星であろうとも、死の神か

したこの私に死角はない」主に転落死ですが。

アウラ：重傷になりました、その瞬間アーデン

ら逃れることはできない。虚無からは誰も逃れ

ＤＭ：ならデインに！

18 〜 20 の出目でクリティカル・ヒットとな

ト・エラプション。私の怒りがみんなを強くす

られない」そしてマーク

デイン：見えてないから完全視認困難で− 5 ね。

る。

点、デインは……外れ！

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

命中した二人は触手

『ドラゴン・マガジン年鑑』所収の伝説の
道、デッドストーカー 20レベル一日毎攻撃
パワー。このパワーにより攻撃を行なう時は

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

スリンガー：感謝！

レ イ ヴ ン ズ ・ グ ラ マ ー *43

デイン：「はああああずれえええええっ」

『サイオニックの書』所収の神話の運命、

18

ＤＭ：あたらないよう……、結局テンペストに

それを無数にあるアラバルの目を通じて叩き込

こことは別の宇宙、別の時。

計 69 点のみ。

む。

銀色の虚空に浮かぶ船団が航海を続けていた。

「毒は心を、炎は魂を蝕む。いざ目覚めよ、畏

甲板にあって指令を下すのは、無骨な板金鎧

怖の獣。汝を飼い慣らせる者など何処にもな

に髑髏を思わせる兜。果て無き戦いに挑む永劫

57：スリンガー：96/140hp、拘束状態

し！」虹色のスプレー、敵すべてを捕えた！

の人造戦士。名は鋼鉄武僧ガンボルト。

57：テンペスト：130/229hp

ＤＭ：空にたなびく虹色の光彩、その美しさに

船団の兵士達が空を指さし叫ぶ。そこには次

44：アウラ：142/179hp、非物質的

地上の民が息を呑む。しかし、受けるこちらは

元を切裂き飛んで行く、幾筋もの流星があった。

44：“道を開くもの”アラバル：105ダメ、幻

溜まったもんじゃないッ！

星を撃つもの：第二ラウンド

惑状態
（セ・終）
42：デイン：169/169hp、
（移＋6、セ＋6）
、
視認困難、不可視

プ リ ズ マ テ ィ ッ ク・ス プ レ ー *48

スリンガー：
「見えすぎるってのも考えもんだ
よな！」アラバルに命中判定 43、防御値は“頑
健”、“反応”、“意志”のそれぞれ。どれにどれ

*49

「あなたもまだ戦っているのか……」
かつて銀獅子の館にあった刻を思い出し、武

40：エイモスの光：？

ＤＭ：防御下がってるんだよねえ（アウラ：ふ

ス リ ン ガ ー：「 輝 け る 無 限！

ふ♪）、頑健反応意志すべてにヒット！

火！

スリンガー：エイモスの光にも両方全ヒット、

を砕け！

デイン：「あちゃー」

スウォーム」

視の相手に対して攻撃が行なえる。ただし、
近接攻撃と遠隔攻撃は目標が不可視である
ことにより、完全視認困難のペナルティを受
ける。
注 46：ストレンクス・オヴ・コンヴィクショ

ル一日毎汎用パワー。範囲内のすべての目
標は回復力を一回消費できる。また、以降

天翔ける旅人！

虚空照らす篝

果てより来たりて大地

汝の名は“戦の星群れ”！

メテオ・

スリンガー：頑健ヒットで［毒］40 ダメ＆減速

ＤＭ：ついに来たか……、ウィザード 29 レベル

点［精神］ダメージです。重傷割ったか。

（セ・終）、反応ヒットで［火］が 45 ダメ＆継続

［一日毎］パワー。
『プレイヤーズ・ハンドブック』

スリンガー：一気に持っていく。マイナー・ア

［火］15（セ・終）、そして意志ヒットで朦朧状態

クションで 覚 悟 の 力 、みんな回復！

（セ・終）！

ストレンクス・オヴ・コンヴィクション*46

う。そのマスを含む攻撃をすることで不可

『武勇の書 II』所収、ウォーロード10 レベ

異なる空の下で戦う戦友のために。

だけ当たったかで効果が変わるよ。

ＤＭ：ターン開始時に地形からテンペストに30

例え不可視であっても、
〈隠密〉判定に成
功しない限り、存在するマスは知られてしま

ン

僧は武運を祈った。

42：オルロック：197/227hp

第二ラウンド：スリンガーのターン

注 45：
〈知覚〉判定に成功し〜

での最大級範囲攻撃魔法！

使用者の回復パワーが回復する hp は最大
値となる。
注 47：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。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。
注 48：プリズマティック・スプレー
『プレイヤーズ・ハンドブック』所収のウィ
ザード 25レベル一日毎攻撃パワー。各目標

ＤＭ：ほとんどみんなフル hp に戻った！

アウラ：アーデント・エラプションでさらに

スリンガー：そして、限 界 突 破 、遭遇終了ま

+8×2 です。

遠隔範囲攻撃、すなわちそれは 11×11 マス

で、スリンガーから見える“味方”は皆、既にア

ＤＭ：全部の敵に 101 と減速と朦朧と継続［火］

の範囲を焼尽するということを意味する。

クション・ポイントを消費していようとも、さ

ダメ……喰らいました。

らにアクション・ポイントを消費することがで

オルロック：まだ終わらないな。

ＤＭ：しかもスリンガーが撃つとこの流星、味

きる！

デイン：ああ。

方は避けてくんだよなぁ。

オルロック：来た来たッ！

スリンガー：アクション・ポイントによる追加

スリンガー：エイモスの光２には１が出たけど

スリンガー：で、ここでアクション・ポイント

行動！

銀獅子セオボルトを迎える儀式で、こ

他にはヒットして 73 点、ミスは半減ダメージ！

使用！

れまでに各次元界に残してきてあったスリン

そして瞬間瞑想で、己の魂を“根源”の中心へと

ＤＭ：何が来るッ !?

ガーの写し身が起動。三千世界で同時多重詠唱

飛ばす。

スリンガー：アラバルの周囲の空間に、魔法の

を開始し、それぞれの世界の星がアラバルめが

ＤＭ：そここそはスペルストーム・メイジに馴

レータは今となっては
『中国嫁日記』で有名

染み深い、根源たるエネルギーの大渦！

な井上純弌氏。

プル・アウト・ザ・ストップス*47

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

に対し1回の命中判定を行ない、その結果を
頑健、反応、意志の各防御値に適用。ヒット
した分のダメージ及び効果を与える。なお、
以降のスリンガーの攻撃ダメージには追加ダ
メージ・アクションにより＋15されている。
注 49：ガンボルト
リプ レ イ
『若獅子の戦賦（
』http：//
h o b byja p a n . c o .jp/d d /n ews /re play_
news/index3.html）シ リ ー ズ に 登 場 し
た、ウォーフォージドのクレリック
（http：
//hobbyjapan.co.jp/dd/news/replay_
news/pc02.htm）
。プレイヤー＆イラスト

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

刻印が浮かぶ。瞬く星々の輝きがそこへ集中し、 けて殺到する！！

20マス以内の1マスを中心とした爆発5の

19

*50

スリンガー：“嵐の呪文”
でメテオ・スウォーム

エイモスの光が墜ち、邪魔者はいなくなっ

「地上を離れておるのなら、こちらの手伝いに来

を回復。デインから貰ったアクション・ポイン

た。300 超のダメージを受けたアラバルはま

てくれぬものかなあ。今こそアウラの魔法が必要

ト使ってもう一度メテオ！

だ重傷に至らないが、朦朧状態。ＰＣ達にと

突き抜けて行った

星々の輝きが、彗星となって戻ってくる！

っては畳みかける好機である。

今

度は全部ヒットで 68 点
アウラ：「戻ってきた？

だと思わんか？」
「ぼやくなドーリン、
きっとどこかで会えるさ。そ
れにあいつが来たら名声の分け前が減るぞ。
ああ

」

第二ラウンド：アウラのターン

オルロック：「あれが三昧真火……！」
デイン：「ははっ、景気のいい花火だっ

見えてとどめの手は控えぬ女だ」

注 50：
“嵐の呪文”

ぼやくドワーフの背中を、竜の戦士ザナディー

スペルストーム・メイジのクラス特徴。1日
に1回呪文の嵐の中に分け入って使 用済み

あんた

アウラ：フェイ・ステップで移動し、スリン

の前で浮気がばれたらドえれぇ目にあうんだろ

ガーとオルロックに隣接。戦いの高揚に身を任

九層地獄、その深層へ赴く冒険の船。

果によりどのような種別の呪文を回復できる

うなっ」

せ、 み ん な の 勇 気 を 奮 い 立 た せ ま す。

名は
“海燕号”
と言った。

かが定まるが、スリンガーは高いレベルと能

スリンガー：「浮気する間も与えないさ！」

勇ましい攻撃の呼びかけ！ 1ラウンドの間、命

ＤＭ：……プリズマティック・スプレーにメテ

中判定に +2。そして標準アクション、アウラの

アウラ：「美と愛、宇宙の虚空に満ちあふれ

オ・スウォーム二つ、標準アクション三つ、だ

光輪から銀色の光が溢れ出し、仲間の力を奮い

よ！」AC48 まで命中して、ダメージ 33。

と？

立たせる！

ＤＭ：それくらいで済んだか！ 累計 380 ダメ。

は通常の二倍の移動速度、攻撃回数を得ら

アウラ： 効果です。全員、回復力＋ 6 で hp 回

れるヘイスト
（加速）と言う呪文があったが、

エイモスの光は両方とも流星雨に砕かれ

て爆発四散する！

アラバルの地表は魔力の色

イ

ン

サ

イ

ト ・ ブ

レ

イ

ヴ

ァ

リ

*52

アージェント・フラッド*53

銀白の奔流。

ＤＭ：その姿、まさにヴァルキリー！

ンが大きくはたく。

の呪文を1つ回復する。
【判断力】判定の結
*54

力値により確実に一日毎の攻撃呪文を回復
できる。

復するか、回復力の値に等しい一時 hp を得る

彩に灼かれた上で、数多の流星に穿たれ、地殻
には無数のクレーターが！

やはり別の刻、別の空。

か選んでください。

スリンガー：アクション・ポイント使用したの

波のように銀の光がアヴェルヌスの夜空を薙

ＤＭ：“回復力値に等しい一時的 hp”っつっ

で、“衝撃放つ威厳”で味方に追加アクションを

いで行く。

た？

今 !?

アウラ：けっこういいですよねー。

スティクスの河に挑もうという命知らずの水

次元界のスリンガーが現れて、「行きな」と肩を

夫達すら、この地で見る天変地異に怯え、それ

ＤＭ：けっこうなんてもんじゃない、ひどい。

叩く。

ぞれの神に祈りを呟いた。

オルロック：オルロックなら55ポイントですよ

「船長、祈らないんで？」

（爆笑）

荒くれがおそるおそる、赤い瞳のティーフリン

アウラ：そして、アクション・ポイント。「ス

アーキテクチャ変動前の古式呪文だよ。存在を

グに尋ねる。船長と呼ばれた男、
グレイは空を見

リンガー、先ほどの攻撃、そのすさまじさはす

再動させる力、通常の生物に使用すると老化が

上げ、くすりと笑った。

べてを超越した美……！

いからねえ！」

*51

ＤＭ：ＡＤ＆Ｄの加齢ありヘイストなんてオー
ルドファンしか知らないよッ（笑）

「綺麗な光だ。まさか地獄であんな輝きを目にで
きるとはな。レイフ、どうだ？」
「アウラ、やな。しばらく会わん間にあのエラド
リン、なにやってんのやら」
傍らに立つ伊達男もまた、眼鏡越しに銀の大
波を眺めて笑った。

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

時にこの版の D&D では魔法的に加齢した
失敗するとショックで死亡することがあっ
た。貧弱なキャラは加速に耐えられなかっ
たのである。
なお、D&D4 版においてのヘイストは
『秘
術の書』にバードのパワーとして収録されて
いる。興味のある方は確認されたし。
注 52：インサイト・ブレイヴァリ

スリンガー：「これこそ遺失呪文、加 速。魔法

進むが、もはやこいつらにはそんな心配いらな

一年分加齢するという副作用があった。同

もう一度、見せて下

さいませ」、時の流れを優雅につまみとり、スリ
ボ ロ ウ ド・タ イ ム *55

ンガーに与えます。時間泥棒。標準アクション
を一つどうぞ。

『プレイヤーズハンドブック III』所収のアー
デント10レベル汎用パワー。使用者および
範囲内の味方は命中判定と
［恐怖］に対する
セーヴにボーナスを得る。
注 53：アージェント・フラッド
『プレイヤーズ・ハンドブック III』所収の伝
説の道、アージェント・ソウルの 20レベル一

ＤＭ：フレーバーじゃなくて、ホントにＰＣ達
が時空を縦横無尽だ！

日毎攻撃パワー。
［光輝］ダメージを与える
ほか、範囲内の味方は回復力を1回使用する
か、自身の回復力の値に等しい一時的 hpを

サ イ オ ニ ッ ク ・

スリンガー：「ご希望とあらば！」サイオニック

得ることができる。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

ヘイスト

現 D&D の旧版であるAD&D1版、2 版で

場合、
【耐久力】に基づく判定が要求され、

渡す。オルロックとデインの後にそれぞれ別の

オルロック：再動、来た！

注 51：ＡＤ＆Ｄの加齢ありヘイスト

20

ヴ

ェ

ー

ル

*56

のとばり、増幅６で撃って目を潰す。っと意志

全員：？

防御 35 は？

ＤＭ：傷ついた惑星表面から、そして周辺の魂

ＤＭ：外れた！

の叫びから声が聞こえて来ます。

エ ル ヴ ン・ア キ ュ ラ シ ィ

スリンガー：エルフの正確さ、今度は意志 46 で

第二ラウンド：デインのターン
デイン：ウォーロックの呪いをアラバルに。
そし
*57

ス ト ラ ン ド・オ ヴ・

てアクション・ポイント。標準で、からみつく
フェイト *58

ヒット。39 点の［精神］ダメージおよび 1 ラウン

「私たちは正しく生まれたかった」

不運。

ド盲目。

「約束されし最後の王よ、助けてください」

デイン：1d20+34+4+2 対“反応”（レベル 15+9

「我らを闇のくびきから解放してください」

魅 + 特 3+ 強化 6+1 正確性 /+1 無鉄砲）diceBot：
（1D20+34+4+2）→ 20[20]+34+4+2 → 60

第二ラウンド：

注 54：海燕号
アウラが登場した
『D&D 第 4 版がよくわか

アウラ：「星が助けを求めている？」

全員：きたああっ！

スリンガー：
「これが……デインが救うべき

ＤＭ：ここでクリティカルかッ……。

ＤＭ：えっと、幻惑と朦朧と継続［火］15 と減

民 !?」

デイン：ダメージは計 86。そして、次の俺の

速がセーヴ終了？

デイン：「いや、これは……別の声、つまり星の

ターン終了までアラバルは“すべての種類の攻

戸橋ことみ氏演じるティーフリングのローグ、
グレイを主人公にして、幼なじみのヒューマ

“道を開くもの”
アラバルのターン

で、盲目が次のスリンガー

落し仔達が助けを求めていたのか？」

撃に対して脆弱性 16”。
「お前の運もここまでみ

力見せてやんよ！

ＤＭ：そうです。“道を開くもの”アラバル自身

たいだぜ」

デイン：セーヴだけじゃん（笑）

はこの世界と命を妬み憎んでいる。

スリンガー：さっすが、主人公！

のターン終了までだってェ？

30レベル単独の

ＤＭ：言わないでっ（涙）
対幻惑

1d20+5 diceBot：（1D20+5）→

7[7]+5 → 12
対朦朧

1d20+5 diceBot：（1D20+5）→

4[4]+5 → 9
対継続［火］ 1d20+5 diceBot：
（1D20+5）→ 6[6]+5 → 11
1d20+5 diceBot：（1D20+5）→

20[20]+5 → 25

しかし、アラバルの上に生まれ育った生命、そ

オルロック：イニシアチブ順もちょうどいい、
割り込まれることなく全員で総攻撃できる上、

う。彼らは正しく生まれることを、助けを望ん

そのダメージに毎回 +16 ！

でいるのです。

デイン：おっと、まだまだ。このターン、俺は

ンのウォーロード、レイフ
（PL は小太刀右京
桂令夫氏）
、ドラゴンボーンのレンジャー
（後
にバーバリアン）
、ザナディーン
（PL は田中天
氏）
。
注 55：ボロウド・タイム
『プレイヤーズ・ハンドブック III』所収の
アーデント22レベル汎用パワー。接触した

あと標準アクションが二つあるんだぜ。目の見

クリーチャー1体に即座に標準アクション
（も

オルロック：「デイン、これがお前の王の宿命だ

えないアラバルの耳にそっと囁く。
「殴る相手は

しくは移動、マイナー・アクションのいずれ

ったのだな」

あっちだ」。フェイのささやき。反応 45 はヒッ

デイン：「王なんてガラじゃぁないが、助けを求

トかな？

めるあんたらを見捨てるつもりは毛頭ねえ」

ＤＭ：当たってます、ダメージは？

全員：……。

デイン：ホントは仲間を殴るんだけど、殴る相

デイン：「もうちょっとだ、もうちょっとだけ待

手がいないから代わりに［精神］ダメージ、脆弱

ウ ィ ス パ ー ズ・オ ヴ・ザ・フ ェ イ *59

ＤＭ：朦朧が、剥げない……。

ってくれ、俺たちが必ずおまえたちを助ける！」 性込みで 48 点。そして幻惑状態（セ・終）！

オルロック：よし、一番良いのが残った！

ＤＭ：：“嘆願の源と暗黒星のつながりを解き

ＤＭ：累計 568 ダメージ。アラバルは重傷に突

ＤＭ：累計ダメ 434 で、ターン終了。で、アラ

明かす”デインはこれで副次クエスト達成です

入する。

バルの行動がターンが終わるここで一つシーン

ね。次はデイン！

入ります。

パーティが乗り込んだ船。イラストレータの

か）を与えて行なわせる。
注 56：サイオニック・ヴェール
『プレイヤーズ・ハンドブック III』所収のサ
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 57：アクション・ポイント
本文では省略したが、デインはフェイタッ
チトのクラス特徴により、次の自ターン開始
まで命中判定に＋ 4 のボーナスを得る。

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

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

対減速

news/dnd_howto/index3.html）掲 載 のリ
プレイ
『海燕、
Arround the World』において、

氏）
、ドワーフ・ファイターのドーリン
（PL は

してこれからアラバルの上に生まれくる命は違

そう、約束の王デイン、その人に！

る本』
（http：//www.hobbyjapan.co.jp/dd/

21

その目がこの宇宙を見つめた瞬間、強大な反
魔法の力がアラバルに影響を及ぼしている不利
な効果、区域、創造物をすべて薙ぎ払い、終了
させます。
アウラ：銀獅子館が！
ＤＭ：イミュアメントも消えて行きます。続い
て、その力を受けてアラバルは皆さんの存在に
働きかけ、その実在を揺るがす。対頑健への攻
撃、全員にヒット！

効果は“すべてのダメージ

への脆弱性 20”かつ幻惑状態（セ・終）、さらに
セーブ成功後も後効果で“すべてのダメージへ
の脆弱性 10”！

皆さんの身体、魂を異界の力

が侵蝕、破壊しようとしています。
オルロック：さすがにそう簡単にはやらせてく
れんか！
アウラ：デミアージュ・レジスタンス！

セー

ヴに成功したので、受けるのは後効果のみ。
ＤＭ：脆弱性祭りはそっちだけじゃない！ 重
傷になったからアラバルは追加の標準アクショ
ンがある、アクション・ポイントもある。攻撃
“道を開くもの”
は声なき声を叫んだ。

全員：うわっ ! ?

——なぜ。

アウラ：き、気持ち悪い……。

——なぜ！

デイン：な、なんだ？

——なぜ私は見捨てられた、誰にも救われな

オルロック：この形……。プレイヤーとして、す

星の継母がその時、次元の狭間を超えてアラ
バルに手を差し伸べた。
ＤＭ：その瞬間、あなたたちは宇宙が引き裂け
る音を聞きます。封じられていた暗黒の門が開

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

その時、隻眼のエルフが魔神の如くに笑っ

何かが覗いてる？

クであれば、脆弱性の値は
“10 ＋
【知力】修正
値”となる。

スリンガー：あー、確かに異形で出身は“彼方の

スリンガー：アラバルと異次元からの攻撃がス

領域”だ、アレ。

リンガーにヒットした時、相互のアストラル核

ＤＭ：地形効果、“彼方への門”です。門からこ

に霊的な経路が繋がった。防壁を破って送りこ

ビ

ホ

ル

ダ

ー

ちらを覗いているのは、おそらく見つめるもの、 まれてくる高密度因果情報。
ア イ・タ イ ラ ン ト

ダメージおよび、
“すべての攻撃に対する脆
弱性 10”を与える。星の契約のウォーロッ

た。

ごく見覚えがある。アレだ。

眼球の暴君などと呼ばれる存在の原型かもしれ

き、そこから何かがこの世界を覗き込みました。 ません。
マップを変更します。

『 プレイヤーズ・ハンドブック』所 収 の
ウォーロック17レベル遭遇毎攻撃パワー。

『プレイヤーズ・ハンドブック』所収の伝説
の道、フェイタッチト20 レベル一日毎攻撃
パワー。範囲内の攻撃がヒットした敵を惑

サ

ー

ジ

デュプリケイト

だがその瞬間、やってくる情報奔流を複 製し
てそのまま返す！

注 59：ウィスパーズ・オヴ・ザ・フェイ

わし、同士討ちをさせる。本文にあるとおり
同士討ちの対象がいない場合には
［精神］ダ
メージを受ける。どちらの場合でもその後敵
は幻惑状態となる。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

かった！

注 58：ストランド・オヴ・フェイト

回数で押し切れる！
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デイン：「痒いところに手が届く……いい女だ

デイン：胸に淡い痛みと喜びを残しつつ、みん

回路が肉体の目にもそれとわかるほどの光輝を

……ううっ」

なの光がデインの方に飛んでゆく。

放つ！

スリンガー：「当然さぁ。世界で一番いい男に会

全員：な？

いに行く女なんだからさ！」

ＤＭ：何ですそれ !?

ＤＭ：おおおお、さ、さすが 30 レベルの魔法の

歎に叫びさまよう魂、生まれ来る命がやわらかな

アイテム……。

光となって、約束の王に力を差し出す。

ゴージェット・オヴ・レシプロシティの魔法

ゴージェット・オヴ・レシプロシティ

Gorget of Reciprocit／等価交換の喉当て

レベル30

この装飾的なプラチナの首鎧は、
“目には目を”
を意味するルーンの
意匠で飾られている。
アイテム・スロット：首3,125,000gp
強化：頑健、反応、意志
パワー（［一日毎］）：即応・対応。使用者に攻撃がヒットした時にこ
のパワーを使用する。攻撃を行なったものに、ダメージ・ロールも
効果も使用者にヒットしたものとまったく同じ攻撃がヒットする
（攻撃
ロールは必要ない）。

オルロック：「やった！！」
ＤＭ：な、なんだとおぉぉ！
20 ＋幻惑 !?

そして、宇宙に飛び散ったアラバルの身体、悲

デイン：幻惑状態にはなった。けど、まだスリ
ンガーに貰ったアクションはあるんだなあ！
「もう一発、喰らって貰おうか！
ワン・ファイナル・サクリファイス*60

最 後 の 犠 牲 !!

これが本当に

みんな、力を貸してくれ。す

べての人の心に宿る、希望の煌きで、アラバル
の闇を照らす！」

こっちも脆弱性

夜空の星が一斉に輝き、走った。
集う先は、デインが掲げるワンド。
それは闇を照らす松明の炎のように明らかに、
力強く輝いた。
デインは征く、ともしびを高く掲げて。

一人が hp を 10 点くれる毎に、ダメージが 1d8

なんで、当てたのになんで？

この日この時、すべての世界で、人の見上げる

追加されるんだ。

燦美の光を掲げ、デインは征く。
光芒、一閃。

アウラ：「デインのためなら捧げちゃうわ」

アウラ：「さすがね、スリンガーらしいわ」

オルロック：「そうだ、闇を照らすのは光だ」

スリンガー：「他の次元界では、オルクスをこれ

スリンガー：「もっていきな！」あ、テンペスト

でやってやったよ！」

も頭を振って hp をくれる（笑）

デイン：1d20+34+4+2 対“反応”（レベル 15+9
魅 + 特 3+ 強化 6+1 正確性 /+1 無鉄砲）diceBot：
（1D20+34+4+2）→ 20[20]+34+4+2 → 60
オルロック：おおおおお！

近接範囲・爆発20

彼方への門

＋36 対
“頑健”

ヒット：次のアラバルのターン終了時まで、目標は
［一日

トリガー：アラバルが重傷になったとき、
アクション不要。 毎］、
［遭遇毎］の攻撃パワーが使用できなくなる。

スリンガー：デインデインデイン！

ぅううう

わぁあああああああああああああああああああ

けている不利な効果、
［区域］、
［創造物］がすべて終了す

対策：技能チャレンジ：複雑度2
（3回失敗する前に6回の

あああん !!!!

る。さらにアラバルを中心として以下の攻撃を行なう。

成功）

ＤＭ：……あるんだよ、こう言うときがあるん

近接範囲・爆発10

門から20マス以内：
〈魔法学〉
〈地下探険〉
、
〈看破〉
、
：難易

だよ……ッ！

＋36 対“頑健”

ヒット：すべてのダメージへの脆弱性20＋幻惑状態（セ・

度32。

終）
：後効果：すべてのダメージへの脆弱性10

門に隣接：
〈運動〉
：難易度42。

ミス：すべてのダメージへの脆弱性10＋幻惑状態（アラ

いずれも複数回挑戦可能。失敗1回ごとに、試みたクリー

計して固定 120、それにダイス乗せてちょうど

バルの次ターン終了まで）

チャーは次の自分のターン終了時まで朦朧状態となる。

160 ！「人の心に宿る輝きも捨てたモンじゃな

技能チャレンジに失敗すると、門から20マス以内の敵は
さらに、以降アラバルのイニシアチブ開始時に次の攻撃

全員は回復力を一回失う。改めてこの技能チャレンジに

を行なう

挑戦することは可能。

デイン：呪い込みのクリティカルが一切合切合

いだろ？」
ＤＭ：脆弱性も乗って 180 ダメージ、いただき
ましたッ（累計 748 ダメージ）。

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

注 60：ワン・ファイナル・サクリファイス
『フォーゴトン・レルム・プレイヤーズ・ガイ
ド』所収、ウォーロック 29 レベル一日毎攻
撃パワー。敵一体に代ダメージを与える。効
果として使用者の周囲 5 マス以内にいる味
方は10 ダメージを受け、目標はダメージを受
けた味方の数だけ d8ダメージ
（闇の契約で
あれば d12 ダメージ）を受ける。本文では各
キャラが自発的に hpを差し出しているが、実
際には否応なく味方にダメージを与え、さら
に敵にダメージを与えるパワーである。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

効果：アポカリプス・スペルが除去される。アラバルの受

アウラ：デインかっこいいーーー !!!!
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アウラ：「私のこころの中の燦美がこんなに輝

オルロック：最後にスリンガーから貰ったアク

たとえ既にその遭遇でアクション・ポイントを

かしかったなんて。ありがとう、デイン」

ション。スラッシュ・アンド・パメル！

使用してしまっていても、その遭遇でもう一度

スリンガー：「……ちっ。一番見られたくないと
きの姿を見られちまったかい」

アクション・ポイントを消費することができ
星が流れた。

る”かー。

デイン：で、ここでデインは膝をつく。「俺のと

鞭の先のように弧を描き、一筋、そして二筋と。 オルロック：ここで使って、行動回数を増やし

っておきは全部出した、とどめは任せた」
（笑）

潮騒の届く丘、空と海との間には雲ひとつとて
ないが、流れる光を見るものはいない。

ましょう。全員［一日毎］パワー一つ回復は確か
に大きいけど間に合わない。アラバルにターン

ただ、小さな墓が一つあるだけである。

が回る前にケリをつけたい。

墓標代わりに突き立てられた弓には磨き上げ

アウラ：アウラの副次クエストは、アラバルを

オルロック：当てやすく、ダメージの多い攻撃。 られた鉤がくくられており、流れ星の光を映して

やっつけられたら達成できるんですよね。物語

こちらも最後の［一日毎］パワーを使う。刃 の 嵐。 微かに煌めいていた。

的に（ＤＭ：そうですね）。なら、やっちゃいま

本当は敵が多いと嬉しいパワーだったんですが

びょうと風が吹く。

しょう。

弓が風を切り、弦を打つかのように震えて、唸

スリンガー：では、エターナル・シーカーとし

第二ラウンド：オルロック
ブレード・ストーム*61

（笑）AC50 までヒットして 39。
ＤＭ：すみません、もう敵が一人しか残ってな
い（笑）脆弱性が入って実ダメ 59 点、痛い！
オルロック：そしてアクション・ポイント、追
スラッシュ・アンド・パメル*62

加アクションで、斬って殴る。

アウラ：え、それって 1 レベルの［無限回］パ
ワー？

る。
その音は、しゃがれ声の傭兵隊長が命令を飛
ばすようにも聞こえた。
そしてその後には不思議と、闇の大公の星が
輝いた。

て見聞した物語を再現する。『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！』
ＤＭ：ＯＫです。オルロック、デイン、スリン
ガーにアクション・ポイント 1 点どうぞ。そし
て、重傷になったアラバルの思念が押し寄せて

もっと強いのがあるんじゃ？

オルロック：いえ、敵に脆弱性 20 が乗ってるっ

オルロック：両方ヒット、計77ダメージ。
「……

きます。「なぜ私は見捨てられた、誰にも救われ

てことは、数多く殴るパワーの方が有利。そし

これが吸血貴族の闘争だ……！」

なかった……なぜだ！」

て、このパワーはメインがヒットしたら拳でも

スリンガー：「それはな、アラバル。お前は誰に

殴れる。

も助けを求めなかったからだ」

第三ラウンド：スリンガーのターン

ＤＭ／アラバル：
「誰に助けを求めればよかっ

『武勇の書』所収のファイター 29レベル一
日毎攻撃パワー。敵の反応防御値に対して
攻撃を行ない、中程度のダメージを与えた上
で幻惑状態
（セ・終）にする。その後 3 マスシ
フトして同じ攻撃を 2 番目、3 番目の目標に
対して行なえる。
注 62：スラッシュ・アンド・パメル
『武勇の書 II』所収のファイター 1レベル無

オルロック：武器で AC49 まで、ダメージ 42 点。 スリンガー：今、副次クエストいくつ達成して

たと言うのか、あの彼方の領域で、何もかも悪

限回攻撃パワー。武器を持った手で 1次攻

ヒットしたので拳、反応狙いでヒットして 36

たっけ？

夢と狂気のあの世界で！」

撃を、それがヒットしたならもう片方の手で 2

点。……無限回パワーでこんなにダメージ出せ

ＤＭ：オルロック、デイン、スリンガーの三つ

スリンガー：「お前の上には命があった。なのに

次攻撃を行なうパワー。

るなんて思わなかった（笑）

です。アウラの副次クエストは、“彼方からの

お前は怨嗟を垂れ流し、その民を傷つけ、命を

注 63：イミュアメント・オヴ・アバンダン

ＤＭ：計 78 点？

門”の技能チャレンジに成功することで達成で

苦しめることしかしなかったんだ。愚かな王、罪

ト・スローン

デイン：この技さ、1 レベルのころから使いこ

きますよ。

人の王。お前には、その玉座がお似合いだ」。今

アウラ：ええと、“物語の欠片”が三つだと……

度はイミュアメント・オヴ・アバンダント・ス

出し、その威風により近づくすべてのクリー

ローン、亡国玉座の魔封空間を展開する！

チャーを幻惑状態とする。

んできた技ってことだよね。
スリンガー：これこそが本当の奥義か！

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

“使用者達は 1 アクション・ポイントを獲得し、

*63

『冒険者の宝物庫 II』所収、24レベルの魔
法のアイテム。今は無き国家の玉座を作り

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』

全員：！！

注 61：ブレード・ストーム

24

ＤＭ：よくそんなに物語にぴったりなイミュア

敵はまったく対応できない！

スつきで再ロールする。ただし、2 度目の値が

メント用意してきましたね！

スリンガー：神経シナプス！

より低くても、2 度目の値を使用せねばならな

スリンガー：アラバルは玉座から 2 マス以内に

アウラ：みんな、次の行動からどれか一つがで

い”!!

いる限り、ターン開始時に幻惑する！

きるんですが……

デイン：えらいっ！！

そして

永遠のアクション分で、ストーム・ケイジ！ 反

◆ 1 回のフリー・アクションとして 9 マスま
で飛行する。

応 36 は？
ＤＭ：よっし、外れた！

オルロック：指揮役は当てるのが必要なんです
よ、正しい！

◆ 1 回のフリー・アクションとして自分の移

スリンガー：ちっくしょー、ダメージが出るの

アウラ：d20+35+4AC

動速度分シフトする。
◆回復力 1 回分を消費する（＋ 6）。

ＤＭ：あれ？

した。そして物語の欠片のアクション・ポイン

◆ 1 回のフリー・アクションとして 1 回の基

アウラ：d20+35+4

礎攻撃を行なえる。

ト使って、突然の嵐。とにかくアラバルを動か

◆ 1 回のフリー・アクションとして突撃を行

さない！
デイン：「お前の最後の物語は、俺たちが『めで
たしめでたし』で終わらせてやるよ、アラバル」

第三ラウンド：アウラのターン
ホ ー プ ス ・ オ ー デ シ テ ィ

*65

AC

ティカルが19 〜 20となる。

14[14]+39 → 53

るから突撃はできないか……！

ＤＭ：ヒット！

デイン：なら、俺が遠隔基礎。エルドリッチ・

ア ウ ラ：2d10+18 ダ メ ー ジ。 diceBot：
（2D10+18）→ 16[9,7]+18 → 34

増幅 4 で！ ヒットしたら 1 ラウンドの間、味方

らって 1063 ！ でもまだ立ってる！

全員：どうだ！

は 19 〜 20 でクリティカル・ヒットになります

た！

……、出目 5 ！

アウラ：まだッ。アクション・ポイント！

AC40 は？

手番が来

ＤＭ：アウラの一撃は深く深く大地を穿ち、槍
も

の穂先から銀色の光が惑星核へと流れ込んでゆ

ＤＭ：ハズれた！ よしッ !!

う一回ホープス・オーデシティを増幅 4 で使

きます。アラバルのヒット・ポイントは 1100。

アウラ：魔法の指輪、リング・オヴ・メンタ

用！

……星が、墜ちた！

『プレイヤーズ・ハンドブック III』所収の14
レベル魔法のアイテム、遭遇毎パワーとして
パワー・ポイントを1点取り戻すパワーをも
つ。また、マイルストーンに到達しているな
ら、増幅したパワーがミスした時に攻撃ロー
ルを再ロールし、望む方の結果を用いるとい
う一日毎パワーが使えるようになる。
注 67：コーディネイテッド・エフォート
『サイオニックの書』所収のアーデント15
レベル一日毎 攻撃パワー。効果は本文に
示したとおり、一度に複数の対象に対し、回
復、移動支援、攻撃指示を行なうというも
の。

ル・パワーのパワーを使います。外れた［サイオ

ＤＭ：くっ、外れろっ！

ニック］の攻撃を振り直し！ 今度は AC50 ま

ア ウ ラ：1d20+35 対 AC diceBot：（1D20+35）

で！

→ 4[4]+35 → 39

長く、長く伸ばされていた触手が力を失った。

ＤＭ：あたっったぁ（泣）

全員：ああああああっ！

延長十数万キロの原形質が、重力に逆らえず

アウラ：ダメージは脆弱性込みで 51 点！（Ｄ

ＤＭ：はっずれたぁあっ！

Ｍ：る、累計 1013 点！）間合いを取ってマイ

いだろう？！

赤く燃え上がったそれは、あたかも己を撃つ苦行

ナー・アクション、協調せる働き。みんなとの

アウラ：二 度目の機会の肘当ての アイテムパ

者の鞭のようだった。

間に結んだ絆、神経シナプスにサイオニック介

ワー！“使用者が近接攻撃をミスした時、この

そして地上。

のであり、再ロールの目に＋2 のボーナスを

入し、いっせいに協調行動します。その速さに

パワーを使用する。攻撃ロールを＋ 2 のボーナ

すべてを睨め付けていた憎悪の瞳は見開かれ、

得ることができる。

コーディネイテッド・エフォート*67
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全員：やった！

注 66：リング・オヴ・メンタル・パワー

もう振り直しはな

コ ー タ ー ズ・オ ヴ・セ カ ン ド・チ ャ ン シ ズ *68

注 68：コーターズ・オヴ・セカンド・チャン

に大地へ倒れ伏す。大気へ突入することで赤く

シズ
『冒険 者の宝物庫 』所収の魔法のアイテ
ム。英雄級から神話級まで3 種類存在する。
近接攻撃をミスした時に再ロールできる、た
だし必ず 2 番目の出目を使わなければならな
い
（英雄級の場合）
。
ここで使用したのは伝説級 15レベルのも

妖侠デイン流離譚：最終話後編
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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

スリンガー：デイン以外、アラバルに隣接して

ブラストで 30 点。クリティカルしなかったッ。

『プレイヤーズ・ハンドブックIII』所収、アー

アウラ：焦っててうまく打ち込めない（笑）

アウラ：脆弱性込みで 54、計 1120 点！

楽 観ゆえの大胆さ、

注 65：ホープス・オーデシティ

オルロック：アサコさん、落ち着いて（笑）

ＤＭ：脆弱性が脆弱性がとっても痛い。50 点喰

アウラ：このターンで！

そこを移動困難地形かつ軽度に隠蔽された

デント13 レベル無限回攻撃パワー。近 接

ア ウ ラ：1d20+39 diceBot：（1D20+39） →

なえる。

スペルストーム・メイジ12レベル一日毎汎
用パワー。効果範囲内に暴風雨を作り出し、
地形とする。

スリンガー：いっけええッ！

はこれくらいだったんだよなあ！ ［区域］は残
サ ド ン・ス ト ー ム *64

注 64：サドン・ストーム
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光の涙を流していた。
流星の雨に灼かれ、星の打撃に潰され、生命
の光に眩まされた
“道を開くもの”
の瞳。
やがてその瞳は、ゆっくりと閉じていった。

アウラ：わあ……。
オルロック：美しい。オンライン・セッション

語り終えられる物語

ならではの演出だ。

ＤＭ：最初は普通にデインがこの星の王になる

スリンガー：中央の赤い美しい星、あれがアラ

って考えてただけなんだけど、言われてみれば

バルなんだろうな。

アウラの力があれば、より“らしく”なります

ＤＭ：“道を開くもの”が倒れたことにより、
“彼

ＤＭ：それは考えてもみなかったけどアリです

ね！

方の門”は閉じて宇宙もまた元の姿に戻ります。

ねえ！

スリンガー：では、スリンガーは星の胎児とな

こんな風に。ホントはこのマップ、技能チャレ

アウラ：アウラが造物主としての力で、星を作

ったアラバルをデインに渡して言う。
「新たな世

ンジに成功して“彼方への門”を閉じたら出てく

り直せばいいんですよ。

界で別の育ち方をさせてやりなよ。そうすりゃ、

るはずだったんですけどね（笑）

全員：！

凶星ではない、真に美しい星になれるだろうさ」

それだ！

デイン：そうだな。
「あのナリから生まれ変わっ
て、こうなったってんなら、上出来な部類だよ
な」と星の玉座に座って、アラバルの破片とか
を弄んでる。
スリンガー：「デインが作り、アウラが美の祝福
を与えた星だ。宇宙一美しくなるに決まってる」
ＤＭ：そうですね……。

妖侠デイン流離譚：最終話後編
『星を喰らうもの』
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エピローグ：
“スリンガー”
エステル・アンテノラ

オルロック：まったくだ！
スリンガー：その言葉を聞いて、子供のように
「うん」と一つ頷く。くるっと回って、も一度自

スリンガー：と、みんなが余韻に浸っていると

分の姿を確認。

ころで、スリンガーは「ああっ！」と素っ頓狂な

アウラ：「元気になったわね」

声を上げ、懐から懐中時計を取り出す。「ヤバイ

スリンガー：で、ここでスリンガーは少し悔し

よ、儀式が完成するまで時間がない！

げに照れ笑いすると、アウラの胸元からチーフ

早く着

替えないと……って、あああああ、荷物がぐち

をサッと掠め取る。「前から気になってたんだ。

ゃぐちゃだ！

借りてくよ！」と。

靴、スカーフ、帽子！」

アウラ：やっぱり乙女だ！

オルロック：たぶん、羨ましかったり憧れてた

デイン：おやおや、スリンガーさん。まるで小

けど素直になれなかったんだ（笑）

娘のよう（温笑）。

ＤＭ：本当に乙女だ……。

ＤＭ：たぶんテンペストの鞍袋にでもしまって

スリンガー：そして、テンペストに乗って儀式

あるんだと思いますけど、ダメになってるでし

が完成する場所に急ぐ！

ょうねえ……。
スリンガー：「あああ、ドレスは穴が空いてて、
香水瓶は割れてる」（おろおろ）

“スリンガー”エステル・アンテノラ——神話
の運命
“永遠の探索者”

オルロック：もちろん今着てる衣装だってヒド

そこは、木漏れ日の舞う森の小道。

イ有様。

青年が一人、いつからかそこにいた。

スリンガー：先ほどまでとは大違い、子供のよ

白銀の鎧に黄金の拍車。寄りかかる剣は簡素

うな泣き顔になって目尻に涙とかにじませてる。 だが紛れることない輝きを放つ業物。
で、
「どうしよう……こんな格好で会いに行って
大丈夫かな？

みっともなくないかなぁ？」と、

ＤＭ：……誰ですかあなたっ！！

を進める。

アウラ：なら、こう答えましょう。「スリンガー、

青年が、銀獅子が言う
「遅かったな」
と。

あなたはそのままが一番美しいですわ」と。「戦

乙女は答える
「待たせたわね」
と。

ったり、笑ったり、一生懸命次元を飛び回って

永劫の刻を経て今、彼女の探索は成就した。

いる、その姿が一番美しい」美の守護者が言うん
だから間違いない！
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彼女はその姿を見つけ万感の思いを胸に、歩
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こともあろうにアウラに訊ねる（全員爆笑）

青年は微かに笑みを浮かべ、じっと待ってい
る。軽く目を閉じ森のざわめきに身を委ねている。
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オルロック：「お前達は永劫に触れたがゆえに、

エピローグ：
“闇の大公”
オルロック
ＤＭ：オルロックはどうしましょう？

この世を不完全なものと見なし、この世界に必
要性を見いださなかった。だからこそ、世界も
ＤＭと

お前達を必要としなかった。それが哀しかった

しては新しく生まれたこの星のシャドウフェル、 んだ。だが、これからは違う。私と共に行こう」
つまりは新たな影の領域を治めるのかなあ、な
んて考えてたんですが。
オルロック：それなんですが、みんなが話して
るときには、もうこの場にはいなくてシャドウ
フェルに戻ってます。
ただし、倒したフォーセイクン達の魂、影を
連れていく。
ＤＭ：？
オルロック：そして、彼らをオルロックの配下
の死神、告死天使にします。
スリンガー：なんと！

“闇の大公”
オルロック——神話の運命
“闇王”
幽冥の地シャドウフェル。その一角に城がある。
名は千年城、闇の大公オルロックの居城であ
る。
“悪魔城”
と呼ばれた城、その城のシャドウフェ
ルにおける影がその城だった。
死を欺くものや宿命を嘲笑うものは、その城か
らやってくるものを恐れた。
“闇の大公”は眼を塞いだ天使達を率いてシャ
ドウフェルを駆けた。そして大鴉の女王の復讐を

オルロック：オルロックにはわかるんですよ。

担う忠実な長い腕として、敵を捕え、滅ぼし、千

フォーセイクン達の哀しみが。
「彼らの哀しみ

年の城につなぎ止めたという。

は、この世界において役目がないこと、居場所

生きながら死の神の宮廷に仕えた彼は、
そのま

がないことから生まれた。それは、私と同じだ」 ま彼女の偉大な眷属となったのである。
全員：おおお！
オルロック：彼らの哀しみは、ダンピールとし
て生まれ、夜にも昼にも居場所がなかったオル
が彼らに居場所を作るんです。
ＤＭ：すごい、ぜんぜんこっちが思いつきもし
なかったアイデア……。しかもすごくカッコ良
い！

話の行きがかりの上とはいえ、このまま

だと確かにアラバルや星の落し仔は救われても
フォーセイクンは救われなかったですもんね。
彼らのことを思ってくれて、ありがとうござい
ます！
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ロックと同じなんですよ。だから、オルロック
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全員：あー！

エピローグ：
“美の守護者”
アウラ

オルロック：すごくデインらしい。
アウラ：「わかったわ。デインが帰ってくるま

ＤＭ：では残る二人の脳裏にまた声が響きます。 で、わたくしがここを美しいままに守りましょ
生まれ来る命の声です。今度の声は静かな喜び

う。“美の守護者”の名にかけて！」

に溢れた声で、心からの礼を述べます。「我が王
よ、ありがとうございます」、「我らは正しく生

“美の守護者”
アウラ——神話の運命
“造物主”

まれることが叶いました」とね。彼らはデインに

自身の宇宙を作るという秘法を得た彼女はし

この星を領域として、新たに神になって欲しい

かし、その世界へと旅立つ前に
“道を開くもの”
へ

ようです。

の脅威へ立ち向かい、
見事にこの世界を守りぬい

で、もしもそれを望まないなら、ＤＭとして
はこのまま星座になって貰おうかなと考えてま
すが、いかがです？

た。
その後彼女は、新たに生まれ来る者達のため
に暗黒星を作り直し、デインの願いによりその星

アウラ：「どうしますの、星座になっちゃう？」

の守護者となった。とはいえ彼女は、
自身の宇宙

デイン：「悪いが王様ってガラじゃない。遠慮し

を作るという望みも捨てたわけではない。

とくよ」。で、その命達に言う。「俺はこれから

神話の存在にとって、
星の成長する月日といえ

もこの三世三界を旅して回るつもりだ。色んな

どもしょせん有限。ならば戦友が戻ってくるま

世界を見てみたいし、困ってる奴らを、苦しん

で、この星を望むように形作る、それだけのこと

でる奴らを助けてやりたいんだ。あんた達にし

なのだ。

たように」

“美の守護者”により形作られたその星はその

ＤＭ：やっぱりなあ（笑）

後、この世にある儚く美しいことどもを正しくう

デイン：こうしよう。「アウリアレンナ、俺の頼

つしとり、とどめる星となったという。

デミアージュ

みを聞いてくれないか。美の造物主であるあな

てくれ。大丈夫、助けが必要な時は必ず戻って
くる」
アウラ：「デイン。あなたは星座ではなく、彗星
になるのかもしれないわね」76 年ごとに帰って
くるデイン彗星、とか（笑）
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たにしか頼めない大切なことだ」と手を握る。
「どうか俺の代わりにこの星の民を導いてやっ
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エピローグ：
“妖侠”
、
“約束の王”
、
“霞の”
デイン
ＤＭ：そしてデイン。英雄達の姿、道具は多く
星座になったけれど、その中に当のデインの姿
は無い。
デイン：なぜならば、デインはこの宇宙を後に

そして、老女は物語る。
緑竜との誉れある戦いを。
悪魔城での恐るべき戦いを。
それは星の輝く夜、暖かな炉辺で語られる物
語。
遠く時を経て後、おとぎ話となり果ててから
も、子供らがせがみ、恐がり、心躍らせる物語。

してさらなる冒険に旅立っていったから。けれ
ど時折、その光に燦美を宿した彗星がやってく

だが、炉辺で物語る大人達は知るだろうか。

る。それがデインの星。で、やはりどこか遠く

おとぎ話を聞く子どもたち、その目に光る輝き

の場所、小さな暖炉の前で今はもうばあさんに

を。

なったミカが、そんな昔話を孫娘に聞かせてい

その輝きこそは妖精郷の燦美の光。

るんだろうな（笑）

未知への憧れを秘めて、闇の空を照らし出す

ＤＭ：いいですねえ！「ミカおばあちゃん、そ
のあとデインはどうなったの？」

デインの光。
それこそすなわち、
地上に残したデインの星座。
三世三界を遙かに超えて、旅路果てなく。

「窓の鎧戸を開けて、夜空を見上げてごらん」

残した輝きはついえることはない。

「きれいなお星様！」

あまたなるいさおし、語り残しは多けれど。

「あそこに輝く星を作ったのはデインだよ。そし
てそのデインがまだまだかけだしだったとき、わ

妖仙遊侠、霞のデイン。
此度の語り、まずはここまでごきげんよう。

たしも手を貸したものさ」
「おばあちゃん、もう一度そのおはなしを聞かせ
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てよ」
「いいともさ」
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