Scenario : type R

『嵐のメロディ』
■シナリオ情報
推奨人数：４人以上
必須ＡＦ判定数：６
期間：５月２３日（１日間）

「将来への夢／音楽／英霊」
●シナリオ前提情報
真相

音楽家の卵スタイルチャート１Ｄ４／１：歌手・女 ２：歌手・男 ３：楽器演奏家・女 ４：楽器演奏家・男

ＧＭ限定情報

登場ＮＰＣ：＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞
異端犯罪者『ハーリケイン』
ライダーの英霊『エボラ出血熱』
龍の聖剣（ルールブック P.82）
藤原 幸正（ルールブック P.85）
セカイが廻る理由：＜ＮＰＣ２：巨大な黒い影＞
こと、ライダーの英霊『エボラ出血熱』による犠
牲者が増えないようにするため。
シナリオクリアー条件：異端犯罪者『ハーリケイン』
を討伐し、＜ＮＰＣ２：巨大な黒い影＞こと『エ
ボラ出血熱』を無力化させる。
シナリオの真相：
＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞の姉は１ヶ月前の
雨の日に、沼田 博人という男が売った危険ドラ
ッグが原因の交通事故死している。
姉の死の原因を作った男に復讐したいと考え
た＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞は、インターネット
掲示板で暗殺依頼を受ける異端犯罪者『ハーリ
ケイン』の存在を知る。興味本位に殺人を依頼し
た。
異端犯罪者『ハーリケイン』は、５月２２日の
会場に客として現れた沼田 博人を暗殺する。さ
らに沼田の死を利用して、多くの犠牲者を生み
出すべく「人を殺すことに特化した英霊＝エボ
ラ出血」を召喚した。
異端犯罪者『ハーリケイン』と『巨大な黒い影』
こと英霊『エボラ出血熱』は、５月２３日に開か
れる＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞の演奏会に来た
者を皆殺しにする計画を立てる。
ＰＣ達は大量殺戮を食いとめるためにも、異
端犯罪者と英霊を討伐しなければならない。

ＮＰＣ詳細１

ＧＭ限定情報

ＮＰＣ名：音楽家の卵
クラス：アーティスト
武器：歌声
行動方針１：姉を殺した沼田 博人に復讐する。
行動方針２：姉が愛した音楽を大切にする。
設定：ＰＣ１の友人。ファンが多いミュージシャン
であり、５月２２～２３日の２日間の演奏会（ライ
ブやコンサート、発表会）にＰＣを招いている。
沼田への復讐心が止められず、半信半疑だが沼
田の暗殺依頼をした。
『ハーリケイン』は「依頼さ
れたターゲットと、依頼した人物を両方殺す」方針
の暗殺者のため、沼田を殺した２２日の翌日、２３
日の夜に殺されようとしている。
祖母が遺し、姉が愛した思い出の歌『ダウンポー
ソング（死者蘇生の歌）』を『嵐のメロディ』とい
う名前で編曲。世に広めたいと考えている。
異能や異端犯罪者の知識が無いため、嫌な予感
はしているが「そんなことはありえない」と信用し
ていない。しかし、もし自分に「死者を蘇らせる力」
があると知れば、恐ろしい世界の存在を知らない
ため率先的に試そうとする。
異端犯罪者名：『ハーリケイン』
クラス：魔術師／アーティスト／イレギュラー
武器：魔法の銃
行動方針１：大量殺戮をしてレベルアップする。
設定：大量殺戮をすることで負の感情を手に入れ、
自身のレベルアップを目論む典型的な異端犯罪
者。インターネット掲示板での暗殺依頼を受け持
っているが、足がつかず特命課の捜査を掻い潜り、
オープニング時点で８人（沼田で９人目）を殺し続
けていた。慎重な性格で、わりと小心者。

ＮＰＣ詳細２

ＧＭ限定情報

ＮＰＣ名：巨大な黒い影
異端名：ライダーの英霊『エボラ出血熱』
クラス：狂戦士／霊媒師／異端者
武器：ウィルスの弾丸を放つ。
行動方針１：異端の本能に従い大量殺人を行なう。
行動方針２：宿主が無価値と判断した場合、新たな
宿主を探す。
設定：人を殺すことだけに特化したウィルスが人
型になった英霊。非常に恐ろしい戦士の男性とし
て現界している。殺人には容赦がないが、自分の力
を誇っており、道理が通らなければＰＣの話を聞
こうとする潔い性格。
英霊は目的を果たすか、果たせないと発覚する
まで現界する。戦闘に負けるまで大量殺戮計画を
止めない。大量殺戮を命じた召喚主である『ハーリ
ケイン』が無力化されることで昇華される。

他コネクション詳細
他ＮＰＣ：龍の聖剣（ルールブック P.82）
ＰＣ達とは知り合い設定を推奨。
ＰＣ１に世界が廻っていることを知らせるた
め、５月２２日に現れる。
他ＮＰＣ：藤原 幸正（ルールブック P.85）
教会の現場復旧委員会のメンバー。正体は、ライ
ダーの英霊『ハーデス』。藤原の役割は、
「エボラウ
ィルスによって侵されそうになった・その危険性
のある土地を浄化して清浄にすること」と「英霊の
存在を匂わせること」。藤原がいるので日本がエボ
ラの危機に襲われることはない。

●シナリオフローチャート

ＰＣに現場復旧委員会、英霊、ハンター協会（指名手配犯を狙う賞金稼ぎ）がいると導入がしやすいだろう。

①オープニング：ＰＣ１

③オープニング：ＰＣ２

導入：ＰＣ１登場。エボラ出血熱が暴れ、ＰＣ１を残し全員死亡した世界の夢。
演出：ここはＮＰＣ１が歌を披露する会場の筈だ。しかし、会場にいる人すべ
てが血を噴いて倒れている。かろうじて立っている人間は、ＰＣ１のみ。仲間
も、ＮＰＣ１も、体中の穴という穴から血を噴き出して死んでいた。
演出：自分も息苦しさを感じる。息を吸い込むと体が熱い。
ふと、誰かが見ている気配がした。
『巨大な黒い影』が自分を見ていた。圧
倒的な力に恐怖を感じたところで、悪夢から目が覚める。

導入：ＰＣ２登場。他ＰＣは自由。
５月２２日１８時以降。演奏会が始まり、ＮＰＣ１が舞台に立つ。会場はＮ
ＰＣ１の歌に聞き惚れる。３～４曲目で、ＮＰＣ１が新曲『嵐のメロディ』を
披露。歌を聞いていたＰＣは全員『イベントキー：歌』を入手する。
新曲を披露している最中、ＰＣ２は近くにいた男性客２人が不自然な動きを
しているのを発見する。後ろの男は魔法の銃をウズマキから取り出し、手前に
いた男のうなじに魔法陣を描くと、引き金を引く。被害者男性は音も無く崩れ
落ち、犯人の男は誰にも気付かれず、会場を去って行く。
必須イベント：『嵐のメロディ』演奏中に、魔法陣＋銃による殺人を行なう。
・音も無く倒れて死んだ被害者に駆け寄る場合
会場はＮＰＣ１の新曲『嵐のメロディ』に聞き惚れていて殺人があったこと
に気付いていない。ＰＣが被害者男性に近づく、サビを聞いた死体が動き始め
る。まるでゾンビだ。ＰＣが攻撃を１点以上加えたなら、完全に死亡する。
・会場を去って行った犯人を追う場合
犯人を取り押さえようとしたときとても恐ろしい存在だと思える、姿無き『巨
大な黒い影』が現れる。
「本番は明日だ」 １人と何者かは共にシーン退場する。

→

導入：目を覚ますと、そこは５月２２日の１８時。演奏会の開場前。悪夢から
目覚めたＰＣ１の目の前に、龍の聖剣が現れる。
必須イベント：龍の聖剣が５月２３日に、悪夢が起きるかもしれないと教える。
演出：龍の聖剣「私が貴方の前に現れたということは、異端が関わる事件が起
きたから。貴方は違う世界の光景を見たわね。大勢の人達が殺される夢。大勢
の人間の死を、世界は認めない」
龍の聖剣「あれは５月２３日に起きてしまうかもしれない出来事。貴方の友人
達の運命を助けるためにも、どうか世界を救って」

↓

⑥ミドル前：準備

⑥オープニング：ＰＣ３

⑤オープニング：共通

導 入 ： ミドルフェイズに行なう
『ＡＦ判定リスト』を公開。

導入：ＰＣ全員登場。５月２３日の朝。教会の依頼を受けるシーン。仕事斡旋
人の高坂と、現場復旧委員会の藤原から、昨日の詳細を聞く。
演出：高坂「昨日の殺人は異端犯罪者『ハーリケイン』という指名手配犯の仕
業によるものだ。うなじに魔法陣を張って銃で殺すやり方で、奴は既に８人、
昨日で９人目の被害者を出した。奴を早急に捕まえなくては」
演出：高坂「被害者の名前は、沼田 博人（ぬまた・ひろと）。関西で活動してい
たが、最近になって関東に進出してきた……ネット販売中心の観葉植物栽培業
者だ」
演出：（被害者のゾンビ化は何だった？）
「判らない。ハーリケインが今まで殺
した８人の被害者の中に、ゾンビになったというケースは無かった。既に８人
も殺している魔術師だ、新しい技を覚えて試したのかもしれないな」
演出：藤原「実体を持たぬ霊達が騒いでいます。騒ぎがあった会場付近の下級
霊達が何者かに食われ、消失しました。『招かれざる巨大な黒い影を見た』と
いう報告が上がっています。しかし我々、現場復旧委員会が出向いたときには
何も見つけられなかった。恐ろしい影はどこかへ移動したということのようで
す。忠告しておきますよ」

導入：ＰＣ１登場。他ＰＣは自由。
犯人に逃げられ、一瞬ゾンビと
して動き出した被害者は完全に死
体となる事件が起きた。教会を呼
べばすぐに駆けつけて処置をして
くれる。
会場が大騒ぎになっていなけれ
ば、演奏会は大成功。ＮＰＣ１が現
れ、今日の成功を親しい者達と分
かち合おうとする。
演出：ＮＰＣ１「歌を聞きに来てく
れてありがとう！ ２３日もチケ
ットがあるからぜひ来てほしい。
明日も新曲をまた披露するよ！」
演出：ＮＰＣ１「１８時前だったら
いつでも会いに来てね」

「２ラウンド制。１ラウンド目
を５月２３日の午前～昼頃、２ラ
ウンド目を午後～夕方頃とする」
こと、「２ラウンドが経過したら
５月２３日の１８時、＜ＮＰＣ
１：音楽家の卵＞の演奏会となり
クライマックスフェイズに突入
する」ことを宣言。
すべてのＡＦ判定をクリアー
したら自動的に５月２３日の１
８時、＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞
の演奏会となりクライマックス
フェイズに突入する。

←
→

←

↓

⑥ミドルフェイズ

⑦トリガーイベント

導入：ＡＦ判定を全部終えたら、５月２３日の１
８時まで時間を進める。

導入：特定のイベントキーと判定が必要。２日目の開場前のＮＰＣ１と会って話をすることができるシーン。
警察から昨晩死亡事故があったことを話され、沼田が死んだことを知ったＮＰＣ１は「噂が確かなら依頼
者である自分も殺されるのでは？」と半信半疑ながら怯えている。
ＰＣが暗殺サイトの件や、殺人依頼を書き込んだのはＮＰＣ１か、など直接話をしない限り口にしない。
・ＰＣがＮＰＣ１を励ます、罪を追及するなど咎める、道を諭すなど「ＮＰＣ１の成長が見込める」シーンだと判断した場合
ＮＰＣ１は一回り力を得た状態で会場入りする。『イベントキー：音楽家』を入手する。
・ＰＣがＮＰＣ１に『嵐のメロディ』が死者蘇生の効果があると教えた場合
ＮＰＣ１は姉の蘇生を考える。止めなければ、後日ＮＰＣ１は姉を復活させるだろう。

『イベントキー：歌』と『イベントキー：ダ
ウンポーソング』を持っているＰＣ、もしくは
【幸運】判定（難易度：１２）に成功したＰＣ
がいた場合は、トリガーイベントに進んだ後、
クライマックスフェイズに移行する。

→

↓

⑧クライマックスフェイズ

⑨エンディング

※異端犯罪者『ハーリケイン』（魔／ア／イ）

導入：開場間近。
《千枚皮》で姿を
変えた『ハーリケイン』と黒人男
性が会場に入る姿を発見する。
マスターである『ハーリケイ
ン』は目立とうとはしないが、黒
人男性は面識のあるＰＣに話し
掛けてくる。
演出：黒人男性「儂は人死を求む
召喚主によって、新たな地獄を生
み出す者として現界したライダ
ーの英霊。『人を殺すことに特化
したウィルス』、エボラ出血熱だ」
エボラ「これからの大虐殺、規格
外の連中を先に排除しておく必
要がある。かかってこい！」
演出：『ハーリケイン』が戦闘不能
になると、現界する魔力の供給元
が無くなったことで、エボラは昇
華される。現場復旧委員会によっ
て会場は完全に浄化される。

導入：『ハーリケイン』を討伐、捕
縛することで教会の依頼は達成。
エボラウィルスがもし会場に
撒かれていたら、もしそのとき
『嵐のメロディ』が流れていた
ら、ウィルスを纏ったゾンビが街
を徘徊しただろう。龍の聖剣から
その危険性が無くなったと聞か
される。ＰＣはＮＰＣ１の会場に
戻ることができる。ＮＰＣ１は新
曲『嵐のメロディ』を熱唱する。
・『イベントキー：音楽家』を所有して
いる場合。
成長したＮＰＣ１は、さらにア
レンジを加えた『嵐のメロディ』
を熱唱する。曲は同じだが唄い方
が変わったことで蘇生の効果が
無くなる。もし死体に聞かせたと
してもゾンビ化はしないだろう。
ＮＰＣ１はＰＣに感謝する。

能力値：体３/反２/知４/理５/意６/幸４
ＨＰ／ＭＰ：中（目安：［ＰＣ人数］×ｎ） ＝【
】／【
命中：高（目安：メインＰＣ【回避値】＋３）＝【
】
回避：低（目安：メインＰＣ【命中値】－４）＝【
】
防御：低（目安：物理２／霊力２）
＝【
】
行動：中（目安：メインＰＣ【行動値】±２）＝【
】
戦闘移動：【行動値】＋５＝【
】全力移動：戦闘移動 ×２＝【
▼≪魔導書≫ ２０ｍ・単体
［１Ｄ６＋中【
】］点の霊力ダメージ。
▼セットアップ≪アポピス≫
代償４ＭＰ・【反射】対決をして、成功したら放心を与える。
▼マイナー≪法則拡大≫
代償３ＭＰ・命中対象を［範囲（選択）］化。
▼マイナー≪タイマスト≫
味方から代償ＭＰ５点消費させるごとに自身のダメージ＋１Ｄ６。

→

】

】

※『エボラ出血熱』のデータ ルールブック P.96［闘７／狂８／異５］。
《ＥＰ：集団統率》所持。
『ハーリケイン』が戦闘不能になれば戦闘放棄する。
※モブエネミーのオススメ ルールブック P.93［狂３／狩２／霊１］１～２体

※プレイヤー公開情報 ※ＧＭはＰＣが作成するキャラクターレベルを【

シナリオ名『嵐のメロディ』
キャラクターレベル３～５推奨シナリオ：レベル【

】に記入すること

シナリキーワード「将来への夢／音楽／英霊」
】開始。ＰＣ達は全員知り合い同士推奨。

ハンドアウト：ＰＣ１

ハンドアウト：ＰＣ２

ハンドアウト：ＰＣ３

ハンドアウト：ＰＣ４

コネクション：音楽家の卵
関係：親友
推奨クラス：魔術師 or 世界遣い
５月２２日、君は悪夢を見た。全
身の穴という穴から血を垂れ流す
人々。なすすべもなく彼らが死ん
でいく悪夢を。
目 を 覚 ま す と ５ 月 ２２ 日 １ ８
時。知り合いが出場する音楽の会
場にいた君の隣には、龍の聖剣が
立っていた。
「明日５月２３日。貴方がこれか
ら何もしなければ、あの悪夢は現
実のものになるわ」
セカイのイベント：音楽家の卵と仲良
くなる。
コネクション詳細：音楽家の卵
駆け出しのバンドボーカル、歌
姫に憧れる少女など、まだ未熟な
アーティストの卵。

コネクション：異端犯罪者『ハーリケ
イン』
関係：敵対
推奨クラス：聖職者 or 処刑人
５月２２日、君はＰＣ１と共にミ
ュージシャンの会場にいた。
音楽を楽しみにきた君は、会場で
殺人を見かけてしまう。
ウズマキから武器を取り出し、男
性客の頭を弾き飛ばした男、教会で
指名手配されていた異端犯罪者『ハ
ーリケイン』が、姿を変えて会場に
現れた。
セカイのイベント：異端犯罪者『ハー
リケイン』と戦う。
コネクション詳細：『ハーリケイン』
退魔組織『教会』で指名手配され
ている異端犯罪者。様々な形で依頼
を受け、金次第で殺しまわるという
能力者の暗殺者。

コネクション：『巨大な黒い影』
関係：自由
推奨クラス：稀人 or 異端者
君は人外のことにとても理解が
ある能力者 or 人外だ。
５月２２日にミュージシャンの
会場であった殺人事件を、ＰＣ１～
２と共に捜査することになった。
すると、君のもとに現場復旧委員
会の藤原が忠言をしに現れた。
「周囲の人外達がざわついている。
何者か判らないが『巨大な黒い影』
が現界し、会場近くにいた下級霊や
人外達を食らっていったようだ」
セカイのイベント：『巨大な黒い影』か
ら人々を守ろうとする。
コネクション詳細：『巨大な黒い影』
詳細不明。人間なのか男なのか女
なのかも判らぬ、その名の通り『巨
大な黒い影』。

ハンドアウト１～３を兼用する。
ＰＣ１の場合、ＰＣ１と同じ夢を
見て、龍の聖剣の話を聞く。
ＰＣ２の場合、ＰＣ２と同様に異
端犯罪者による暗殺現場を目撃す
る。
ＰＣ３の場合、藤原の警告を聞く。
・ＰＣ達の設定について１
ＰＣ達は全員、龍の聖剣と面識が
ある設定でも構わない。
・ＰＣ達の設定について２
ＰＣ３もミュージシャンの会場に
いても構わない。

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

※プレイヤー公開情報 ※ＧＭはＰＣが挑戦するＡＦ判定難易度を【

ＡＦ判定リスト

】に記入すること

ミドル前に契約ＯＫ 契約：マイナー 供給：マイナー(１シナリオに１回まで)

２ラウンド制。１ラウンド目を５月２３日の午前～昼頃、２ラウンド目を午後～夕方頃とする。
２ラウンドが経過したら５月２３日の１８時、＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞の演奏会となりクライマックスフェイズ突入。

ＡＦ判定：調査「ハーリケイン」

ＡＦ判定：調査「被害者」

ＡＦ判定：探索「巨大な黒い影」

使用能力値：【知覚】or【理知】
難易度：高［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「異端犯罪者『ハーリケイン』について調べ
る」演出に成功すること。
成功した場合、ハーリケインの情報を得る。

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：低［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「昨晩の被害者である男性・沼田 博人につ
いて調べる」演出に成功すること。
成功した場合、被害者の詳細を知ることがで
きる。

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：低［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「藤原 幸正が話していた『巨大な黒い影』を
探しに街を行く」演出に成功すること。
成功した場合、黒い影に関するイベントが発生
する。

ＡＦ判定：調査「儀式」

ＡＦ判定：交流「ＮＰＣ１」

ＡＦ判定：調査「歌」

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：低［
］
ラウンド制限：１ラウンド
条件：なし
演出：「ハーリケインが暗殺の際に使っていた魔
術の魔法陣について調べる」演出に成功すること。
成功した場合、儀式の詳細を知ることができる。

使用能力値：【体力】or【反射】
難易度：中［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞と交流する」
演出に成功すること。
成功した場合、ＮＰＣ１の話を聞くことがで
きる。

使用能力値：【知覚】or【意志】
難易度：低［
］
ラウンド制限：なし
条件：『イベントキー：歌』もしくは『イベントキ
ー：ダウンポーソング』を所持していること。
演出：「歌について調べる」演出に成功すること。
成功した場合、歌の情報を得る。

●ＡＦ判定情報・結果

※「解説メモ」は、その用語が登場した以降に自由なタイミングで渡すこと。

ＡＦ判定：調査「ハーリケイン」

ＡＦ判定：調査「被害者」

ＡＦ判定：探索「巨大な黒い影」

条件：なし
演出：「異端犯罪者『ハーリケイン』について調べ
る」演出に成功すること。
成功した場合、ハーリケインの情報を得る。
情報：
（１）『ハーリケイン』は裏サイト・裏掲示板を利用
して殺人依頼を受ける暗殺者である。魔術師の《千
枚皮》や《幻惑の衣》の効果でなかなか足がつか
ず、サイトのＵＲＬやパスワードも数日経たず変
更されるため発見が難しく、警視庁能力特命課の
目を掻い潜って既に９名の被害者を出している。
（２）ハーリケインの暗殺サイトには噂がある。暗
殺依頼を書き込むと、標的が死んだ後に依頼者も
殺されてしまうという噂だ。現に特命課の操作で
は１人目と２人目の被害者には怨恨の関係があ
り、３人目と４人目にも関係があったが、２人目
と３人目は無縁であった。ハーリケインは標的だ
けでなく標的に殺意を持っていた人物も追い詰め
て殺す方針のようだ。
（３）９人目の被害者である沼田の名前を書き込ん
だ掲示板の復元に成功。とあるパソコンからサイ
トにアクセスしたと判明した。その発信元主は、
＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞と同姓であった。ＮＰ
Ｃ１の自宅のパソコンからサイトにアクセスした
ことは確実である。

条件：なし
演出：「昨晩の被害者である男性・沼田 博人につ
いて調べる」演出に成功すること。
成功した場合、被害者の詳細を知ることができ
る。
情報：
（１）被害者・沼田は、脱法ハーブ（危険ドラッグ）
販売業者である。ぞくに言う『薬の売人』である
が、新種が次々と開発されるため法律では早々に
取り締まれない危険ドラッグを取り扱っていたた
め、逮捕歴は無い。そのため、合法という言葉で
沼田からハーブを買ってしまう人が立たず、使用
してしまったがために錯乱して交通事故を起こす
事件が起きている。
（２）沼田の商売はかなりあくどいもので、それで
いて警察の手が及ばないギリギリのラインを保っ
ていた。沼田に恨みを持っている者はいるだろう。

条件：なし
演出：「藤原 幸正が話していた『巨大な黒い影』
を探しに街を行く」演出に成功すること。
成功した場合、黒い影に関するイベントが発生
する。
情報：
（１）突然、身長２メートル近い大柄な黒人男性に
声を掛けられる。
「この辺りで今夜、大勢が集まる
ような場所はないか？ 出来れば多くの人間が一
ヵ所に集まって、何かに集中するような場所を教
えてほしい」
（ミュージシャンの会場を答えた場合）「ほう？
ソウルをぶつける、正の感情が溢れる空間か。良
い話を聞いた！」
（見当違いな場所を答えた場合）
「そこも明日や明
後日に行ってみよう。ところで昨日、群衆が一心
不乱に歌を聞いていたが、あれは何だ？ 今日も
あるのか？（２３日も１８時から開催される）」
（２）話を終えた黒人男性は、感謝の言葉を述べた。
次の瞬間、彼は黒い霧になって姿を消した。探し
てもどこにもいない。

ＡＦ判定：調査「儀式」

ＡＦ判定：交流「ＮＰＣ１」

ＡＦ判定：調査「歌」

条件：なし
演出：「ハーリケインが暗殺の際に使っていた魔
術の魔法陣について調べる」演出に成功すること。
成功した場合、儀式の詳細を知ることができる。
情報：
（１）『ハーリケイン』が暗殺の際に使った魔法陣
は、『英霊召喚の魔法陣』だと判明する。『英霊』
とは、過去の偉人・歴史的な英雄・神話や伝承に
語り継がれる感情の象徴的存在の魂・概念のこと。
強力な魂は魔力で肉体を形成し、実体化して再び
現世に現れることができる。現場復旧委員会の藤
原の正体がライダーの英霊『冥府の王ハーデス』
であるように、召喚儀式を用いれば人外を現世に
呼び寄せることができる。
（２）英霊召喚は、９人分の人間の血があれば完成
する。犯人は一度に多くの血を使うのではなく、
９回の分けた事件で英霊召喚を成功させたよう
だ。しかし正しい英霊召喚の手立てではないので、
召喚されたものは正統派ではないイレギュラーな
英霊になるだろう。
（３）昨日の被害者で、
『ハーリケイン』による殺人
は９件目だった。つまり昨日の段階で、良くない
英霊が召喚された可能性がある。

条件：なし
演出：「＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞と交流する」演
出に成功すること。
成功した場合、ＮＰＣ１の話を聞くことができ
る。
情報：
（１）ＮＰＣ１は新曲『嵐のメロディ』について語
る。
「あれは思い出の歌なんだ。実はあの曲は、亡
くなったおばちゃんが昔教えてくれたものなん
だ」 ＮＰＣ１は祖母が聞かせてくれた原曲を聞
かせてくれる。『イベントキー：ダウンポーソン
グ』を入手する。
（２）ＮＰＣ１は自分のことを話す。
「自分には姉が
いた。１ヶ月前の雨の日、交通事故で死んでしま
った。自動車を運転していたところ操作を誤って
電柱に突っ込み、一人で死んでしまった。一時期
は落ち込んだが、今は亡き祖母と姉のためにも思
い出の歌を唄っていきたい」

条件：『イベントキー：歌』もしくは『イベントキ
ー：ダウンポーソング』を所持していること。
演出：「歌について調べる」演出に成功すること。
成功した場合、歌の情報を得る。
情報：
（１）＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞が唄っていた歌の
主旋律が、禁書に記されている呪文に酷似してい
ると発覚する。禁書の名前は≪黄泉がえりの禁書
≫。内容は、蘇生の秘術である。
（２）オリジナル特技≪黄泉がえりの禁書≫
対象：シーン 射程：視界 代償：なし
効果：シーンにいる死体を蘇らせる。
（３）本来の効果なら、たとえ骨になった死体でも
完全に肉を持って蘇生させることができる。中途
半端な成功だと、いわゆるゾンビ映画のゾンビ（自
我が無く、理性も無いため食欲など欲求に素直な
状態）程度の蘇生になってしまう。

イベントキー：歌

イベントキー：ダウンポーソング

イベントキー：音楽家

効果：＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞の歌声を聞いた
ことを表わすイベントキー。

効果：＜ＮＰＣ１：音楽家の卵＞の祖母が聞かせ
てくれたという、
『嵐のメロディ』の原曲を聞いた
ことを表わすイベントキー。

効果：＜ＮＰＣ１：音楽家＞がＰＣの話を聞いて、
［アーティスト］として成長したことを表わすイ
ベントキー。

解説メモ：英霊

解説メモ：エボラ出血熱

後世に名が残る偉人、神話や伝承に存在する英雄、大勢の感情によって
生まれた象徴的な存在の魂が魔力で肉体を形成して現界したもの。大半の
英霊は召喚主の召喚式によって呼び出される。
魔力が無くなる、現世でやり残したことを達成する、召喚した魔術師の
命令を果たすことで、英霊は昇華される。

エボラウィルス。フィロウイルス科エボラウィルス属のウィルスを病原体とする
急性ウィルス性感染症。５０～８０％という死亡率を誇る、人類が発見したウィル
スの内で最も危険なウィルスの１つ。
症状が進行すると口腔、歯肉、結膜、鼻腔、皮膚、消化管など全身に出血、吐
血、下血する。体中の至るところから出血し、死亡する。

