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はじめに
的・精神的に甚振ってから殺そうとする者が多い。
大半は獣や禍々しい姿形をした化け物だが、ごく稀に人間
と同じような格好をした魔族と呼ばれる者達もいる。また、
人間であっても異端と同じように負の感情を得ることで力を
得る者もいる。彼らは私利私欲のために能力を用いて人々に
危害を加えるため『異端犯罪者』と呼ばれ、教会で取り締ま
っている。異端の力を持つ能力者のことを畏怖と侮蔑を込め
て『異端者』と呼んでいたが、最近では異端の力を持つ能力
者の総称になっている。

■本書について
本書は、オリジナル TRPG『アナザーワールド SRS（以下Ａ
Ｗ）
』のルールブックである。
この TRPG システムの目的は、勝者を決めることではな
く、トークを楽しむことである。ゲームマスター（以下Ｇ
Ｍ）はルールの決定や結果の提案、棄却の権限と能力を与え
られる。ＧＭが、最も重視するべきことは「参加者全員が楽
しめるセッション」を行うことである。
また、
『ＡＷ』の世界観は宗教的、思想的な問題に触れて
いる点が多く、セクシャルな問題に関った描写もルール上に
生じているので、ＧＭが雰囲気に合っているゴールデンルー
ルを自由に採用するよう心がけてもらいたい。
『ＡＷ』で描かれる物語は、我々の生きる現代の世界、ゼ
フィロスを舞台にした異能力者達の戦いだ。ごく普通の一般
人とは違った力を持った者、能力者。この現代社会に存在す
る超常の力を持った者達が分身となるＰＣだ。
正なる神達によって生み出されたゼフィロスという世界
は、常に破滅の危機に瀕している。悪しき神・欺く神と彼ら
が率いる眷属・異端によって危機に晒されている。そして能
力者の一握りが神の手を借り、異端達によって悲惨な運命に
書き換えられてしまった世界の時間を戻し、彼らの悪行に対
抗していくことができる。
プレイヤーは提示されたシナリオハンドアウトを軸にし
て、自分の分身になるＰＣを作成し、セッションにおける主
人公になって活躍することを想定している。
まずは内容を理解するために必要な用語を解説しよう。

●退魔組織『教会』
日本最大規模の退魔組織。各地で起こる異端関連の事件を
解決するために、登録している能力者達に仕事を斡旋する。
教会と言っても、とある宗教施設とは無関係である。
膨大な情報ネットワークを管理しており、ＰＣ達が所属す
る「心強い団体」として登場する。

●ウズマキ
時空の歪みのことであり、能力者のみが知覚できる異空
間。様々な大きさの武器（スキルウェポン）を収納すること
ができる、四次元ポケット。魔法のコインロッカー。
中は時間が進まないと言われている。基本的に、生き物を
入れることはできない。

■ゼフィロスという世界
この世界『ゼフィロス』に住む人々は、『神』と呼ばれる
超越的存在によって作成された。人々の運命は既に大まかに
だが決定されている。人生におけるターニングポイントは
『神』によって最初に設定され、逃れることのできないもの
とされている。
しかし、
『神』は個々の意思を無視しているのではない。
『神』は人々に『イベント（生きているうちに通らなければ
ならないポイント）
』と『大まかな寿命』を設定しただけ
で、あとは自由なのだ。
例えば、Ａさんという男性はある世界では美大の生徒だっ
た。しかし、Ａさん自身がとある選択肢を選んだことにより
別の世界（いわゆるパラレルワールド）では美術の専門学校
に通っている。２つの生き方は、似たように見えて、そのひ
と個人にとって大きく違う生き方になるだろう。些細な出会
いの違いによって人格に差異が発生するからだ。だが、
「Ａ
さんは美術の分野を得意とする」や「１８歳のときには学生

●能力者
一般人にはない特殊な能力を持った者達。異端と戦う力を
持っている。先天的に超能力を有していたり、後天的に魔術
を学んだりと、能力を持っている理由は人それぞれ。人生の
中で「正の感情」を得ることで成長していく。
大抵の能力者（ＰＣ達）は、退魔組織『教会』に所属して
いることを想定している。

●異端
「負の感情」を得ることで成長する者達。
ＰＣ達の敵。欺く神によって生み出された悪しき存在。多
くの異端は人々を恐怖に陥れ、食らおうとする化け物であ
る。
「より力を得たい」という本能のままに動くため、多く
の「負の感情」を得るためにただ人を殺すのではなく、肉体
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である」という『特定のイベント（神の決定事項）』からズ
レることはない。どんな些細な出来事が起きても変わらぬ運
命もあり、変わる運命を個々が作り出していく。これが
『神』による『ゼフィロス』のシステムである。Ａさんにと
って『最低限こなさなければならないイベント』は、「美術
に関わること」だったのだ。
ここで、決して「運命は既に他者によって決められてい
る」と悲観してはならない。決定している事項というもの
は、性別と名前ぐらいだ。彼がいかなる人格なのか、どのよ
うに成長して大人になるかは、そのときの視点（プレイヤ
ー）に全て委ねられるのである。
そして、
「何が正統な記憶なのか」迷ってはいけない。ど
の世界の自分が本物なのか、いくつもある自分は何者なのか
――この世界の答えは、「どの世界も本物であり、自分が本
物だと思ったものが本物とする」。正否は無く、我が視点が
正しいと認識できたものこそが正解となるのだ。
無限の可能性の中から一つ、自分が正しいと思えるものが
あったなら、それが最高の自分だ。

いない世界で、能力者達は異端を討伐することができる。
この時間跳躍に強制力は無い。神が生み出す「人への強制
力」は、生まれたときに設定されたイベント以外は無いから
だ。神達の誘いを断り、異端に殺される運命を受け入れるの
もまた個人に与えられた自由の一つだ。

●ゼフィロスに存在するもの
この世界に存在するものは、大きく５つに分かれている。
▼一般人
何も不思議な力を持っていない、その能力が存在している
ことも知らない、一般的な考えの人々。人によっては不思議
な力を信じていたりするが、多くはフィクションの産物や幼
い頃の憧れにしか過ぎない。彼らの言う神は、一般知識とし
ての「優秀な人」を意味していたり、どこかの聖書の聖人や
蓮から生まれた人のことをさす。
▼能力者
特異能力を使用することを超越的存在から許可された者
達。突然与えられることもあれば、一族全員に与えられた事
例や、生まれついて力を持っていた者もいる。この世界のシ
ステムを理解していない能力者も少なくなく、無自覚に力を
使用している者達も多々いる。だが決まって、どの世界でも
一般人を傷つけることは禁忌とされている。破れば、他の能
力者達から殲滅対象となるだろう。
▼一般霊・稀人
一般人でもなく、特異能力の使い手でもない。まだ成仏せ
ずに留まっている平和的な霊や、人間ではない者達のことを
さす。例えば、一族を守っている守護霊や、危害を加えぬ妖
精や精霊などはここにあてはまる。また、稀人とは、普通で
はない人々のことをさす。例えば、土地を守るために山奥に
住んでいる鬼や、優雅な貴族の生活で人間世界にとけこんで
いる吸血鬼、人々に夢を与える存在サンタクロース、都市伝
説の種、宇宙人といった者達がここにあてはまる。共通して
いるのは「一般人ではなく」
、「一般人を傷つける者ではな
い」ことだ。
▼異端
他者を傷つけることで己の欲望を満たそうとする者達。化
け物、怨霊や悪霊、怪物などのことをさす。
▼超越的存在・神
この世界の生き物を生み出している種族。どのように生き
ているかは不明だが、ごく稀にさまざまな姿で世界に紛れて
生きているという噂も……。
この世界に存在する者達を管理しているが、彼ら自身が異
端を討伐することはない。創る身が否定を繰り返したらこの
世界自体が否定されることとなり、消滅の道を辿ってしまう
からだという。彼らは丹念に世界に住む人々を生み、一人一
人に運命を設定し、全員が平和的に過ごすように祈ってい
る。……おそらくは。

●運命を邪魔するもの『異端』
『神』によって設定した寿命を邪魔する者達がいる。
それが『異端』。化け物・悪霊・怨霊と呼ばれる存在だ。
彼らは他人を害する。その理由は快楽のため、自己目的の
ためと様々だが、決まってそれには不幸がまとわりつく。
平和に８０歳まで生きる運命だったＡさんは、異端の気ま
ぐれな攻撃により事故に巻き込まれ２０歳で亡くなってしま
うかもしれない。２０歳で亡くなれば、本来設定されている
筈の６０年に計算違いが生じ、無理に設定を根詰めていくこ
とで、いつしか彼の周囲に『大きな事件』が発生してしまう
だろう（その『大きな事件』が何なのかは『神』達によって
伏せられている。この世界の存亡に関わってくるのは確か
だ）
。
世界が「１人の誤った死」で振り向くことは、まずない。
悪霊の気まぐれで殺されてしまったとしても、世界は急ごし
らえの計算を済まして世界は何事も無かったかのように進ん
でいく。だが、複数人数が大量に予定を乱されたなど無視す
ることのできない状態に追い込まれたとき、『神』は『特
例』を出す。
時間を巻き戻してでもその失態を無かったことにし、人々
に、特に強大な力を持つ能力者達に『平和的な運命を邪魔す
る異端を退治する特例』を与えるのだ。

●神に選ばれたもの
能力者には様々な種類があり、突如不思議な力を得てしま
った者、代々血に力が宿ることを設定された者、生まれたと
きから『特例』として力を扱うことを認められた者などがい
る。彼らはいかなる力の持ち主であっても、「一般人を傷付
けてはいけない」
「特別な力は隠さなければならない」とい
うルールのもとで生きている。
そんな彼らのもとへ神は人の前に現れることができる配下
を使い、時間跳躍の特例を授けることがある。
何故なら、神は自らの手で世界に生きる者達を手にかけて
はいけない。たとえ相手が悪しき神によって創られた異端で
あろうが、神自身が排除してしまうとその身は消滅し、ま
た、その神が生み出した大勢の命も消滅の道を辿る。その世
界で生きる者を排除するためには、その世界で生きる者達の
力でなければいけない。
神の配下は異端によって運命を捻じ曲げられた者達の前に
現れ、惨事が起こる前まで時間を巻き戻す。まだ何も起きて

■ＳＲＳの目的及び権利の表記
スタンダードＲＰＧシステム（ＳＲＳ）は有限会社ファー
イースト・アミューズメント・リサーチ並びに井上純弌の著
作物を利用したサービスです。
ＳＲＳの目的は、標準化したＲＰＧの制作及びプレイ環境
を共有し、より便利で
快適なＴＲＰＧ環境を
作り上げ発展させるこ
とです。
ＳＲＳを利用するに
あたり、この目的に同
意しこのサービスに参
加します。
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（最低値は 1）されてしまう。
▼エージェント
退魔組織『教会』に所属している能力者のこと。教会にエ
ージェントとして登録しておけば、定期的に異端討伐の依頼
が入ってくるようになる。多くは本来の職業の陰でエージェ
ント業をしているが、専業エージェントも少なくはない。
▼エキストラ
能力や技能などのデータを設定されていないＮＰＣのこ
と。大抵はダメージを１点でも与えられると死亡する。
▼クラス
キャラクターの戦闘における能力、種族を表わす。
▼攻撃
【スキルウェポン】で攻撃や特技などを使用して、対象に
ダメージなどを与える行動のこと。使用する武器や手段によ
って複数設定できる。
▼シナリオ
『ＡＷ』をプレイするために、事前に設定するプレイ進行
の指針。
▼シナリオハンドアウト
各ＰＣにＧＭから配布されるモチベーションや立場を表わ
したもの。ハンドアウト内で記されている「イベント」と
は、シナリオ中に起こりうること。
▼正気度
キャラクターがショックを受けて正気でいられるかの判定
に使う能力値。失敗するとバッドステータス『放心』にな
る。
『異端堕ち』をすると減少し、０になると狂化する。
▼対象識別
敵がいかなる能力を持っているか、どのようなデータで運
用されているか調べる【理知】判定のこと。
▼デジャブ判定
以前のループでの出来事を覚えているか思い出すときの
【意志】判定のこと。難易度は不可能レベルの目標値 20～
30 であることが多く、特定の特技を取得しているとき以外
はＧＭが指示したときにしか判定することができない。
▼特技
キャラクターの持つ、魔術や特殊な技を表わす。『ＡＷ』
では、クラスのメインの顔となる強力な特技である「主特
技」と、クラスの特徴などを演出する「副特技」という２つ
の分類に分かれている。
▼能力値
キャラクターの力の強さや頭の良さなどを表わす数値。
▼バッドステータス
単なるダメージではない悪影響を表わすもの。
『重圧』：
「タイミング：常時」以外の特技を使用不可にな
る。回復にはマイナーアクションを必要とする。
『転倒』：移動が不可能となり、全行為判定－１Ｄ６。回復
にはマイナーアクションを必要とする。
『毒』：クリンナッププロセスごとに１Ｄ６点の実ダメージ
を受ける。特技によって回復できる。
『麻痺』：移動が不可能となり、
【回避値】が－５される。ク
リンナッププロセスに自動回復する。
『放心』：全行為判定－１Ｄ６。クリンナッププロセスに自
動回復する。
▼プレイヤー
ゲームの参加者のこと。プレイヤーごとに個別にキャラク
ター（ＰＣ）をひとり担当して、セッションに参加する。
▼モブ
集団を表わすキャラクター群。3～10 人の敵を、まとめて
１体のモブとして表現する。
▼ループ
経過した時間が巻き戻り、もう一度人生をやり直す、また
は何度も同じ時間をやり直すこと。
▼レベル
強さの段階を表わす数字。高い方がより強いといえる。

■ルールの処理
『ＡＷ』の中で使用するゲーム用語やルール処理の原則に
ついて、必要な情報をここにまとめて解説しておく。

●端数の処理
割り算などの計算の結果として端数が発生した場合、基本
的に切り捨てとする。

●ダイスの読み方
『ＡＷ』では、キャラクターの行為がうまくいったかどう
かや乱数を表現するためにダイス（６面体のサイコロ）を使
用する。『ＡＷ』では、ダイスには次のふたつの振り方が存
在する。
▼ｎＤ６
ｎ個（ｎは１以上の整数）のサイコロ（ＤはＤｉｃｅの
略）を振って出た目を合計すること。２Ｄ６とあった場合、
2～12 の結果を得られる。
▼Ｄ６６
サイコロをふたつ振り、一方を 10 位、もう一方を１の位
として読む振り方。11～66 までの結果を得られる。
Ｄ66 を行なう際は、あらかじめどちらが 10 の位（もしく
は１の位）であるかを決めてから、ダイスを振ること。

●ＲＯＣ
ＲＯＣとは Ｒｏｌｌ Ｏｒ Ｃｈｏｉｃｅ（ロール・オ
ア・チョイス）の略で、表の項目についてダイスを振って決
定しても、任意に選択してもよいことを表わす。もちろん、
振った後に改めて選択しても構わない。
チャートなどで、ＲＯＣするとあった場合、前記のように
して項目をひとつ決定することを意味している。また、表に
０のようにダイスでは出ない数値に項目が存在する場合、そ
の項目は任意に選択しなければならないことを意味する。

●表記形式
『ＡＷ』では、本文中で次の記号を使ってゲーム用語を表
わしている。これらの用語が計算式などに使用されている場
合は、その数値を代入して式とすること。
・能力値、戦闘値名は【 】 例：【体力基本値】
・計算式、及びゲーム用語として使用する言葉は［ ］
例：
［達成値］、［１＋レベル］分

■用語集
▼ＧＭ
ゲームマスターの略。このゲームにおけるホストプレイヤ
ー。ゲーム中の演出やさまざまなデータ処理、ルールの裁定
などを行なう。
▼ＮＰＣ
ノンプレイヤーキャラクターの略。ＧＭが管理するＰＣ
“ではない”キャラクターの総称。
▼ＰＣ
プレイヤーキャラクターの略。プレイヤーの扱うキャラク
ターのこと。基本的にひとりのプレイヤーはひとりのキャラ
クターを扱う。
▼±50 副特技
キャラクターの個性を付けるための演出用副特技。例えば
《+50 料理》を持つキャラクターなら達成値に+50 が付くほ
ど美味しい料理が作れるが、《-50 料理》を持つキャラクタ
ーは料理下手なためどんなに頑張っても最終的に達成値-50
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キャラクターの作成について
『ＡＷ』を遊ぶためにはＰＣを作成しなければならない。
キャラクターは、クラス、能力値、戦闘値という三種類の
データ、及びパーソナルデータという設定を基本として表現
される。

▼種族クラス
・稀人
人に危害を加えない人外であることを表わす種族クラス。
・異端者
人を害する異端の力を所有しているが、人々と共に生きる
ことを選んだ者達を表わす種族クラス。

●クラス

●能力値と戦闘値

クラスはキャラクターの持つ、魔法の才能や戦闘の才能、
あるいはノウハウを表わすものだ。
キャラクターは３つまでのクラスを持つことができる。ク
ラスには次の１４種類が存在する。

能力値とは、キャラクターが身体能力、あるいは知的能力
をどの程度、得意としているかを数値の高低で表わしている
ものである。これらの能力値から算出されるのが、戦闘値で
ある。戦闘値は、主に戦闘の際に使用される。
能力値は以下の６つに分かれている。
・体力
筋力やタフネス、運動能力などを表す。キャラクターが重
いものを持ち運ぶ際などに用いられる。
・反射
手先の器用さや反射神経、運動能力などを表す。幅跳びや
機器の操作、徒競走などに用いられる。
・知覚
視覚や聴覚などの五感を始めとした感覚の鋭敏さを表す。
遠くの物の見極めや隠された物品、人物の捜索などに用いら
れる。
・理知
理性や知性の高さや見識の確かさ、広さなどを表す。人物
や事物についての知識を持っているかどうかに用いられる。
・意志
精神的な強さ、意志そのものの強さを表す。
・幸運
生まれついての幸運を表す。

■キャラクター表現

▼職業クラス
・魔術師
魔法を用いて戦う職業クラス。
・感応力師
超能力を用いて戦う職業クラス。
・闘士
武器を用いて仲間を守る職業クラス。
・狂戦士
武器を用いて敵を殲滅する職業クラス。
・狩人
遠距離攻撃が可能な武器を用いて敵と戦う職業クラス。
・霊媒師
霊能力を用いて霊と交信することができる職業クラス。
・聖職者
多くは退魔組織『教会』に所属し、仲間を支援する能力に
長けた職業クラス。
・処刑人
多くは退魔組織『教会』に所属し、自分を強化する能力に
長けた職業クラス。
・領域遣い
周囲の環境を操作して戦闘や支援を行なう職業クラス。
・世界遣い
時間や運、世界そのものを操作することができる職業クラ
ス。
・アーティスト（追加クラス。ＰＣ運用する場合はＧＭ許可が必要）
歌や絵画など、芸術によって「正の感情」を引き出させる
職業クラス。
・イレギュラー（追加クラス。ＰＣ運用する場合はＧＭ許可が必要）
退魔組織『教会』に所属していないフリーの能力者や、他
者とは違う区分に属する者を表わす職業クラス。

その他の能力値は、以下の２つが挙げられる。
・物理防御点
物理ダメージを減少する能力を表す。初期状態では０。特
技やアイテムの効果で増減する。
・霊力防御点
霊力ダメージを減少する能力を表す。初期状態では０。特
技やアイテムの効果で増減する。
戦闘値は、能力から（正確には能力値ボーナスから）算出
されるもので、戦闘の際に基本的に用いる。
・物理命中値
物理ダメージ攻撃の命中力の高さを表す。
【スキルウェポ
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ン（物理）
】の武器に使用。
・霊力命中値
霊的ダメージ攻撃の命中力の高さを表す。魔法的な攻撃を
意味し、精神攻撃などにも用いられる。【スキルウェポン
（霊力）】の武器に使用。
・回避値
物理や霊力の攻撃値を使用した攻撃を避けられたかどうか
の判定に用いる。
・行動値
ラウンド進行時の行動順番を決定する。どれくらい素早く
動けるか、どれくらいの距離を移動できるかを表す。
・攻撃力
繰り出した攻撃にどれだけのダメージが与えられるかを表
わす。物理、霊力問わず、ダメージを与える行動すべてにこ
の値を追加する。
・ＨＰ
ダメージに対する抵抗力を表す。ダメージを受けたり、特
技を使用すると減少する。０以下になると戦闘不能になり、
その状態でもう一度ダメージを受けると死亡する。戦闘不能
回復特技でなければ復活できない。
・ＭＰ
魔力を表す。基本的に特技を使用すると減少する。０にな
ると気絶し戦闘不能になる。１点でも回復すれば復活する。

入する。キャラクターレベルに３と記入すること。次に、ク
ラス名と、クラスレベルを記入する。

②能力値の決定
能力値は、そのキャラクターの持つ身体や知的能力の高さ
を数値で表わしたものである。

●能力基本値
キャラクターの能力を表わす基本的な数値。
①：クラス一覧表から能力基本値を抽出する。重複して選択
している場合はその回数だけそれを行なうこと。
②：任意の能力基本値に追加の１点を加える。
③：①と②を合計する。

●能力ボーナス
行為判定で使用するのは能力ボーナスである。文中で単に
【●●（能力名）
】と書かれている場合は、能力ボーナスを
表わす。
能力ボーナスは、能力基本値の三分の一（端数切り捨て）
である。

●能力値の記入
キャラクターシートの「能力値」の欄に能力基本値と能力
ボーナスを書き写す。

■キャラクターの作成方法

●戦闘値の決定

クラスの選択や特技など、ゲームで使用するデータをプレ
イヤーが決定する。
キャラクター作成は、以下の手順で行う。
①クラスの決定
②能力値の決定
③特技の取得
④パーソナルデータの決定

戦闘値は、主にラウンド進行の際に使用する。

●ベースの算出
各戦闘値のベースを算出する。算出したら、キャラクター
シートの戦闘表の中の「ベース」の欄に数値を書き込む。
【物理命中値】＝（
【反射】＋【知覚】）÷２
【霊力命中値】＝（
【理知】＋【知覚】）÷２
【回避値】＝（【反射】＋【幸運】
）÷２
【行動値】＝【反射】＋【理知】
【ＨＰ】＝【体力基本値】
【ＭＰ】＝【意志基本値】

①クラスの決定
クラスは、キャラクターの才能や種族あるいは能力値の傾
向を表わすもので、能力値や戦闘値を決定するもっとも重要
な要素だ。このクラスをキャラクターひとりにつき合計３レ
ベル分選択する。バラバラであってもよいし、同じものを重
複して選択してもよい。

●クラス修正
各戦闘値には、クラスレベルにより修正を受ける。クラス
データの各クラスのクラス修正表を参照して、みずからの選
択したクラスレベルによるクラス修正を確認すること。

●レベル
レベルとは、キャラクターの持つクラスの熟練の度合いや
力量を数値で表わしたものである。
▼キャラクターレベル
そのＰＣの総合的な能力を表現しており、キャラクター作
成時には３になる。キャラクターシートのキャラクターレベ
ル欄には３と記入する。
▼クラスレベル
選択したクラスのそれぞれのレベルである。クラスレベル
の合計は、キャラクターレベルに等しくなる。

●移動距離の決定
ＰＣが一定時間内に移動できる距離を算出する。

③特技の取得
特技とは、キャラクターの持つさまざまな特殊能力や魔
法、技術、特殊な装備などを表わすデータである。
キャラクターは作成時に特技をいくつか取得する。選択し
たおのおののクラスデータを参照すること。
取得した特技は、キャラクターシートの特技欄にそのまま
書き写すこと。効果については参照ページだけ記入しておい
て、使うたびにルールブックを参照してもよいだろう。特技
によって、戦闘値が変わることもあるので書き込むのを忘れ
ないこと。

●クラスの選択方法
クラスの選択には次の三種類がある。
▼一種類のクラスを選択する
クラスレベルは３となる。
▼二種類のクラスを選択する
片方のクラスレベルは１、もう片方は２となる。
▼三種類のクラスを選択する
全てのクラスレベルは１となる。

④パーソナルデータの決定
キャラクターのクラス、特技、装備などのデータを決めた
後、パーソナルデータを決定する。
パーソナルデータは、ＰＣの出自や過去、個人的な目標、

●クラスの記入
クラスを選択したら、キャラクターシートのクラス欄に記
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そして縁のあった人、さらには性別、年齢、名前などの情報
から構成されるキャラクターの内面設定のことを指す。

て取得できる特技２つの他に、ボーナスとして１つ、自身の
クラスから主副関係なく１つ取得することができる。これを
「ボーナス特技」
レベルアップの際も同じく、ＰＣは「好きな特技を２つ取
得（うち１つを副特技から取得）
」する。どのクラスでも取
得方法は変わらない。
レベルアップしたクラスの主特技を取得するかわりに、一
般特技を取得することもできる。
▼特技の効果時間
特技の効果がいつまで続くのかが明記されていない場合、
メインプロセスの終了まで持続するものとする。
▼特技の効果の重複
特技は、ひとつの特技が効果を発揮している間に、同じ特
技を重ねて使用しても、重複して効果を発揮することはな
い。後から使用した特技が有効となる。
▼特技の組み合わせについて
【スキルウェポン】を使用して攻撃を行う。一度の攻撃に
使用できる【スキルウェポン】は複数取得していても１つま
で。持ち換えはラウンド処理することなく一瞬でできる。ラ
ウンド中は【スキルウェポン】を使用しつつ、オート、セッ
トアップ、マイナー、メジャー、クリンナップを１つずつ使
用できる。
【スキルウェポン】を使用・装備しないで攻撃する場合
は、
「タイミング：メジャー」で素手で攻撃する。ダメージ
は、
「攻撃力ダメージ」の素値が与えられる。

■キャラクターの成長
キャラクターは、セッションの目的を成功させたり、様々
な経験を積むことで成長していく。この世界の生き物は「正
の感情」を得るたびに魂が成長していくという設定があり、
その経過が不自然でなければ、ＧＭはＰＣのレベルアップを
許可することができる。
『ＡＷ』では経験値や成長点といったルールは存在しな
い。ＧＭがキャラクターの成長をセッション内で確認できた
なら、ＰＣをレベルアップ成長させたい値だけプレイヤー達
に宣告して構わない。セッション内で大きな成長があったと
感じたなら、特定のＰＣを一度に複数レベル上昇させても良
いし、逆に成長が垣間見えなかったキャラクターはレベルア
ップをさせる必要は無い。
どのキャラクターも基本的に「取得できるクラスは１人に
つき３つまで選択」を推奨するが、４つ目、５つ目のクラス
選択をしても構わない。例えば、「感応力師／狩人／霊媒
師」のＰＣがシナリオ中に『教会』のエージェントになった
ことで、４つ目のクラスとして「聖職者」を選択することな
どが考えられる。ただし、種族クラスである「稀人」と「異
端者」はＧＭと相談すること。

■クラスデータ

●特技データの見方

クラスデータは、次の項目からなっている。それぞれの項
目については後述している。よって、全体の見方について解
説する。
▼クラス名
クラスの名称である。この名称をクラスレベルの欄に書き
込むことになる。
▼クラス解説
クラスについて解説している。クラスを選択する際の参考
にする。
▼能力基本値
クラスを選択することで、得られる能力基本値が書かれて
いる。
▼クラス修正
クラスレベルによる戦闘値への修正値が書かれている。
▼特技
そのクラスの特技データ。

特技のデータの見方を以下に解説する。
▼主特技
クラスのメインの顔となる強力な特技。
▼副特技
クラスの特徴などを演出する特殊な特技。

①名称
特技の名称である。本文中に特技名が記述されるときは
《名称》のように記述する。

②レベル
特技の取得に必要なクラスレベル。

③タイミング

●クラス修正表

特技を使用するタイミングも表している。ひとつのタイミ
ングに使用できる特技はひとつ。
▼常時
常に効果を発揮している。このタイミングの特技は、すべ
て同時に効果を発揮する。仮に不利な効果だったとしても、
それを解除する事はできない。
防御点を追加する特技は「常時▼」と表記する。
▼オート
使用の宣言を行うだけで効果を発揮する。
▼プロセス
セットアッププロセス、イニシアチブプロセス、クリンナ
ッププロセスなどと書かれていた場合、それぞれのプロセス
に特技を使用する。
▼アクション
マイナーアクション、メジャーアクションと書かれた場
合、それぞれのアクションとして特技を使用する。
※「マイナーor メジャー／スキルウェポン○」：スキルウェ
ポンで攻撃するメインプロセス時に使用できるアクションの
意味。

クラスのレベルごとの戦闘値への修正を書いたチャートで
ある。横軸にレベルを縦軸に戦闘値への修正を取っている。
この表はレベルごとの差分ではなく、そのレベルでの修正値
である。書き写す時には、前の修正にくわえるのではなく、
書き換えること。
クラスレベルは、１０レベルまでは上昇するたびに「主特
技＋副特技（最低１つは副特技を取得すること）」の２つず
つ特技取得することができる。
１１レベル以降は、１２、１４、１６、１８、２０の各レ
ベルになるたびに特技を取得できるようになる。

●特技取得
初期の１レベルを取得した際に、ＰＣは「好きな特技を２
つ取得」する。このとき、必ずうち１つ「副特技」から取得
しなければならない。
（例：主特技＋副特技、もしくは、副特技＋副特技）
キャラクターメイキングの際は、クラスレベル上昇によっ
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※「マイナーor メジャー／スキルウェポン×」：同じメイン
プロセス内でスキルウェポンを使用して攻撃することができ
ないアクションの意味。
▼本文
本文中に詳細が記述されている。

技は代償を支払えなければ使用できない。

⑧効果
その特技の効果が書かれている。
▼対象
効果が適用されるキャラクターのこと。
▼クラスレベル
特技の使用者のクラスレベル。
▼取得条件
その特技を取得するために必要な、レベルなどの条件。取
得条件を満たしていないと取得できない。また、条件を満た
しても、いわゆる「自動取得」ではないことに注意。

④判定
特技を使用する能力。自動成功と描かれているものは宣言
するだけで効果が発生する。

⑤対象
効果が適用されるキャラクターのこと。「対象：本文」の
特技は、対象を変更する特技の効果を受けない。
▼自身
使用者自身が効果を受ける。
▼単体
キャラクターひとりが効果を受ける。使用者自身も対象に
できる。「単体※」の場合、対象を変更できる特技の効果を
用いても単体以外に変えることができない。
▼範囲
エンゲージひとつの中に存在するキャラクター全員が効果
を受ける。
▼範囲（選択）
エンゲージひとつの中に存在するキャラクターのうち、使
用者が任意に選択したキャラクター全員が効果を受ける。
▼シーン（選択）
シーン内のキャラクターのうち、使用者が任意に選択した
キャラクターのうち、使用者が任意に選択したキャラクター
全員が効果を受ける。

●サブクラス「一般人」
サブクラス「一般人」は、特に何の力も能力も特技も持たな
い、どこにでも居るような一般的な普通の人間を再現するた
めのクラスである。
一般人を採用してのＰＣ作成はお奨めしない。
■能力基本値
体力：２
反射：２
知覚：２

理知：２
意志：２
幸運：２


レベル
物理・霊力命中
回避値
行動値
攻撃力
ＨＰ
ＭＰ

⑥射程

１
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０

２
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０

３
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０
＋０

●サブクラス「神」

特技の効果が及ぶ距離を示す。メートルと書かれている場
合はその距離以内までとなる。
▼至近
使用者と同じエンゲージ内まで届く。
▼視界
使用者から見える距離まで届く。

サブクラス「神」は、超越的存在である者達を再現するた
めのクラスである。このクラスには能力値というものが存在
しない。神は全知全能であり、判らないことは何も無く、い
かなることも可能であり、全ての判定に成功する。
数億年を生きることができる神には「寿命」という特殊な
数値があり、その数値を減らした分だけ達成値を上昇させる
ことができる。例えば、寿命を 50 年減らせば達成値を＋［n
×50］することができる。
神になるためには、特定の条件が必要である。

⑦代償
特技を使用した際に代償として失うもののことである。特

●クラス一覧表
Ｄ
１偶
１奇
２偶
２奇
３偶
３奇
４偶
４奇
５偶
５奇
６偶
６奇

クラス
魔術師
感応力師
闘士
狂戦士
狩人
霊媒師
聖職者
処刑人
領域遣い
世界遣い
稀人
異端者

０偶
０奇

アーティスト
イレギュラー

体力基本値
３
３
５
６
４
３
５
５
３
４
４
４

反射基本値
２
４
５
５
４
３
４
５
３
４
５
４

知覚基本値
４
３
４
４
５
５
４
３
４
３
４
４

理知基本値
５
５
３
２
４
５
４
３
５
４
４
４

意志基本値
６
５
３
３
３
４
４
４
５
４
３
４

幸運基本値
４
４
４
４
４
４
３
４
４
５
４
４

３
３

３
５

５
５

４
３

４
３

５
５
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■ライフパスの選択
▼重要キーワード
自分の過去を形成するキーワードで、単語１つを自由に改変することができる。
（例えば、
「＜２－６＞暗殺」ならば「親が暗殺された」「暗殺者の家系に生まれた」
「暗殺業をしている」など）
▼背景
「○○」に好きな言葉を入れる。多少文章を変化させてもよい。
（例えば、
「＜２－１＞」ならば「私の父は教師だ」「私の父は吸血鬼だ」
「私の父は頑固者だ」など）
▼特徴
『重要キーワード』や『背景』のように、キャラクターを彩る要素として扱う。
（例えば、
「＜３－４＞本の虫」ならば「読書が趣味である」「本の虫の女の子が好きだ」など）
▼ボーナス効果
ライフパス特技を１つ取得する。『ボーナス効果』にライフパス特技名を記入し、特技欄にライフパス特技の内容を写すこと。
（※がつけられているボーナス効果のライフパスは、ＧＭと相談して取得すること）
（ライフパス特技リストは後述。追加ライフパス特技については、ＧＭと相談して取得すること）
重要キーワード

D66

1

2-3

4-5

6

D66

ボーナス効果
※クラス修正や能力値が変動するため自由選択でも構わない

1-1

人ではないもの

運命の人

末裔

正なる神

1-1

ライフパス特技《Ｌ：薬物取得・鎮静剤》を取得

1-2

罪人

先祖

代償

異世界

1-2

ライフパス特技《Ｌ：薬物取得・興奮剤》を取得

1-3

記憶

夢

孤独

ウズマキ

1-3

ライフパス特技《Ｌ：回復力上昇・ＨＰ》を取得

1-4

戦争

青春

友

災害

1-4

ライフパス特技《Ｌ：回復力上昇・ＭＰ》を取得

1-5

権力

出世

再生

幻視

1-5

ライフパス特技《Ｌ：戦闘力上昇・命中値》を取得

1-6

生き残り

部活

殺人

双子

1-6

ライフパス特技《Ｌ：戦闘力上昇・防御点》を取得

2-1

酒

先生

戦場

魂

2-1

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・体力》を取得

2-2

消失

初恋

秘密

天啓

2-2

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・反射》を取得

2-3

真理

芸術

幼子

遺伝子

2-3

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・知覚》を取得

2-4

病院

敗北

名誉

抑圧

2-4

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・理知》を取得

2-5

動物

専門

ライバル

正義

2-5

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・意志》を取得

2-6

暗殺

誕生

衝動

呪い

2-6

ライフパス特技《Ｌ：感性上昇・幸運》を取得

3-1

放浪

反発

孤児

英雄

3-1

ライフパス特技《Ｌ：敏捷力上昇・回避値》を取得

3-2

一族

恐怖

命令

約束

3-2

ライフパス特技《Ｌ：敏捷力上昇・行動値》を取得

3-3

平凡

光

行きずり

無色

3-3

ライフパス特技《Ｌ：ダメージ上昇》を取得

3-4

孤独

所有物

依頼

吸血

3-4

ライフパス特技《Ｌ：バステ回復》を取得

3-5

失敗作

幼馴染

実験体

一子相伝

3-5

ライフパス特技《Ｌ：限定回復・ＨＰ》を取得

3-6

兄弟姉妹

金

同業者

禁書

3-6

ライフパス特技《Ｌ：限定回復・ＭＰ》を取得

4-1

勝利

トラウマ

忘却

再興

4-1

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・体力》を取得

4-2

婚約者

商売

主人

伝承

4-2

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・反射》を取得

4-3

虐待

政治

研究畑

殺戮

4-3

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・知覚》を取得

4-4

転生体

結婚

汚れ仕事

感染

4-4

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・理知》を取得

4-5

寺社

病弱

犠牲

王子／王女

4-5

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・意志》を取得

4-6

魔術の実験

幽霊

償い

宿命

4-6

ライフパス特技《Ｌ：達成値上昇・幸運》を取得

5-1

ギャンブル

眼鏡

制裁

不老／不死

5-1

ライフパス特技《Ｌ：耐久力上昇・ＨＰ＋４》を取得

5-2

絶望

絶縁

好奇心

奉仕

5-2

ライフパス特技《Ｌ：耐久力上昇・ＭＰ＋４》を取得

5-3

崇拝

野望

失態

時間

5-3

ライフパス特技《Ｌ：耐久力上昇・ＨＰＭＰ＋２》 を取得

5-4

事故

食物

傭兵

暴走

5-4

ライフパス特技《Ｌ：移動力上昇》を取得

5-5

上流階級

恩義

愛

機械

5-5

ライフパス特技《Ｌ：情報収集力》を取得

5-6

支配

腐れ縁

禁断

自然

5-6

ライフパス特技《Ｌ：対人交渉力》を取得

6-1

魔法使い

戦士

調教

魔族

6-1

ライフパス特技《Ｌ：特技取得》を取得

6-2

ねこ

アイドル

いぬ

妖怪／怪物

6-2

ライフパス特技《Ｌ：ダイス振り直し》を取得

6-3

中毒者

薬

欲

天使／悪魔

6-3

ライフパス特技《Ｌ：ファンブル無効化》を取得

6-4

妄想

犯罪

名誉

妖精／精霊

6-4

※追加ライフパス特技「組織コネ」から取得

6-5

従者

宝物

裏切り

最強

6-5

※追加ライフパス特技「古川財閥コネ」から取得

6-6

創られし者

赤

闇

欺く神

6-6

※追加ライフパス特技「機関コネ」から取得
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背景

D66

1

2-3

4-5

6

1-1

○○年前から前の記憶が無い

髪が○○だ

○○の罪を犯した

○○が手放せない

1-2

奇妙な身体的特徴○○がある

○○を愛している

貴重な○○を持っている

○○に囚われていた

1-3

○○のために全力で頑張る

○○のせいで死にかけた

○○に鍛えられた

本当は○○だ

1-4

遠くにいる○○と通信ができる

○○の家に生まれた

○○を探している

○○を隠している

1-5

○○の仕事をしていた

○○に憧れている

○○に選ばれた

一流の○○だ

1-6

大切な○○をなくしている

かつては○○だった

○○が宝だ

○○の実験をしていた

2-1

私の父は○○だ

○○の間だけ記憶が無い

隠された○○を持つ

○○に育てられた

2-2

私の母は○○だ

奇妙な○○に会ったこと

自慢できる○○がある

一族伝承の○○を持つ

2-3

兄弟姉妹に○○がいる

実は○○ではない

○○のために生きる

○○に住んでいる

2-4

○○人、家族がいる

○○を救ったことがある

○○を助けている

○○するまで死ねない

2-5

○○オタクだ

○○を発見した

○○が見たい

自称○○だ

2-6

○○と遠い過去に約束を交わした

○○の趣味がある

○○を許さない

○○を操ることができる

3-1

○○の命令は絶対聞かなければならない

○○の勉強をしている

○○を捨てた

○○に操られていた

3-2

○○だけ上手

○○したことがある

生まれながら○○がある

○○に愛されている

3-3

平凡で特に目立った特長が無い

○○と暮らしている

○○見習いだ

○○志望だ

3-4

○○が好き

○○を師と崇めている

○○を倒す

○○と呼ばれている

3-5

○○が嫌い

○○の夢を見た

○○を救いたい

○○だけ苦手

3-6

○○に接触しなければならない

○○に告白された

○○に行きたい

心強い○○がいる

4-1

○○のせいで／ために失恋経験がある

○○が無い

○○に訪れたことがある

○○と○○のハーフだ

4-2

○○のせいで／ために両親不在である

過去に○○に仕えた

○○ハンターだ

○○の格好をしている

4-3

○○に命令することができる

○○とそっくりだ

○○に捨てられた

○○を生成できる

4-4

○○がないと／○○でないと気が済まない

○○を食べたことがある

○○を裏切った

長らく○○していない

4-5

○○だけは通用しない

体に○○がある

故郷は○○だ

○○と結婚した／したい

4-6

○○を読める

○○に好まれている

○○と戦った

○○だけは守る

5-1

○○にいじめられていた／いじめられている

○○に救われた

封印された○○を守る

○○の所有物だ

5-2

○○が欲しい

○○が大きい

○○になりたい

○○こそが生き甲斐だ

5-3

知り合いに○○がいる

○○が小さい

○○に拾われた

○○には負けたくない

5-4

家族に○○がいる

人より○○がある

○○を滅ぼしたい

○○を背負っている

5-5

○○の血を引いている

とても珍しい○○を持つ

○○に勝利した

○○恐怖症である

5-6

目が○○だ

親に○○された

○○に敗北した

○○を大切にしたい

6-1

床上手で○○が得意

○○を教わった

○○の子供だ

先祖が○○だ

6-2

○○から逃げていた／逃げている

○○人だ

愛する○○を失った

○○に借りを受けた

6-3

○○の伝説を持つ

実家に○○がある

○○を作りたい

○○に貸しがある

6-4

○○のトラウマ持ちである

○○ができない

○○と戦いたい

常に○○がある

6-5

○○が仇

○○なら負けない

○○に忠誠を誓う

○○に夢中だ

6-6

○○が神様だ

○○に所属中だ

○○の奴隷だ

神様に○○された

▼ヘルプイベントキー
『ヘルプイベントキー』は選択ルールである。このルールを採用するかはＧＭが決めること。
公式ＮＰＣとのコネクションを持ち、イベントキーとして初期取得することができる。
公式ＮＰＣがシーンに登場していなくても効果は発動する（回想シーン、何か手助けをする布石をしてくれていた、など）。
基本的に効果対象は、コネクションを持った自身のみ。代償はコネクションの対象が払ってくれるものとする。

●ヘルプイベントキー
D6

１ページ目
1-2

3-4

1

龍の聖剣(P.82)

偶：友人/奇：契約

《逆転運命》(P.48)

フォイ(P.84)

偶：ウマが合う/奇：好敵手

《貫きの紫電》(P.53)

2

青森恐一(P.83)

偶：貸し/奇：借り

《叱咤激励》(P.36)

小鳥遊ルカ(P.84)

偶：野次馬/奇：腐れ縁

《異端審問》(P.40)

3

高坂(P.82)

偶：同志/奇：友人

《蘇生薬》

アイザック(P.84)

偶：ビジネス/奇：同志

《戦術指揮》(P.36)

4

ときわ(P.82)

偶：師弟/奇：フレンド

《悔改めよ》(P.36)

永丘燐音(P.84)

偶：仲間/奇：先輩後輩

《興奮剤》(P.67)

5

木ノ本御月(P.83)

偶：いいひと/奇：隣人

《ミネルヴァ》(P.60)

牧実(P.84)

偶：慕情/奇：ビジネス

《鎮静剤》(P.67)

6

ルージィル(P.83)

偶：協力者/奇：友人

《リライト》(P.48)

鶴瀬(P.83)

偶：契約/奇：戦友

《交わる矢》(P.27)
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特徴

D66

1

2-3

4-5

6

1-1

恋愛オンチである

天涯孤独である

母性的である

異端を憎んでいる

1-2

味オンチである

熱血漢である

父性的である

ペットである

1-3

朴念仁である

生真面目である

発明家である

オカルト趣味がある

1-4

家事上手である

容姿端麗である

グラマラスである

浮気性である

1-5

中性的である

裕福である

大胆不敵である

謙虚である

1-6

潔癖症である

無知である

規律を重んじる

無計画である

2-1

土地勘がある

八方美人である

鈍感である

機械的である

2-2

世話焼きである

貧乏である

酒豪である

平和主義である

2-3

百戦錬磨である

ふんわりしている

反抗期である

兄貴肌／姉御肌である

2-4

自己嫌悪している

オタクである

正義感が強い

癒し系である

2-5

探し屋をやっている

幼く見える

青春を謳歌している

子供好きである

2-6

バイト魔である

噂好きである

強欲である

アイドルである

3-1

エージェントである

料理好きである

正々堂々としている

朴訥である

3-2

スリルを求めている

有名人である

大食いである

巫／巫女である

3-3

平凡である

家庭的である

従順である

退魔師である

3-4

本の虫である

高貴である

下戸である

拝金主義である

3-5

不器用である

新米である

夢見がちである

世界について研究している

3-6

研究者である

目立ちたがり屋である

勤勉家である

神様について研究している

4-1

持病持ちである

紳士的である

無欲である

権力を持っている

4-2

カレー好きである

命知らずである

ロマンを求めている

お坊ちゃん／お嬢様である

4-3

保護動物的である

大人びている

情報通である

姿を欺いている

4-4

世間知らずである

エレガントである

収集癖がある

教会嫌いである

4-5

優等生である

心配性である

素朴である

リーダー気質である

4-6

神秘が大好きである

純粋である

人間好きである

ウズマキ下手である

5-1

床上手である

楽観的である

方向オンチである

セクシーである

5-2

床下手である

好戦的である

少女趣味である

ポーカーフェイスである

5-3

大屋敷に住んでいる

ストイックである

古風である

複製体である

5-4

メイド／執事である

魔法使いである

女装／男装をしている

変わった癖がある

5-5

シスター／神父である

野暮である

人外好きである

アウトドア派である

5-6

野性味溢れている

問題児である

センスが壊滅的である

インドア派である

6-1

闇の衝動を持つ

芸術家である

禁欲的である

混血である

6-2

コミュニティの古株だ

ハンターである

器用貧乏である

マザコン／ファザコンである

6-3

罠師である

恋愛体質である

大雑把である

シスコン／ブラコンである

6-4

不幸である

一匹狼である

愛に溢れている

特殊性癖を持つ

6-5

戦闘快楽者である

論理的である

いたずら好きである

死んだことがある

6-6

無感情である

サディストである

マゾヒストである

異端を愛している

※ヘルプイベントキーの注意事項
効果の特技自体の使用回数が複数でも、ヘルプイベントキーの効果は１シナリオに１回まで使用可能とする。
元の特技の対象が単体でも、自身にしか効果は適用されない（ヘルプイベントキーを所持する本人のみ効果が発動する）
。
レベルや能力値を用いる特技の場合、ヘルプイベントキー使用者本人のデータを使用すること。

●ヘルプイベントキー
D6

２ページ目
5

6

1

アクセン(P.85)

偶：協力/奇：主従

《契機惑乱》(P.57)

魔鏡のカケラ(P.85)

偶：誘惑/奇：殺意

《魔法少女》(P.9C)

2

藤原幸正(P.85)

偶：同志/奇：秘密

《ハーデス》(P.64)

器守大山(P.9E)

偶：商売/奇：主従

《幻想式》(P.12)

3

高坂(P.82)

偶：恩義/奇：家族

《食糧調達》(P.27)

西大家銀之助(P.9E)

偶：庇護/奇：師弟

《食導》(P.9E)

4

佐久間ゆたか(P.85)

偶：ビジネス/奇：友人

《特命課》(P.9C)

剣菱一本松(P.9E)

偶：主従/奇：戦友

《死線》(P.25)

5

伊伏野狛(P.85)

偶：協力/奇：恩人

《霊薬》(P.67)

夜須庭航(P.9E)

偶：実験体/奇：共感

《上級世界操作》(P.49)

6

龍の聖剣(P.82)

偶：家族/奇：畏怖

《輪廻の扇》(P.49)

上門狭山(P.9E)

偶：支配/奇：任意

《御臓》(P.9E)
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■ ライフパス特技

ライスパス特技とは、「ライフパス：ボーナス効果」によって取得できる特技である。

特技の内容が複数ある場合、自由に選択してもいいし、ダイスを振ってランダムで決定してもいい。
▼ライフパス特技の記入
キャラクターシートの『ボーナス効果』にライフパス特技名を記入し、特技欄にライフパス特技の内容を写すこと。

▼ライフパス特技の複数取得
通常のレベルアップと同様に、２つ目、３つ目のライフパス特技を取得することができる。
その際は「ライフパス：ボーナス効果」には記載せず、特技欄に新たな特技として記載すること。
取得の際は、ＧＭと相談すること。ＧＭはＰＣの設定に合致しないと考えるならば、取得を却下してもよい。

▼ライフパス特技「コネ」のシナリオ配布
コネクションを表現しているライフパス特技（《Ｌ：コネ「○○》など）は「防具」「薬物」のような物品として扱ってよいものとする。
具体的な物品としてだけでなく、イベントキーアイテムとしてシナリオ内で活用してもよい。

●基本ライフパス特技
ライフパス

い

１ページ目

ど う り ょくじょうしょう

Ｌ ：移動力上昇

ライフパス

か い ふ く り ょくじょうしょう

Ｌ ：回復力上昇

ライフパス

か ん せ い じょうしょう

Ｌ ：感性上昇

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：瞬時に判断し、的確に行動できることを表
わすライフパス特技。
【行動値】に＋１する。また、
【全力移動】の
算出を、
［戦闘移動×２］ｍから［戦闘移動×３］
ｍに変更する。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：非常に治癒能力が高いことを表わすライフ
パス特技。
このライフパス特技名は《Ｌ：回復力上昇・Ｈ
Ｐ》
《Ｌ：回復力上昇・ＭＰ》のように記述し、効
果は以下いずれかの能力を選択すること。
１－３：自身の【ＨＰ】を回復する量に、常に＋４する。
４－６：自身の【ＭＰ】を回復する量に、常に＋４する。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：確かな教養や意志、感覚を所持していることを
表わすライフパス特技。
能力値を１つ選択する。選択した能力値で判定す
る達成値が、常に＋２。
このライフパス特技名は《Ｌ：感性上昇・体力》の
ように、選択した能力名を記述すること。
１：体力
２：反射
３：知覚
４：理知
５：意志
６：幸運

ライフパス

ライフパス

ライフパス

げ ん て い か い ふ く

Ｌ ：限定回復

う ら し ゃ か い

Ｌ ：コネ「裏社会」

きょう か い

Ｌ ：コネ「教会」

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：真の力が命の危機により発動できること
を表わすライフパス特技。
このライフパス名は《Ｌ：限定回復・ＨＰ》
《Ｌ：
限定回復・ＭＰ》のように記述し、効果は以下い
ずれかの能力を選択すること。
１－３：【ＨＰ】を［３Ｄ６］点回復する。
４－６：【ＭＰ】を［２Ｄ６］点回復する。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：裏社会へのコネクションを持つことを表わ
す特技。裏知識や、アンダーグラウンドな人々に
対する交渉判定などの達成値に常に＋４。
また、ダイスロール直前に１シナリオに１回ま
で、相応しいロールを行なうことで、あらゆるダ
イスロールに＋３Ｄ６。行為判定で使用する場
合、先に行為判定の２Ｄ６を振り、クリティカル・
ファンブルの有無を確認してから、達成値に３Ｄ
６点を追加すること。戦闘中は使用不可。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：異端討伐組織「教会」へのコネクションを持つ
ことを表わす特技。教会に関する判定などの達成値
に常に＋４。使用者のクラスが「聖職者」である場合、
達成値＋４の代わりに＋２Ｄ６でも構わない。
また、ダイスロール直前に１シナリオに１回まで、
相応しいロールを行なうことで、あらゆるダイスロ
ールに＋３Ｄ６。行為判定で使用する場合、先に行為
判定の２Ｄ６を振り、クリティカル・ファンブルの有
無を確認してから、達成値に３Ｄ６点を追加するこ
と。戦闘中は使用不可。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

せ い

じ

Ｌ ：コネ「政治」
キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：政界へのコネクションを持つことを表わ
す特技。政治に関する知識や、政治家に対する交
渉判定などの達成値に常に＋４。
また、ダイスロール直前に１シナリオに１回
まで、相応しいロールを行なうことで、あらゆる
ダイスロールに＋３Ｄ６。行為判定で使用する
場合、先に行為判定の２Ｄ６を振り、クリティカ
ル・ファンブルの有無を確認してから、達成値に
３Ｄ６点を追加すること。戦闘中は使用不可。

ふ る

い ち ぞ く

Ｌ ：コネ「旧き一族」
キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：旧家や貴族、太古から存在する異能筋への
コネクションを持つことを表わす特技。旧き一族
に関する知識や、交渉判定の達成値に常に＋４。
また、ダイスロール直前に１シナリオに１回ま
で、相応しいロールを行なうことで、あらゆるダ
イスロールに＋３Ｄ６。行為判定で使用する場
合、先に行為判定の２Ｄ６を振り、クリティカル・
ファンブルの有無を確認してから、達成値に３Ｄ
６点を追加すること。戦闘中は使用不可。
9-A

じょう ほ う しゅうしゅうり ょく

Ｌ ：情報収集力
キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：しっかりとした知識と分析力を有しているこ
とを表わすライフパス特技。
あらゆる分野での情報収集判定の達成値に＋２。

●基本ライフパス特技
ライフパス

２ページ目

せ ん と う り ょくじょうしょう

ライフパス

Ｌ ：戦闘力上昇

ふ

な お

Ｌ ：ダイス振り直し

ライフパス

た い きゅうり ょくじょうしょう

Ｌ ：耐久力上昇

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：高い戦闘能力があることを表わすライフパ
ス特技。
このライフパス名は《Ｌ：戦闘力上昇・命中値》
《Ｌ：戦闘力上昇・防御点》のように記述し、効
果は以下いずれかの能力を選択すること。
１－３：【物理命中値】と【霊力命中値】に＋２する。
４－６：【物理防御点】と【霊力防御点】に＋２する。

キャラクターレベル：１
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：失敗しても再挑戦する心を持っていること
を表わすライフパス特技。
ダイスロールを１回だけ振り直させる。もしダ
イス目が悪くなったとしても、振り直した後の目
を適用すること。ファンブルに対してこの特技は
使用できない。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：耐久力が人並み以上であることを表わすライ
フパス特技。
このライフパス名は《Ｌ：耐久力上昇・ＨＰ＋４》
や《Ｌ：耐久力上昇・各＋２》のように記述し、効
果は以下いずれかの能力を選択すること。
１－２：最大【ＨＰ】に＋４する。
３－４：最大【ＭＰ】に＋４する。
５－６：最大【ＨＰ】と最大【ＭＰ】に各＋２する。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

た い じ ん こ う しょうり ょく

Ｌ ：対人交渉力

た っ せ い

ち

じょうしょう

Ｌ ：達成値上昇

じょうしょう

Ｌ ：ダメージ上昇

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：あらゆる人物との交渉技能が長けているこ
とを表わすライフパス特技。
対人における交渉判定の達成値に＋２。

キャラクターレベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：一時的に力を解放することができるライフ
パス特技。
能力値を１つ選択する。選択した能力値で判定
する達成値に＋５。
このライフパス特技名は《Ｌ：達成値上昇・体
力》のように、選択した能力名を記述すること。
１：体力
２：反射
３：知覚
４：理知
５：意志
６：幸運

キャラクターレベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：極限状態の戦いが行なえることを表わすライ
フパス特技。
ダメージに＋２Ｄ６。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

と く

ぎ

し ゅ と く

Ｌ ：特技取得

か い ふ く

Ｌ ：バステ回復

び ん しょうり ょくじょうしょう

Ｌ ：敏捷力上昇

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：生まれながらにして特別な能力を有してい
たことを表わすライフパス特技。
自分のクラス内から、特技１つを自動取得す
る。特技名は《Ｌ：特技取得・○○》のように記
述し、ライフパス特技の効果として選択した特技
の効果を記載すること。このときの特技は主特
技、副特技どちらでも構わない。取得できる特技
のレベルは、メイキング段階（キャラクターレベ
ル３）のクラスレベルまでとする。

キャラクターレベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：強い心で害悪に耐えきることを表わすライ
フパス特技。
バッドステータスを受けた直後に使用。任意の
バッドステータスを１つ回復する。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：高い戦闘能力があることを表わすライフパス
特技。
このライフパス名は《Ｌ：敏捷力上昇・回避値》
《Ｌ：敏捷力上昇・行動値》のように記述し、効果
は以下いずれかの能力を選択すること。
１－３：【回避値】に＋２する。
４－６：【行動値】に＋２する。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

む

こ う

か

Ｌ ：ファンブル無効化
キャラクターレベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：失敗からすぐに立ち直ることを表わすライ
フパス特技。
行為判定でファンブルしたとき、その結果をフ
ァンブルではなく、
［２］として達成値を適用させ
ることができる。

や く ぶ つ し ゅ と く

Ｌ ：薬物取得
キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：自分を癒す手段を持っていることを表わす
ライフパス特技。
一般特技の《興奮剤》か《鎮静剤》のいずれか
１つを自動取得する。特技名は《Ｌ：薬物取得・
興奮剤》
《Ｌ：薬物取得・鎮静剤》のように記述し、
ライフパス特技の効果として選択した特技の効
果を記載すること。
１－３：《興奮剤》を自動取得。
４－６：《鎮静剤》を自動取得。
9-B

Ｌ ：コネ「ウズマキ」
キャラクターレベル：８
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：この世ではない時空の狭間「ウズマキ」へのコ
ネクション（または、そこの関係者とのコネ）を持
つことを表わす特技。
この世界に関する知識、関係者に対する交渉判定
などの達成値に＋４。
この特技は通常のレベルアップで「一般特技」と
して取得することができる。また、この特技はＧＭ
の許可がなければ取得することはできない。

■ 追加ライフパス特技・１

ライフパス特技の中でも特別なものが「追加ライフパス特技」である。ＧＭと相談して取得すること。

また、通常のレベルアップで複数取得することもできるが、その際もＧＭと相談すること（一般特技の主特技として取得できる）。

●組織コネ

退魔組織『教会』以外にも多くの勢力が存在している。その他組織のライフパス。

異能事件専門対策組織『教会』以外にも秘密結社や能力者組織は数多い。
プレイヤーは警察組織や独自の能力者一族、魔術結社や研究組織などさまざまな境遇を持ったキャラクターを生み出してもよい。

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：コネ「エルス」

き

の も と

ライフパス

げ ん

ば

ふ っ きゅう

い

い ん か い

Ｌ ：コネ「木ノ本アパート」

Ｌ ：コネ「現場復旧委員会」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：能力の研究・記録保存を目的にした厳格な
階級制度の錬金術師連合「エルス」へのコネクシ
ョンを持つことを表わすライフパス特技。
この特技を取得したとき、未取得のクラスの
【スキルウェポン】を１つ選択する。この特技名
を《エルス：スキルウェポン名》のように記述し、
選択した特技と同等の効果を得る。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：退魔組織『教会』のエージェント御用達物件
「木ノ本アパート」へのコネクションを持つこと
を表わすライフパス特技。
木ノ本アパートの物件を舞台にＡＦ判定を行
なうときに使用。判定時に使用する特技１つの代
償を０に、なおかつ、使用回数を減らさずに使用
できる。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに２回まで
効果：退魔組織『教会』の清掃チーム「現場復旧委
員会」所属か、そのコネクションを持つことを表わ
すライフパス特技。
回復のダイスロールか、ダメージ軽減のダイス
ロール直後に使用。最も低い出目１つを６に変更
する。

【「エルス」とは】 代表者：サクラ＝モルゲンズダット
異能力・神秘の保存を目的にした研究組織。世
界中の異能を収集し、一般人やどんな能力者で
も能力を使役できる研究を中心に、異端に有効
な武器や魔道具の製造なども行なっている。

【「木ノ本アパート」とは】 代表者：木ノ本 御月
『ＡＷ』の舞台であるＮ市・Ａ市・Ｓ市に多く
不動産管理している木ノ本の、能力者御用達物
件。教会の宿舎や、重要施設の警備も行なわれて
いる。詳しくは P.83『木ノ本 御月』参照。

【「現場復旧委員会」とは】 代表者：藤原 幸正
教会の部署の一つ。異能力による事件によって
景観が損ねた際に出動する清掃チーム。たとえ街
並みが吹っ飛んだとしても数十分で元通りに修復
し、一般人の記憶操作も行なう。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：コネ「シャノアール」

し ん れ い

ち

りょう

い

い ん か い

Ｌ ：コネ「心霊治療医院会」

と く め い

か

Ｌ ：コネ「特命課」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに２回まで
効果：駅から歩いてすぐ、領域遣いのマスターが
経営する喫茶店「シャノアール」へのコネクショ
ンを持つことを表わすライフパス特技。
シャノアールを舞台にＡＦ判定を行なうとき
に使用。ＡＦ判定の特技１つにつき難易度減少
率を－２から－３に変更できる。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２ＨＰ
回数：１シナリオに２回まで
効果：退魔組織『教会』の医療チーム「心霊治療医
院」所属か、そのコネクションを持つことを表わ
すライフパス特技。
バッドステータスを受けている対象に使用。任
意のバッドステータスを１つ回復する。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：治安や日常、表の世界を守る警察の能力者部
署「警視庁能力特命課」所属か、そのコネクション
を持つことを表わすライフパス特技。
判定のダイス目を＋１する。結果、ダイス目がク
リティカル値以上となった場合、その判定はクリ
ティカルとなる。ファンブルには使用できない。

【「シャノアール」とは】 代表者：マスター（本名不明）
『ＡＷ』の舞台となる中央駅から徒歩１分にあ
る喫茶店。早朝から深夜まで営業しており、軽食
から濃厚なカロリーのメニューまで何でも領域
遣いのマスターが出してくれる。結界完備。

【「心霊治療医院」とは】 代表者：文川 夜輝
教会の部署の一つ。教会と、永丘系列の病院に
常駐している心霊医学知識に長けた医療班。異端
による傷を治し、呪いの解呪や令呪刻印の除去手
術（契約解除）など能力を使った治療のプロ。

【「特命課」とは】 代表者：佐久間 ゆたか＆伊伏野狛
異能力関連事件担当の独立捜査課。警察内での
能力者で編成されている部署。異能と最新の機器
を使った科学捜査を行なえる。異端が関わる事件
の際は教会と協力し合い、共に捜査する。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

きょう か い

Ｌ ：コネ「ハンター協会」

ま

お う

お

ご

Ｌ ：コネ「魔王の落とし子」

ま

ほ う しょう じ ょ

Ｌ ：コネ「魔法少女」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：報酬次第で仕事も受け持つハンターを派
遣する「ハンター協会」所属か、そのコネクショ
ンを持つことを表わすライフパス特技。
依頼したシーンから１シーン経過後、注文し
た物品を入手できる。この特技を使って「一般特
技の薬物」や「防具」など具体的な物品を取得し
てもよい。効果はシナリオ終了時に消滅する。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：異端や魔族を束ねる魔王に従属している
か、そのコネクションを持つことを表わすライ
フパス特技。
ライフパス特技を２つ取得することができる。
この特技で《Ｌ：コネ「魔王の落とし子」
》を再度
取得することはできない。選択した特技名は《魔
王の落とし子１：〇〇》
《魔王の落とし子２：〇〇》
と記述すること。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：謎の物体に「ボクと契約して魔法少女になっ
てよ！」と言われた魔法少女であるか、もしくは魔
法少女の力を習得した者であることを表わすライ
フパス特技。
［キャラクターレベルＤ６］で行為判定を行な
う（最大１０Ｄ６）。ダイスロール後、任意の２Ｄ
６を選択し、通常通り結果を算出すること。

【「ハンター協会」とは】 代表者：永塚小雪
報酬さえあればいかなる依頼も受ける能力者
「ハンター」を派遣する組織。異端討伐だけでな
く、異端の収集、オールジャンルの探し屋、暗殺
さえも受けるハンターもいる。基本的に１～２
人の少人数で行動している。

【「魔王」とは】 代表者：『灼炎の鬼神』
異端達を束ねる「異端の王」。
「欺く神」の命令
を受け、人々に負の感情を抱かせるべく暗躍して
いるが、現在は人の高度な知識（禁書、古文書、
オーパーツ、アーティファクト）を収集するべく
静観。主に、配下へ珍しい禁書収集を命じている。

【「魔法少女」とは】 代表者：？？？
元は、
「欺く神」をその身に宿す器として開発さ
れた能力者（年齢性別不問）を表わす言葉。
現在は、
「世のため人のため、変身し、化け物と
戦う能力者全般（主に少女）」のことを魔法少女と
呼ぶ。こちらは自称制。
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ライフパス

ライフパス

Ｌ ：コネ「レジスタンス」

ライフパス

Ｌ ：コネ「リリルラケシス」

あ お も り

け

Ｌ ：コネ「青森家」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：「教会の専業エージェント」であることか、
「魔王」と対抗するレジスタンス集団であるこ
とが条件。対異端部隊へのコネクションを持つ
ことを表わすライフパス特技。
【正気度】を１Ｄ６点回復する。
【正気度】減
少直後にこの特技を使用した場合、一時的に【正
気度】が０になっても狂化が発生しない。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「人外キャラ」であることが条件。ロンドン
に本拠地を構えた吸血種の人外同盟「リリルラケ
シス」所属か、そのコネクションを持つことを表
わすライフパス特技。
任意の【戦闘値】１つを＋６。また、
【正気度】
を－４（最低値１）。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・イタコなど霊能力者の家系
「青森家」へのコネクションを持つことを表わす
ライフパス特技。
対象識別を行なう判定の直前に使用。その判定
をクリティカルにする。

【「レジスタンス」とは】 代表者：オーウェル＝ドレファス
対異端討伐軍。現在魔族や魔王は人との争い
を静観しているが、表立った戦いが勃発した際
は彼らが人々を守るために立ち上がる。

【「リリルラケシス」とは】 代表者：ドレーク＝イングラム
ヨーロッパで活動している人外の能力者の支
援団体。人の世に紛れて生息する同種同士で手を
組み、人との争いを監視、抑止し合うことが目的。

【「青森家」とは】 代表者：青森 キヨ
口寄せ（降霊術）の巫女が有名な一族。一般人に
も名を知られた異能力者・イタコの名家であり、呪
術や占いを公に行なっている。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

い

が の さ き

け

Ｌ ：コネ「伊賀崎家」

か が は ら

け

Ｌ ：コネ「鏡原家」

か み

き

け

Ｌ ：コネ「神木家」

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・多くの土地を管理してい
る不動産業の家系「伊賀崎家」へのコネクション
を持つことを表わすライフパス特技。
伊賀崎家の力を借り、任意の【反射】判定の達
成値に＋４。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・流通と造船業の家系「鏡原
家」へのコネクションを持つことを表わすライフ
パス特技。
鏡原家の力を借り、任意の【知覚】判定の達成
値に＋４。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・出版とメディアの家系「神
木家」へのコネクションを持つことを表わすライ
フパス特技。
神木家の力を借り、任意の【意志】判定の達成値
に＋４。

【「伊賀崎家」とは】 代表者：？？？
不動産業の大企業。多くの霊地を持ち、舞台で
あるＳ市・Ａ市・Ｎ市に張り巡らせている環視魔
術結界の管理も行なっている。

【「鏡原家」とは】 代表者：？？？
造船業と流通で力を伸ばす企業。鉄鋼や軽金
属、航空機などの重点産業を中心に、本家古川家
に倣う幅広い流通各産業に手をつけている。

【「神木家」とは】 代表者：神木 麗子
神木出版という出版社や、情報通信、映像音声文
字情報制作業に非常に長けた総合情報企業。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

し ら い し

け

Ｌ ：コネ「白石家」

た

く み

け

Ｌ ：コネ「田組家」

な が お か

け

Ｌ ：コネ「永丘家」

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・芸術に長けたアーティス
トの家系「白石家」へのコネクションを持つこと
を表わすライフパス特技。
白石家の力を借り、任意の【幸運】判定の達成
値に＋４。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・鉄鋼と動力機械開発を行
なう重工業の家系「田組家」へのコネクションを
持つことを表わすライフパス特技。
田組家の力を借り、任意の能力値判定の達成値
に＋２。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・医療機関と製薬会社経営の
家系「永丘家」へのコネクションを持つことを表わ
すライフパス特技。
永丘家の力を借り、任意の【理知】判定の達成値
に＋４。

【「白石家」とは】 代表者：白石 厚鉄
古川一族の芸術一家。特に音楽に強く、何人も
の有名なアーティストを輩出している。

【「田組家」とは】 代表者：田組 晃陽
鉄鋼、動力機械などの重工業専門企業。義手義
足やパワードスーツの開発なども行なっている。

【「永丘家」とは】 代表者：永丘 杜和
心霊治療を行なう病院の経営、能力開発の製薬
会社経営など医療機関に大きな影響力を持つ。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

ふ る か わ

け

Ｌ ：コネ「古川家」

み

つるぎ

け

Ｌ ：コネ「三剣家」

や

ぎ

ぬ ま

け

Ｌ ：コネ「八木沼家」

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：各界に多大な影響を与える古川財閥の中
枢を指揮する、本家「古川家」へのコネクション
を持つことを表わすライフパス特技。
メジャーアクションによる判定の直後に使
用。その判定をクリティカルにする。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・武術と異能の家系「三剣
家」へのコネクションを持つことを表わすライフ
パス特技。
三剣家の力を借り、任意の【体力】判定の達成
値＋４。

キャラクターレベル：１
古川財閥コネ
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：古川財閥の分家・魔術と魔道具貿易の家系
「八木沼家」へのコネクションを持つことを表わ
すライフパス特技。
ダメージロールが４Ｄ６以下のダイスロール直
後に使用。任意の出目１つを「６」に変更する。

【「古川家」とは】 代表者：古川 将人
古川財閥の中心部。政界、商業、メディアなど
ありとあらゆる分野を取り入れ、手を伸ばす本
家。鎌倉を本拠地にしている。

【「三剣家」とは】 代表者：三剣 優夏
古川家を守る武術の一族。能力制御の訓練を行
なっている道場を経営しており、また、異能の知
識の乏しい者への教育、保護にも尽力している。

【「八木沼家」とは】 代表者：八木沼 盟
魔術師の一族。世界各国の魔導書や魔道具の輸
入、輸出を行なう魔法使いの大企業。魔法の道具屋
として有名。
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ライフパス

い

ざ か

や

ライフパス

こ う きゅう そ う

び

ライフパス

Ｌ ：コネ「居酒屋さきがけ」

Ｌ ：コネ「エルス高級装備」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに２回まで
効果：社会に生きる異端者の生活を支援・就労斡
旋する者達が営む居酒屋「さきがけ」へのコネク
ションを持つことを表わすライフパス特技。
［使用者を含む、シーン登場している味方キャ
ラクター人数Ｄ６］で行為判定を行なう（最大８
Ｄ６）。ダイスロール後、任意の２Ｄ６を選択し、
通常通り結果を算出する。戦闘中は使用不可。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《コネ「エルス」》を取得していることが条
件。
《コネ「エルス」》で取得した《エルス：スキ
ルウェポン名》に効果を付与する。どの程度の効
果かはキャラクターレベルによる。
キャラクターレベル１０以下：ダメージ＋３。
キャラクターレベル１０以上：ダメージ＋６。
キャラクターレベル２０以上：ダメージ＋９。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１シナリオに２回まで
効果：アンダーグラウンドに住む者達が集まる、繁
華街地下のカフェ兼スナックバー「アリス」へのコ
ネクションを持つことを表わすライフパス特技。
特技を使用するときに使用。使用する特技（【ス
キルウェポン】含む）１つの射程を２０ｍ伸ばす。

【「居酒屋さきがけ」とは】 代表者：時雨(じう)
人間と友好的に生きたいと決めた人外達の衣
食住を徹底サポートしている団体。昼間は定食
屋、夜間は大衆居酒屋として経営している。

【「エルス高級装備」とは】 代表者：ヒックス＝ダイグロス
エルスが開発した強力なスキルウェポンのこ
と。世界各地の異能を受けて入れている軍需産
業、商社、団体などに高額販売している。

【「カフェ・アリス」とは】 代表者：有川 真知
ハンターや教会未所属の能力者などアンダーグ
ラウンドな人々が集まるスナックバー。教会や警
察とは不可侵な関係を築いている。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

と

ぎ

Ｌ ：コネ「止まり木」

Ｌ ：コネ「バイエル」

Ｌ ：コネ「カフェ・アリス」

ま る ま る ひゃっ

か

て ん

Ｌ ：コネ「丸丸百貨店」

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：教会併設孤児院「止まり木」へのコネクシ
ョンを持つことを表わすライフパス特技。
止まり木を舞台にシーンを行なうときに使
用。
【ＨＰ】
【ＭＰ】以外の戦闘値（【物理命中値】
【霊力命中値】
【回避値】
【行動値】
【攻撃力】）を
選択する。シナリオ終了時まで、選択した戦闘値
に＋２。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに２回まで
効果：教会の近くにある小さくも街の人々に親し
まれている洋菓子店「バイエル」へのコネクショ
ンを持つことを表わすライフパス特技。
【ＨＰ】か【ＭＰ】を＋［使用者の【任意の能
力値ボーナス】点］回復する。回復した対象は【体
力】難易度８を行なう。失敗した場合、食べたお
菓子を喉に詰まらせバッドステータス『麻痺』に
なる。

キャラクターレベル：１
組織コネ
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：駅前から徒歩１分の大型ショッピングモー
ル「丸丸百貨店」へのコネクションを持つことを表
わすライフパス特技。
この特技を取得したとき、自身が取得している
「薬物」を１つ選択する。その特技の使用回数を＋
１回する。

【「止まり木」とは】 代表者：小晴日 日与子
教会併設の孤児院。異端事件で家族を失くし
た未成年者を引き取り、自立援助をしている。能
力者には能力行使の教育も行なっている。

【「バイエル」とは】 代表者：？？？
ＰＣ達が集まる教会徒歩数分にある洋菓子店。
季節のケーキや焼き菓子、パンを販売する。エー
ジェント達への差し入れによく利用されている。

【「丸丸百貨店」とは】 代表者：石丸総帥
複数の小売店、飲食店、遊戯施設が集まっている
巨大百貨店。駅併設の高層ビルで、屋上からは中央
駅周辺の街並みを一望できる。
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●機関コネ

数年前に教会によって解体された、超人類能力開発研究所『機関』のライフパス。

強力な力を追い求めるあまり、無限の力を生み出すもの――異端を生み出す『欺く神』を信仰するようになった邪教徒でもある『機関』。
かつての被害者のほか、今もなお隠れ潜んでいる機関の関係者のキャラクターを作ってもよい。
※機関の一員には、ランクづけがされている。ランクによって機関内で得られる情報や、下される命令の内容などに差がある。
ランクＡ：機関創設一族「仏田家」出身者。エージェントとして活躍し、外での生活が保障されるかなり優遇された扱いを受ける→《Ｌ：機関「一族出身」》
ランクＢ：機関創設一族「仏田家」出身者。上層部の許可があれば外での一時的活動を許される→《Ｌ：機関「一族出身」》《Ｌ：機関「チルドレン」》
ランクＣ：外から自主的に訪れた能力者。研究者や僧・女中。忠誠を誓い、契約し、尽くしている→《Ｌ：機関「チルドレン」》《Ｌ：機関「アザーズ所属」》
ランクＤ：外から連れて来られた能力者。粗末な扱いを受ける→《Ｌ：機関「チルドレン」》《Ｌ：機関「アザーズ所属」》
ランクＥ：『聯合（れんごう）』の素体。『聯合』とは魂は神に捧げられ、血肉と骨は一族のものになること。殺処分対象。→《Ｌ：機関「チルドレン」》
※ランクＢ～Ｅの一員には、「監督者」と呼ばれる監視員がつく。監視員は対象者の素行を監視し、問題があれば『御臓』に報告して『聯合』にかける責を負っている。
監督者１人につき対象者２～３人を担当する。ＰＣが監督者をしてもよい。ＰＣは機関本拠地『本丸』にて個室で生活、もしくは監督者との共同部屋に住んでいることにしてよい。

ライフパス

き

か ん

い ち ぞ く しゅっ し ん

Ｌ ：機関「一族出身」

ライフパス

き

か ん

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「アザーズ所属」

ライフパス

き

か ん

Ｌ ：機関「チルドレン」

キャラクターレベル：１
機関コネ
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：欺く神を信仰する邪教・超人類能力研究所
「機関」を創り出した「仏田一族」出身であるこ
とを表わすライフパス特技。
行動済になった直後に使用。即座に未行動に
なる。このメインプロセスの間、すべての判定ク
リティカル値－２、ファンブル値＋２。

キャラクターレベル ：１
機関コネ
タイミング：クリンナップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに３回まで
効果：「聖職者」か「処刑人」であることが条件。
かつて教会が指揮していた「異端討伐部隊アザー
ズ」所属か、そのコネクションを持つことを表わ
すライフパス特技。
現在の位置から使用者の【全力移動】ｍまでの
任意の場所に移動することができる。エンゲージ
離脱可能。封鎖の影響も受けない。

キャラクターレベル：１
機関コネ
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：邪教信仰の超人類能力研究所「機関」で開発さ
れた強化人間、生み出された異端や魔族、そこで実験
体にされた能力者であることを表わすライフパス特
技。
令呪と同様に、達成値算出やダメージロールなど、
いかなるダイスロール＋１０。

【「仏田一族」とは】 代表者：仏田 光緑
機関創設一族。千年前に堕天した欺く神の眷
属（「蠱毒色の魔鏡」と呼ばれる女神）と人が交
わった、霊能力の血統だった。女尊男卑の独特な
慣習があり、女神を召喚するべく活動していた。

【「アザーズ」とは】 代表者：ユリウス＝チールス
教会内に編成されていた異端討伐部隊。異端狩
りを生業とした戦闘のプロ集団だったが、「機関
解体事件」で解散させられた。現在は「レジスタ
ンス」という名で生まれ変わり、活躍している。

【「機関チルドレン」とは】 代表者：殲の刻
機関に関わった者達のこと。機関の手によって生
み出された者、機関に囚われ悪しき研究の実験体に
された者、機関の元で新たな力を得た者など、年齢問
わず「機関チルドレン」と総称する。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

き

か ん

ご

ぞ う

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「御臓 所属」

き

か ん

し ゅ

し

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「朱指 所属」

き

か ん

しょく ど う

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「食導 所属」

キャラクターレベル ：１
機関コネ
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：「機関」の心臓部であり作戦管轄第一部署
「御臓」に所属か、そのコネクションを持つこと
を表わすライフパス特技。
この特技を取得するとき、
【能力基本値】を１
つ選択する。あらゆるダイスロールに＋選択し
た【能力基本値】。

キャラクターレベル：１
機関コネ
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】１Ｄ６
回数：１シナリオに３回まで
効果：「機関」の武器を持ち護る手指であり実働
部隊を率いる第三部署「朱指」に所属か、そのコ
ネクションを持つことを表わすライフパス特技。
ダメージ＋［現在の【正気度】×３］
。代償は、
メインプロセス終了後に【正気度】を１Ｄ６点減
少させること。

キャラクターレベル：１
機関コネ
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：「機関」の日常を司る第五部署「食導」に所属
か、そのコネクションを持つことを表わすライフパ
ス特技。
行動済でも「一般特技」の《他人をかばう》をする
ことができる。また。《他人をかばう》をすることで
行動済にならない。

【「御臓」とは】 代表者：上門 狭山
多くの信者（研究員）を従える機関の権力が集
約する頂点の部署。機関内の決定は全て御臓を
通し、御臓の声一つで全てが動く。偉大な研究や
功績を残した精鋭達が集結している。

【「朱指」とは】 代表者：剣菱 一本松
機関の荒事を担当している戦闘集団。「異端狩
り」という名目で、機関に害のある組織や珍しい
能力者や稀人の集落を襲う「能力者狩り」を行な
っていた。平時では戦闘訓練、能力開発を担当。

【「食導」とは】 代表者：西大家 銀之助
機関内での衣食住の生活全般機能を担当する部
署。不要な素体（能力者）を『聯合（食材として利用、
血肉を食して力を得るという、《混沌の胚》の儀式）』
を行なう役割も受け持っていた。

ライフパス

ライフパス

き

か ん

ず

が い

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「頭垓 所属」

き

か ん

て ん そ く

し ょ ぞ く

Ｌ ：機関「天足 所属」

キャラクターレベル ：１
機関コネ
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：「機関」の頭脳であり異能開発、魔術研究、
魔道具開発の研究チームの第二部署「頭垓」に所
属か、そのコネクションを持つことを表わすラ
イフパス特技。
そのシーンの間、対象が取得している特技
（【スキルウェポン】含む）１つの射程を２０ｍ
伸ばす。

キャラクターレベル：１
機関コネ
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：「機関」のメインとなる収入源でもある能
力者売買、育成・調教を行なっている第四部署「天
足」に所属か、そのコネクションを持つことを表
わすライフパス特技。
対象の攻撃で、敵対するキャラクターを戦闘不
能・死亡させた直後に使用。メインプロセスを終
えた対象を即座に未行動にする。

【「頭垓」とは】 代表者：夜須庭 航
魔術や超能力、あらゆる異能の研究し、強力な
武器や魔道具の開発などを行なう研究チーム。

【「天足」とは】 代表者：器守 大山
能力者や珍しい人外種族を収集、販売、または
調教、開発を担当していた人身売買の魔窟。

9-E

■ 追加ライフパス特技・２

以下のライフパス特技は、英霊キャラクターを作成するものである。ＧＭと相談して取得すること。

「英霊」とは、過去の偉人・歴史的な英雄などの魂のこと。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。
▼英霊の在り方
後世に名が残る偉人の魂や、神話や伝承に存在する英雄、大勢の感情によって象徴的な存在になった人物は、魂だけの存在としてウズマキの中を漂った後、神や超越的存
在に近いものとなる現象が発生する。
魂に宿る魔力によって肉体を形成することができるが、魔力が切れる（戦闘不能→とどめを刺すの状態）ことで、稀人と同じように光になって昇華される。
英霊は自分の魔力によって「自分が再現したい時代（最高潮の時代）」の姿形を模っているため、不老であり、食事や睡眠を必要としない。
生前に食事と睡眠が必要だった英霊は再現のために以上のことを行なうが、基本的に魔力の供給があれば不老不死の存在である。
幽霊や怨霊と同じく、現世に名残があり己の意志で実体化し現れる英霊もいるが、現世にいる英霊の大半は魔術師の召喚式によって現世に喚び出されるケースである。
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。
『ＡＷ』の魂は、経験による熟練により強化され凄まじい能力を有していく。歴史に名が残る偉業を果たした英雄達は、洗練された魂の持ち主であり、攻撃能力において
は普通の人間や一端の能力者を遥かに上回っているものである。
そのため、基本的に英霊キャラクターは「キャラクターレベル：１０」以上の作成を推奨する。
記憶喪失である、弱体化の時代を再現しているなど魂の強度が薄弱である場合、キャラクターレベルを低下させてもよい。
▼霊体化
英霊は本来、肉体を持たない魂だけの存在である。自身の魔力の調節によって肉体の形成を一時的にとり止めることができる。
霊体化すると、「霊媒師」のキャラクター、自分を召喚した主、他の英霊キャラクター以外に存在を悟られることなくシーンに登場することができる。
ただし、霊体化した状態では行為判定をすることができず、使用できる特技も原則、副特技のみとなる。
▼契約
英霊キャラクターも他のＰＣと同じように契約を行なうことができる。多くの英霊は、契約を行なったキャラクターか
ら魔力供給を主な活動源にしている。召喚主がいる英霊は基本的に召喚主のサーヴァントになるが、英霊がマスターにな
ってもいいし、召喚主以外のキャラクターと契約をしてもいい。
▼英霊の称号
英霊は神から７種類（特例を含め、８種類）の称号を与えられ、分類されている。
英霊達は何の英霊であるか称号を得てから、新たな肉体を形成して現世に現れる。
本来であればその世界にいる筈のない例外の魂である英霊達は、神から称号を得た際に、自身の魂から成る魔力で適し
た器を形成する手段を手に入れる。
いわば神達は、英霊が現世に降りるための適正試験のようなものを行なっており、その試験に合格した英霊のみが現世
に現れているようなものである。
７種類の称号を持った英霊は、現世で「セイバーの英霊、○○である」と名乗るようになる。
また、７種類の称号を持つ英霊は自身の精神とウズマキを通すことで現世知識を自在に引き出すことができる。
太古の昔から召喚された英霊であっても、現代語を喋ることができるし、現代社会に適応できるだけの知識を持って現
れる。

ライフパス

えいれい

Ｌ ：英霊「セイバー」

ライフパス

えいれい

ライフパス

Ｌ ：英霊「アーチャー」

えいれい

Ｌ ：英霊「ランサー」

ライフパス

えいれい

Ｌ ：英霊「ルーラー」
キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「裁定者」や「中立な審判」の意味を
持ち、戦いを正すルーラーの称号を持つ英
霊であることを表わすライフパス特技。
このライフパス特技を取得したとき、こ
の特技とは別にもう１つ「追加ライフパス」
神の力（正五神、邪神八柱は問わない）を自
動取得する。

ライフパス

えいれい

Ｌ ：英霊「ライダー」

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「剣の戦士」として名を馳せたセイ

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「遠距離攻撃の戦士」として名を馳

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「槍の戦士」として名を馳せたラン

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「騎乗兵の戦士」として名を馳せた

バーの称号を持つ英霊であることを表わ

せたアーチャーの称号を持つ英霊である

サーの称号を持つ英霊であることを表わ

ライダーの称号を持つ英霊であることを表

すライフパス特技。

ことを表わすライフパス特技。

すライフパス特技。

わすライフパス特技。

この特技とは別に《＋１００直感》を自

この特技とは別に《＋５０単独行動》を

この特技とは別に《＋５０対魔力》を自

この特技とは別に《＋５０カリスマ》を

動取得する。このとき《＋１００直感》の

自動取得する。このとき《＋５０単独行動》

動取得する。このとき《＋５０対魔力》の

自動取得する。このとき《＋５０カリスマ》

効果を「タイミング：オート。対象：自身。

の効果を「タイミング：オート。対象：自

効果を「タイミング：オート。対象：自身。

の効果を「タイミング：オート。対象：自

《＋１００直感》
に相応しいロールを行な

身。《＋５０単独行動》に相応しいロール

《＋５０対魔力》に相応しいロールを行な

身。
《＋５０カリスマ》に相応しいロールを

うことで、ダイスロール＋１０。１シナリ

を行なうことで、ダイスロール＋５。１シ

うことで、ダイスロール＋５。１シナリオ

行なうことで、ダイスロール＋５。１シナ

オ１回まで使用可能」に変更すること。

ナリオに１回まで使用可能」に変更すること。

に１回まで使用可能」に変更すること。

リオに１回まで使用可能」に変更すること。

ライフパス

えいれい

ライフパス

えいれい

ライフパス

えいれい

えいれい

Ｌ ：英霊「バーサーカー」

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「魔法使い」として名を馳せたキャ

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「狂戦士」として強化がされて実体

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「暗殺者」として名を馳せたアサシ

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「復讐者」として名を馳せたアヴェ

スターの称号を持つ英霊であることを表

化したバーサーカーの称号を持つ英霊で

ンの称号を持つ英霊であることを表わす

ンジャーの称号を持つ英霊であることを表

わすライフパス特技。

あることを表わすライフパス特技。

ライフパス特技。

わすライフパス特技。

この特技とは別に《＋５０陣地作成》を

Ｌ ：英霊「アサシン」

ライフパス

Ｌ ：英霊「キャスター」

この特技とは別に《＋９９狂化》を自動

この特技とは別に《＋５０気配遮断》を

Ｌ ：英霊「アヴェンジャー」

このライフパス特技を取得したとき、こ

自動取得する。このとき
《＋５０陣地作成》

取得する。《＋９９狂化》の効果を通常効

自動取得する。このとき《＋５０気配遮断》

の特技とは別にもう１つ「一般特技」のエ

の効果を「タイミング：オート。対象：自

果に付属して「タイミング：オート。対象：

の効果を「タイミング：オート。対象：自

ネミーパワーを１つ自動取得する。

身。
《＋５０陣地作成》に相応しいロール

自身。《＋９９狂化》に相応しいロールを

身。
《＋５０気配遮断》に相応しいロールを

《死の宣告》
《精神粉砕》
《ダメージ》
《特

を行なうことで、ダイスロール＋５。１

行なうことで、ダイスロール＋９。１シナ

行なうことで、ダイスロール＋５。１シナ

技マスター》
《二回攻撃》
《連続攻撃》を取得

シナリオに１回まで使用可能」に変更すること。

リオに１回まで使用可能」に変更すること。

リオに１回まで使用可能」に変更すること。

の際は、ＧＭと相談と相談すること。

9-F

■ 追加ライフパス特技・３

正なる神「正五神」と、欺く神「邪神八柱」の能力一覧。

神の力を授かった者、超越的なアイテム「禁書（神の力を記す魔導書）」「アーティファクト（神の力を宿す魔道具）」の所有者が取得できる。

■神の力
神の力を得ることで、通常では
考えられないほど強力な能力を操
ることができる。
特殊な代償が課せられ、いかな
ることをしても定められた代償通
りに世 界が書 き替え られ てしま
う。また、ＧＭが代償に相応しいと
思ったいかなるペナルティも無視
できなくなる。
ただし、異端に抗う手段を持ち、
世界の強力なバックアップを受け
ているＰＣ同士には代償の影響力
は少なくて済む。
（例：
「代償：愛情
を得られない」→多くのＮＰＣか
ら何故か嫌われてしまう、など。た
だしＰＣからの愛情を得ることは
可能）

■正なる神の力
『ＡＷ』の世界ゼフィロスの生
命を正しい形に生み出し、導く五
柱の女神の力を得る。
正五神は欺く神が異端を送り出
すように世界に介入することを好
まない。そのため、加護を与えられ
る機会も稀だろう。

■欺く神の力
異端を生み出す八柱の邪神の力
を得る。取得の際、相応しい効果の
特技を１つ追加で得ること。
このライフパス特技の効果によ
って選択できる特技は、自身の取
得クラスでなくても、取得レベル
に達していなくても構わない。

■「神々の装具」
神の眷属のこと。
「正なる神」と
「欺く神」の手足となる超越的存
在の名称。
「〇〇の〇〇」という神
達が身に着けている装具として名
前が付けられており、装具として
の姿と会話がしやすい人型の姿の
どちらかで現界する。
例：龍の聖剣、空の魔剣、蠱毒色
の魔鏡、黒曜の羽衣、星の聖杯。
神自らが自分の能力の出力を落
として「神々の装具」になることで
直接世界に介入＝堕天することも
ある。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：「アズラエン」

ライフパス

Ｌ ：「エーデンアイデイン」

Ｌ ：「ティニイチールス」

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：誰も愛さない
効果：紫髪か金眼のどちらかを所有
していることが条件。豊穣と土の女
神の力を持つことを表わす特技。
取得している全ての特技の代償
を－４。ただし、代償は１未満には
ならない。

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：誰からも逃げられない
効果：金髪か銀眼のどちらかを所有
していることが条件。美しい緑と風
の女神の力を持つことを表わす特
技。
この特技を取得したとき、
【ＨＰ】
か【ＭＰ】いずれかを選択する。選
択した最大【ＨＰ】、もしくは最大
【ＭＰ】を＋［キャラクターレベル
×３］する。

キャラクターレベル：？？
タイミング：本文
代償：誰にも素顔を隠さない
効果：銀髪か橙眼のどちらかを所有
していることが条件。器用と雷の女
神の力を持つことを表わす特技。
戦闘移動、もしくは全力移動を行
なった直後に使用。同じエンゲージ
にいる任意の複数のキャラクターに
【移動力】点の実ダメージを与える
（【防御点】や特技による軽減不可）。

ライフパス

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：「ブリギットブリード」

Ｌ ：「ルージュイル」

Ｌ ：「ドーマサキエル」

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：誰の命も奪わない
効果：赤髪か紫眼のどちらかを所有
していることが条件。叡智と水の女
神の力を持つことを表わす特技。
４つ目、５つ目のクラスを取得で
きるようになる。この特技を取得し
たとき、取得前のクラスをレベルア
ップしても、取得後のクラスをレベ
ルアップしてもよい。

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：誰の頼みも拒まない
効果：橙髪か銀眼のどちらかを所有
していることが条件。性愛と炎の女
神の力を持つことを表わす特技。
この特技を取得したとき、クリテ
ィカル値を［１２］ではない任意の
数字に変更することができる。クリ
ティカル加減特技はこのライフパ
ス特技で決定した値を基準にして
効果を適用させること。

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：愛情を得られない
効果：銀髪か紫眼のどちらかを所有
していることが条件。時空、時間、
宇宙の力を操る『巨大な剣』の欺く
神の力を持つことを表わす特技。
ダイスを操作する特技を１つ選択
する。このライフパス特技を選択し
た特技の効果に書き換える。表記は
《ドーマ：〇〇》と記述すること。
例：
《悔改めよ》
《死線》
《霊異の鼓
動》《逆転運命》《世界創造》

ライフパス

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：「ツヴァイククウォター」

Ｌ ：「トゥルウスタリアルウス」

Ｌ ：「ユウメイイスタディオ」

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：信頼を得られない
効果：紫髪か緑眼のどちらかを所有
していることが条件。闘争、力、文
明開化を意味する『竜王』の欺く神
の力を持つことを表わす特技。
ダメージロールを操作する特技
を１つ選択する。このライフパス特
技を選択した特技の効果に書き換
える。表記は《ツヴァイク：〇〇》
と記述すること。
例：《這いよる混沌》《殺界》《爆
塵》《ＩＣ：アンラマンユ》

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：嘘がつけない
効果：緑髪か緑眼のどちらかを所有
していることが条件。治癒、安息、
死の安らぎを与える『夢魔』の欺く
神の力を持つことを表わす特技。
バッドステータスを操作する特
技を１つ選択する。このライフパス
特技を選択した特技の効果に書き
換える。表記は《トゥルウス：〇〇》
と記述すること。
例：
《パスアウト》
《堕い討ち》
《却
奪：心》《棘の報復》《腐敗の庭園》

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：正しい道に進めない
効果：橙髪か金眼のどちらかを所有
していることが条件。光、生命を操
る『不死鳥』の欺く神の力を持つこ
とを表わす特技。
実ダメージを操作する特技を１つ
選択する。このライフパス特技を選
択した特技の効果に書き換える。表
記は《ユウメイ：〇〇》と記述する
こと。
例：
《念動障壁》
《気迫の盾》
《霊魂
の鏡》《防圧警報》《大地の守護者》

ライフパス

ライフパス

ライフパス

Ｌ ：「ユウストタディアス」

Ｌ ：「ドースンマナンデイ」

Ｌ ：「タイマストトバール」

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：孤独である
効果：銀髪か赤眼どちらかを所有
していることが条件。闇、混沌、死
へと誘なう『死神』の欺く神の力を
持つことを表わす特技。
【ＨＰ】を操作する特技を１つ選
択する。このライフパス特技を選
択した特技の効果に書き換える。
表記は《ユウスト：〇〇》と記述す
ること。
例：
《肉体復元》
《自己再生》
《Ｅ
Ｐ：死の宣告》

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：束縛されていく
効果：金髪か緑眼のどちらかを所有
していることが条件。自然、知識、
知恵の欺く『合成獣』の神の力を持
つことを表わす特技。
達成値を操作する特技を１つ選
択する。このライフパス特技を選択
した特技の効果に書き換える。表記
は《ドースン：〇〇》と記述するこ
と。
例：《幻想式》《叱咤激励》《血の
媚薬》
《異端審問》
《Ａ：ミネルヴァ》

キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：痛みを背負う
効果：赤髪か赤眼のどちらかを所有
していることが条件。愛、希望、欲
望を司る『大蛇』の欺く神の力を持
つことを表わす特技。
【ＭＰ】を操作する特技を１つ選
択する。このライフパス特技を選択
した特技の効果に書き換える。表記
は《タイマスト：〇〇》と記述する
こと。
例：
《ドッペルゲンガー》
《魅了の
魔眼》《Ａ：イシュトリルトン》
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Ｌ ：「ジェリドカティ」
キャラクターレベル：？？
タイミング：常時
代償：大きくなれない
効果：緑髪か橙眼のどちらかを所有
していることが条件。公平、裁判、
虚無の力を宿す『塔』の欺く神の力
を持つことを表わす特技。
令呪を操作する特技を１つ選択す
る。このライフパス特技を選択した
特技の効果に書き換える。表記は《ジ
ェリド：〇〇》と記述すること。
例：
《抗いの定》
《偽神契約》
《令の
封殺》

令呪ルール
■令呪
通常の契約で得られる令呪は３つ。令呪による命令は基本的に令呪を１つ消費するため、１シナリオに３回までできることになる。
マスターが令呪を宣言して使用すること。マスターが戦闘不能状態の場合、令呪は使用できない。令呪は【ＨＰ】や【ＭＰ】、
【正気度】と同じでセッションが終了したと
き、最大値まで回復する。

●通常令呪効果 一覧
れ い じ ゅ

きょう せ い しょう か ん

れ い じ ゅ

きょう せ い た い じょう

れ い じ ゅ

きょう せ い め い れ い

令呪：強制召喚

令呪：強制退場

令呪：強制命令

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：令呪１つ
回数：なし
効果：シーンに登場していないサーヴァントを
マスターの至近エンゲージへ瞬間的に呼び出す
ことができる。
戦闘中で令呪によるシーン登場を行なった場
合、そのラウンドは全キャラクターの未行動、行
動済を問わず即座にクリンナッププロセスに移
行する。
（強大な戦力が明確な形で呼び出された
ことで、一端仕切り直しの形になる。ラウンドが
進行するかはＧＭが判断すること）。

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：令呪１つ
回数：なし
効果：既にシーンに登場しているサーヴァント
を、強制的に退場させることができる。
また、サーヴァントが回避判定に失敗した直後
に使用し、ダメージを受ける前（タイミング：ダ
メージロール直後）に戦闘から退場させる事がで
きる。この効果を使用するとき、他の特技などに
よる「戦闘から離脱できない」という効果を無視
する。

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：令呪１つ
回数：なし
効果：どんなに不可能な判定であってもサーヴァン
トの行為を成功へと導くことができる。
サーヴァントが行なうすべてのダイスロールに＋
２０する。行為判定達成値、命中達成値、回避達成値、
ダメージ量、回復量など、ダイスを扱ういかなるロー
ルにも使用することができる。

い っ た い け い や く

■一対契約ルール
『一対契約』は選択ルールである。このルールを採用するかはＧＭが決めること。（キャラクターレベル１０以上が推奨）
一対契約とは、マスターが誰のサーヴァントでもないままサーヴァントを得ている状態のことである。本来の契約ルールではマスターもまたサーヴァントになることがで
きるが、一人にのみ契約している状態の場合、通常の契約以上の力を発揮することができる。
一対契約状態で得られる令呪は５つ。令呪による命令は、基本的に令呪を１つ消費するので５回までできることになる。また、通常の契約令呪効果以外に、以下の追加令
呪を使用できるようになる。令呪を２つ消費する命令もあるので注意すること。
一対契約状態のマスターがサーヴァントになった時点で、一対契約で得られる追加令呪効果は使用できなくなる。

●追加令呪効果 一覧
れ い じ ゅ

きょう せ い え ん

ご

れ い じ ゅ

きょう せ い しゅう ふ く

れ い じ ゅ

きょう せ い て ん

い

令呪：強制援護

令呪：強制修復

令呪：強制転移

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：令呪１つ
回数：なし
効果：サーヴァントにマスターの行為判定の援
護をさせることができる。
マスターが行なうすべてのダイスロールに＋
２０する。行為判定達成値、命中達成値、回避達
成値、ダメージ量、回復量など、ダイスを扱うい
かなるロールにも使用することができる。

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：令呪２つ
回数：なし
効果：サーヴァントを癒すことができる。
サーヴァントの【ＨＰ】と【ＭＰ】を全回復す
る。

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：令呪２つ
回数：なし
効果：マスターの指定した場所にサーヴァントを転
移させることができる。
サーヴァントを、マスターが命じた任意の場所に
移動させる。この移動で対象はエンゲージから離脱
することもでき、封鎖の影響も受けない。ただし、マ
スターが知らない場所には転移させることができな
い。

偶数

■令呪の刻印
マスターになるキャラクターとサーヴァント
になるキャラクターが契約に同意した時点で、
マスターとサーヴァントの体の一部に令呪刻印
が浮かび上がり、契約完了となる。
契約の際に浮かび上がる刻印が体のどこにあ
るか、右の表で決めてもよい。
２Ｄ６を振り、片方を偶数か奇数かを決め、も
う片方に１Ｄ６の値を当てはめて決定する。

奇数

１

片目

１

舌

２

背中

２

腹部

３

左腕・左手甲・左掌

３

右腕・右手甲・右掌

４

左胸

４

右胸

５

左脚・左太股

５

右脚・右太股

６

喉・うなじ

６

額・後頭部
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異端堕ちルール
■異端堕ち状態
『異端堕ちルール』は選択ルールである。このルールを採用するかはＧＭが決めること。詳しい異端堕ちの設定については、P.69 参照。
異端堕ちとは、身も心も異端と同質の存在に変貌することである。異端堕ち状態になったキャラクターは一時的に強力な力を使えるようになるが、負の感情に満たされ理
性を制御しきれなかった場合、異端となり、元の生活に戻れることはない。異端となった者は、異端の本能に従って暴走し、殺戮や破壊活動を行なう。
また、戦闘中に強力な力を一時的に手に入れることができる。
戦闘中に得られる強力な力のことを『異端堕ち状態』と呼ぶ。『異端堕ち状態』の処理が終わったら、指定された【正気度】を減少させること。
異端堕ちは、１シーンに３回まで使用可能。【正気度】１のときは１Ｄ６減少異端堕ちを、【正気度】２のときは２Ｄ６減少異端堕ちを使用することはできない。

●異端堕ち状態 一覧
い

た ん

お

そ

せ い

い

た ん

お

だ い しょう か い ほ う

い

た ん

お

み

こ う ど う

か

異端堕ち：蘇生

異端堕ち：代償解放

異端堕ち：未行動化

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体（自身を除く）
射程：シーン
代償：【正気度】２Ｄ６
回数：なし
効果：献身的な行動で対象の活力を回復させる
異端堕ち状態。戦闘不能状態でも使用可能。
対象を死亡から戦闘不能状態に、戦闘不能状
態から【ＨＰ】を対象の【体力基本値】まで、
【Ｍ
Ｐ】を【意志基本値】まで回復する（バステも全
快する）。
【ＭＰ】が【意志基本値】以上だった場
合、高い値を優先する。また、蘇生した対象は未
行動になる（ラウンド末に行動）。対象の蘇生を
終えたら【正気度】を２Ｄ６点減少させること。

キャラクターレベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】２Ｄ６
回数：なし
効果：類いまれなる身体能力を発揮して、周囲を
圧倒する異端堕ち状態。
そのラウンド間、全代償を０にする。ラウンド
終了後に【正気度】を２Ｄ６点減少させること。

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】２Ｄ６
回数：なし
効果：肉体の限界を引き上げ、即座に行動に移ること
ができる異端堕ち状態。
行動済から未行動状態になる。異端堕ちによって
未行動になったキャラクターは、【行動値】に関係な
く、即座にメインプロセスを得ることができる。メイ
ンプロセス終了後に【正気度】を２Ｄ６点減少させる
こと。

い

た ん

お

ち

げ ん しょう

い

た ん

お

し ゃ て い か く だ い

い

た ん

お

じょうしょう

異端堕ち：クリティカル値減少

異端堕ち：射程拡大

異端堕ち：ダメージ上昇

キャラクターレベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】１Ｄ６
回数：なし
効果：精神エネルギーを溜め込んで、一気に爆発
させる異端堕ち状態。
行為判定のクリティカル値－５。判定終了後
に【正気度】を１Ｄ６点減少させること。

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】１Ｄ６
回数：なし
効果：戦闘に必要な感覚を増幅させる異端堕ち状
態。
そのメインプロセスの間、使用者の全特技が
［対象：シーン（選択）］［射程：視界］になる。
メインプロセス終了後に【正気度】を１Ｄ６点減
少させること。

キャラクターレベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：【正気度】１Ｄ６
回数：なし
効果：瞬間的にいくつもの力を発揮させ、一撃必殺を
繰り出す異端堕ち状態。
ダメージロール＋５Ｄ６。メインプロセス終了後
に【正気度】を１Ｄ６点減少させること。

■狂化と、『一時的狂化』『永続狂化』
『狂化』とは、すべての【能力基本値】と【攻撃力】が＋９９され、ダメージを与える行動しかできなくなる状態である。命中対象を選択できなくなり、ＰＣ、ＮＰＣ、
エキストラ、オブジェクト全てをランダムに決定しなければならない。
『一時的狂化』は、【正気度】判定に失敗する、または《＋９９狂化》を持つＰＣが狂化を宣言することで『狂化』状態になること。
『永続狂化』は、
【正気度】が０になって『狂化』状態から二度と脱せなくなる状況である。
『永続狂化』は実質キャラクターロストではあるが、シーンに相応しい演出で
あればＧＭ裁量で『一時的狂化』にしてもよい。その場合、【正気度】は１まで回復する。
また、シナリオ内で減少した【正気度】は【ＨＰ】や【ＭＰ】と同じ戦闘値であり、シナリオ終了後に全回復する。
●『一時的狂化』の停止
『一時的狂化』状態になったキャラクターの行動を停止するには、マスターが「タイミング：オート」で【意志】判定難易度１５に成功すれば、一時的に行動を止めて行
動済みにすることができる。この狂化を止める行動は、特別に命中判定直後やダメージロール直後でも割り込みで制止させることができるものとする。
●『一時的狂化』の解除
（１）マスターが「タイミング：メジャー」で、【意志】判定難易度１５に成功する。
（２）マスターが「タイミング：オート」で、令呪を１つ使用し「狂化解除の命令」を下す。
（３）狂化しているキャラクターが「タイミング：クリンナップ」で、【意志】判定難易度２０の『解除判定』に成功する。ＧＭ判断で難易度を加減してもよい。
※副特技《＋９９狂化》を取得しているキャラクターは、常に『解除判定』の達成値に＋５してもよい。
【正気度】が０になり『永続狂化』してしまった場合、完全に異端堕ちしまう。ＰＣとして復帰はできなくなる。
（１）人間であれば、人間として生きていくことができなくなる。 （２）人間と共に生きていたのであれば、共存は不可能になる。
（３）姿形が化け物のように禍々しく変貌する。 （４）狂化状態に陥る。この狂化状態は、契約したマスターがいても解除判定や令呪による特別解除が不可能となる。
以上のような社会的ペナルティが発生するように、世界が書き変わっていく。
【正気度】が０になったキャラクターを救うことは、奇跡が起きない限りありえないとされている。
また、既に異端や異端犯罪者として出てくるＮＰＣは原則【正気度】が０であり、１シナリオに１回まで、好きな『異端堕ち状態』を１つ発現することができる。
9-I

魔術師
■能力基本値
体力：３

理知：５

反射：２

意志：６

知覚：４

幸運：４

Class 01
●魔術師 / クラス修正

●魔術師 / 副特技
ま どう ぐ

魔道具

１ページ目
ま ほう

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔術用の道具を表わす特技。
「魔術師」の【スキルウェポン】
の命中クリティカル値を常時－１。
クラスレベル５以上で《魔道具２》とし
て重複取得：更に効果を－１。
クラスレベル１０以上で《魔道具３》と
して重複取得：更に効果を－１。
クラスレベル２０以上で《魔道具４》と
して重複取得：更に効果を－１。

魔法のローブ

えっきょう

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔法の道着を装着する特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２点。
クラスレベル３以上で《魔法のローブ
２》として重複取得：更に効果を各＋
２点。
クラスレベル５以上で《魔法のローブ
３》として重複取得：更に効果を各＋
［クラスレベル］点。
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し ょ

か え ん じゅつ し き

越境の書

火炎 術 式

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：なし
射程：なし
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：新たな世界の相手に届く魔法
の記録を記す特技。
「次のイベント」「次のループ」
「違う世界」などに仕掛けを作るこ
とができる。（例えば「次ループの
対象へ、自動再生されるメッセージ
を送る」「前ループに書いた日記を
残しておく」など）使用の際はＧＭ
と相談すること。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：炎を発生させて、物体１つを
溶かしつくすことができる特技。
自身の肉体以下の大きさの物体
ならば、凄まじい高熱の炎で燃え尽
きさせることができる。炎で細かい
細工を行うなど、判定が必要なとき
は【意志】を用いること。
また、常時【攻撃力】＋１。

●魔術師 / 副特技
かぎ

ば んに ん

２ページ目
かりそめ

体力：３
そうぞうしゅ

けんじゃ

反射：２

知覚：４

の うず い

理知：５
げんわく

意志：６

幸運：４

ころも

鍵の番人

仮初の創造主

賢者の脳髄

幻惑の 衣

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：１０ｍ
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：魔力によって扉や窓などの
鍵を１つ開ける、もしくは鍵を開
かなくすることができる特技。
この特技による扉を開くために
は、
《鍵の番人》を使用して【意志】
で［難易度：１０］の判定に成功す
るか、
【体力】で［難易度：１０＋
使用者のクラスレベル］の判定に
成功しなければならない。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：なし
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果： ヤカンなど日用品を１度に
［クラスレベル］個、物質化する特
技。
この効果で物質化したものは数
分後（シーン終了時）に消滅する。
物質化するものに関しては、ＧＭと
相談し、演出を補助する程度に留め
ること。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：目にしたものを、その細部に
至るまで詳細に漏らすことなく記
憶できる特技。また、それを正確に
思い出すことができる。
たとえ何年も前にちらりと見た
程度の本であっても思い出すこと
ができる。判定が必要なときは【理
知】を用いること。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：魔術で知覚されない特技。
隠密状態（ダメージ＋［クラスレ
ベル×２］）となる。ダメージロール
など能動的行動終了後に隠密状態は
解除される。見破ろうとする場合は、
命中判定前に、使用者の【幸運】と
見破る側の【反射】で対決する。見
破られた場合、特技は無効になり通
常の隠密状態ではない攻撃となる。

し ん し ん ち かん

しき

せ んまいがわ

だ らく

おし

心身置換

すりぬけの式

千枚皮

堕落の訓え

レベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：１シナリオに３回まで
効果：命を削って魔術を行使する
特技。
特技使用直前に使用。
【ＭＰ】の
代償を支払うとき、使用者の【Ｈ
Ｐ】を代償として使用できる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔術で体を透明化させ、壁を
すりぬける特技。
５０センチ以下の壁をすりぬけ
ることができる。魔術や異能力がか
かった建物や結界が張られた空間
では使用できない。判定が必要なと
きは【意志】を用いること。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：人物に変身する特技。
見破ろうとする場合は、使用者の
【反射】と見破る側の【知覚】で対
決する。どの程度の変装が可能かは
クラスレベルによる。
３レベルまで：容貌服装を似せる
６レベルまで：半分～倍程度の体格に
変身できる
７レベル以上：二足歩行なら何でも

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：性的行為の熟練度を表わす特
技。
他者を誘惑するとき、性的行為や、
特殊嗜好に対する知識などの判定の
達成値に＋４。
また、
『供給』時の回復量を＋１Ｄ
６。『供給』相手もこの効果を得る。
判定が必要なときはＧＭ判断で適切
な能力値で判定すること。

は どう

こえ

ひ こう

ふだ

ぼ う え ん きょう

ほん

波動の声

飛行の札

望淵 鏡

本のクチ

レベル：１
タイミング：オート
判定：【意志】
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：失われた物品などの行方を
知るための魔法を操る特技。
【意志】判定に成功した場合、存
在する方角と大まかな距離を知る
ことができる。
難易度・低：１０
難易度・中：１４
難易度・高：判定不能

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：契りを交わした己の半身に飛
行の魔術を行使する特技。
『契約』状態であるキャラクター
を、シーンの間、飛行状態（空中で
の移動が可能になり、エンゲージの
妨害が発生しない状態）にさせ、
【行
動値】＋４。使用者が「タイミング：
オート」で飛行状態を解除可能。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：【幸運】
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効 果 ：魔法で離れた場所を覗く特
技。
ＧＭが設定した難易度の【幸運】
判定に成功した場合、登場してない
シーンでも、そのシーンを知覚でき
る。シーンを覗く視点は自由に移動
してよいが、箱や引き出しの中など
閉ざされた空間を見ることはでき
ない。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔法で文字のある書物に自我
を持たせ、記載されている文字を使
用者の命令に従って音声で読み上げ
させることができる特技。命令次第
で、特定の事柄だけを言わせること
もできる。判定が必要なときは【意
志】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

ま

か ん ち

ま

けっかい

い しょく

ぎ

魔の感知

魔の結界

移 殖 の儀

スペアハート

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：空気中に漂う魔力を察知す
ることができる特技。
魔力の有無や強さを感知する判
定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：魔力の結界を張り、無関係な
人間を遠ざけたり、魔法の痕跡を隠
したりすることができる特技。
使用者は結界内の人物を任意に
選択し、結界の外に退場させる。シ
ーン退場にはならない。結界外への
退場に抵抗する、または結界内への
侵入を試みるキャラクターは、使用
者と【意志】での対抗判定をする。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：術者の記憶や感情を、契りを
交わした半身に譲り渡す特技。
『契約』状態であるキャラクタ
ー、もしくは使用者が《ホムンクル
ス生成》で作成したキャラクター
に、自身が持っている特定の記憶、
感情、イベントキーを、まるで自分
が得たもののように分け与える。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：なし
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《ホムンクルス生成》を取得し
ていることが条件。自身のスペアと
してホムンクルスをを使う特技。
死亡した際、《ホムンクルス生成》
で作成したＰＣを、通常の（ダイス
ロール－４のペナルティが無い状態
の）ＰＣとして使用することができ
る。レベル（経験点）の調整はＧＭ
と応相談すること。
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●魔術師 / 主特技
ま

１ページ目

ど う し ょ

体力：３
ま

魔導書

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：魔導書に書かれた呪文を唱え、魔術で攻撃
する。
対象１体に、
［１Ｄ６＋【意志】］点の霊力ダメ
ージを与える。

ほ う け ん

知覚：４

理知：５

意志：６

幸運：４

れ い そ う

魔法剣

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：本文
効果：魔術によって作られた武器で攻撃する。
対象１体に、
［１Ｄ６＋【理知】］点の物理ダメ
ージを与える。このスキルウェポンは【霊力命中
値】を用いて命中判定を行なうが、物理ダメージ
を与えることができる。この特技には《属性スイ
ッチ》を使用できない。
また、１シナリオに３回まで、命中判定直前に
１Ｄ６ＭＰ消費することで【物理防御点】無視ダ
メージに変更することができる。

げ ん そ う し き

反射：２

あ し か せ

礼装

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：範囲（選択）
射程：１０ｍ
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：強大な魔術が込められた特殊なアイテムを使
用し攻撃する。
範囲（選択）の対象に、［１Ｄ６＋クラスレベル］
点の霊力ダメージを与える。

て ん く う

は ね

幻想式

タナトスの足枷

天空の羽

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最
大１０回）
効果：魔術の波動でサポートを行わせ、的確な助
力を行う特技。
その判定の達成値＋４。一度の判定に重複し
て使用することできない。
《幻想式》で達成値を上昇させた判定を振り
直した場合、《幻想式》の効果は消滅する。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：自らの繰り出す攻撃に、魔法で更なる強化
を与える特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。対象に
１点でもＨＰダメージを与えた場合、『転倒（移
動不可となり更に全行為判定－１Ｄ６。マイナー
消費で回復）』を与える。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：魔術を使って空を飛ぶ特技。飛び方は浮遊す
る、翼を生やす、ホウキにまたがって飛ぶなど、自由
に設定すること。
［クラスレベル］ラウンドの間、飛行状態（空中で
の移動が可能になり、エンゲージの妨害が発生しな
い状態）になり、【行動値】に＋５。

かんむり

え だ

ま

ちょう

じ

ニュクスの冠

ヒュプノスの枝

魔の寵児

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：自らの繰り出す攻撃に、魔法で更なる強化
を与える特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。対象に
１点でもＨＰダメージを与えた場合、
『放心（意
識が朦朧となり全行為判定－１Ｄ６。クリンナ
ップに自動回復）』を与える。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：本文
対象：範囲（選択）
射程：１５ｍ
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：対象の意識をぼやかせる特技。対象は催眠
状態になり、能動的行動ができないようになる。
対象の次の判定ダイスを－１Ｄ６（最低値１Ｄ
６）。１Ｄ６を振って１の場合、ファンブルとな
る。対象は一度でも判定を行なった場合、このペ
ナルティは解除される。対象がエキストラであっ
た場合、完全に眠り込んでしまう。抵抗する場合、
使用者と【意志】での対抗判定（使用者は＋２の
ボーナス付き）を行なう。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔力を溜めやすい体質であることを表わす特
技。
自身の【ＭＰ】の回復量に、常に＋３。

こ く い ん ぞうき ょう

ほ う そ く か く だ い

紅蓮の指

ぐ

れ ん

ゆ び

刻印増強

法則拡大

レベル：３
タイミング：クリンナップ
判定：本文
対象：単体※
射程：視界
代償：１０ＭＰ
回数：なし
効果：魔法で操り強制的に行動を取らせる特技。
任意の特技１つを、タイミングを無視して即
座に使用させる。射程や代償など条件が合わな
い特技は効果が発動しない。対象が望まない場
合には、使用者と【意志】での対抗判定（使用者
は－３のペナルティ付き）を行なう。
戦闘中であれば「タイミング：メジャー」の特
技１つを使わせる（メインプロセスではない）。
スキルウェポンと同時使用攻撃をさせても良い。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔術の鍛錬を行なっている事を表わす特
技。
《魔導書》、
《魔法剣》、
《礼装》を使用する【霊
力命中値】に＋３、ダメージ＋３。

レベル：３
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：強大な魔法を拡散し、広範囲に効果を与える特
技。
そのラウンドの間、使用者の命中対象を［対象：範
囲（選択）］に変更する。
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●魔術師 / 主特技
く る

ど

２ページ目

け い

魔術師まめちしき：魔術師には必ず誰かしら「先生／師匠」と呼べる人物がいる。
し

き

し ゃ

くさり

せ い せ い

狂い時計

指揮者の鎖

ホムンクルス生成

レベル：５
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：２０ＭＰ
回数：なし
効果：魔法で物品１つの時間を早め、劣化させる
特技。
対象に命中した場合、そのシーンの間、対象の
【スキルウェポン】１つを破壊し，使用不可にす
る。対象が複数【スキルウェポン】を取得してい
る場合は、この特技の使用者が任意に破壊する
【スキルウェポン】を選択する。

レベル：５
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：５０ｍ
代償：１５ＭＰ
回数：なし
効果：魔法の鎖で敵を縛り上げ、動きを鈍くする
特技。
対象に命中した場合、そのシーンの間、対象の
【行動値】を１にする。これによって【移動力】
も変化する。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：使用者は２人目の、自我を持つＰＣを作成し操
作できることを表わす特技。ＰＣを同時に２体分操
作することができる。
ホムンクルスとして作成したＰＣは全ダイス目
（判定、達成値など）を最終的に－４しなければな
らない（最低値１）。また、６ゾロが出てもクリティ
カルが発生せず、最終的な達成値は－４をして算出
すること。作成したＰＣは通常のＰＣのようにレベ
ルアップすることができ、契約することも可能。

あ ん こ く

う ず

こ う そ く え い しょう

こ く い ん ぞうき ょう

暗黒の渦

高速詠唱

刻印増強２

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２０ＭＰ
回数：なし
効果：魔法エネルギーを暗黒の力に変換する特
技。
そのラウンドの間、ダメージ＋［９Ｄ６＋クラ
スレベル］。
また、スキルウェポンを組み合わせず、「タイ
ミング：メジャー／判定：
【霊力命中値】／対象：
単体／射程：５０ｍ／代償：２０ＭＰ」で対象に
［９Ｄ６＋クラスレベル］点の霊力ダメージを与
えることができる。

レベル：７
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：６ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：魔術を行使するための詠唱を高速で行な
い、突発的な大打撃を与える特技。
そのラウンドの間、
【行動値】＋１０。さらに、
使用者の命中対象を［対象：シーン（選択）］に変
更する。ただし、メジャーアクションではダメー
ジを与える特技しか使用できない。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《刻印増強》を取得していることが条件。
更なる魔術の鍛錬を行なっていることを表わす特
技。
《刻印増強》の効果を「＋３」から「＋５」に変
更する。
つまり、効果が【霊力命中値】＋５、ダメージ＋
５になる。

こ く い ん ぞうき ょう

は

こ ん と ん

れ い

ふ う さ つ

刻印増強３

這いよる混沌

令の封殺

レベル：１０
タイミング：常時
判定：なし
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《刻印増強２》を取得していることが条件。
更なる魔術の鍛錬を行なっていることを表わす
特技。
《刻印増強２》の効果を「＋５」から「＋８」
に変更する。
つまり、効果が【霊力命中値】＋８、ダメージ
＋８になる。

レベル：１０
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２４ＭＰ
回数：なし
効果：《暗黒の渦》を取得していることが条件。
そのラウンドの間、ダメージ＋［９Ｄ６＋クラ
スレベル×２］。１点でも与えたら『転倒（移動不
可、全行為判定－１Ｄ６。マイナー消費で回復）』。
また、スキルウェポンを組み合わせず、「タイ
ミング：メジャー／判定：
【霊力命中値】／対象：
単体／射程：５０ｍ／代償：２４ＭＰ」で対象に
［９Ｄ６＋クラスレベル×２］点の霊力ダメージ
＋『転倒』」を与えることができる。

レベル：１０
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：２７ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：令呪強制力を解除する魔法を操る特技。
対象が令呪を使用したときに使用。令呪の効果を
１つ打ち消す。効果を打ち消された令呪は、令呪の
使用回数に含まれるものとする。

こ く い ん ぞうき ょう

し

こ う

く

ぐ

つ

じょうきゅう

ま

じゅつ

刻印増強４

至高の傀儡

上級魔術

レベル：１２
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《刻印増強３》と《上級魔術》を取得してい
ることが条件。更なる魔術の鍛錬を行なっている
ことを表わす特技。
《刻印増強３》の効果に＋［キャラクターレベ
ル÷５（切捨）］。
つまり、効果が＋［８＋（キャラクターレベル
÷５）］になる。

レベル：本文
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《ホムンクルス生成》と《スペアハート》と
《移殖の儀》を取得し、キャラクターレベル５以
上の《ホムンクルス生成》で作ったＰＣがいるこ
とが条件。
ホムンクルスとして作成したＰＣのダイスペ
ナルティ－４を、「－２」に変更する（最低値は
１。クリティカルも発生しない）。
また、使用者が《上級魔術》を取得している場
合、ダイスペナルティが「－１」に変更される。

レベル：本文
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。身体が魔
術師としての優れた資質を持ち、磨かれていること
を表わす特技。
最大【ＭＰ】を＋［クラスレベル］点し、さらに
【霊力命中値】を扱うダメージに＋２。
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感応力師
■能力基本値
体力：３

理知：５

反射：４

意志：５

知覚：３

幸運：４

Class 02
●感応力師 / クラス修正

●感応力師 / 副特技
かくせい ぐ

覚醒具

１ページ目
そら

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：道具の装備を表わす特技。
《瞬足》、
《肉体復元》、
《念動障壁》
の効果に各＋１。
クラスレベル５以上で《覚醒具２》とし
て重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《覚醒具３》と
して重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《覚醒具４》と
して重複取得：更に効果を＋１。

こころ

空と 心 のリング

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：神秘のリング（指輪、腕輪な
ど）を装着する特技。常時【物理防
御点】と【霊力防御点】に各＋３。
クラスレベル３以上で《空と心のリング
２》として重複取得：更に効果を各＋
２点。
クラスレベル５以上で《空と心のリング
３》として重複取得：更に効果を各＋
［クラスレベル］点。
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かえ

な

アンドショック

還り名

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：２Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：体の一部を硬直させる特技。
特定部位を束縛する。対象に１点
でもＨＰダメージを与えた場合、１
Ｄ６を振り、１・２なら腕を束縛し
【スキルウェポン】使用不可（マイ
ナー消費で回復）、３・４なら脚を
束縛し『転倒』、５なら目を傷め『麻
痺』、６なら口が動かなくなり『重
圧』のバッドステータスを与える。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：能力者以外の人間を自然と立
ち寄らなくなる結界を作る特技。
結界を作成する際にクラスを１
つ選択。結界内に指定したクラスの
キャラクターがいる場合、その対象
はクリンナッププロセスに１Ｄ６
÷２（切捨）の【防御点】無視ダメ
ージ（軽減不可）を受ける。１Ｄ６
は対象がダイスを振ること。

●感応力師 / 副特技
か

こ

し

２ページ目
さいおう

体力：３

き おく

反射：４

知覚：３

理知：５

意志：５

幸運：４

過去視

最奥の記憶

サイコメトリー

シンパシー

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：知らない過去を見ることがで
きる特技。
物品１つが対象。対象の元の置き
場所や、元の持ち主に関する情報を
得る。血や体液、涙などからでもそ
の主の情報を読み取ることができ
る。判定が必要なときは【意志】を
用いること。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベ
ル］回まで（最大１０回）
効果：忘れてしまった記憶や記録・
情報を引き出させる特技。
対象が物事や記録、過去のニュ
ースなど情報メディアを検索、ま
た は 思い 出 す 判 定 の達 成値 に ＋
４。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：肌を合わせ接触した人物の感
情を奪い、自分が引き受ける特技。
感情の昂ぶり、悲しみ、憎悪など
を客観的に理解できる。引き抜かれ
た相手は一時的に鎮静化する。それ
までに触れ合ったことのない対象
には通用しない。抵抗する場合、使
用者の【意志】と抵抗する側の【反
射】で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：対象の心を読む特技。
「イエス／ノー」で答えられる質
問を１つ行い、その答えを読み取る
ことができる。対象は声に出すわけ
ではなく、答えたことには気付かな
い。抵抗する場合、使用者の【意志】
と抵抗する側の【知覚】で対決する。
また、常時【行動値】＋１。

ちょうえつ か ん か く

てのひら

こころ

きみ

セルロイドの 心

センスチェック

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：感情を捨て、人形の様に振舞
わせる特技。
そのシーンの間、対象の全行為判
定２Ｄ６の結果を「７」として扱う。
使用者が「タイミング：オート」で
代償を消費すれば通常の判定に戻
る。対象が効果を望まない場合、使
用者と【意志】での対抗判定をする
こと。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：物体の念を読み取り、本来の
力以外のものを感知する特技。
対象に魔力がこめられていない
か、異端の力がないかを判別でき
る。対象に何らかの特技効果が発
動している場合、その特技名称も
知ることもできる。判定が必要な
ときは【意志】を用いること。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：本文
代償：なし
回数：なし
効果：物体の気配、オーラを察知す
る力があることを表わす特技。
物品や人物を探し出す判定の達
成値に＋３。一度でも使用者自身が
接触したことがあるものでなけれ
ば効果は適用されない。探索の範囲
は、判定を行う場所から半径［クラ
スレベル］キロメートル以内。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：なし
効果：一般人を能力者に覚醒させた
り、能力者を更なる力に目覚めさせ
る影響力を持つことを表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】にそれぞれ＋１。
また、同エンゲージ内にいるキャ
ラクター（範囲選択）の【防御点】
にそれぞれ＋１。

ターニングセット

テレキネシス

パスアウト

バベルの唄い手

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：契約した対象の存在をどんな
ところでも感じ、近付くことができ
る特技。
『契約』したパートナーのいるシ
ーンに無条件で登場できる、もしく
は、ボーナス付きで登場することが
できる。ＧＭ判断で却下可能。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：念動力で物体を動かす特技。
［クラスレベル］キログラムま
での重量の物を、手を使わずに動
かすことができる。
また、
《テレキネシス》を使用で
きるシーンでの【体力】と【反射】
判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：《アンドショック》を取得して
いることが条件。偽の感情を放出し
対象に纏わせ、頭を揺さぶられたよ
うな激しい衝撃を与える特技。
対象に１点でもＨＰダメージを
与えた場合、任意のバッドステータ
スを与える。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：あらゆる言語を使いこなすこ
とを表わす特技。
世界中の人間や、動物とさえ会話
や意思疎通をはかることができる。
判定が必要なときは【理知】を用い
ること。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

ゆめ

どうちょう ろ く

きずな

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：記憶を受け渡す特技。
自身の持っている記憶やイベン
トキー１つを、まるで実際に見たか
のようなビジョンとして瞬時に対
象に与える。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：契約した対象から心身ともに
巧みなサポートを受けることを表
わす特技。
同じシーンに『契約』状態である
キャラクターがいる場合、自身の
【反射】
【意志】
【幸運】判定のクリ
ティカル値が－２される。

ゆ え つ

なみ

超越感覚

ていおう

愉悦の波

夢の帝王

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：触れるだけで恍惚とする快楽
の念を放出することができる特技。
［クラスレベル］人までの対象の
意識を強制的に操り、快楽に溺れさ
せたり気絶させたりできる。判定が
必要なときは【意志】を用いること。
また、常時『供給』時の回復量に
＋１Ｄ６。『供給』相手も効果を得
る。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：睡眠中の人物の意識に潜り
込み記憶や思考を読み取る特技。
眠っている人物に使用者が望む
夢を見せることもできる。判定が
必要なときは【意志】を用いるこ
と。抵抗する場合、使用者と抵抗す
る側の【意志】で対決する。
また、常時【攻撃力】＋１。

同調録
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掌 の君

うた

て

ほし

絆 の星

●感応力師 / 主特技
し

ね ん

１ページ目

やいば

思念の刃

ち

反射：２

に く た い きょう め い

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：範囲（選択）
射程：４０ｍ
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：波動を刃の形に変え、自在に投げ飛ばし攻撃
する。
範囲（選択）の対象に、
［１Ｄ６］点の物理ダメ
ージを与える。

く う か ん

体力：３

し き

知覚：４

か ぜ

肉体共鳴

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：接触した箇所を通じ、内部から相手を破
壊する。
対象１体に、［３Ｄ６－【体力】］点の霊力ダ
メージを与える。

ま

理知：５

意志：６

幸運：４

つばさ

風舞う翼
レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：傷ついた多くの者達を救うことを表わす特技。
そのメインプロセス中に行う［対象：単体］の【Ｈ
Ｐ】を回復する特技（《肉体復元》など）を、
［対象：
範囲（選択）］に変更する。

しゅん そ く

に く た い ふ く げ ん

空間知識

瞬足

肉体復元

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：周囲の環境を理解し、有利な状況を生み出す
ことができる特技。
そのラウンドの間、使用者の持つ［対象：単体］
の特技を味方に使用する場合、
［対象：視界内の味
方全員］として扱うことができるようになる。敵
対する相手には通用しない。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：対象の時間の進み方を超越させ、素早く
動くことを可能とさせる特技。
そのラウンドの間、対象の【行動値】に＋［２
Ｄ６］点。
【行動値】が増加することにより、
【移
動力】も増加することに注意すること。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：傷ついた肉体を癒すことを表わす特技。
対象の【ＨＰ】を［２Ｄ６＋クラスレベル×３］点
回復する。

ね ん ど う しょう へ き

ね ん ど う しょう へ き

ふ

へ ん

ふ

ど う

念動障壁

念動障壁２

不変不動

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：念の障壁を張り、ダメージを軽減することを
表わす特技。
実ダメージを［１Ｄ６＋クラスレベル］点軽減
する。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《念動障壁》を取得していることが条件。
自らの力を強化できることを表わす特技。
《念動障壁》の効果を「［１Ｄ６＋クラスレベ
ル］点軽減」から、「［１Ｄ６＋クラスレベル×
２］点軽減」に変更する。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：余分なオーラを排除し、そのものだけの力を残
すことができる特技。
対象にかけられた特技の効果（バッドステータス
や、ダメージプラス、防御点プラスなどの特技効果）
どれか１つを解除する。どの効果を解除できるかは
使用者が選択できる。対象が抵抗する場合、使用者の
【意志】と対象の【幸運】と対決すること。

い っ し ん ど う た い

が い あ く

し き

しょう ど う

一心同体

害悪の式

衝動のまなこ

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最大
１０回）
効果：他者の支援をする能力があることを表わす
特技。
『供給』を行ったことがあるキャラクターが行
う判定に、自身の判定を採用できる。対象１体が
判定を行なったとき、使用者も判定を行ない、ど
ちらか片方の結果を採用する。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：対象が被っている悪影響を操作し、無害
なものへと変えたり、逆に更なる苦境に陥れた
りする特技。
対象が受けているバッドステータス１つを、
解除するか、別のバッドステータス１つに変更
する。対象が抵抗する場合、使用者の【意志】
と対象の【幸運】と対決すること。

レベル：３
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：相手の闘志を奮い立たせ、生命力を上昇させる
特技。
対象の【ＨＰ】を［１Ｄ６＋【意志】］点回復する。
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●感応力師 / 主特技

２ページ目

に く た い ふ く げ ん

感応力師まめちしき：感応力師は一般人に力を授け、能力者を覚醒させてしまう力を持っている。
ね ん ど う しょう へ き

は じ

ね つ

肉体復元２

念動障壁３

創まりの熱

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《肉体復元》を取得していることが条件。
負傷を素早く治療する特技。
《肉体復元》の効果に＋２Ｄ６する。
つまり、《肉体復元》の効果が「対象の【ＨＰ】
を［４Ｄ６＋クラスレベル×３］点回復」になる。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《念動障壁２》を取得していることが条件。
更に自らの力を強化できることを表わす特技。
《念動障壁２》の効果を「［１Ｄ６＋クラスレ
ベル×２］点軽減」から、
「［２Ｄ６＋クラスレベ
ル×２］点軽減」に変更する。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：他者を癒やす技術に長けていることを表わす
特技。
戦闘不能状態の対象１体の【ＨＰ】を１まで回復
する。ただし、対象は行動済になる。

け つ ご う そ う せ い

に く た い ふ く げ ん

ふ

め つ

せ い え ん

結合双生

肉体復元３

不滅の声援

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：本文
回数：１シナリオに対象１人につき３回まで
効果：対象と自身の感覚をリンクさせる特技。
『供給』を行ったことがあるキャラクターが【Ｈ
Ｐ】を増減させた直後に使用。対象が受ける予定
の実ダメージを、距離やエンゲージなどに関係な
く使用者が代わりに受けることができる。また、
対象が受ける回復を、使用者が代わりに受けて回
復させることもできる。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《肉体復元２》を取得していることが条件。
負傷を素早く治療する特技。
《肉体復元２》の効果に＋２Ｄ６する。
つまり、
《肉体復元》の効果が「対象の【ＨＰ】
を［６Ｄ６＋クラスレベル×３］点回復」になる。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１３ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：癒しの力を素早く分け与え、復活させる特技。
対象が戦闘不能になった直後に使用。その【ＨＰ】
を１Ｄ６点まで回復する。このときの１Ｄ６は使用
者がダイスロールすること。
復活した対象はラウンド間に未行動・行動済に関
わらず、未行動状態になる。また、戦闘不能直前ま
でに付与された支援効果やバッドステータスは持
続する。

きずな

お ん け い

し ゅ く ふ く

う た

ち

め い

は

絆の恩恵

祝福の詩

致命葉

レベル：７
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに対象１人につき３回まで
効果：対象と自身の感覚をリンクさせる特技。
『供給』を行ったことがあるキャラクターが特
技の使用宣言をしたときに使用。その特技の代償
を、使用者が代わりに消費することができる。使
用者が代償を支払えない場合には、効果が発動し
ない。

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：視界
代償：９ＭＰ
回数：なし
効果：対象に大いなる祝福を与える特技。
そのラウンド間、対象のすべての判定のクリテ
ィカル値が－１Ｄ６。

レベル：７
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：敵の戦意を見抜き、仲間に的確な助言を与え
る特技。
対象のダメージロールに＋２Ｄ６。

ち ょうえつ せ い し ん

じょうきゅう か ん の う り き

創まりの熱２

は じ

ね つ

超越精神

上級感応力

レベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《創まりの熱》を取得していることが条件。
強力な回復力を与える特技。
《創まりの熱》の効果を、「【ＨＰ】を１まで回
復」から「【ＨＰ】を１０Ｄ６点まで回復」に変更
する。

レベル：１２
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《念動障壁３》と《肉体復元３》と《上級
感応力》を取得していることが条件。更なる感応
力の鍛錬を操ることを表わす特技。
《念動障壁》の効果を［２Ｄ６＋クラスレベル
×３］点軽減」に変更。
《肉体復元》の効果を「
［６
Ｄ６＋クラスレベル×３＋キャラクターレベル
÷５（切捨）］点回復」に変更。

レベル：本文
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。生と死
のバランスを調整する力があることを表わす特技。
特技の効果に＋［クラスレベル］点。
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闘士
■能力基本値
体力：５

理知：３

反射：５

意志：３

知覚：４

幸運：４

Class 03
●闘士 / クラス修正

●闘士 / 副特技
いくさ

き

１ページ目

ふだ

戦 の切り札

ぶ とう か

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：戦闘時に役立つアイテムを所
持していることを表わす特技。
【ＭＰ】に＋１。
クラスレベル５以上で《戦の切り札２》
として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《戦の切り札
３》として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《戦の切り札
４》として重複取得：更に効果を＋１。

ち

武闘家の血

せい せ ん し

ち

聖戦士の血

防具

レベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より良い防御の知識を身につ
けていることを表わす特技。
常時【物理防御点】に＋４。
また、
「タイミング：オート」でＧ
Ｍの指定した【反射】判定の難易度
に成功すれば、近場にある環境や物
品を使い防御を行なうことができ、
ボーナスの防御点を得ることがで
きる。

いくさ

防具

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より良い防御知識を身につけ
ていることを表わす特技。
常時【霊力防御点】＋４。
また、
「タイミング：オート」でＧ
Ｍの指定した【理知】判定の難易度
に成功すれば、近場にある環境や物
品を使い防御を行なうことができ、
ボーナスの防御点を得ることがで
きる。
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もう

ご

戦 の申し子

防具

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《武闘家の血》か《聖戦士の血》
を取得していることが条件。大きな
攻撃を回避する知恵を引き出す特
技。
《武闘家の血》か《聖戦士の血》、
もしくは両方の効果に＋［クラスレ
ベル］点。
つまり、効果が【防御点】に各＋
［クラスレベル＋４］になる。

●闘士 / 副特技
うみ

か

２ページ目

ご

海の加護
レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：水中でも呼吸でき、まったく
不自由に感じず行動できることを
表わす特技。
水中によるペナルティを受けな
い。
また、常時【行動値】＋１。

じゅげい

体力：５

けもの

き ぼう

反射：５

知覚：４

ゆう し

理知：３
し とう

意志：３

幸運：４

はんしん

獣 のごとく

希望の勇姿

死闘の半身

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果： 驚異的な体力と瞬発力があ
ることを表わす特技。
そのラウンドの間、【戦闘移動】
を×２する。×２したことにより
【全力移動】の値も変化するので
注意すること。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：守護すべき存在がいることで
闘志を湧き上がらせる特技。
『契約』状態であるキャラクター
が同一シーンにいる場合、自身の
【物理命中値】と【霊力命中値】が
それぞれ＋２。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：【スキルウェポン】を１つ以上
取得してなければ取得不可。使用す
る武器に名前を命名し、武器に関す
る記憶をＧＭと相談すること。【Ｈ
Ｐ】か【ＭＰ】が［５＋クラスレベ
ル］点以下になったとき、ＧＭから
特定のイベントやヒント（シナリオ
の疑問点等）を聞くことができる。
また、常時【攻撃力】＋１。

し ん しょく

すく

ぬし

て

せん し

かん

受芸

浸蝕

救い主の手

戦士の勘

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：高所から落下しても受身をと
り肉体にかかる負担を減らす特技。
どんなに高いところから落ちて
も着地ができたり、落ちても強靭な
肉体がダメージをカバーしてしま
う。ＧＭ判断で半減分のダメージを
与えたり、ペナルティを与えてもよ
い。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに［クラスレベ
ル］回まで（最大１０回）
効果： 無駄のない動きで手札を自
在に扱うことができる特技。
【ＭＰ】の代償を、使用者の【Ｈ
Ｐ】から元の代償より１点多い代
償として使用できる。
例えば、《戦士の勘》を使用する
場合、２ＭＰの代わりに３ＨＰで
使用する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：１ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効 果 ： いかなる危険や厄災からで
も、その場にいる人々を安全な場所
まで誘導し、救い出す特技。
同意した［クラスレベル］人まで
のエキストラに使用できる。対象は
即座にシーンから退場することが
できる。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：体ひとつでなんでも解決でき
ることを表わす特技。
能力値による判定直前に使用。そ
の判定を行うための能力を【体力】
に変更する。ＧＭ判断で却下可能。

ちょう や く

ねっけつ

ぼうへき

ぶ じん

ち

え

まも

ちぎ

鳥躍

熱血の防壁

武人の知恵

護りの契り

レベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：凄まじく身軽であることを表
わす特技。垂直のビルの壁面や水面
であろうと走りぬけることができ
る。判定が必要なときは【体力】を
用いること。
また、イニシアチブプロセスにメ
インプロセスが行える。未行動でな
いと使用できず、メインプロセス
後、行動済になる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果： 熱や寒さに強いことを表わ
す特技。
通常の炎や冷気による刺激を受
けずに生活、戦闘することができ
る。通常の炎による熱さを感じず、
体が火に焼かれることはない。
また、常時【物理防御点】と【霊
力防御点】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：なし
効果：戦う者だけではなく、様々な
才に溢れていることを表わす特技。
【理知】判定直前に使用。
【ＨＰ】
を－２点消費するごとに達成値＋
１。この特技で【ＨＰ】を１以下に
することはできない。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：何があっても対象を護ると決
意していることを表わす特技。
『供給』を行なったことのあるキ
ャラクターのもとに即座に駆けつ
けることができる。判定が必要なと
きは【体力】を用いること。
また、
『供給』を行なったことのあ
る対象に《カバー》を使用する際、
その射程に＋１０ｍ。

ゆう き

ひとみ

ゆうしゃ

こえ

しっそうせん

おうごん

か ら だ

勇気の 瞳

勇者の声

疾走線

黄金の身体

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：真っ直ぐで熱意のある目をし
ている、もしくは、説得力のある芯
の通った主張ができることを表わ
す特技。
交渉や説得の判定の達成値に＋
３。判定が必要なときはＧＭ判断
で、適切な能力値で判定すること。

レベル：１
タイミング：オート
判定：【幸運】
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：心からの訴えや、胸に秘めた
る熱弁、もしくは泣き落としによ
って願いを聞いてもらう特技。
使用者の【幸運】と対象の【意志】
と対決し、使用者が勝利すると、生
命に関らない範囲で願いを聞いて
もらうことができる。対象はその
願いを叶えるために最大限努力を
する。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：相手を圧倒するほど凄まじい
身軽さを表わす特技。
素早さを用いる判定の達成値に
＋３。
また、戦闘中であればメインプロ
セス直後に使用することで、即座に
３ｍ移動することができる。エンゲ
ージ離脱可能。

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：突撃覚悟で戦闘に挑み、最強
の武人となる特技。
そのラウンドの間、
【物理防御点】
と【霊力防御点】にそれぞれ＋［キ
ャラクターレベル］点。
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●闘士 / 主特技
か た

て

ぶ

１ページ目

き

体力：５
りょう

片手武器

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：片手でも自在に扱うことができる武器を所
有している。形状は小剣や拳撃など自由な近接武
器の形を１つ設定すること。
対象１体に、
［２Ｄ６］点の物理ダメージを与え
る。
命中判定の際、ダイスロールを２回行ない、どち
らか高い方を達成値に採用できる。この場合の回
避判定は１回とする。

え い び ん か ん か く

て

ぶ

反射：５

き

いの ち

両手武器

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：武器の中でも両手で扱うような大きなも
ので大ダメージを与える。形状は剣や斧、両手拳
など自由な近接武器の形を１つ設定すること。
対象１体に、
［２Ｄ６］点の物理ダメージを与
える。
命中判定の際、ゾロ目で命中させた場合、ダメ
ージが＋１Ｄ６される（６ゾロでクリティカル
の場合、＋２Ｄ６になる）。

お に

は

知覚：４

ね

理知：３

意志：３

幸運：４

か て

命の糧
レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：闘う者として生まれてきたにふさわしい生命
力を備えていることを表わす特技。
最大【ＨＰ】を＋［キャラクターレベル＋３］。

鋭敏感覚

鬼の羽根

カバー

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：どんな鋭い攻撃であっても事前に察知し、銃
弾や魔術の波動であったとしても素早く対応でき
ることを表わす特技。
回避判定直前に使用。
【回避値】に＋［クラスレ
ベル÷２（少数切捨。最低値１）］する。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：相手の動きを察知し、先の先を取る特技。
［クラスレベル］ラウンドの間、
【行動値】＋
１０。
【行動値】が増加することにより、
【移動力】
も増加することに注意すること。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体※
射程：本文
代償：２ＭＰ
回数：１回のメジャーアクションにつき１回まで
効果：身を挺して仲間を護る特技。
対象のダメージを代わりに自身が受ける。ダメー
ジ算出時は使用者の【防御点】を使用すること。
クラスレベル３まで：射程至近
クラスレベル４まで：射程１０ｍ
クラスレベル５以上：射程２０ｍ

き

か え

げ き め つ

し ゅ

ご

し ゃ

た て

斬り返し

撃滅

守護者の盾

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：先の手をフェイントとし、本撃を繰り出す特
技。
命中判定直後に使用。一度決定した命中ダイス
を１回だけ振り直す。もしダイス目が悪くなった
としても、振り直した後の目を適用すること。対象
の回避判定は《斬り返し》使用後に行う。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：力を込めて攻撃することで大きなダメー
ジを与える特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：鋼の一撃すら受け止めるほど強靭な肉体を持
つことを表わす特技。
そのシーンの間、
【物理防御点】か【霊力防御点】
のどちらかを＋５。

いくさ お と

め

ち

え

え い ゆ う

せ ん げ ん

ぐ ん し ん

ち

え

戦乙女の知恵

英雄の宣言

軍神の知恵

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：意志の力と武器の心を同調させて攻撃を強
化する特技。
そのラウンドの間、ダメージに＋【意志基本値】。

レベル：３
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：凄まじい攻撃の数々にも負けず、他者の前
に立ち続けることを表わす特技。
複数の対象が【ＨＰ】ダメージの攻撃を受けた
とき、その対象を使用者１体のみにする。ダメー
ジ算出は使用者分の１回のみ。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：守護の力と武器の心を同調させて攻撃を強化
する特技。
そのラウンドの間、ダメージに＋【物理防御点】。
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●闘士 / 主特技
さ っ ぽ う

２ページ目

じゅう あ つ

闘士まめちしき：能力者の中で最も数が多いのが闘士。誰にでも才能はあるが極めることは難しい。
さ っ ぽ う

ほ う し ん

さ っ ぽ う

ま

ひ

殺法：重圧

殺法：放心

殺法：麻痺

レベル：３
タイミング：マイナーｏｒメジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：相手の動きを封じる戦闘術を得意とする
ことを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与
えた場合、さらにバッドステータス『重圧（タイ
ミング：常時以外の特技が使用できなくなる。マ
イナー消費で回復）』を与える。
この特技は、マイナーかメジャーのどちらの
タイミングでも使用できる。

レベル：３
タイミング：マイナーｏｒメジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：相手の動きを封じる戦闘術を得意とするこ
とを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与え
た場合、さらにバッドステータス『放心（意識が
朦朧となり全行為判定－１Ｄ６。クリンナップに
自動回復）』を与える。
この特技は、マイナーかメジャーのどちらのタ
イミングでも使用できる。

レベル：３
タイミング：マイナーｏｒメジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：相手の動きを封じる戦闘術を得意とすること
を表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与えた
場合、さらにバッドステータス『麻痺（戦闘移動が
行なえず、
【回避値】に－５。クリンナップに自動回
復）』を与える。
この特技は、マイナーかメジャーのどちらのタイ
ミングでも使用できる。

さ っ か い

て ん げ ん と

っ

ぱ

殺界

天元突破

ライフコイン

レベル：５
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：武器から巻き上がる真空波によってより
強烈な攻撃をする特技。
ダメージに＋［クラスレベルＤ６］。

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：潜在的にある生きる力を生き残る力に変え、
戦闘に繰り出す特技。
そのラウンドの間、【ＨＰ】【ＭＰ】以外の戦闘
値（【物理命中値】【霊力命中値】【回避値】【行動
値】【攻撃力】）にそれぞれ＋３。
このとき消費した代償により【ＨＰ】が０にな
ったとしても、使用者の【ＨＰ】は１になり戦闘
不能にならない。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：致命傷を与える攻撃を寸前のところで回避す
る特技。
戦闘不能になった直後に使用。戦闘不能状態から
【ＨＰ】を１まで回復する。この特技を使用しても
行動済にならない。
また、戦闘不能直前までに付与された支援効果や
バッドステータスは持続する。

さ っ ぽ う く ず

し っ ぷ う じ ん ら い

は

きゃく

う

殺法崩し

疾風迅雷

破却打ち

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：バッドステータスを与える特技を取得し
ていないことが条件。特殊な武芸から身を護る
能力に長けていることを表わす特技。
いかなるバッドステータス（重圧・転倒・毒・
放心・麻痺など）も受けなくなる。ただし、今後
バッドステータスを与える特技を取得すること
ができない。

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：猛進する勢いを、そのまま破壊力に変える特
技。
そのラウンドの間、命中対象を［対象：範囲（選
択）］に変更し、さらにダメージ＋２Ｄ６。

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：武器に自身の力全てを込め、一撃に大技を解
き放つ特技。
ダメージに＋３０。この特技を使用後、攻撃に使
用した【スキルウェポン】が破壊され、シナリオの
間、使用できなくなる。

は

か い

くさび

て ん げ ん と

っ

ぱ

じ ょうき ゅ う と う じゅつ

破壊の楔

天元突破２

上級闘術

レベル：１０
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１５ＨＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：敵自体ではなく、敵の繰り出す武器や攻撃
手段の破壊工作を行なう特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与
えた場合、対象の【スキルウェポン】１つを破壊
しシーンの間、使用不可にする。対象が複数【ス
キルウェポン】を取得している場合は、この特技
の使用者が任意に選択する。

レベル：１２
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《天元突破》を取得していることが条件。生
き残る力をさらに特化させていることを表わす特
技。
《天元突破》の効果に＋［キャラクターレベル
÷５（切捨）］。
つまり、
《限界突破》の効果が【戦闘値】＋［３
＋（キャラクターレベル÷５）］になる。

レベル：本文
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。ウズマ
キに隠した武器に、現世とは異なる法則を与える特
技。
命中判定直前に使用。
【スキルウェポン】のダメー
ジに＋２Ｄ６。
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狂戦士
■能力基本値
体力：６

理知：２

反射：５

意志：３

知覚：４

幸運：４

Class 04
●狂戦士 / クラス修正

●狂戦士 / 副特技
きょう ぶ

狂舞

１ページ目
きょう ぶ

防具

レベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：常人以上の高位な戦術を持っ
ていることを表わす特技。
常時【物理防御点】＋５。
また、舞踊・歌唱などの芸術的な
判定達成値に＋３。

狂 舞２

あらが

防具

レベル：３～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《狂舞》を取得していること
が条件。一流の戦士こそが持つ戦術
を持っていることを表わす特技。
《狂舞》の【物理防御点】を更に
＋２。
クラスレベル４以上で《狂舞３》として
重複取得：更に効果を＋３。
クラスレベル５以上で《狂舞４》として
重複取得：更に＋［ｸﾗｽﾚﾍﾞﾙ］点。
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さだ

いっすい

はり

抗 いの定

一睡の針

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：強制力のある強い主従関係を
持っていることを表わす特技。
『契約』し、自身がサーヴァント
である場合、マスターの命令に逆ら
うことができる。
自身がマスターである場合、令呪
使用に関係無く強制力のある命令
を下すことができる。ＧＭ判断で却
下可能。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：深い睡眠状態に落ちることが
できる特技。目を覚ますことはな
く、時が止まったように長い眠りを
続けることができる。他人からの関
与からでは目を覚まさないが、自身
の好きなタイミングか、または『供
給』を行なったことのあるキャラク
ターの手で目覚めることができる。
また、常時【行動値】＋１。

●狂戦士 / 副特技
うしな

ひ

び

２ページ目
え もの

体力：６
ねら

め

か めん

反射：５

知覚：４

ぼうくん

理知：２

意志：３

幸運：４

かり ば

失 われた日々

獲物を狙う眼

仮面の暴君

狩場

レベル：１
タイミング：ダイスロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：秘めたる力を解放する特技。
「失われた日々」に相応しいロー
ルを行なうことで、次のダイスロー
ル＋３Ｄ６。
行為判定で使用する場合、先に行
為判定の２Ｄ６を振り、クリティカ
ル・ファンブルの有無を確認してか
ら、３Ｄ６点を達成値に追加するこ
と。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回のみ
効果：特技取得時、獲物となるキャ
ラクターなどを１つ設定する。
その設定したものがシーンに登
場しているとき、行為判定を行なわ
ずクリティカルとして扱う。設定し
た獲物が永久に失われた場合、その
時点で再設定を行う。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：「自身とは違う何者か」を潜
ませ、特定の記憶を忘却する特技。
取得済みの特技１つを使用不可
する。さらに、自クラスの「レベル：
１」の特技から新たに１つを取得し
使用可能にする。取得した特技はシ
ナリオ終了後に消滅し、元の特技が
使用可能になる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：傑出した戦いの才能を宿して
いることを表わす特技。
【スキルウェポン】の命中クリテ
ィカル値－２。ただし、命中判定で
ファンブルした場合、
【ＭＰ】に－１
Ｄ６点ダメージを受ける。

じゅうあ つ げ き

じゅう か

しょく き

食鬼

精神緊縛 術

レベル：１
タイミング：本文
判定：【反射】 対象：単体
射程：１５ｍ
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：致命的な隙を利用し、敵の能
力を封じる特技。
対象が何らかの判定にファンブ
ルした直後に使用する。使用者と対
象は【反射】を行い、成功した場合、
対象は即座にバッドステータス『重
圧（タイミング：常時以外の特技が
使用できなくなる。マイナー消費で
回復）』を受ける。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：８ＨＰ
回数：なし
効果：肉体を完全な戦闘形態へと変
化させる特技。身体の一部を変形さ
せたり、獣の姿に変身するなど、変
化した姿は任意に設定すること。
そのシーンの間、ダメージ＋４、
さらに【物理防御点】＋４。ただし、
［対象：範囲（選択）］の特技を使
用する際、［対象：範囲］になる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《暴食》を取得していること
が条件。どんなものでも跡形もなく
消化し、全てを食べ尽くすことがで
きる特技。内臓や毛髪、鉄など食材
でなくても全て消滅させるほど食
べることができる。
【体力基本値】に＋３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：心に制約をかけることで精神
にプロテクトをかけ、魔術や異能力
など特殊攻撃から影響を受けない
ように抵抗する特技。
【回避値】に＋３。この特技を取
得したとき、
「嫌い・不快なもの」を
設定する。それを知覚している間、
全行為判定のファンブル値＋５（通
常のファンブル値が７になる）。

重 圧撃

たけ

か ら だ

獣化

たんいつ か

は かい し ゃ

せ い し ん き ん ば く じゅつ

こ ど く

ぼ う しょく

猛る身体

単一化

破壊者の孤独

暴食

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：常人では傷一つ負わせること
ができない身体であることを表わ
す特技。能力者が発する攻撃以外の
ダメージを一切受けない。ナイフで
斬りつけられても傷を負うことな
く１点も受けることもなく、通常の
炎では火傷さえもしない。
【物理防御点】と【霊力防御点】
にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：必要ない機能を削ぎ落とし、
効率化を図る特技。
任意の【能力基本値】２つを－３
し、
（同じ能力値を－６してもよい）
それ以外の【能力基本値】１つを＋
６。《単一化２》として重複取得可
能。【能力基本値】を－３できなけ
れば効果を発動できず、【能力基本
値】の最低値は１とする。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果： 周囲の者を蹂躙し尽くす特
技。
そのシーンに登場している任意
のエキストラ全員を戦闘不能、もし
くは、死亡させる。ＧＭ判断で却下
可能。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：どんなものでも食すことがで
きることを表わす特技。
たとえまだ生きているものだろ
うが、木であろうが鉄であろうが食
いつくすことができる。食したいも
のが本当に食せるかの難易度はＧ
Ｍが決定すること。判定が必要なと
きは【体力】を用いる。

み かん

おう ぎ

む そうげき

か めん

ていおう

ひゃっき や こう

未完の奥義

夢想劇

仮面の帝王

百鬼夜行

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：力が強大すぎるがゆえに完全
には制御できていないことを表わ
す特技。
この特技を取得したとき、既に取
得している【スキルウェポン】を１
つ指定する。そのダメージに＋１Ｄ
６、【命中値】を－３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：心を苛むもの、何らかの暗示
と思わせる夢を見る特技。
ＧＭは任意のタイミングで対象
に夢を見せるイベントを発生させ
ることができる（内容は自由）。使
用者自ら夢を見たい場合は、ＧＭの
指定した能力値で判定すること。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１２ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：別人になりきる特技。
そのシーンの間、「タイミング：
セットアップ」と「タイミング：ク
リンナップ」以外の、他クラスの「レ
ベル：１」の特技を取得できる。ク
ラスレベルは［１］として扱うこと。
このとき取得した特技は、シーン終
了時に消滅する。

レベル：５
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《狂舞１～４》のいずれかを取
得していることが条件。戦いの空気
に合わせてスタンスを変更できる
ことを表わす特技。
《狂舞１～４》の属性を【物理防
御点】から【霊力防御点】へ、また
【霊力防御点】に変更したものを
【物理防御点】へ変更することがで
きる。
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●狂戦士 / 主特技
き ょ だ い

ぶ

１ページ目

き

さ つ り く

巨大武器

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：相手を圧倒させるような巨大な武器を自在
に扱うことができる。自分の身長より長い槍や、
大斧など、形状は自由な近接大型武器の形を１つ
設定すること。
対象１体に、
［２Ｄ６＋【体力】］点の物理ダメ
ージを与える。

き

の う

い

体力：６

じ

か

ら

反射：５

だ

かいしん

殺戮の身体

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：自らの身体を武器に襲いかかる。鍛えられ
た拳や、変形させた獣の爪、髪の毛を伸ばすなど
自由な近接攻撃方法を１つ設定すること。
対象１体に、
［３Ｄ６－【理知】］点の物理ダメ
ージを与える。

ご う

知覚：４

か

理知：２

意志：３

幸運：４

いちげき

会心の一撃
レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：気持ちを奮い立たせながら攻撃を行なう特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。使用宣言
後、即座に１Ｄ６を振る。このとき６が出たら更に
ダメージ＋１Ｄ６（つまり、＋２Ｄ６できる）。この
とき１が出たら、自身の【体力】点ダメージ（軽減
不可）を受ける。

じ

こ

さ い せ い

機能維持

鋼化

自己再生

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：９ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：普段の姿を捨てることで、最も戦闘に相応
しい身体機能を呼び覚ます特技。
特技を使用するときに使用。その特技の効果持
続時間を、
「その○ラウンドの間」から「そのシー
ンの間」に変更する。
ただし、戦闘不能になったら《機能維持》の効
果は消滅する。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：襲い来る攻撃を、急所を外すようにして回
避する特技。
実ダメージを１Ｄ６点軽減する。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：傷を負った体をみるみるうちに再生させる特
技。
【ＨＰ】を［１Ｄ６＋クラスレベル×３］点回復
する。

せ い

き

きゅうしゅう

と っ こ う

ら ん

ぶ

生気吸収

特攻

乱舞

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：接触し傷つけた対象から生命力を奪うこと
ができる特技。体液を奪ったり、生き血を吸うな
ど任意に設定すること。対象が一般人やモブの場
合、一発で意識を奪うことができる。
１点でもＨＰダメージを与えたときに使用。メ
インプロセス終了後に、使用者の【ＨＰ】を１Ｄ
６点回復する。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：なし
効果：自らの命も顧みず、対象の命を狙う特技。
ダメージに＋２Ｄ６。その同値分、自身の【Ｈ
Ｐ】か【ＭＰ】のいずれかを消費する。
このとき消費した代償により【ＨＰ】か【ＭＰ】
が０になったら、使用者は即座に死亡する。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：武器を振り回し、一度に多数の敵を攻撃する特
技。大軍に囲まれていても、一撃で全員を打ち倒す。
そのラウンドの間、使用者の命中対象を、
［対象：
範囲（選択）］に変更する。

じゅう お う

そ う

が

し ん し ん か い ほ う

せ ん じ ん

す

獣王の爪牙

心神解放

戦神の巣

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：守りさえも破壊する激しい一撃を叩き込む
特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与え
た場合、対象が次に行なうメジャーアクションの
ダメージダイスが－１Ｄ６（最低１Ｄ６）。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：心から雑念を払い集中する特技。
そのラウンドの間、シナリオ回数制限のある特
技以外の代償を０にする。この特技は《機能維持》
に使用することはできない。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：鍛錬を積み、戦闘重視の身体へ自らを作り変え
る特技。
最大【ＨＰ】を＋［クラスレベル×２］。
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●狂戦士 / 主特技
た つ ま き

ぐ ん

２ページ目

ぶ

狂戦士まめちしき：狂戦士の心の傷は、ハンドアウトなどに掲示された未来に起こりうるものでもよい。
と っ か ん

ふ

く つ

竜巻の群舞

突貫

不屈

レベル：３
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：気合で相手を吹き飛ばす特技。
そのラウンドの間、１点でもＨＰダメージを与
えた対象がモブであった場合、対象の【ＨＰ】が
０となる。ＧＭ判断で却下可能。
また、このときの攻撃で対象を戦闘不能・死亡
させた直後に、さらに代償を３ＭＰ消費させるこ
とで、即座に未行動になり、メインプロセスを行
なえる。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：敵に対して突貫する特技。
即座に戦闘移動を行なう。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：たとえ致命傷を受けようとも立ち上がり、戦い
を繰り返すことができる特技。
戦闘不能になった直後に使用。戦闘不能状態から
【ＨＰ】を１Ｄ６点まで回復する。この特技を使用
しても行動済にならない。
このとき消費した代償により【ＭＰ】が０になっ
たら、この特技の効果は発動せず戦闘不能になる。
また、戦闘不能直前までに付与された支援効果や
バッドステータスは持続する。

カウンター

死線

鋼化２

レベル：５
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：攻撃をかわし、反撃する特技。
回避判定に成功した直後に使用。即座に攻撃し
たキャラクターを対象として【スキルウェポン】
を使用した攻撃を行なう。「タイミング：マイナ
ー／メジャー」の特技は使用できず、対象が射程
外である、代償が払えないなど攻撃できない場合
は使用不可。攻撃対象になったキャラクターは、
《カウンター》による攻撃の回避判定達成値に－
４のペナルティを受ける。

レベル：５
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：１０ＨＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：己の命を捨てようとも妨害に徹し、敵の計
画を打ち砕く特技。
対象がダイスを振った後に使用。対象のダイス
の、最も高い出目１つを１に変更する。行為判定
で１ゾロになればファンブルになる。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《鋼化》を取得していることが条件。より多く
の攻撃を弾く特技。
《鋼化》の効果に＋２Ｄ６に変更する。
つまり、効果が「実ダメージ３Ｄ６点軽減」にな
る。

し

せ ん さ い ら い

し

せ ん

ご う

ぜ ん りょく と っ か ん

ま よ

か

せ ん

し

死線再来

全力突貫

迷わぬ戦士

レベル：７
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：身に負った傷を怒りに変えて攻撃をする特
技。
ダメージに＋［（最大【ＨＰ】－現在【ＨＰ】）
÷１０］Ｄ６する。

レベル：７
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０ＭＰ
回数：なし
効果：猛進する勢いをそのまま破壊力に変える特
技。
ダメージに＋［そのラウンドに移動したメート
ル÷１０（切捨）］Ｄ６。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：意識を失わず、諦めぬ戦士であることを表わす
特技。
バッドステータス『重圧（タイミング：常時以外
の特技が使用できなくなる。マイナー消費で回復）』
と『放心（意識が朦朧となり全行為判定－１Ｄ６。
クリンナップに自動回復）』を受けなくなる。
また、
【戦闘移動】＋５ｍ。
【戦闘移動】が増加する
ことにより、
【全力移動】も増加することに注意する
こと。

せ い あ つ じゅつ

せ ん じょう

は な

じ ょう き ゅ うきょう

ぎ

征圧術

戦場の華

上級狂技

レベル：１０
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：相手を蹴散らす戦法を熟知していることを
表わす特技。
命中判定直前に使用。そのラウンドの間、命中
判定＋４、ダメージ＋１Ｄ６。また、対象に１点
でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステータ
ス『放心（意識が朦朧となり全行為判定－１Ｄ６。
クリンナップに自動回復）』を与える。

レベル：１２
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：６ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：《上級狂技》を取得していることが条件。一
撃で必ず敵を打ち倒す、必倒必滅の構えをとる特
技。
【体力基本値】、【反射基本値】、【知覚基本値】
のいずれかから１つ選択する。ダメージに＋［選
択した【能力基本値】］。

レベル：本文
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：本文
代償：１０ＨＰ
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。全身凶器
となり、敵を攻撃する特技。
ダメージに＋［取得している【スキルウェポン】
の数×３］点。破壊されたなどで使用不可になって
いる【スキルウェポン】は含まれない。
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狩人
■能力基本値
体力：４

理知：４

反射：４

意志：３

知覚：５

幸運：４

Class 05
●狩人 / クラス修正

●狩人 / 副特技

１ページ目

しゃほうくん

射法訓

し ゅ りょう

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：力の補助道具を表わす特技。
【物理命中値】と【霊力命中値】
に各＋１。
クラスレベル５以上で《射法訓２》とし
て重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《射法訓３》と
して重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《射法訓４》と
して重複取得：更に効果を＋１。

ぎん し ゅ

狩 猟 の銀手

や

ど

む ねあ て

矢止めの胸当

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：篭手の装着を表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《狩猟の銀手
２》として重複取得：更に効果を各＋
２点。
クラスレベル５以上で《狩猟の銀手
３》として重複取得：更に効果を各＋
［クラスレベル］点。

うさぎ

防具

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：遠方からの攻撃対策をしてい
る装備を表わす特技。
自身のいるエンゲージ以外から
の攻撃の場合、
【物理防御点】と【霊
力防御点】に各＋２。
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あし

兎 の脚

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：封鎖から離脱に対する対応に
関して長けていることを表わす特
技。
エンゲージ離脱の際、［【行動値】
＋１０ｍ］まで移動できる。

●狩人 / 副特技
えん こ

２ページ目

知覚：５

理知：４

意志：３

幸運：４

痕跡発見

狩 猟 感覚

し ゅ りょうか ん か く

しょくりょうちょうたつ

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：離れていても己の半身に気付
くことができるようになる特技。
『供給』を行なったキャラクター
の居る大まかな位置と様子を知る
ことができる。判定が必要な場合は
【知覚】を用いる。
また、常時【物理防御点】と【霊
力防御点】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：どんな細かいことも見逃さな
いことを表わす特技。
足跡や遺留品などを探す判定の
達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：猫やコウモリなどのように、
暗闇を見通す感覚器を所有してい
ることを表わす特技。暗い場所でも
通常通りの行動が出来る。判定が必
要なときは【知覚】を用いる。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：食糧を調達、または、それを食
せる形に加工・調理する才能に長け
ていることを表わす特技。
食糧に関する判定の達成値に＋
４。
また、
『供給』時の回復量を＋１Ｄ
６。

みみ

こ んせ きは っけん

反射：４

縁故の的

しんいき

まと

体力：４

しんいき

め

ぜ った い

じ しん

食糧 調達

あゆ

神域の耳

神域の眼

絶対の自信

ゼロの歩み

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：聴覚の指向性を高める特技。
［クラスレベル］キロメートル先
までの音を正確に聞き取ることが
出来る。雑踏の中であっても特定の
音のみ聞き分けることが可能。判定
が必要なときは【知覚】を用いる。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：視覚を極限まで拡大し、望遠
鏡のような視覚を得る特技。
機材など無くても、［クラスレベ
ル］キロメートル先の景色を鮮明に
覗くことができる。判定が必要なと
きは【知覚】を用いる。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：話し合いや言い争いで、自分
に有利な結果をもたらすことがで
きる特技。顔に出さず嘘も自在に吐
くことができ、自らに有益になるこ
とを生み出す。
説得・交渉の話術、ギャンブル、
枕事などの判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：自身の力を見せる瞬間を間違
えず、見極める力があることを表わ
す特技。
行為判定直後に使用。その判定の
結果を破棄し、わざと失敗させる。
失敗させた場合、次のメジャーアク
ションで行なう自身のダメージ＋
１Ｄ６、もしくは回復量＋１Ｄ６。

たが

い ぶ き

とうてき

まじ

や

まと ぬ

違わぬ息吹

投擲

交わる矢

的抜き

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【反射】
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：危うい命を見分け、急所を見
極める特殊な力を表わす特技。
即座に対象の寿命を知ることが
できる。ＧＭ判断で却下可能。
【反射】で［難易度：１０＋ＧＭ
の設定した難易度］の判定に成功し
た場合、対象識別が可能になる。一
度識別した対象でも［クラスレベル
回］まで再度調べることができる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：物を正確に的へ飛ばすことが
できる特技。
手元にある物体を１０～１００
ｍ先に投擲することができる。判定
が必要なときは【反射】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］
回まで（最大１０回）
効果：仲間を護るための援護射撃の
準備をしていることを表わす特技。
『契約』状態であるキャラクター
がダイスロールを行なった直後に
使用。使用者は１Ｄ６を振り、その
値を対象のダイスロールに追加す
る。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］
回まで（最大１０回）
効果：様々な状況であっても、最も
効率の良い急所を狙い解決しよう
とする特技。
ＧＭに指定された能力値での判
定を、使用者が任意の能力値で判定
することができる。ＧＭ判断で却下
可能。

め がみ

め がみ

わる

やみまと

わな し

女神のいたずら

女神の悪ふざけ

闇纏い

罠師のサガ

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：運で勝負する。
判定を行なうための能力を【幸
運】に変更する。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：運で勝負する。
行為判定を行なう代わりに、１Ｄ
６を振り、１か６が出たらクリティ
カル、それ以外であればファンブル
となり、同時に代償とともに【ＭＰ】
を５点消費する。ＧＭ判断で却下可
能。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：姿を消す特技。
隠密状態（ダメージ＋［クラスレ
ベル×２］）となる。ダメージロー
ルなど能動的行動終了後に隠密状
態は解除。見破ろうとする場合は、
命中判定前に、使用者の【反射】と
見破る側の【意志】で対決する。見
破られた場合、特技は無効になり通
常の隠密状態ではない攻撃となる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：罠を感知する能力や、罠を解
除する能力に長けていることを表
わす特技。判定が必要な場合は【反
射】を用いる。
トラップなど危険な仕掛けを発
見する判定の達成値に＋３。
また、発見したトラップを解除す
る判定の達成値に＋３。
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●狩人 / 主特技
む

１ページ目

し ゃ げ き

体力：４
まぼろし

無の射撃

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：４０ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：弓（日本弓・クロスボウなど）や銃（ライ
フルやマシンガン）など、遠距離攻撃の武器を所
有している。
対象１体に、［２Ｄ６］点の物理ダメージを与
える。
使用者と同一エンゲージにいる対象には攻撃
できない。

あ っ しゅく げ き

し ゃ げ き

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：４０ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：魔術で矢や銃弾を作り出して、掌から放出
させることを武器としている。
対象１体に、［２Ｄ６］点の霊力ダメージを与
える。
使用者と同一エンゲージにいる対象には攻撃
できない。

っ

し

知覚：５

理知：４

意志：３

幸運：４

あ く さ め

幻 の射撃

け

反射：４

し ゃ だ ん

悪雨
レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より鋭い射撃攻撃を身に付けていることを表
わす特技。
《無の射撃》と《幻の射撃》を、使用者のいる同一
エンゲージ内で使用可能にする。至近にいる対象に
攻撃が可能になる。

じゃく て ん

は

あ く

圧縮撃

決死の射弾

弱点把握

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２Ｄ６ＨＰ
回数：なし
効果：精神のタガを外すことで、精神力の全てを
強大無比な念動力に変えて敵に叩きつける特技。
ダメージに＋【体力基本値】。代償を支払って
【ＨＰ】が０になる場合、メインプロセス終了後
に戦闘不能になる。【ＨＰ】が３以下の場合は使
用不可。

レベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：死の危険を顧みずに攻撃する特技。
戦闘不能直後に使用。即座にメインプロセスを
１回行なう。ただし、このときのメインプロセス
で自身の回復行為は行えず、行動済になったら戦
闘不能となる。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：標的を素早く補足し、もっとも効果的なポイン
トを狙撃する特技。
《無の射撃》と《幻の射撃》を使用したダメージに
＋【知覚】。

じゅう ま く

た か

銃幕

鷹の目

覇魔矢

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：素早い矢をも寸前に見極め防御し、ダメー
ジを軽減させる特技。
実ダメージを［１Ｄ６＋クラスレベル］点軽減
する。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：飛行状態の敵に致命的な打撃を与える特
技。
飛行状態の対象への命中判定がファンブル以
外のいかなる結果であってもその攻撃をクリテ
ィカルで命中したものとして扱い、ダメージを＋
１Ｄ６する。命中判定にクリティカル成功した場
合、ダメージが＋２Ｄ６になる。命中判定がファ
ンブルだった場合は効果が発動せず、使用回数だ
けを消費すること。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：敵を昏倒させる強力な一撃を放つ。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。対象に１点
でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステータス
『毒（クリンナップごとに１Ｄ６の実ダメージを受
ける。特技にのみ回復可能）』を与える。

い

だ

て ん

ほ う そ く

い ち も う

め

だ

は

じ ん

ぎ

ま

げ い

や

あ め

韋駄天の法則

一網打尽

技芸の雨

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：狩猟者としての素早さを表わす特技。
全力移動の移動距離算出が、［戦闘移動×３］
ｍになる。ライフパスで既に［戦闘移動×３］ｍ
を取得している場合は、この特技の効果を、
「［戦
闘移動］に＋クラスレベルｍ」に変更する。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：集団を一網打尽にする特技。
そのラウンドの間、１点でもＨＰダメージを与
えた対象がモブであった場合、対象の【ＨＰ】が
０となる。ＧＭ判断で却下可能。
また、このときの攻撃で対象を戦闘不能・死亡
させた直後に、さらに代償を３ＭＰ消費させるこ
とで、即座に未行動になり、メインプロセスを行
なえる。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より正確な射撃技能を有していることを表わ
す特技。
《無の射撃》を使用する【物理命中値】に＋３、
《幻
の射撃》を使用する【霊力命中値】に＋３。
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●狩人 / 主特技

２ページ目

ぜ ろ り き し ゃ げ き

狩人まめちしき：ＴＲＰＧでの「シーフ」ポジションである狩人は情報収集時に大いに活躍が期待される。
は ち

う た

れ ん ぞ く げ き

零力射撃

蜂の唄

連続撃

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：対象の動きそのものを停止させ、対象の行
動１つを無かったことにする特技。
対象の行為判定１つをファンブルとして扱う。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：派手に跳びまわりながら、強力な射撃を行
なう特技。
即座に５ｍまでの移動が行うことができる。
エンゲージ離脱は可能。また、そのラウンドの
間、ダメージ＋１Ｄ６。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：狩人として鍛えられた凄まじい運動能力によ
り、複数回行動することができる特技。
「タイミング：マイナー」か「タイミング：メジャ
ー」の特技を使用する際に使用。さらにもう１回、同
タイミングの特技を使用できる。同じ特技を２回使
用することはできない。代償は使用する全特技の合
計分を消費する。

し

ち

さ き

ちょう き ょ

り

し ゃ げ き

つ ま さ き

死地の先

長距離射撃

ハヤテの爪先

レベル：５
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：心理的に誘導し、窮地へ陥れる特技。
そのラウンドの間、対象に１点でもＨＰダメー
ジを与えた場合、そのシーン間、使用者が対象へ
与えるダメージに＋【理知】点する。

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：何キロも先から相手を撃ち抜く特技。
自身がシーンに参加していない戦闘で、セッ
トアップに使用する。そのシーンの間、シーン外
からでも《無の射撃》か《幻の射撃》を使用した
メインプロセスを行なうことができる。このと
きの【スキルウェポン】は「射程：視界」となる。
シーン内のキャラクターが使用者の存在を知覚
する場合、使用者の【反射】と知覚する側の【知
覚】での対抗判定を行なう。

レベル：５
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：肉体の限界を突破した動きをすることができ
る特技。
イニシアチブプロセスにメインプロセスが行え
る。このメインプロセスを行なっても行動済になら
ない。また、行動済であってもメインプロセスを行な
うことができる。

あ め

ふ

み だ

う

と が

ど く

雨降らせ

乱れ撃ち

尖る毒

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：さらなる射撃武器技術を習得し、攻撃力を
強化する特技。
《無の射撃》または《幻の射撃》のダメージに
＋５。

レベル：７
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：立て続けに攻撃を行なう特技。
そのラウンドの間、命中対象を［対象：範囲（選
択）］に変更し、さらにダメージ＋［クラスレベ
ル］点。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：究極の一撃を放つ特技。
使用者の与えるバッドステータス『毒』の効果を、
「クリンナップごとに１Ｄ６の実ダメージを受け
る」から、
「クリンナップごとに［１Ｄ６＋クラスレ
ベル］点の実ダメージを受ける」に変更する。

ぎ

げ い

あ め

ぎ

の う と う ぞ く

じ ょうき ゅ う し ゅ りょ うじゅつ

技芸の雨２

技能盗賊

上級狩猟術

レベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《技芸の雨》を取得していることが条件。射
撃技術を発展させ、命中精度を強化する特技。
《技芸の雨》の効果を「【命中値】＋３」から
「【命中値】＋５」に変更する。

レベル：１２
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：《上級狩猟術》を取得していることが条件。
即座に相手の技能を盗み、取得する特技。
シナリオ中に一度でも使用された「タイミン
グ：常時」以外の特技を、シーンの間、取得した
ものとして使用できる。

レベル：本文
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：６ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。ありえな
いほどの超加速によって攻撃する特技。
ダメージに＋【行動値】。対象に１点でもＨＰダメ
ージを与えた場合、バッドステータス『毒（クリンナ
ップごとに１Ｄ６の実ダメージ。特技のみ回復）』と
『転倒（移動不可となり更に全行為判定－１Ｄ６。マ
イナー消費で回復）』を与える。
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霊媒師
■能力基本値
体力：３

理知：５

反射：３

意志：４

知覚：５

幸運：４

Class 06
●霊媒師 / クラス修正

●霊媒師 / 副特技
し ゅ ご れい

守護霊

１ページ目
し ゅ ご れい

防具

レベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：危険な状況から自身を守って
くれるモノがいることを表わす特
技。
常時【霊力防御点】＋５。
《いとしのシト》を取得している
場合、ボーナスでさらに【物理防御
点】＋２。

守護霊２

あ く ま

防具

レベル：３～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《守護霊》を取得しているこ
とが条件。恐怖から守ってくれる守
護霊がいることを表わす特技。
《守護霊》の【霊力防御点】を更
に＋２（ボーナスは＋２のまま）。
クラスレベル４以上で《守護霊３》とし
て重複取得：更に効果を＋３。
クラスレベル５以上で《守護霊４》とし
て重複取得：更に＋［ｸﾗｽﾚﾍﾞﾙ］点。
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ささや

悪魔の 囁 き

いとしのシト

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：従順な魂を操り、対象に一方
的に憑依させて意のままに操る特
技。
そのシーンの間、対象は使用者の
望むことを何でもかなえようと最
大限の努力をする。抵抗する場合
は、使用者の【理知】と抵抗する側
の【意志】で対決する。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：自身に守護霊や背後霊など、
常に自分を視ている霊体がついて
いることをあらわす特技。
友好的な霊体を常に連れること
ができる。この霊体は使用者の意思
と関係なく動く。判定は一切行えな
い。この霊は「霊媒師」
「聖職者」
「稀
人」
「異端者」でなければ見ることが
できない。

●霊媒師 / 副特技
か れい そ う さ

２ページ目

体力：３

かん し

反射：３

知覚：５

こ う れいじゅつ

理知：５
ご

意志：４

幸運：４

ふ

火霊操作

完視

降霊 術

御符

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：炎に関係する霊などを操り、
紙を燃やす、煙草に火をつけるな
ど、マッチやライター程度の火を
自在に操ることができる特技。火
霊自体に戦闘的特徴は無いが、ラ
イターの火力の犯罪（放火や一般
人の服を燃やすなど）も行える。火
霊と会話も可能。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【理知】
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：霊的なオーラを読み取り、対象
の情報を引き出す特技。異端や能力
者の力を知る（敵データを公表させ
る）。
【理知】で［難易度：１０＋ＧＭ
の設定した難易度］の判定に成功し
た場合、対象識別が可能になる。一
度識別した対象でも［クラスレベル
回］まで再度調べることができる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：自身の体に、その場に居る
霊を呼び出す特技。
体に霊を降ろすことで、使用者
の口を通じて会話が可能になる。
使用者の自由なタイミングで儀式
を終わらせることができる。継続
時間の上限はシーン終了時まで。
判定が必要なときは【意志】を用
いる。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：危険な状況から自身を守って
くれる霊的アイテムを所持している
ことを表わす特技。
【ＭＰ】を＋【意志】点回復する。

す い れい そ う さ

せいしんこうかん

だん ま つ ま

さけ

ち れい そ う さ

水霊操作

精神交換

断末魔の叫び

地霊操作

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：水に関係する霊などを操り、
水を作り出したり、バケツ１杯分
の水を自由に操ることができる特
技。水霊自体に戦闘的特徴は無い
が、水害などの事件を仕組むこと
ができる。水霊と会話も可能。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：体と魂を入れ替えることがで
きる特技。
自分の精神と対象の精神をそれぞ
れ入れ替えることができる。対象の
体に乗り移っても、対象が持ってい
た知識や特技は使えない。使用者の
自由なタイミングで儀式を終わらす
ことができる。抵抗する場合は、お
互いの【意志】で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：異端のもの（怨霊や闇の獣）
に人が殺された場所で使用できる
特技。
殺された人間の最期を被害者の
視点で見ることができる。事件が
古いものであったりすると精度が
低下する。判定が必要なときは【理
知】を用いる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：大地に関係する霊などを操り、
土や岩などを動かしたり自由に変え
たり、穴を掘ったりすることができ
る特技。地霊自体に戦闘的特徴は無
いが、小さな自然災害を起こすこと
もできる。地霊と会話も可能。
また、常時【回避値】＋１.

ばくじ ゅ

ふ う れい そ う さ

よ う せい し え き

れいてきしんけい

縛呪

風霊操作

妖精使役

霊的神経

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：霊体をある一定の区間（物品
でもよい）に縛りつけたり、縛りつ
けられた霊体を解放することがで
きる特技。使用者が設定した難易
度（【意志】での判定結果をもとに
ＧＭが決定する）以上の【意志】判
定に成功すれば解除できる。
また、常時【物理防御点】と【霊
力防御点】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：風に関係する霊などを操り、風
を発生させたり動きを変化させる特
技。風霊自体に戦闘的特徴は無いが、
悪霊を使役したことにすれば自然災
害を起こすこともできる。風霊と会
話も可能。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：目に見えない妖精に手助け
してもらい、物体を動かす特技。
［クラスレベル］キログラムまで
の重量の物を、誰にも気付かれず
動かすことができる。
また、
《妖精使役》の使用に相応
しいシーンでの重労働や精密作業
判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：周囲の異質な匂いや粒子、ウィ
ルスなどを、従わせている霊達の声
によって察知する特技。どんなに細
かい粒子でも電子顕微鏡並みの精度
で理解し見分け、残り香なども嗅ぎ
分けることができる。
霊体や魔術を探知する判定の達成
値に＋３。

四大操作

よ ん だい そ う さ

千里眼

せん り がん

魂掬び

た まむ す

ひつぎ

レベル：３
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：《火霊操作》、
《水霊操作》、
《地
霊操作》、
《風霊操作》の４つを取得
していることが条件。ありとあら
ゆる霊達を吸収し、自らの力にし
てしまう特技。
対象の【ＭＰ】を［３Ｄ６］点回
復する。ただし、対象は次のメイン
プロセス間、移動をすることがで
きない。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：霊能力で状況を覗く特技。
登場していないシーンを、自由な
視点で知覚できる特技。
使用者が知らない場所でも使用可
能。判定が必要なときは【理知】を
用いる。シーン内で《千里眼》が使
われていることに気付き、拒む場合
は【知覚】を用いて抵抗できる。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功 対象：単体
射程：視界
代償：１０ＭＰ
回数：なし
効果：対象と自身を接続する特技。
対象が死亡した直後に使用。１
Ｄ６を振る。１Ｄ６ラウンド間、
対象は戦闘不能のまま死亡しな
い。もう一度「とどめを刺す」を
された場合、死亡する。適切な治
療を施せた場合、ＧＭの設定した
【幸運】判定（推奨難易度：２０
以上）に成功すれば死亡を免れる。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：霊体に肉体を与える特技。
そのシーンの間、肉体を持たない
存在に実体のある肉体を与える。こ
のときの外見は生前のものを基本と
するが、使用者の【意志】判定の達成
値次第で自由な外見を設定できる。
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もん

棺 の門

●霊媒師 / 主特技
あ お

１ページ目

しょう げ き

たましい

蒼の衝撃

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：近付くものに爆発的な霊力を放つ。
対象１体に、［３Ｄ６］点の霊力ダメージを与
える。

く

体力：３

たましい

ま と

反射：３

う で

き

魂 を纏う腕

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：本文
射程：１０ｍ
代償：本文
回数：なし
効果：周囲に漂う下級霊の魂を使役し、激しい攻
撃を放つ。
［使用者を含む、戦闘に参加している味方キャ
ラクター人数］体の対象に、同値点【ＭＰ】を減
らし、
［同値点Ｄ６］点の霊力ダメージを与える。
味方キャラクターの人数は、戦闘不能や死亡、シ
ーン退場した場合、変化する。
例えば、４人メンバーの場合は４体の対象に４
ＭＰ消費で４Ｄ６点の霊力ダメージとなる。

こ ん さ い

知覚：５
は

く

理知：５

意志：４

幸運：４

た て

気迫の盾
レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：本文
回数：なし
効果：周囲の霊気で攻撃を防ぐ障壁を張る特技。
実ダメージを［消費した【ＭＰ】］点軽減する。
例えば、ＭＰ５点消費でダメージを５点軽減する。
この特技を使用して自身の【ＭＰ】を０にすること
はできず、【ＭＰ】１の状態では使用できない。

こ ん そ う

し

え ん

朽ちゆく魂

魂砕

魂装支援

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：自らの繰り出す攻撃に更なる強化を与える
特技。
そのラウンドの間、対象に１点でもＨＰダメー
ジを与えた場合、バッドステータス『毒（クリン
ナップごとに１Ｄ６の実ダメージを受ける。特技
にのみ回復可能）』を与える。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：未来を予見する力で、死の運命を呼び寄せ
る特技。
そのラウンドの間、霊力ダメージ＋２Ｄ６。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：１０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：周囲に居る霊達に手助けさせ、自身の力とする
特技。
そのラウンドの間、対象のすべての判定のクリテ
ィカル値を－２。また、そのラウンドの間、ダメー
ジロールや回復量算出などダイスロール＋２。

せ い じょう

し

し ゃ

み

う で

め い も く

ちから

清浄の使者

視えない腕

瞑目の力

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：１５ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：周囲を清浄化することで、多くの人を癒す
特技。
対象の【ＨＰ】を［２Ｄ６＋クラスレベル×２］
点回復する。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：周囲に漂う者達の力を借りることで、繰り
出す攻撃を未知の武器によるものへと変貌させ
る特技。
そのシーンの間、使用者が取得している【スキ
ルウェポン】１つの射程を３０ｍ伸ばす。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：１ラウンドに１回まで
効果：死への恐怖を精神力によって克服する特技。
ダメージ＋［消費した【ＭＰ】］。
例えば、ＭＰ５点消費でダメージ＋５する。この
特技を使用して自身の【ＭＰ】を１以下にはできな
い。

さ そ

み

て

め い も く

ちから

よ

み

誘いの御手

瞑目の力２

黄泉がえり

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：霊能力で相手の能力を阻害する特技。
そのラウンドの間、対象の【命中値】を－３、
【回避値】を－３。

レベル：３
イミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《瞑目の力》を取得していることが条件。恐
怖を制する精神力がより強いものだということ
を表わす特技。
《瞑目の力》の効果を、
「ダメージ＋［消費した
【ＭＰ】×２］」に変更する。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：死の一瞬を回避させる特技。
対象が戦闘不能になった直後に使用。その戦闘不
能状態から回復する。戦闘不能状態から【ＨＰ】を
１まで回復する。復活した対象は行動済になる。
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●霊媒師 / 主特技
え い

き

２ページ目

霊媒師まめちしき：霊媒師は基本、霊体を判定の必要無く感知し、会話できるものとする。

ほ う り き

お

し ず

し

は い し ゃ

英気の法力

こわれ堕ち

静かなる支配者

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：霊能力で精神を高める特技。
「タイミング：マイナー」か「タイミング：メ
ジャー」の特技を使用した際に使用。さらにもう
１回、同タイミングの特技を使用できる。同じ特
技を２回使用することはできない。代償は使用す
る全特技の合計分を消費する。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：武器に強力な霊力を事前に纏わせて強化さ
せる特技。
自身以外の特技の効果によって【スキルウェポ
ン】の使用不可や破壊を受けた際に使用。その効
果を打ち消す。

レベル：５
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：対象を霊体で封じ込め、動きを止める特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。対象に１
点でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステータ
ス『麻痺（戦闘移動が行なえず、【回避値】に－５。
クリンナップに自動回復）』か、バッドステータス
『［クラスレベル］ラウンドの間、戦闘移動と全力移
動の移動距離を２分の１（切上）』のどちらか好きな
方を与えることができる。

せ い じょう

た て

と う せ い し ゃ

め

ま

い

め ぐ

じ ん

き

清浄の盾

統制者の眩暈

巡る神気

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《気迫の盾》か《清浄の使者》を取得してい
ることが条件。周囲の霊気で強力な障壁を張る特
技。
《気迫の盾》の効果を「ダメージを［消費した
【ＭＰ】×３］点軽減」に変更する。
また、
《清浄の使者》の効果を「【ＨＰ】を［２
Ｄ６＋クラスレベル×３」点回復］に変更する。

レベル：５
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：対象を霊体で封じ込め、動きを止める特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。対象に
１点でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステ
ータス『放心（意識が朦朧となり全行為判定－１
Ｄ６。クリンナップに自動回復）』か、バッドステ
ータス『［クラスレベル］ラウンドの間、回復特技
の効果（回復量）を２分の１（切上）
』のどちらか
好きな方を与えることができる。

レベル：５
タイミング：クリンナップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：本文
回数：１シナリオに３回まで
効果：自分の精神力を他者に分け与える特技。
使用者が［消費した【ＭＰ】］点、対象の【ＭＰ】
が回復する。この特技を使用して自身の【ＭＰ】を
０にすることはできず、
【ＭＰ】１の状態では使用で
きない。

し ん れ い

い ち げ き

せ い じょう

た て

れ い

い

こ

ど う

神霊の一撃

清浄の盾２

霊異の鼓動

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動判定
対象：自身
射程：なし
代償：１５ＭＰ
回数：なし
効果：霊体を武器に変え、対象に叩きつける魔法。
そのラウンドの間、ダメージ＋［７Ｄ６＋クラ
スレベル］。
また、スキルウェポンを組み合わせず、「タイ
ミング：メジャー／判定：
【霊力命中値】／対象：
単体／射程：２０ｍ／代償：１５ＭＰ」で［７Ｄ
６＋クラスレベル］点の霊力ダメージ」を与える
ことができる。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《清浄の盾》を取得していることが条件。周
囲の霊気で強力な障壁を張る特技。
《気迫の盾》の効果を「ダメージを［１Ｄ６＋
消費した【ＭＰ】×３］点軽減」に変更する。
また、
《清浄の使者》の効果を「【ＨＰ】を［５
Ｄ６＋クラスレベル×３］点回復」に変更する。

レベル：７
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：２０ｍ
代償：７ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：奇跡の瞬間を見逃さないことを表わす特技。
対象のダイスの、最も低い出目１つを６に変更す
る。行為判定で６ゾロになればクリティカルになる。

き

ね ん

ま が た ま

れ い こ ん

かがみ

じょうきゅう れ い の う り ょく

祈念の勾玉

霊魂の鏡

上級霊能力

レベル：１０
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：２０ｍ
代償：１０ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：空間を歪めるほどの強力な霊能力を操るこ
とができる特技。
対象の次のダメージ＋５Ｄ６。この特技を使用
した攻撃では命中判定と回避判定は発生せず、そ
のまま直接ダメージロールへ移行する。

レベル：１２
タイミング：判定直後
判定：【理知】＋３
対象：単体※
射程：視界
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：攻撃を反射する霊的な鏡を作り出す特技。
回避判定に失敗した直後に使用。使用者と攻撃
してきた対象との【理知】対決（使用者は＋３の
ボーナス付き）を行なう。勝利した場合、対象の
受ける実ダメージと同値のダメージ（軽減不可）
を対象に与える。

レベル：本文
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：【命中値】
対象：単体
射程：視界
代償：１０ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。対象の肉
体や精神に変調を起こす特技。
使用者の【物理命中値】か【霊力命中値】で対象
の【回避値】と対決を行ない、勝利した場合、対象
を行動済にする。
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聖職者
■能力基本値
体力：５

理知：４

反射：４

意志：４

知覚：４

幸運：３

Class 07
●聖職者 / クラス修正

●聖職者 / 副特技
せいいん

聖印

１ページ目
せ ん と う せい い

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：異端討伐道具を表わす特技。
対象が異端やクラス「異端者」の
場合、ダメージに＋２する。
クラスレベル５以上で《聖印２》として
重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《聖印３》とし
て重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《聖印４》とし
て重複取得：更に効果を＋１。

戦闘聖衣

きりあば

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：聖職者の装備を表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《戦闘聖衣２》と
して重複取得：更に効果を各＋２点。
クラスレベル５以上で《戦闘聖衣３》と
して重複取得：更に効果を各＋［クラ
スレベル］点。
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霧暴き

コネクト

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【理知】 対象：単体
射程：視界
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：膨大な知識と応用力から対
象の情報をより正確に引き出す特
技。異端や能力者の力を知る（敵デ
ータを公表させる）。
【理知】で［難易度：１０＋ＧＭ
の設定した難易度］の判定に成功し
た場合、対象識別が可能になる。一
度識別した対象でも［クラスレベル
回］まで再度調べることができる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：あらゆる分野のエキスパート
にコネクションを持っていること
を表わす特技。
全ての分野での情報収集の達成
値に＋４。

●聖職者 / 副特技
ざんげしつ

２ページ目
しゅ

めぐ

懺悔室

主の恵み

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：高い交渉技能を有している
ことを表わす特技。
さまざまな交渉判定の達成値に
＋３。
また、
「ライフパス特技」の《コ
ネ「○○」》を取得している場合、
１つにつき、交渉判定達成値＋２。
例えば、２つ取得している場合、
交渉判定の達成値＋７になる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：なし
効果：己の半身に加護を与える特
技。
自身と、
『契約』状態であるキャ
ラクターの【物理防御点】と【霊
力防御点】にそれぞれ＋２。

しんたく

体力：５

反射：４

知覚：４

じょう ほ う いん ぺい

し ん れい い が く ち し き

理知：４

意志：４

幸運：３

し ん だい か く ほ

情 報隠蔽

寝台確保

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：なし
効果：権力や、高度な魔術結界、精神
操作などで情報を隠蔽することが
できる特技。
任意の情報やキャラクター、場所
の存在を完全に隠蔽することがで
きる。隠蔽された存在を発見する場
合には、ＧＭが指定した難易度で
【知覚】の判定を行なうこと。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：いかなる土地であろうが、１～
２人が眠る場所（ホテル、マンショ
ン、野宿ができる場所など）を確保で
きる特技。判定を必要とする場合は、
【理知】を用いる。
用意した場所で『供給』を行った場
合、その『供給』時の回復量に＋１Ｄ
６。

せいじゃ

とも

ちい

め

神託

心霊医学知識

聖者の友

小さな眼

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：時折「世界の声」や「神の声」
など、超越的存在の声を聞くこと
ができる特技。
ＧＭが指定した難易度の【意志】
判定に成功すれば、
「非常に信憑性
のある情報」を（何も無いところか
ら）聞き出すことができる。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：心霊医師の知識を持ってい
ることを表わす特技。
魔術や霊的存在による呪いや病
などに関する判定の達成値に＋
３。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：同じ「聖職者」同士の力の波長
を合わせることができる特技。
シーンに「聖職者」のクラスの人
物が自身を含め３人以上いる場合、
行為判定１つをダイスを振らずに
クリティカルとして扱うことがで
きる。対象のクラスが判明していな
い場合、効果は発揮されない。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：使用者と五感を共有できる小
動物を操ることを表わす特技。
使用者が登場していないシーンに
登場させることができる。ただし、判
定を一切行えず、１点でもダメージ
を受けるとシーンを退場する。もし
シナリオ中に倒されても次のシナリ
オ冒頭で復活する。
また、常時【攻撃力】＋１。

と っ け ん かいきゅう

のろ

はは

うで

ぶ っ ぴ んか ん て い

特権階 級

呪いうつし

母の腕

物品鑑定

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：特権的な階級に属している
ことを表わす特技。
ＧＭは、シーン内で何らかのア
イテムが手に入ったり、１Ｄ６千
～万円ほどの収入が入ってくるな
どイベントを起こして構わない。
また、対象の判定達成値に＋１。

レベル：１
タイミング：クリンナップ
判定：自動成功 対象：単体
射程：視界
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：相手にかけられた呪いを自
らが引き受ける特技。
対象が受けている呪いや不調、
バッドステータスを回復し、自身
が同じバッドステータスを受け
る。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：なし
効果：特殊の魔術の結界を周囲に張
り巡らせて、一般人を無力化する特
技。シーンに登場しているエキスト
ラを眠りにつかせたり、無気力にさ
せたりできる。能力者や異端には効
果を発揮しない。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：物品を鑑定する特技。
どのよ うな 年代の 貴重 な骨董品
か、または魔力が含まれているのか、
霊的なものが取り憑いているのかを
判別することができる。
骨董品の鑑定、魔道具の調査や知
識についての判定の達成値に＋３。

ぶ っ ぴ んちょうたつ

じゅう じ ぐ ん

十 字軍

心霊治療

紫神の宝 玉

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：教会に依頼して、何らかの物
品を１つ獲得することができる特
技。
依頼したシーンから２シーン経
過後、注文した物品を入手できる。
この特技を使って「一般特技の薬
物」や「防具」など具体的な物品を
取得してもよい。この物品は、シナ
リオ終了と同時に消滅する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：対象を殲滅する誓いを立て
ていることを表わす特技。
この特技を取得したとき、１２
個のクラスから１つを選択する。
そのクラスのキャラクターに対す
る【命中値】＋２。さらにダメー
ジ＋［クラスレベル］点。対象の
クラスが判明していない場合、効
果は発揮されない。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：心霊医師の技術を持っている
ことを表わす特技。対象の怪我や病
気を診察する。呪いの治療や令呪の
強制除去などが可能。
対象の【ＨＰ】と【ＭＰ】を全回
復する。

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：超越的存在が作り出した、特殊
な魔力がこめられていた宝玉を所持
していることを表わす特技。
そのラウンドの間、
【攻撃力】か【回
避値】のどちらかに＋［クラスレベ
ル］点。

物品 調 達

しんれいちりょう
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し しん

ほ う ぎょく

●聖職者 / 主特技
じょう

か

ぶ

１ページ目

き

浄化の武器

じょう

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：教会から支給された、異端を浄化する力を
込めた白兵武器を所有している。聖なる剣や、守
護を受けた槍など自由な近接武器の形を１つ設
定すること。
対象１体に、［１Ｄ６＋４］点の物理ダメージ
を与える。

け い は つ

体力：５
か

反射：４

い ち げ き

理知：４

意志：４

幸運：３

く い あ ら

浄化の一撃

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：本文
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：教会から支給された、異端を浄化する魔術
を込めた投擲武器を所有している。聖なる矢や、
守護を受けた投擲用レイピア、魔術の書物など
自由な遠距離攻撃が可能な武器を１つ設定する
こと。
エンゲージに関係なく［クラスレベル］分の
対象に、
［２Ｄ６－２］点の霊力ダメージを与え
る。

くさり

知覚：４

こ え

悔改めよ
レベル：１
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：失敗を激励し、的確な指示を与える特技。
仲間のダイスロールを１回だけ振り直させる。もし
ダイス目が悪くなったとしても、振り直した後の目を
適用すること。ファンブルにも使用でき、１回の判定
において１回しか使用できない。この特技を自身には
使用できず、同意した仲間にしか効果を持たない。

し き か み か え

啓発の鎖

さきもりの声

式神返し

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【命中値】
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：６ＨＰ
回数：なし
効果：教会が用意した魔力を帯びた鎖を使い、相
手を不思議な力で拘束、行動不能にする特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】いずれか任意
の能力値で命中判定を行なう。命中した場合、対
象は［クラスレベル］ラウンドの間、【行動値】
を－［クラスレベル＋３］点する。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体※
射程：１５ｍ
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：神の祝福を与える特技。
そのシーンの間、対象のすべての判定のクリ
ティカル値を－２。この特技を自身には使用で
きず、同意した仲間にしか効果を持たない。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：使い魔を扱うものの術式を解除する技量に長け
ていることを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でもＨＰダメージを与えた
対象が「使役されているもの」やモブであった場合、
対象の【ＨＰ】が０となる。ＧＭ判断で却下可能。
また、このときの攻撃で対象を戦闘不能・死亡させ
た直後に、さらに代償を２ＭＰ消費させることで、即
座に未行動になり、メインプロセスを行なえる。

し

っ

た げ き れ い

じょう は つ

し ろ

ま も

て

叱咤激励

浄発

白き守り手たち

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：これからの行いを激励し、的確な指示を与
える特技。
対象の判定達成値に＋２。この特技を自身には
使用できず、同意した仲間にしか効果を持たな
い。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：自身の分身を作り出し、複数の敵を瞬時に
消し去る特技。
そのラウンドの間、命中対象を［対象：範囲
（選択）］に変更する。ただし、
【物理命中値】を
用いる特技の命中対象は［対象：範囲］になる。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：４ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：一瞬だが光の障壁を張り、悪しきダメージを軽
減する特技。
実ダメージを［２Ｄ６＋クラスレベル］点軽減する。

せ ん じゅつ

し

き

ちから つ よ

り ん じ ん

ぼ う あ つ け い ほ う

戦術指揮

力強き隣人

防圧警報

レベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：６ＭＰ
回数：なし
効果：仲間に的確な指示を飛ばす特技。
命中判定にクリティカルしたときに使用。対象
のダメージ＋２Ｄ６。このときの２Ｄ６点は使用
者がダイスロールを行なう。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：１シナリオに３回まで
効果：相棒や助っ人、使い魔などが一時的に手を
貸してくれることを表わす特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋８Ｄ６。この
特技の代償は［２０－クラスレベル］ＭＰとな
る。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：なし
回数：１シーンに３回まで
効果：瞬時に対策を練り、威力を軽減させる特技。
対象のダメージロールを－１Ｄ６（最低１Ｄ６）。
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●聖職者 / 主特技
き ん きゅう

し

２ページ目

え ん

聖職者まめちしき：聖職者は教会から生活のサポート（宿舎など）を受けることができる。
しゅん か ん

し

こ う

じょう

か

そ う

ぐ

緊急支援

瞬間思考

浄化の装具

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：咄嗟の支援を飛ばす特技。
即座にメインプロセスを行なう。このメインプ
ロセスによって行動済にならない。ただし、この
メインプロセスではダメージを与える攻撃を行
なうことはできない。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：一瞬にして効率の良い戦術を導き出し、皆
を勝利に導く特技。
「タイミング：セットアップ」の特技を、さら
に２つ使用できる。同じ特技を２回使用すること
はできない。代償は使用する全特技の合計分を消
費する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《浄化の武器》か《浄化の一撃》を取得してい
ることが条件。より強力な武器を持っていることを
表わす特技。
《浄化の武器》の効果を「［２Ｄ６＋４］点の物理
ダメージ」に変更する。
また、《浄化の一撃》の効果を「［３Ｄ６］点の霊
力ダメージ］に変更する。

じ ん け い

ぜ ん りょく

い

ど う

じ ん け い

ちょう や く

い

ど う

ふ か

ま も

ぬ し

陣形：全力移動

陣形：跳躍移動

深き守り主

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：３０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：素早く指示を出すことで、味方を即座に移
動させる特技。
対象に即座に全力移動を行なわせる。このと
き、エンゲージは離脱できない。この特技を自身
には使用できず、同意した仲間にしか効果を持た
ない。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：３０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：素早く指示を出すことで、味方を即座に移
動させる特技。
対象に即座に戦闘移動を行なわせる。このと
き、エンゲージを離脱でき、封鎖の影響も受けな
い。この特技を自身には使用できず、同意した仲
間にしか効果を持たない。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：視界
代償：８ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：味方の防御能力を上昇させる特技。
そのシーンの間、対象の【物理防御点】か【霊力
防御点】のどちらかを＋［使用者のクラスレベル］
点。

ば つ

か い ほ う

し ん ぱ ん

あ く

し ん ぱ ん

ぜ ん

罰の解放

審判：悪

審判：善

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より効率的に、護りの力へと変える方法を
心得ていることを表わす特技。
この特技を取得したとき、自身が取得している
「回数：１シナリオに１回まで」の特技を１つ選
択する。その特技の効果を「回数：１シナリオに
２回まで」に変更する。

レベル：７
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１０ＨＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：対象の意思を改心させる特技。
対象の。すべての判定のファンブル値を＋５。
ダイス目がファンブル値以下となった場合、その
判定はファンブルとなる。

レベル：７
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：１０ＨＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：相手と意思を一体化し、力を送る特技。
対象の、すべての判定のクリティカル値を－３。
ダイス目がクリティカル値以上となった場合、その
判定はクリティカルとなる。

ひかり

せ ん れ い

ふ

よ

じょうきゅう せ い お う

ぎ

光あれ

洗礼付与

上級聖奥義

レベル：１０
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：８ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：相手の行為を厳しく罰する特技。
対象が特技を使用したときに使用。「タイミン
グ：スキルウェポン」「タイミング：常時」以外
の、
「代償：４ＨＰ／４ＭＰ」まで（「代償：なし」
可）の特技１つを打ち消す。打ち消した特技は使
用したものとして扱う。

レベル：本文
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：キャラクターレベルが５以上で、《瞬間思
考》と《緊急支援》を取得していることが条件。
相手を突き動かす特技。
対象に即座に、イニシアチブにメインプロセス
を行なわせる。対象が未行動であっても行動済に
はならず、行動済であってもメインプロセスを行
なえる。

レベル：本文
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。気を練り
上げ、弾丸のように射出する特技。
攻撃の射程を［クラスレベル×５］ｍまで伸ばす。
１点でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステー
タス『毒（クリンナップごとに１Ｄ６の実ダメージ
を受ける。特技にのみ回復可能）』を与える。
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処刑人
■能力基本値
体力：５

理知：３

反射：５

意志：４

知覚：３

幸運：４

Class 08
●処刑人 / クラス修正

●処刑人 / 副特技
そうそう

ころも

葬送の 衣

１ページ目
く ろ す いしょう

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より戦いやすい衣を身に纏
っていることを表わす特技。
【攻撃力】＋１。
クラスレベル５以上で《葬送の衣２》
として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベ ル１０以上で《葬送の衣
３》として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベ ル２０以上で《葬送の衣
４》として重複取得：更に効果を＋１。

たて

黒水 晶 の盾

あんごうかいどく

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔力の盾を表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋３。
クラ スレベル３以上で《黒水晶の盾
２》として重複取得：更に効果を各＋
２点。
クラ スレベル５以上で《黒水晶の盾
３》として重複取得：更に効果を各＋
［クラスレベル］点。
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えつらく

くちびる

暗号解読

悦楽の 唇

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：どのような暗号や未知の言語
であろうとも解読することができ
る特技。巧妙に隠された情報や暗号
を見逃すことがない。判定が必要な
ときは【理知】を用いる。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：１ＨＰ
回数：１シナリオに５回まで
効果：高濃度の薬を摂取させる特技。
対象の【ＭＰ】を［クラスレベル
Ｄ６］点回復。ただし、対象は自制
心や良心を麻痺させられ、「感応力
師」の《アンドショック》の効果（特
技の使用者が１Ｄ６を振る）を受け
る。また、
《殺法崩し》や《迷わぬ戦
士》などバッドステータス無効特技
は一時的に効果を発動しない。

●処刑人 / 副特技
かい り き む そ う

２ページ目

体力：５

反射：５

知覚：３

怪力無双

完全演技

か んぜ ん え ん ぎ

きょう ふ

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：ケタはずれの怪力を持ってい
ることを表わす特技。外見上の変化
がなく、強大な力を持ち、また、安
全にその力を使用するすべを持っ
ている。例えば、少し力を入れただ
けで鉄が曲がったり、大きな物を持
ち上げたりできる。
過酷な力仕事に対する判定の達
成値に＋４。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：緻密な計算と膨大な情報を集
積し、仕草、人格の細部に至るまで
模範するなど、迫真の演技ができる
特技。
演技の判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：同じ「処刑人」同士の力の波
長を合わせることができる。
シーンに「処刑人」のクラスの人
物が自身を含め３人以上いる場合、
行為判定１つをダイスを振ること
なくクリティカルとして扱うこと
ができる。対象のクラスが判明して
いない場合、効果は発揮されない。

こうこつ

くちびる

し に がみ

とも

恐 怖の友

あか

ち

理知：３

意志：４

幸運：４

きょうりょくちょう ご う じゅつ

強力 調合術

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：効力の強い薬物を調合するこ
とができる特技。
一般特技《鎮静剤》
《興奮剤》の効
果に＋［クラスレベル］点。
つまり、
《鎮静剤》の効果が「［２
Ｄ６＋クラスレベル］点回復」に、
《興奮剤》の効果が「［１Ｄ６＋クラ
スレベル］点回復」になる。

ち

うたげ

恍惚の 唇

死神の赤

血のいざない

血の 宴

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：薬物を強制的に摂取させる手
段を表わす特技。
一般特技の《鎮静剤》《興奮剤》
《痺れ薬》《睡眠薬》使用時に宣言
する。対象に薬物を強制的に使用さ
せる。対抗する場合、使用者の［ク
ラスレベル］＋【体力】と、対象の
【体力】で対決する。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：至近
代償：１ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：狙った獲物を狩り落とすまで
追いかける戦法を表わす特技。
ダメージ＋［現在ラウンド数＋
３］点。

レベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：本文
回数：１ラウンドに１回まで
効果：《血の彫像》を取得している
ことが条件。血の彫像を操る特技。
《血の彫像》を戦闘中に使用可能
にする。創った《血の彫像》は「【Ｈ
Ｐ】
【ＭＰ】５点、能力値オール１、
戦闘値オール１、
【物理防御点】
【霊
力防御点】５点、戦闘移動６ｍ」の
モブＰＣとしてシーンに登場させ、
使用者が操作する。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《血の彫像》を取得しているこ
とが条件。従者を扱う能力に長けて
いることを表わす特技。
《血の彫像》を１度に［クラスレ
ベル］体まで創り出すことができ
る。シーンに複数体《血の彫像》を
創り出すことができる。戦闘中に使
用不可。

ち

ちょうぞう

ち

はい か

ち

び やく

ふ

くうかん

血の彫像

血の配下

血の媚薬

負の空間

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：血液による彫像（モブ）を１
体創り出す特技。戦闘能力は無くシ
ーン終了時に消滅する。戦闘中使用
不可。精度はクラスレベルによる。
３レベルまで：人形を創り出す
６レベルまで：非常に人間に似た像を
創り出す
７レベル以上：本物と見間違える程の
像を創り出す

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：使用者と五感を共有できる使
い魔や、協力を約束した助っ人を連
れていることを表わす特技。
使用者が登場していないシーン
に登場させることができる。ただ
し、判定を一切行えず、配下が受け
たダメージは（どんなに遠くに居て
も）全て使用者に適用される。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：本文
回数：１シナリオに［キャラクター
レベル］回まで（最大２０回）
効果： 体内の血液に幻惑作用があ
り、対象に浴びせたり飲ませたりす
ることで、高揚状態にさせることが
できる特技。
【ＨＰ】を４点消費するごとに達
成値＋１。この特技で【ＨＰ】を１
以下にすることはできない。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：なし
効果：負のオーラを自在に操ること
ができる特技。シーンに登場してい
るエキストラに得体のしれない不
安感を感じさせ、遠ざける結界を張
る。能力者や異端には効果を発揮し
ない。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

本能の拐引

ほんのう

かいいん

最高 調 合 術

さ い こ う ちょう ご う じゅつ

じゅう し ゃ きゅうしゅう

従者吸 収

血の 帝

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：負のオーラを操り、戦闘本能
を沸き上がらせる特技。使用者を中
心とした周囲半径［クラスレベル］
キロメートル以内にいる目標を興
奮状態に陥らせる。
そのラウンドの間、味方全員のダ
メージ＋４。ただし、使用者と敵対
している対象には効果は発揮しな
い。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：薬物を巧みに調合できること
を表わす特技。
一般特技《鎮静剤》
《興奮剤》を、
１度のマイナーアクションに［クラ
スレベル］分、複数使用することが
できる。通常通り使用回数を減らす
こと。例えば、１度のマイナーで《興
奮剤》を３回分（【ＨＰ】３Ｄ６回
復）使用できる。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《血のいざない》と《血の宴》
と《血の彫像》とを取得しているこ
とが条件。《血の彫像》を取り込ん
で、自分自身を強化する特技。
視界内にいる自作の《血の彫像》
を吸収する。１体につき、そのラウ
ンド間、ダメージ＋３。吸収された
《血の彫像》は消滅する。一度に吸
収できる《血の彫像》は３体まで。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：《血の彫像》か《血の配下》を
取得していることが条件。
自身が登場していないシーンで
も創り出したキャラクターに、通常
のＰＣと同じように判定を行なわ
せることができる。使用する能力値
は、使用者のものを扱う。判定終了
後、創り出したキャラクターは消
滅、もしくは退場する。
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ま が ま が

ぶ

１ページ目

き

凶々しき武器

ち

ＳＷ(物理)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：見た者を恐怖に陥れるような禍々しい武器
を所有している。形状は巨大なハサミや死神の大
鎌など自由な近接武器の形を１つ設定すること。
対象１体に、［２Ｄ６］点の物理ダメージを与
える。
命中判定の際、ゾロ目で命中させた場合、【物
理防御点】無視ダメージになる。

か げ

体力：５

ぐ ん ぜ い

ほ ね

ぶ

反射：５

き

知覚：３
い

血と骨の武器

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：自らの血液を凝固させ武器を作ったり、人
骨を錬成させた武器など、自由に近接武器を製作
する。
対象１体に、
［１Ｄ６＋【体力】］点の霊力ダメ
ージを与える。
命中判定の際、ゾロ目で命中させた場合、【霊
力防御点】無視ダメージになる。

ご う も ん じゅつ

理知：３

意志：４

幸運：４

た ん し ん も ん

異端審問
レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：これからの行いを妨害し失敗へと導く特技。
対象の判定達成値に－２。

し ゅ

ら

影の軍勢

拷問術

修羅

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：１回のメジャーアクションにつき１回まで
効果：対象の前に躍り出て、武器でダメージを弾
く特技。
対象のダメージを代わりに自身が受ける。さら
に、実ダメージを１Ｄ６点軽減する。ダメージ算
出時は使用者の【防御点】を使用すること。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：【体力】
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：拷問を行い、精神的に屈服させる特技。
自身の【体力】と見破る側の【意志】で対決し、
成功すれば拷問したことで情報を聞き出すこと
ができる。
また、戦闘中であれば、使用者の【体力】と見
破る側の【意志】で対決し、成功すれば対象の【Ｍ
Ｐ】を－［クラスレベル×３］点。

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：疾風怒濤の勢いで相手に迫る特技。
行為判定失敗後、その判定を振り直す。もしダイ
ス目が悪くなったとしても、振り直した後の目を適
用すること。
また、使用者の攻撃で対象を戦闘不能・死亡させ
た直後に、代償を１０ＭＰ消費させることで、即座
に未行動になり、メインプロセスを行なえる。

ふ う い ん

き ば

や く ぶ つ ちょう ご う

や み

こ ろも

封印の牙

薬物調合

闇の衣

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：使用する武器に精神力を込め、威力を強化
する特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋４。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：即座に状況に見合った薬物を調合し、作成
することができる特技。
一般特技の《鎮静剤》
《興奮剤》
《痺れ薬》
《睡眠
薬》
《蘇生薬》
《万能薬》のいずれか１つを即座に
取得する。このとき取得した一般特技は、シナリ
オ終了時に全て消滅する。
キャラクターレベル８以上の場合、《興奮剤Ｅ
Ｘ》の取得も可能とする。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０ＭＰ
回数：なし
効果：悪魔のような闇の姿へと容姿や装備を変貌さ
せ、大きな力を引き出す特技。
そのシーンの間、最大【ＨＰ】を＋２０、
【物理防
御点】と【霊力防御点】をそれぞれ＋４。

ふ う い ん

つ の

へ び

わ な

や く ど う

じ ゅ

か

封印の角

蛇の罠

躍動の呪歌

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：戦いに赴く相手を激励し、強化を図る特技。
そのラウンドの間、
【命中値】＋４し、さらにダ
メージ＋２。

レベル：３
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：不用意に触れた者を、強力な毒によって死
に至らしめる特技。
同一エンゲージからの攻撃に対して、回避判定
に成功した際に使用。攻撃を仕掛けてきた対象に
バッドステータス『毒（クリンナップごとに１Ｄ
６の実ダメージを受ける。特技にのみ回復可能）』
を与える。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：対象の情報を把握し、素早く援護することで、
行動する前の状態に戻すことができる特技。
行動済の対象を未行動にする。
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や す

２ページ目

じ ょ げ ん

処刑人まめちしき：処刑人はとある施設で戦闘訓練を受けていることが多いとされている。
や み

ゆ う

し

や み

よろい

安らぎへの助言

闇の勇姿

闇の鎧

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：１０ｍ
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：戦いに赴く己を激励し、状況に応じ最適化
を図る特技。
対象にかけられた特技の効果（バッドステータ
スや、ダメージプラス、防御点プラスなどの特技
効果）どれか１つを解除する。どの効果を解除で
きるかは使用者が選択できる。対象が抵抗する場
合、使用者の【理知】と対象の【意志】と対決す
ること。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＨＰ
回数：なし
効果：戦いに赴く己を激励し、状況に応じ最適化
を図る特技。
そのラウンド間、
【命中値】＋２し、さらにダメ
ージ＋２。対象に１点でもＨＰダメージを与えた
場合、バッドステータス『麻痺（戦闘移動が行な
えず、【回避値】に－５。クリンナップに自動回
復）』を与える。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＨＰ
回数：なし
効果：戦に立ち向かうための容姿や装備に変身し、戦
に繰り出す特技。
そのシーンの間、【物理防御点】と【霊力防御点】
をそれぞれ＋［クラスレベル］点。

お

う

ざ ん げ き

し ょ け い

じ

こ く

堕い討ち

惨撃

処刑時刻

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：人体の急所を知り尽くしていることを表わ
す特技。
対象がバッドステータス（重圧・転倒・毒・放
心・麻痺など）を受けている場合、その対象を標
的にしたダメージに、バッドステータス１つにつ
き＋１Ｄ６。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：自分にしか使えない特技にアレンジし、よ
り効果を高める特技。
この特技を取得したとき、取得している特技１
つを選択する。その特技効果の固定値に＋［クラ
スレベル］点。ただし、その特技は１シナリオに
３回しか使用できなくなる。「１シナリオに○回
使用可能」と指定された特技は選択できない。

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：持てるすべての力を解放する特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋４Ｄ６。ただし、
クリンナッププロセスまで使用者の【物理防御点】
と【霊力防御点】が０になる。

し ん え ん ざ い

りょう け ん

げ き り ん

深淵剤

猟犬のアギト

逆鱗

レベル：７
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：高位な処刑人のみが使用することを認めら
れた薬剤を所有していることを表わす特技。
自身の【ＨＰ】が回復する際、その効果に＋２
Ｄ６する。このときの２Ｄ６は使用者がダイスを
振る。
例えば、《肉体復元》を自身に使用した場合、
【ＨＰ】を［４Ｄ６＋クラスレベル×３］点回復
することになる。

レベル：７
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：狙った敵の懐に飛び込む特技。
同じエンゲージにいる対象が移動か離脱を行
なった直後に使用。即座に対象と同じエンゲージ
に移動する。このときエンゲージを離脱すること
ができ、封鎖の影響も受けない。移動できる距離
は、使用者の【通常移動】分まで。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：窮地のときこそ真なる力を発揮する特技。
【ＨＰ】が【理知基本値】以下になったとき、ダ
メージ＋３Ｄ６。
【ＨＰ】が【理知基本値】以上に回
復されたとき、この特技の効果は無くなる。

いの ち

はがね

じ ょうき ゅ う し ょ け い じゅつ

か

か ま

り

ろ ん

命狩る鎌

鋼の理論

上級処刑術

レベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：成功を我がものにする高い意識を持つこと
を表わす特技。
自身がクリティカル成功したとき、即座に【Ｈ
Ｐ】と【ＭＰ】が２Ｄ６点回復する。

レベル：１２
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：９ＭＰ
回数：なし
効果：全身凶器となり、敵を攻撃する特技。
ダメージに＋［取得している「防具」の数×３］
点。

レベル：本文
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。自らの戦
場に対象を閉じこめる檻を呼び出す特技。
そのラウンドの間、使用者のいるエンゲージを封
鎖する。また、そのエンゲージにいる間、ダメージ
に＋［クラスレベル］点。
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領域遣い
■能力基本値
体力：３

理知：５

反射：３

意志：５

知覚：４

幸運：４

Class 09
●領域遣い / クラス修正

●領域遣い / 副特技
く う げき

しな

空隙の品

１ページ目
ぶ そ う りゅう し

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：力を引き出す装備を表わす特技。
「領域遣い」の【スキルウェポン】
の命中クリティカル値を常に－１。
クラスレベル５以上で《空隙の品２》と
して重複取得：更に効果を－１。
クラスレベル１０以上で《空隙の品３》
として重複取得：更に効果を－１。
クラスレベル２０以上で《空隙の品４》
として重複取得：更に効果を－１。

武装 粒 子

かい ど り

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：空気上を自身の鎧に変換さ
せる特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《武装粒子２》とし
て重複取得：更に効果を各＋１点。
クラスレベル５以上で《武装粒子３》
と して 重複 取得 ： 更に効果を 各＋
［クラスレベル＋３］点。

42

か な た

おと

掻取のしるべ

彼方の音

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：半径３メートルぐらいのある
空間に［クラスレベル］分間ほどの
音声メッセージや映像を保存して
おくことができる特技。
使用者は伝言の内容と、それを残
す空間を設定する。その空間に立っ
た者は、伝言の内容を受け取ること
ができる。設定の解除は使用者が自
由に行なってよい。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：音を操作する力があることを
表わす特技。雑踏の中で秘密の会話
をすることも、
［クラスレベル］キロ
メートル向こうまで音を届かせる
こともできる。判定が必要なときは
【意志】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

●領域遣い / 副特技
げん し

ろうかく

２ページ目
し ぜん

体力：３

いと

し ぜん

反射：３

知覚：４

おり

原子の楼閣

自然の糸

自然の檻

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：身体のどこかに小さな物を隠
しておける特技。
［クラスレベル］個
まで物体を隠蔽することができる。
服の下に膨らみがある訳ではなく、
まるで『不干渉の式』のように物を
隠すことができる。見破ろうとする
場合は、使用者の【幸運】と見破る
側の【知覚】で対決する。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：周辺の地形を利用した「自然
の糸」を作り出し、対象を束縛する
ことができる特技。
強靭で柔らかな糸や縄を作り出
す。長さは１０メートルほどあり、
ロープ代わりにも活用できたり、首
を締め付ける糸にすることもでき
る。作成後、
［クラスレベル］日後に
消滅する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：周辺の地形を利用した檻を作
り、対象を閉じ込める特技。［クラ
スレベル］人が収容できるほどの檻
を作り出し、対象を捕らえる。
使用者は、作成の際に１Ｄ６を振
る。対象が檻の捕縛から逃げる場
合、
【体力】で［難易度：１０＋作成
時の１Ｄ６］の判定に成功しなけれ
ばならない。

せいちょう そ く し ん

ぜんほ う い

し かく

そ し き へん よ う

理知：５

意志：５

幸運：４

しょくも つ れ ん せい

食 物錬成

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：人間や動物の食物を即座に取
り出し、対象に与えることができる
特技。どのような食物かは使用者が
自由に決定すること。
また、
【ＨＰ】か【ＭＰ】を１Ｄ６
点回復する。

ち

え

ぶんしん

成 長 促進

全方位視覚

組織変容

知恵の分身

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：領域内の植物に因子を埋め込
み、急激に成長させることができる
特技。どの程度まで成長できるか使
用者が自由に設定すること。判定が
必要なときは【意志】を用いる。
また、常時【行動値】＋１。

ベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：領域全土を把握することで、
どんな細かい物も見逃さない特技。
隠れたものを見付けたり、特定の
ものを捜索する判定の達成値に＋
３。そのシーンに『契約』している
キャラクターがいる場合、さらに効
果に＋１する（つまり＋４）。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：物品や植物など、生物以外の
物品にその身を変える特技。
タンスや、一本の木に変身できる
ようになる。この特技が使用されて
いることに気付いたり見破ろうと
する場合は、使用者の【理知】と見
破る側の【知覚】で対決する。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：己の知恵をもってその場を切
り抜ける特技。
能力値による判定の直前に使用。
その判定を行うための能力を【理
知】に変更する。ＧＭ判断で却下可
能。

ひょう が

ひょうへん

テリトリー
レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「屋敷」を持っていることを表
わす特技。
この特技を取得したとき、どのよ
うな住宅なのか（一般家屋、城など）
設定すること。その屋敷は「絶対に
安全」な場所であり、そこに侵入者
があった場合、無条件で感知でき
る。

ふ

か

し

しろ

氷 河の城

りょういき

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果： 周囲の環境を一時的に改変
し、温度を調節できる特技。場面選
択で極寒の地を作り出したり、通常
では溶けない氷を作成したり、その
氷を使って何かを保存したりでき
る。判定が必要なときは【意志】を
用いること。
また、常時【攻撃力】＋１。

めぐ

つた

わざ

れ ん き ん じゅつ し

ゆび

豹 変の業

錬金 術 師の指

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：顔や姿をその場に最も適した
人間のものに変化させる特技。この
特技が使用されていることに気付
いたり見破ろうとする場合は、使用
者の【理知】と見破る側の【知覚】
で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：その場の自然を使い、１度に
［クラスレベル］個、物品を物質化
する特技。判定が必要なときは【意
志】を用いること。この効果で物質
化した物のは数分後（シーン終了
時）に消滅する。この特技が使用さ
れていることに気付いたり見破ろ
うとする場合は、使用者の【意志】
と見破る側の【理知】で対決する。

に

せ

ちぎ

不可視の領域

恵みの蔦

スーパーテリトリー

二世の契り

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：特定の領域を隠蔽する特技。
最大で半径［クラスレベル］キロメ
ートルの場所を隠蔽でき、隠蔽され
た領域は知覚されないものになる。
見破ろうとする場合は、使用者の
【意志】と見破る側の【知覚】で対
決する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：特殊な結界を張り、手当の環
境をより良いものに調整する特技。
一般特技《鎮静剤》
《興奮剤》を、
１度のマイナーアクションに［クラ
スレベル］分、複数使用することが
できる。通常通り使用回数を減らす
こと。例えば、１度のマイナーで《興
奮剤》を３回分（【ＭＰ】３Ｄ６回
復）使用できる。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：《テリトリー》を取得してい
ることが条件。「絶対安全」な領域
に更なる強化を加える特技。
《テリトリー》がシーンの舞台に
なった場合、シーン終了時に、シー
ンに登場していた任意のキャラク
ター全員の【ＨＰ】と【ＭＰ】を完
全回復する。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：本文
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：《籠抜け》を取得していること
が条件。
『契約』状態であるキャラクター
が居る場所に瞬間移動する。使用者
が知らない場所にも瞬間移動する
ことができる。判定が必要な場合
は、【意志】を用いる。
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●領域遣い / 主特技
だ い

ち

１ページ目

い ち げ き

大地の一撃

ご う し ん

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：１ＨＰ、または１ＭＰ
回数：なし
効果：物質を変換し、石の剣や棍棒など最も攻撃
に適した形に武器で攻撃する。
対象１体に、［２Ｄ６＋【任意の能力値ボーナ
ス】］点の霊力ダメージを与える。命中判定を行
なうたびに代償を消費すること。

きょう

か

体力：３

じゅつ し き

反射：３

て っ つ い

か ご

鋼神の鉄槌

ＳＷ(霊力)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：１ＨＰ、または１ＭＰ
回数：なし
効果：物質を変化し、より破壊力の高い武器を生
み出し攻撃する。
対象１体に、
［１Ｄ６＋【意志】］点の物理ダメ
ージを与える。このスキルウェポンは【霊力命中
値】を用いて命中判定を行なうが、物理ダメージ
を与えることができる。
この特技で《属性スイッチ》を使用することは
できない。命中判定を行なうたびに代償を消費す
ること。

げ ん

そ

知覚：４

じ ん け い

理知：５

意志：５

幸運：４

ぬ

籠抜け
レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：本文
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：空間を跳躍し、特定の場所に移動する特技。自
由な場所に瞬間移動する。ただし、一度でも行ったこ
とがある場所でなければ使用できない。ＧＭ判断で
阻止可能。
現在の位置から使用者の【全力移動】ｍまでの任意
の場所に移動することができる。この移動でエンゲ
ージから離脱することもでき、封鎖の影響も受けな
い。

さ い せ い

せ ん こ う

強化術式

元素の陣形

再生の閃光

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：周囲の物質を自在に操り、接触したものの
強度を上げる特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋１Ｄ６。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最
大１０回）
効果：環境を動かし、自らに有利な障壁を張り、
ダメージを軽減する特技。
実ダメージを［キャラクターレベル］点軽減す
る。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：自然が発する浄化の力を多く放出させて、その
ものの姿だけを残す特技。
対象にかけられた特技の効果（バッドステータス
や、ダメージプラス、防御点プラスなどの特技効果）
どれか１つを解除する。どの効果を解除できるかは
使用者が選択できる。対象が抵抗する場合、使用者の
【理知】と対象の【意志】と対決すること。

だ い

だ い

ち

ち ょくめい

ち

ぼ う ぎ ょ へ き

は こ ぶ ね

ぬ し

大地の勅命

大地の防御壁

箱舟の主

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：本文
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最
大１０回）
効果：周辺の地形を操り、より良い動きへ導く特
技。
【ＭＰ】を消費する特技の代償を２倍消費させ
ることで、その効果を＋１０。シーン持続の特技
には使用できず、同意した仲間にしか効果を持た
ない。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：周囲の地形を操り、攻撃から守るバリアを
張る特技。
そのシーンの間、【物理防御点】と【霊力防御
点】をそれぞれ＋２。重複可能。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：用いる武器と周囲の構造を把握し、鋭い一撃を
繰り出す特技。
そのメインプロセスの間、すべての判定のクリテ
ィカル値を－２。

し ろ

せ い め い

さ け

だ い

ち

し ゅ

ご

し ゃ

イバラの城

生命の叫び

大地の守護者

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：味方のいる空間に、強固な戦闘支援を行な
う特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋４。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：１０ｍ
代償：６ＭＰ
回数：なし
効果：癒やしの息吹を巻き上げる特技。
【ＨＰ】を［クラスレベルＤ６］点回復する。
さらに、そのラウンドの間、
【物理防御点】か【霊
力防御点】を＋３。

レベル：３
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：対象の前に特殊な結界を張り、守護する特技。
対象が受ける予定の【ＨＰ】ダメージを０に変更す
る。
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●領域遣い / 主特技
ち

し お

２ページ目

じ ん

領域遣いまめちしき：領域遣いの作るメシはうまい。因子を操作できるかららしい。
は こ ぶ ね

ぬ し

も ろ

は

とりで

血潮の陣

箱舟の主２

諸刃の砦

レベル：３
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：なし
効果：自らの命も顧みず、対象の命を狙う特技。
ダメージに＋２Ｄ６。その同値分、自身の【Ｈ
Ｐ】か【ＭＰ】のいずれかを消費する。このとき
消費した代償により【ＨＰ】か【ＭＰ】が０にな
ったら、使用者は即座に死亡する。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：《箱舟の主》を取得していることが条件。ど
んなフィールドでも自在に動くことができるこ
とを表わす特技。水中、悪天候などで生じるペナ
ルティ、地形やトラップなどのマイナスの修正を
無視する。
そのシーンの間、すべての判定のクリティカル
値を－２。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：本文
回数：１ラウンドに１回まで
効果：自身が立つ場を顧みず、相手の好転に徹するこ
とを表わす特技。
そのラウンド間、自身の【回避値】を４点減少さ
せるごとに対象の判定達成値＋２。
【回避値】を１以
下にすることはできない。クリンナッププロセスに
なったらペナルティは解除され、通常の【回避値】
に戻る。

きょう ぞ う

ば く さ い

ば く さ ん

鏡像

爆砕

爆散

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：自分の分身を投影し、攻撃を行なう特技。
行動済になった直後に使用。即座に未行動にな
る。このとき消費した代償により【ＨＰ】が０に
なったら、使用者は即座に死亡する。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：断末魔の精神エネルギーを破壊的な力へ変
え、対象にぶつける特技。
自身が戦闘不能になった直後に使用。攻撃を行
なってきた対象に、［クラスレベルＤ６］点のダ
メージ（軽減可能）を与える。

レベル：５
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：９Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：設定した領域を爆発させる特技。
そのラウンドの間、使用者の命中対象を［対象：
シーン（選択）］［射程：視界］に変更し、ダメージ
＋［クラスレベルＤ６］。このときのダメージは、
【防
御点】無視ダメージになる。消費した代償により【Ｍ
Ｐ】が０になった場合、使用者は即座に死亡する。

だ

い

ち

し

と

つくろ

ば く か い

大地の使徒

繕うもの

爆界

レベル：７
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：攻撃の効率を何倍も高める特技。
ダメージ＋６Ｄ６。この特技の効果はクリンナ
ッププロセスまで持続する。この特技を使用後
に、使用者は行動済となる。

レベル：７
タイミング：判定直後
判定：【意志】＋３
対象：単体※
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：空間に既にある攻撃を反射させる特技。
回避判定に失敗した直後に使用。攻撃してきた
対象との【意志】対決（使用者は＋３のボーナス
付き）を行なう。勝利した場合、自身が受けた実
ダメージを、それを与えた相手にも同時に与え
る。この特技で与えた実ダメージは軽減できな
い。

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０Ｄ６ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：《爆散》を取得していることが条件。敵を爆発
によって殲滅する特技。
そのラウンドの間、使用者の命中対象を［対象：
シーン（選択）］［射程：視界］に変更し、ダメージ
＋［１０Ｄ６＋クラスレベル×２］。

く

い と

ば く じ ん

じょうきゅうりょう い き そ う

さ

繰り糸

爆塵

上級領域操作

レベル：１０
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：５０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：《籠抜け》を取得していることが条件。相手
を特定の場所に瞬間移動させる特技。
対象を、使用者からの射程内の任意の場所に移
動させる。さらに、そのラウンドの間、
【回避値】
を＋３。この移動で対象はエンゲージから離脱す
ることもでき、封鎖の影響も受けない。この特技
は同意した仲間にしか効果を持たない。

レベル：１２
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：視界
代償：２Ｄ６ＨＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：《上級領域操作》を取得していることが条
件。自分の精神力を削り、敵を殲滅する特技。
そのラウンドの間、使用者の命中対象を［対象：
シーン（選択）］
［射程：視界］に変更し、ダメー
ジ＋［クラスレベルＤ６＋クラスレベル×２］。
この特技を使用すると、メインプロセスの終了
と同時に、【ＭＰ】は１になる。

レベル：本文
タイミング：判定直前
判定：【命中値】（選択） 対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。領域を操
り、攻撃をあらぬ方向へとそらす特技。
回避判定直前に使用。使用者は【回避値】ではな
く【物理命中値】か【霊力命中値】のどちらかを使
用して回避判定を行なうことができる。
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世界遣い
■能力基本値
体力：４

理知：４

反射：４

意志：４

知覚：３

幸運：５

Class 10
●世界遣い / クラス修正

●世界遣い / 副特技
いつものアレ

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：心を落ち着けるアイテムを所
持していることを表わす特技。
『供給』時の回復量に＋２。
クラスレベル５以上で《いつものアレ２》と
して重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《いつものアレ３》
として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《いつものアレ４》
として重複取得：更に効果を＋１。

１ページ目
は きゃく

そう ぐ

破 却 の装具

あか

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：実際に生じている破壊力を、
自身に伝えるまでに歪めてしまう
力があることを表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋［クラスレベル］点。
クラスレベル５以上で《破却の装具
２》として重複取得：効果に＋［シーン
に登場中の名前のある全キャラクタ
ー］点。退場ごとに防御点も減少する。
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きみ

あっしゅく

せ かい

赤の君

圧縮された世界

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：時間の流れに干渉し、一時的
に先送りにする特技。
そのラウンドの間、受けるすべて
のダメージを０にする。ただし、そ
のラウンド内に受けたダメージ合
計点を、クリンナッププロセスにな
ったら消費すること。同ラウンド内
で回復行為は行えない。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：至近
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：空間をねじ曲げて、あり得な
い筈の空間を作り出す特技。
２階と３階の間にもう１つ階を
作ったり、押し入れの中に体育館並
みの部屋を作ることができる。見破
ろうとする場合は、使用者の【理知】
と見破る側の【幸運】で対決する。

●世界遣い / 副特技
うんめい

よ かん

２ページ目

体力：４
き おく

反射：４

知覚：３

か ふく

理知：４
から

意志：４

幸運：５

じ くう

運命の予感

オレンジの記憶

禍福のさざなみ

絡まる時空

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：ほんの偶然やひらめきにより
手がかりを得る特技。
ＧＭに対して疑問点を直接尋ね
ることができる。回答拒否した場
合、使用回数に含まない。

レベル：１
タイミング：オート
判定：【幸運】
対象：単体
射程：至近
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：未来や、新たな世界の住人に
記憶を届ける特技。「次回のイベン
ト」
「次のループ」
「違う世界」の対
象に、現存する一定の記憶をコンバ
ートする。ＧＭが指定した難易度の
【幸運】判定に成功すれば、記憶を
譲歩させることができる。どれだけ
できるかなど詳細はＧＭと応相談。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：神のごとき力を振るい、周囲
の情報を最善に書き換える特技。
対象の判定達成値、およびダイス
ロールに＋２０。
使用する際に１Ｄ６を振り、１が
出たら達成値はプラスできない上
に、自身が【ＨＰ】２０点ダメージ
を受ける。失敗の場合、使用回数に
カウントしない。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：他者の中に流れる時間の感覚
すら操ってしまう特技。
使用の際、対象を２人選択する。
そのラウンド間、片方の【行動値】
をもう１人の【行動値】と同値にす
る。この特技は同意した仲間にしか
効果を持たない。

きずな

きずな

きみ

きょう き

りょうがん

絆 の両眼

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：精神世界を通じて相手と繋が
ることができる特技。
『契約』状態であるキャラクター
が見ているシーンの内容を、登場し
ていなくてもリアルタイムに共有
して見聞きできる。相手の許可が無
ければ使用できない。判定が必要な
ときは【理知】を用いる。

でん ぱ じ ゅ し ん

だんそう

さち

せ かい

絆 の断層

君に幸あれ

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：相手の纏う強大な絆の力を読
み取ることができる特技。
対象が『契約』を行なっているか、
令呪刻印があるかを感知すること
ができる。判定が必要なときは【意
志】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：対象に祝福を与え、幸福な運
命に世界を書き換える特技。
対象の【幸運】判定の達成値＋４。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：強制的に本性を曝け出させる
ことができる特技。対象は興奮状態
になり、凶暴性が増して非常に攻撃
的になる。
バッドステータス『重圧（タイミ
ング：常時以外の特技が使用できな
くなる。マイナー消費で回復）』を与
える。
また、常時【攻撃力】＋１。

ぼうえいよ う ぐ

狂 気の世界

み らい し

電波受信

防衛用具

マイヒーロー

未来視

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：時折「電波」を受信する特技。
何らかの「電波」を受け取る。重
要な内容を聞くこともあれば、どう
でもいい話が舞い降りることもあ
る。ＧＭはこの特技を取得した人物
に、唐突すぎるイベントを用意する
ことができる。積極的に受信したい
など判定が必要な場合は、【幸運】
を用いる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
効果：日常を守る戦いのために所持
しているアイテムを表わす特技。
敵意のある人間や、怨霊や異端な
ど「悪意のある存在」を感知、また
は捜索する判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：ピンチの際に、なぜか都合よ
く救援が現れることを表わす特技。
シーンに登場していないキャラ
クターひとりを、シーンに登場させ
ることができる。対象はこの効果を
拒否できる。ＧＭ却下可能。効果が
発揮されなかった場合、使用されな
かったことになる。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：未来を覗く未来視を所有して
いる特技。
「この場でこれから何が起こる
のか」を客観的に視聴することがで
きる。判定が必要なときは【意志】
を用いること。

しん ぴ

むらさき

むす

たましい

し ん せい げん ご

りょうかい

結びあう 魂

神聖言語

神秘の領 海

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：心と心を通わせることで、絆
をより深く結びあう。
『契約』状態であるキャラクター
に関する【理知】判定に常に＋３。
また、１シナリオに１回まで、
『供
給』時の回復量に＋［クラスレベル］
点できる。この効果は『供給』を行
なうキャラクターにも適用される。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：世界の抑止力を調整し、より
自身に相応しい結果を導き出す特
技。
シナリオ開始時に取得している
特技を１つ選択する。そのシナリオ
の間、選択した特技の代償を－［ク
ラスレベル÷２（切捨）］点する。た
だし、代償は１未満にはならない。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：周囲の歪みをより大きなもの
へ変える特技。
実ダメージを［キャラクターレベ
ル］点軽減する。ただし、使用する
際に１Ｄ６を振り、１が出た場合、
自身の【防御点】は０になりダメー
ジを受ける。
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め

紫 の眼

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：慈悲深き神の如き力で、悲し
い世界を書き換える特技。
［クラスレベル］時間以内に死亡
した対象を戦闘不能にする。ただ
し、使用する際に１Ｄ６を振り、１
が出た場合、対象は生存するが使用
者は即座に死亡する。

●世界遣い / 主特技
ら

っ

か

１ページ目

ひかり

落下する光

体力：４
お

ＳＷ(物理)

よ

反射：４

や み

押し寄せる闇

知覚：３

理知：４

意志：４

幸運：５

ぎゃく て ん う ん め い

ＳＷ(霊力)

逆転運命

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：なし
効果：相手が浄化するように運命を書き換える。
無数の光が周囲を取り囲み対象は消え去る。
命中判定の前に１Ｄ６を振り、１が出たらシー
ン内の味方全員に、２～５が出たら敵全員に、６
が出たら使用者のみに、
［２Ｄ６］点の物理ダメー
ジを与える。

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：なし
効果：相手が消滅するように運命を書き換える。
闇の塊に押し潰され対象は消え去る。
命中判定の前に１Ｄ６を振り、１が出たらシー
ン内の味方全員に、２～５が出たら敵全員に、６
が出たら使用者のみに、
［２Ｄ６］点の霊力ダメー
ジを与える。

クリエイトゲイト

空の片足

天使の守護

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン×
判定：【幸運】
対象：単体
射程：至近
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：空間をねじ曲げて、遠く離れた自分が知っ
ている場所に繋がるゲイトを作り出す特技。ゲイ
トは固定しておくも可能で、他人も利用できる。
対象を即座に［【幸運】の達成値］ｍ移動させる。
エンゲージ離脱も可能だが、対象が効果を拒否す
れば効果は発揮されない。クリティカルで判定成
功した場合は、シーン内の任意の場所に対象を移
動できる。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：一瞬の幻の中を移動することが出来る特
技。
即座に戦闘移動を１回行なう。エンゲージの離
脱ができ、封鎖の影響を受けない。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：守り手の加護を得る特技。
回避判定直前に使用。回避判定を２回行ない、ど
ちらか任意の結果を採用することができる。ただ
し、回避判定で一度でもファンブルが発生した場合
は自動失敗になる。

歪んだ奇跡

リバース

リライト

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【意志】
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：他人に起きたことを自分に降りかかるよう
に世界を書き換える特技。例えば、隣の女の子に
当たるボールが何故か自分に当たる、など。
【意志】判定で対決し、使用者が勝利した場合、
ラウンド間、対象の命中目標を使用者に向ける。
ただし、対象が使用者に攻撃を行なうことが不可
能な場合、効果は発動しない。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：光が遮断された空間を作り、己の力を引き
出して奇跡を生み出す特技。シーン内の任意の視
界内の空間を闇で閉ざす。サイズや形は任意で操
作できる。
また、戦闘不能状態の対象１体の【ＨＰ】を１
まで回復する。ただし、対象は行動済になる。

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：ほんの数秒だけ時間を巻き戻し、失敗を無か
ったことに世界を書き換える特技。
対象が行為判定でファンブルしたとき、その結果
をファンブルではなく、
［２］として達成値を適用さ
せることができる。

ゆ が

い ん

き

が

せ き

ちょう

そ ら

ほ し

か た あ し

い

ぶ

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：可能性を導き出すよう悔い改めさせる特技。
行為判定を１回だけ振り直させる。もしダイス目
が悪くなったとしても、振り直した後の目を適用す
ること。ファンブルに対してこの特技は使用できな
い。１回の判定において１回しか使用できない。
敵対する対象には、１シナリオに１回まで使用可
能。

て ん

き

し

て ん り ん

し ゅ

か

ご

ご

因果の蝶

星の息吹

天輪の加護

レベル：１
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：時間差カウンターを繰り出す特技。
そのラウンドの間、ダメージに＋［使用者がそ
のラウンド中に受けた実ダメージ］。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体
射程：３０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最大
１０回）
効果：生命力を上昇させる特技。
対象の【ＨＰ】を［１Ｄ６＋【幸運】］点回復す
る。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：何事にも敗北しない強い肉体を持つことを表
わす特技。
この特技を取得したとき、バッドステータス１つ
を選択する。選択したバッドステータス（重圧・転
倒・毒・放心・麻痺など）を受けない。レベルアッ
プごとに《天輪の加護：○○》のように、重複取得
可能。
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●世界遣い / 主特技

２ページ目

く う か ん わ い きょく

世界遣いまめちしき：世界遣いは高い可能性で以前のループの記憶を引継ぐことができる。
み

ら い

と

い き

り ん

ね

おうぎ

空間歪曲

未来の吐息

輪廻の扇

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：７ＨＰ
回数：なし
効果：周辺の地形を変化させたり、自身が思い通
りにできる結界を作り出す特技。
そのラウンドの間、使用者が使う全特技の効果
を「対象：範囲（選択）」
「射程：視界」に変更す
る。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：数秒先の未来を読み、物事を成功へ導く特
技。
行為判定１つをクリティカルにする。

レベル：３
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：６ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：最後のチャンスを掴む特技。
対象の行為判定のファンブル値を７、クリティカ
ル値を８にする。
敵対する対象に使用する場合、判定直前に使用者
と敵対する対象の【幸運】で対決する。敵対する対
象が失敗した場合、対象がいかなるファンブル値、
クリティカル値であっても《輪廻の扇》の効果が上
書きされる。

た

じゅうちょう や く

せ

か い そ う ぞ う

多重跳躍

リトライ

世界創造

レベル：５
タイミング：クリンナップ
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：現在の場所にあるすべてを巻き込んで時間
跳躍する特技。
即座にそのシーンを終了させる。戦闘中の場
合、キャラクターの配置は変わらない。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：４Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：時間を巻き戻す特技。
現在進行中のシーンを最初からやり直し、消費
したもの全て回復した状態でリトライできる。
また、
「対象：単体」
「射程：視界」の行為判定
１つをファンブルにする。消費した代償により
【ＭＰ】が０になったら、使用者は即座に死亡す
る。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：本文
射程：本文
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：高次の存在が持つような、奇跡の力を行使する
特技。
３Ｄ６を振って３つすべてのダイス目が「６」だ
ったら、願いが叶う。６ゾロが出た上で願いをＧＭ
が許可しなかった場合、使用しなかったものとする。

か く め い

は た

ほ う そ く ちょう

わ

まこと

つ か

て

革命の旗

法則調和

真の遣い手

レベル：７
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１０ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：眠っていた戦闘に関する才能を目覚めさせ
る特技。
そのラウンドの間、
【物理命中値】と【霊力命中
値】に＋４し、さらにダメージ＋５Ｄ６。

レベル：７
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：世界の法則を自在に操る特技。
イニシアチブプロセスにメインプロセスが行
える。このメインプロセスを行なっても行動済み
にならない。また、行動済であってもメインプロ
セスを行なうことができる。自身が未行動でない
使用不可。

レベル：７
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２０ＭＰ
回数：なし
効果：自らの強固な内的イメージによって構築され
た結界を張る特技。
そのシーンに、能力者以外が立ち入ることができ
ない結界を張る。
また、戦闘中であればそのシーン間、使用者の行
なうすべての判定のクリティカル値は８となる。こ
の結界は、使用者が一度でもファンブルを出したと
きに解除される。

う つ せ み

つ か

て

さ か

お

じょうきゅう

せ

か い そ う

さ

虚蝉の遣い手

逆さ落ち

上級世界操作

レベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：運命が自身に味方してくれることを表わす
特技。
この特技取得時に、「１シナリオに○回」と書
いてある特技１つを選択する。その特技の使用回
数に＋１。

レベル：１２
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：自分が有利なように導くだけでなく、相手
の能力を失わせることもできる特技。
対象のクリティカルをファンブルに、もしく
は、ファンブルをクリティカルに変更する。

レベル：本文
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに３回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。運命を別
の方向へと導く特技。
対象のダイスロール後に使用。ダイスを１つ、ま
たは２つの出目をひっくり返す。つまり、反対側の
面の出目を使用することができる。
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稀人
■能力基本値
体力：４

理知：４

反射：５

意志：３

知覚：４

幸運：４

Class 11
●稀人 / クラス修正

●稀人 / 副特技
しゅ ご

いし

守護の石

１ページ目
まも

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：加護を宿す装備を表わす特技。
回避判定のクリティカル値を、
常時－１。
クラスレベル５以上で《守護の石２》
として重複取得：更に効果を－１。
クラス レベ ル１０ 以上で《守護の石
３》として重複取得：更に効果を－１。
クラス レベ ル２０ 以上で《守護の石
４》として重複取得：更に効果を－１。

お守り

お と いろ へん せい

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：特殊な力の装備を表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《お守り２》とし
て重複取得：更に効果を各＋【幸運】
点。
クラスレベル５以上で《お守り３》とし
て重複取得：更に効果を各＋［クラ
スレベル］点。
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き おく

かお

音色変成

記憶の香り

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：音を操り、自らの声を別人の
声に変える特技。声を自在に操るこ
とができる。ただし、外見は変わら
ない。見破ろうとする場合は、使用
者の【理知】と見破る側の【知覚】
で対決する。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《マインドロスト》か「異端者」
の《偽りの太陽》を取得しているこ
とが条件。広範囲でも記憶操作の改
変を可能とする特技。《マインドロ
スト》
《偽りの太陽》などの記憶改竄
系の特技を［対象：場面（選択）］に
変更する。
また、常時【理知】クリティカル
値－１。

●稀人 / 副特技
けもの

２ページ目

がい と う

体力：４

た い こ

えん

反射：５

知覚：４

のろ

理知：４
つき

意志：３

幸運：４

がいとう

獣 の外套

太古の縁

ちいさな呪い

月の外套

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：［クラスレベル］時間の間、
対象を動物に変身させる特技。
使用者の望んだ動物に相手の姿
を変身させる。特技から抵抗した
り、特技の効果を見破ろうとする
場合は、使用者の【理知】と見破る
側の【意志】で対決する。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：長生きをしているために、古
い縁を持っていることを表わす特
技。初対面の人物を知り合いだった
ことにしたり、過去に会っているこ
とにしてもよい。ＧＭ判断で却下
可。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：些細な幸福か、もしくは不運
を招く風を起こす特技。「夕食が好
きなものだった」から、
「足を滑らせ
る」
「人にぶつかる」など小さなもの
を演出することができる。
【幸運】判定の達成値を＋３、も
しくは－３。加減のどちらかは使用
者が自由に決定すること。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：［クラスレベル］時間の間、対
象の性別を反転させる特技。
男性なら女性に、女性なら男性に
相手の姿を変身させる。特技から抵
抗したり、特技の効果を見破ろうと
する場合は、使用者の【理知】と見
破る側の【意志】で対決する。

テレパシー

友の華

とも

にちじょう

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：なし
効果：言葉を交わさずとも会話がで
きることを表わす特技。
『契約』状態であるキャラクター
と、どんなに遠い場所でも意思疎通
や言葉を発することなく会話でき
る。同じシーンに登場してなくても
可能。ＧＭ判断で却下可能。

はな

ふくげん

ねむ

しんぞう

日常の復元

眠りの心臓

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：様々なことを熟知している情
報屋と知り合いであることを表わ
す特技。
即座に「ライフパス特技」の《コ
ネ「○○」》を自由に１つ取得し、
その効果に＋１Ｄ６。このとき取得
した《コネ「○○」》は、シーン終了
時に消滅する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：シーンの間、変身する特技。
見破る場合は、使用者の【反射】
と見破る側の【知覚】で対決する。
変装の制度はクラスレベルによる。
３レベルまで：容貌のみ
６レベルまで：半分～倍程度の体格に
変身できる
７レベル以上：二足歩行なら何でも変
身できる

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：わざと心臓を止め、仮死状態
になることができる特技。通常の医
療では死亡したものと判断される。
見破ろうとする場合は、使用者の
【反射】と見破る側の【知覚】で対
決する。
また、常時【回避値】＋１。

葉っぱのお金

マインドロスト

水鏡

見通す眼

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：木の葉を使って偽物のお金を
作り出す特技。
葉っぱ１枚につき１札を作り出
すことができるが、１日経つと元の
姿に戻ってしまう。「稀人」相手に
は通用しない。見破ろうとする場合
は、使用者の【幸運】と見破る側の
【知覚】で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：対象の記憶を操作する特技。
特定の記憶を消したり、夢であっ
たと思わせることができる。この特
技の効果は使用者が死ぬまでか、使
用者が効果解除の宣言をするまで
続く。抵抗したり効果を見破りたい
場合は、使用者の【意志】と抵抗側
の【体力】で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：【知覚】
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：水に様々な過去を映し出し、
その空間に生じた視覚情報を得る
特技。
【知覚】判定に成功した場合、
ある程度の空間記憶を把握できる。
判定の難易度は以下の通り。詳細は
ＧＭが決定する。
難易度・低：１０
難易度・中：１４
難易度・高：判定不能

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：どんな状況下でも視覚を失わ
れないことを表わす特技。暗闇や水
中などでも視力が変わることなく、
また、衣類の下に隠されたものまで
見通す眼を持っている。通常の視覚
との切り替えは自由にできる。判定
が必要なときは【幸運】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

は

む おん

かね

がい と う

ゆめ

み かがみ

がいとう

わか

み とお

とき

めいやく

め

あと

無音の外套

夢の外套

別れの刻

盟約の痕

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：物音を立てず行動する特技。
隠密状態（ダメージ＋［クラスレ
ベル×２］）となる。ダメージロー
ルなど行動終了後に隠密状態は解
除される。見破ろうとする場合は、
命中判定前に、使用者と見破る側の
【反射】で対決する。見破られた場
合、この特技は無効化になり通常の
隠密状態ではない攻撃となる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：［クラスレベル］時間の間、
子供を大人にしたり、大人を子供
に変身させたりできる特技。
特技から抵抗したり、特技の効
果を見破ろうとする場合は、使用
者の【理知】と見破る側の【意志】
で対決する。

レベル：１
タイミング：クリンナップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：死の姿を誰にも見せない特技。
【ＨＰ】が０のときに使用。シー
ンから即座に退場し、使用者が望む
場所（使用者の未知の場所でも可
能）に瞬間移動する。その後、何ら
かの救済措置を取らない限り使用
者は死亡する。使用者を止める場
合、使用者の＋４ボーナス付き【反
射】と対抗側の【幸運】で対決する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：なし
効果：『不干渉の式』を自在に展開さ
せる特技。普通の能力者では入れな
い時空の異空間ウズマキに出入り
することができる。ＧＭと応相談。
また、
［クラスレベル］個の物体を
隠蔽でき、自由に取り出すことがで
きる。物体の大きさは問わないが、
生物には使用できない。判定が必要
なときは【幸運】を用いる。
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●稀人 / 主特技
きょう め い

１ページ目

こ え

体力：４
き り

い ち い ん

反射：５
こ

知覚：４
く う

理知：４

意志：３

幸運：４

つばさ

共鳴する声

霧の一員

虚空の翼

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：遠くまで響き渡る声を持っていることを表
わす特技。
取得している特技のうち「射程：なし」と「射
程：至近」を除く全特技の射程を＋１０ｍ。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：素早い動きや分身になることによって敵を
すりぬけていくことができる特技。
エンゲージ封鎖の影響を受けない。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：翼を作り出し、空を飛ぶ特技。
そのシーンの間、飛行状態（空中での移動が可能
になり、エンゲージの妨害が発生しない状態）にな
り、【行動値】＋５。

こ う だ つ

あ し

こ う だ つ

こころ

こ う だ つ

め

却奪：足

却奪：心

却奪：目

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：足をさらい、相手の動きを奪ってしまう特
性を持っていることを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与え
た場合、バッドステータス『転倒（移動不可とな
り更に全行為判定－１Ｄ６。マイナー消費で回
復）』を与える。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：心を惑わせ、相手の動きを奪ってしまう特
性を持っていることを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与え
た場合、対象の回避判定のファンブル値が＋３さ
れる（通常のファンブル値は、
［２］。つまり、フ
ァンブル値が［５］になる）。この効果はバッドス
テータス扱いとし、このバッドステータスは対象
のクリンナッププロセスで解除される。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：目を眩ませ、相手の動きを奪ってしまう特性を
持っていることを表わす特技。
そのラウンドの間、１点でも実ダメージを与えた
場合、対象はシーンの間、
【回避値】－２。この効果
はバッドステータス扱いとする。なお、この特技は
隠密状態の敵も対象にすることができ、対象が隠密
状態だった場合、隠密状態は解除される。

か い ほ う

と げ

ほ う ふ く

と つ ぜ ん へ ん

い

さだめの解放

棘の報復

突然変異

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：２０ｍ
代償：本文
回数：１シナリオに１回まで
効果：自身に流れるマナを解放し、周囲の者達に
加護を与える特技。
戦闘不能状態の対象に使用する。戦闘不能状態
を回復し、
【ＨＰ】と【ＭＰ】を１０Ｄ６点回復す
る。この特技を使用した使用者は、バッドステー
タス『転倒』
『毒』
『麻痺』
『放心』の４つに受けた
状態になる。この特技の効果は優先され、《殺法
崩し》や《迷わぬ戦士》などバッドステータス無
効特技は一時的に効果を発動しない。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：窮地に立たされたとき、凄まじい力を発揮
することを表わす特技。
バッドステータス（重圧・転倒・毒・放心・麻
痺・
《却奪：心》
・
《却奪：目》など）を受けている
場合、バッドステータス１つにつきダメージ＋
１０。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２０ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：自身の体を犠牲にすることで、秘められた能力
を開花させる特技。
使用者が取得しているクラスの特技の中から、未
取得の特技を１つ、条件を無視して取得できる。た
だし、
「世界遣い」と「異端者」のレベル条件付き特
技は取得できない。このとき取得した特技は、シナ
リオ終了まで継続するが終了時に消滅する。

ひかり

い

っ

て

み

わ く

め

も

ほ う は ん

光の一手

魅惑の眼

模倣犯

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：激しい閃光を放ち、目をくらませる魔法。
対象は視力を一切奪われ、何も見えなくなり、
能動的行動が取れなくなる。
対象が特技を使用したときに使用。対象の特技
１つ（「タイミング：スキルウェポン・常時・装
備」以外）を自動的に失敗、効果を打ち消し、即
座に終了させる。失敗させられた特技の代償は通
常どおり消費すること。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：本文
射程：２０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：［クラスレベル］人のエキストラやモブを
魅了し、意のままに操る特技。
そのラウンドの間、１点でもＨＰダメージを与
えた対象がモブであった場合、対象の【ＨＰ】が
０になるか、操ることができる。ＧＭ判断で却下
可能。抵抗する場合は、使用者の【反射】と抵抗
する側の【理知】で対決する。操られた対象は、
クリンナッププロセスごとに抵抗判定が行える。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２０ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：精神を犠牲にすることで、自身とは別物の力を
開花させる特技。
使用者が取得していない他クラスの特技の中か
ら、特技を１つ、条件を無視して取得できる。ただ
し、
「世界遣い」と「異端者」のレベル条件付き特技
は取得できない。効果にクラスレベルが関わる特技
は、すべて［１］として扱うこと。このとき取得し
た特技は、シナリオ終了まで継続するが終了時に消
滅する。
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●稀人 / 主特技

２ページ目

お と ぎ り

稀人まめちしき：稀人の死亡は「昇華」と別称される。死ぬのではなく消えるという言葉が相応しい。
つ らぬ

し

で ん

音霧

貫きの紫電

ドッペルゲンガー

レベル：３
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：見えない障壁を張り、ダメージを軽減する特
技。
実ダメージを［２Ｄ６］点軽減する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：気力を一点集中させることによって、内部
より効果を及ぼす特技。
命中判定でクリティカルした場合に使用。【防
御点】無視ダメージになる。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：自らの分身を自在に出現させ、２人分の行動
を行うことができる特技。
シーン終了後に舞台裏で処理を行うことができ
る。代理の分身には判定は一切できない。
また、シーンに登場せず、シーン終了後に使用者
の【ＨＰ】と【ＭＰ】を［クラスレベル×５］点回
復する。

せ い れ い け い や く

う

ふ る

れ い こ ん

え い ぞ う

精霊契約

打ち震える霊魂

影像

レベル：５
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：高位の精霊と契約していることを表わす特
技。
【ＨＰ】と【ＭＰ】を［クラスレベル］点回復す
る。

レベル：５
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：１０ＭＰ
回数：なし
効果：悪影響など物ともしないことを表わす特
技。
対象の【ＨＰ】を［４Ｄ６］点回復する。また、
対象が受けているバッドステータス（重圧・転倒・
毒・放心・麻痺など）を任意の数だけ自由に回復
できる。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：連続攻撃を行なう特技。
「タイミング：ダメージロール直前」か「タイミ
ング：ダメージロール直後」の特技を使用した際に
使用。さらにもう１回、同タイミングの特技を使用
できる。同じ特技を２回使用することはできない。
代償は使用する全特技の合計分を消費する。

し ん か く け い や く

せ い れ い そ く げ き

みど り

神格契約

精霊速劇

緑の神撃

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：己の霊格を神の領域まで昇華させているこ
とを表わす特技。
特技の効果に、常に＋２Ｄ６、ただし、すべての
ファンブル値が＋１される。この特技は、効果をダ
イスで求めない特技には効果を発揮されない。

レベル：７
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：目にも止まらぬ速で動く特技。
イニシアチブプロセスにメインプロセスが行
える。このメインプロセスを行なっても行動済み
にならない。未行動でないと使用できない。この
ときのメインプロセスの間、
【物理命中値】と【霊
力命中値】が＋２。

レベル：７
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：１シーンに１回まで
効果：自身の霊格を限界まで使いきって攻撃する特
技。
ダメージに＋［現在の【ＭＰ】×２］点。そのメ
インプロセスの間に使用する他特技の代償を引い
た値を用いる。そのラウンドの間、１点でもダメー
ジを与えた場合、『重圧（タイミング：常時以外の
特技が使用できなくなる。マイナー消費で回復）』
を与える。また、特技使用後、そのメインプロセス
の終了と同時に、使用者の【ＭＰ】は１になる。

て ん め い

せ ん て い

ぎ

し ん け い や く

し ん げ き

じょうきゅう せ い れ い け い や く

天命の選定

偽神契約

上級精霊契約

レベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：この世に生じる事象を悠々と見極めること
ができる特技。
判定ダイスに常に３Ｄ６でダイスロールを行な
う。ダイスロール後、任意の２Ｄ６を選択し、通常
通り判定結果を算出すること。

レベル：１２
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：《神格契約》と《上級精霊契約》を取得し
ていることが条件。
令呪の使用回数を１点回復する。

レベル：本文
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。更なる
高位な精霊と契約し、強大な力を身につけたことを
表わす特技。
ダメージに＋【幸運】。
《精霊契約》を取得している場合、更にその効果
に＋【意志】。
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異端者
■能力基本値
体力：４

理知：４

反射：４

意志：４

知覚：４

幸運：４

Class 12
●異端者 / クラス修正

●異端者 / 副特技
う

か っ ちゅう

飢えし甲 冑

１ページ目
あく ぐ

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：凶悪な装備を身に着けている
ことを表わす特技。
【攻撃力】＋１。
クラスレベル５以上で《飢えし甲冑２》
として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《飢えし甲冑
３》として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《飢えし甲冑
４》として重複取得：更に効果を＋１。

悪喰らい

い じょう こ う ぶつ

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：悪魔の力で身を守る特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《悪喰らい２》と
して 重複 取得 ： 更に効果を 各＋３
点。
クラスレベル５以上で《悪喰らい３》
として重複取得：更に効果を各＋［ク
ラスレベル］点。
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い たん

つど

異 常 鉱物

異端の集い

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：１ラウンドに１体まで
効果：生きる石（形状は自由）を使
役し扱う特技。
「【ＨＰ】
【ＭＰ】５点、戦闘値オ
ール１、
【物理防御点】
【霊力防御点】
５点、戦闘移動６ｍ」のモブキャラ
クターをシーンに至近に登場させ
ることができる。作成したキャラク
ターは使用者が操作する。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：様々な世界に精通する異端者
の知恵を拝借する特技。
即座に「基本ライフパス特技」の
《コネ「○○」》を自由に１つ取得
し、その効果に＋４。このとき取得
した「基本ライフパス特技」の《コ
ネ「○○」》は、シーン終了時に消滅
する。

●異端者 / 副特技
いつわ

たいよう

偽 りの太陽

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：対象の記憶や環境を自由に操
作し、日常生活に溶け込む特技。
視界内エキストラの記憶を改変
でき、効果は使用者が死ぬまでか、
使用者が効果の解除を宣言するま
で続く。判定が必要なときは【理知】
を用いる。見破ろうとする場合は、
使用者の【理知】と見破る側の【意
志】で対抗する。

かげ

さそ

２ページ目
うつく

体力：４
わ

せか い

うつわ

美 しき我が世界

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：汚染されたり老廃して悪くな
った血液を排出することによって、
美しい容姿と健康を保ち続けるこ
とができる特技。何年経っても、ど
れだけ大怪我を負っても優雅な生
活を送り続けることができる。
また、常時【行動値】＋１。

じ ごく

へい ぐ

反射：４

知覚：４

し はい

理知：４
えぐ

意志：４

幸運：４

まぼろし

器 の支配

抉る 幻

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功 対象：単体
射程：至近
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：目標に暗示をかけ、簡単な動
きを（手にした荷物を戻す、両手を
上げるなど）操る特技。
このとき目標に自我や意識があ
ってもよいこととする。自我が残っ
ていたとしても命令には従わなけ
ればならない。抵抗する場合は、使
用者の【知覚】と見破る側の【体力】
で対決する。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【命中値】 対象：単体
射程：視界
代償：３ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：幻を見せ精神的打撃を加える特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】
いずれか任意の能力値で命中判定
を行なう。命中した場合、対象の【Ｍ
Ｐ】に１Ｄ６点のダメージを与え
る。対象と『供給』を行なったこと
のあるキャラクターの場合、与える
ダメージは［１Ｄ６＋使用者のクラ
スレベル］点となる。

はい と く

じゅう し ゃ

ふ かん

ゆうわ く

影からの誘い

地獄の兵具

背徳の従 者

俯瞰の誘惑

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：２０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：対象を不可視とする魔法。
隠密状態（ダメージ＋［クラスレ
ベル×２］）となる。ダメージなど
能動的行動終了後に隠密状態は解
除される。見破ろうとする場合は、
命中判定前に、使用者の【幸運】と
見破る側の【反射】で対決する。見
破られた場合、特技は無効になり通
常の隠密状態ではない攻撃となる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：血が熱くなるときこそ真の力
を発揮することを表わす特技。
【ＨＰ】が【幸運基本値】以下に
なった場合、【物理命中値】と【霊
力命中値】に＋５。
【ＨＰ】が【幸運基本値】÷２（切
上）以下になった場合、【物理命中
値】と【霊力命中値】に＋１０。

レベル：１
タイミング：クリンナップ
判定：【意志】
対象：単体
射程：至近
代償：１５ＭＰ
回数：なし
効果：死者を無理矢理蘇らせる特技。
戦闘不能・死亡から【ＨＰ】を１
まで回復する。使用した際に「難易
度：２Ｄ６＋【意志】＋クラスレベ
ル」を設定する。復活した対象は【意
志】で判定し、失敗したら使用者と
『契約』完了し、使用者のサーヴァ
ントになる。既に『契約』状態であ
る場合、新たに上書きされる。

レベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：己の半身となった相手を、人
外の領域へと誘い込む特技。
『契約』状態であるキャラクター
を、シーンの間、飛行状態（空中で
の移動が可能になり、エンゲージの
妨害が発生しない状態）にさせ、
【行
動値】＋４。使用者が「タイミング：
オート」で飛行状態を解除可能。
また、常時【回避値】＋１。

ふ

か んせ ん

ぼ う きゃく

すえ

ま いん

や じゅう

はな

負の感染

忘 却 の末

魔印

野 獣 の鼻

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：自身に宿る負の感情を他人に
伝染させることができる特技。対象
はどんな恐ろしい感情だとしても
自分の中から生じたものと思って
しまう。偽りの感情だと見破ろうと
する場合は、使用者の【意志】と見
破る側の【意志】で対決する。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：記憶を奪い取る特技。
対象の特定の記憶、またはイベン
トキー１つを削除し、自身のものに
する。対抗する場合は、使用者の【意
志】と見破る側の【意志】で対決す
る。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：接触した物や人物に刻印を刻
み込み、大体の位置を知る特技。
直接接触した対象がおおよそど
こに居るか見当がつくよう発信機
のようなものを付ける。外見は傷や
刺青のように自然に表面に忍び込
み、痛みは無い。見破ろうとする場
合は、使用者の【意志】と見破る側
の【意志】で対決する。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：尋常ではない嗅覚を持ってい
ることを表わす特技。血に宿る香り
を嗅ぎ分けることで、特定の個人や
集団を探す特技。判定が必要なとき
は【知覚】を用いる。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

よ

み

じ ょ げん し ゃ

こん こ く

みち

ごうまん

おり

こんとん

はい

黄泉の助言者

昏黒の道

傲慢なる檻

混沌の胚

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：死者を強制的に呼び出し、会
話する特技。
死者の言葉はしばしば曖昧で、確
実な情報を聞き出したり、自我を保
たせるためには遺留品や遺体の一
部が必要。判定が必要なときは【意
志】を用いる。

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「異端者」の副特技を５個以
上取得していることが条件。瞬間移
動する特技。
シーンから即座に退場する。ＧＭ
判断で却下可能。移動を制止しよう
と対抗する場合は、使用者の【体力】
と制止側の【反射】を用いる。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：この特技はＮＰＣ限定の特技
で、ＰＣは取得できない。
周辺の地形を変化させたり、使用
者が思い通りにできる結界を作り
出し周囲の人物を閉じ込める特技。
そのラウンドの間、使用者の全特
技が「対象：範囲（選択）」
「射程：
視界」になる。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：この特技はＮＰＣ限定の特技
で、ＰＣは取得できない。
魂に刻まれた記憶をすべて奪い
取る特技。
使用者が対象を死亡させた際に
使用。死亡した対象が取得している
全特技を、使用者の特技として使用
可能とする。
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い

ぎょう

１ページ目

しょく し ゅ

体力：４
うるわ

ぎ

せ い

反射：４

た て

知覚：４
う ん め い

理知：４

意志：４

幸運：４

し ゅ く て き

異形の触手

麗しき犠牲の盾

運命の宿敵

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【命中値】（選択） 対象：単体
射程：１０ｍ
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：対象を絡め取る特技。触手は自らの指のよ
うに自在に動き、相手は触手に全身の自由を奪わ
れ、動くことができなくなる。
【物理命中値】か【霊力命中値】いずれか任意
の能力値で命中判定を行なう。命中した場合、対
象はそのラウンドの間、【行動値】－２Ｄ６。

レベル：１
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体※
射程：本文
代償：３ＭＰ
回数：１メジャーにつき１回まで
効果：対象に庇わせる特技。
対象に「闘士」の《カバー》を使用させる。同
意した仲間か、洗脳した対象に対してのみ有効。
対象の《カバー》の射程は、使用者のクラスレベ
ルに準じる。
クラスレベル３まで：射程至近
クラスレベル４まで：射程１０ｍ
クラスレベル５以上：射程２０ｍ

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：相手が誰であっても倒さなければならないも
のがあることを表わす特技。
特技取得時に、１２個のクラスから１つを選択す
る。そのクラスのキャラクターに対する【命中値】
＋３、ダメージ＋［クラスレベル］点。対象のクラス
が判明していない場合、効果は発揮されない。

お に

き

ふ

せ い た い し ん にゅ う

ど く

ま

だ ん

鬼の肌膚

生体侵入

毒の魔弾

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：鉄壁の身体を持っていることを表わす特
技。
この特技を取得したとき、
【物理防御点】と【霊
力防御点】のいずれかを選択する。
《鬼の肌膚：物
理》《鬼の肌膚：霊力》のように記入すること。
選択した属性の防御点に＋５０。ただし、選択
しなかった属性の防御点は０になり、今後いかな
る手段をもってもプラスされることはない。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：他者の体内に入り込む特技。対象と使用者
は一体化する。使用者は対象と同一存在になり移
動ルールが無くなり、対象の中にいる限り攻撃対
象にならない。「タイミング：オート」で効果解
除を宣言するか、見破る側と使用者の【幸運】対
決で見破る側が勝利した場合、無効化される。
対象と一体化している間、使用者と対象のダメ
ージ＋［クラスレベル×２］。一体化されている
対象は使用者の存在を知覚してなくてもよい。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：猛毒の攻撃を行なう。
そのラウンドの間、
【物理命中値】と【霊力命中値】
に＋２。さらに、その攻撃で対象に１点でもＨＰダ
メージを与えた場合、バッドステータス『毒（クリ
ンナップごとに１Ｄ６の実ダメージを受ける。特技
にのみ回復可能）』を与える。

は い い ろ

な み

ば く

さ

や み

け っ と う

灰色の波

縛鎖

闇の血統

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：２０ｍ
代償：７ＭＰ
回数：なし
効果：戦闘意欲を湧き上がらせる特殊な念を放出
する特技。
対象の【ＭＰ】を［使用者のクラスレベル］点
回復する。この特技は自身には使用できない。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【体力】
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：６ＨＰ
回数：なし
効果：見えない鎖で相手を縛り、動きを封じるこ
とができる特技。
そのシーンの間、対象の【行動値】を－［１Ｄ
６＋クラスレベル］点。抵抗する場合、使用者と
抵抗側は【体力】での対抗判定を行なうこと。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：８ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：とても凶悪な、躍動し続ける悪しき血を受け継
いでいることを表わす特技。
そのシーンの間、ダメージ＋１Ｄ６。

お り しょく し ゅ

く ろ

く ろ

檻触手

黒のカブト

黒のヨロイ

レベル：３
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：範囲（選択）
射程：２０ｍ
代償：６ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：邪悪な念の障壁を張り、ダメージを軽減す
る特技。
実ダメージを［クラスレベルＤ６］点軽減する。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：通常の人間よりも生命力が強いことを表
わす特技。
最大【ＨＰ】を＋［クラスレベル＋３］点。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：通常の人間よりも精神力が強いことを表わす
特技。
最大【ＭＰ】を＋［クラスレベル＋３］点。
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け い

き

２ページ目

わ く ら ん

異端者まめちしき：異端者レベル１はクラス適性が一切無いため最弱である。オール０に注意。
せ き

か

ま

が ん

み

りょう

ま

が ん

契機惑乱

石化の魔眼

魅了の魔眼

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：１５ｍ
代償：５ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：幻惑などで精神を混乱させ、区別をつかな
くさせる特技。
対象が自身を含む「対象：範囲（選択）」の【Ｈ
Ｐ】ダメージの攻撃を行なうダメージロール直前
に使用。その攻撃の対象にならない。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：【命中値】（選択） 対象：単体
射程：１０ｍ
代償：１０ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：睨むだけで体を石にする魔眼を操る特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】いずれか任意
の能力値で命中判定を行なう。ラウンドの間、対
象の【行動値】を－３Ｄ６。対象の【行動値】が
０以下になったら石化し、
【ＨＰ】０になる。使用
者は「難易度：２Ｄ６＋【体力】」を設定すること。
対象はクリンナップごとにその難易度に成功す
るか、使用者が効果の解除宣言をするか、使用者
が戦闘不能になれば、【ＨＰ】１で復活する。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：【命中値】（選択） 対象：単体
射程：１０ｍ
代償：１０ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：相手の意識を奪う魔眼を操る特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】いずれか任意の
能力値で命中判定を行なう。対象の【ＭＰ】を－３
Ｄ６。
【ＭＰ】が０以下になったら、対象は通常通り
気絶するか、使用者が対象を操ることができるよう
になる。使用者は「難易度：２Ｄ６＋【意志】」を設
定すること。対象はクリンナップごとにその難易度
に成功するか、使用者が効果の解除宣言をするか、
使用者が戦闘不能になれば、
【ＭＰ】１で復活する。

ぐ

し ゃ

て

ご

く う

ま い

に え

ぎ

し き

愚者どもの手

御供の舞

贄の儀式

レベル：５
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：無数の手が相手の動きを封じる特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋［クラスレベル］
点。１点でも実ダメージを与えた場合、さらにバ
ッドステータス『麻痺（戦闘移動が行なえず、
【回
避値】に－５。クリンナップに自動回復）』を与え
る。

レベル：５
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：本文
回数：１シナリオに３回まで
効果：他者を侵食していく特技。
自身が特技を使用した際、または、味方の誰か
が特技を使用した際に使用。特技の代償を肩代わ
りさせる特技。
自身が使用した特技の代償を味方に消費させ
る、または、味方の特技の代償を自身が消費する。
同意した味方か、洗脳などで意識を奪われた者に
対してのみ効果が発動する。対象が代償を払うこ
とができない場合、この特技は使用できない。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：キャラクターの１体を犠牲（戦闘不能や死亡）
にすることで、ＧＭの設定した値分、消費しなけれ
ばならない代償を減らしたり、制限を無くすことが
できる特技。
例えば、「ＮＰＣ１人死亡につき特技の消費ＭＰ
を－１する」など。１度設定された儀式はシナリオ
終了時に効果を無くす。

い っ か く

き

は

め つ

い

た ん し ゃ

や み

う

一核鬼

破滅の異端者

闇射ち

レベル：７
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：本文
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：《生体侵入》を取得していることが条件。一
身となった相手と完全に同化する特技。
《生体侵入》で一体化している対象が命中判定
直前か回避判定直前に使用。命中判定なら使用者
の任意の【命中値】を、回避判定なら使用者の【回
避値】を合計して判定を行わせる。
例えば、
「使用者の【命中値】１０、一体化して
いる対象の【命中値】８なら、対象の命中判定を
【命中値】１８で行なうことができる」

レベル：７
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：本文
回数：１シーンに１回まで
効果：自分の持てるすべての力を使って敵に攻撃
を行なう特技。
ダメージに＋［現在の【ＨＰ】］。そのメインプ
ロセスの間に使用する他特技の代償を引いた値
を用いる。そのラウンドの間、１点でもダメージ
を与えた場合、
『重圧（タイミング：常時以外の特
技が使用できなくなる。マイナー消費で回復）』を
与える。また、特技使用後、そのメインプロセス
の終了と同時に、使用者の【ＨＰ】は１になる。

レベル：７
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：影に紛れ、瞬時に行動する特技。
イニシアチブプロセスにメインプロセスが行え
る。未行動でないと使用できず、メインプロセス後、
行動済になる。
このときのメインプロセスは、通常では知覚され
ない隠密状態（ダメージ＋［クラスレベル×２］。見
破ろうとする場合は、命中判定前に、使用者と見破
る側の【幸運】で対決。見破られた場合、無効化）
となる。

い ん じ ゃ

お り

ふ

は い

て い え ん

じょうきゅう

い

の う りょく

隠者の澱

腐敗の庭園

上級異能力

レベル：１０
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：ほぼ完全に姿を消し去ることができ、隠密
解除にならないようにする特技。
隠密状態になる特技を使用したときに使用。隠
密状態（ダメージ＋［クラスレベル×２］）を見破
る判定を無視して命中判定を行なうことができ
る。

レベル：１２
タイミング：クリンナップ
判定：【命中値】
対象：シーン（選択）
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：敵をまとめて傷つける特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】いずれか任意
の能力値で命中判定を行なう。成功した場合、対
象に［クラスレベル×３］点の実ダメージを与え
る（【防御点】や特技による軽減可能）。対象に１
点でもＨＰダメージを与えた場合、バッドステー
タス『毒（クリンナップごとに１Ｄ６の実ダメー
ジを受ける。特技にのみ回復可能）』を与える。

レベル：本文
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：８ＭＰ
回数：なし
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。どんな
運命も成功に変えてしまう特技。
回避判定にファンブルしたときに使用。攻撃して
きたキャラクターのメインプロセスが終了したら、
【行動値】を無視して即座にメインプロセスを１回
行うことができる。このメインプロセスで行動済に
なることはなく、行動済であっても行動できる。

57

アーティスト
■能力基本値
体力：３

理知：４

反射：３

意志：４

知覚：５

幸運：５

＋Class 13
●アーティスト / クラス修正

●アーティスト / 副特技
アーツ プラス

Ａ + ：バディ

１ページ目

アーツ プラス

防具

レベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：作業や本番に必要なアイテム
を所有していることを表わす特技。
【ＨＰ】に＋１。
クラスレベル５以上で《バディ２》とし
て重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《バディ３》とし
て重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《バディ４》とし
て重複取得：更に効果を＋１。

Ａ + ：ステージドレス

アーツ プラス

アーツ プラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功 対象：自身
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：アイドルやヒーローなど、
人々から愛される名声を持ってい
ることを表わす特技。知名度が高け
れば高いほど、影響を与える力は強
くなると言われている。
ＧＭに指定された能力値での判
定を、使用者が任意の能力値で判定
すことができる。さらに、その能力
値での判定達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功 対象：シーン
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：誰もが知っている好ましいも
ので心をひとつにすることができ
る特技。
対象の【ＭＰ】を、使用者の【幸
運基本値】点回復する。自身には使
用することができない。

Ａ + ：アイドルオーラ

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：作業や本番に最適な衣装を見
に纏っていることを表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋２。
クラスレベル３以上で《ステージドレス２》
として重複取得：更に効果を各＋２点。
クラスレベル５以上で《ステージドレス
３》として重複取得：更に効果を各＋
［クラスレベル］点。
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Ａ + ：アトリビュート

●アーティスト / 副特技

２ページ目

体力：３

反射：３

知覚：５

理知：４

意志：４

幸運：５

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：素早い身のこなしや優れたバ
ランス感覚を持っていることを表
わす特技。
足場の悪い場所など身軽に移動
できたり、高所で難なく行動ができ
る。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：見るものすべてを圧倒させる
特技があることを表わす特技。
自身が存在するエンゲージは自
動的に封鎖状態になる。この効果は
使用者が「タイミング：オート」で
任意に解除、再効果することができ
る。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：素晴らしい演技力で他人にな
りきったり、完璧な変装をして対象
を欺くことができる特技。
演技の判定達成値に＋４。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功 対象：単体
射程：至近
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：芸術的な物品や想像力豊かな
アイテムを［クラスレベル］個、自
分の力で生み出す特技。
この効果で物質化したものは数
分後（シーン終了時）に消滅する（ガ
ラクタと化す）。物質化するものに
関しては、ＧＭと相談し、演出を補
助する程度に留めること。

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：人間の動機や性格を探るため
の特技。
ハッタリや嘘を見抜くなどの交
渉判定に＋３。さらに、対象がどの
ようなことを考えているかを探る。
嘘を吐いているか、含みがあるのか
など、大体の感情を読み取ることが
できる。判定が必要なときは【知覚】
を用いる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：場面
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：月光のように周囲を優しく照
らし出す特技。
そのシーン全体を微かに発光さ
せる。光源はなく、ほの明るく照ら
し出す。光の明るさは任意に調整
できる。目潰しや明るさによって
ダメージを受けることはない。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１

レベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体※
射程：視界
代償：２ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：恐怖などから混乱している対
象の気持ちを落ち着けさせて癒す
ことができる特技。
【正気度】減少ロール直後に使
用。【正気度】減少値を－２点する
（最低値０）。

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：周囲にあらゆる影響力をもた
らす力を持っていることを表わす
特技。
シーンに登場しているキャラク
ターすべてに特定の影響力を与え
る。そのラウンド間、使用者の持つ
全特技の命中対象が「対象：シーン」
になる。この特技は「狂戦士」の《機
能維持》を使用できない。

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＨＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：いつでもどこでも集中して作
業が行なえる場所を確保できるこ
とを表わす特技。
定番の喫茶店や、自分だけになれ
る場所、ウズマキの中など場所は自
由に決定すること。その場所で判定
を行なう場合、ＡＦ判定の特技１つ
につき難易度減少率を－２から－
４に変更できる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：インク不要でどこにでも文字
や絵を書くことができる特技。
この特技で書かれたものは［クラ
スレベル］日間、保存される。
また、常時【攻撃力】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：神話や伝説に関する事柄につ
いて知っていることを表わす特技。
神話や伝説、民俗学、昔話などに
関する判定の達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：対象の好奇心を刺激し、興奮
状態にさせて眠気を吹き飛ばす特
技。
通常の睡眠や意識不明、魔術など
の効果で眠っている、昏倒している
対象を起こす。また、この効果が持
続している限り、気絶ができなくな
ったり睡眠をとれなくなる。
また、常時【回避値】＋１。

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

アーツ プラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：気分を高揚させ、深い友愛や
恋愛感情を芽生えさせる特技。
対象は身近な人物と恋がしたく
なる。近くに恋人や婚姻関係の対
象がいればその人物に近寄り、い
なければ最も近くの人物に深い感
情を抱くようになる。特技の効果
を見破ろうとする場合は、使用者
との【幸運】で対決する。

レベル：１
タイミング：オート
判定：【意志】
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：他者の心を魅了し、さらに高
揚させ、自分のペースにもっていく
ことができる特技。
使用者の【意志】と対象の【幸運】
と対決し、使用者が勝利すると、
「お
礼として何かいいこと」を積極的に
してくれるようになる。詳細はＧＭ
が自由に決定すること。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：自分の元気を仲間にも振りま
くことができる特技。
自身が何らかの判定でクリティ
カルしたときに使用。視界内にいる
味方全員のダメージ＋２。
『契約』状
態のキャラクターはダメージ＋４。
この効果は、次のメインプロセスで
ダメージロールを行なうまで継続
する。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：自分が失敗しても仲間の援護
は忘れないことを表わす特技。
自身が何らかの判定でファンブ
ルしたときに使用。視界内にいる味
方全員の、すべての判定のクリティ
カル値が－１。
『契約』状態のキャラ
クターは－２。この効果は、次のメ
インプロセスで行為判定を行なう
まで継続する。

Ａ + ：エアライダー

Ａ + ：サイコロジー

Ａ + ：マイガーデン

Ａ + ：ラブモーション

Ａ + ：オーバーパワー

Ａ + ：オスカー

Ａ + ：スポットライト

Ａ + ：トランキライザー

Ａ + ：ミラクルドロー

Ａ + ：ミュトス

Ａ + ：レリゴー

Ａ + ：ヒーロータイム

59

Ａ + ：クリエイション

Ａ + ：ハーメルン

Ａ + ：ライナーブロウ

Ａ + ：フェードイン

●アーティスト / 主特技
イノセントヒット

１ページ目

ＳＷ(物理)

体力：３

ツールマスタリー

反射：３

知覚：５

理知：４

意志：４

幸運：５

アーツ

ＳＷ(霊力)

Ａ ：アメノウズメ

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：鍛え抜かれた体を武器にして戦う。スポー
ツや格闘技の応用術など、自由な近接攻撃方法を
１つ設定すること。
対象１体に、
［１Ｄ６＋（【知覚】×２）］点の物
理ダメージを与える。
また、常時【知覚】判定クリティカル値を－２、
ファンブル値を＋２。

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：１５ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：芸術を表現する道具を武器にして戦う。楽
器や大道芸の道具など、自由な遠距離攻撃方法を
１つ設定すること。
対象１体に、［１Ｄ６＋【任意の能力値ボーナ
ス】＋【任意の能力値ボーナス】］点の霊力ダメー
ジを与える。同じ能力値ボーナスを２つ選ぶこと
はできない。
また、常時選択した２つの能力値の判定クリテ
ィカル値を－１、ファンブル値を＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：日本神話の「芸能・舞踏の女神アメノウズメ」
の加護を受け、その場に相応しい役目を演じきるこ
とができる特技。
使用者の持つ［対象：シーン］の特技を使用する
場合、
［対象：単体］として扱うことができるように
なる。
この効果で単体にした特技は《空間知識》の対象
にならない。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：シーン
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：ギリシア神話の「芸能・芸術・詩歌・音楽の
神アポロン」のように、正の感情だけでなく相手
の運動神経を刺激することができる特技。
そのシーン間、対象は回避判定を常に３Ｄ６で
ダイスロールを行なう。ダイスロール後、任意の
２Ｄ６を選択し、通常通り判定結果を算出するこ
と。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：シーン
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：ギリシア神話の「詩・音楽のオルフェウス」
の加護を受け、正の感情と優れた集中力を湧き出
させるすべを知っていることを表わす特技。
そのシーンの間、対象のダメージ＋４。

レベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：単体
射程：１５ｍ
代償：７ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：中国神話の「演劇・芸能の神である西秦王爺（セ
イシンオウヤ）」の加護を受け、活力を瞬時に復活さ
せ、今後の輝かしい活躍に備える特技。
対象の【ＨＰ】を［３Ｄ６＋クラスレベル×２］
点回復する。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：エジプト神話の「知恵・楽器・時・天文学・
魔術の神トート」の加護を受け、時空を越えるほ
どの早さで身体能力を高めることができる特技。
即座に「タイミング：メジャー」の特技を１つ
使用できる。ただし、このときダメージを与える
ことはできない。

レベル：１
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに［クラスレベル］回まで（最大
１０回）
効果：ローマ神話の「詩・医学・知恵・工芸・魔術
を司る女神ミネルヴァ」の加護を受け、持てる技
術をここぞというときに引き出させる特技。
使用者は１Ｄ６を振り、その値を対象のダイス
ロールに追加する。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：シーン
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：ギリシア神話の「音楽・舞踏・学術・文芸の女
神ミューズ」の加護を受け、人々を癒す演出を描写
することができる特技。
対象の【ＨＰ】を［３Ｄ６＋クラスレベル］点回
復する。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：３
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：《Ａ：アメノウズメ》を取得していることが
条件。日本神話の「芸能・舞踏の女神アメノウズ
メ」のような、奇跡と言われるほどの素晴らしい
演出をすることができる特技。
《Ａ：アメノウズメ》の効果を、
「対象：単体」
から「対象：範囲（選択）」に変更する。元から「対
象：単体」の特技は変更できない。

レベル：３
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：ギリシア神話の「芸術・工芸・戦略を司る女
神アテナ」の加護を受け、特別な運足で瞬時に戦
略的行動を行なう特技。
そのラウンド間、命中対象を［対象：範囲（選
択）］に変更し、ダメージ＋１Ｄ６。

レベル：３
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：本文
回数：なし
効果：ケルト神話の「言語・霊感・戦いの神オグマ」
のような、第六感から弱点を見抜き怒涛の攻撃を行
なうことができる特技。
使用者の【ＭＰ】を５点消費するごとに、ダメー
ジ＋１Ｄ６。例えば、ＭＰ１０点消費でダメージ＋
２Ｄ６することができ、ＭＰ５０点消費でダメージ
＋１０Ｄ６することができる。

Ａ ：アポロン

Ａ ：トート

Ａ ：アメノウズメ２

Ａ ：オルフェウス

Ａ ：ミネルヴァ

Ａ ：アテナ

Ａ ：セイシンオウヤ

Ａ ：ミューズ

Ａ ：オグマ
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●アーティスト / 主特技

２ページ目

アーティストまめちしき：アーティストは稀人に好かれやすく、妖精や妖怪の子供が自然と寄ってくるという。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：エジプト神話の「冥界と芸術の神セケル」
の加護を受け、死地に立たされたとしても味方の
支援をやめずに活動し続けることを表わす特技。
自身が何らかの判定にファンブルしたとき、シ
ーンに登場している味方全員に、次のメインプロ
セスに行なうダメージロール＋３Ｄ６。この効果
はメインプロセスにダメージロールを行なうま
で、シーン終了時まで持続する。

レベル：３
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＨＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：ギリシア神話の「文芸・音楽の女神達ピエ
リス」の加護を受け、瞬間的に反応速度を向上さ
せる特技。
そのラウンドの間、【行動値】を＋２Ｄ６。

レベル：３
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：シーン
射程：視界
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：中国神話の「音楽を司り音律を定めた伶倫（レ
イリン）」のような、感覚を鋭く持たせて凄まじい一
撃を引き出させる特技。
そのラウンドの間、対象が行なう命中判定のクリ
ティカル値を－２。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：ギリシア神話の「工匠・職人・発明家である
ダイダロス」のように、自らの操る武具について
熟知していることを表わす特技。
《イノセントヒット》を使用する【物理命中値】
に＋３、
《ツールマスタリー》を使用する【霊力命
中値】に＋３。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：北欧神話の「卓越した詩の神ブラギ」の加
護を受け、素早く物事をこなす特技。
「タイミング：メジャー」の特技を使用する際
に使用する。さらにもう１回、同タイミングの特
技を使用できる。同じ特技を複数回使用すること
もできる。
「○シーンに／○シナリオに〇回まで」
の特技を使用することはできない。「スキルウェ
ポン○」と「スキルウェポン×」の特技を組み合
わせて使用することができ、攻撃可能とする。

レベル：５
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：ケルト神話の「詩吟・工芸・武術・魔術の神ル
ー」の加護を受け、想像力豊かにありとあらゆる手
段を駆使して攻撃を繰り出す特技。
命中判定でクリティカルをしたときに使用する。
対象のダメージロール＋［クラスレベル×２］。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：シーン
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：アステカ神話の「癒し・祝祭・ゲームの神イ
シュトリルトン」の力を受け、気力を取り戻す特
技。
対象の【ＭＰ】を［３Ｄ６＋キャラクターレベ
ル］点回復する。この特技を自身には使用できな
い。

レベル：７
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：インド神話の「舞踏・歌の神である緊那羅
（キンナラ）」の加護を受け、アーティストとし
ての才を解き放ち、最高の可能性に賭ける特技。
ダメージロールが１、２、３のものは１に変更
する。さらに４、５、６のものは６に変更する。

レベル：７
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１８ＭＰ
回数：なし
効果：ローマ神話の「工芸・大工・商人の神メルクリ
ウス」の加護を受け、周囲の環境を変化させる力を
持っていることを表わす特技。
そのラウンド間、ダメージ＋［８Ｄ６＋クラスレ
ベル］。１点でも与えたら『麻痺（（戦闘移動が行な
えず、
【回避値】に－５。クリンナップ自動回復））』。

アーツ

アーツ

アーツ

レベル：１０
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：単体※
射程：至近
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：インド神話の「芸術・学問・知恵の神サラス
ヴァティー」の加護を受け、すべてにおいて巧く
いくように支援をする特技。
そのシーンの間、判定ダイスを３Ｄ６でダイス
ロールを行なえるようになる。ダイスロール後、
任意の２Ｄ６を選択肢、通常通り判定結果を算出
すること。

レベル：１２
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：《Ａ：ブラギ》を取得していることが条件。
北欧神話の「詩の神」ブラギの加護により、誰に
も止められないほどの神業を披露する特技。
「タイミング：メジャー」の特技を使用する際
に使用する。さらにもう２回、同タイミングの特
技を使用できる。複数回行動する特技を使用する
ことはできない。代償は使用する全特技の合計分
を消費すること。

レベル：本文
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：視界
代償：本文
回数：１シナリオに３回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。宇宙ゼフ
ィロスを束ねる「愛と芸能の神タイマスト」のよう
に、周囲の者達から力を受け取り武器に込める特技。
［クラスレベル］体までの味方キャラクターの【Ｍ
Ｐ】を５点消費するごとに、ラウンド間、自身のダ
メージ＋１Ｄ６。例えば、２体のキャラクターが【Ｍ
Ｐ】を５点ずつ消費で＋２Ｄ６。１体につき１０点
まで【ＭＰ】を消費することができる。

Ａ ：セケル

Ａ ：ダイダロス

Ａ ：イシュトリルトン

Ａ ：サラスヴァティー

Ａ ：ピエリス

Ａ ：レイリン

Ａ ：ブラギ

Ａ ：ルー

Ａ ：キンナラ

Ａ ：メルクリウス

Ａ ：ブラギ２

Ａ ：タイマスト
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イレギュラー
■能力基本値
体力：３

理知：３

反射：５

意志：３

知覚：５

幸運：５

＋Class 14
●イレギュラー / クラス修正

●イレギュラー / 副特技
インプラス

Ｉ + ：クイックコート

１ページ目

インプラス

防具

レベル：１～２０
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
効果：なし
回数：外敵から危機を回避する隠伏
衣装を身に着ける特技。
【回避値】に＋１。
クラスレベル５以上で《クイックコート２》と
して重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル１０以上で《クイックコート３》
として重複取得：更に効果を＋１。
クラスレベル２０以上で《クイックコート４》
として重複取得：更に効果を＋１。

Ｉ + ：トイボックス

インプラス

インプラス

レベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シーンに１回まで
効果：瞬間的に、次の準備を整える
特技。
「タイミング：イニシアチブ」で
「一般特技」の薬物を１つ使用でき
る。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：対象の記憶を操作し、いかな
る異常事態も一般的なものだと思
いこませる特技。
記憶を改変する。効果は使用者が
死ぬまでか、使用者が効果の解除を
宣言するまで続く。判定が必要なと
きは【反射】を用いる。見破ろうと
する場合は、使用者の【反射】と見
破る側の【幸運】で対抗する。

Ｉ + ：アブソポーション

防具

レベル：１～５
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：身を守る秘密兵器を表わす特技。
常時【物理防御点】と【霊力防御
点】に各＋３。
クラスレベル３以上で《トイボックス２》
として重複取得：更に効果を各＋２
点。
クラスレベル５以上で《トイボックス３》
として重複取得：更に効果を各＋［ク
ラスレベル］点。
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Ｉ + ：アルターマイン

●イレギュラー / 副特技

２ページ目

体力：３

反射：５

知覚：５

理知：３

意志：３

幸運：５

インプラス

インプラス

インプラス

インプラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：神出鬼没であることを表わす
特技。
自身がシーンに登場していない
ときに使用。そのシーンに登場して
いたことにする。物理的にその場に
いることが不可能とされている場
合、この特技は使用できない。
また、常時【物理命中値】と【霊
力命中値】にそれぞれ＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：さまざまな才能に恵まれてい
ることを表わす特技。
この特技を取得するとき、能力基
本値を３つ選択する。選択した能力
基本値すべてに＋１。
ただし、選択した３つの能力値判
定でファンブルだった場合、即座に
１Ｄ６点の【ＭＰ】ダメージを受け
る。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功 対象：単体
射程：至近
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：対象の行動を束縛する特技。
［クラスレベル］日間、対象に使
命を一つ課す。内容は自由だが、使
命を達成する条件は明確にするこ
と。継続時間を伸ばす場合、更に代
償を消費する。使命を達成すれば効
果は自動解除される。見破ろうとす
る場合は、使用者の【反射】と見破
る側の【幸運】で対抗する。

レベル：１
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効 果 ： 裏社会と繋がりを持ってお
り、そこから情報を得る特技。
ＧＭで指定された能力値での情
報収集判定を、
【幸運】に変更し、そ
のときの達成値に＋２。
さらに、
「ライフパス特技」の《コ
ネ「○○」》を取得している場合、情
報収集判定のクリティカル値を－
２。

インプラス

インプラス

インプラス

インプラス

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：周囲にあるもの全てを蹴散ら
すことができる特技。
「対象：単体」のダメージを与え
る特技の命中対象が、常に「対象：
範囲」になる。
「代償：４ＭＰ」を消費すれば、
次のメインプロセスの間、「対象：
単体」に変えることができる。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：【命中値】 対象：範囲(選択)
射程：視界
代償：本文
回数：１シナリオに１回まで
効果：自爆する手段を持っているこ
とを表わす特技。
【物理命中値】か【霊力命中値】
を自由に選択する。命中した対象
に、
［現在【ＨＰ】＋現在【ＭＰ】＋
クラスレベル×消費ＳＤ］点のダメ
ージ（【防御点】有効）を与える。そ
のメインプロセスの終了と同時に、
【ＨＰ】と【ＭＰ】が０になる。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「自分が複数人いること」を
表わす特技。
複製体である、多重人格である、
二体で一体であるなど、自由に設定
すること。
常時【攻撃力】＋５。

レベル：１
タイミング：ダイスロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：癒しの効力に割り込んで応戦
する特技。
対象が【ＨＰ】か【ＭＰ】を回復
するダイスロール直後に使用。その
回復量に＋［［消費したＳＤ個数×
２］点。このとき使用できるＳＤは
［クラスレベル］個数まで。

インプラス

インプラス

インプラス

インプラス

レベル：１
タイミング：オート
判定：【幸運】＋２ 対象：単体
射程：至近
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：対象を宥め、闘争心を抑える
特技。
対象と【幸運】判定（使用者は＋
２のボーナス付き）を行なう。成功
した場合、対象は敵意を失い、戦い
をやめようとする。それ以後自ら先
頭に積極的に参加せず、可能であれ
ば他の人物が戦闘に参加すること
も止めようとする。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功 対象：単体
射程：至近
代償：１ＭＰ
回数：なし
効果：譲渡可能のソウルデバイスに
記録を付ける特技。
ＳＤを１つ消費する。そのＳＤに
特定の記憶や記録を保存する。ＳＤ
に触れた者はビデオテープを再生
したように脳裏に記録した声、映像
などの思い出を見ることができる。
再生、記録ともに代償を払うこと。
また、常時【回避値】＋１。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：文献で調べたことがある、あ
るいは噂話で聴いたことがあるな
ど、多くの事情を見聞きしているこ
とを表わす特技。
さまざまな街や国の概要、歴史、
人物、過去にあった出来事について
知っているかの判定達成値に＋３。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：何者か検討もつかない能力を
有していることを表わす特技。
この特技と共に、取得していない
他クラスの「レベル：１」の副特技
を１つ選択し、自動取得する。効果
にクラスレベルが関わる特技は、す
べて［１］として扱うこと。
クラスレベル１０以上で《Ｉ＋：プロパゲイト２》と
して重複取得：新たに１つ副特技取得可能。

インプラス

インプラス

インプラス

インプラス

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【幸運】
対象：単体
射程：視界
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果： 即座に対象の情報を読み取
り、理解する特技。異端や能力者の
力を知る（敵データを公表させる）。
【幸運】で［難易度：１０＋ＧＭ
の設定した難易度］の判定に成功し
た場合、対象識別が可能になる。一
度識別した対象でも［クラスレベル
回］まで再度調べることができる。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：１ＨＰ
回数：なし
効果：上手に化粧ができることを表
わす特技。
まるで魔法を使って変身したよ
うに変装する、または変装させるこ
とができる。この特技を使用した判
定の達成値＋３。判定が必要な場合
は、【理知】を用いる。
また、常時【行動値】＋１。

レベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：破れたり、壊れたものを元の
姿に戻す特技。
破損した道具や、壊れたもの、解
除されてしまった仕掛けなどを元
の姿に戻す。対象の一部が失われて
いても修繕できる。判定が必要な場
合は、【反射】を用いる。

レベル：３
タイミング：判定直前
判定：自動成功 対象：単体※
射程：至近
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：運命に、意図的に介入する力
を持っていることを表わす特技。
代償の他に、ＳＤを１つ消費す
る。行為判定の出目１つを「５」に
固定する。行為判定では残り１Ｄ６
を振り、
「５」を足して達成値を求め
る。

Ｉ + ：インビジブルマン

Ｉ + ：ゾーンバースト

Ｉ + ：ネゴシエイト

Ｉ + ：ペネトレイトアイ

Ｉ + ：オールラウンド

Ｉ + ：ギアス

Ｉ + ：デッドアイ

Ｉ + ：デュプリケイト

Ｉ + ：パミュートメモリ

Ｉ + ：ヒストリアー

Ｉ + ：マジックコスメ

Ｉ + ：リストーン
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Ｉ + ：ストリートワイズ

Ｉ + ：トリックカーズ

Ｉ + ：プロパゲイト

Ｉ + ：マックスウェル

●イレギュラー / 主特技
デスブリンガー

１ページ目

ＳＷ(物理)

体力：３

グロウカリバー

反射：５

ＳＷ(霊力)

知覚：５

理知：３

意志：３

幸運：５

ソウルデバイス(SD)

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（物理）
判定：【物理命中値】 対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：魔石や銃弾、魂の集合体であるソウルデバ
イスを装填することで強化させる近接武器を所
有している。形状は剣や拳など自由な近接武器の
形を１つ設定すること。
対象１体に、
［［消費したＳＤ個数］Ｄ６＋【反
射】］点の物理ダメージ。一度の行動に消費できる
ＳＤの個数は［クラスレベル］個まで使用可能。
命中判定直前にいくつ消費するか宣言する。命中
判定に失敗したら宣言したＳＤは消費される。

レベル：１
タイミング：スキルウェポン（霊力）
判定：【霊力命中値】 対象：単体
射程：２０ｍ
代償：なし
回数：なし
効果：魔石や銃弾、魂の集合体であるソウルデバ
イスを装填することで強化させる遠距離武器を
所有している。形状は弓や銃、魔導書による魔法
など自由な遠距離武器の形を１つ設定すること。
対象１体に、
［［消費したＳＤ個数］Ｄ６＋【知
覚】］点の霊力ダメージ。一度の行動に消費でき
るＳＤの個数は［クラスレベル］個まで使用可能。
命中判定直前にいくつ消費するか宣言する。命中
判定に失敗したら宣言したＳＤは消費される。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：魔術用に作られた魔石や、霊力を込められたア
イテム、特別な呪文が刻まれた銃弾など、武器に装
填する装置『ソウルデバイス（通称：ＳＤ）』を複数
持っていることを表わす特技。
シナリオ開始時に、ＳＤを［クラスレベル×３］
個、取得する。ＳＤは最大［キャラクターレベル×
２］個まで所持することができ、取得したＳＤは「タ
イミング：オート」で他人に譲渡することができる。
消費したＳＤはシナリオ終了時に全回復する。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：アポピス

Ｉ Ｃ ：エリス

Ｉ Ｃ ：シュテンドウジ

レベル：１
タイミング：セットアップ
判定：【反射】＋２
対象：単体
射程：視界
代償：４ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：エジプト神話の「闇・混沌・悪の化身アポピ
ス」の力を得て、対象の動きを阻害して総攻撃を
かける特技。
対象と【反射】対決（使用者は＋２のボーナス
付き）を行なう。成功した場合、対象に『放心（意
識が朦朧となり全行為判定－１Ｄ６。クリンナッ
プに自動回復）』を与える。

レベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：ギリシア神話の「不和・争いの女神エリス」
の力を得て、飛行状態になる特技。
そのラウンド間、【命中値】と【回避値】に＋
［消費したＳＤ個数×２］。一度の行動に消費で
きるＳＤの個数は［クラスレベル］個まで使用可
能。また、３ラウンド間、飛行状態（空中移動可
能になり、エンゲージの妨害が発生しない状態）
となる。飛行状態の間、飛行状態を解除するには、
マイナーアクションを使用すること。

レベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：日本の「怒り・恨み・災いをもたらす鬼の頭領・
朱点童子（シュテンドウジ）」の力を得て、部隊や小
隊を束ねるモブの頭領であることを表わす特技。
全能力基本値に＋３。ただし、分類がモブとなる。
《竜巻の群舞》、《一網打尽》、《式神返し》、《魅惑
の眼》などのモブ一掃特技を受けた場合、
【幸運】判
定難易度１５の難しい行為に成功すれば通常のダメ
ージのみを受ける。失敗した場合、モブの処理と同
じように【ＨＰ】が０になる。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：ハーデス

Ｉ Ｃ ：ヘル

Ｉ Ｃ ：ロキ

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：ギリシア神話の「豊穣・冥府の神ハーデス」
の力を得て、使用したソウルデバイスを復活させ
る特技。
消費したＳＤを［１Ｄ６＋１］個数、回復する。
ＳＤは最大［キャラクターレベル×２］個まで
所持することができ、取得したＳＤは「タイミン
グ：オート」で他人に譲渡することができる。

レベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＨＰ
回数：なし
効果：北欧神話の「疾病や死の女神ヘル」の力を
得て、体を縛る一撃を繰り出す特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋【反射】。対象
に１点でもＨＰダメージを与えた場合、バッドス
テータス『麻痺（戦闘移動が行なえず、
【回避値】
に－５。クリンナップ自動回復）』を与える。

レベル：１
タイミング：判定直後
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＭＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：北欧神話の「悪戯好きの神ロキ」の力を得て、
相手の弱点を見抜いて狙う特技。
命中判定直後に使用。その判定のクリティカル値
を－［消費したＳＤ個数］する（下限値７）。特技を
使用してクリティカル値に達した場合、判定はクリ
ティカルになる。一度の行動に消費できるＳＤの個
数は［クラスレベル］個まで使用可能。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：イシュタル

Ｉ Ｃ ：インドラ

Ｉ Ｃ ：オオマガツヒ

レベル：３
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：メソポタミア神話の「性愛・戦の女神イシュ
タル」の力を得て、武器を強化して一撃を与える
特技。
命中判定直前に使用。そのときの命中達成値に
－３し、ダメージ＋［消費したＳＤ個数］Ｄ６。
一度の行動に消費できるＳＤの個数は［クラスレ
ベル］個まで使用可能。

レベル：３
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：バラモン教・ヒンドュー教の「天空・雷・
虚無の魔王インドラ」の力を得ての、弱点部分を
見抜くことができる特技。
ダメージ＋［使用者の【反射基本値】］。

レベル：３
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：単体
射程：視界
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：日本神話の「厄災の神・禍津日神（マガツヒノ
カミ）」の力を得て、対象の視力・技量・感情を操作
して攻撃の対象を別にそらす特技。
対象に「対象：単体」の攻撃が行われた際に使用。
その攻撃の対象を、同じエンゲージにいる、この効
果に同意する別のキャラクター１人に変更する。
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●イレギュラー / 主特技

２ページ目

インクラスト

イレギュラーまめちしき：イレギュラーでは特別な「一般人」や、弱体化した「神」などをＰＣ採用してもよい。

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：チェルノボーグ

Ｉ Ｃ ：ハスター

Ｉ Ｃ ：ヤマトノオロチ

レベル：３
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：５ＭＰ
回数：なし
効果：スラヴ神話の「夜・闇・破壊の黒い神チェル
ノボーグ」の力を得て、相手の手札を奪いつつ攻
撃を行なう特技。
攻撃対象が自身より【行動値】の低いキャラク
ター（同値は含まない）の場合、ダメージ＋１Ｄ
６。対象に１点でもＨＰダメージを与えた場合、
バッドステータス『【スキルウェポン】使用不可
（マイナー消費で回復）』を与える。

レベル：３
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：クトゥルフ神話の「邪悪の皇太子ハスター」
の力を得て、自らを改造、もしくは強化訓練を行
っていたことを表わす特技。
最大【ＨＰ】を＋［クラスレベル］し、
【攻撃力】
を＋３する。

レベル：３
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２ＭＰ
回数：なし
効果：日本神話の「伝説の大蛇・八岐大蛇（ヤマトノ
オロチ）」の力を得て、武器に絡みつくような大蛇の
幻想を纏わせ射程を伸ばす特技。
命中判定直前に使用。そのラウンドの間、
【スキル
ウェポン】の射程＋［消費したＳＤ個数×１０］ｍ。
一度の行動に消費できるＳＤの個数は［クラスレベ
ル］個まで使用可能。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：カーリー

Ｉ Ｃ ：シヴァ

Ｉ Ｃ ：ハーデス２

レベル：５
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：３ＨＰ
回数：なし
効果：インド神話の「血と殺戮の戦いの女神カー
リー」の力を得て、全身全霊を込めて攻撃を放つ
特技。
そのラウンドの間、
【行動値】が１になり、ダメ
ージ＋３Ｄ６。

レベル：５
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：８ＭＰ
回数：なし
効果：ヒンドゥー教の「破壊の最高神シヴァ」の力
を得て、全攻撃力とスピードなどを組み合わせた
一撃を放つ特技。
そのラウンドの間、ダメージ＋３Ｄ６。

レベル：５
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《ＩＣ：ハーデス》を取得していることが条件。
使用したソウルデバイスを復活させる特技。
《ＩＣ：ハーデス》の効果を「消費したＳＤを［１
Ｄ６＋４］個数回復する」に変更する。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：アザトース

Ｉ Ｃ ：ハスター２

Ｉ Ｃ ：ルシファー

レベル：７
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：クトゥルフ神話の「時空の全てを支配する
白痴の神アザトース」に力を得て、再度行動に出
る特技。
行動済になった直後に使用。即座に未行動にな
る。このときメインプロセスを得るのは、【行動
値】に限らず全てのキャラクターの行動が終わっ
た後になる。

レベル：７
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：《ハスター》を取得していることが条件。戦
闘用に自らを改造、もしくは強化訓練を行ってい
たことを表わす特技。
《ハスター》の効果にさらに最大【ＨＰ】を＋
１０、【攻撃力】を＋５する。
つまり、「最大ＨＰ＋［クラスレベル＋１０］、
【攻撃力】＋８」になる。

レベル：７
タイミング：ダメージロール直後
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：３ＭＰ
回数：なし
効果：キリスト教において「悪魔・堕天使の長ルシフ
ァー」の力を得て、ソウルデバイスで障壁を張り、
ダメージを軽減することを表わす特技。
実ダメージを［消費したＳＤ個数×５］点軽減す
る。一度の行動に消費できるＳＤの個数は［クラス
レベル］個まで使用可能。

インクラスト

インクラスト

インクラスト

Ｉ Ｃ ：アンラマンユ

Ｉ Ｃ ：テュポーン

Ｉ Ｃ ：ジェリド

レベル：１０
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：７ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：ゾロアスター教の「絶対悪アンラマンユ」の
力を得て、行動そのものを打ち消すほどの凶悪な
力を解放する特技。
対象のダメージロール－［消費したＳＤ個数］
Ｄ６。ただし、ダメージロールでは最低でも１Ｄ
６を振ることができる。一度の行動に消費できる
ＳＤの個数は［クラスレベル］個まで使用可能。

レベル：１２
タイミング：判定直前
判定：自動成功
対象：単体
射程：２０ｍ
代償：９ＭＰ
回数：１シナリオに１回まで
効果：ギリシア神話の「最大最強の怪物の王テュ
ポーン」の力を得て、全霊全力を出し切って攻撃
を行なう特技。
命中判定直前に使用。ダメージ＋［消費したＳ
Ｄ個数×５］。

レベル：本文
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：キャラクターレベル１０以上が条件。宇宙ゼ
フィロスを束ねる「公平と審判の神ジェリド」の力
を得て、迫りくる攻撃を相手にも与える特技。
自身が受けた実ダメージ点を、ダメージを与えた
相手にも同値分、実ダメージを与える。実ダメージ
のため、軽減不可。
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一般特技（主特技）
一般特技は、いかなるクラスであっても取得することができる。レベルアップに選んだクラスの主特技枠を使うことで取得する。
「キャラクターレベル」の隣に※印がある特技は、非常に強力な特技であるため、取得の際にＧＭと相談すること。
▼自動取得
《他人をかばう》《不意打ち》《自爆》の３つは、成長時に主特技として取得し
なくても、すべてキャラクターが使うことができる基本行動である。
使用したいタイミングで宣言をすること。
▼強化
特技を強力なものに進化させたことを表す一般特技。
《強化手術》の複数取得などについては、ＧＭと相談して取得すること。

●一般特技 / 主特技
た に ん

他人をかばう

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：至近
代償：本文
回数：なし
効果：同じエンゲージに存在する
キャラクターに対する攻撃を、代
わりに受ける自動取得特技。
未行動の状態で宣言し、その後、
行動済になる。広範囲の攻撃でか
ばう対象とかばわれる対象が同時
に攻撃を受けた場合、かばった対
象は実ダメージを２倍にして算出
する（【防御点】有効）。

じゅくれ ん

熟練

１ページ目
ふ

自動取得

い

自動取得・強化・加護

う

不意打ち

む げん

キャラクターレベル：１
タイミング：本文
判定：【反射】
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：待ち伏せをする、寝込みを襲
撃する自動取得特技。
使用者の【反射】と、対象の【知
覚】
（ＧＭ判断で修正を入れること）
で対抗判定を行なう。成功した場
合、対象の最初のラウンドを行動済
にすることができる。

属性スイッチ

ご う せい こ う りょく

ご う せい かい す う

かがみ

キャラクターレベル：１５
タイミング：常時
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：特別な力を自在に操る特技。
既に取得している「１シナリオ
に○回まで使用可能」の特技を１
つ選択する。その特技の使用回数
に＋１回する。特技名を《合成回
数：選択した特技》と記述するこ
と。また、元の特技を削除し、更に
既に取得している主特技を３つ、
副特技を２つ（合計５つの特技）を
削除すること。削除した特技はレ
ベルアップで再取得可能。

か

強化

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：特技同士を組み合せる特技。
特技を取得したとき、取得して
いる「レベル：１」のダイスを用い
る「【ＨＰ】、または【ＭＰ】を回復
する特技」「ダメージ上昇をさせる
特技」を１つ選択する。選択した特
技の効果に＋１Ｄ６。
《合成効力：選択した特技名》と
記述し、選択した元の特技は消滅
する。レベルアップごとに《合成効
力：○○》のように重複取得可能。

ご

鏡 の加護

まがたま

か

ご

勾玉の加護

加護

キャラクターレベル：８
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：本文
射程：至近
代償：なし
回数：なし
効果：神器の鏡の加護を受けている
ことを表わす特技。
【攻撃力】＋４。また、使用者と
同エンゲージ内にいるキャラクタ
ー（範囲選択）の【攻撃力】＋２。

強化

き

合成武器

強化

キャラクターレベル：１２
タイミング：常時
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：スキルウェポンを２つ以上取
得していることが条件。
メインウェポンとサブウェポンを
選択する。メインの効果に、サブのダ
メージ量を追加する。ダメージ属性、
付加効果は追加できない。
《魂を纏う腕》をサブに選択でき
ず、合成したスキルウェポンを更に
合成はできない。この特技を取得時
に、サブウェポンに指定した特技を
削除する。詳しくは P.69。

せ いけん

加護

キャラクターレベル：８
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：本文
射程：視界
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：神器の勾玉の加護を受けて
いることを表わす特技。
使用者と、視界内にいるキャラ
クター（範囲選択）全員が戦闘移動
を即座に行なえる。ただし、この移
動によってエンゲージ離脱はでき
ない。

66

強 化手 術

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：身体訓練、魔力儀式、薬物投与
を施していることを表わす特技。
【能力基本値】１つを＋３。この特
技は《強化手術：体力》のように記述
し、対象となる能力値ごとに別の特
技として取得することができる。
また、一度取得した能力を《強化手
術：体力２》のように記述し、重複取
得することもできる。

ご う せい ぶ

合成効 力

強化

キャラクターレベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１ＭＰ
回数：１シナリオに３回まで、キャ
ラクターレベル１０以上なら５回
まで
効果：武器の属性を変更する特技。
そのシーンの間、スキルウェポン
を、物理なら霊力ダメージ、霊力な
ら物理ダメージを与えられるよう
になる。命中判定に使用する【命中
値】は変わらない。再度使用すれば
属性を戻すことができる。

強化

きょう か し ゅ じゅつ

自動取得

キャラクターレベル：１
タイミング：メジャー／ｽｷﾙｳｪﾎﾟﾝ○
判定：【命中値】 対象：範囲(選択)
射程：視界
代償：本文
回数：なし
効果：生命力を全て解放し、自爆す
る自動取得特技。
使用の際、【物理命中値】か【霊
力命中値】を自由に選択する。命中
した対象に、［現在【ＨＰ】＋現在
【ＭＰ】＋キャラクターレベル］点
のダメージ（【防御点】有効）を与
える。この特技を使用した場合、メ
インプロセス後に死亡する。

ぞくせい

強化

かい ほ う

無限の解放

自動取得

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：様々な技術や知識を蓄えて
いることを表わす特技。
取得時 に能力 値１つ を選 択す
る。その能力値を使用した判定の
クリティカル値を－２。
この特技は《熟練：体力》のよう
に記述し、対象となる能力値ごと
に別の特技として取得可能。

合成回数

▼薬物
アイテムを意味した一般特技が多い。ＧＭ判断でセッション中に特別に使用可
能にさせても良い（危険なところに行く準備として《鎮静剤》を渡す、など）。
▼防具・特殊
防具はアイテムを意味した一般特技である。他の防具系特技と違い、副特技で
はなく主特技として装着する。ＧＭ判断でセッション中に特別に使用可能にさせ
ても良い（教会から支給された道具として《法衣》を着させる、など）。

か

ご

聖剣の加護

加護

キャラクターレベル：１０※
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：「ライフパス特技」の《コネ「ウ
ズマキ」》を取得していることが条
件。神器の聖剣の加護を受けている
ことを表わす特技。
現在のクラス以外の特技を取得で
きる。主特技、副特技問わず特技を１
つ選択し、
《聖剣の加護：○○》と記
述すること。クラスレベル条件付き
特技は取得できない。２つまで重複
取得可能。複数取得の際はＧＭと相
談すること。

●一般特技 / 主特技
こうふんざい

興奮剤

しび

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに［キャラクター
レベル］回まで（最大２０回）
効果：感情を昂ぶらせ、やる気を起
こさせる薬を持つことを表わす特
技。非常に濃厚な香りで、官能をく
すぐらせる媚薬の効果も持つ。
【ＭＰ】を１Ｄ６点回復する。

ちんせ いざ い

鎮静剤

きんし ょ

防具

キャラクターレベル：１※
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：高度な魔導書、一般に流通し
てはいけないと判断されるほど驚
異的な知識が込められた本を所有
していることを表わす特技。
この特技を取得したとき、この特
技とは別にもう１つ特技を選択し、
自動取得する。特技名を《○○の禁
書》と記述し、その特技の効果をに
×［ｎ］か、＋［ｎ］する。○○と
［ｎ］はＧＭ判断で自由設定する。

い

じ げん

異次元バッグ

薬物・防具・特殊

やく

痺れ薬

すいみんやく

睡眠薬

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：常人であれば体が痺れ一切の
行動ができなくなるような、即効性
の薬を持つことを表わす特技。
対象は【体力】難易度１０（ＧＭ
判断で加減可能）の判定を行なう。
失敗した場合、バッドステータス
『毒』か『麻痺』になる。この特技
の使用者が与える効果を選ぶこと。

万能薬

キャラクターレベル：５※
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：ウズマキに入れた物品を他者
でも自由に取り出すことができる
魔法のバッグを表わす特技。
本来、ウズマキに入れた本人しか
引き出せないといわれる物品を取
ることができる。ただし、取り出し
たい物品を正しく認識して引き出
すか、特定の呪文を唱えなければ使
用できない。判定が必要なときは
【知覚】を用いる。

れい や く

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：体内に含んだ者は、普段では
使わない力を解放できるという薬
を持つことを表わす特技。
シーンの間、ダメージ＋１Ｄ６。

スフィアメモリ

法衣

ほう い

防具

キャラクターレベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功 対象：単体
射程：至近
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：「イレギュラー」の記録用ソ
ウルデバイスを他者に譲渡できる
ように開発した物品を表わす特技。
物品に特定の記憶や記録を保存
する。その物品に触れた者はビデオ
テープを再生したように脳裏に記
録した声、映像などの思い出を見る
ことができる。「タイミング：オー
ト」で使用でき、再生、記録ともに
代償を払うこと。

か く せい

せ かい そ う ぞ う

覚醒：世界創造

特殊

キャラクターレベル：３※
タイミング：セットアップ
判定：自動成功 対象：シーン
射程：視界
代償：２Ｄ６ＭＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：クラスが「世界遣い」である
ことが条件。時間を停止させて、止
まった時空の中で自分だけが動く
ことができる特技。
シーンに登場する全キャラクタ
ーを行動済にする。この特技を使用
したラウンドは時間が進まず、行動
済になったキャラクターは一切行
動ができず、起きたことを知覚する
ことや記憶することができない。

キャラクターレベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン○
判定：【知覚】
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：気付け、止血などの手当を行
なう薬を持つことを表わす特技。
【知覚】判定で［１０＋ＧＭの設
定した難易度］の判定を行なう。成
功した場合、戦闘不能状態の対象１
体の【ＨＰ】を１まで回復する。た
だし、対象は行動済になる。

興奮剤Ｅ Ｘ

薬物

キャラクターレベル：８
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに５回まで
効果：高濃度の薬物を表わす特技。
【ＭＰ】を２Ｄ６点回復する。
《興奮剤》を取得している場合、
《興奮剤ＥＸ＋》として効果を「２
Ｄ６点回復」から「３Ｄ６点回復」
に変更する。ただし、効果が上昇し
た《興奮剤ＥＸ＋》を使用するとき
は、
《興奮剤》の使用回数も１つ減ら
すこと。

防護服

防具

キャラクターレベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：衝撃を抑えるための防護服を
身に着けていることを表わす特技。
【物理防御点】＋［キャラクター
レベル÷３（切捨）］。

か く せい

特殊

キャラクターレベル：５※
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：自クラスの副特技を１０個以
上習得しているキャラクターが条
件。
「世界遣い」の特技《世界創造》
を自動取得する。
例えばクラス「魔術師」ならば、
「魔術師」の副特技を１０個所持し
ていれば取得可能。特技名の記述を
《魔術師覚醒：世界創造》とし、以
後自由に使用できる。
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薬物

ぼう ご ふ く

防具

キャラクターレベル：１
タイミング：防具
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：特殊な攻撃から身を護る法衣
を身に着けていることを表わす特
技。
【霊力防御点】＋［キャラクター
レベル÷３（切捨）］。

じ か んて い し

覚醒：時間停止

蘇生薬

こ う ふ ん ざ い イーエックス

霊薬

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで、キャ
ラクターレベル１０以上なら５回
まで
効果：病気や呪いを治療する薬を持
つことを表わす特技。
対象のバッドステータス１つを
回復する。

か く せい

防具

そ せい や く

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに３回まで
効果：常人であれば一発で眠気に襲
われ能動的行動ができなくなる、即
効性の薬を持つことを表わす特技。
対象は【体力】難易度８（ＧＭ判
断で加減可能）の判定を行なう。失
敗した場合、バッドステータス『放
心』か、行動済になる。この特技の
使用者が与える効果を選ぶこと。

ばんのうやく

薬物

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：単体
射程：至近
代償：なし
回数：１シナリオに［キャラクター
レベル］回まで（最大２０回）
効果：異常事態に見舞われた体を落
ち着けることで精神的にも肉体的
にも癒される薬を持つことを表わ
す特技。
【ＨＰ】を２Ｄ６点回復する。

禁書

２ページ目

ま ぞく

け つ みゃく

覚醒：魔族の血 脈

特殊

キャラクターレベル：５※
タイミング：セットアップ
判定：自動成功 対象：自身
射程：なし
代償：２Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：「ライフパス特徴：闇の衝動を
持つ」か、クラスが「異端者」であ
ることが条件。正なる神に作られた
にも関わらず、負の感情で成長する
人型種族「魔族」であり、その力を
一時的に解放させる特技。
エネミーパワーの《ＥＰ：チャー
ジ》
《ＥＰ：飛行》
《ＥＰ：武器射程》
のいずれか１つを選択し、そのシー
ン間、使用可能にする。

一般特技（±５０副特技）
±50 副特技は、ライフパスと同じような意味を持つ「演出のた
めだけの判定」に用いる特技である。戦闘では使用できない。
主特技を使用したキャラクターと対抗判定をする場合、「主特技
優先の法則」により、副特技を使用したキャラクターが基本的に敗
北する。
一般特技と同様に、レベルアップしたクラスの副特技の代わりに

＋５０ ［？？？］

－５０ ［？？？］

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：［？？？］な行動をしたときの
判定達成値＋５０。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：［？？？］な行動をしたときの
判定達成値－５０（最低値１）。
この特技を使用してわざと判定に
失敗した場合、
【ＭＰ】を１点回復で
きる。

１つ取得することができる。取得の際は「＋50」か「－50」のどち
らかを選択すること。
ＰＣは相応しい±50 副特技をオリジナルで作成しても良い。

Ｄ６６

副特技 名

効果

１－１

＋１００直感

効果：１シナリオに１回、「タイミング：オート」でいかなる判定達成値も＋１００。

１－２

±５０可憐幼気

効果：可愛らしさを表現する判定達成値に±５０。

１－３

±５０粗野

効果：荒々しく乱暴さを表現する判定達成値に±５０。

１－４

±５０謹厳実直

効果：真面目さを表現する判定達成値に±５０。

１－５

±５０可哀想

効果：可哀想な行いの判定達成値±５０。

１－６

±５０胡乱

効果：胡散臭さを演出する判定達成値±５０。

２－１

±５０人畜無害

効果：危険な気配を感じさせない判定達成値に±５０。

２－２

±５０柔和

効果：大人しさを表現する判定達成値に±５０。

２－３

±５０清潔

効果：清らかさを表現する判定達成値に±５０。

２－４

±５０天真爛漫

効果：純粋で無邪気さを表現する判定達成値に±５０。

２－５

±５０絢爛

効果：ゴージャスさを演出する判定達成値に±５０。

２－６

±５０怪奇

効果：怪奇さを演出する判定達成値に±５０。

３－１

±５０明朗快活

効果：明るさを表現する判定達成値に±５０。

３－２

±５０英姿颯爽

効果：颯爽と現れるシーン表現に判定達成値に±５０。

３－３

±５０平凡

効果：人の注目を集めないための判定達成値に±５０。

３－４

±５０鉄仮面

効果：嘘をつき相手を欺く判定達成値に±５０。

３－５

±５０動物愛

効果：動物を相手にした判定達成値に±５０。

３－６

±５０音感

効果：リズム感などを用いる判定達成値に±５０。

４－１

±５０流行

効果：流行の知識に関する判定達成値に±５０。

４－２

±５０ナンパ

効果：初対面の人間と仲良くする判定達成値に±５０。

４－３

±５０文学才能

効果：文学執筆、批評する判定達成値に±５０。

４－４

±５０芸術審美

効果：美術品に関する判定達成値に±５０。

４－５

±５０美形

効果：自らの美しさを用いる判定達成値に±５０。

４－６

±５０礼儀作法

効果：礼儀作法に用いる判定達成値に±５０。

５－１

±５０イタズラ

効果：トラップを仕掛ける判定達成値に±５０。

５－２

±５０家事

効果：家事一般に用いる判定達成値に±５０。

５－３

±５０逃げ足

効果：逃亡判定達成値に±５０。

５－４

±５０回復力

効果：身体回復力の判定達成値に±５０。

５－５

±５０道具作成

効果：道具を作成する判定達成値に±５０。

５－６

±５０黄金律

効果：金銭に関する事柄の判定達成値に±５０。

６－１

±５０対魔力

効果：魔力の効果を無視できる判定達成値に±５０。

６－２

±５０陣地作成

効果：結界作成に用いる判定達成値に±５０。

６－３

±５０気配遮断

効果：隠密での判定達成値に±５０。

６－４

±５０単独行動

効果：単独行動での判定達成値に±５０。

６－５

±５０カリスマ

効果：交渉や洗脳に用いる判定達成値に±５０。

６－６

＋９９狂化

効果：「タイミング：オート」で「狂化」することで全能力基本値＋９９、攻撃力＋５０。詳しくは P.69。
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な力を使えるようになるが、負の感情に満たされ理性を制御
しきれなかった場合、異端となり、元の生活に戻れることは
ない。異端となった者は、異端の本能に従って暴走し、殺戮
や破壊活動を行なう。異端堕ちの状況の例は、以下の通り。
（１）能力者が能力を用いて生き物を殺める。
他者の命を奪うという行為で、心身に強いショックを受け
た際に沸き立つ特定の感情で異端堕ちが発生する。特定の感
情とは、『快楽』や『悦楽』
、『加虐』である。
（２）尋常ではない恐怖を体験する。
理解が追いつかないほどの恐怖を感じた際に沸き立つ特定
の感情で異端堕ちが発生する。特定の感情とは、
『逃避』や
『破壊衝動』である。
（３）「種族分類：異端、魔族、怨霊」など人外のキャラクターが、闇の
衝動を受け入れる。
異端は人々の負の感情を求める生き物である。そのため本
能として人々を傷付け、殺める。その生き方を受け入れ、倣
う場合、異端堕ちが発生する。
（４）払わなければならない代償を無視して力を使う。
世界の理から離れるとき、世界の創造物としての資格を失
くす。代償を無視して能力を扱った人物は世界によって、異
端として書き換えられていき、異端堕ちが発生する。
（５）『欺く神』に対し、異端になることを望む。
自ら他者を傷付け負の感情で成長する異端になることを望
んだ者は、欺く神に存在を受け入れられ、彼らの強力な配下
になることができる。その場合、姿形さえも禍々しく変貌し
てしまうケースが多い。
以上、代表的な５つのケースに当てはまったキャラクター
は『異端堕ち状態』になり、【正気度】から１Ｄ６～２Ｄ６点
を減少させる。（
【正気度】算出＝【理知】＋【意志】）

■合成ルール
スキルウェポンを２つ以上取得していることが条件。より強
力なスキルウェポンを所持していることを表わす特技。
メインウェポンとサブウェポンを選択する。メインウェポン
の効果に、サブウェポンのダメージ量を追加する。サブウェポ
ンのダメージ属性、付加効果、代償は追加できない。また、
《魂
を纏う腕》をサブウェポンに選択できず、
《合成：スキルウェポ
ン》で合成したスキルウェポンを更に合成できない。
この特技を取得した際、選択したサブウェポンの特技を削除
すること。
●例１：魔導書から召喚した両手武器で攻撃を行なう。
メインウェポンに《魔導書》、サブウェポンに《両手武器》を
選択する。
《魔導書》の「対象１体に［１Ｄ６＋【意志】］点の霊力ダメ
ージ」の効果に、
《両手武器》の［２Ｄ６］点を追加して、
「対
象１体に「３Ｄ６＋【意志】」点の霊力ダメージ」に変更する。
このとき、
《両手武器》の命中判定の際にゾロ目命中でダメージ
増量効果は追加されない。
●例２：空から雨に模した血と骨の武器を降らせ、無数の敵に攻撃
を行なう。
メインウェポンに≪落下する光≫、サブウェポンに≪血と骨
の武器≫を選択する。
≪落下する光≫の「ダイス目で決定した複数対象に［２Ｄ
６］点の物理ダメージ」の効果に、≪血と骨の武器≫の［１
Ｄ６＋【体力】］点を追加して、「ダイス目で決定した複数対
象に「３Ｄ６＋【体力】」点の物理ダメージ」に変更する。こ
のとき、≪血と骨の武器≫の命中判定の際にゾロ目命中で防
御値無視ダメージ効果は追加されない。

●『異端堕ち状態』

■狂化ルール

詳しくは、P.9-F 参照。

①射程拡大：オート。自身の全特技が［対象：範囲（選択）］［射程：視界］にな

【正気度】が０になるか、
《＋９９狂化》を取得しているキャ
ラクターが「タイミング：オート」で行える特別ルール。
すべての【能力基本値】と【攻撃力】が＋９９され、即座に
戦闘修正が変更される。狂化中は「ダメージを与える攻撃」し
かすることができず、回復行為や支援行動をすることはできな
い。また、命中対象を選択できなくなり、対象はシーンに登場
しているＰＣ、ＮＰＣ、エキストラ、オブジェクト全てをラン
ダムで決定すること。≪＋９９狂化≫を取得しているキャラク
ターは、常に狂化に関わる判定の達成値＋５してもよい。

る。メインプロセス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。
②蘇生：イニシアチブ。シーン内の単体の死亡を戦闘不能に、戦闘不能の【Ｈ
Ｐ】を【体力基本値】まで、【ＭＰ】を【意志基本値】まで回復することができ、未行
動になる。蘇生を終えたら【正気度】２Ｄ６点減少。
③代償解放：セットアップ。ラウンド間、全代償を０。ラウンド終了後に、【正気
度】２Ｄ６点減少。
④未行動化：イニシアチブ。行動済から未行動状態になる。【行動値】関係なく
即座にメインプロセスを得る。メインプロセス終了後に、【正気度】２Ｄ６点減少。
⑤クリティカル値減少：判定直前。自身の行為判定クリティカル値－５。メインプ
ロセス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。

●狂化の一時的停止

⑥ダメージ上昇：ダメージロール直前。自身のダメージロール＋５Ｄ６。メインプロ

マスターが「タイミング：オート」で、
【意志】判定難易度１
５に成功すれば、狂化による行動を止めることができる。この
狂化を止める行動は、ダメージロールのダイスを振った後でも
制止させることができる。

セス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。

●【正気度】が０になったキャラクター
（１）人間であれば、人間として生きていくことができなくなる。
（２）人間と共に生きていたのであれば、共存は不可能になる。
（３）姿形が化け物のように禍々しく変貌する。
（４）狂化状態に陥る。この狂化状態は、契約したマスターがいても
解除判定や令呪による特別解除が不可能となる。
【正気度】が０になったキャラクターは、以上のような社
会的ペナルティが発生するように世界が書き変わっていく。
【正気度】が０になったキャラクターを救うことは、奇跡
が起きない限りありえないとされている。
また、既に異端や異端犯罪者として出てくるＮＰＣは原則
【正気度】が０であり、１シナリオに１回まで、好きな『異
端堕ち状態』を１つ発現することができる。

●狂化の解除
マスターが「タイミング：メジャー」で、
【意志】判定難易度
１５に成功するか、
「タイミング：オート」で令呪を使用し狂化
解除の命令を下せば、狂化は解除される。

■異端堕ちルール
『異端堕ちルール』は選択ルールである。このルールを採
用するかはＧＭが決めること。
異端堕ちとは、身も心も異端と同質の存在に変貌すること
である。異端堕ち状態になったキャラクターは一時的に強力
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一般特技（副特技：エネミーパワー）
エネミーパワーとは、敵データ専用特技の数々である。エネミーパワーは一般特技の副特技であり、どのクラスをレベルアップしても取得することができる。
エネミーパワーはキャラクターレベルが４の倍数ごとに１つ取得できる。ＧＭはこれらを使って、ＰＣ達の前に立ちはだかる強大な敵を作り出してほしい。
▼自動取得エネミーパワー
《前提ＨＰ》《前提防御点》《前提結界》の３つは、取得しなくてもすべてのＮＰＣが使用することができる基本行動である。
使用したいタイミングで宣言をすること。
▼通常エネミーパワー
エネミーを強化するための通常エネミーパワー。
▼特殊エネミーパワー
通常とは違う特殊なエネミーパワー。ＧＭは相応しい設定を考えること。

●エネミーパワー / 副特技
ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ぜ ん て い け っ か い

Ｅ Ｐ：前提結界

１ページ目
ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

自動取得

ぜ ん て い ﾋ ｯ ﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ

Ｅ Ｐ：前提Ｈ Ｐ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

自動取得

ぜ ん て い ぼ う ぎ ょ て ん

Ｅ Ｐ：前提防御点

自動取得

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：この特技はいかなるＮＰＣも自動取得され
ている。
魔力を無効化する力に特化し、結界の影響を受
けにくいことを表わす特技。結界の侵入、脱出、
破壊などに行なう判定達成値＋［ｎ＋５］。［ｎ］
はＧＭの判断で自由に設定する。

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：４ＭＰ
回数：なし
効果：この特技はいかなるＮＰＣも自動取得され
ている。生命力を上げる特技。
そのシーンの間、最大【ＨＰ】を「現在の最大
【ＨＰ】×［ｎ＋ＰＣの人数］点」に変更する。
［ｎ］はＧＭの判断で自由に設定する。この特技
を使用したとき、
【ＨＰ】は最大値まで回復する。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：この特技はいかなるＮＰＣも自動取得されて
いる。守備力を上げる特技。
【物理防御点】と【霊力防御点】の双方を、＋［ｎ
×ＰＣの人数］点する。
［ｎ］はＧＭの判断で自由に
設定する。

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

し

せ ん こ く

Ｅ Ｐ：死の宣告

通常ＥＰ

しゅう だ ん と う そ つ

Ｅ Ｐ：集団統率

通常ＥＰ

せ い し ん ふ ん さ い

Ｅ Ｐ：精神粉砕

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：メジャー／スキルウェポン×
判定：【意志】
対象：単体
射程：視界
代償：１Ｄ６ＭＰ
回数：なし
効果：死に誘う魔力を宿した魔眼などにより、相
手を打ち倒す特技。
対象と【意志】対決を行なう。勝利した場合、
対象は１Ｄ６ラウンド経過したセットアッププ
ロセス開始直後に【ＨＰ】が０になり、戦闘不能
になる。

キャラクターレベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：本文
射程：シーン
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：なし
効果：卓越した指揮を行なう特技。
指揮下にあるモブキャラクターのみを対象と
する。対象の【行動値】を使用者の【行動値】と
同値にする。

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１シーンに１回まで
効果：精神にダメージを与える特技。
そのラウンドの間、与えるダメージは【ＨＰ】の
かわりに【ＭＰ】に対して与える。

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

Ｅ Ｐ：ダメージ

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：より強い力を持っていることを表わす特
技。
ダメージに＋［キャラクターレベル］。

Ｅ Ｐ：チャージ

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：戦いの中で力を蓄え、攻撃力が次第に上が
っていくことを表わす特技。
ダメージに＋［現在の戦闘ラウンド数Ｄ６］
。
１ラウンド目は＋１Ｄ６、２ラウンド目は＋２Ｄ
６と増えていく。
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と く

ぎ

Ｅ Ｐ：特技マスター

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：ある技術を極めたことを表わす特技。
特技取得時に、１２個のクラスから１つを選択す
る。≪特技マスター：魔術師≫のように記述し、そ
れぞれ別の特技として扱う。選択したクラスの任意
の特技を取得している。

●エネミーパワー / 副特技
ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

に

か い こ う げ き

Ｅ Ｐ：二回攻撃

２ページ目
ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

通常ＥＰ

か い ふ く

Ｅ Ｐ：バステ回復

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

通常ＥＰ

ふ

よ

Ｅ Ｐ：バステ付与

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１ラウンドに１回まで
効果：常人の２倍の行動を行なう特技。
シーンに登場しているすべてのキャラクター
が行動済になったときに使用する。使用者は未行
動になる。

キャラクターレベル：１
タイミング：オート
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：なし
効果：自らの体に害を為す力を受け付けないこと
を表わす特技。
バッドステータス１つを打ち消す。

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：特殊な力を自在に操ることができる特技。
この特技を取得時にバッドステータスから１つ
選択する。１点でも実ダメージを与えた場合、選択
したバッドステータスを与える。《バステ付与：重
圧》のように記述し、それぞれ別の特技として取得
できる。取得できる効果はレベルで変化する。
キャラクターレベル４以上：転倒、麻痺、放心を取得
キャラクターレベル８以上：毒、重圧を取得
キャラクターレベル１２以上：クラス編成に関わらず《獣
王の爪牙》、《却奪：心》、《却奪：目》を取得

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

は ん

い

こ う げ き

Ｅ Ｐ：範囲攻撃

通常ＥＰ

ひ

こ う

Ｅ Ｐ：飛行

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：１ラウンド１回まで
効果：広範囲に攻撃を行なう特技。
そのメインプロセスの間、使用者の命中対象
を、
［対象：範囲（選択）］に変更し、さらにダメ
ージ＋１Ｄ６。

キャラクターレベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：飛行する力を持っていることを表わす特
技。
そのシーンの間、飛行状態（空中での移動が可
能になり、エンゲージの妨害が発生しない状態）
になり、ダメージ＋１Ｄ６。

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ｴﾈﾐｰ ﾊﾟﾜｰ

ぶ

き

し ゃ て い

Ｅ Ｐ：武器射程

通常ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：どんな間合いの相手でも攻撃をしかける特
技。
取得している「射程：至近」のスキルウェポン
を「射程：１０ｍ」に変更する。

き ん い ろ

さ ん

か

金色の讃歌

Ｅ Ｐ：連続攻撃

キャラクターレベル：１０
タイミング：本文
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：１シナリオに１回まで
効果：空間を歪めて、同じ衝撃を相手に反射させ
る特技。
実ダメージ算出後に使用する。自身が受けた実
ダメージを、それを与えた相手にも同時に与え
る。この特技で与えた実ダメージは軽減できな
い。

通常ＥＰ

け ん じ ん

特殊ＥＰ

キャラクターレベル：１０
タイミング：ダメージロール直前
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：２Ｄ６ＨＰ
回数：１シナリオに３回まで
効果：相手を捕らえて粉砕する特技。
そのラウンドの間、ダメージに＋１０Ｄ６。
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か

通常ＥＰ

ひかり

六色の光

特殊ＥＰ

キャラクターレベル：１
タイミング：セットアップ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：この特技はＮＰＣ限定の特技で、ＰＣは取得
できない。
超越的存在の証である銀・金・赤・橙・緑・紫の
六色を持つ事を表わす特技。髪色か瞳色が以上六色
のいずれかであれば、色ごとに、セットアップのた
びに戦闘値＋１０Ｄ６を振り直す。
銀：【命中値】
金：【回避値】
赤：【行動値】
橙：【攻撃力】
緑：【防御点】
紫：【自由選択】

ひ

銀色の剣陣

さ

キャラクターレベル：１
タイミング：イニシアチブ
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：なし
効果：相手の動きを封じる特技。
そのシーンの間、使用者のいるエンゲージを封鎖
する。この封鎖は使用者が効果の終了を宣言する
か、使用者が戦闘不能、死亡すると解除される。

ろ く しょく

キャラクターレベル：１
タイミング：マイナー／スキルウェポン○
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：１Ｄ６ＨＰ
回数：なし
効果：連続して攻撃する特技。スキルウェポンに
よる攻撃を２回行なう。このとき２回ともダメー
ジを与える行動であること。同じ対象に２回攻撃
しても、別々の対象に１回ずつ攻撃してもよい。
攻撃を行なうごとに対象を指定すること。
キャラクターレベル１５以上で、≪エネミーパ
ワー：連続行動・改≫として攻撃を３回行なえる
ようになる。３回攻撃をしても、２回と１回、あ
るいは１回ずつ攻撃をしてもよい。

ぎ ん い ろ

特殊ＥＰ

れ ん ぞ く こ う げ き

ふ う

Ｅ Ｐ：封鎖化

い ろ

せ ん

き

緋色の戦鬼

特殊ＥＰ

キャラクターレベル：１０
タイミング：常時
判定：自動成功
対象：自身
射程：なし
代償：なし
回数：なし
効果：妨害をものともせず行動する特技。
あらゆる特技を無効化させる。また、使用者が使
用する特技、行なう全判定は特技の効果によって失
敗させることができない状態にする。
この特技取得時に、この特技の解除判定に用いる
能力値と判定難易度を設定する。設定した判定に成
功すれば、
《緋色の戦鬼》の効果を無効化できる。特
技使用ごとに解除判定をするか、一回の判定で解除
できるかなど詳細はＧＭが自由に決定すること。

特技 索引
【あ行】
蒼の衝撃……………………【霊主】32
赤の君………………………【世副】46
悪喰らい１～３……………【異副】54
悪雨…………………………【狩主】28
悪魔の囁き…………………【霊副】30
圧縮撃………………………【狩主】28
圧縮された世界……………【世副】46
雨降らせ……………………【狩主】29
抗いの定……………………【狂副】22
暗黒の渦……………………【魔主】13
暗号解読……………………【処副】38
アンドショック……………【感副】14
異形の触手…………………【異主】56
戦乙女の知恵………………【闘主】20
戦の切り札１～４…………【闘副】18
戦の申し子…………………【闘副】18
異次元バッグ………………【一主】67
移殖の儀……………………【魔副】11
異常鉱物……………………【異副】54
異端審問……………………【処主】40
異端の集い…………………【異副】54
韋駄天の法則………………【狩主】28
一網打尽……………………【狩主】28
一核鬼………………………【異主】57
一心同体……………………【感主】16
一睡の針……………………【狂副】22
いつものアレ１～４………【世副】46
偽りの太陽…………………【異副】55
いとしのシト………………【霊副】30
イノセントヒット…………【ア主】60
命狩る鎌……………………【処主】41
命の糧………………………【闘主】20
イバラの城…………………【領主】44
因果の蝶……………………【世主】48
隠者の澱……………………【異主】57
飢えし甲冑１～４…………【異副】54
兎の脚………………………【狩副】26
失われた日々………………【狂副】23
打ち震える霊魂……………【稀主】53
美しき我が世界……………【異副】55
虚蝉の遣い手………………【世主】49
器の支配……………………【異副】55
海の加護……………………【闘副】19
麗しき犠牲の盾……………【異主】56
運命の宿敵…………………【異主】56
運命の予感…………………【世副】47
英気の法力…………………【霊主】33
影像…………………………【稀主】53
鋭敏感覚……………………【闘主】20
英雄の宣言…………………【闘主】20
抉る幻………………………【異副】55
越境の書……………………【魔副】10
悦楽の唇……………………【処副】38
獲物を狙う眼………………【狂副】23
縁故の的……………………【狩副】27
堕い討ち……………………【処主】41
黄金の身体…………………【闘副】19
押し寄せる闇………………【世主】48
音色変成……………………【稀副】50
音霧…………………………【稀主】53
鬼の肌膚……………………【異主】56
鬼の羽根……………………【闘主】20
お守り１～３………………【稀副】50
檻触手………………………【異主】56
オレンジの記憶……………【世副】47

【か行】
害悪の式……………………【感主】16
会心の一撃…………………【狂主】24
掻取のしるべ………………【領副】42
怪力無双……………………【処副】39
カウンター…………………【狂主】25

還り名………………………【感副】14
火炎術式……………………【魔副】10
鏡の加護……………………【一主】66
鍵の番人……………………【魔副】11
覚醒具１～４………………【感副】14
覚醒：時間停止……………【一主】67
覚醒：世界創造……………【一主】67
覚醒：魔族の血脈…………【一主】67
革命の旗……………………【世主】49
影からの誘い………………【異副】55
影の軍勢……………………【処主】40
過去視………………………【感副】15
籠抜け………………………【領主】44
風舞う翼……………………【感主】16
片手武器……………………【闘主】20
彼方の音……………………【領副】42
カバー………………………【闘主】20
禍福のさざなみ……………【世副】47
仮面の帝王…………………【狂副】23
仮面の暴君…………………【狂副】23
絡まる時空…………………【世副】47
仮初の創造主………………【魔副】11
狩場…………………………【狂副】23
火霊操作……………………【霊副】31
完視…………………………【霊副】31
完全演技……………………【処副】39
記憶の香り…………………【稀副】50
技芸の雨……………………【狩主】28
技芸の雨２…………………【狩主】29
偽神契約……………………【稀主】53
絆の恩恵……………………【感主】17
絆の断層……………………【世副】47
絆の星………………………【感副】15
絆の両眼……………………【世副】47
祈念の勾玉…………………【霊主】33
機能維持……………………【狂主】24
技能盗賊……………………【狩主】29
気迫の盾……………………【霊主】32
希望の勇姿…………………【闘副】19
君の幸あれ…………………【世副】47
霧暴き………………………【聖副】34
斬り返し……………………【闘主】20
霧の一員……………………【稀主】52
狂い時計……………………【魔主】13
紅蓮の指……………………【魔主】12
逆転運命……………………【世主】48
強化手術……………………【一主】66
強化術式……………………【領主】44
狂気の世界…………………【世副】47
鏡像…………………………【領主】45
恐怖の友……………………【処副】39
狂舞１～４…………………【狂副】22
共鳴する声…………………【稀主】52
強力調合術…………………【処副】39
巨大武器……………………【狂主】24
緊急支援……………………【聖主】37
禁書…………………………【一主】67
悔改めよ……………………【聖主】36
空間知識……………………【感主】16
空間歪曲……………………【世主】49
空隙の品１～４……………【領副】42
愚者どもの手………………【異主】57
繰り糸………………………【領主】45
クリエイトゲイト…………【世主】48
グロウカリバー……………【イ主】64
朽ちゆく魂…………………【霊主】32
黒水晶の盾１～３…………【処副】38
黒のカブト…………………【異主】56
黒のヨロイ…………………【異主】56
軍神の知恵…………………【闘主】20
契機惑乱……………………【異主】57
啓発の鎖……………………【聖主】36
撃滅…………………………【闘主】20
逆鱗…………………………【処主】41
結合双生……………………【感主】17

決死の射弾…………………【狩主】28
獣の外套……………………【稀副】51
獣のごとく…………………【闘副】19
原子の楼閣…………………【領副】43
賢者の脳髄…………………【魔副】11
元素の陣形…………………【領主】44
幻想式………………………【魔主】12
幻惑の衣……………………【魔副】11
鋼化…………………………【狂主】24
鋼化２………………………【狂主】25
鋼神の鉄槌…………………【領主】44
合成回数……………………【一主】66
合成効力……………………【一主】66
合成武器……………………【一主】66
高速詠唱……………………【魔主】13
恍惚の唇……………………【処副】39
却奪：足……………………【稀主】52
却奪：心……………………【稀主】52
却奪：目……………………【稀主】52
興奮剤………………………【一主】67
興奮剤ＥＸ…………………【一主】67
傲慢なる檻…………………【異副】55
拷問術………………………【処主】40
降霊術………………………【霊副】31
刻印増強……………………【魔主】12
刻印増強２…………………【魔主】13
刻印増強３…………………【魔主】13
刻印増強４…………………【魔主】13
虚空の翼……………………【稀主】52
御供の舞……………………【異主】57
コネクト……………………【聖副】34
御符…………………………【霊副】31
こわれ堕ち…………………【霊主】33
魂砕…………………………【霊主】32
昏黒の道……………………【異副】55
痕跡発見……………………【狩副】27
魂装支援……………………【霊主】32
混沌の胚……………………【異副】55

【さ行】
最奥の記憶…………………【感副】15
最高調合術…………………【処副】39
サイコメトリー……………【感副】15
再生の閃光…………………【領主】44
逆さ落ち……………………【世主】49
さきもりの声………………【聖主】36
さだめの解放………………【稀主】52
殺界…………………………【闘主】21
殺法崩し……………………【闘主】21
殺法：重圧…………………【闘主】21
殺法：放心…………………【闘主】21
殺法：麻痺…………………【闘主】21
殺戮の身体…………………【狂主】24
誘いの御手…………………【霊主】32
惨撃…………………………【処主】41
懺悔室………………………【聖副】35
式神返し……………………【聖主】36
指揮者の鎖…………………【魔主】13
至高の傀儡…………………【魔主】13
自己再生……………………【狂主】24
地獄の兵具…………………【異副】55
静かなる支配者……………【霊主】33
紫神の宝玉…………………【聖副】35
死線…………………………【狂主】25
死線再来……………………【狂主】25
自然の糸……………………【領副】43
自然の檻……………………【領副】43
死地の先……………………【狩主】29
疾走線………………………【闘副】19
叱咤激励……………………【聖主】36
疾風迅雷……………………【闘主】21
死闘の半身…………………【闘副】19
死神の赤……………………【処副】39
思念の刃……………………【感主】16
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痺れ薬………………………【一主】67
弱点把握……………………【狩主】28
射法訓１～４………………【狩副】26
重圧撃………………………【狂副】23
獣王の爪牙…………………【狂主】24
獣化…………………………【狂副】23
十字軍………………………【聖副】35
従者吸収……………………【処副】39
銃幕…………………………【狩主】28
祝福の詩……………………【感主】17
熟練…………………………【一主】66
受芸…………………………【闘副】19
守護者の盾…………………【闘主】20
守護の石１～４……………【稀副】50
守護霊１～４………………【霊副】30
主の恵み……………………【聖副】35
修羅…………………………【処主】40
狩猟感覚……………………【狩副】27
狩猟の銀手１～３…………【狩副】26
瞬間思考……………………【聖主】37
瞬足…………………………【感主】16
浄化の一撃…………………【聖主】36
浄化の装具…………………【聖主】37
浄化の武器…………………【聖主】36
衝動のまなこ………………【感主】16
上級異能力…………………【異主】57
上級感応力…………………【感主】17
上級狂技……………………【狂主】25
上級狩猟術…………………【狩主】29
上級処刑術…………………【処主】41
上級聖奥義…………………【聖主】37
上級精霊契約………………【稀主】53
上級世界操作………………【世主】49
上級闘術……………………【闘主】21
上級魔術……………………【魔主】13
上級領域操作………………【領主】45
上級霊能力…………………【霊主】33
浄発…………………………【聖主】36
情報隠蔽……………………【聖副】35
食鬼…………………………【狂副】23
食物錬成……………………【領副】43
食糧調達……………………【狩副】27
処刑時刻……………………【処主】41
白き守り手たち……………【聖主】36
神域の耳……………………【狩副】27
神域の眼……………………【狩副】27
深淵剤………………………【処主】41
神格契約……………………【稀主】53
陣形：全力移動……………【聖主】37
陣形：跳躍移動……………【聖主】37
浸蝕…………………………【闘副】19
心神解放……………………【狂主】24
心身置換……………………【魔副】11
神聖言語……………………【世副】47
寝台確保……………………【聖副】35
神託…………………………【聖副】35
シンパシー…………………【感副】15
審判：悪……………………【聖主】37
審判：善……………………【聖主】37
神秘の領海…………………【世副】47
心霊医学知識………………【聖副】35
心霊治療……………………【聖副】35
神霊の一撃…………………【霊主】33
睡眠薬………………………【一主】67
水霊操作……………………【霊副】31
救い主の手…………………【闘副】19
スペアハート………………【魔副】11
すりぬけの式………………【魔副】11
征圧術………………………【狂主】25
聖印１～４…………………【聖副】34
精神緊縛術…………………【狂副】23
精神交換……………………【霊副】31
聖者の友……………………【聖副】35
聖戦士の血…………………【闘副】18
生気吸収……………………【狂主】24

聖剣の加護…………………【一主】66
清浄の使者…………………【霊主】32
清浄の盾……………………【霊主】33
清浄の盾２…………………【霊主】33
生体侵入……………………【異主】56
成長促進……………………【領副】43
生命の叫び…………………【領主】44
精霊契約……………………【稀主】53
精霊速劇……………………【稀主】53
世界創造……………………【世主】49
石化の魔眼…………………【異主】57
絶対の自信…………………【狩副】27
セルロイドの心……………【感副】15
ゼロの歩み…………………【狩副】27
零力射撃……………………【狩主】29
戦士の勘……………………【闘副】19
戦術指揮……………………【聖主】36
センスチェック……………【感副】15
戦場の華……………………【狂主】25
戦神の巣……………………【狂主】24
戦闘聖衣１～３……………【聖副】34
全方位視覚…………………【領副】43
千枚皮………………………【魔副】11
千里眼………………………【霊副】31
全力突貫……………………【狂主】25
洗礼付与……………………【聖主】37
スーパーテリトリー………【領副】43
スフィアメモリ……………【一主】67
葬々の衣１～４……………【処副】38
ソウルデバイス……………【イ主】64
属性スイッチ………………【一主】66
組織変容……………………【領副】43
蘇生薬………………………【一主】67
空と心のリング１～３……【感副】14
空の片足……………………【世主】48

【た行】
ターニングセット…………【感副】15
太古の縁……………………【稀副】51
大地の一撃…………………【領主】44
大地の使徒…………………【領主】45
大地の守護者………………【領主】44
大地の防御壁………………【領主】44
鷹の目………………………【狩主】28
違わぬ息吹…………………【狩副】27
猛る身体……………………【狂副】23
多重跳躍……………………【世主】49
竜巻の群舞…………………【狂主】25
タナトスの足枷……………【魔主】12
他人をかばう………………【一主】66
魂を纏う腕…………………【霊主】32
魂掬び………………………【霊副】31
堕落の訓え…………………【魔副】11
単一化………………………【狂副】23
断末魔の叫び………………【霊副】31
ちいさな呪い………………【稀副】51
小さな眼……………………【聖副】35
知恵の分身…………………【領副】43
力強き隣人…………………【聖主】36
血潮の陣……………………【領主】45
血と骨の武器………………【処主】40
血のいざない………………【処副】39
血の宴………………………【処副】39
血の彫像……………………【処副】39
血の配下……………………【処副】39
血の媚薬……………………【処副】39
血の帝………………………【処副】39
致命葉………………………【感主】17
地霊操作……………………【霊副】31
超越感覚……………………【感副】15
超越精神……………………【感主】17
長距離射撃…………………【狩主】29
鳥躍…………………………【闘副】19
鎮静剤………………………【一主】67
ツールマスタリー…………【ア主】60
月の外套……………………【稀副】51
繕うもの……………………【領主】45
貫きの紫電…………………【稀主】53
デスブリンガー……………【イ主】64
掌の君………………………【感副】15

テリトリー…………………【領副】43
テレキネシス………………【感副】15
テレパシー…………………【稀副】51
天空の羽……………………【魔主】12
天元突破……………………【闘主】21
天元突破２…………………【闘主】21
天使の守護…………………【世主】48
電波受信……………………【世副】47
天命の選定…………………【稀主】53
天輪の加護…………………【世主】48
統制者の眩暈………………【霊主】33
同調録………………………【感副】15
投擲…………………………【狩副】27
尖る毒………………………【狩主】29
毒の魔弾……………………【異主】56
棘の報復……………………【稀主】52
突貫…………………………【狂主】25
特権階級……………………【聖副】35
特攻…………………………【狂主】24
突然変異……………………【稀主】52
ドッペルゲンガー…………【稀主】53
友の華………………………【稀副】51

風霊操作……………………【霊副】31
深き守り主…………………【聖主】37
不可視の領域………………【領副】43
俯瞰の誘惑…………………【異副】55
不屈…………………………【狂主】25
武人の知恵…………………【闘副】19
武闘家の血…………………【闘副】18
武装粒子１～３……………【領副】42
腐敗の庭園…………………【異主】57
物品鑑定……………………【聖副】35
物品調達……………………【聖副】35
負の空間……………………【処副】39
負の感染……………………【異副】55
不変不動……………………【感主】16
不滅の声援…………………【感主】17
蛇の罠………………………【処主】40
防圧警報……………………【聖主】36
防衛用具……………………【世副】47
望淵鏡………………………【魔副】11
忘却の末……………………【異副】55
防護服………………………【一主】67
暴食…………………………【狂副】23
法則拡大……………………【魔主】12
法則調和……………………【世主】49
星の息吹……………………【世主】48
ホムンクルス生成…………【魔主】13
本能の拐引…………………【処副】39
本のクチ……………………【魔副】11

【な行】
贄の儀式……………………【異主】57
肉体共鳴……………………【感主】16
肉体復元……………………【感主】16
肉体復元２…………………【感主】17
肉体復元３…………………【感主】17
二世の契り…………………【領副】43
日常の復元…………………【稀副】51
ニュクスの冠………………【魔主】12
熱血の防壁…………………【闘副】19
眠りの心臓…………………【稀副】51
念動障壁……………………【感主】16
念動障壁２…………………【感主】16
念動障壁３…………………【感主】17
呪いうつし…………………【聖副】35

【ま行】
マイヒーロー………………【世副】47
魔印…………………………【異副】55
マインドロスト……………【稀副】51
勾玉の加護…………………【一主】66
凶々しき武器………………【処主】40
真の遣い手…………………【世主】49
交わる矢……………………【狩副】27
的抜き………………………【狩副】27
魔道具１～４………………【魔副】10
魔導書………………………【魔主】12
魔の感知……………………【魔副】11
魔の結界……………………【魔副】11
魔の寵児……………………【魔主】12
魔法剣………………………【魔主】12
魔法のローブ１～３………【魔副】10
幻の射撃……………………【狩主】28
護りの契り…………………【闘副】19
迷わぬ戦士…………………【狂主】25
視えない腕…………………【霊主】32
乱れ撃ち……………………【狩主】29
水鏡…………………………【稀副】51
未完の奥義…………………【狂副】23
見通す眼……………………【稀副】51
緑の神撃……………………【稀主】53
未来視………………………【世副】47
未来の吐息…………………【世主】49
魅了の魔眼…………………【異主】57
魅惑の眼……………………【稀主】52
無音の外套…………………【稀副】51
無限の解放…………………【一主】66
結びあう魂…………………【世副】47
夢想劇………………………【狂副】23
無の射撃……………………【狩主】28
紫の眼………………………【世副】47
瞑目の力……………………【霊主】32
瞑目の力２…………………【霊主】32
盟約の痕……………………【稀副】51
女神のいたずら……………【狩副】27
女神の悪ふざけ……………【狩副】27
恵みの蔦……………………【領副】43
巡る神気……………………【霊主】33
模倣犯………………………【稀主】52
諸刃の砦……………………【領主】45

【は行】
灰色の波……………………【異主】56
背徳の従者…………………【異副】55
破壊者の孤独………………【狂副】23
破壊の楔……………………【闘主】21
鋼の理論……………………【処主】41
破却打ち……………………【闘主】21
破却の装具１～２…………【世副】46
箱庭の主……………………【領主】44
箱庭の主２…………………【領主】45
爆界…………………………【領主】45
縛鎖…………………………【異主】56
爆砕…………………………【領主】45
爆散…………………………【領主】45
縛呪…………………………【霊副】31
爆塵…………………………【領主】45
蜂の唄………………………【狩主】29
罰の解放……………………【聖主】37
創まりの熱…………………【感主】17
創まりの熱２………………【感主】17
パスアウト…………………【感副】15
葉っぱのお金………………【稀副】51
波動の声……………………【魔副】11
母の腕………………………【聖副】35
バベルの唄い手……………【感副】15
覇魔矢………………………【狩主】28
破滅の異端者………………【異主】57
ハヤテの爪先………………【狩主】29
万能薬………………………【一主】67
光あれ………………………【聖主】37
光の一手……………………【稀主】52
飛行の札……………………【魔副】11
棺の門………………………【霊副】31
百鬼夜行……………………【狂副】23
豹変の業……………………【領副】43
ヒュプノスの枝……………【魔主】12
氷河の城……………………【領副】43
不意打ち……………………【一主】66
封印の牙……………………【処主】40
封印の角……………………【処主】40

【や行】
躍動の呪歌…………………【処主】40
薬物調合……………………【処主】40
野獣の鼻……………………【異副】55
安らぎへの助言……………【処主】41
73

矢止めの胸当………………【狩副】26
闇討ち………………………【異主】57
闇の血統……………………【異主】56
闇の衣………………………【処主】40
闇の鎧………………………【処主】41
闇の勇姿……………………【処主】41
闇纏い………………………【狩副】27
勇気の瞳……………………【闘副】19
愉悦の波……………………【感副】15
勇者の声……………………【闘副】19
夢の帝王……………………【感副】15
歪んだ奇跡…………………【世主】48
夢の外套……………………【稀副】51
妖精使役……………………【霊副】31
四大操作……………………【霊副】31
黄泉の助言者………………【異副】55

【ら行】
ライフコイン………………【闘主】21
落下する光…………………【世主】48
乱舞…………………………【狂主】24
リトライ……………………【世主】49
リバース……………………【世主】48
両手武器……………………【闘主】20
リライト……………………【世主】48
猟犬のアギト………………【処主】41
輪廻の扇……………………【世主】49
霊異の鼓動…………………【霊主】33
霊魂の鏡……………………【霊主】33
礼装…………………………【魔主】12
霊的神経……………………【霊副】31
令の封殺……………………【魔主】13
霊薬…………………………【一主】67
錬金術師の指………………【領副】43

【わ行】
別れの刻……………………【稀副】51
罠師のサガ…………………【狩副】27

【Ａ行】
Ａ：アテナ…………………【ア主】60
Ａ：アメノウズメ…………【ア主】60
Ａ：アメノウズメ２………【ア主】60
Ａ：アポロン………………【ア主】60
Ａ：イシュトリルトン……【ア主】61
Ａ：オグマ…………………【ア主】60
Ａ：オルフェウス…………【ア主】60
Ａ：キンナラ………………【ア主】61
Ａ：サラスヴァティー……【ア主】61
Ａ：セイシンオウヤ………【ア主】60
Ａ：セケル…………………【ア主】61
Ａ：ダイダロス……………【ア主】61
Ａ：タイマスト……………【ア主】61
Ａ：トート…………………【ア主】60
Ａ：ピエリス………………【ア主】61
Ａ：ブラギ…………………【ア主】61
Ａ：ブラギ２………………【ア主】61
Ａ：ミネルヴァ……………【ア主】60
Ａ：ミューズ………………【ア主】60
Ａ：メルクリウス…………【ア主】61
Ａ：ルー……………………【ア主】61
Ａ：レイリン………………【ア主】61
Ａ＋：アイドルオーラ……【ア副】58
Ａ＋：アトリビュート……【ア副】58
Ａ＋：エアライダー………【ア副】59
Ａ＋：オーバーパワー……【ア副】59
Ａ＋：オスカー……………【ア副】59
Ａ＋：クリエイション……【ア副】59
Ａ＋：サイコロジー………【ア副】59
Ａ＋：ステージドレス１～３…【ア副】58
Ａ＋：スポットライト……【ア副】59
Ａ＋：トランキライザー…【ア副】59
Ａ＋：ハーメルン…………【ア副】59
Ａ＋：バディ１～４………【ア副】58
Ａ＋：ヒーロータイム……【ア副】59
Ａ＋：フェードイン………【ア副】59
Ａ＋：マイガーデン………【ア副】59
Ａ＋：ミラクルドロー……【ア副】59

Ａ＋：ミュトス……………【ア副】59
Ａ＋：ライナーブロウ……【ア副】59
Ａ＋：ラブモーション……【ア副】59
Ａ＋：レリゴー……………【ア副】59

【Ｉ行】
ＩＣ：アザトース…………【イ副】64
ＩＣ：アポヒス……………【イ副】64
ＩＣ：アンラマンユ………【イ副】64
ＩＣ：イシュタル…………【イ副】64
ＩＣ：インドラ……………【イ副】64

ＩＣ：エリス………………【イ副】64
ＩＣ：オオマガツヒ………【イ副】64
ＩＣ：カーリー……………【イ副】64
ＩＣ：シヴァ………………【イ副】64
ＩＣ：ジェリド……………【イ副】64
ＩＣ：シュテンドウジ……【イ副】64
ＩＣ：チェルノボーグ……【イ副】64
ＩＣ：テュポーン…………【イ副】64
ＩＣ：ハーデス……………【イ副】64
ＩＣ：ハーデス２…………【イ副】64
ＩＣ：ハスター……………【イ副】64
ＩＣ：ハスター２…………【イ副】64

ＩＣ：ヘル…………………【イ副】64
ＩＣ：ヤマトノオロチ……【イ副】64
ＩＣ：ルシファー…………【イ副】64
ＩＣ：ロキ…………………【イ副】64
Ｉ＋：アブソポーション…【イ副】62
Ｉ＋：アルターマイン……【イ副】62
Ｉ＋：インビジブルマン…【イ副】63
Ｉ＋：オールラウンド……【イ副】63
Ｉ＋：ギアス………………【イ副】63
Ｉ＋：クイックコート１～４…【イ副】62
Ｉ＋：ストリートワイズ…【イ副】63
Ｉ＋：ゾーンバースト……【イ副】63

Ｉ＋：デッドアイ…………【イ副】63
Ｉ＋：デュプリケイト……【イ副】63
Ｉ＋：トイボックス１～３…【イ副】62
Ｉ＋：トリックカーズ……【イ副】63
Ｉ＋：ネゴシエイト………【イ副】63
Ｉ＋：パミュートメモリ…【イ副】63
Ｉ＋：ヒストリアー………【イ副】63
Ｉ＋：プロパゲイト………【イ副】63
Ｉ＋：ペネトレイトアイ…【イ副】63
Ｉ＋：マジックコスメ……【イ副】63
Ｉ＋：マックスウェル……【イ副】63
Ｉ＋：リストーン…………【イ副】63

特技 内容別 索引
【ＨＰ回復】

【ダメージ】

打ち震える霊魂……………【稀主】53
自己再生……………………【狂主】24
生気吸収……………………【狂主】24
衝動のまなこ………………【感主】16
清浄の使者…………………【霊主】32
生命の叫び…………………【領主】44
精霊契約……………………【稀主】53
鎮静剤………………………【一主】67
ドッペルゲンガー…………【稀主】53
肉体復元……………………【感主】16
星の息吹……………………【世主】48
Ａ：セイシンオウヤ………【ア主】60
Ａ：ミューズ………………【ア主】60

暗黒の渦……………………【魔主】13
神霊の一撃…………………【霊主】33
爆散…………………………【領主】45
Ｉ＋：デッドアイ…………【イ副】63

【ＭＰ回復】
悦楽の唇……………………【処副】38
興奮剤………………………【一主】67
興奮剤ＥＸ…………………【一主】67
御符…………………………【霊副】31
精霊契約……………………【稀主】53
ドッペルゲンガー…………【稀主】53
灰色の波……………………【異主】56
巡る神気……………………【霊主】33
四大操作……………………【霊副】31
Ａ：イシュトリルトン……【ア主】61
Ａ＋：アトリビュート……【ア副】58

【戦闘不能回復】
さだめの解放………………【稀主】52
蘇生薬………………………【一主】67
魂掬び………………………【霊副】31
背徳の従者…………………【異副】55
創まりの熱…………………【感主】17
不屈…………………………【狂主】25
不滅の声援…………………【感主】17
紫の眼………………………【世副】47
ライフコイン………………【闘主】21
リバース……………………【世主】48

【達成値加減】
異端審問……………………【処主】40
失われた日々………………【狂副】23
禍福のさざなみ……………【世副】47
幻想式………………………【魔主】12
魂装支援……………………【霊主】32
叱咤激励……………………【聖主】36
血の媚薬……………………【処副】39
上級感応力…………………【感主】17
交わる矢……………………【狩副】27
Ａ：ミネルヴァ……………【ア主】60
Ａ＋：アイドルオーラ……【ア副】58

爆散…………………………【領主】45
爆塵…………………………【領主】45
蜂の唄………………………【狩主】29
覇魔矢………………………【狩主】28
破滅の異端者………………【異主】57
封印の牙……………………【処主】40
封印の角……………………【処主】40
本能の拐引…………………【処副】39
乱れ撃ち……………………【狩主】29
緑の神撃……………………【稀主】53
瞑目の力……………………【霊主】32
闇の血統……………………【異主】56
霊薬…………………………【一主】67
Ａ：アテナ…………………【ア主】60
Ａ：オグマ…………………【ア主】60
Ａ：オルフェウス…………【ア主】60
Ａ：セケル…………………【ア主】61
Ａ：タイマスト……………【ア主】61
Ａ：メルクリウス…………【ア主】61
ＩＣ：インドラ……………【イ副】64
ＩＣ：カーリー……………【イ副】64
ＩＣ：シヴァ………………【イ副】64
ＩＣ：チェルノボーグ……【イ副】64
ＩＣ：テュポーン…………【イ副】64
ＩＣ：ヘル…………………【イ副】64

【ＭＰダメージ】
抉る幻………………………【異副】55
拷問術………………………【処主】40
魅了の魔眼…………………【異主】57

【ダメージ上昇】
圧縮撃………………………【狩主】28
暗黒の渦……………………【魔主】13
戦乙女の知恵………………【闘主】20
イバラの城…………………【領主】44
因果の蝶……………………【世主】48
堕い討ち……………………【処主】41
会心の一撃…………………【狂主】24
鏡の加護……………………【一主】66
革命の旗……………………【世主】49
祈念の勾玉…………………【霊主】33
強化術式……………………【領主】44
愚者どもの手………………【異主】57
軍神の知恵…………………【闘主】20
撃滅…………………………【闘主】20
逆鱗…………………………【処主】41
魂砕…………………………【霊主】32
殺界…………………………【闘主】21
紫神の宝玉…………………【聖副】35
死線再来……………………【狂主】25
疾風迅雷……………………【闘主】21
弱点把握……………………【狩主】28
獣化…………………………【狂副】23
従者吸収……………………【処副】39
上級狂技……………………【狂主】25
上級狩猟術…………………【狩主】29
上級処刑術…………………【処主】41
上級精霊契約………………【稀主】53
処刑時刻……………………【処主】41
神霊の一撃…………………【霊主】33
征圧術………………………【狂主】25
ゼロの歩み…………………【狩副】27
戦場の華……………………【狂主】25
全力突貫……………………【狂主】25
大地の使徒…………………【領主】45
タナトスの足枷……………【魔主】12
力強き隣人…………………【聖主】36
血潮の陣……………………【領主】45
致命葉………………………【感主】17
棘の報復……………………【稀主】52
特攻…………………………【狂主】24
ニュクスの冠………………【魔主】12
鋼の理論……………………【処主】41
破却打ち……………………【闘主】21
爆界…………………………【領主】45

【ダメージ軽減】
音霧…………………………【稀主】53
檻触手………………………【異主】56
気迫の盾……………………【霊主】32
元素の陣形…………………【領主】44
鋼化…………………………【狂主】24
銃幕…………………………【狩主】28
白き守り手たち……………【聖主】36
神秘の領海…………………【世副】47
大地の守護者………………【領主】44
念動障壁……………………【感主】16
ＩＣ：ルシファー…………【イ副】65

【ダメージロール軽減】
防圧警報……………………【聖主】36
ＩＣ：アンラマンユ………【イ副】64

【ダメージはね返し】
繕うもの……………………【領主】45
爆砕…………………………【領主】45
霊魂の鏡……………………【霊主】33
ＩＣ：ジェリド……………【イ副】64

【バステ付与：毒】
朽ちゆく魂…………………【霊主】32
上級狩猟術…………………【狩主】29
上級聖奥義…………………【聖主】37
毒の魔弾……………………【異主】56
覇魔矢………………………【狩主】28
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腐敗の庭園…………………【異主】57
蛇の罠………………………【処主】40

【バステ付与：転倒】
アンドショック……………【感副】14
却奪：足……………………【稀主】52
上級狩猟術…………………【狩主】29
タナトスの足枷……………【魔主】12
這いよる混沌………………【魔主】13

【バステ付与：放心】
殺法：放心…………………【闘主】21
征圧術………………………【狂主】25
統制者の眩暈………………【霊主】33
ニュクスの冠………………【魔主】12
ＩＣ：アポヒス……………【イ副】64

【バステ付与：麻痺】
アンドショック……………【感副】14
愚者どもの手………………【異主】57
殺法：麻痺…………………【闘主】21
静かなる支配者……………【霊主】33
闇の勇姿……………………【処主】41
Ａ：メルクリウス…………【ア主】61
ＩＣ：ヘル…………………【イ副】64

【バステ付与：重圧】
アンドショック……………【感副】14
殺法：重圧…………………【闘主】21
重圧撃………………………【狂副】23
破滅の異端者………………【異主】57
緑の神撃……………………【稀主】53

【バステ付与：その他】
アンドショック……………【感副】14
悦楽の唇……………………【処副】38
却奪：心……………………【稀主】52
却奪：目……………………【稀主】52
獣王の爪牙…………………【狂主】24
統制者の眩暈………………【霊主】33
パスアウト…………………【感副】15

【バッドステータス解除】
打ち震える霊魂……………【稀主】53
害悪の式……………………【感主】16
再生の閃光…………………【領主】44
呪いうつし…………………【聖副】35
万能薬………………………【一主】67
不変不動……………………【感主】16
安らぎへの助言……………【処主】41

【スキルウェポン破壊系】
狂い時計…………………【魔主】13
こわれ堕ち…………………【霊主】33
破壊の楔……………………【闘主】21

【防御点上昇】
黄金の身体…………………【闘副】19
鬼の肌膚……………………【異主】56
獣化…………………………【狂副】23
守護者の盾…………………【闘主】20
生命の叫び…………………【領主】44
大地の防御壁………………【領主】44
深き守り主…………………【聖主】37
闇の衣………………………【処主】40
闇の鎧………………………【処主】41

【最大ＨＰ上昇】
命の糧………………………【闘主】20
黒のカブト…………………【異主】56
戦神の巣……………………【狂主】24
闇の衣………………………【処主】40
ＩＣ：ハスター……………【イ副】64

【最大ＭＰ上昇】
黒のヨロイ…………………【異主】56
上級魔術……………………【魔主】13

【特技回数上昇】

天空の羽……………………【魔主】12
瞬足…………………………【感主】16
縛鎖…………………………【異主】56
Ａ：ピエリス………………【ア主】61

【移動力加減】
韋駄天の法則………………【狩主】28
兎の脚………………………【狩副】26
籠抜け………………………【領主】44
繰り糸………………………【領主】45
クリエイトゲイト…………【世主】48
高速詠唱……………………【魔主】13

【対象識別】

英気の法力…………………【霊主】33
影像…………………………【稀主】53
精霊速劇……………………【稀主】53
瞬間思考……………………【聖主】37
ハヤテの爪先………………【狩主】29
法則調和……………………【世主】49
闇討ち………………………【異主】57
Ａ：トート…………………【ア主】60
Ａ：ブラギ…………………【ア主】61

【行動値無視】
カウンター…………………【狂主】25
紅蓮の指……………………【魔主】12
鏡像…………………………【領主】45
緊急支援……………………【聖主】37
決死の射弾…………………【狩主】28
上級霊能力…………………【霊主】33
陣形：全力移動……………【聖主】37
陣形：跳躍移動……………【聖主】37
洗礼付与……………………【聖主】37
鳥躍…………………………【闘副】19
突貫…………………………【狂主】25
蜂の唄………………………【狩主】29
腐敗の庭園…………………【異主】57
勾玉の加護…………………【一主】66

【未行動化】
修羅…………………………【処主】40
上級異能力…………………【異主】57
躍動の呪歌…………………【処主】40
ＩＣ：アザトース…………【イ副】64

【行動値加減】
赤の君………………………【世副】46
異形の触手…………………【異主】56
鬼の羽根……………………【闘主】20
絡まる時空…………………【世副】47
虚空の翼……………………【稀主】52
指揮者の鎖…………………【魔主】13

麗しき犠牲の盾……………【異主】56
英雄の宣言…………………【闘主】20
影の軍勢……………………【処主】40
カバー………………………【闘主】20
結合双生……………………【感主】17
救い主の手…………………【闘副】19
他人をかばう………………【一主】66

【モブ作成】
異常鉱物……………………【異副】54
血のいざない………………【処副】39

【複数回行動】

【結界作成・解除】

【カバーリング】

完視…………………………【霊副】31
霧暴き………………………【聖副】34
違わぬ息吹…………………【狩副】27
Ｉ＋：ペネトレイトアイ…【イ副】63

一網打尽……………………【狩主】28
式神返し……………………【聖主】36
竜巻の群舞…………………【狂主】25

逆さ落ち……………………【世主】49
零力射撃……………………【狩主】29
光あれ………………………【聖主】37
光の一手……………………【稀主】52
女神の悪ふざけ……………【狩副】27
リトライ……………………【世主】49

さきもりの声………………【聖主】36
祝福の詩……………………【感主】17
熟練…………………………【一主】67
審判：悪……………………【聖主】37
審判：善……………………【聖主】37
箱庭の主……………………【領主】44
真の遣い手…………………【世主】49
輪廻の扇……………………【世主】49
Ａ：レイリン………………【ア主】61
ＩＣ：ロキ…………………【イ副】64

死線…………………………【狂主】25
霊異の鼓動…………………【霊主】33
Ａ：キンナラ………………【ア主】61
Ｉ＋：マックスウェル……【イ副】63

【モブ一掃】

ＩＣ：エリス………………【イ副】64

【クリティカル・ファンブル値加減】

【出目・達成値操作】

虚蝉の遣い手………………【世主】49
罰の解放……………………【聖主】37

【ファンブル化】

【回避】
鋭敏感覚……………………【闘主】20
上級領域操作………………【領主】45
天使の守護…………………【世主】48

【判定振り直し】

【範囲化】

一心同体……………………【感主】16
斬り返し……………………【闘主】20
逆転運命……………………【世主】48
悔改めよ……………………【聖主】36
修羅…………………………【処主】40

空間知識……………………【感主】16
空間歪曲……………………【世主】49
高速詠唱……………………【魔主】13
傲慢なる檻…………………【異副】55
疾風迅雷……………………【闘主】21
浄発…………………………【聖主】36
爆散…………………………【領主】45
爆塵…………………………【領主】45
法則拡大……………………【魔主】12
乱れ撃ち……………………【狩主】29
乱舞…………………………【狂主】24
Ａ：アテナ…………………【ア主】60
Ａ＋：ハーメルン…………【ア副】59

【代償入れ替え】
絆の恩恵……………………【感主】17
御供の舞……………………【異主】57
浸蝕…………………………【闘副】19
心神解放……………………【狂主】24
心身置換……………………【魔副】11

【特技コピー】

【射程拡大】

仮面の帝王…………………【狂副】23
仮面の暴君…………………【狂副】23
技能盗賊……………………【狩主】29
混沌の胚……………………【異副】55
聖剣の加護…………………【一主】66
突然変異……………………【稀主】52
模倣犯………………………【稀主】52
Ｉ＋：プロパゲイト………【イ副】63

共鳴する声…………………【稀主】52
獣のごとく…………………【闘副】19
上級聖奥義…………………【聖主】37
視えない腕…………………【霊主】32
ＩＣ：ヤマトノオロチ……【イ主】64

【命中対象操作】
契機惑乱……………………【異主】57
ＩＣ：オオマガツヒ………【イ副】64

【隠密行動】
一核鬼………………………【異主】57
影からの誘い………………【異副】55
幻惑の衣……………………【魔副】11
生体侵入……………………【異主】56
無音の外套…………………【稀副】51
闇纏い………………………【狩副】27

【クリティカル化】
獲物を狙う眼………………【狂副】23
恐怖の友……………………【処副】39
逆さ落ち……………………【世主】49
聖者の友……………………【聖副】35
鷹の目………………………【狩主】28
未来の吐息…………………【世主】49
女神の悪ふざけ……………【狩副】27

【飛行】
虚空の翼……………………【稀主】52
天空の羽……………………【魔主】12
飛行の札……………………【魔副】11
俯瞰の誘惑…………………【異副】55
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還り名………………………【感副】14
鍵の番人……………………【魔副】11
母の腕………………………【聖副】35
不可視の領域………………【領副】43
負の空間……………………【処副】39
真の遣い手…………………【世主】49
魔の結界……………………【魔副】11

【物質構築系】
仮初の創造主………………【魔副】11
錬金術師の指………………【領副】43
Ａ＋：クリエイション……【ア副】59
Ｉ＋：リストーン…………【イ副】63

【記憶操作・洗脳】
悪魔の囁き…………………【霊副】30
偽りの太陽…………………【異副】55
器の支配……………………【異副】55
紅蓮の指……………………【魔主】12
マインドロスト……………【稀副】51
魅惑の眼……………………【稀主】52
Ｉ＋：アルターマイン……【イ副】62
Ｉ＋：ギアス………………【イ副】63

【変身】
千枚皮………………………【魔副】11
日常の復元…………………【稀副】51
夢の外套……………………【稀副】51
Ｉ＋：マジックコスメ……【イ副】63

【ループ関係】
越境の書……………………【魔副】10
オレンジの記憶……………【世副】47

【供給関係】
寝台確保……………………【聖副】35
堕落の訓え…………………【魔副】11
愉悦の波……………………【感副】15

【令呪操作】
抗いの定……………………【狂副】22
偽神契約……………………【稀主】53
令の封殺……………………【魔主】13

行為判定とは
ゲーム中に、キャラクターの取った行動がうまくいったの
かどうか判別するためのルールが行為判定である。
なお、以降の文中で「判定する」
「判定を行なう」とあった
場合、行為判定を行なうという意味である。行為判定は、ＧＭ
がキャラクターの行動に行為判定が必要だ、と考えた場合に
初めて行なうことができる。
ＧＭは必要のない判定を行わせる必要はない。

●クリティカル
振ったダイスの目がクリティカル値以上だった場合、その
判定は［自動成功］となる。以降の処理は行なわれず達成値を
算出する必要はない。クリティカル値は１２である。
特技の効果によるクリティカル値の下限値は５である。

●ファンブル

■行為判定の手順

振ったダイスの目がファンブル値以下だった場合、その判
定は［自動失敗］となる。
［自動失敗］が成立したら、判定は
自動的に失敗となる。以降の処理は行なわれない。よって、達
成値を算出する必要はない。ファンブル値は２である。

ここでは、判定中に使用される各用語と行為判定の方法を
解説する。

●難易度

●達成値

［難易度］は、行なう行為の難しさを表わす指標となる数値
だ。データやルールなどによって自動的に決定される時もあ
れば、ＧＭが任意に決定する場合もある。
難易度以上の達成値を出すことができれば、行為判定は成
功となる。なお、ＧＭは難易度を特に告げず、ＰＣの達成値の
みを求めてもよい。

ダイスロールを行ない、クリティカルもファンブルも発生
しなかったら、出た目に判定値と修正を加える。これが「判定
がどの程度うまくいったのか」を表わす数値である。
この数値を［達成値］と呼ぶ。
達成値＝判定値＋ダイスの出目＋修正

●難易度と行為のイメージ表
難易度
６～８
９～１１
１２～１５
１６～

●行為の成否を決定
算出された達成値と難易度を比べる。結果、達成値が難易
度以上であった場合、行為判定は成功となる。難易度未満で
あった場合、行為判定は失敗となる。
難易度≦達成値＝行為判定成功
難易度＞達成値＝行為判定失敗

行為のイメージ
簡単な行為
普通の行為
難しい行為
至難な行為

●行為判定の終了

●判定値

行為判定は、これで終了となる。ＧＭは、プレイヤーの出し
た結果を見て、その結果に合わせて行為の成否を演出するこ
と。クリティカルやファンブルの場合は、失敗や成功をより
強調して演出するとよいだろう。

［判定値］とは、判定に使用する能力ボーナスや戦闘値のこ
とである。ＧＭは判定に使用する判定値を決定し、プレイヤ
ーに伝えること。プレイヤーは特技や装備などの修正を行な
った最終的な判定値をＧＭに宣言せよ。

●修正を与える

●ダイスロール

ＧＭは、状況に応じて難易度、判定値、達成値などに修正を
行なうことができる。
修正は－３～＋３程度の範囲で行なうこと。
この範囲を超えてしまうような修正を行なうと、ダイスひ
とつ分の期待値（３．５である）を上回ってしまい、判定を行

プレイヤーは、２Ｄ６を振る。この時に振った２Ｄ６がク
リティカル値以上だった場合はクリティカルが発生する。そ
れに対して、２Ｄ６がファンブル値以下だった場合はファン
ブルが発生する。
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なう意味それ自体を失わせる可能性があるのだ。

常のシーン進行と区別するために、これをラウンド進行と呼
ぶ。ラウンドは一定の手順にしたがって進行していく。

■対決による判定

●ラウンドの進行

［対決］とは、行為を行なうキャラクターに対して、別のキ
ャラクターがそれを妨害した場合に発生するルールを指す。

ラウンド進行の詳細な手順、各プロセスのルールと解説を
行なっていく。
ラウンドの中で複数のキャラクターが特技の使用などを宣
言する場合は、
【行動値】の高いキャラクターから順に宣言し、
処理を行なうこと。

●アクションとリアクション
対決を行なう場合、それに関わるキャラクターは［アクシ
ョン側］と［リアクション側］に分けられる。アクション側は
能動的に行動を行なうキャラクター、リアクション側はアク
ション側に対応して行動を行なうキャラクターである。
対決はアクション側、リアクション側の順番に判定を行な
う。判定値や修正値などは通常の行為判定と同じようにＧＭ
が決定する。続いてアクション側、リアクション側の順番で
必要な判定を行ない、達成値を算出する。
もし、対決でどちらがアクション側か決定できないことが
あったなら、先に言い出した方をアクション側とすればよい
だろう。

①セットアッププロセス
ＧＭは新しいラウンドの開始を宣言し、シーンに存在する
キャラクターを確認する。

②イニシアチブプロセス
［未行動］のキャラクターの中で、誰が次のメインプロセス
でアクションを行なうかを決定するプロセス。もっとも【行
動値】の高いキャラクターがアクションを行なう。
もっとも【行動値】の高いキャラクターが複数存在する場
合は、ＰＣ、ＮＰＣの順番でアクションを行なうこと。ＰＣ同
士で【行動値】が同じなら、ＧＭが決定する（ＰＣ同士で相談
し合うか、原則【反射】→【知覚】→【幸運】が高い順に行動
する）
。
もし、すべてのキャラクターが［行動済］であれば、クリン
ナッププロセスに移る。

●判定ができない
リアクション側が何らかの理由で判定が行なえないことが
ある。
その場合のリアクション側の達成値は、判定値に特技や装
備などによる修正を行なったもので算出される。

●勝利

③メインプロセス

両者の達成値が確定したら、対決の勝敗を決定する。対決
では、より高い達成値を出した方が［勝利］したものとされ、
勝利したキャラクターの行為が採用される。
アクション側の達成値が高ければ、行なおうとした行為に
成功したことになる。その行為が攻撃なら、それは命中する
わけだ。
リアクション側の達成値が高ければ、アクション側の行な
おうとした行為を妨害し、その影響を受けなかったことにな
る。攻撃されたのであれば、その攻撃を避けるわけだ。

イニシアチブプロセスで決定されたキャラクターがアクシ
ョンを行なう。キャラクターは、マイナーアクション、メジャ
ーアクションの順番でおのおの一回ずつ行なえる。
▼待機の宣言
メインプロセスを行なわずに［待機］を宣言する。待機した
キャラクターは、その【行動値】に関わらず、
［待機］してい
るキャラクター以外のすべてのキャラクターが［行動済］に
なった後にメインプロセスを行なうこと。
このときに再び［待機］は宣言できない。
［待機］を宣言できるのはメインプロセスを行なう直前ま
でである。マイナーアクションを行なった後に［待機］を宣言
することは不可能である。
▼行動の放棄
メインプロセスの最中、行動を放棄してもよい。
マイナー、メジャー双方とも放棄してもよいし、どちらか
だけ放棄してもよい。メジャーアクションを放棄した場合、
そのキャラクターは即座に［行動済］となる。
▼マイナーアクション：戦闘移動
［
【行動値】＋５］ｍまでの距離を移動する。ただし、敵キ
ャラクターや移動を妨害するものと同じエンゲージに入って
いる場合は行なえない。
▼マイナーアクション：特技使用
「タイミング：マイナー」の特技を使用できる。
▼メジャーアクション：全力移動
戦闘移動の２倍までの距離を全力で移動する。ただし、敵
キャラクターや移動を妨害するものと同じエンゲージに入っ
ている場合は行なえない。
▼メジャーアクション：攻撃
スキルウェポンや特技などを使って、敵にダメージを与え
る。
▼メジャーアクション：特技使用
「タイミング：メジャー」の特技を使用できる。

●受動側優先
対決で互いの達成値が等しい場合、リアクション側が［勝
利］したものとする。
これを“受動側優先の法則”と呼ぶ。

●クリティカル
アクション側がクリティカルを発生させた場合、リアクシ
ョン側がクリティカルを発生させない限り、アクション側の
［勝利］となる。
逆にリアクション側もクリティカルであった場合は、
“受動
側優先の法則”により、リアクション側の勝利となる。

●ファンブル
アクション側がファンブルした場合は、リアクション側は
判定を行なう必要はない。逆にリアクション側がファンブル
した場合は、アクション側の勝利となる。

■戦闘ルール
戦闘の開始をＧＭが宣言することで、セッションはラウン
ドと呼ばれるゲーム内時間単位で処理されることになる。通
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▼メジャーアクション：エンゲージ離脱
敵や移動を妨害するキャラクター、いわゆる敵とのエンゲ
ージにある場合、通常の戦闘移動と全力移動はできない。敵
とのエンゲージから離れるためには、メジャーアクションと
して［離脱］を宣言する必要がある。離脱を宣言したキャラク
ターは、エンゲージから離れて［【行動値】＋５ｍ］まで移動
できる。
▼メジャーアクション：対象識別
【理知】判定で［難易度：１０＋ＧＭの設定した難易度］に
成功することで、敵のデータを公表することができる。
▼メジャーアクション：とどめを刺す
戦闘不能のキャラクターを死亡させる。

メージを受けなかったということになる。
▼特技を使用しないダメージロール
スキルウェポンなどの特技を使用しない場合、
【攻撃力】の
素値を対象に与える。

●バッドステータスの回復
バッドステータスは、それぞれに時間や特技によって解除
される。なお、バッドステータスが有効なのは戦闘（ラウンド
進行）中のみである。戦闘が終了することで、バッドステータ
スはすべて回復する。ＧＭが望むなら戦闘終了時もバッドス
テータスの続行を宣言しても良い。
回復にマイナーアクションを必要とするバッドステータス
は、メジャーアクションを使用でも回復できるとする。
また、戦闘不能からの蘇生の際、基本的にバッドステータ
スや特技による支援効果は全て解除される。

④クリンナッププロセス
クリンナッププロセスでは、ラウンドの終了にともなう処
理を行なう。処理の順番は次のとおり。それらの処理が終わ
った後に、まだ戦闘が継続するならば次のラウンドのセット
アッププロセスへ移行する。

●戦闘不能と気絶
【ＨＰ】が０以下になったら、戦闘不能となる。戦闘不能が
回復されるまで一切のアクションが行えない。
「タイミング：
常時」以外の特技も使用できない。
戦闘不能のまま戦闘が終了した場合、戦闘不能は自動的に
回復する。
戦闘不能から回復したキャラクターは【ＨＰ】は１になる。
なお、特技などの効果によって戦闘不能から回復する場合は
【ＨＰ】が１にならない可能性もある。
戦闘中に戦闘不能から回復した場合、
【ＨＰ】が０になる前
の行動に関わらず［行動済］の状態で復帰すること。
【ＭＰ】が０以下になったら、気絶となる。戦闘不能と同じ
ように一切のアクションが行えない。
【ＭＰ】を１点でも回復
できたら、
【ＨＰ】が０になる前に［未行動］であれば［未行
動］状態で復帰することができる。

●エンゲージ封鎖
敵の横をすりぬけるといった、移動が制限される状況を［封
鎖］と呼ぶ。エンゲージが封鎖されている場合、ＧＭはエンゲ
ージから離脱を行なうキャラクターとそれを妨害する敵キャ
ラクターとによる【行動値】同士の対決を行なわせてもよい。
離脱を行なうキャラクターは、これに勝利する必要がある。
複数の敵とエンゲージしている場合は、そのすべてに勝利し
なければならない。

●逃走
戦闘が行なわれているシーンから退場したい場合、ＧＭに
逃走を宣言する。メジャーアクションとして、エンゲージさ
れていない状態で全力移動すること。

●死亡
戦闘不能のキャラクターに対して［とどめを刺す］ことを
メジャーアクションとして宣言し、何らかの方法でダメージ
を与えると、キャラクターは死亡する。死亡したキャラクタ
ーの魂は消滅し、ループすることもできなくなりゲームから
除外される。死んだキャラクターの冥福を祈ること。

■攻撃と回避
敵にダメージを始めとした様々な影響を与えようとする行
為を攻撃と呼ぶ。

●攻撃手順

■戦闘中のその他ルール

攻撃は対決判定の中で処理される。
▼命中判定と回避判定
攻撃側は【命中値】で判定する。攻撃をされた側は【回避
値】で判定を行なう。
攻撃側が勝利した場合は、ダメージロールステップに移行
する。攻撃をされた側が【回避値】で勝利した場合は、攻撃側
のメインプロセスが終了する。
▼命中判定と回避判定のクリティカル
【命中値】での判定がクリティカルだった場合は、通常のダ
メージロールに＋１Ｄ６の修正が与えられる。
【回避値】での判定がクリティカルだった場合は、回避側
が自動成功で勝利する。攻撃側がクリティカルでも、受動側
優先の法則により勝利する。
▼ダメージロール
使用したスキルウェポンなどの特技のダメージロールダイ
スを振り、戦闘値の【攻撃力】を合計した値を総合ダメージと
して算出する。
【物理命中値】で求めたダメージは【物理防御点】を引いて
実ダメージを算出し、
【霊力命中値】で求めたダメージは【霊
力防御点】を引いて実ダメージを算出する。
【防御点】を引いて実ダメージが０以下になった場合は、ダ

その他のルールを説明する。

●飛行状態
特技によってキャラクターは飛行することがある。
［飛行状態］のキャラクターは、同じように［飛行状態］の
キャラクターにしか進路を妨害されない。よって、敵とエン
ゲージしていても敵が［飛行状態］でなければ［戦闘移動］で
もエンゲージから［離脱］できる。
なお、地上にいるキャラクターが［飛行状態］のキャラクタ
ーとエンゲージし、
［離脱］を試みた場合、通常のルール通り
にメジャーアクションが必要となる。
また、飛行していたとしてもエンゲージしている限り、相
互に「射程：至近」の特技で攻撃を行なえる。

●隠密状態
キャラクターは、誰にもエンゲージされていない状態でメ
ジャーアクションを使用することで身を隠すことができる。
隠密状態の場合、ダメージに＋１Ｄ６される。シーンに存
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在しないものとして扱うため、特技や攻撃の対象にはならな
い。
「範囲」の対象にも入ることはない。
［隠密状態］はメジャーアクションを行なうと解除される。
隠密状態のままで攻撃をする場合、対象と気付かれずに攻
撃できるかの対決判定を行なう。命中判定前に攻撃側の【反
射】と見破る側の【知覚】で対決。見破られた場合、
［隠密状
態］は無効化され、通常の［隠密状態］ではない攻撃になる。
［隠密状態］の対象を攻撃する場合、命中側が［隠密状態］
を見破る判定を行なう。見破る判定に失敗した場合、違う命
中対象を選び直してもよい。

約のことを表わす。主従といっても込められた意味は様々で
あり、親兄弟の契り、恋人同士の契り、義兄弟の契りなど人に
よって違うものである。霊的な力で２人の絆を結びあうこと
によって、魂は力を合わせ合い、通常では引き出すことので
きない力を何倍にも高めることができる。
主になる人物を「マスター」と呼び、従者になる人物を「サ
ーヴァント」と呼ぶ。
以下、契約のルールについて説明する。

■供給ルール

▼絶対服従
サーヴァントは自我と自由意志を持っているが、基本的に
マスターの命令には絶対服従となる。イメージとしては、
命令に逆らおうとすると「逆らえなくはないがヤル気が起き
ない」
、もしくは、
「体が一段と重くなる」など、意見はできて
も苦痛を伴うようなロールプレイを心がけることが望ましい。
▼契約対象
マスターは複数のサーヴァントと契約することができるが、
サーヴァントは複数のマスターと契約することができない。
また、サーヴァントがサーヴァントを従えることは可能であ
る。つまり、サーヴァントは複数のサーヴァントを従えるこ
ともできる。
▼令呪
令呪は、１シナリオに３回まで使用できる「マスターから
のサーヴァントへの絶対命令」である。
契約が完了したマスターとサーヴァントは、
「令呪刻印」が
身体のどこかに現れる。この刻印は刺青のような形状をして
おり、身体のどこに現れるかはキャラクターが自由に設定し
てよい。

●共通ルール

【ＨＰ】と【ＭＰ】とは、本来『特殊な能力を使うための生
命力』のことを表わす。一般人には【ＨＰ】、
【ＭＰ】といった
概念は無く、ルールの便宜上、
【ＨＰ】
【ＭＰ】ともに「１点以
上はある」とされている。
能力者達にとって生命力は、異端と戦う日常生活の中で
日々減少するものである。一般人から見れば「生命力が無い」
ということは、いわゆる「ストレスが溜まっている」と思われ
るだろう。
特別な儀式で召喚された存在（精霊など、稀人とされるも
の）は、随時生命力を確保していなければ消滅してしまう。
通常、生命力は以下の４つの方法で回復できるとされてい
る。
①能力者の特技を使用する
【ＨＰ】や【ＭＰ】を回復する効果を持った特技を使用すれ
ば生命力は回復する。ただし、多くの特技は代償を消費しな
ければならない。
②充分量の食事を摂る
２４時間以内に一定の量の食事を摂取することで生命力は
回復する。
逆に、２４時間以上食事ができない場合は、自動的に【Ｈ
Ｐ】と【ＭＰ】は１～５Ｄ６点減少する。
③６時間以上の睡眠を取る
６時間以上の睡眠を取ることで生命力は回復する。
逆に、６時間以下の睡眠しか取れなかった、徹夜したなど
の場合は、自動的に【ＨＰ】と【ＭＰ】は１～５Ｄ６点減少す
る。
④供給を行なう
２人以上のキャラクターが体液を交換する、または、エク
スタシーを得ることで生命力は回復する。
このときの体液の交換の仕方は、握手で汗の交換、吸血、性
行為など様々な方法がある。プレイヤーとＧＭはシーンの雰
囲気にあった行為を提示すること。
供給の回復量は、通常なら１～２Ｄ６点回復、契約状態に
あるキャラクター同士の供給ならば３～４Ｄ６点回復が望ま
しい。

●令呪の使用方法
マスターは令呪を使用することで、以下の内容を１シナリ
オに３回まで行使できる。令呪はセッションが終了したとき、
最大値まで回復する。
①サーヴァントの意に添わない命令を強要する
サーヴァントが「絶対にしたくない」と拒否する事柄を、無
理矢理実行させることができる。
②サーヴァントをシーンに登場させる
「タイミング：オート」で、シーンに登場していないサーヴ
ァントを瞬間的に呼び出すことができる。
戦闘中で令呪によるシーン登場を行なった場合、そのラウ
ンドは即座にクリンナッププロセスに移行する。
（強大な戦力
が明確な形で呼び出されたことで、一端仕切り直しの形にな
る）
。
③サーヴァントをシーンから退場させる
「タイミング：オート」で、既にシーンに登場しているサー
ヴァントを、強制的に退場させる事ができる。
サーヴァントが回避判定に失敗したときにこの効果を使用
し、ダメージを受ける前に戦闘から退場させる事ができる。
また、この効果を使用するとき、他の特技などによる「戦闘か
ら離脱できない」という効果を無視する。
④サーヴァントの行動を成功させる
サーヴァントが行うすべてのダイスロールに＋２０する。
行為判定達成値、命中達成値、回避達成値、ダメージ量、回復
量など、ダイスを扱ういかなるロールにも使用することがで
きる。
この効果を使用するとき、通常は達成不可能な行動に対し
ても挑戦することができる。ＧＭは自由に目標値を設定し、
判定を行わせること（この目標値は２０を目安）
例えば、一瞬でビルの屋上まで駆け上がるとか、数キロ先
まで跳躍するといった判定は、通常は「不可能」として行わせ
るべきでないが、令呪を用いれば判定に成功させることがで

■契約ルール
人が、他人と関わり合うことなく生きていくことなどでき
ない。どんなに孤独な人間でも親があり、思い出がある。その
思い出の大半は、超越的存在から強制的に授けられたイベン
トではなく、人ひとりが自分の意志で作り上げていくもので
ある。
関わり合い、絆が時にＰＣを救う切り札となるだろう。そ
の繋がり合いの方法として、『契約』というルールがある。

●契約
『契約』とは、超越的な力を持って主従の関係を結ぶ専属契
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きる。

がいた」ということは口頭で説明できても、具体的な特徴や
記憶は他人に与えることは難しいからだ。イベントキーは特
定のイベントを起こした者だけが得られる特権であり、譲渡
するためには特殊な特技を使用しなければならない。

●マスターとサーヴァントとの契約
▼契約の方法
マスターになるキャラクターとサーヴァントになるキャラ
クターが契約に合意した時点で、両者の体の一部に令呪刻印
が浮かび上がり、契約完了となる。体のどこに浮かび上がる
か、刻印の形状などは自由に設定してよい。
キャラクターシートの契約欄に主従となったキャラクター
の名前を記入すること。契約や令呪の効果は契約した当人の
記憶が（たとえ片方だけでも）ある限り持続し、また、ループ
を跨いでも記憶を引き継いでいる場合は効果が継続する。
▼契約破棄の方法
契約破棄の方法は、以下の通り。
①令呪で契約破棄の命令を下す
セッション中に令呪を使用し、マスターが「契約を破棄す
る」とサーヴァントに命じれば、令呪刻印は消滅し、お互い対
等の関係に戻る。
②令呪刻印のある肉体を切り離し消滅させる
令呪刻印のある箇所を、肉体から切り離す。本体から離れ
た刻印は「本体に込められた魂」からの供給を受けることが
できなくなるので消滅する。
③心霊医師による《心霊治療》を施す
心霊治療が行える心霊医師によって手術を受ければ、肉体
を切断することなく、苦痛を伴わず令呪の刻印を消滅させる
ことができる。
④その他
特別な力が働いたとき、特例として契約破棄が生じる。
▼再契約
基本的に一度、マスターとサーヴァントになったキャラク
ターがもう一度同じ契約することは不可能である。
ただし、マスターだったキャラクターが今度はサーヴァン
トに、サーヴァントだったキャラクターがマスターになるこ
とで、同じキャラクター同士でも契約関係を結ぶことはでき
る。

●ストーリーの進行手順
①プレイヤーは行きたいステージを確認する
各場所の確認をする。
②ＧＭはステージを演出する
そのステージの様子を描写する。
③イベントを起こす
もしイベントの発生条件を見たしていた場合、ＰＣがその
ステージで何をしていたかに関わらず、イベントを起こすこ
と。
④ステージで取りたい行動を確認する
そのステージで取りたい行動をＰＣごとに確認する。
⑤イベントキーを渡す
ＰＣの行動がイベントキーを得るものであった場合、イベ
ントキーをＰＣに明示する。
以上、①～⑤を繰り返すことでセッションは進行していく。

■フォーカスシステム
フォーカスシステムとは、複雑な作業をゲーム内で表現す
るための「一連の判定処理」である。
「一連の作業に焦点をあ
てる」ことから、フォーカスシステムと呼称される。
たとえば、バイクで相手を追いかける場面や、錯乱状態に
なった対象を説得するなど長時間にわたる場面などは、この
フォーカスシステムで表現できる。
通常の行為判定とフォーカスシステムの違いは、ダイスロ
ールを何回振るか、という点にある。通常の行為判定の場合、
行動の成否を原則１回のダイスロールで決定するのに対し、
フォーカスシステムの場合、複数回のダイスロールや行為判
定を通じてその結果を決定する。

●アナザーフォーカス判定

■イベントキールール

ここでは、
『ＡＷ』で使用される特別なフォーカスシステム
「アナザーフォーカス判定（以下、ＡＦ判定）
」の説明を記述
する。
大規模な判定であるＡＦ判定の難易度は、通常の判定の難
易度が６～２０に対し、５０以上と非常に高く設定されてい
る。ＰＣ達は一筋縄ではいかない事象に対抗していく演出が
できる。ＡＦ判定の進行手順は以下の通り。
①ＧＭはＡＦ判定を宣言し、長期に渡る大規模行為判定の目標を
明示する
たとえば、
「会話している相手を説得して何か情報を得る」
という目標をＰＣ達に明示する。
②ＡＦ判定の「使用能力値」「難易度」「ラウンド制限」を宣言する
その判定を成功させるための難易度を明示する。上の例で
は、
「使用能力値：
【理知】」
「難易度：１００」
「ラウンド制限：
２ラウンド」とした。
このとき、ＧＭはシーンの状態に合わせて「特別ルール」を
設定してもよい。
③ラウンドごとに達成値合計を算出する
通常の戦闘のように【行動値】順にラウンドを進行させ、判
定を行なう。
このときＰＣ達が算出した「達成値」をすべて合計し、ラウ
ンド制限までに難易度に合計値が達すればＡＦ判定は成功と
なる。
例えば、ＰＣ３人で例のＡＦ判定を行なうとする。
ＰＣ１は、
【理知】判定で達成値１０を算出した。
ＰＣ２は、
【理知】判定で達成値１２を算出した。

ＰＣが、シナリオで設定された重要な情報、または重要な
物、場所、人などを総称してイベントキーと呼ぶ。イベントキ
ーはその名の通り、人生の分岐点であるイベントに関わる重
要な鍵のことである。
イベントキーは、
「ＰＣがどこまでの情報を得ているか」を
明確にするためのシステムである。セッションの最中、シー
ンに登場していないＰＣはそのシーンで生じた情報を得るこ
とができない。プレイヤーは知っていても、ＰＣは知らない
現象が起きる。その現象を回避するためのシステムがイベン
トキーだ。
例えば、ＰＣ１は学校で不審な人物に出会ったとする。そ
の不審な人物の特徴は、実際に対象を見たＰＣ１にしか判ら
ない。このとき、ＧＭはＰＣ１に「イベントキー：不審な人
物」を与える。別のシーンでＧＭが「学校に居た不審な人物が
現れた」と発言しても、ＰＣ１を操るプレイヤーしか率先的
に行動は起こせない。ＧＭは、
『「イベントキー：不審な人物」
を持っているＰＣのみ判定を行なうこと』などと指示を出す
ことができる。
イベントキーを得るための行動は、特定の場所に単純に行
くだけで良かったり、その場所で何かを探す判定に成功した
りと様々なパターンが考えられる。明確に情報をＰＣに伝え
る為に、ＧＭは「イベントキー：○○」という形でプレイヤー
に掲示していくこと。
また、イベントキーは他人に譲渡することは基本的には出
来ない。上の例で言えば、ＰＣ１は他のＰＣ達に「不審な人物
80

ＰＣ３は、
【理知】判定で達成値１５を算出した。
３人は、１ラウンドに１０＋１２＋１５＝３７の達成値を
算出したことになる。
２ラウンドまでに難易度である１００に到達できれば、Ｐ
Ｃ達はＡＦ判定に勝利したことになる。
なお、ＡＦ判定はメジャーアクションに相当する。

●ＡＦ判定の特殊ルール
①ラウンド中にクリティカルを出した場合、達成値は３０として扱う
「クリティカル値：１２、
【理知】４のＰＣ」が６ゾロ（１
２）を出しても、通常であれば４＋１２＝１６しか算出でき
ないが、特別に「３０」として達成値を算出する。
②ラウンド中にファンブルを出した場合、ＡＦ判定自体の自動失敗
となり、ＡＦ判定は終了する
ＡＦ判定は大掛かりだが１つの行動を複数のダイスロール
で演出している。一度の失敗は行為判定自体の失敗を意味す
る。直後にファンブル打ち消し効果を持つ特技を使用しなけ
れば、ＡＦ判定は即座に終了される（ＧＭ判断で変更可能）。
③判定前に特技を１つ以上所持宣言するごとに、「難易度」を－２
減少することができる（このとき、本来の特技自体は使用されず、
代償も支払われない）
たとえば、副特技《本のクチ》によって相手を楽しませ、説
得に有利にはたらこうとした。このとき難易度は「１００－
２＝９８」になり、成功へ近付いたことになる。
ＰＣは特技の所持宣言を一度に何度でも行なって構わない。
《本のクチ》の他に《千枚皮》
《魔法のローブ》の２つも使用
し、相手に好印象を持たせる格好をしつつ魔術で楽しませた
というキャラロールをしたなら、
「難易度：１００－（２×３）
＝９４」になる。その後、ＰＣは「難易度：９４」になった状
態で【理知】判定を行なうことができるのだ。
特技宣言ごとにその特技の演出をいかしたキャラロールを
すること。また、このとき宣言した特技の代償は消費しなく
ていい。判定自体に達成値をプラスするなど（例：《幻想式》
を使用して【理知】判定の達成値に＋４する）でなければ、特
技は宣言だけで発動したことにしてもよい。
原則として一度の行為で使用した特技は使用できない。ラ
ウンドが経過した、別の演出で特技を使用したなどであれば、
ＧＭ判断で特技使用が許可される。
難易度の最低値は１。難易度がＰＣの能力値以下になった
としても、ダイスロールによる判定に成功しなければＡＦ判
定は成功したことにならない。

▼ＡＦ判定２『隠されたものを探索する』
・使用能力値：
【知覚】
・難易度：１００
・ラウンド制限：３ラウンド
・特別ルール：ＰＣが令呪を１つ消費すればこのＡＦ判定
自動成功となる
隠匿物を見付けられるかＡＦ判定で行なう。成功した場合、
隠されたものを発見する。失敗した場合、何も見付からない。
特技宣言例：《鳥躍》で高所を捜索する、など。
▼ＡＦ判定３『敵の基地に潜入する』
・使用能力値：
【反射】
・難易度：１２０
・ラウンド制限：５ラウンド
・特別ルール：難易度５０以下になったら、セキュリティ解
除のイベントが発生する。それ以後、
【反射】の他に【理知】
での判定が可能となる。
成功した場合、敵の基地に潜りこめる。失敗した場合、潜入
に失敗する。
特技宣言例：《すりぬけの式》で壁をすりぬける、など。
▼ＡＦ判定４『相手から逃げのびる』
・使用能力値：
【体力】
・難易度：５０
・ラウンド制限：１ラウンド
成功した場合、相手から逃げのびる。失敗した場合、相手に
追いつかれる。
特技宣言例：《テレキネシス》で相手の気を引く、など。

●協調行動
ＡＦ判定をするＰＣに協力して、別のＰＣがＡＦ判定を支
援することができる。これを『協調行動』と言う。
ＡＦ判定を行なう判定者が使用する判定能力値で、協調行
動を行なう協調者がＧＭ指定の難易度（目安８～１２）に成
功すれば、協調者の持つ特技すべてを判定者が自分の特技と
同じように難易度減少に使うことができる。
協調者になったＰＣは、同じラウンド内でＡＦ判定を行な
ってもいい。基本的に協調者は１人までだが、ＧＭが許可す
れば複数人が協調行動をしても構わない。

●ハプニングチャート
唐突に起きる出来事を表わしたチャートである。以下のチ
ャートは、セットアッププロセスにロールすること。
１
２
３
４
５
６

●ＡＦ判定の設定
ＰＣ１体が行なう１回の判定で、平均達成値は１０である。
ＰＣ人数が４体なら、１ラウンドに達成値は３０～５０。
ＰＣ１体が行なう１回の判定で、平均難易度減少率は６～
１０。ＰＣ４体なら、１ラウンドに減少する難易度は４０程
度だろう。
ＡＦ判定難易度・低：８０～１００、３ラウンド以上
ＡＦ判定難易度・中：１００～１２０、２ラウンド以下
ＡＦ判定難易度・高：１２０以上、１ラウンド

悪化。今までの達成値に－１０。
焦り。判定の達成値－２。
こともなし。修正は特にない。
順調な進行。判定の達成値＋２。
幸運が微笑む。クリティカル値－１。
チャンス。難易度減少率が－２から－４に。

■シナリオハンドアウト
シナリオハンドアウトは、ＧＭからプレイヤーに対して行
なう「作成するキャラクターへの要望」である。コネクション
との関係、セカイのイベントの告知、事前情報、取得が推奨さ
れるクラスなどを書くとよいだろう。
▼コネクション
シナリオ内で大きく関わる人物や事柄。そのコネクション
からキャラクターを膨らませることが望ましい。
▼セカイのイベント
作中では『神』がその生命に課した必ず通らなければなら
ない通過点とされているもの。シナリオ内で必ず起きること
や、シナリオ中に必ずキャラクターにしてほしい要望を記す。

ここでは、いくつかＡＦ判定の例を挙げておく。
▼ＡＦ判定１『相手を説得する』
・使用能力値：
【理知】
・難易度：８０
・ラウンド制限：２ラウンド
ＮＰＣを説得できるかＡＦ判定を行なう。成功した場合、
そのＮＰＣはＰＣの意見を聞き入れる。失敗した場合、以後
そのＮＰＣの説得はできない。
特技宣言例：
《コネクション》で信用させる名を言う、など。
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■パーソナルデータ

るために、神の配下として日々働いている。彼女が

クラス：処刑人／世界遣い／異端者

差し伸べる手を取ると、人生をリトライすること

性別：女

年齢：６歳？

ができる。異端に運命を奪われた者達にとって、彼

髪色：金

瞳色：緑

武器：黒い花の髪飾り

人称：私／貴方／フルネーム

女は救世主のように思うだろう。あくまで「世界が
難なく稼動し続けるため」に動いているだけで、世

６歳のゴスロリ幼女。通称「ロリ」。金髪ツイン
テールで、ゴシックロリータ服を着た、
「ろりっ☆」
という効果音が特徴的な女の子。剣に変身する。
神が決定した運命を尊重し、誤ったルートを辿

界や神を守るためなら冷酷な面も見せる。
６歳児の外見とは思えぬ冷静で大人びた言葉遣
いをするが、本当はおしゃべり好きでよくお茶会
を開催している。好物はアイスクリーム。普段はウ

ってしまった不幸な人々を正しい在り方に修正す

ズマキの中にいるため、呼べばどこにでも現れる。

■パーソナルデータ

とする斡旋人。事件が起こると、情報を事細かにま

クラス：狂戦士／狩人／霊媒師

とめ、人数を集めてチームを作成、ＰＣ達に仕事を

性別：男

年齢：３３歳

持ちかけてくる。仕事を斡旋するだけでなく事件

髪色：黒

瞳色：黒

武器：ピストル

人称：俺／君／くん、ちゃん

ILLUST：RAI

後のアフターケアも優秀と評判が良い。
真面目で少しのんびりした、マイペースな性格。

様々な事件の仲介屋（コーディネーター）として
活動している、裏社会に名の知れた腕を持つ男。

能力者だったが若い頃のある事故がキッカケで力
の大半を失い、それから裏方に徹しているという。

厄介事を解決する探偵や、異端との戦いを生業

一等地の高級マンションに住んでいる。好きな

とする退魔の一族、仕事を求めている何でも屋達

ものは車とチョコレート。時折「頑張った自分へご

へのコネを多く持ち、仕事を紹介することを仕事

褒美」を楽しんでいる、仕事が好きな独身男性。

■パーソナルデータ

裏社会の事情に詳しく、情報収集能力に長けて

クラス：闘士／霊媒師／聖職者

いるためエージェント達の仕事に必要な情報を集

性別：男

めにありとあらゆる場所を訪れることもある。

年齢：１９歳

髪色：染めた金

瞳色：黒

ILLUST：KAHORU

武器：サブマシンガン
人称：僕／貴方／ミスター・ミズ

非常に真面目で堅物。現実的で倹約家、特技は料
理・洗濯・家事全般。得意料理は、肉じゃが。もし

小柄で年若い少年だが、退魔組織『教会』の上層
部のひとり。旧き一族の生まれで、教会創始者と血

お宝があったとしても、素晴らしい食材があれば
そちらを手に入れようとするおかしな癖がある。

縁関係になったことから教会の財政を管理してい

生粋の日本人だが、誰に対しても英語交じりの

る部署に所属している。つまりはＰＣ達の給料を

不自然な丁寧語で話す。高坂とは遠縁の関係であ

決定したり、それを支払っている人物である。

り、彼のことをとても尊敬している。
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ILLUST：TAKAYAMA

■パーソナルデータ

ら情報収集を行ない、記事を書くという変わった

クラス：感応力師／霊媒師／聖職者

スタイルのジャーナリスト。霊媒師だけでなく、メ

性別：男

年齢：４５歳

ディア関係のコネクションや、旧き一族の中でも

髪色：灰

瞳色：黒

武器：日本刀

人称：俺／お前／呼び捨て

顔が知れている。龍の聖剣とも仲が良い。
「主食はケーキ」と言うほどの甘党。独り暮らし

フリーのジャーナリスト。未婚。冗談好きで明る
く、世話焼きな性格。

生活も長いせいか、料理の腕も一流。昔は女性関係
に大らかな遊び人だったが、とある事件のせいで

古川財閥の分家、霊能力者の一族『青森』の生ま

女性が苦手。女性が視界内に居ると動けなくなる

れ。現地に赴いては霊能力を使ってその場の霊か

というほど、重度の女性恐怖症である。

■パーソナルデータ

できる。しかし、龍の聖剣が神の命令で人々を助け

クラス：感応力師／領域遣い／世界遣い

ていることに対し、ルージィルは対象が「人間的魅

性別：男

年齢：２７歳？

力に溢れ」、「世界を変革させるほど面白い才能を

髪色：金

瞳色：緑

武器：衝撃波

人称：私／貴方／様

ILLUST：YU

持ち」、
「愛情に溢れた者」であれば、たとえ周囲に
悪影響を及ばせる人物だとしても手助けをする。

常に微笑みを浮かべ、物腰柔らかい敬語を操る
金髪碧眼の美青年。

全ては世界に選ばれることのない、とても小さ
な存在を助けるために、彼は力を行使する。

龍の聖剣と同じ能力を持つ、超越的存在。彼の差
し伸べる手を取ると、人生をリトライすることが

■パーソナルデータ

そのため、龍の聖剣とは軽口を叩き合うことも
あるほど身近な存在が、少々険悪な仲。

ILLUST：RAI

お客が教会に登録している者なら、結界完備、使

クラス：聖職者／領域遣い／アーティスト

い魔ペットＯＫなど能力者向けの部屋を一緒にな

性別：女

年齢：７０歳

って探してくれる。エージェント達が住んでいる

髪色：黒

瞳色：黒

武器：宝石

人称：私／あんた／ちゃん

シェアハウス、家族で住める一軒家やマンション、
家具一式が全て揃った賃貸アパートなど、あらゆ

教会の宿泊施設「木ノ本アパート」のオーナー。

る住居を取り揃えて迎え入れてくれるだろう。

舞台となるＮ市・Ａ市・Ｓ市にもいくつも不動産

特技はビーズアクセサリー作りと、琴の演奏。そ

営業をしており、現役でアパート管理に日々奔走

して趣味は、若いエージェント達の冒険譚を聞き

している力強いおばあちゃん。

ながら一緒にご飯を食べることだという。

■パーソナルデータ

り、
『異端討伐部隊アザーズ（現在は解散）』の副長

クラス：感応力師／闘士／狩人

を務め、未だに破られない歴代最多異端討伐数記

性別：男

年齢：２８歳

録を持つ。数年前、教会上層部の汚職（通称『機関

髪色：黒

瞳色：青

武器：日本刀と和弓

人称：私・俺／貴方／さん

ILLUST：MARSHAR

解体事件』）によりトップが退陣。事件解決の一人
として総支配人に推薦され、今に至った。

退魔組織『教会』日本支部総支配人。
異端事件解決のシステムを生み出した創始者一

冷静で人並み外れた戦闘力・行動力・判断力の持
ち主で、常にリーダーシップを発揮している。だ

族に生まれ、ＰＣ達が所属する組織の頂点に君臨

が、本人的には「誰かの下で働く方が向いていた」

する男性。彼もかつては一人のエージェントであ

と笑いながら愚痴をこぼすこともあるとか。
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ILLUST：AYATAKA

■パーソナルデータ

吸血鬼だが日中でも活動することができる。そ

クラス：聖職者／稀人
性別：男

れでもメインの活動時間は夜間であり、昼間は睡

年齢：２８歳？

髪色：金茶

瞳色：灰

武器：聖書による魔法

人称：私／お前／呼び捨て

眠を取っていることが多い。そのため昼間に会い
に行くと難しい顔をされる。
最近になって人事が異動。教会内で事件も発覚

Ｎ市を活動拠点にしている神父、兼、教会のエー
ジェント。

やっている。なにかと多忙な男。普段から不機嫌な

長い髪に長身、２８歳ほどのクールな青年。その
正体は、２００年以上生きている吸血鬼。

■パーソナルデータ（ルカ・左）
クラス：感応力師／処刑人
性別：男の娘
髪色：金

し、今では教会Ｎ市支部の責任者のようなことも

とを冷静にこなし、協力を仰げば快く力を貸す。

ILLUST：NACHIKO

Ａ市を活動拠点にしている教会のエージェン
ト。ミニスカシスター服の女装少年ルカと、彼に召

年齢：１７歳

瞳色：緑

顔をしているが、仕事であればありとあらゆるこ

武器：メイス

人称：ボク／キミ／愛称

喚された魔法生物フォイという異色のコンビ。
フォイの生態は「ちぎると増える」
「どこまでも
伸びる」
「なんでも食べる」
「人型にもなる」など謎

■パーソナルデータ（フォイ・右）

に包まれている。二人とも神出鬼没、
《テレパシー》

クラス：霊媒師／稀人

で常に感覚を共有しているため、様々な噂に詳し

性別：オス

年齢：１７歳

髪色：肝臓色

瞳色：黒

武器：爆発

い。非常に気まぐれで助力を得ようとするなら、彼

人称：フォイ／フォイ／？

らに遊ばれる覚悟はしておくべきだろう。

■パーソナルデータ

ILLUST：SUZUKA

永丘家は製薬会社を経営しており、自身も永丘

クラス：狂戦士／狩人／処刑人

家が開発した『基礎能力を高める薬』の実験に参加

性別：女

年齢：１５歳

するなど、能力者開発研究に協力している。だが、

髪色：黒

瞳色：青

武器：鎌

人称：私／貴方／さん

同時に「一般人は裏社会に染まるものではない」と
線引きをしている。ごく普通の生きることができ

Ｓ市を活動拠点にしている教会のエージェン
ト。古川財閥の一つ、永丘家の長女。兄がいる。
中学校では生徒会長を務めている。堂々とした

る平和な者達を守るべく、日々活動中。
年よりずっと大人びているが、恋バナが好き。恋
愛相談を持ち掛けたなら《＋５０黄金律》を使って

立ち振る舞いに生徒達からの人気の高い才女。

最高のデートをプロデュースしてくれるだろう。

■パーソナルデータ

あるため、教会に助力することも多い。ナイフを用

クラス：魔術師／闘士

ILLUST：PIRO

いた近接戦を得意とする武闘派魔術師。

性別：女

年齢：２４歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：二刀流のナイフ

人称：私／君／くん

情に厚い性格で、人からの信頼がなによりの喜
び。また、子供に関わる依頼や、近所の子供からの
頼み事は、報酬の多寡に関わらず受けてしまうこ

Ａ市の裏通りに事務所を構える私立探偵。気さ
くで穏やかな女性。浮気調査と人探しが得意。
地味ながら堅実な調査をモットーとしており、
辛抱づよい張り込みには定評がある。高坂と縁が

とがある。このため、堅実な仕事ぶりに反し、暮ら
し向きはあまり楽ではない模様。
私生活ではズボラなところがあり、助手として
事務所に通う小学生に日々助けられている。
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ILLUST：SUZUKA

■パーソナルデータ

ているため、ＰＣ達に渡される『教会の資料』製作

クラス：聖職者／世界遣い／異端者

に度々携わっている。そもそもは教会上層部の人

性別：男

年齢：２５歳

間・ときわと茶飲み仲間だったことから、そのよう

髪色：赤

瞳色：銀

武器：声と視線

人称：私／君／殿

な仕事を受け持つようになった。
研究者独特の、真面目だが刹那的で気紛れな性

教会に協力している研究家。禁書の研究を中心

格。本人は一般人だと言い張るほど能力を表に見

に、世界についての知識を常に収集している。とて

せない。世界各国の言語を（古風な言い回しだが）

も目立つ赤毛の、ルーマニア人の男性。

読み書きできるため、古文書や禁書、アーティファ

過去の文献や世界各国に遺された禁書を研究し

■パーソナルデータ

クトなどオーパーツの解読に一役買っている。

ILLUST：TAKAYAMA

物腰柔らかく、誰にでも誠実に接する紳士。少し

クラス：魔術師／領域遣い／異端者

派手なスーツ姿で現れ、丁寧にどんな物でも修復

性別：男

年齢：３５歳

してくれる。とても仕事が早いと評判である。

髪色：茶

瞳色：青

武器：怨霊使役

人称：私／貴方／さん

その正体は、ギリシャ神話に登場する豊穣を司
る冥府の神・ハーデス。絶対的なカリスマを武器と

教会の現場復旧委員会のメンバー。

する『ライダーの英霊』として現界している。訳あ

異端との戦いで破壊された建物や自然・街並み

って現在はとある洋館にて、使い魔の魔獣ケルベ

を元通りの姿に戻すべく、ＰＣ達の任務後に現場

ロスや召使カロン、そして日本三大怨霊である伴

へ派遣される。古風な名前だがギリシャ人の男性。

侶と共に現世を謳歌しているようだ。

■パーソナルデータ（ゆたか・右）
クラス：霊媒師／世界遣い／イレギュラー
性別：男

年齢：３５歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：霊能力

人称：俺／お前／呼び捨て

ILLUST：SUZUKA

異能力関連事件担当の独立捜査課、通称『警視庁
能力特命課』の検視官と刑事のコンビ。
異端や異端犯罪者の関わる事件は世間一般には
公表されない。それは警察内部でも同様である。そ
んな中、ごく少数の能力者で構成された特命課に

■パーソナルデータ（狛・左）
クラス：闘士／狂戦士／イレギュラー
性別：男

年齢：２６歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：銃

人称：俺／貴方／さん

■パーソナルデータ

よって表向きの社会は守られている。
今日もゆたかが検視官として異能力で殺された
被害者を調べ、狛が刑事として教会の協力と共に
事件を解決するべく街を駆けまわっている。

ILLUST：INUKUMANEKO&SUZUKA

迷える者のもとに楽しそうな話題を提供してく

クラス：魔術師／異端者／イレギュラー

れる少女として突如現れ、導いてくれる。だが口に

性別：女

年齢：１４歳？

武器：腐敗の魔術

する言葉は凶暴そのもの。
「殺したいなら殺せ」
「奪

髪色：銀

瞳色：緑

人称：あたし／あなた／フルネーム

いたいなら奪え」。時には力や手段も分け与えてく
れる。全ては、負の感情を集めるため。異端にとっ

誰も居ない空間から現れる、謎の少女。

て心地良い世界を作るため。更なる欺く神をこの

１４歳ほどの少女だが、幼さの中に高貴な振る

世に招くため。単なる暇潰しのゲームのため……。

舞いと残忍さを隠している。その正体は、異端を生
み出す『欺く神』の体の一部である。

優しく欲望を囁き、人々を異端堕ちさせる妖艶
な悪魔だ。異端堕ちについては、P.65 参照。

85-A

ILLUST：PUE

追加パーソナリティーズ

～現代～

現在、『ＡＷ』の世界で多くの団体に影響するだろうキャラクター達を紹介する。
ＰＣ達の味方、依頼人、支援者、ライバルとして使用してもよい。多くのキャラクターと関わりを自ら採用することで、設定に
深みを与えることができるだろう。

●パーソナリティーリスト
名称

性別

能力／武器

「はいっ、お仕事お持ちしたよ！」

「じゃあ……お前らに殲滅は任せたぜ」

「お前の案の方が面白そうじゃないか、採用だ」

「土産話にしか私は興味が無いのでね」

「被害者とこの人達は……友達なの」

「やあ！ たかしだよ！」

「むぐー？ それは○○だよー」

■パーソナルデータ

解説
ハンター協会所属の女子高校生。元アザーズ所属。
ギルド（元締め）から仕事をハンターへ渡す仕事斡旋人として
もバイト中。主に渡す場所はカラオケボックスを利用している。
異端討伐隊レジスタンスのリーダー。元ハンター。
絶滅を危惧されたエルフ族の戦士。
妖精らしく白い肌、緑色の髪と瞳の端整な青年。
イギリスに本拠地を置く人外同盟リリルラケシスの代表議員。
上級魔族の吸血鬼。ハンター協会に所属しており、その際の仕
事で教会にも関わり、双方に強いコネクションを持つ青年。
錬金術師連合エルスの実質最高権力者。ドイツを本拠地に活動
する、異能を用いた武器開発研究チームを管轄している。
三十前後の女性で、
「鉄の女」と称されるほどの切れ者。
年を取らない１０代前半の少女。赤い髪と紫色の目をしている。
予知能力を持ち、異端事件に関係する人間を割り出すことがで
きる。この能力を用いて教会は任務のチーム編成会議を行なう。
一見小柄な少年だが、邪神ジェリドカティの『神々の装具』。
現在は何十年も高校生として（三年で卒業したら一年として入
学する）日々を送り、人間の生活を楽しんでいる。
ウズマキの中に住んでいる白うさぎ。
「むぐー」と鳴くが、たびたび人語を交わす。甘い物が大好き
で、ケーキやドーナツに飛びつく習性がある。物知りうさぎ。

リスマという武器を持つ。義人は父である当主・将

クラス：聖職者／領域遣い／世界遣い

人の長男として帝王学を学び、堂々とした立ち振

性別：男

年齢：２６歳

る舞いで既に古川の頂点の貫禄を有している。

髪色：黒

瞳色：黒

武器：従者による弓矢

人称：俺／お前／呼び捨て

体が弱く、表立って騒ぐ性格ではないが「大勢の
家族を守る」という心は誰にも負けない。賑やかな

多分野で特化した者達を手中に収めることで全

パーティーが好きで、時たま分家筋の者を集めて

ての力を手に入れていった一族「古川財閥」の跡取

宴を開くことも。前述通り異能という異能を持っ

り息子。現在、大学院生 兼 社長見習い。

ていないためか（？）、常に近くにボディガードと

古川本家自体には特異能力は無いが、絶大なカ

■パーソナルデータ

して弓の名手の男性を置いている。

ILLUST：SUZUKA

う、どこまでも一般的な女性。

クラス：なし（一般人）

Ｎ市を中心にしたＡ市、Ｓ市の中央駅近辺では

性別：女

年齢：２４歳

武器：白衣の天使の笑顔

異端事件が多発している。そのため通常の患者以

髪色：茶

瞳色：黒

人称：私／貴方／さん、愛称

外にも異端事件の被害者や、怪我を負ったエージ
ェント達が担ぎ込まれる先がＮ市総合病院だ。中

Ｎ市にある総合病院に勤める、普通の看護師の
女性。一般人Ａ。Ａ子さん。
特別な生まれでも異能力を持っている訳ではな
く、普通の学校を卒業してＮ市勤務になったとい

には心霊治療医院会の息が掛かった医者もいる
が、彼女は裏の世界など露知らず、毎日慌ただしく
も楽しい看護師ライフを送っている。

ILLUST：MARSHAR

恋人募集中。

86-B

■パーソナルデータ

書物や、異端事件の記録なども厳重に保管されて

クラス：感応力師／聖職者／異端者

いる。書物の貸し出しには小難しい手続きが必要

性別：男

のため司書の助けが不可欠だ。ルリチカは長年司

髪色：黒

年齢：２１歳
瞳色：はしばみ色

武器：犬神使役
人称：俺／お前／呼び捨て、ちゃん

書バイトとして働いており、大学卒業後も教会に
就職を希望している。気さくで社交的な性格のた

教会の書物庫で、司書としてバイトをしている
大学生。

め、率先して情報収集の手助けをしてくれる心強
い存在といえる。

教会に所属している者なら誰でも利用できる書

犬神を操る一族である彼の足元には犬神達が常

物庫だが、一般人には開放できない異能に関する

に待機している。霊媒師ならば姿が視えるだろう。

■パーソナルデータ

きる軽食、育ち盛りも満足できる高カロリーなラ

クラス：狩人／霊媒師／領域遣い

ンチ、煌びやかなスイーツなども提供することか

性別：男

年齢：５０歳

らレストランとして利用する者も多い。

髪色：灰

瞳色：黒

武器：風霊操作

人称：わたくし／貴方／様

ILLUST：MUMA

能力者であれば、領域遣いであるマスターに話
し掛ければ結界完備の個室へ通してもらえる。誰

中央駅から徒歩１分のビル２階にある喫茶店
『シャノアール』のマスター。
早朝から深夜まで営業しており、駅前というこ
ともあって常にお客が入っている。気軽に注文で

■パーソナルデータ（日与子・左）

にも聞かれたくない会議や、秘密の逢引にも利用
することも可能だ。
経営者が代わり、セキュリティレベルが格段と

繁華街地下１階にあるカフェ兼スナックバー

クラス：処刑人／稀人／アーティスト

『アリス』のマスター見習いの青年と、異端事件で

性別：女

年齢：２７歳

家族を失くした子供達を引き取る孤児院『止まり

髪色：黒

瞳色：黒

武器：歌声

人称：私／貴方／くん、ちゃん

ILLUST：MARSHAR

上昇した。オーナーは同じ領域遣いの藤原 幸正。

木』の先生をしながら『アリス』の片隅で歌うママ。
『アリス』は裏社会で生きる者達の憩いの場であ

■パーソナルデータ（真知・右）
クラス：領域遣い／イレギュラー
性別：男

年齢：１９歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：何も無い所から殴る

人称：僕／貴方／さん

■パーソナルデータ

る。教会では入らない情報が流れ込んでくる事も。
バーのママである日与子も人外（ハーピーの稀
人）であることから判るように、職業や種族などに
とらわれず足を運ぶことができる。

ILLUST：PUE&SUZUKA

竹を割ったような性格で、他者の変化には敏感。

クラス：感応力師／聖職者／稀人

落ち込み悩む者には相談に乗り、理由をつけては

性別：男

年齢：２５歳

保護したがる世話好きな存在。

髪色：黒

瞳色：孔雀色

武器：回復魔術
人称：俺／お前／呼び捨て

正体は「文車妖鬼（ふぐるまようき）」と呼ばれ
る、書物や恋文を運んだ妖怪。かつ、
「魔王の落と

教会の医療チーム「心霊治療医院会」に所属して
いる医師。
令呪刻印の除去手術や教会エージェントの健康
診断まで、様々な治療行為に関わっている。

し子」であり、魔王と教会のダブルスパイである。
ただし、本人は常に人と人外との中立的立場を
保ち、苦しむ全「個人」に助力する傾向がある。ど
んな無茶な頼みでも真剣に耳を傾けるだろう。

85-C

ILLUST：SYURA

追加ステージ

し

て

ん

は

こ

に

わ

～熾天の箱庭～

追加ステージ『熾天の箱庭』とは、超人類開発研究所『機関』を舞台にしたシナリオシリーズである。P.9「機関コネ」参照。
『ＡＷ』の世界から約十年前（西暦２０００年前後）に起きた『機関解体事件』
。その事件が起きる前の、まだ邪神の猛威を振
るっていた時代が舞台となる。閉鎖的な箱庭で、裏社会のダークサイドを描くシナリオを楽しむことができるだろう。

●パーソナリティーリスト
名称

性別

「君の苦悩を理解する。そして解決しよう」

「何を睨んでいる。反抗的な態度だな」

「敵だ。殺せばいいだけの話だ」

「お兄さんによるお掃除の時間だよぉ～」

「美味しいお茶を淹れル！ 飲メ！」

「………………」

「うふふふふ、欲しい？ 欲しいの？」

■パーソナルデータ

能力／武器

解説
機関の創設一族の当主。実権を握っていたのは所長である上門
狭山だが、優れた霊媒師であり神をその身に下ろす者として信
仰の象徴的存在だった。機関解体事件の際に死去。享年５２歳。
前任の教会総支配人。機関に多額の金を受け取り、多くの異端
犯罪者や能力者を横流しした。非情な性格で軍人気質の女性。
機関解体事件後、裁判によって死刑判決を受ける。享年４９歳。
異端討伐部隊「アザーズ」の年若いリーダー。
機関と汚職を働いた教会のもとで編成されたチームを任され
た、華麗な剣術を操る戦争屋。現在は、生死不明。
機関の第五部署『食導』に所属していた掃除屋。
激しい戦闘の痕跡、
『朱指』による異能力者の集落襲撃後の後処
理などに従事していた。機関解体事件の際に死去。享年２６歳。
機関の第二部署『頭垓』で開発されたアンドロイド。
任務のために出荷される万能用途の魔導生命体。戦闘やお茶汲
みまで何でも可能。現在は、教会の息の掛かった組織に保管。
機関によって囚われ、運命の日まで動力部としてされた者。
邪神召喚の生贄として、儀式に必要な魔力の一部にされた者は
一人ではない。数えきれないほどの犠牲者達が実在した。
機関の上層部が常に頼っていたという、金髪碧眼の美女。
正体は、千年前に堕天した欺く神。可愛いと思った人間に手を
貸し堕落させる、無邪気な魔女。現在は、消息不明。

救わなければならない」という崇高な意思のもと、

クラス：闘士／狩人／異端者
性別：男

年齢：享年５３歳？

髪色：黒

瞳色：黒

「邪神召喚による世界の白紙化」のために裏社会
武器：二刀流の刀

人称：私、俺／貴様／フルネーム

を牛耳っていた。威圧感のある外見、生真面目で誠
実な態度、敵対する者には容赦はなく、能力者・研
究者・経営者としても最高の男性だったとか。

超人類能力開発研究所『機関』の最高責任者。

十年前の「機関解体事件」で戦犯として処刑され

機関を統括する第一部署『御臓』の所長。

たらしい。その際「いずれ我らが神は復活する」な

血は薄いが、堕天した『欺く神』の末裔。
「自ら

ど多くの呪いの言葉を残したと噂されるが……？

こそ選ばれし血を引く者。神を降臨させ、全人類を

■パーソナルデータ

何人もの妻の間に子供を残している。

究に勤しむ典型的な社畜研究員。穏やかな男に見

クラス：感応力師／霊媒師／世界遣い

えるが、
「他人は自分の研究の為に生きている」と

性別：男

本気で思い込んでいるマッドサイエンティスト。

髪色：焦茶

年齢：享年５２歳？
瞳色：黒

ILLUST：AYATAKA

武器：鎖による結界術

人称：僕／君／くん

「いかなる人員でも成果を出して当然」と考えて
いるため、容赦のない酷すぎる無茶ぶりをする。彼

超人類能力開発研究所『機関』の異能研究開発を
行なう第二部署『頭垓』の主任研究員。通称：先生。
ローテンポに喋り、常に「はぁ」
「ふぅ」と溜息
を吐いて気怠げにしている。寝る間も惜しんで研

に肩を叩かれたら眠れない日々が続くだろう。
生涯研究畑のため表舞台には立たなかったが、
『機関』が起こした最大の悪行・邪神召喚の儀式を
紐解いてしまった一人と言われている。

ILLUST：AYATAKA

■パーソナルデータ

い誘拐する「能力者狩り」を行われていた。その実

クラス：狂戦士／狩人／処刑人
性別：男

年齢：享年４７歳？

髪色：黒

瞳色：紫

行犯が武装集団『朱指』であり、一本松は『機関』
武器：斧、刀、銃

人称：俺／お前／呼び捨て

最強の戦士として名を馳せ、数々の戦場を渡り歩
いた戦闘のプロであった。
性格は寡黙で冷淡。勝利の為なら他人の命をリ

超人類能力開発研究所『機関』で、荒事を担当す
る第三部署『朱指』の頭領。

ソースにするほど厳しい武人。だが平時では部下
達から優れた指導者として慕われ、若者に甘く世

魔術や異能を研究する『機関』では常に実験対象
となる者を求め、特異能者や人外種族の村落を襲

■パーソナルデータ

話好きだと言われていた。また、大食漢で、親しい
者や信頼に置く部下達と食事をすることが好き。

ILLUST：AYATAKA

魔術の腕は一流で、令呪研究の第一人者として

クラス：魔術師／聖職者／領域遣い

も有名。だが研究以上に能力者という存在自体を

性別：男

年齢：享年５４歳？

武器：武器を錬成

愛しており、「能力者をペットとして可愛がりた

髪色：白

瞳色：黒

人称：私、僕／君／くん、ちゃん

い」という嗜好の持ち主。捕らえた奴隷を用途別
（主に愛玩用）に開発・教育・調教する商売を始め、

超人類能力開発研究所『機関』でメインの収入源
となっている能力者売買・育成・調教を担当する第
四部署『天足』のリーダー。

莫大な富を生み出すことに大成功。とても人当た
り良い笑みと話術で、顧客を増やし続けていた。
老若男女問わず調教するが、個人的な趣味で年

いつも笑顔を絶やさぬ、冗談好きな明るい男性。

齢一桁の子供が大好き。変態という名の紳士。

ILLUST：AYATAKA

／

■パーソナルデータ

はいけない男と謳われた。得意料理は、人間を使っ

クラス：領域遣い／処刑人／アーティスト

た料理。また、死亡すれば光になって昇華される稀

性別：男

年齢：享年４５歳？

人など人外種族を特殊な調理法（魔術や薬物）で肉

髪色：黒

瞳色：黒

武器：棒術

人称：私／貴方／坊や・お嬢さん

塊に仕上げて提供（さらに、食した肉の力を吸収）
するという独自の技術を編み出した。非人道的料

超人類能力開発研究所『機関』内での生活全般機
能を司る第五部署『食導』のトップ。
朝から晩まで美味しい料理を作る料理人。異常

理人ではあるが、本人は至って普通の嗜好。
清く正しく美しくの体現者であり、数分の遅刻
すら許せない完璧主義。普段はツンとしているが

な厳格さと神経質から、機関で最も敵にまわして

デレるとご馳走を何でも作ってくれる。

■パーソナルデータ

者、
『機関』に危害を加えた者や刃向った者に対し

クラス：闘士／処刑人／稀人

ては地獄まで追いかけてくる処刑人が派遣され

性別：？

年齢：？？

る。その中で最も有名な処刑人が、
『殲の刻』と呼

髪色：？

瞳色：？

武器：長剣
人称：？？？

ILLUST：AYATAKA

ばれる全身甲冑の黒騎士である。
戦闘用に開発された、闇に溶ける漆黒のフルア

『機関』に所属する処刑人。

ーマー・フルメットの完全武装兵。逃亡できても、

表向きは普通の退魔組織として知られていた

一度付け狙われたら最期、夜が訪れるたびに現れ

『機関』の退職は、正式な手続きを踏まえた職員で

る。兜が被っているため表情は伺えないが、何故か

あれば問題無く行なえる。しかし脱走者や、裏切り

小動物の前では動きが微妙に変化するという。

ILLUST：MOCHI

追加ステージ

～ロストワールド～

追加ステージ『ロストワールド』とは、異端が日常的に蔓延る荒廃した日本を舞台にしたシナリオシリーズである。
『ＡＷ』の正規の歴史では約十年前（西暦２０００年前後）に『機関解体事件』が発生したが、この世界線では教会によって機
関の暴走を止めることができず邪神が復活。その後十年、日本が滅びてしまった世界を描く。

●ロストワールドとは
２０００年初頭。邪神を召喚するべく活動していた『機関』
と、機関解体を進めるべく教会に身を置きながら少数で活動
していたレジスタンスが衝突。後に引けなくなった機関は、
捕らえた餌を生贄にして邪神召喚を決行した。
かつてこの世に堕天した邪神『蠱毒色の魔鏡』は千年前に
息の根を引き取ったが、機関はその亡骸を利用し、魂を呼び
寄せることに成功。再度現界させてしまう。
正規の『ＡＷ』の歴史ではレジスタンスを始めとする多く
の者達の協力によって邪神は封印された。昇華させることだ
けはかなわず、邪神の核（心臓部）は現在のＮ市の礼拝堂地下
奥深くに封印されることとなった。
（これによってＮ市や近辺
Ａ市・Ｓ市では異端事件が多発するようになった。封印され
た邪神に導かれて多くの異端が出没するようになったという。
対抗すべく大勢の能力者が集められている）
しかし、
『ある世界線』では不幸な事故が起きてしまった。
邪神を封印すべく戦った者達の力が及ばず、世に解き放たれ
てしまったのである。
レジスタンスのリーダー鶴瀬 正一（つるせ・しょういち）
は、世界各国に所在する退魔組織に救援を要請。同時に日本
列島を覆う結界を張り、国外へ邪神の影響が出ないよう工作
するとともに、邪神のいる日本列島へ国外からの異端や怨霊
が侵入することも防いだ。また、世界各国の退魔組織は世界
中に記憶改竄を行ない、「日本は既に崩壊し、無い国である」
という記憶を植えつけることに成功。異能は一般人に知られ
てはならないという暗黙のルールのため、これ以上の被害を
発生させないための処置であった。
日本は世界から隔離された。結界の中から出られなくなっ
た邪神は空腹のため生き物という生き物を餌と認識し、何も
知らぬ人々に襲いかかる。一般人に異端の存在を隠蔽するこ
とはできないほど、公然と異端達が闊歩する世界となってし
まう。
通常なら超越的存在は異端に大勢が殺される世界を良しと
しない。だが「一つの国が消滅しても多くの国が運営できて
いる」現状は、大のために小を切り捨てる正なる神の意思に
より、日本崩壊の世界線が生んでしまった。
現代舞台では「異端によって殺される事件があれば超越的
存在は手を貸す（ループを発生させる）」という法則だったが、
『ロストワールド』では「異端によって世界中の人間が殺さ
れる大事件が起きない限り、超越的存在は手を貸さない」に
変更。日本人の命は限りなく低く扱われる。
このステージは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』、ゲー
ム『ガンパレ―ド・マーチ』
『マブラヴ』、漫画『進撃の巨人』、
ＴＲＰＧ『天使大戦エンゼルギア』のような、恐ろしい化け物
に生活を侵略されつつあるが、かろうじて人間達が手を取り
合って日常を奪還しようと戦い続けている世界観である。

●ロストワールドのＰＣ
『ロストワールド』のＰＣは、日々異端と戦い続けるレジス
タンスの一員を想定している。
安全な街以外では恐ろしい異端達が我が物顔で道を行く世
界。海外からの支援は少なく、残された人間達が過酷な戦場
で生活し、反撃の機会を目論んでいる。
基本的には外国人キャラクターは不可。
「日本を救いたいと

立ち上がった外国人能力者」のみ、レジスタンスを通じて海
を越えて日本に上陸している。

●ロストワールドの生活
①『ロストワールド』では異能や異端の情報隠蔽は行なわれ
ず、一般人にも能力者や異端の存在が知られている。一般人
も武装しなければ異端に襲われる日常が長く続いているため、
異能を持って異端に対抗できない者達のためにも手近なコン
ビニエンスストアなどで銃器や爆発物、刀剣などの武器が購
入できる。道路では戦車が走り、子供を守る母親が銃器を抱
える世界である。
②結界が張られた居住区域以外では異端がうろつき、ごく稀
にハグレ異端が街へやって来ては被害を出すケースがある。
特に夜間は異端の襲撃例が多い。防衛手段が充実した施設で
人々はまとまって生活しなければならない。
③舞台となるＮ市は『魔物』が眠り続ける場所として異端や
魔族の数が多く、レジスタンスが攻防戦を繰り広げている。
④『魔物』が本拠地としているＮ市のある関東地方が特に激
しい戦闘が多く、被害も甚大である。関東から離れるにつれ
異端事件は減少し、北海道と沖縄では現代社会と変わらぬ生
活を送っている場所も少なくない。
⑤文化レベルは、現代と基本的に変わらないものとする。電
力はたびたび停止するが普段通り使用され、戦闘を地震が起
きたかのように騒がれてもすぐに鎮火し、人々は結界によっ
て鎖国されていることを当然のように受けとめ始めている。
⑥邪神復活から既に十年が経過し、人々は不安定ながらも今
の日常を楽しみ、明日を生きる余裕が生まれてきている。学
校など教育機関は運行し、娯楽施設も多くなりつつある。
⑦異端は『負の感情』を好み、
『負の感情』に満たされた人々
を食べることで更に力を得るため、それに対応できる『正の
感情』を生み出す［アーティスト］達の力はとても重宝されて
いる。
⑧かつて日本最大の退魔組織だった『教会』
、邪神を蘇らせた
『機関』は崩壊。各地の教会支部や研究所では異端がうろつ
き近づくことができないが、多くの資料や魔道具などを抱え
ている遺跡が残っていると噂されることも。

●邪神の影響
現代『ＡＷ』で活躍したキャラクター達は、能力者や一般
人、ＰＣやＮＰＣ問わず、基本的に『ロストワールド』でも存
命していることにする。
ただし［稀人］と［異端者］のキャラクターは「プレイヤー
本人の判断が無い限り」、邪神の波動の影響によって『異端堕
ち』をしてしまい、異端寄りの考え（人間を殺して世界を壊
す）に則り、破壊活動を行うものとする。
『欺く神』が作り出した者達は「人々に『負の感情』を植え
つけ殺さなければならない」
「世界を崩壊させなければならな
い」という『闇の衝動』と常に戦っている。その衝動に屈した
者は邪神の手足として生まれ変わり、人々と正しく生きよう
という意思を捨て、魔王の配下として破壊活動に明け暮れる
こととなる。
※『ロストワールド』舞台で使用したキャラクターを、現代舞
台で使用してもよい。現代でもレジスタンスは異端討伐隊と
して教会で活動している。設定を微調整し運用してほしい。

●パーソナリティーリスト
名称

性別

能力／武器

「みんなで力を合わせて頑張ろうな」

「彼に続け！ 勝機はこちらにある！」

「……こんな世界でも、諦めたくないでしょう？」

「頭が高い。立場を弁えろ」

「弾けて燃えて楽しませてよね！」

「それじゃあまたね、バイバイキーン！」

「仲間が助けにきてくれます、必ず……」

「これ、魔族が落としていったお宝だぜ！」

「異端？ また出たの。そのうち治まるでしょ」

■パーソナルデータ

が上級魔族、さらに上級魔族を従える者が魔王で

クラス：聖職者／世界遣い／異端者
性別：男

年齢：２５歳

髪色：赤

瞳色：銀

解説
現代ステージでは教会の仕事斡旋人だが、ロストワールドでは
レジスタンスの仕事斡旋人として人々を救う活動に従事してい
る。毎日のようにボランティア活動に身を投じているとか。
現代ステージでは機関解体事件後に教会の総支配人に就任する
が、ロストワールドではレジスタンスのリーダーとして最前線
で異端と交戦し、政府と結託し人類の勝利のため戦っている。
現代ステージと同様に、異端に殺された者達を救うべく手を差
し伸べている。しかしその数が多くなってしまった世界を見て、
表情が非常に曇ることが多くなったようだ。
黒い髪と赤い瞳、貴族らしい高貴な姿を現わす異端。
冷酷無比の吸血鬼。かつて教会に所属していた男性。異端を率
いる魔王と近しい関係であり、物言いできる唯一の存在。
１４歳ほどの少女。いつもお菓子を食べている異端。
笑いながら高所からキャンディ（爆弾）を撒き、空襲を積極的
に行なう。
「でむ」と鳴く不思議な生き物を連れている。
菌が人間の姿をしたもの。頻繁に姿を変貌させる異端。
人間に対しては「人間様がいないと繁殖できない」という理由
で友好的に接するが、接触した先から凶悪な病を撒き散らす。
蘇った邪神や魔族、異端によって日本は荒廃したが、それでも
人々は絶滅せず今も戦っている。魔王軍に対応するレジスタン
スを組織作り、大勢の一般人の協力のもと、反撃を目論む。
最も力を得たのは、報酬次第で何でもするハンター達である。
日常的に異端が襲い掛かってくるため護衛の仕事や、危険な地
域への運送業務、お宝探しなど日々のネタは尽きないようだ。
化け物に襲われる日々が始まり、早十年。日本人は危険な存在
と隣同士にされながらも、その日常を受け入れるようになって
しまった。無力だが、皆が生きることをやめずにいる。

武器：声と視線、炎と大剣

人称：私／君／殿

ある。

// NO IMAGE //

機関によって邪神が復活し、各国の退魔組織は
日本を結界で世界から隔離した。結界を破るべく、
また、生き残った日本人を殲滅すべく、魔王として

異端の王。吸血鬼の真祖。
『魔王』と呼ばれる者

異端を率いる。人語を話すが、理性は既に無い。

の一人。『堕天した神』の末裔として炎を操る者。

蘇った邪神である『魔物』を最愛の伴侶のように

異端や魔族（人型の異端）は『欺く神』が世界を

愛している。
『魔物』が満腹で幸福にあるよう人間

滅ぼすために生んだ駒であり、その駒を従える者

を生きて捕らえ、食事として捧げる日々を送る。

■パーソナルデータ

た邪神は教会の尽力空しく解き放たれ、多くの

クラス：イレギュラー
性別：？

年齢：？？

髪色：？

瞳色：？

人々を襲った。異端や邪神の知識の無い一般人達
武器：無数の触手
人称：？？？

は突如現れ人間を喰らうそれを『魔物』としか言い
表せず、その通称が世間に浸透していった。
かつて機関に囚われた餌の成れの果て。魔王の

十年前、機関の召喚の儀によって蘇った邪神。

声はかろうじて聞くが、一日の半分を食事に、もう

百三十八億の魂が融合した怪異。無数の目があ

半分を睡眠（空腹が原因？）に費やしている。

り、無数の手があり、十メートル以上の体躯の恐ろ

百三十八億人の融合体。１ラウンドに百三十八

しい紫色の化け物。大勢の生贄を使って召喚され

億回行動し、百三十八億とどめを刺せば討伐可能。

// NO IMAGE //

ワールドガイド ～Ｑ＆Ａ～
●一般教養編～高坂が回答！
『異端犯罪者』は事件後、どうなるの？

『ＡＷ』は、何をするゲームなの？
人間として日常に戻れないほど破壊活動を行な
うような異端なら、現行犯処刑される。そうしないと他者の
日常が危ういからな。
でも更正の余地があったり、罪を償わせることができる状
態だったら『異端刑務所』に送られる。
そこから先は、一般的な司法の世界と同じだ。犯罪者は裁
判にかけられる。異能事件を取り扱う弁護士と、異能事件に
詳しい検事と、決断を下す裁判官の元で、正しい処罰を下さ
れよう。
人間の意思を持ち、戸籍を持った人間であれば、普通の人
間として罪を償う。能力者だからって身構える必要は無い。
ちなみに、
『異端刑務所』ってのは「能力者が逃げられない
ような細工がしてある刑務所」ってだけで、他は何も変わら
ないぞ。

『異端』と呼ばれる悪しきものと戦う、特殊能力
者達の異能力バトルを演出するＴＲＰＧだ。
現代日本を舞台に魔術や超能力を操るＰＣ達が、人々を危
機に陥れようとする化け物と戦う。特徴として「時間」がキー
ワードになっているＲＰＧだ。
「神様によって与えられた寿命
を捻じ曲げてくる悪者に殺される前に事件を解決する」とい
うのが一般的なスタイルかな。

『異端』って、何？

『異端』とは、魔物、化物、怪物、怨霊、悪霊な

異端と戦う組織『教会』って、何？

どとも呼ばれている存在のことだ。共通しているのは「他者
を傷付けることで己の欲望を満たそうとするもの」だという
こと。
この世界の生き物は、
「感情を得ること」で成長する。様々
な経験を経てレベルアップするのは、人間も同じだ。
だが異端は、
「苦しい」
「辛い」
「痛い」
「イヤだ」などの『負
の感情』を好物としている。人を殺すという経験を積みレベ
ルアップをするだけではなく、わざと人を苦しめ殺したいと
本能的に考えている。自分の快楽のために他者を傷付ける、
恐ろしい存在だ。
退魔組織『教会』は、悪さをする異端達から人々を守るため
に立ち上がった能力者集団だ。異端達の出没情報を集め、見
つけ次第、捕獲または処刑する。危険な仕事だが、誰かがやら
なきゃいけないことだ。

日本で一番メジャーな、異端から人々を守る秘
密組織が退魔組織『教会』だ。
教会は日本各地に支部を置いている異能事件専門対策組織
だ。能力者の集まりで、人々を襲う異端を討伐し、一般人を守
ることを目的としている。一般的な事件を扱う警察とも繋が
っているから、変な事件が起きたらすぐ教会が動けるように
手を回してくれるよ。
異端や異端犯罪者が引き起こした事件に対し、教会から派
遣されたエージェント、あるいは協力関係にある能力者達が
調査し、解決を行なう組織って言えば判りやすいかな？
教会という名前だが、某宗教の建築物に限った話じゃない。
これはただ同名なだけで、日本ならどこにでもある集落セン
ター（教会、寺、学校、商店）を借りて活動しているんだ。
秘密組織ではあるけれど、不可思議な事件の駆け込み寺だ
から一般人がやって来ることも多い。
ゲーム的なことを言うと、能力値２の［一般人］でも期待値
が出れば調べられる難易度６ぐらいで発見できる組織だ。能
力者じゃなくてもインターネットの裏サイトや、情報通の人
ならすぐに調べ出すことが出来るだろうな。

『異端』は、人外だけなの？

人間でも異端と同じように、負の感情を手に入
れて他者を傷付けて悦になる者達がいる。そいつらは『異端
犯罪者』として己の快楽や探究のために人を巻き込み不幸に
しようとする。能力を使って他者を傷付けたなら、種族が人
間でもそいつは立派な異端だ。処刑の対象になる。
逆に、種族が人外でも悪さをせず真っ当に生きようとする
なら、それは異端ではない。実は、魔物や怨霊を異端と言うこ
とが多いけど、
「異端」というのは他者を傷付ける連中の総称
なんだ。たとえ人外の種族でも、負の感情を得たいなど闇の
衝動に溺れず日常を送ろうとするなら、
［異端者］のクラスの
ＰＣとして扱うことができるぞ。

教会以外に退魔組織は無いの？

退魔組織なら教会以外にもいっぱいあるぞ。
日本で一番メジャーな組織が教会なだけで、他にも秘密結
社や能力者組合は沢山ある。
だが分かりやすく警察バックアップを得られるため、
『ＡＷ』
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のＰＣは基本的に教会に所属している者達としよう。
退魔組織とは違う話だが……現地の警察・軍事組織と協力
することもあるけど、殆どの場合、現地の組織は情報提供な
どの支援のみを行い、事件の全貌は知らされない。秘匿義務
があるからな。
異能力による事件を対処できるのは能力者だけだし、異端
に関する情報統制が徹底されているんだ。

億円まで。生命の危機と隣り合わせだから、１シナリオの相
場は１００～２００万円ぐらいだろう。
学生や未成年のエージェント相手には、
「大人になってから
一括で払う」や「月に数万ずつ渡す」など対処している。いき
なり通帳に２００万が入ったら、能力者だって知らない親御
さんはビックリするだろ？ そこは人によって契約が異なる
な。
だけど、現実では無償報酬で活動しているエージェントが
過半数を占めている。専業エージェントやアルバイトとして
教会の仕事をしている子以外は、
「人々のため」や「己の修行
のために」など、無償で仕事を受ける人が多いんだ。
毎日のように退魔業をしているエージェントなんていない
からな。毎日２００万円が稼げるとは思わないでくれ。
ゲーム的にはお金のルールが無い。なので、きっちりと賃
金を換算してプレイヤー達に公開するといった作業をＧＭが
する必要は一切無い。報酬に関しては、あくまで演出程度に
留めておいてくれ。

教会の内情はどうなってるの？

教会は『エージェント』と呼ばれる活動員によっ
て支えられている。エージェントはスカウト形式で人員を採
用しているんだ。
教会にエージェントとして登録しておくと、事件を紹介さ
れることがある。あくまで紹介なので強制的に事件を解決し
なきゃいけないことはないが、事件解決にピッタリな人材に
声を掛けているから是非仕事を受けてやってほしい。
教会は表向きには、善意のボランティア団体として活動し
ている。ゴミ拾いや地域イベント支援、街の相談所として動
いてるな。
一般人も教会に協力していることもあるが、大半は能力者
が関わっている。異端と戦うにあたって、身を守る手段の無
い一般人だと教会内で動きにくいしな。
……余談だが。昔、教会と異端刑務所は、汚職を働いたこと
がある。刑務所に送られた受刑者を死刑にしたと見せかけて、
とある異端の一族の元……『機関（きかん）』と呼ばれる研究
所に送り、そこで人体実験に使われたり食材として卸されて
いた……という過去がある。
１０年ほど前にこの事件は発覚し、それ以後、第三者組織
の介入や警視庁の監視を義務付けるようになった。
現在クリーンな団体として胸を張っているから、安心する
といいよ。

教会の経営はどうなってるの？

教会はボランティア団体だ。寄付で成り立って
いる。
「教会を支援すべき」と思っている財閥や組織が複数ある
から、そこから経営資金を得ている。依頼人から金を取るこ
とは、まず無い。
かと言って、経営は困難かと言ったらそうでもないぞ。そ
んなに羽振りが良いとも言えないけどな……。

エージェントの登録ってどうするの？

名前、連絡先、自分のできることなどを書く必要
教会は、能力の扱い方を教えてくれる？

書類に記入をしてくれ。
本名を書くのは嫌だ？ 構わないよ、コードネームでも登
録できる。呼ばれたい名前を書いてくれ。
住所を書くのは嫌だ？ 構わないよ、でも仕事を持って行
くときの連絡先をちゃんと書いておいてくれ。
……そんな訳で、制約はとても緩い。どんな人物でも対応
できるようになっているから、誰かのためになりたい人なら
大歓迎だよ。
余談だけど、今の教会総支配人になる前は、エージェント
はみんなコードネームで呼び合っていたんだ。本名を出さず
に会話をしていたんだよ。
今は、そういった取り決めは無くなっている。だから十年
以上活動しているエージェントにはコードネームがあって、
その名で呼び合っているというケースもある。驚かないでく
れ。
そういえば……討伐する異端の名前が判らないとき、便宜
上、教会のトップがつけたコードネームで呼ぶようにしてい
る。判りやすくするためだけど、これはあの頃の名残な気も
するな。
異端のコードネームを付けているのは、教会の総支配人を
中心とした上層部だぞ。

一般人を守るのが我々の役目。もちろんその役
を買って出よう。
保護した能力者に能力の制御法を身につけさせるため訓練
してくれる者達もいる。日常から離れてしまった人々が、無
理なく社会に溶け込めるよう指導をすることもあるんだよ。
能力制御を訓練してくれる道場もある。
『三剣道場（みつる
ぎ・どうじょう）』というんだが、主にここは武術の鍛錬を行
なってくれるところだ。

教会の仕事って、報酬が発生するの？

ああ、給料は出るよ。
下は時給６００円前後の最低賃金レベルから、上は日給１
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生命力は日々減少する。生命力が無ければ活動できない。
回復するためには充分な食事と睡眠を取ること。それと『供
給』だ。
２人以上の人間が体液を交換するんだ。それだけで生命力
はみるみるうちに回復していくぞ。
握手での汗の交換、吸血、性交渉などの様々なやり方があ
る。お母さんが腹痛の子のお腹をさすってやることや、スポ
ーツマンのハグやハイタッチで喝を入れるのも、供給行為の
一つだな。

『能力者』って何？

普通ではない力を扱う者、それを大まかに『能力
者』と呼んでいる。
能力者がどうして能力を使えるのか、それは人による。
「自分の家は代々魔法を操る血を継いできた」という子も
いれば、
「生まれつき超能力が使えた」
「突然、変身できるよう
になった」という子もいる。
「吸血鬼に噛まれて吸血鬼の力を
使えるようになった」「ジェイソンの子孫だ」「魔法使いの祖
母から魔法を教わった」
「異端の研究のせいで異端者になった」
という人もいたな。そもそも「異世界から来た」っていう子も
いるぐらいなんだ。
能力者と呼ばれる人達に共通しているのは、
「その力で誰か
を傷付けないこと」と「誰かを守れること」。これが一番大事
なんだ。

『契約』とは？

魂と魂の結びつけて霊的な主従関係を作ること
だ。
主人（マスター）になった者は、配下（サーヴァント）にな
った者を従えることができる。サーヴァントはマスターの命
令に絶対従わなければならなくなるが、その代わり、マスタ
ーから大きな力を授かることができる。それが令呪だ。サー
ヴァントはマスターに絶対服従という代償を支払う代わり、
３回だけ超越的現象を起こせるようになるんだよ。
契約は必ず、自分の意思で結ばなければ完了しない。洗脳
状態のような意識が無い場合では契約できないんだ。
契約するとマスターになった人間の体に「令呪刻印」が生
じる。サーヴァント１人につき１つ、痣のようなものが発生
するんだ。どこに浮かぶかは人によるな。
体に生じているとはいえ、契約は魂の繋がりのこと。どん
なことがあっても繋がりは消えることはない。だからもし時
間が巻き戻っていても、マスターとサーヴァントの意思がハ
ッキリしていれば（契約したという記憶を共有できていれば）
、
契約以前の時代でも契約状態にあるんだ。
契約の破棄したい場合は、「刻印箇所を切り離す」「心霊治
療を受ける」
「令呪によって契約破棄の命令を下す」など方法
があるよ。
契約は計画的に！

『ウズマキ』って何？

不干渉の式、時空鞘、異界の貯蔵庫……色んな言
い方があるけど、俺達は渦が巻いたような異空間だから『ウ
ズマキ』と呼んでいる。
ウズマキは、能力者なら持っている概念だな。異端を倒す
ための武器を保管できる、虚空のロッカーのことだ。いつで
も物を仕舞えるし、好きなタイミングで取り出すことができ
る。
【スキルウェポン】の特技を取得した能力者なら、ウズマ
キの扱い方をマスターしていると言っていい。……逆を言え
ば、
【スキルウェポン】の特技を取得してない人は、少しウズ
マキの使い方が下手という話も……いや、これは個人差があ
るから気にしないでくれ！
「ウズマキの中は、時間が流れていない」と言われている。
だからって食べ物や生き物は入れたらダメだぞ！ あそこは
無限の空間なんだ。物を入れることができても、その物を正
しく認識しないと取り出すことが出来ない。もし存在を忘れ
てしまったり、正確に知覚できなければ、一生ウズマキから
取り出せなくなるんだ。
だから、人間を入れるなんて絶対しちゃダメだ。ウズマキ
の中はどうなっているか判らない。意思のある者がウズマキ
から出てくることが可能なのかもまだ判ってない。一生出ら
れなくなるかもしれないし、もしかしたら、あらぬ時代や異
世界に飛ばされるかもしれないからな……。
ちなみに、
［稀人］の≪盟約の痕≫という特技を取得してい
るキャラクターは、自由にウズマキの中を行き来できる。こ
れでも判る通り、やっぱり普通の人間はウズマキに入るのは
無理だということなんだな。

教会はどれくらい昔からあるの？

少なくとも５００年は続いている組織じゃない
かって説がある。１５００年頃っていうと……室町幕府の時
代か。そんな昔から人間と異端の戦いはあったんだな。
代々創立者一族が世襲制で継いできたらしいけど、ここ数
年は優秀なエージェント達が運営しているらしいな。今の総
支配人の鶴瀬さん……教会で一番偉い人も、数年前まで現役
エージェントだった男性だ。もしかしたら君も声が掛かる日
が来るかもしれないぞ？

『供給』って何？

『古川財閥』って何？

生命力を回復する手段のことだ。

古川財閥とは、さまざまな世界でその名を轟か
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せている一族、「古川」を中心とした団体のことだ。
運営は、古川の名を持った個人資産家たちによって支えら
れている。現在古川財閥のトップは、古川将人（ふるかわ・ま
さと）という名の男性であり、彼の手腕によって日々多くの
ビジネスが展開されている。
古川一族は、１０００年前から続く由緒正しい貴族の出だ。
その頃から当主は、さまざまな血族を取り込むことにより発
展していくことを考えたらしい。そうして後世に「古川一族
に無いものは無い」という言葉ができるほどに、多くの分野
で特化した家を手中に入れていていったんだよ。
でも、不思議なことに古川の直系一族には「何の特殊能力
も無い」らしい。敢えていうなら、回りを取り込むカリスマ力
こそが、古川の本来の武器なのかもしれないね。
古川一族は、教会とも手を組んでいる。先にもあるように、
古川財閥に無い分野は無い。ＰＣ達は古川財閥を利用して（ま
たは、自由に演出して）、情報収集（コネ「裏社会」
「政治」な
ど）をすることが可能だ。
古川一族出身、または財閥に関係したＰＣをしても構わな
い。その場合は優先して、一般特技のコネを使用してもらい
たい。ここで、古川の一部を紹介しておこうか。
●指導者の古川家。
中央に立つ一族だ。異能力は無いが、多くの血を取り込ん
で束ねてきた財閥トップ。何人も優秀な有権者を輩出してき
たって話だ。
●武術の三剣家。
古川家を守る武術の家で、道場経営をしている。この道場
は、能力者の能力制御の訓練をしてくれる場所だ。力をうま
くコントロールできない人は、ここにお世話になるだろう。
●芸術の白石家。
特に音楽に長けた芸術の一族だ。何人も有名なアーティス
トを世に送り出してきたんだよ。
●魔術と貿易の八木沼家。
魔道具の輸出輸入でやりくりしている一族だね。海外から
やって来る魔法のアイテムは八木沼のおかげと言ってもいい。
●霊能力の青森家。
霊能力者で有名な一族だ。恐山のイタコと言えばこの家。
もちろん本拠地は青森県だよ。
●不動産の伊賀崎家。
多くの土地を管理している家だな。Ｓ市にある大きなお屋
敷は、あそこの当主さんのものだよ。
●造船業と流通の鏡原家。
「海の鏡原」ってＣＭでよく聞くんじゃないか？ 先日、
大きな事件があって大打撃を受けたみたいだけど、未だ業界
トップの座は譲らないみたいだね。
●病院と新薬開発の永丘家。
病院を経営している一族だね。能力開発の薬を研究してい
るっていう話も有名だ。
●出版とメディアの神木家。
情報といえばこの家だろう。きっと読んだことあるあの情
報誌やこの漫画雑誌も、神木が絡んでいるよ。
●重工業の田組家。
鉄鋼、動力機械など重工業で有名な家だね。義手義足など
の精密な機械も取り扱っているそうだよ。

舞台となる街について教えて！

舞台は『中央駅』と呼ばれる駅を中心にしている
ことが多い。どんな街でも『ＡＷ』は楽しめるが、ここはよく
俺達が活動している街について紹介しよう。
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中央駅は、首都圏からやや離れた、とある地方都市にある
駅だ。出口によって様々な場所に行けるという、まさしく街
の中央地にそびえ立つ駅だな。
駅の南口が、自然豊かで寺院や古墳などの多いＮ市。
駅の西口が、数百年前から宿場町として栄え自衛隊基地や
学校施設の多いＡ市。
駅の東口が、首都圏のベッドタウンとなっているＳ市。
駅の周囲には飲食店、食品取扱店、衣料品店、書店、薬局や、
市役所や郵便局など日常に必要な施設が揃っている。
駅の近く、徒歩１０分のところに少し大きめの教会がある。
礼拝堂にいつでも入ってきてくれ。誰かしら待っているから。

他にも、専門用語があったら教えて！

それじゃあ、箇条書きで説明しようか。
●結界による監視・使い魔によるパトロール
教会は常時、街に危険が無いか魔術結界による監視活動、
使い魔によるパトロールを行なっている。何か異変を察知す
れば、すぐの常駐のエージェントの元に情報が届くようなシ
ステムを構成している。
●情報統制
異端や異端犯罪者、異能力の存在自体の情報は、徹底して
秘匿されている。先進国政府でも、ごく一部の高官しか把握
していない。
事件関係者やニュースの報道も、記憶操作を行われている。
このときの記憶操作の方法も、異能力によるものである。
●禁書
高度な魔導書。
「特技ページ」の項目にない、強力な効果を
記した本。禁忌の魔法などを記しているものが多く、非常に
危険な魔術や儀式の詳細が書かれているため、教会本部が保
存しているか、信頼できる能力者のウズマキの中に保管して
いる。
●未来を読む御子（みこ）
教会上層部の一人。［世界遣い］の力に長けた能力者。
予知能力や遠隔視能力を持ち、常識では計れない未来を読
むことができ、事件に関わる人間を見分けることができる。
この能力を駆使して、異能力が関わる事件が発生したとき、
御子がその事件に一番近しい人物を選別し、この情報をもと
に事件解決のチーム編成を行なっている。ただし、予知が全
て当たるとは限らず、あくまでチーム編成の材料にしている
程度。
正体は不明。決して誰の前にも立たないと言われている、
謎の能力者である。
●機関
数年前に教会によって解体された、能力開発研究所。元は、
能力者による能力者のための研究組織であったが、いきすぎ
た非人道的能力開発、違法な魔道具開発の研究が行われてい
た。有益な実験結果を得るために、判っているだけで数百人
以上の被害者を出している。
更には、強力な力を追い求めるあまり、手段を選ばなけれ
ば無限の力を与える者――異端を生み出す『欺く神』を信仰
するようになった。新たなる世界の変革を求め、
『欺く神』を
呼び寄せようとする彼らは、邪教と呼ぶに相応しい。
現在は解体され、無くなったと言われているが、未だに残
党や生き残りが問題になっている。
●欺く神
異端を生み出す悪しき神。主な目的は、世界を負の感情で
呑み込み、全ての存在を苦しみの中で消滅させようとしてい
る。あらゆる生物と相容れない絶対的な悪である。

なが積み上げたものを無に帰すことだもの。一瞬一瞬を本気
で生きていた人に失礼だわ。
……でも世界崩壊になったら意味が無いから、特別措置を
作って頑張ってもらっているのよ。
ギリギリのラインを許してもらっている状態だから、みん
ながみんなループできる訳じゃない。記憶継続できる人は限
られるわ。全員が記憶を持ってループすることがあったら、
それは相当頑張らないと回避できない事件ってことね。

●世界の謎編～龍の聖剣が回答！

この世界って、どんな世界？

この世界の名前は『ゼフィロス』というの。
ループの『代償』って、何？

神様がそう名付けたのよ。他にも色んなＴＲＰＧがあるけ
ど、この世界の特徴は「時が巻き戻りやすい」ってことかし
ら？

時間跳躍は、本当ならやってはいけないことな
の。でもペナルティを受ければ、
「時間跳躍を行なう」という
有利になることを許してくれる。
『代償』を払えば、ループが
できると言っても過言ではないわ。
有利になるとはいえ代償を払えばその分、動きづらくなる
ことも多くなる。事件解決は大変かもしれない。１度目のル
ープは無償でも世界は許してくれるかもしれないけど、２度
も３度もループはさせてくれないわ。それでもループをする
ときは代償を払って。
代償ってどうすればいいかって？ 代表的なのは、身体的
喪失。片腕や片目を無くすなどね。
他にも、
「その人によってペナルティとなるもの」であれば
何でもいいわ。
例えば「歌が得意だった歌手が声を無くす」なんて、その人
の人生や価値観に関わる超ペナルティね。こんなに大きな代
償だったら、ループだけじゃなく他にも好条件を貰えるでし
ょう。そう、ペナルティが大きければプラス情報が貰えるこ
ともあるのよ。
決してやってはいけないのは、説得力の無いペナルティね。
「男勝りな子が女の命と言われる髪を捨てる」
、これは精神的
苦痛ではないでしょ？ 心が全然痛まないならペナルティに
ならないのだから、却下されるわよ。

この世界の仕組みを教えて。

この世界の生き物は、必ず神様によって寿命が
設定されているわ。
例えば、Ａさんという男性がいる。神様が決めた彼の設定
を見てみると「２０歳のとき美術の学生。５０歳のとき事故
で入院。８０歳で天寿を全う。ポニーテールの女性と結婚す
る」とあるわ。
以上の決定事項『セカイのイベント』さえこなせば、後は自
由に生きていいとされているの。
ところが、異端は神様が決めた世界のイベントを捻じ曲げ
る力を持っているわ。
異端は１８歳のＡさんを殺すことができる。その結果、２
０歳のときに美術に関わろうとしていた彼がいなくなる。美
術の大学の定員が１人空くから違う人を入学させるわ。５０
歳の彼がいない世界では、彼が入院させなかったことで病院
の利益が下がるでしょう。そもそも結婚する筈のポニーテー
ルの女性は誰と結婚するのかしら……？
１人男性が死んだだけでも、最低でも３人の人生が変わる。
こんなことを続けたら、いつしか世界は滅茶苦茶になるわ。
だから神様は、
「異端に殺される前まで」時間を巻き戻し、
能力者達に異端を退治させるようにしているの。これがこの
世界と『ループ』の仕組みよ。

『ループの核』『ループの知覚者』って、何？

時間を巻き戻しているなど「ループの中心」であ
る者のことを『ループの核』
。時間が巻き戻ってる、世界がル
ープしてることに気付いてしまった者を『ループの知覚者』
と呼ぶわ。
時間が巻き戻っている事態でも世界中でそのことを知って
いるのは、時間を巻き戻している本人の『ループの核』だけ。
事態に気付いてしまった人のことを『ループの知覚者』と言
うの。それ以外の人達は、世界が重複していることなんて知
らない。違うシナリオでループの核だった人でも、別のシナ
リオではループしていたなんて気付かず普通に暮らしている
ものよ。
【幸運】判定で成功したなら「あれ？ デジャブ？」
って勘づくかもしれないけど。
ちなみに、ループの知識や技術を持っていたり、妙に勘が
良かったり第六感が働く人達のことを［世界遣い］と言うの。
少しでも知識や技術を持っている方が私達のことを理解し
てくれるから、ついつい私達超越的存在と関わるのは［世界
遣い］になってしまうのよ。

『ループ』って、どういうこと？

時間を巻き戻す現象、または巻き戻す行為自体
を『ループ』と呼んでいるわ。
異端によって殺されたままだと、世界は綻び始めて滅茶苦
茶になってしまう。だから殺される前に時間を戻す。戻した
後は殺される前に異端を倒して、元通り平和に時間を過ごし
てもらうわ。
でも時間を戻しただけだと被害者はまた同じように異端に
殺される。そこで「一度経験した世界の記憶」を持ったままル
ープする特別ルールを作ったの。自分が殺されると判ってい
れば死を回避できるでしょ？ 凄く有利になれるルールね。
これは本来ならご法度行為。そもそも時間を巻き戻すこと
自体、いけない行為だということを忘れないで。だってみん
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がいる。『欺く神』という親がね。
デカルトの『省察』にも欺く神という用語が出てくるわね。
「神とは全知全能完全無欠の超越的存在。その神から生まれ
る人間はどうして完全ではないのか？ それは不完全を生み
出す神がいるからだ。人間を苦しめる神がいるから我々は苦
しまなければならない」という考えよ。
欺く神という、人々を苦しめることを目的にした神がいる。
彼らによって「幸せを壊すため生み出された存在」
、それが異
端。彼らは己の生まれた使命のため、本能的に破壊活動を行
なうの。

ループの核になる条件はある？

厳密な条件は無いけど、選ばれやすい特性はあ
るわ。
愛情が深い人物であること。愛を知らない人は生に執着し
ないことも多いわ。
「生き返りたい？」と手を差し伸べたとし
ても「別に。死んだままでいいよ」と言うなら、私達は去るし
かないわ。多くのものを守ろうとする愛に溢れた人の方が、
私達も好ましいしね。
あと、社会的地位が高い人物であること。単純に、人生を変
えるにあたって有利だからよ。異端に殺されないようにする
ためには、以前の生活とは違う生き方をしなきゃいけない。
でも、例えば「刑務所に捕まっている人」が生活を変えること
ができるかしら？ 変えようと思っても制約が掛かるから難
しい。
……長いループ生活で、度重なる苦痛の末に感情を失くす
ケースは少なからずある。それに勝てる強靭な精神力の持ち
主が選ばれやすいわ。そんな人ですら、実は廃人だったとい
う話もあったけどね。

超越的存在って、何？

この世に住む普通の生き物ではない、『上の階』
の存在のことを総じて「超越的存在」と呼ぶわ。
この世に住む者達を創り、見守り、操作する存在……神様
のことね。神様はお茶会をしながら『下の階』に命を吹き込む
わ。紙に名前を書いて、ときにはサイコロを振って、命を生み
出して幸せに生きてもらうことを生き甲斐にしているの。欺
く神という、命の幸せを考えていない神もいるけどね……。
私もその一人かって？ いいえ、私は神様の手足。配下の
ようなものよ。基本的に神様は『下の階』に降りてくることは
できないから、私達のような『神々の装具』が貴方達と交流す
ることになるわ。神様も『堕天』という出力を落として世界に
降りる行為をすれば交流できるけど。
なぜ『神々の装具』なんて名称なんだって？ 神様が使う
道具だからでしょうね。大抵は「○○の〇〇」という呼び名を
持っているわ。
今の私は６歳ぐらいの女の子の姿をしているけど、もう一
つの姿は剣をしているの。でも「剣が喋ると違和感がある」っ
てよく言われたわ。だから最近は人間の姿をしているんだけ
ど……どっちの姿がいい？

どこまでループできるの？

何年でも。魂があればどの時代にも飛べるわ。
我々がループと呼んでいる『時間跳躍』の種類は、大まかに
二つある。
一つは、過去の自分の体に今の自分の魂（記憶）を入れるタ
イムリープ。
二つ目は、魂を含めた体ごとタイムスリップ。
一つ目の『記憶入れ替えタイムリープ法』は、私達に頼めば
簡単にしてあげられるわ。本人の体に未来の魂を入れること
は、結構簡単なことなの。老人の魂を若かった頃の体に入れ
るのはすぐに出来るわ。
でも二つ目の『体ごとタイムスリップ法』は、移動させる物
が多いから少し代償は多めに払ってもらわなきゃいけないか
もね。
知識や経験はすべて魂に記録されるものよ。そこに肉体は
関与しない。
「成人までに鍛え抜かれた体があるから［闘士］
レベルが高い」ではなく、「［闘士］としての経験が高いから
［闘士］レベルが高い」と考えた方が良いわ。だから成人男性
の魂を未熟な子供に入れてループする際も、元からある［闘
士］のレベルが低下することは無いわ。
同じように、
『契約』のような霊的な記録も全てループで引
き継げるの。契約は『魂の繋がり』だから、契約した以前の時
間へ跳躍したとしても「お互いが『契約している』という意識
がある限り」関係は継続するわ。

神様が異端を倒せばいいんじゃないの？

完全無欠の神様だもの、異端ぐらい倒せるでし
ょう。でもやってはいけないの。神様自身が創作物をコント
ロールしてしまうと、世界が消滅してしまうからよ。
難しい理屈があるんだけど、
「神様が直接、創作物に手を出
した時点で、この世界は無になる」ということを覚えていて
ね。
どうしてかって？ ……ＴＲＰＧで例えましょうか。ＧＭ
に指示されて何もしないで結論に至ったり、ダイス操作をし
て完全勝利するセッションは、ＰＣを動かしている意味があ
る？ プレイヤーは席を立つでしょうね。神の視点からステ
ージ操作したら、そこに存在している者達の意義が無い。席
を立ったら、その世界は継続不可能となり、セッションは消
滅する……。
例え話が過ぎたわね。……つまり、神様は提案を出したり
ヒントを与えることはできても、生き物たちに「やりなさい」
と強制することは出来ないの。選ぶのはみんななんだから。
だから私達はいつも「やってくれる？」と手を差し伸べる
だけ。手を取るかは、貴方次第なのよ。

何故、異端は生まれるの？

神様から生き物が生まれるように、異端にも親
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言えばその瞬間から、神と同等の力を手に入れるわ。
三つ目は、神様になるという試験をクリアーすること。
「こ
の試験に合格できれば神様になれる」という試験を、何でも
できる神様が作り、それに受かればいいの。
例えば、
「４６億個の魂を集めろ」とか「３万の人間の血肉
を捧げて特定の呪文を唱えなさい」とか。
「四つ葉のクローバ
ーを５つ集めて満月の日にお祈りしなさい」なんて難易度が
低いものでも、正式に神様が作ったものならばクリアーした
ら神様になってしまうわ。あくまで理論的には可能だけど、
試験を出す神様なんてまずいないわ。いたとしても、２００
年に１人いるかいないかの難易度でしょうね。
私？ 私は……一つ目と三つ目の複合ケース、かしら。

神様が直接、人を助けるとどうなるの？

先に述べた通り、神様自身が創作物に手をかけ
ようとすると世界は消滅してしまう。では、ギリギリのライ
ンで手を貸すぐらいならどうか？ ……可能よ。でもね、世
界を消滅させないように手を貸そうとすると、神様自身がペ
ナルティを受け、最終的には死んでしまうの。
ＰＣ達がループするたびに肉体や精神的喪失の代償を払う
とおり、神様も代償に払うことで事を有利に進められる。神
様は寿命を削ればどんなことだってできる。寿命を５０年減
らせば達成値を［ｎ×５０］することができるの。寿命が尽き
たら能力基本値を減らせばなんとか……。
なら「自分の命を投げうって、人々を助けなさいよ」って思
った？ 神様なんだから？ ……ええ、今こうして話してい
る最中にも、私のような存在は寿命を１年ずつ削っているわ。
だからって黙らないで。命を削ってでも貴方達に会いたく
て来ているんだから。貴方だってそう、１秒１秒を削りなが
ら毎日生きている。超越的存在は億を生きているけど、単位
が違うだけで貴方と同じ生き物よ。
そんな訳で、私のような存在は突然お腹が痛くなったり吐
血したりするけど、普通のことだから驚かないでね。……無
理な話かしら？

●おまけ・職業表
この表は、自由な場面で使ってくれて構わないわ。突然出
会うＮＰＣ案や、キャラクターメイキングの参考にしてね。

０

１
２
３
４
５
６

欺く神
異端
幽霊
稀人
超越的存在（神々の装具）
超越的存在（神）

１

１
２
３
４
５
６

政治家・官僚・役人
ビジネスマン・サラリーマン
プログラマー・ハッカー
商店主・個人業
農家
記者・ジャーナリスト・情報屋

２

１
２
３
４
５
６

主婦・主夫
旅人
歌手・アイドル
スポーツマン・アスリート
芸術家・作家
俳優・女優

３

１
２
３
４
５
６

小学生
中学生
高校生
大学生・大学院生
教師・非常勤講師
フリーター

４

１
２
３
４
５
６

占い師
専業魔法使い・異能力研究家
専業エージェント
従者・使い魔
聖職者
探偵

５

１
２
３
４
５
６

刑事・鑑識
弁護士・刑事
警察官
警備員
教授・研究者
医者・医療関係者

６

１
２
３
４
５
６

傭兵・ボディガード
料理人
宗教家
娼婦・男娼
ヤクザ・マフィア
暗殺者

神様はどんな人達なの？

神様も、この世界に生きる生き物の一つ。生き物
を生む仕事をして、ご飯を食べ、眠り、死んでいく。
何でもできて、何でも知っていて、不完全など無い……全
知全能完全無欠の存在。でも生き物だから、首を絞めれば死
ぬの。不老ではあるけど不死ではなく、死ぬときは死ぬわ。
［稀人］のように神様も、人間界に紛れて生きていることが
あるわ。もちろん、欺く神も。
ちなみに、超越的存在は必ず目か髪の毛が「ある特定の色」
を持っているの。≪六色の光≫のことね。紫、銀、金、赤、緑、
橙。そういえば私やルージィルも金髪碧眼ね。というより、普
通の人間で有り得る組み合わせと言ったら金髪碧眼ぐらいだ
と思うわ。目が赤い人って、いかにも禍々しいでしょ？
余談だけど、この六色って色んなところに現れているの。
≪赤の君≫、≪オレンジの記憶≫、≪紫神の宝玉≫……。ゼフ
ィロス的に紫色は一番高貴な色でね、この世界の最高神の眼
の色が紫なの。何かと紫色の物には曰くがあるものよ。

神様はどうやって生まれるの？

生まれ方は全部で三つあるわ。
一つ目は、神様が子供を作ること。神様同士が子供を作る
こともあれば、人との混血の例もあるわね。
二つ目は、神様によって神様にしてもらうこと。全知全能
完全無欠の何でもできる神様が「人間から神様になーれ」と
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行く手を阻む障害
■敵データサンプル
魔１/闘１/世１（３）

エネミーとはＰＣ達の目的を阻む妨害者、文字通りに敵
として現れるＮＰＣのことである。

基礎ＨＰ：１８／ＭＰ：１９

能力値：体４/反４/知３/理４/意４/幸４
命中：８
回避：３
防御：０／０
行動：１０
移動：１５ｍ
全力：３０ｍ
▼≪魔法剣≫ 至近・単体
［１Ｄ６＋６］点の物理ダメージ
▼イニシアチブ≪鳥躍≫ １シナリオ１回。
メインプロセスを行なう。
▼マイナー≪ニュクスの冠≫
１Ｄ６ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６。１点でもダメージを
与えたら、バステ：放心。
▼ダメージロール直前≪因果の蝶≫ １シナリオ３回。
３ＭＰ・そのラウンドの間、ダメージ＋［そのラウン
ド中に受けた実ダメージ］
。
※選択≪ＥＰ：チャージ≫→常時、ダメージに＋［現
在の戦闘ラウンド数Ｄ６］
。１ラウンド目は＋１Ｄ６、
２ラウンド目は＋２Ｄ６と増えていく。

①クラス配分（合計レベル）
※ＨＰとＭＰは基礎値を表記。P.97 の「ＧＭガイド～敵の
【ＨＰ】の量は～」をよく読み、適正な数値を掛け算する
こと。
（例：ボスキャラクターの数値は「基礎ＨＰ×ＰＣ人
数」する、など）
②能力値ボーナス：左から、 体力/反射/知覚/理知/意志/幸
運 の順番で記している。【能力基本値】は、ボーナスの値
に×３した数値を扱う。
③略称は、以下の通り。
命中→スキルウェポンの属性に準じた命中値。
回避→回避値。 防御→物理防御点／霊力防御点。
行動→行動値。 移動→戦闘移動。 全力→全力移動。
攻撃力（ダメージ）は、スキルウェポンに算出済み。
※対決表記→左側が使用者、右側が相手方。「【幸運】対決
【反射】」なら、
「使用者の【幸運】と抵抗側の【反射】で対
決」の意味。
※選択→追加推奨される特技。

狂３/狩２/霊１（６）

基礎ＨＰ：３４／ＭＰ：２１

能力値：体５/反５/知５/理３/意３/幸４
命中：１２
回避：４
防御：５／０
行動：１４
移動：１９ｍ
全力：３８ｍ
▼≪殺戮の身体≫ 至近・単体
［３Ｄ６＋２］点の物理ダメージ。
▼≪無の射撃≫ ４０ｍ・単体
［２Ｄ６＋５］点の物理ダメージ。
▼セットアップ≪突貫≫ １シーン１回。
２ＭＰ・即座に戦闘移動。
▼マイナー≪視えない腕≫
３ＭＰ・シーン間、射程を３０ｍ伸ばす。
▼マイナー≪会心の一撃≫
２ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６。１Ｄ６→６なら更に＋１Ｄ６。
▼メジャー≪覇魔矢≫
４ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６。１点でもダメージを与え
たら、バステ：毒。
▼ダメージロール直前≪圧縮撃≫
２Ｄ６ＨＰ・ダメージ＋１２。
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感１/闘２/聖５（８）

闘２/狂５/領２（９）

基礎ＨＰ：３５／ＭＰ：３０

基礎ＨＰ：５６／ＭＰ：３１

能力値：体５/反４/知４/理３/意５/幸３
命中：１３
回避：９
防御：４／４
行動：１２
移動：１７ｍ
全力：３４ｍ
▼≪浄化の武器≫ 至近・単体
［１Ｄ６＋１０］点の物理ダメージ。
▼セットアップ≪瞬間思考≫ １シナリオ１回。
セットアップ特技を２つ同時使用。同じ特技２つは不可。
▼セットアップ≪陣形：跳躍移動≫ １シーン１回。
５ＭＰ・３０ｍ・単体・即座に戦闘移動を行なわせる。離
脱可。
▼セットアップ≪瞬足≫
３ＭＰ・２０ｍ・単体・ラウンド間【行動値】＋［２Ｄ６］。
▼セットアップ≪啓発の鎖≫
６ＨＰ・２０ｍ単体・【意志】で対決し、失敗した対象の
【行動値】－８。
▼判定直前≪聖者の友≫ １シーン１回。
シーンに［聖職者］のクラスのキャラが３人以上いる場
合、ダイスを振らず行為判定１つをクリティカル化。
▼マイナー≪撃滅≫
２ＭＰ・ラウンドﾞ間ダメージﾞ＋１Ｄ６。
※≪聖印≫→異端や［異端者］相手ならダメージ＋２。
●戦闘プラン
セットアップで≪瞬間思考≫を使用し、≪陣形：跳躍移動
≫対象を瞬時に移動を行わせ、≪瞬足≫か≪啓発の鎖≫
で【行動値】を操作し、先手を取ることができる。

能力値：体７/反４/知５/理３/意４/幸２
命中：１３
回避：８
防御：５／４
行動：１２
移動：１７ｍ
全力：３４ｍ
▼≪巨大武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋１５］点の物理ダメージ。
▼セットアップ≪獣のごとく≫
ラウンド間、
【戦闘移動】が×２（【戦闘移動】３４ｍ、
【全
力移動】６８ｍ）になる。
▼オート≪大地の勅命≫ １シナリオ２回。
【ＭＰ】を２倍消費で効果＋１０。
▼マイナー≪会心の一撃≫
２ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６。１Ｄ６を振り６なら更に＋１Ｄ６。
▼メジャー≪乱舞≫
２ＭＰ・命中［範囲（選択）］化。
▼ダメージロール直後≪特攻≫
ダメージ＋２Ｄ６。同値だけ、【ＨＰ】か【ＭＰ】を消費する。
▼回避判定直後≪カウンター≫ １シナリオ３回。
即座に攻撃した対象にスキルウェポンを使用した攻撃を
行なう。マイナー＆メジャー特技は使用不可。
※≪狩場≫→命中クリ値１０。
※選択≪ＥＰ：封鎖化≫→イニシアチブ。シーン間、使用
者のいるエンゲージを封鎖する。
●戦闘プラン
≪大地の勅命≫＋≪会心の一撃≫でダメージ＋［１Ｄ６＋
１０］することができる。

魔５/聖６/処１（１２） 基礎ＨＰ：４５／ＭＰ：５０

魔７/霊２/処３（１２） 基礎ＨＰ：３７／ＭＰ：５１

能力値：体６/反４/知４/理４/意５/幸４
命中：１４
回避：７
防御：１１／１１
行動：１４
移動：１９ｍ
全力：３８ｍ
▼≪礼装≫ １０ｍ・範囲（選択）
［１Ｄ６＋１３］点の霊力ダメージ。
▼≪血と骨の武器≫ 至近・単体
［１Ｄ６＋１４］点の霊力ダメージ（ゾロ目命中で防御点
無視）
▼セットアップ≪啓発の鎖≫
６ＨＰ・２０ｍ・単体・【意志】で対決し、失敗した対象
の【行動値】－８。
▼オート≪異端審問≫ １ラウンド１回。
３ＭＰ・１０ｍ・単体・達成値－２。
▼判定直前≪恐怖の友≫ １シーン１回。
シーンに［処刑人］のクラスのキャラが３人以上いる場
合、ダイスを振らず行為判定１つをクリティカル化。
▼判定直前≪幻想式≫ １シナリオ５回。
３ＭＰ・２０ｍ・単体・達成値＋４。
▼命中判定クリティカル直後≪戦術指揮≫
６ＭＰ・２０ｍ・単体・対象のダメージ＋２Ｄ６。２Ｄ６
は使用者が振る。
▼マイナー≪力強き隣人≫ １シナリオ３回。
１４ＭＰ・ダメージ＋８Ｄ６。
▼メジャー≪上級聖奥義≫
４ＭＰ・攻撃射程を２５ｍ伸ばす。１点でもダメージを与
えれば『毒（クリンナップ１Ｄ６実ダメージ、特技回復）』
※≪十字軍≫→クラス１つを決定し、そのクラス対象な
ら【物命】
【霊命】＋２、ダメージ＋６。
※≪紫神の宝玉≫→１シナリオ１回。セットアップ・ラウ
ンド間、【攻撃力】か【回避値】どちらかに＋６。

能力値：体４/反３/知４/理５/意６/幸４
命中：１７
回避：６
防御：１１／１６
行動：１６
移動：２１ｍ
全力：４２ｍ
▼≪魔導書≫ ２０ｍ・単体
［１Ｄ６＋１５］点の霊力ダメージ。
▼≪魂を纏う腕≫ １０ｍ・味方人数体・味方人数ＭＰ
［味方人数Ｄ６＋９］点の霊力ダメージ。
▼セットアップ≪魂砕≫
５ＭＰ・１５ｍ・単体・ラウンド間、ダメージ＋２Ｄ６。
▼判定直前≪恐怖の友≫ １シーン１回。
シーンに［処刑人］のクラスのキャラが３人以上いる場合、
ダイスを振らず行為判定１つをクリティカル化。
▼判定直前≪幻想式≫ １シナリオ７回。
３ＭＰ・２０ｍ・単体の達成値＋４。
▼マイナー≪法則拡大≫
３ＭＰ・範囲（選択）化。
▼マイナー≪タナトスの足枷≫
５ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６。１点でも与えたら『転倒（移
動不可、全判定－１Ｄ６。マイナー回復）
』
。
▼メジャー≪暗黒の渦≫
２０ＭＰ・５０ｍ・単体・ダメージ＋［９Ｄ６＋７］。
▼ダメージロール直前≪瞑目の力≫
ダメージ＋［消費した【ＭＰ】
］点。
▼メジャー≪薬物調合≫
４ＨＰ・薬物を１つ作成。
※≪最高調合術≫→１度のマイナーで３回分薬物使用可能。
※≪強力調合術≫→薬物（鎮静剤と興奮剤）効果に＋３。
※選択≪ＥＰ：死の宣告≫→メジャー（ＳＷ×）
、
【意志】
対決で勝利したら対象は１Ｄ６ラウンド後に戦闘不能。
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狩４/処７/稀１（１２）

アー１０/イレ５（１５）

基礎ＨＰ：５１／ＭＰ：３４

基礎ＨＰ：４６／ＭＰ：４９

能力値：体５/反４/知４/理４/意４/幸４
命中：１４
回避：９
防御：１６／１６
行動：１７
移動：２２ｍ
全力：４４ｍ
▼≪凶々しき武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋１１］点の物理ダメージ（ゾロ目命中で防御値無視）
▼セットアップ≪処刑時刻≫
２ＨＰ・ラウンド間ダメージ＋４Ｄ６。ただし【物防】と
【霊防】が０になる。
▼判定直前≪恐怖の友≫ １シーン１回。
シーンに［処刑人］のクラスのキャラが３人以上いる場
合、ダイスを振らず行為判定１つをクリティカル化。
▼マイナー≪封印の牙≫
３ＭＰ・ダメージ＋４。
▼メジャー≪覇魔矢≫
４ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６、１点でもダメージを与えたら毒。
▼ダメージロール直前≪圧縮撃≫
２Ｄ６ＨＰ・ダメージ＋１６。
▼判定失敗直後≪修羅≫
５ＭＰ・自身の判定を振り直す。戦闘中、使用者の攻撃で
戦闘不能させたら代償１０ＭＰで自身未行動化。
▼オート≪零力射撃≫ １シナリオ１回。
５ＭＰ・視界単体・ファンブル化。
※≪守護の石≫→回避クリティカル値１１。
※選択≪ＥＰ：二回行動≫→シーンに登場している全キ
ャラが行動済になったら未行動化。

能力値：体３/反５/知５/理４/意５/幸５
命中：１９
回避：１３
防御：９／９
行動：２７
移動：３２ｍ
全力：６４ｍ
▼≪ツールマスタリー≫ １５ｍ・単体
［１Ｄ６＋２８］点の霊力ダメージ。
▼セットアップ≪ＩＣ：アポピス≫ 視界・単体
４ＭＰ・対象と【反射】対決（使用者は＋２ボーナス付き）
をして成功すると対象に、バステ：放心。
▼ダメージロール直前≪ＩＣ：インドラ≫ １シナリオ３回。
３ＭＰ・視界・単体・ダメージ＋１５。
▼メジャー≪Ａ：タイマスト≫ １シナリオ３回。
視界・自身・味方キャラの【ＭＰ】を５点消費するごとに
ダメージ＋１Ｄ６。例：２体から５ＭＰずつで＋２Ｄ６。
▼マイナー≪霊薬≫
単体・シーン間、ダメージ＋１Ｄ６。
▼マイナー≪Ａ：アテナ≫
自身・４ＭＰ・ラウンド間、命中対象を［対象：範囲］に
変更し、ダメージ＋１Ｄ６。
▼マイナー≪Ａ：メルクリウス≫
自身・１８ＭＰ・ラウンド間、ダメージ＋［８Ｄ６＋クラ
スレベル］
。１点でも与えたら、バステ：麻痺。
▼判定直前≪Ａ：ミネルヴァ≫
５ＭＰ・視界・単体・達成値＋１Ｄ６。
※選択≪金色の讃歌≫→１シナリオ１回。自身が受けた実
ダメージを、与えてきた相手にも同時に与える。軽減不可。

闘８/狩４/処２（１４）

闘１０/狂３/処３（１６）

基礎ＨＰ：５２／ＭＰ：３０

能力値：体６/反４/知４/理３/意４/幸４
命中：１７
回避：１１
防御：９／９
行動：２０
移動：２５ｍ
全力：５０ｍ
▼≪片手武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋１５］点の物理ダメージ。
▼イニシアチブ≪鳥躍≫ １シナリオ１回。
メインプロセスが行なえる。
▼オート≪零力射撃≫ １シナリオ１回。
５ＭＰ・視界単体・ファンブル化。
▼オート≪連続撃≫ １シナリオ１回。
５ＭＰ・マイナー２回か、メジャー２回可能。同特技は不可。
▼マイナー≪殺法：重圧≫
２ＭＰ・１点でもダメージを与えたら、バステ：重圧。
▼マイナー≪殺法：放心≫
２ＭＰ・１点でもダメージを与えたら、バステ：放心。
▼メジャー≪戦乙女の知恵≫
４ＭＰ・ダメージ＋１２。
▼命中判定直前≪上級闘術≫ １シナリオ３回。
ダメージ＋２Ｄ６。
▼ダメージロール直前≪殺界≫ １シナリオ３回。
ダメージ＋８Ｄ６。
▼判定失敗直後≪修羅≫
５ＭＰ・自身の判定振り直し、対象を戦闘不能させた直後
に代償１０ＭＰで使用者を未行動化。
▼ダメージロール直前≪英雄の宣言≫ １シナリオ３回。
視界・範囲攻撃の対象を使用者１体にする。
▼戦闘不能直後≪決死の射弾≫ １シナリオ１回。
即座にメインプロセス。回復行為は不可。
※選択≪ＥＰ：集団統率≫→セットアップ、指揮下にある
モブキャラが対象。使用者と同じ【行動値】にする。

基礎ＨＰ：８０／ＭＰ：３５

能力値：体６/反５/知４/理３/意４/幸４
命中：１９
回避：１２
防御：２４／１７
行動：２２
移動：２７ｍ
全力：５４ｍ
▼≪両手武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２０］点の物理ダメージ（ゾロ目命中ダメージ＋１Ｄ６）
▼≪片手武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２０］点の物理ダメージ（命中２回）
。
▼≪巨大武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２６］点の物理ダメージ。
▼≪凶々しき武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２０］点の物理ダメージ（ゾロ目命中防御点無視）
▼≪血と骨の武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２０］点の霊力ダメージ（ゾロ目命中防御点無視）
▼マイナー≪殺法：麻痺≫
２ＭＰ・１点でもダメージを与えたらバステ：麻痺。
▼メジャー≪ＥＰ：範囲攻撃≫ １ラウンド１回。
１Ｄ６ＨＰ・命中［範囲（選択）
］化、ダメージ＋１Ｄ６。
▼メジャー≪破却打ち≫
自身・ダメージ＋３０、使用後スキルウェポン破壊。
▼ダメージロール直前≪上級狂技≫
１０ＨＰ・ダメージ＋［スキルウェポン×３］。
▼メインプロセス直後≪疾走線≫ １シナリオ１回。
即座に３ｍ移動。離脱可。
▼判定失敗直後≪修羅≫
５ＭＰ・自身の判定振り直し。使用者の攻撃で対象を戦闘
不能させた直後に１０ＭＰで使用者を未行動化させる。
※選択≪ＥＰ：チャージ≫→常時ダメージに＋［現代の戦
闘ラウンドＤ６］
。
※選択≪ＥＰ：飛行≫→セットアップ。飛行状態になり、
ダメージ＋１Ｄ６。
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狂２/処１２/異３（１７）

魔１２/狂３/異３（１８）

基礎ＨＰ：７３／ＭＰ：４５

基礎ＨＰ：５３／ＭＰ：８６

能力値：体７/反５/知３/理３/意５/幸４
命中：１９
回避：１３
防御：２８／２３
行動：１８
移動：２３ｍ
全力：４６ｍ
▼≪凶々しき武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋１１］点の物理ダメージ（ゾロ目命中防御点無視）
▼セットアップ≪闇の血統≫ １シーン１回。
８ＭＰ・シーン間、ダメージ＋１Ｄ６。
▼同エンゲージの対象が移動直後≪猟犬のアギト≫
１ラウンド１回。即座に対象と同じエンゲージに移動（２
３ｍまで）
。使用者は離脱可。
▼同エンゲージからの攻撃で回避成功直後≪蛇の罠≫
３ＨＰ・対象に即座に、バステ：毒。
▼判定直前≪失われた日々≫ １シナリオ１回。
達成値＋３Ｄ６。
▼マイナー≪惨撃：封印の牙≫ １シナリオ３回。
３ＭＰ・ダメージ＋１６。
▼メジャー≪属性スイッチ≫ １シナリオ５回まで。
１ＭＰ・シーン間、物理と霊力を入れ替え。
▼ダメージロール直前≪鋼の理論≫
１０ＭＰ・ダメージ＋１８。
▼全キャラが行動済になった直後≪ＥＰ：二回攻撃≫
１Ｄ６ＨＰ・自身・未行動化。
※≪堕い討ち≫→対象が受けているバステ１つにつき、
その対象を標的にしたダメージ＋１Ｄ６。
※≪命狩る鎌≫→クリティカル成功したとき、
【ＨＰ】と
【ＭＰ】が１Ｄ６点回復。

能力値：体５/反２/知４/理５/意８/幸２
命中：１８
回避：８
防御：９／９
行動：１７
移動：２２ｍ
全力：４４ｍ
▼≪魔法剣≫ 至近・単体
［１Ｄ６＋１４］点霊力ダメージ（１シナリオ３回まで、
命中判定直前に１Ｄ６ＭＰ消費で防御無視ダメージ化）
▼セットアップ≪心神解放≫ １シナリオに１回。
ラウンドの間、代償を０にする。機能維持使用は不可。
▼オート≪令の封殺≫
２７ＭＰ・２０ｍ単体・令呪打ち消し。
▼判定直前≪幻想式≫ １シナリオ１２回。
３ＭＰ・２０ｍ・単体・達成値＋４。
▼判定直前≪失われた日々≫ １シナリオ１回まで。
達成値＋３Ｄ６。
▼メジャー≪ＥＰ：範囲攻撃≫ １ラウンド１回。
１Ｄ６ＨＰ・命中［範囲（選択）
］化、ダメージ＋１Ｄ６。
▼メジャー≪這いよる混沌≫
２０ＭＰ・５０ｍ・単体・ダメージ＋［９Ｄ６＋２４］＋
バステ：転倒。
▼ダメージロール直後≪特攻≫
ダメージ＋２Ｄ６。同値だけ、
【ＨＰ】か【ＭＰ】を消費。
▼クリンナップ≪紅蓮の指≫
１０ＭＰ・視界単体・任意の特技１つをタイミングを無視
して使用させる。使用者は【意志】－３で【意志】対抗。
▼オート≪機能維持≫ １シナリオ１回。
９ＭＰ・「○ラウンドの間」を「シーンの間」に変更。

霊７/世１０/異２（１９）

闘７/狂８/異５（２０）

基礎ＨＰ：５９／ＭＰ：６７

能力値：体５/反４/知４/理４/意５/幸５
命中：２０
回避：１１
防御：２０／２５
行動：２０
移動：２５ｍ
全力：５０ｍ
▼≪押し寄せる闇≫ 命中判定の前に１Ｄ６を振り、１
なら味方全員、２～５なら敵全員、６なら使用者に、
［２Ｄ６＋１６］点の霊力ダメージ。
▼セットアップ≪空の片足≫ １シーン１回。
即座に戦闘移動。離脱可能。封鎖の影響受けない。
▼イニシアチブ≪法則調和≫ １シナリオ１回。
７ＭＰ・単体・イニシアチブプロセスにメインプロセスが
行なえる。行動済にならない。行動済でも使用可能。
▼オート≪禍福のさざなみ≫ １シナリオ１回。
達成値＋２０。１Ｄ６で１なら自身にダメージ２０点。
▼オート≪リトライ≫
４Ｄ６ＭＰ・視界・単体・ファンブル化。
▼オート≪英気の法力≫ １シナリオ１回まで。
１０ＭＰ・１５ｍ・単体・即座にマイナーを２回。
▼マイナー≪毒の魔弾≫
５ＭＰ・ラウンド間【命中値】＋２、ダメージを１点与え
たら『毒（クリンナップ１Ｄ６実ダメージ。特技回復可能』
▼マイナー≪革命の旗≫ １シーン１回。
１０ＭＰ・ラウンド間【命中値】＋４、ダメージ＋５Ｄ６。
▼メジャー≪神霊の一撃≫
１５ＭＰ・２０ｍ・ラウンド間ダメージ＋［７Ｄ６＋７］。
▼クリンナップ≪多重跳躍≫ １シナリオ１回まで。
即座にシーンを終了させる。
※≪神聖言語≫→特技１つの代償－５。
※選択≪銀色の剣陣≫→ダメージロール直前・２Ｄ６Ｈ
Ｐ・ダメージ＋１０Ｄ６。

基礎ＨＰ：１３４／ＭＰ：６０

能力値：体１１/反８/知４/理１/意６/幸１
命中：２２
回避：１８
防御：２８／２１
行動：２３
移動：２８ｍ
全力：５６ｍ
▼≪巨大武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２１］点の物理ダメージ。
▼≪両手武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２１］点の物理ダメージ（ゾロ目命中でダメージ＋１Ｄ６）
▼≪片手武器≫ 至近・単体
［２Ｄ６＋２１］点の物理ダメージ。
▼≪殺戮の身体≫ 至近・単体
［３Ｄ６＋２０］点の物理ダメージ。
▼セットアップ≪闇の血統≫ １シーン１回。
８ＭＰ・自身・シーン間、ダメージ＋１Ｄ６。
▼マイナー≪毒の魔弾≫
５ＭＰ・ラウンド間【命中値】＋２、ダメージを１点与えたらバステ：毒。
▼メジャー≪ＥＰ：範囲攻撃≫ １ラウンド１回。
１Ｄ６ＨＰ・命中［範囲（選択）
］化、ダメージ＋１Ｄ６。
▼メジャー≪軍神の知恵≫ １シナリオ１回。
５ＭＰ・自身・ダメージ＋２８。
▼メジャー≪破却打ち≫
自身・ダメージ＋３０、使用後スキルウェポン破壊。
▼ダメージロール直前≪上級狂技≫
１０ＨＰ・ダメージ＋［スキルウェポン×３］。
▼ダメージロール直前≪殺界≫ １シナリオ１回。
ダメージ＋８Ｄ６。
▼ダメージロール直後≪特攻≫
ダメージ＋２Ｄ６。同値【ＨＰ】か【ＭＰ】を消費する。
▼ダメージロール直前≪ＥＰ：金色の讃歌≫ １シナリオ１回。
実ダメージ算出後、同点対象に与える。軽減不可。
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ＧＭガイド
ここでは、ＧＭ向けに書かれたテクニックについて解説し
ている。戦闘の参考にしてもらいたい。

で灯也を倒すには３５点のダメージが必要になる。令呪（＋
２０）を使用されれば５５点が必要だ。
どれくらいのラウンド間、戦闘を続けたいかに関わってく
るが、大抵の戦闘は３～４ラウンドが基本だ。令呪は２～３
ラウンドで無くなってしまうので調整が必要である。
▼例：
『ラブアゲイン』組こと、灯也＆アイザック＆奏志＆琴
子の４人パーティーの【ＨＰ】
。
●灯也：命中６、回避５
●アイザック：命中７、回避５
●奏志：命中９、回避６
●琴子：命中８、回避４
回復支援役である琴子は念頭におかない。
灯也が命中することができるキャラクターは「回避４」
、灯
也に攻撃を与えられるキャラクターは「命中７」だと算出で
きる。

■敵の【ＨＰ】の量はどれくらいがいいか？
敵キャラクターの【ＨＰ】の量を決定するには、２つの要素
が関係してくる。
ひとつは、戦闘に必要な時間（ラウンド数）だ。そしてもう
ひとつが、ＰＣが敵キャラクターに与えられるダメージ量で
ある。
ＰＣのデータがＧＭの手元にある場合は、一回の攻撃でキ
ャラクターが出せる最大のダメージを計算してみるとよいだ
ろう。ＰＣ全員分のダメージを合計すれば、そこからＰＣ達
が１ラウンドで与えられる大体のダメージ量が算出される筈
だ。
あとは、戦闘に必要なラウンド数をその数値に掛けること
で、ボスキャラクターに必要な大体の【ＨＰ】が算出される。
ただし、プレイヤー達のダイス目が悪く、平均値以上にダ
メージが出ないという事態もまま発生するので、ボスキャラ
クターの【ＨＰ】は算出された数値よりもやや低めに調整す
るとよい。
▼例：
『ラブアゲイン』組こと、灯也＆アイザック＆奏志＆琴
子の４人パーティーのダメージ算出。
●灯也：片手武器/物理３Ｄ＋５
●アイザック：浄化の一撃/霊力２Ｄ＋１（２体）
●奏志：巨大武器/物理２Ｄ＋１９（範囲）
１Ｄの期待値は４である。３Ｄということは期待値は１２、
つまり灯也は１回のダメージで１７点を出すことになる。
その計算で算出していくと、灯也＆アイザック＆奏志が一
斉にダメージを算出すると１７点＋９点＋２６点、合計５２
点のダメージが与えられる。せめて２ラウンドをもたせたい
と思ったなら、
【ＨＰ】を８０～１００点に設定しなければ総
攻撃をされたらすぐに落されてしまうだろう。
なお、この計算には令呪（達成値＋２０）が含まれていな
い。また、
【ＨＰ】を増やすだけではなく【防御点】や敵キャ
ラクターの数で対策を練ることができる。

■敵は令呪をどれくらい持っているべきか？
ＰＣ達と同じ人数、もしくは＋１人ぐらいが相応しい。
『ラブアゲイン』組なら令呪を使えるのは２人。なので敵キ
ャラクターも２人～３人が妥当だ。この場合、達成値＋２０
の恩恵が２人なら６回、３人なら９回も使えることになる。
敵キャラクターの令呪は、ダメージに使った方が盛り上が
るだろう。その際はＰＣ側のダメージ軽減がどれぐらいか、
戦闘不能回復ができるかを見極めてから使用すること。
■その他
戦闘値以外にも戦闘を盛り上げる要素は多い。
●距離
多くの攻撃は至近、ＰＣが一度に移動できるのは２０メー
トルである。つまり、３０メートル程度距離を置くことで、移
動という行動を挟まなければ攻撃することができない。
遠距離から攻撃してくるキャラクターを用意するのも効果
的だ。
●増援
ラウンドの経過や敵キャラクターの行動により、増援の敵
キャラクターが現れる。効率よく手早く敵を倒していかなけ
れば不利な状況になるというわけだ。
●戦場
戦闘を行なうシーンの状況設定で、刺激的な演出をするこ
とができる。例えば、暴走する列車の上、吊り橋など危機的な
状況では普通に戦闘をすることができない。状況に合わせた
ルールを設定するとよいだろう。
●ＡＦ判定
戦闘値を駆使して戦う以外に、ＡＦ判定に参加させるのも
手だ。他のＰＣ達が戦っている横で爆弾解除のＡＦ判定をさ
せたり、大勢の救助活動のために戦闘行為をせずＡＦ判定を
するといったシーン演出ができる。

■戦闘値を決定の仕方は？
戦闘値を決定する際に、一概にこのようにせよというのは
困難だ。なぜなら、ボスキャラクターの戦闘値は演出や戦闘
スタイルにも左右されるからである。
そのため、
【回避値】、
【防御点】は低めに、
【命中値】、
【攻撃
力】
、
【ＨＰ】は高めに設定するというのが一般論としては基
本といえる。
ＰＣの【回避値】より２以上高い【命中値】を持っているキ
ャラクターは、ＰＣたちに攻撃を当てることができるだろう。
ＰＣの【命中値】より２以上低い【回避値】を持っているキ
ャラクターには、ＰＣ達は確実に攻撃を当ててくるというこ
とだ。
▼例：
『ラブアゲイン』組こと、灯也＆アイザック＆奏志＆琴
子の４人パーティーの【ＨＰ】。
●灯也：２１
●アイザック：２２
●奏志：２９
●琴子：１５
●琴子の持つダメージ軽減の念動障壁１Ｄ＋１点軽減）
大抵のキャラクターの平均【防御点】は少なければ２、高け
れば１０である。灯也を一撃で倒すには、１回のダメージで
３０点を越さなければならない。
しかしＰＣ側にはダメージ軽減特技を持っていることが多
い。琴子は１回で５点はダメージを軽減させる。なので、一撃

いかなる状況でも、ＧＭはルールを明確にプレイヤー達に
示さなければならない。事前に特別ルールは書き起こすなど
して明文化しておくとよいだろう。
▼最終的な確認
①戦闘に掛けたいラウンド数を設定する。
②ＰＣ達の最大ダメージを確認する→敵【ＨＰ】を決定する。
③ＰＣ達がどれほどのダメージで【ＨＰ】が０になるか確認
する。
④中心となるＰＣ１人の【命中値】にマイナス２したものを
敵の【回避値】とし、また、ＰＣ１人の【回避値】にプラス２
したものを敵の【命中値】とする
⑤令呪の数、戦闘の状況を設定する。
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簡易ルールサマリー
■行為判定ルール

■ＡＦ判定

２Ｄ６＋【能力ボーナス】＋修正＝達成値
※対抗判定の場合、受動側優先。
※クリティカル値は１２。ファンブル値は２。
※判定が１Ｄ６のとき、１が出るとファンブル。

大規模行為判定。指定されたラウンド内に、高難易度の判
定を数回に分けて挑戦する。判定前に、取得している特技で
判定を行なっている演出をすると「特技１つにつきＡＦ判定
難易度を－２減少」させることができる。
例１：難易度５０の交渉判定で、
「≪魔導書≫と≪魔法剣≫
を使って相手に魔法を見せて和ませた」と演出した。使用し
た特技は２つなので、難易度が４減少。
「難易度５０－４＝４
６」まで減少した難易度で、判定に挑む。
※ＡＦ判定は、メジャーアクションに相当する。
※ＡＦ判定で算出された達成値は、蓄積する。
例２：１人目が達成値１０、２人目が達成値１２でラウン
ドが終了した場合、２ラウンド目は達成値２２から高難易度
に挑戦する。
※演出宣言された特技自体は使用されず、代償も消費しない。
※代償を消費すれば、実際に特技を使用することもできる。
※同じ特技を重複使用はできない。ラウンドが変わっても、
同じ演出で使用できない（演出を変化させれば可能とする）
難易度の最低値は１。難易度がＰＣの能力値以下になった
としても、ダイスロールによる判定に成功しなければＡＦ判
定は成功したことにならない。
※クリティカルの場合、出目を３０として扱う。
※ファンブルの場合、ＡＦ判定自体が自動失敗→判定終了。

■ダメージ算出方法
スキルウェポン＋【攻撃力】＋修正＝ダメージ合計
※命中判定でクリティカルが出た場合、ダメージ＋１Ｄ６。
※スキルウェポンを使用しない場合、ダメージ合計は【攻撃
力】＋修正のみ。

■令呪
マスター（主）とサーヴァント（従者）が主従関係になる
『契約』をすると使えるようになる、３回までの必殺技。
マスターが、サーヴァントに命ずることで使用できる。サ
ーヴァントの意思は関係なく、マスターが命令すれば効果は
発動する。
１シナリオに３回まで、以下のことが使用可能。
①令呪効果１→効果増幅。サーヴァントの行なうダイスロー
ルに＋２０。ダイスを振って求める値に＋２０。
②令呪効果２→強制召喚。サーヴァントをいかなる場所でも
シーンに登場させる。距離や結界による強制力を無視できる。
③令呪効果３→強制退場。サーヴァントをシーンから退場さ
せる。どこに退場させるか指定でき、ダメージロール直後で
も使用してダメージを受ける前にシーンから出すことが可能。
④令呪効果４→絶対命令。サーヴァントの意思に関係無く、
強制的に従わせる。
※『契約』は両者が落ち着いた状況で、接触することで可能。
（タイミング：メジャーアクション。射程：至近）
※マスターは複数のサーヴァントを持つことができるが、サ
ーヴァントは複数のマスターを持てない。

■供給
２人以上で接触し、体液を交換することで【ＨＰ】と【Ｍ
Ｐ】を１～２Ｄ６点回復する。
『契約』状態の対象との供給は、３～４Ｄ６点回復する。
※『供給』は両者が落ち着いた状況で、接触することで可能。

■戦闘ラウンド
①セットアッププロセス（戦闘参加確認をする）
②イニシアチブプロセス（誰が次にメインプロセスを行なう
か、
【行動値】を確認する。誰かのメインプロセスが終わるご
とにイニシアチブになる）
③メインプロセス（実際に行動する。１ラウンドに１人１回
マイナーアクションとメジャーアクションを行なえる。マイ
ナー→メジャーの順番で動く）
※オートアクション：マイナーやメジャーに関係なく宣言の
みで行なえる行動。回数制限はないが、同じ効果は重複不可。
※マイナーアクション：マイナー特技の使用、戦闘移動。
※メジャーアクション：メジャー特技の使用、スキルウェポ
ンなどを使って攻撃、全力移動、エンゲージ離脱、対象識別、
とどめを刺す。
④クリンナッププロセス（全員が行動済みになったら移行す
る。クリンナップが終了したらセットアップに戻る）

■正気度判定
２Ｄ６＋【正気度】＋修正＝達成値
ショッキングな出来事に立ち会った、衝撃を受けたなど、
「正気でいられるか」をチェックする判定。
失敗すると、バッドステータス『放心』になる。

■異端堕ち状態
負の感情に満たされたときに自分を強化できる追加ルール。
①射程拡大：オート。自身の全特技が［対象：範囲（選択）］［射程：
視界］になる。メインプロセス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。
②蘇生：イニシアチブ。シーン内の単体の死亡を戦闘不能に、戦闘
不能の【ＨＰ】を【体力基本値】まで、【ＭＰ】を【意志基本値】まで回
復、未行動になる。蘇生を終えたら【正気度】２Ｄ６点減少。
③代償解放：セットアップ。そのラウンド間、全代償を０にする。ラウ
ンド終了後に、【正気度】２Ｄ６点減少。
④未行動化：イニシアチブ。行動済から未行動状態になる。【行動
値】関係なく即座にメインプロセスを得る。メインプロセス終了後に、
【正気度】２Ｄ６点減少。
⑤クリティカル値減少：判定直前。自身の行為判定クリティカル値
－５。メインプロセス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。
⑥ダメージ上昇：ダメージロール直前。自身のダメージロール＋５Ｄ
６。メインプロセス終了後に、【正気度】１Ｄ６点減少。
【正気度】が０になったＰＣは暴走し殺戮や破壊行動を起
こし狂化状態となり、実質キャラロスト。

■狂化
全【能力基本値】と【攻撃力】が＋９９され、即座に戦闘修
正が変更される。狂化中は「ダメージを与える攻撃」しかする
ことができず、回復行為や支援行動をすることはできない。
また、命中対象を選択できなくなり、対象はシーンに登場
しているＰＣ、ＮＰＣ、エキストラ、オブジェクト全てをラン
ダムで決定すること。
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更新履歴
▼2018.7.31／●ライフパス特技「コネ「居酒屋さきがけ」」「コネ「エルス高級装備」」を追加。
象」に説明文加筆。

●特技データの見方の「対

▼2017.8.26／●ライフパス特技「コネ「カフェ・アリス」
」
「コネ「止まり木」
」
「コネ「バイエル」
」「コネ「丸丸百貨店」」を追加。 ●特技データの見方「対象」に説明文加筆。
▼2017.5.26／●「イレギュラー：エリス」の効果変更。

●「領域遣い：大地の一撃」
「アーティスト：ツールマスタリー」の説明文修正。

▼2017.5.20／●ライフパス特技「回復力上昇」
「特命課」
、
「狩人／死地の先」
「聖職者：特権階級」「イレギュラー：アブソポーション、エリス、チェルノボーグ」の効果変更。
●「パーソナリティーズ」鶴瀬のイラストを変更。
▼2017.2.16／●ライフパス特技「機関「朱指」
」
「領域遣い：食物錬成」の効果変更。

●「コネ「裏社会」「教会」「政治」「旧き一族」」「魔術師：魔の感知」「感応力師：最奥の記

憶」「狩人：痕跡発見」
「霊媒師：妖精使役、霊的神経」
「聖職者：心霊医学知識、物品鑑定」
「処刑人：怪力無双」「領域遣い：全方位視覚」の説明文修正。
▼2017.1.20／●「追加パーソナリティーズ～現代～」
「追加ステージ～熾天の箱庭～」
「追加ステージ～ロストワールド～」を追加。
▼2016.10.19／●「ライフパス表」を更新。追加ルール「ヘルプイベントキー」を追加。 ●新特技「英霊ルーラー」を追加。英霊の動取得＋50 副特技に特別効果を付与。
端堕ちルールの説明文修正。「異端堕ち：射程拡大」の効果修正。
●「特技データの見方」に説明文追記、
「単体※」を追加。

●異

●「バッドステータスの回復」に説明文追記。

●表記「単体※」追加により該当特技の説明文修正（「魔術師：幻惑の衣、紅蓮の指」「感応力師：同調録」「闘士：カ

バー」「霊媒師：魂装支援、霊異の鼓動、霊魂の鏡」
「聖職者：悔改めよ、さきもりの声、陣形全力移動、陣形跳躍移動、審判善」「処刑人：血の媚薬、影の軍勢、躍動の呪歌」「領
域遣い：大地の守護者、繕うもの、繰り糸」
「世界遣い：逆転運命、法則調和」
「稀人：偽神契約」
「異端者：影からの誘い、忘却の末、魔印、麗しき犠牲の盾、生体侵入、御供の
舞、闇討ち」「イレギュラー：マクスウェル」）。 ●「闘士：殺法重圧・放心・麻痺」
「聖職者：洗礼付与」「処刑人：死神の赤」「領域遣い：恵みの蔦」
「アーティスト：トランキラ
イザー」「一般特技：熟練」の効果修正。
●「魔術師：ホムンクルス生成」
「感応力師：不滅の声援」
「闘士：ライフコイン」
「狂戦士：機能維持、不屈」
「狩人：鷹の目」
「処刑人：薬物調合、惨劇」「世界遣い：輪廻の扇、
上級世界操作」「異端者：異常鉱物、異端の集い、契機惑乱」
「アーティスト：サイコロジー、アメノウズメ、ブラギ」「イレギュラー：アザトース、テュポーン」「一般特技：合成
回数、聖剣の加護、コネ「魔法少女」
」の説明文修正。
▼2016.9.19／●「異端者：一核鬼、腐敗の庭園」
「アーティスト：アテナ、キンナラ」の効果修正。
▼2016.9.10／●「狂戦士：狩場、仮面の帝王」
「狩人：交わる矢」
「領域遣い：繕うもの、繰り糸」「アーティスト：ミネルヴァ」の効果修正。 ●「処刑人：強力調合術、最高調
合術」の説明文修正。
▼2016.6.21／●「ライフパスの選択」の誤字修正。 ●ライフパス特技「機関「頭垓 所属」」の効果修正。ライフパス特技「神の力」の説明文修正。 ●異端堕ちルール「異端堕
ち：蘇生」に効果追記。

●フォーカスシステムの説明文修正。

●シナリオハンドアウトについての項目追加。

▼2016.4.18／●「一般特技：機関頭垓所属」
「霊媒師：朽ちゆく魂」
「聖職者：物品鑑定」の効果修正。 ●「令呪：強制退場」の説明文修正。 ●「Ｑ＆Ａ 世界の謎編」を更
新。
▼2016.4.4／●新特技「ライフパス特技：特命課、現場復旧委員会、心霊治療医院会、御臓、朱指、食導、頭垓、天足」を追加。「ライフパス特技：裏社会、教会、政治、旧き一
族、八木沼家」「感応力師：衝動のまなこ」
「闘士：天元突破」
「狂戦士：不屈」
「狩人：縁故の的、鷹の目」「霊媒師：縛呪、こわれ堕ち」「処刑人：死神の赤、従者吸収」「領域遣
い：爆界」
「世界遣い：逆さ落ち」
「稀人：さだめの解放」
「一般特技：痺れ薬、睡眠薬」
「ＥＰ：バステ付与、銀色の剣陣、緋色の戦鬼」の効果を変更。

●「異端者：闇討ち、上

級異能力」の説明文に追記。
▼2015.12.18／●「アーティスト：Ａ＋：ラブモーション」の効果を変更。 ●「特技内容別索引」の「ＩＣ：ルシファー」のページ数、
「異端堕ちルール」P.69、P.98 の段落を
訂正。「追加ライフパス」の表記数字を訂正。
▼2015.12.11／●「追加ライフパス」に正なる神シリーズを追加。 ●令呪ルールに選択ルール「一対契約」を追加。

●「隠密状態」ルールに追記。

●「エネミーガイド」の

ＨＰ・ＭＰ表記を修正。
▼2015.12.8／●「闘士：英雄の宣言」
「異端者：契機惑乱」の説明文を修正。

●「処刑人：血の彫像、血の配下、血の宴、従者吸収」「異端者：生体侵入」
「イレギュラー：Ｉ

＋：プロパゲイト、ＩＣ：ロキ、ＩＣ：イシュタル」の効果修正。
▼2015.9.20／●「追加ライフパス」に欺く神シリーズ、
「コネ「木ノ本アパート」
、コネ「魔王の落とし子」、コネ「レジスタンス」、コネ「田組家」」を追加。「Ｌ：コネ「シャノア
ール」」「感応力師：致命葉」「異端者：契機惑乱」の効果修正。 ●「死亡」についてのルールの説明文を修正。
▼2015.7.14／●「霊媒師：降霊術」
「異端者：魔印、黄泉の助言者、石化の魔眼、御供の舞、闇射ち」「Ａ＋：トランキライザー」の効果修正。 ●「Ａ：ブラギ」の説明文を修
正。

●「Ｑ＆Ａ」の古川財閥についてに田組家の項目を追加。異端堕ちルールの効果に追記。

▼2015.7.12／●「霊媒師：地霊操作」
「世界遣い：狂気の世界」
「アーティスト：ブラギ」の効果変更。 ●「異端者：隠者の澱」「アーティスト：ミネルヴァ」「イレギュラー：デ
スブリンガー、グロウカリバー」を修正。 ●「合成ルール」の説明文を修正。
▼2015.6.19／●「霊媒師：静かなる支配者」「霊媒師：統制者の眩暈」の効果を変更。 ●「霊媒師：魂装支援」「領域遣い：恵みの蔦」を修正。

●「行為判定ルール クリティ

カル」説明文に追記。
▼2015.3.19／●一般特技から「コネ」シリーズを削除、新一般特技を追加。 ●「一般特技：鏡の加護」の効果を変更。一般特技の説明文を修正。 ●「エネミーパワー」説明文
に追記。 ●「Ｑ＆Ａ」の「異端って何？」
「異端って人外だけなの？」の説明文を修正。
▼2015.3.18／コネをライフパス特技へ変更。ライフパス特技のページを編集＆ライフパス特技の説明文を修正。
▼2015.3.17／「追加ライフパス：英霊」を追加。
▼2015.3.16／●ライフパスを大幅変更。ボーナス特技が特技化しました。 ●「魔術師：ヒュプノスの枝、令の封殺」
「感応力師：夢の帝王」「闘士：武人の知恵」
「狂戦士：仮面
の暴君、竜巻の群舞、カウンター」
「狩人：一網打尽、長距離射撃」
「聖職者：呪いうつし」
「処刑人：悦楽の唇、血の媚薬」「領域遣い：爆散」の効果を変更。

●「魔術師：飛行

の札、天空の羽、幻想式、紅蓮の指」
「稀人：虚空の翼」
「闘士：鳥躍」
「狂戦士：単一化」「聖職者：悔改めよ」「異端者：俯瞰の風景」「ＩＣ：エリス」「ＥＰ：飛行」の説明文に追
記。

●「狩人：上級狩猟術」
「霊媒師：神霊の一撃」
「領域遣い：爆界」
「異端者：破滅の異端者」の誤字修正。

▼2015.1.16／●「聖職者：コネクション」を「コネクト」に名称変更。

●「特技内容別索引」を修正。

●「霊媒師：完視」「聖職者：霧暴き」「Ａ：ミネルヴァ」
「イレギュラー：ペネトレイトアイ」「ＥＰ：バ

ステ回復」を修正。 ●「簡易ルールサマリー」ページを修正（異端堕ち効果に未行動化を追加）＆PDF 公開。

●キャラクターシートを修正。

▼2014.12.25／「イレギュラー：デスブリンガー、グロウカリバー、アポピス」を修正。
▼2014.12.23／●「感応力師：テレキネシス、念動障壁３」
「イレギュラー：プロパゲイト」「一般特技：法衣、防護服」を修正。 ●P.99 に「更新履歴」のページを追加。
▼2014.12.12／P.98「簡易ルールサマリー」を追加。
▼2014.12.10／「アナザーワールド SRS 4th Edition」を公開。
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