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または私は如何にして心配するのを止めて世界を愛するようになったか

ナイアル　オブ　パラダイス★★

楽園な混沌の邪神
001



目次

ナイアル・オブ・パラダイスとは？004 136

137

139

141

142

143

1144

145

146

147

148

149

150

1151

154

155

156

157

158

160

1162

165

168

172

173

174

177

1181

196

198

199

220

223

224

2227

231

235

239

243

247

251

2255

260

262

264

265

269

270

271

2272

184

185

008

009

016

038

040

042

043

044

047

051

053

0054

055

056

057

058

066

067

0086

088

090

091

096

101

107

116

117

118

122

124

129

1131

132

134

003　ナイアル・オブ・パラダイスとは？

ストーリー

組織

著名人

関係表と感情表

007　世界観と設定

キーパーセクション

039　キーパーセクション

プレイヤーセクション

探索者の作成

探索者の人種

探索者の意志

探索者の職業

探索者の性格

フファミリーネーム表

導入表

信用と賞

探索者のロスト

応用技能

特殊近接技能

サンプルキャラ

探探索者シート

041　プレイヤーセクション

舞台マップ

舞台

ニューメキシコ

テキサス

ルイジアナ

デイドリーム

087　舞台

西部劇

南部貴族

インディアン

麻薬カルテル

ヴードゥー

吸血鬼

宇宇宙開発

食と嗜好品

都市伝説

115　民族伝承

アイテム

回転式拳銃（リボルバー）

自動拳銃（オートマチック）

特殊拳銃（スペシャルガン）

短機関銃（サブマシンガン）

狙撃銃（スナイパーライフル）

対対物狙撃銃（アンチマテリアルライフル）

騎兵銃（カービンライフル）

突撃銃（アサルトライフル）

散弾銃（ショットガン）

機関銃（マシンガン）

擲弾銃（グレネードランチャー）

対兵器擲弾銃（ロケットランチャー）

近近接武器

妨害武器

遠隔武器

カスタムパーツ

コスチューム

バイク

車

軍軍用車

飛行機

馬

呪物

インディアンの呪文・儀式

魔道書＆センス・オブ・ワンダー

採取・発掘アイテム

ドドラッグ

135　アイテム

モンスター

モンスターデータ

183　モンスター

シナリオ

サブシナリオ本文

サブシナリオ

サブシナリオの作成

メインシナリオ

オープニング

機機械仕掛けのストラトスフィア

ファントム・オブ・インフェルノ

キング・モンスター

魔女の穴

続・夕陽のミラージ

トリップ・ワールド

激突！トランプ・ウォール

ナナイアル・オブ・パラダイス

エンディング

195　シナリオ

オススメ映画

オススメ音楽

簡易歴史年表

参考書籍

製作協力

あとがき

奥奥付

261　アペンディクス

002



ナイアル・オブ・パラダイスとは

003



「ナイアル・オブ・パラダイス」とは、クトゥルフ神話TRPGで、映画のような「混沌の世界」を楽しむための、
ヴァリアントルール（標準的ではないルール）が掲載された本書。および、本書の舞台。

ナイアル・オブ・パラダイスとは

はじめに
異世界転生？不思議の国のアリス？タイム・スリッ
プ？死後の世界？あなたが巻き込まれるのは、混沌の
世界。時代は現代アメリカ、映画のような荒野が広が
り、自然が溢れるアメリカ南西部。ある時アメリカ南
西部に謎の物体が墜落し、その影響で時空や次元が歪
んで隔離された閉鎖空間、混沌の世界「ナイアル・オ
ブ・パラダイス」となってしまう。
麻薬と歴史・灼熱の荒野「ニューメキシコ麻薬と歴史・灼熱の荒野「ニューメキシコ」。
西部劇と宇宙・開拓の都市「テキサス」。
奴隷貴族とヴードゥー・湿潤の楽園「ルイジアナ」。
そして、墜落地点の激しい時空と次元の歪みによって
現れた、夢のような現実、剣と魔法・覚醒のドリーム
ランド「デイドリーム」。
西部劇のガンマンやインディアン、かつて栄えたアメ西部劇のガンマンやインディアン、かつて栄えたアメ
リカ貴族や黒人奴隷、さらには宇宙人やら吸血鬼やら、
外の世界と異世界の住人まで巻き込まれた、そこは文
字通り映画のような混沌の世界。何故、時空や次元が
歪んでしまったのかは誰にもわからない。外宇宙から
の飛来物か、クトゥルフ神話の邪神の力か、墜落した
際の重力波による影響か、それともアメリカ大統領を
影で操るナイアーラトテップの陰謀なのか。混沌の世影で操るナイアーラトテップの陰謀なのか。混沌の世
界で、探索者達の探索が始まる。

探索者の立場

探索者は「ナイアル・オブ・パラダイス」の世界に巻
き込まれてしまった者。もともとアメリカに在住して
いた人物かもしれないし、既に過ぎ去った時代から
蘇った人物かもしれない。または、時空と次元の歪み
により、運悪く外部の世界から転生されてしまった不
幸な一般人かもしれない。巻き込まれた原因は全く分
からない。分からないからこそ、人は様々な目的でこ
の世界を探索する探索者になるのだの世界を探索する探索者になるのだ。

探索の目的
「ナイアル・オブ・パラダイス」の世界を探索すること。
謎を解き明かすため、危険を退けるため、欲しいもの
を得るため、誰かを守るため、ただ生きるため、その
理由は様々。この混沌の世界という名の新天地、多様
なフロンティアを探索し、様々な事件や依頼や問題を
解決することが探索の目的だ。

楽しみ方・コンセプト

実際の文化や法律の知識は必要ないし、クトゥルフ神
話に拘る必要もない。現代日本から巻き込まれた学生
でも良いし、真理を追い求める神智学者でも良い。呪
文を扱う宇宙飛行士でも良いし、テクノロジーを使い
こなす狼少女でも良い。ナイアル・オブ・パラダイス
は、現代と同様かそれ以上に、好みの違いや価値観の
多様性に溢れている。そのギャップや、違うもの同士
の化学反応を楽しむことが醍醐味だ。謎に満ちた世界の化学反応を楽しむことが醍醐味だ。謎に満ちた世界
の新たな発見、価値観の違いによる面白さや豊かさ、
センス・オブ・ワンダーを感じ、ミステリーやアクショ
ンやファンタジーで、世界観の雰囲気や仲間との冒険
を楽しもう。

ルールについて
ルールはあくまで卓の秩序を保ち、混沌の世界で目的
や自身を見失わないための指針だ。KPは探索者やPL
をルールの鋳型に押し込めて、アイデンティティを壊
してはならない。アイデアは積極的に採用し、難しい
場合は素直に相談すること。混沌の世界の探索はKP
とPLの協力無くして成り立たない。また、シナリオ
等で明示されている障害の解決方法もあくまで推奨例
に過ぎない。簡単にクリアできても全く問題ない。参に過ぎない。簡単にクリアできても全く問題ない。参
加者が全員納得して楽しめて、目的を解決できれば、
クリアの手段は何でも構わないのだ。
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ナイアル・オブ・パラダイスとは

ジャンル

本書のジャンルは「パルプフィクション」。1920年代頃にはじまった「パルプマガジン」と呼ばれる雑誌の種類
のジャンル。「ウィアード・テイルズ」というパルプマガジンの雑誌では、H.P.ラヴクラフト、C・A・スミス、ロバー
ト・E・ハワードらも活躍した。クトゥルフ神話、ヒーロー、冒険活劇、西部劇、探偵ミステリ、SF、怪奇ホラー、
恋愛、ギャング、戦争など、様々な作品を含んでいた。常識に捕らわれない魅力的な意欲作がある反面、コメディ
やエロなど、低俗な大衆向けエンターテイメントもあり多様性に溢れている。ライトノベルやＢ級・Ｚ級映画など
が「現代のパルプフィクション」だろう。

クトゥルフ神話になる前のクトゥルフ神話

本書はクトゥルフ神話TRPGの同人誌だが、1970年代にクトゥルフ神話が人気を集めるまでの、混沌とした時
代のクトゥルフ神話性にスポットを置いている。昔は「ホラー（恐怖）」という言葉すら存在せず、ハイパーボリ
アなどのヒロイックファンタジークトゥルフ神話の人気が強く、ホラーは「ウィアード・メナス（奇妙な脅威）」
と呼ばれていた。H.P.ラヴクラフトの作品は1920～30年代の連載当初から人気があったわけではなく、死後オー
ガスト・ダーレスをはじめとしたラヴクラフトを慕う友人達の尽力を経て、クトゥルフ神話として形成された。し
かし、アメコミの登場や戦争の影響で、クトゥルフ神話及びラヴクラフトが活躍していた雑誌ウィアード・テイル
ズの人気は落ち込む。その後、1970年代にシリーズものや連載もののパルプ小説が求められ、形成されたクトゥ
ルフ神話とともに、ウィアールフ神話とともに、ウィアード・テイルズが復活し、ラヴクラフトはコズミックホラーの大御所として神格化され、
クトゥルフ神話は人気を集めることになった。

有名なパルプマガジン

アメージング・ストーリーズ
1926年に創刊された世界初の
SF専門誌。H・G・ウェルズ、
エドガー・アラン・ポー、ジュー
ル・ヴェルヌなど有名な作家の
作品が掲載された。

ウィアード・テイルズ
1923年に創刊された怪奇、ファ
ンタジー、SF専門誌。ラヴクラ
フト、スミス、ロバートなど、
クトゥルフ神話でおなじみの作
家の作品が掲載された。

ファントム・ディテクティブ
1933年に創刊されたパルプ
ヒーロー「ファントム」が活躍
するキャラクターものパルプマ
ガジン。後のアメコミやダーク
ヒーローに影響を与えた。

アーゴシー
1882年に創刊された史上最初
のパルプマガジン。最初は紙の
品質も悪く、挿絵は勿論、表紙
のイラストすら存在しなかった。

CC0 Creative Commons CC0 Creative Commons

CC0 Creative Commons CC0 Creative Commons
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ナイアル・オブ・パラダイスとは

ナイアル・オブ・パラダイスのパルプフィクション

クトゥルフ神話
混沌の邪神ナイアーラトテップの混沌の邪神ナイアーラトテップの
名を冠するナイアル・オブ・パラ
ダイスは、言うまでも無くクトゥ
ルフ神話だ。本書では特に、宇宙
科学と神秘魔術、恐怖と好奇心、
相反する2つの要素を含んだカル
ト的魅力を楽しんでほしい。

センス・オブ・ワンダー
色彩豊かな新しい世界観、超未来色彩豊かな新しい世界観、超未来
の異界のテクノロジー。古いけど
新しい、不思議な感動を与えてく
れるレトロフューチャーな素敵な
デザイン。夢と未来あるジュブナ
イルがワクワクするSF。

剣と魔法と異世界
ある日突然、剣と魔法の異世界にある日突然、剣と魔法の異世界に
降り立った常人か、日常に落ちて
きた異邦人か。剣と魔法、神や魔
王、美女や王子との出会い。文化
と文明・入れ替わりなど、その
ギャップが面白い異世界日常コメ
ディや冒険。

B級・Z級映画
チープだけど、やりたいことはわチープだけど、やりたいことはわ
かる！いや、まるで意味がわから
ん！細かいことは良いんだよ！サ
クッと楽しめるケレン味溢れる愛
すべき作品達。サメ！ゾンビ！宇
宙人！クソは褒め言葉。

オカルト魔術
インディアンの精霊崇拝インディアンの精霊崇拝、ヴー
ドゥーの憑依的魔術、アステカの
吸血鬼、幽霊屋敷に古い田舎。民
俗学・考古学的アーティファクト
や遺跡、はたまた怪文書やアメリ
カの都市伝説。謎に包まれた未知
なる魅力。

西部開拓時代
南北戦争、南部貴族、大陸横断鉄南北戦争、南部貴族、大陸横断鉄
道、酒場のアウトロー、美しく愉
しい娼婦、粋なバーテン、そして
ちょっと頑固な保安官。颯爽と馬
に乗り、荒野を駆け、夕陽を背景
に愛する者のため一騎打ちの決
闘。そんな古きロマンの物語。

70年代ポップカルチャー
サイケデリックサイケデリックとLSDが創った、
国家に縛られないヒッピーの楽
園。性別も人種も愛も全てが自由。
カントリーとディスコと、ノリの
良いグラムロックの音楽で踊りな
がら、ボク達は多様性と豊かさ、
本当の幸福に満たされる。

ダークヒーロー
パルプマガジンで活躍した怪傑ゾパルプマガジンで活躍した怪傑ゾ
ロ、ファントム、シャドウなどの、
バットマンをはじめとする正統派
ではないダークヒーローの元祖。
弱きを助け強きを挫く民衆の英
雄。または謎めいた魅力ある覆面
の怪傑。
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世界観と設定 - ストーリー

大統領の爆弾投下計画
世間を騒がす第45代アメリカ合衆国大統領「ドナル
ド・トランプ」は、「メキシコ」からアメリカ南西部
にやってくる、危険な麻薬組織の入国を防ぎ、アメリ
カの平和を守るため、アメリカとメキシコの国境に「壁
」を作ろうとする。しかし、麻薬組織が妨害し「壁」
の建設は難航していた。そんな折、大統領の補佐「ス
ティーブン」という男がトランプに提案をする。その
提案とは「メキシコ国境に爆弾を落とし、邪魔な人間提案とは「メキシコ国境に爆弾を落とし、邪魔な人間
を一掃する」という恐ろしい計画だった。トランプは
当然反対するが、目的のための犠牲と説得され、計画
を承認してしまう。そして、隕石の墜落や核実験の地
であるメキシコ国境近くに、軍の極秘裏の実験と称し、
爆弾を投下することが決定した。

知られざる恐るべき陰謀
この計画の恐るべき陰謀、それは「スティーブン」と
いう男が、世界の破壊と混沌を望むクトゥルフ神話の
トリックスター「ナイアーラトテップ」の化身だとい
うことだ。ナイアーラトテップの真の目的は、爆弾投
下による単純な一掃などではない。彼が実際に投下さ
せたものは、宇宙から呼び寄せた「時空と次元を捻じ
曲げてしまう性質を持った、クトゥルフ神話の巨大な
神話生物」だった。かくしてアメリカ南西部は、次元神話生物」だった。かくしてアメリカ南西部は、次元
と時空が歪んだ閉鎖的異世界、混沌の邪神な楽園「ナ
イアル・オブ・パラダイス」となってしまう。ようや
く事実に気づいたトランプは、もはや自身の力で解決
する術は無く、完全にナイアーラトテップの傀儡とな
るしかなかった。

楽園は現代アメリカを基準としているが、植物や生物
は侵蝕され、未知なる異形のものが溢れ出し、常に様々
なものが変化する状態となり、その世界の全てを把握
できる者は、誰一人として存在しなかった。

混沌の邪神な楽園
楽園には様々なものが巻き込まれた。もともとアメリ
カに在住していた現代人、既に死んだはずの歴史と
なった人々、外の世界で暮らしていた異邦人、太古の
文明や遺産、未来や宇宙のテクノロジーなど、まさに
楽園は混沌と化していた。

ニューフロンティア
混沌の楽園で人々が手を取り合い、助け合い始めたこ
ろ、二人の男が名乗りを上げる。一人はアメリカで最
も人気があり偉大とされた大統領「エイブラハム・リ
ンカーン」、もう一人はアメリカで最も若い大統領
「ジョン・F・ケネディ」。奇妙なことに、二人とも民
衆のために戦い、暗殺されたことをはじめ、類似点が
多く、意気投合する。リンカーンとケネディは互いに
手を取り合い手を取り合い、この未開拓の楽園を統治するために「ナ
イアル・オブ・パラダイス大統領」に立候補し「ニュー
フロンティア」という政策を掲げる。それはこの世界
を象徴する「宇宙驚異」「幻想世界」「超常怪物」「神
秘魔術」「西部開拓」「混沌文化」「犯罪組織」の7つ
の新しいフロンティア（新天地）を統治することだっ
た。人々はリンカーンとケネディの元に集い、協力し、
徐々に楽園の統治が始まった徐々に楽園の統治が始まった。
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この世界には様々な組織が、支部・拠点を置き、活動をしている。
探索者は、この世界を理解し、生きる中で、様々な組織と関わることになるだろう。

世界観と設定 - 組織

インサイド・ステイツ・オブ・アメリカ

関連度の高い神話生物
なし

組織概要
この世界に秩序ある生活をもたら
すために活動する、大規模な民間
主要組織にして、この世界の政治
中枢。現代文明社会的な多くの一
般人が助け合っている。

本書での役割
初めて異世界に訪れる初心者のた
めの組織。要は現代社会。特別な
言語も要らず、極端な価値観も無
く、攻撃性も低いので、異世界に
慣れないPLのために活用しよう。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

インサイド
民間組織
★★★★
30％
テキサス
エイブラハム・リンカーン

インサイド・アームド・フォース

関連度の高い神話生物
なし

組織概要
アメリカ合衆国が保有する陸海空
軍。近代的な世界最高水準の装備
や兵器を保持し、実戦経験豊富で
優秀な人材が揃っている。名実と
もに世界最強の軍隊。

本書での役割
アメリカ軍は主にナイアル・オブ・
パラダイス内の異常事態の解決
や、異形の生物の撃退、外の世界
に出るために、外部との通信を試
みたり、様々な研究をしている。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

米軍、北軍
国家権力
★★★
20％
テキサス
ジョン・F・ケネディ

ハロウィン

関連度の高い神話生物
ウムル・アト=タウィル、ヤディス
の住人、古きもの、ジャック・オー・
ランタン、物体X

組織概要
「インサイド」に溶け込めない奇
人・変人・異世界人・宇宙人・異
形の者の集まり。多様性を認め合
い組織として成立している、まさ
にハロウィンのような場所。

本書での役割
変わった人を楽しみたいPLのた
めの組織。組織のルールなど存在
せず、皆が皆自由気まま。既存の
価値観に捕われたくない自由なプ
レイを楽しむのにオススメだ。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

なし
民間組織
★★
80％
デイドリーム
チャンドラプトゥラ
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世界観と設定 - 組織

アンテベラム

関連度の高い神話生物
アリエル、嘆きの聖母たち

組織概要
黒人奴隷を雇い、自由貿易を望ん
で合衆国と対立した連合軍、また
は南部貴族と呼ばれる上流階級の
人々が集う組織。軍隊や貴族の社
交界など中世の雰囲気が漂う。

本書での役割
異世界の奴隷と貴族の復活に合わ
せて復活した組織。米軍同様異世
界の問題に関わる事件や、奴隷・
貴族・南北戦争的なシナリオが主
に出番とされる。

参考作品
風と共に去りぬ、若草物語

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

南軍、サザンクロス
国家権力
★★★★
40％
ルイジアナ
ロバート・E・リー

テキサス・レンジャー

関連度の高い神話生物
なし

組織概要
主にテキサスを守護する法執行機
関。悪党やならず者を退治し、町
の平和を守るが、正義の権威を振
りかざし、暴走する黒い側面もあ
る。

本書での役割
西部劇を楽しみたいときに活用で
きる組織。その役割は西部劇の警
察でありギルド、または黒幕かも
しれない。

参考作品
俺たちに明日はない、テキサス
SWAT、テキサス・レンジャーズ

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

なし
執行機関
★★★
10％
テキサス
フランク・ヘイマー

ワイルド・バンチ

関連度の高い神話生物
イゴーロナク、ゴル＝ゴロス

組織概要
銀行強盗、店の強盗、列車強盗、
法執行官殺人などを行う雑然と結
成された悪名轟く強盗団。メン
バーはナプキンで口を隠した覆面
をしているのが特徴。

本書での役割
西部劇の便利な悪党組織。ザコか
らボスまでお任せあれ。金と暴力
とSEX大好きな悪党野郎が大半、
躊躇なくぶっ潰そう。あえて悪党
側でプレイするのもアリ。

参考作品
ワイルドバンチ、明日に向って撃て!

THE WI
LD

BUNCH
略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

なし
民間組織
★★★
20％
テキサス
ブッチ・キャシディ



世界観と設定 - 組織

アメリカ航空宇宙局

関連度の高い神話生物
ラム、ミ＝ゴ、イスの偉大なる種族

組織概要
宇宙開発に関わる計画を担当する
連邦機関。宇宙の監視・開発・研
究を行い、スペースガードと呼ば
れる部署では宇宙的脅威の対策も
している。

本書での役割
異世界の謎異世界の謎やSF的なシナリオを
楽しみたいときに都合の良い組
織。この世界のNASAは宇宙開
発だけでなく、色んなことを研究
している。時空や次元で困ったら
NASAに行こう。

参考作品
オデッセイ、ドリーム

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

NASA
研究機関
★★★
40％
テキサス
ジム・ラヴェル

マジェスティック・トゥウェルヴ

関連度の高い神話生物
宇宙からの色、火星人、ザール、
X-2634

組織概要
宇宙人に関する調査・接触・交渉
を、秘密裏に行ってきた、12人
の専門家から構成される委員会。
世界を陰で操っていると噂されて
いる。

本書での役割
宇宙人宇宙人やUFOが絡んだ、SF的
なシナリオで影から操る謎の組
織、または黒幕。混沌の世界の原
因にMJ-12にが絡んでいる可能
性が高いが、真偽のほどは定かで
はない。

参考作品
未知との遭遇、E.T、フォース・カ
インド

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

MJ-12
国家権力
★
60％
ニューメキシコ
ヴァネヴァー・ブッシュ

クー・クラックス・クラン

関連度の高い神話生物
聖なる光

組織概要
黒人、アジア人などの人種の市民黒人、アジア人などの人種の市民
権に対し異を唱え、カトリックや、
同性愛者の権利運動やフェミニズ
ムなどに対しても反対の立場を
取ってデモ活動を行う白人至上主
義団体。

本書での役割
黒人、インディアン、LGBT、マ
ジョリティなど、差別や支配に苦
しむ人々を助ける社会的シナリオ
の悪役として役立つ組織。

参考作品
アメリカン・ヒストリーX、マルコム
X、オレンジの種五つ

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

KKK
秘密結社
★★★
30％
ルイジアナ
ネイサン・フォレスト



世界観と設定 - 組織

アンダー・グラウンド・レールロード

関連度の高い神話生物
グール、オスイェグ、星のよどみに
潜むもの

組織概要
奴隷制度が認められていた組織か
ら、奴隷の亡命の手助けをする秘
密組織。地下鉄はその逃亡経路そ
のものを指す場合もあり、自由の
象徴とされている。

本書での役割
奴隷や黒人救出、または脱出や脱
走シナリオで活躍するであろう組
織。地下鉄という名のとおり、列
車や電車、地下を舞台とした特殊
なシナリオも楽しめるだろう。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

地下鉄道・地下鉄組織
秘密結社
★★
10％
ルイジアナ
ハリエット・タブマン

ヴードゥーの魔女団

関連度の高い神話生物
イグ、暗黒の男、宿主、バロン・サ
ムディ、緑の男

組織概要
セイラム本拠地の魔女団。組織を
持たないヴードゥーを支援する団
体であるが、時に邪悪な儀式を行
う悪の側面を見せることもある。

本書での役割
ヴードゥーは組織を持たないたヴードゥーは組織を持たないた
め、その代替としての組織。ヴー
ドゥー以外にも魔術やオカルトめ
いたもの、幽霊や霊媒などで助言
を賜りたい時にも頼りになるだろ
う。

参考作品
スケルトンキー、エンゼル・ハート

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

魔女団
秘密組織
★
80％
ルイジアナ
ケザイア・メーソン

レッド・パワー

関連度の高い神話生物
イドラ、ココペリ、オサダゴワ、
テスカトリポカ

組織概要
差別・排斥されたインディアンの
様々な権利運動団体。デモや占拠
抗議といった直接的行動に訴えた
り、暴力を行わない組織などがあ
る。

本書での役割
インディアンのための組織。伝統インディアンのための組織。伝統
的な民族然とした人々から、現代
人と全く変わらない人々まで
様々。多様性を上手く活用するこ
とで、シナリオに深みが増すだろ
う。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

AIM、WELRP
民間組織
★★
30％
テキサス
クアナ・パーカー



世界観と設定 - 組織

麻薬取締局

関連度の高い神話生物
なし

組織概要
ニクソン大統領が創設した麻薬調
査および追跡に関する単独責任を
有している主導機関。テキサスや
メキシコで目を光らせ、麻薬絡み
の犯罪の対処に奔走している。

本書での役割
麻薬事件の警察的存在。局長ミッ麻薬事件の警察的存在。局長ミッ
シェル・レオンハートを中心に取
り締まりや逮捕を主に行うが、麻
薬への価値観が多様化しているの
で、最近は取り締まりの程度にも
悩んでいる。

参考作品
ブレイキング・バッド、ボーダーライ
ン、サボタージュ

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

DEA
執行機関
★★★
10％
ニューメキシコ
ミッシェル・レオンハート

麻薬カルテル

関連度の高い神話生物
アトラック＝ナチャ、バオート・ズッ
クァ＝モグ

組織概要
麻薬を巡り血生臭い抗争を繰り広麻薬を巡り血生臭い抗争を繰り広
げる危険な組織。常人の想像を絶
する残酷な所業が行われ、まとも
な人間が対峙すれば、肉体・精神
的にいとも簡単に壊されてしま
う。

本書での役割
麻薬に関わらず、ギャング、マフィ
ア、殺人、強盗、誘拐、売春、犯
罪ならなんでもござれ。麻薬取引
や銃器密輸のような、交渉系のシ
ナリオでも出番が多いとされる。

参考作品
カルテル・ランド、マイ・ボディガー
ド、MISS BALA／銃弾

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

なし
秘密組織
★★★★
20％
ニューメキシコ、テキサス
アルトゥーロ・デセナ

ピンカートン探偵社

関連度の高い神話生物
なし

組織概要
身辺警護、軍の請負、スパイまで、
手広く営業する、私立探偵アラン・
ピンカートンの探偵警備会社。ア
メリカ陸軍の将兵を上回る人数の
探偵を雇用している。

本書での役割
サスペンスやミステリー、事件か
ら始まる探偵的なシナリオのため
の組織。探偵社に持ち込まれた依
頼を軸に、幅広く普遍的なシナリ
オを展開できるだろう。

参考作品
明日に向って撃て！、レジェンド・オ
ブ・ゾロ、3時10分、決断のとき

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

ピンカートン
民間組織
★★
30％
テキサス
アラン・ピンカートン



世界観と設定 - 組織

スピーク・イージーズ

関連度の高い神話生物
ビヤーキー、深きもの

組織概要
禁酒法時代の違法酒場、ウエスタ禁酒法時代の違法酒場、ウエスタ
ン・サルーン、売春宿、賭博場な
どの集合体的組織。バーテンやマ
スター、踊り子や音楽家、善悪問
わず酒好き・イロモノ好きな者達
の楽園。

本書での役割
様々な者が集う酒場は情報収集に様々な者が集う酒場は情報収集に
うってつけの場所となるだろう。
また、娼婦やギャンブラー、とき
にはマフィアやドラッグなどの危
険な香り漂うものとも非常に愛称
が良い。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

スピークイージー
秘密組織
★★
40％
テキサス
テキサス・ガイナン

特務研究機関モナーク

関連度の高い神話生物
グロス＝ゴールカ

組織概要
地球に棲息している巨大生物や未
開の地に関する調査・研究を行っ
ている秘密組織。公的な特務研究
機関だが、極秘裏に禁止区域に潜
入したり、秘密主義な面が目立つ。

本書での役割
獰猛な生物の討伐、または研究の
ため未確認生物の捕獲など、異常
な怪物に関わる事件や任務専門の
組織。危険度の高い展開が予想さ
れるため、戦闘技能は不可欠だ。

参考作品
キングコング: 髑髏島の巨神、
GODZILLA ゴジラ

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

モナーク
研究機関
★★★
60％
ニューメキシコ
ハリー・S・トルーマン

ヒューズ・エアクラフト

関連度の高い神話生物
チクタクマン、ルンク

組織概要
偵察機、飛行艇、ヘリ、宇宙探索
機や通信衛星も開発する、発明家
ハワード・ヒューズの製造会社。
多くの技師、パイロット、軍人な
どが集まる。

本書での役割
エンジニアや発明、未開の地や上
空を舞台とするシナリオで必要と
される組織。軍事関係や、レース・
コンテストなどの大会を絡めても
面白いだろう。

参考作品
なし

HUGHES
HUGHES AIRCRAFT COMPANY

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

－
民間組織
★★
40％
テキサス
ハワード・ヒューズ



世界観と設定 - 組織

ルシファー・スカイ・ダイヤモンド

関連度の高い神話生物
ツァトゥグア、ナグとイェブ、リリス、
ウーツル＝ヘーア

組織概要
ホームレスやLGBTなど社会的
弱者および、ヒッピーによる組織。
人々に文化の普及と理解を呼びか
け、世の中を変え、誰もが真の自
由を手に入れるために活動する。

本書での役割
様々な理由で社会との折り合いが
つかない者達の救済、またはヒッ
ピー文化やドラッグ、性的な問題
や事件などを主題としたシナリオ
で重要となる組織。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

LSD
民間組織
★
40％
ルイジアナ
ヒッピーやLGBT

サウス・バイ・サウスウエスト

関連度の高い神話生物
トルネンブラ、スグルオの住人、コ
ラジン

組織概要
音楽・映画・展覧会・講演会・コ音楽・映画・展覧会・講演会・コ
ンテンストなど、音楽祭として始
まった大規模エンターテイメント
イベントおよび、それを愛する者
たちの集合体的活動や、付随する
様々なグループ。

本書での役割
複数のグループや一人のアーティ複数のグループや一人のアーティ
ストに関わらず、音楽、芸術、様々
なエンタメをテーマとしたシナリ
オ、またはイベントを主体とした
事件の主催として必要な組織とな
るだろう。

参考作品
なし

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

SXSW
民間組織
★★★
30％
テキサス
様々なアーティスト

ナイアル・アナキズム

関連度の高い神話生物
ナイアーラトテップ

組織概要
善良な人々を支配する権力の悪事
の解決を主目的とした反権力秘密
組織。表と裏の顔を持ち、その存
在は極一部を除き、秘匿されてい
る。

本書での役割
警察機関や保安組織では法的に裁
けない悪を裁くダークヒーローの
組織。一般社会人では難しい法を
犯すスリルや巨悪を倒す爽快感を
楽しむことをオススメする。

参考作品
ナイアル・アナキズム、怪傑ゾロ、ファ
ントム

略称別名
組織区分
規模強さ
神話干渉
支部拠点
関連人物

なし
秘密組織
★
80％
ルイジアナ
なし



本書の世界には、様々な著名人が活躍している。彼らは時に探索者の味方となり、敵となり、または何か頼み事を
してくることもあるだろう。彼らの役割は、探索者に関わることで、シナリオや世界観を把握しやすく、円滑に進
めるための案内人であり、障害である。

世界観と設定 - 著名人

人物のゲーム的なデータについて
セッションの主役はあくまで探索者であるため、著名
人には能動的に行動するための明確な技能や戦闘デー
タといったゲーム的なデータは定められていない。も
し戦闘のデータや能力値が必要な場合は、モンスター
ページのデータを活用したり、探索者作成ルールを参
考に、ダイスをロールまたは任意の方法で決定するこ
と。参考例として、75％前後の得意技能や呪文を所持
しているが、それ以外にも様々な技能を所持しているしているが、それ以外にも様々な技能を所持している
だろう。著名人のゲーム的なデータは、混沌の世界同
様、必ずしも常に一定でなくても良い。

過去の人物の状態について
著名人をはじめとする過去の時代の人物の状態は定め
らていない。現代の文明を使いこなしているかもしれ
ないし、受け入れていないかもしれない。過去の記憶
を全て持っているかもしれないし、部分的に忘れてし
まっているかもしれない。一度会った人物に再び会う
時、若返ったり老いたりした状態で再会してもなんら
不思議ではない。もしかしたら、別の時代の同一人物
が存在しているかもしれない。全てはセッションの面が存在しているかもしれない。全てはセッションの面
白さや、参加者の都合の良いように変更してしまって
構わない。

本書に掲載されていない著名人について
混沌の世界には、ありとあらゆる場所と時代の人物が
存在していても、なんら不思議ではない。原始時代だ
ろうが、中世日本だろうが、第二次大戦中のナチスだ
ろうが、好きな人物を巻き込んでしまっても構わない。
しかし、本書の舞台はあくまでアメリカ南西部をベー
スとした混沌の世界だ。アメリカ南西部周辺に縁のあ
る人物の方が、活かせる要素も多いだろう。本書には
掲載されていないが、クトゥルフの呼び声のルグラー掲載されていないが、クトゥルフの呼び声のルグラー
ス警部。近海のカリブ海で活躍したカリブの海賊達。
キューバの革命家チェ・ゲバラなどが居ても面白いか
もしれない。

著名人の同伴
探索に著名人が同伴するケースもあるだろう。シナリ
オと直接関係無い好きな著名人を同伴させて構わない
が、処理が面倒になるため、多くても3人程度までが
望ましい。また同伴する著名人の役割は、基本的に探
索者のサポートであり、著名人はサポートするための
固有の能力「イデオロギー」を所持している。

著名人に教えを乞う
本書の世界の著名人は、探索者の敵となることもあれ
ば、頼もしい味方となることもある。著名人と友好関
係を築くか、何かしらの贈り物をすることで、呪文や
技能について、教えを乞うことができる。本書では、
呪文はINT×3に成功することで習得し、技能は
D100をロールして技能値以上の出目を出せば、
1D10ポイント上昇する。どちらも教えを乞いながら、
一日かける必要がある一日かける必要がある。

史実や現実との違い
全ての著名人は、史実や現実を参考にしたうえで、本
書の世界に巻き込まれたという設定の架空のフィク
ション。事実を参考にしているが、100％事実ではな
い。混沌の世界に巻き込まれたことで、その性格や価
値観が180度変わっていても、全く不自然ではない。
また、特定の価値観、思想、人種、団体を誹謗中傷す
るものではない。
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人民のため戦う偉大な大統領
エイブラハム・リンカーン

アメリカ合衆国16代目にして、共和
党初代にして、名実共に最も偉大な大
統領。奴隷解放や南北戦争の国家分裂
の危機をを乗り越えた。戦没者を追悼
し、民主主義の基礎主張したことで有
名な「ゲティスバーグ演説」をはじめ、
政治的業績やリーダーシップを高く評
価されている。本書では、民衆の人気価されている。本書では、民衆の人気
を集めるナイアル・オブ・パラダイス
初代大統領にして、斧を手に異形と戦
うモンスターハンター。

強い決意こそが
何にもまして重要だ

参考作品
リンカーン、リンカーン/秘密の書、リン
カーン vs ゾンビ

主な習得項目
斧、説得、信頼、異形と戦うための
1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
モンスターハンター
各地
援助者／高慢

Illustrated by goking／山田剛毅

病弱女好き人気者副大統領
ジョン・F・ケネディ

第35代アメリカ合衆国大統領。移民、
女性、労働階級の支持が高い民主党に
所属。ニューフロンティア政策により、
経済・健康・教育・平和・差別・宇宙
開発・援助により、短い任期で多くの
ことを成し遂げ、民衆の支持を多く集
めるが、暗殺されてしまう。本書では、
新たな「ニューフロンティア政策」で新たな「ニューフロンティア政策」で
世界を治めつつ、リンカーンの補佐を
務めるナイアル・オブ・パラダイス副
大統領。

人が死んでも思想は残る
私は恐れない

参考作品
JFK、ジャッキー ファーストレディ 最後
の使命、ダラスの熱い日

主な習得項目
説得、信頼、法律 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ステイツマン 
テキサス州会議事堂 
挑戦者／色欲

Illustrated by はるの

民の意を借る王国の支配者
ヒューイ・ロング

大恐慌期の米国でルイジアナの政治を
牛耳り、殆ど私物化した王国を築いた
政治家。通称キングフィッシュ。刺激
的な演説で支持者を増やし、新聞を規
制し、民兵まで組織して独裁を確立。
貧しい大衆の熱狂で権力を手にした
「アメリカン・ファシズム」の体現者。
本書でも、自分の王国を作ろうと目論本書でも、自分の王国を作ろうと目論
んでいるが、なかなか上手くいかない。

誰もが王様であり
富は共有すべきなのだ！

参考作品
オール・ザ・キングスメン、キングフィッ
シュ 大統領への挑戦

主な習得項目
言いくるめ、法律、歴史 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
ステイツマン 
ルイジアナ州会議事堂 
挑戦者／色欲

Illustrated by パンダ＝ヒロ
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主な人間関係

ジョン・F・ケネディ

クアナ・パーカー

トラキーク

仲間関係／感謝している

地域関係／罪悪感を感じる

敵対関係／用心している

主な人間関係

エイブラハム・リンカーン

リー・ハーヴェイ・オズワルド

ジム・ラヴェル

仲間関係／憧れを抱いている

敵対関係／恐怖している

上下関係／期待している

主な人間関係

マルコムX

ネイサン・ベッドフォード・フォレスト

カルロス・マルセロ

敵対関係／用心している

協力関係／用心している

地域関係／用心している

イデオロギー／人民のための戦い

同行時シナリオ中1回だけ、探索者へ
のダメージを代わりに受ける。

イデオロギー／ニューフロンティア精神

同行時シナリオ中1回だけ、探索者が
失敗した判定に、もう一度チャンスを
与える。

イデオロギー／富の共有

同行時シナリオ中1回だけ、探索者が
欲しい品物を一段階低い価値で手に入
れる。
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人権のための過激な政治戦士
マルコムX

黒人公民権運動活動家。ネーション・
オブ・イスラムのスポークスマン、ム
スリム・モスク・インクおよびアフリ
カ系アメリカ人統一機構の創立者でも
ある。キング牧師と対照的に、アメリ
カで最も著名で攻撃的な黒人解放指導
者として知られている。本書でも、そ
の性質や活動に変わりはないが、経験の性質や活動に変わりはないが、経験
によりやや穏やかな時もある。

自由の為に死ぬ覚悟が無いなら
お前の中から自由を消すがいい

参考作品
マルコムX、グローリー/明日への行進

主な習得項目
法律、図書館、心理学、本質に関係す
る1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ネグロイド 
ステイツマン 
ルイジアナ州立大学 
忠実家／恐怖

Illustrated by 函丞 蒸汽

人権のための非暴力の代弁者
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

プロテスタントバプテスト派の牧師。
キング牧師の名で知られ、アフリカ系
アメリカ人公民権運動の指導者として
活動。「I Have a Dream」（私には夢
がある）で有名な演説を行った。ノー
ベル平和賞受賞者にして、人種差別の
歴史を語る上で重要な人物の一人。本
書でも、その性質や活動に変わりはな書でも、その性質や活動に変わりはな
く、黒人をはじめとした多くの人の力
になっている。

自由は与えられるものではない
求めるものなのだ

参考作品
マルコムX、グローリー/明日への行進

主な習得項目
信頼、心理学、オカルト など

人種 
職業
拠点
性格

ネグロイド 
ステイツマン 
セント・ルイス大聖堂 
調停者／怠惰

Illustrated by パンダ＝ヒロ

奴隷解放の地下女神
ハリエット・タブマン

奴隷にして解放運動家。奴隷が逃げる
ための秘密組織「地下鉄道」の女性指
導者のひとり。その功績から「黒人の
モーセ」と呼ばれる。南北戦争中は、
コックおよび看護婦、北軍のスパイと
しても活動した。奴隷監督から受けた
殴打による後遺症でナルコレプシーと
てんかんを患う。本書でも、その性質てんかんを患う。本書でも、その性質
や活動に変わりはなく、黒人をはじめ
とした多くの人の力になっている。

すべての偉大な夢は
夢見る者から始まるのです

参考作品
なし

主な習得項目
信頼、オカルト、変装、解放のための
1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ネグロイド 
マンディンゴ 
旧ウルスラ会修道院 
援助者／高慢

Illustrated by おにん

主な人間関係

ヒューイ・ロング

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

アンブローズ・ビアス

敵対関係／不満を抱いている

地域関係／不満を抱いている

上下関係／憧れを抱いている

主な人間関係

マルコムX

クアナ・パーカー

ロバート・E・リー

地域関係／不安を感じる

協力関係／友情を感じている

地域関係／憧れを抱いている

主な人間関係

マリー・ラヴォー

ジョン・ヘンリー

ルイ・アームストロング

協力関係／穏やかな気持ちになる

仲間関係／感謝している

主客関係／楽しい気持ちになる

イデオロギー／攻撃的解放運動

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
白人へのダメージに＋2D6加算。

イデオロギー／明日への一歩

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜説得＞を必ず成功させる。

イデオロギー／地下鉄道

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員が戦闘から即座に離脱できる。

018



世界観と設定 - 著名人

門を越えた伝道師
チャンドラプトゥラ

妖術師の祖先を持つ、神秘学者にして
東洋学者兼数学者ランドルフ・カー
ター。第一次大戦ではフランス人の外
人部隊として参戦。現実世界の人々の
野心を無意味と悟り、夢の世界に思い
を馳せる。年老いて謎の失踪を遂げて
いたが、神秘家チャンドラプトゥラと
して帰って来た。本書では、外の世界して帰って来た。本書では、外の世界
からの迷い人に対し、この世界の処世
術の伝道師として活動している。デイ
ドリームの最深部へ至る鍵の一つ「銀
の鍵」を所持している。

彼らは知らない、習わしや
訓えの中にこそ基準があることを

参考作品
銀の鍵の門を越えて

主な習得項目
オカルト、図書館、考古学、クトゥルフ
神話に関係する全ての呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー 
シャーマン 
月影の夜城ナイナレン 
空想家／嫉妬

Illustrated by goking／山田剛毅

偏屈な小説家
アンブローズ・ビアス

アメリカの作家、ジャーナリスト、コ
ラムニスト。人間の本質を冷笑をもっ
て見据え、容赦ない毒舌をふるったこ
とから「辛辣なビアス」と渾名された。
クトゥルフ神話作品「カルコサの住民
」「羊飼いのハイタ」の作者。諸説様々
な謎の失踪を遂げていた。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、異世その性質や活動に変わりはなく、異世
界について執筆をしている。

世間とは
不特定多数の個人だ

参考作品
なし

主な習得項目
芸術（小説）、図書館、人類学、
クトゥルフ神話に関係する1D3種類
の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

アウトサイダー 
ミンストレル 
魔術学園ノイエール 
観察者／強欲

Illustrated by 函丞 蒸汽

慕われしヴードゥーの司祭
マリー・ラヴォー

19世紀最高のヴードゥーの女司祭。
救いを求める人に誰でも惜しみなく魔
術を施し、数百万人に奇跡を起こした
力ある偉大な人物。死後、聖霊になっ
たと言われ、彼女の墓には魔力の救い
を必要とする人々が後を絶たず、一世
紀以上、愛され、尊敬されている。本
書でも、その性質や活動に変わりはな書でも、その性質や活動に変わりはな
く、様々な人々の力になっている。ま
た彼女は全てのヴードゥーの呪文を持
ち、望むのであればINT×3に成功す
ることで、教えてもらうことができる。

奇跡は誰にでも与えられる
人種や貧富の差や年齢を問わず

参考作品
アメリカン・ホラー・ストーリー　魔女団

主な習得項目
信頼、オカルト、博物学、ヴードゥーに
関係する全ての呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
シャーマン 
マリー・ラヴォーのヴードゥーハウス
援助者／高慢

Illustrated by koti

主な人間関係

セナルーク

ノビー

アンブローズ・ビアス

仲間関係／友情を感じている

仲間関係／憧れを抱いている

仲間関係／微妙な空気になる

主な人間関係

マルコムX

チャンドラプトゥラ

マイケル・ロックフェラー

上下関係／期待している

仲間関係／好奇心を抱いている

仲間関係／友情を感じている

主な人間関係

ハリエット・タブマン

ジョージア・オキーフ

デルフィーン・ラローリー

協力関係／悲しみを感じる

主客関係／好奇心を抱いている

敵対関係／苦悩させられる

イデオロギー／銀の鍵

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
持ち物の性質を変えずにデイドリーム
へ持ち込む。

イデオロギー／辛辣な本質

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜心理学＞を必ず成功させる。

イデオロギー／マリー・ラヴォーの奇跡

同行時シナリオ中1回だけ、探索者に
好きなロアを憑依させる。
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土地と友のために戦う戦士
ジェロニモ

インディアン、アパッチ族のシャーマ
ン。メキシコ軍に家族が虐殺されたの
を機に、アパッチ族の戦士たちととも
に、対白人抵抗戦であるアパッチ戦争
に身を投じた戦士。米軍に投降後は生
涯虜囚として扱われ、生まれ故郷に帰
る願いも叶わず生涯に幕を閉じた。本
書では、インディアンの土地を取り戻書では、インディアンの土地を取り戻
すために、悪い白人と戦っている。

我々の神は我々が守る土地を
なぜ白人に渡すのを許したのだ

参考作品
ジェロニモ

主な習得項目
先住民言語、弓、斧、インディアンの
1D10種類の儀式 など

人種 
職業
拠点
性格

インディアン 
デスペラード 
各地 
忠実家／恐怖

Illustrated by 鹿

悩める者を救う大酋長
クアナ・パーカー

白人のせいで家族を全て失って天涯孤
独の身となり、壮絶な戦いを繰り広げ
てきた誇り高きインディアンの指導
者。白人の無差別殺戮を止めるべく勇
敢に戦い、降伏後も部族のために尽力
した。その栄誉を称え、コマンチ族最
後の酋長として名を遺した。本書では、
インディアンの人権組織の代表を務めインディアンの人権組織の代表を務め
るほか、現代社会に苦しむ人々のカウ
ンセリングなども行っている。

夜が明け影ができて人々の
暗闇が消えるまで私は祈り続ける

参考作品
馬上の二人

主な習得項目
先住民言語、精神分析、心理学、インディ
アンの1D10種類の儀式 など

人種 
職業
拠点
性格

インディアン 
シャーマン 
タオス・プエブロ 
調停者／怠惰

Illustrated by はるの

獣と共に生きるもの
デビルズリバーの狼少女

デビルズリバーの近くで目撃された野
生児。オオカミに襲われて死亡したと
されていたが、群れの中で活動し、四
足・二足どちらでも走る。暴れ、ヤギ
を貪り、遠吠えをするなど行動はオオ
カミそのもの。オオカミの子に授乳し
ている姿も目撃されている。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、どこその性質や活動に変わりはなく、どこ
かでオオカミと暮らしているようだ。

グルルル～
ウニャウニャ

参考作品
なし

主な習得項目
ナビゲート、跳躍、登攀 など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン 
ノーマッド 
シップロック 
楽天家／暴食

主な人間関係

クアナ・パーカー

ジョージ・アームストロング・カスター

キャサリン・スティンソン

地域関係／穏やかな気持ちになる

敵対関係／憎んでいる

仲間関係／期待している

主な人間関係

エイブラハム・リンカーン

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

ジェロニモ

地域関係／友情を感じている

協力関係／友情を感じている

地域関係／不安を感じる

主な人間関係

ベル・スター

ジョン・デンバー

エルバフ

上下関係／欲望を抱いている

仲間関係／欲望を抱いている

恋愛関係／愛情を抱いている

イデオロギー／斥候

同行時シナリオ中1回だけ、探索者へ
の突発的な危険を必ず回避させる。

イデオロギー／最後の酋長

同行時シナリオ中1回だけ、探索者のイ
ンディアンとの交渉を必ず成功させる。

イデオロギー／狼少女

同行時シナリオ中1回だけ、探索者に
動物の声の通訳ができる。

020



世界観と設定 - 著名人

テキサスの猟犬
フランク・ヘイマー

犯罪コンビのボニーとクライドを追跡
して射殺したことで有名なテキサス・
レンジャー。カウボーイのように自然
の兆候や動物のパターンを読むことに
長け、それと同じように犯罪者の行動
や心理を読むことと調査追跡のプロ
フェッショナル。禁酒法時代に警察組
織の酒類取締局にも所属していた。本織の酒類取締局にも所属していた。本
書では、混沌の世界の影響で、外見こ
そ変化したが、その性質や活動に変わ
りはなく、犯罪者達に一層恐れられて
いる。

匂うぞ、どこまで逃げても
追い詰めてやる

参考作品
俺たちに明日はない、テキサス・レンジャーズ

主な習得項目
追跡、拳銃、心理学 など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン
シェリフ
ロケットバスターブーツ 
完璧者／憤怒

Illustrated by 橘田バン

テキサスを守る保安官
ワイアット・アープ

西部開拓時代の保安官。バッファロー
狩りのガンマン、賭博場の胴元、売春
宿の経営者を経て保安官となった荒っ
ぽい男。バントライン・スペシャルと
呼ばれる拳銃を使った伝説や、牛泥棒
などを行うカウボーイズと決闘し、5
名中3名を射殺したOK牧場の決闘が
有名。本書では、賭博場や売春宿も管有名。本書では、賭博場や売春宿も管
理する保安官を務めている。

銃撃戦っていうのは
大抵焦った方が負ける

参考作品
OK牧場の決斗、ワイアット・アープ

主な習得項目
信頼,経理,生物学 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
シェリフ 
サンダンス・スクエア
挑戦者／色欲

Illustrated by テェミ

強盗団率いる賞金首
ブッチ・キャシディ

本名ロバート・ルロイ・パーカー。ア
メリカ合衆国のアウトロー、強盗。強
盗団「ブッチ・キャシディのワイルド
バンチ」を結成して、銀行強盗や列車
強盗を繰り返した。官憲や鉄道会社か
ら雇われた探偵に追われて、高飛びし
たが隠れ家を包囲されて殺された。本
書でも、その性質や活動に変わりはな書でも、その性質や活動に変わりはな
く、強盗団を束ね、賞金首として手配
されている。

強盗団の首領
ブッチ・キャシディ、俺のことだ！

参考作品
明日に向って撃て!

主な習得項目
鍵開け、隠れる、機械修理 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
デスペラード 
各地 
楽天家／暴食

Illustrated by テェミ

主な人間関係

ワイアット・アープ

ボニーとクライド

テキサス・ガイナン

仲間関係／友情を感じている

敵対関係／決意を抱いている

主客関係／穏やかな気持ちになる

主な人間関係

フランク・ヘイマー

ブッチ・キャシディ

アニー・スプリンクル

仲間関係／友情を感じている

敵対関係／苦悩させられる

仲間関係／感謝している

主な人間関係

ワイアット・アープ

フランク・モリス

テキサス・ガイナン

敵対関係／用心している

協力関係／期待している

恋愛関係／欲望を抱いている

イデオロギー／猟犬の嗅覚

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の＜
追跡＞か＜聞き耳＞を必ず成功させる。

イデオロギー／真昼の決闘

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜拳銃＞のダメージを＋2D6加算。

イデオロギー／ワイルド・バンチ

同行時シナリオ中1回だけ、ノーリス
クで価値Aの品物を手に入れる。
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スゴ腕射撃スター
アニー・オークレイ

身長152cmと小柄だが射撃の腕が優
れる女性の射撃名手。トランプが地面
に落ちるまでに5～6個の穴を開ける
ほど凄腕。幼少期から数々の射撃大会
に参加して評判を得てショーにスカウ
トされ看板スターになった。容姿にも
恵まれ、射撃訓練の教官もこなした。
本書では、バッファロー・ビルととも本書では、バッファロー・ビルととも
に各地で興業をして旅をしている。

私はこの仕事が好き！
ショウほど素敵な商売はない！

参考作品
アニーよ銃をとれ、ビッグ・アメリカン

主な習得項目
ライフル、乗馬、目星 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
ミンストレル 
各地 
楽天家／暴食

Illustrated by 紅茶うさぎ

荒 し々き山賊の女王
ベル・スター

西部開拓時代の山賊女王。裕福な家庭
出身のはみ出し者。三度の結婚、街中
で酩酊して馬を乗り回し拳銃を撃ちま
くる、男装して金持ちから金を巻き上
げる、放火や銀行強盗、馬賊を率いる
など数々の伝説を残し、最後には謎の
暗殺をされた。本書でも、その性質や
活動に変わりはなく、賞金首として手活動に変わりはなく、賞金首として手
配されている。

私のことをご存知？
なら望みはお分かりでしょう？

参考作品
Belle Starr

主な習得項目
乗馬、拳銃、変装 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
デスペラード 
各地 
挑戦者／色欲

Illustrated by koti

早撃ち天才ガンマン
ビリー・ザ・キッド

弱きを助け強きをくじく西部開拓時代
のアウトロー。21人を殺し、21歳で
殺された左利きの伝説的な早撃ち少年
ガンマン。射撃と騎乗の天賦の才があ
り、馬を疾駆させながら鳥を撃ち落と
す、空中の空き缶が落ちるまでに6発
撃ち当てるなど逸話がある。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、アウその性質や活動に変わりはなく、アウ
トローを気取り弱い者を助けている。

男は毎日自分をテストするんだ
止めると腕が鈍るからな

参考作品
ビリー・ザ・キッド/21才の生涯、
ヤングガン

主な習得項目
乗馬、拳銃、隠れる など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
バウンティハンター 
イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッズ
達成者／虚偽

Illustrated by 鹿

主な人間関係

バッファロー・ビル

カラミティ・ジェーン

キャサリン・スティンソン

仲間関係／感謝している

地域関係／友情を感じている

仲間関係／友情を感じている

主な人間関係

デビルズリバーの狼少女

ビリー・ザ・キッド

マイケル・ロックフェラー

上下関係／穏やかな気持ちになる

敵対関係／好奇心を抱いている

恋愛関係／後悔を抱いている

主な人間関係

ベル・スター

怪傑ゾロ

デイヴィッド・クロケット

敵対関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／友情を感じている

協力関係／憧れを抱いている

イデオロギー／リトル・ショット

同行時シナリオ中1回だけ、探索者へ
のあらゆる飛来物を撃ち落とす。

イデオロギー／馬泥棒

同行時シナリオ中1回だけ、ノーリス
クで好きな馬を一頭手に入れる。

イデオロギー／巧みなロデオ

同行時、一緒に馬に乗ることで、常に
敵の攻撃判定の成功を－20％減算。
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駆け抜ける平原の女王
カラミティ・ジェーン

西部開拓時代の女性ガンマンであり、
軍人の制服を身につけて活躍したプロ
の斥候。別名平原の女王。インディア
ンとの戦争に関わるいくつもの作戦に
参加して活躍するが、発言には作り話
などの誇張傾向があり、法廷などで男
性陣を怒らせる疫病神でもあった。本
書でも、その性質や活動に変わりはな書でも、その性質や活動に変わりはな
く、各地の戦闘で活躍している。

あの戦いは凄かったねえ
私は一人、敵はざっと300人！

参考作品
平原児、カラミティ・ジェーン

主な習得項目
言いくるめ、追跡、忍び歩き など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
バウンティハンター 
ミ・ティエラ・カフェ＆ベーカリー
達成者／虚偽

Illustrated by 前田アラン

エンターテイナーハンター
バッファロー・ビル

西部開拓時代のガンマンにして、優秀
なバッファロー・ハンター。拳銃捌き
や駅馬車襲撃を実演した「ワイルド・
ウエスト・ショー」の興行を大成功さ
せた。インディアンと共闘し、フリー
メイソンの会員でもある。本書では、
アニー・オークレイとともに各地で興
業をして旅をしている業をして旅をしている。

これからご覧にいれるは大荒れの
エンターテイメント・ショウ！

参考作品
平原児、西部の王者

主な習得項目
オカルト、乗馬、生物学 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
モンスターハンター
各地
楽天家／暴食

Illustrated by 寝具

可愛いアイドルパイロット
アメリア・イアハート

赤道上世界一周飛行の途中、南太平洋
で行方不明になったアメリカの飛行
士。女性として初めての大西洋単独横
断飛行をした。知的かつチャーミング
だったため、絶大な人気がある。謎め
いた最期のために、SF・フィクション
作品の登場も多い。本書では、特殊な
メカニズムの飛行機で、デイドリームメカニズムの飛行機で、デイドリーム
の空を探索している。

他の人と同じことをしててはダメ
できない事しない事をしなさい

参考作品
ナイト ミュージアム2、ラストフライト

主な習得項目
操縦、ナビゲート、図書館 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
マシニスト
自由都市ラトゥール 
空想家／嫉妬

Illustrated by 紅茶うさぎ

主な人間関係

アニー・オークレイ

ジョシュア・ヒル

ロバート・E・リー

地域関係／嫉妬している

仲間関係／楽しい気持ちになる

上下関係／屈服している

主な人間関係

アニー・オークレイ

ハワード・ヒューズ

ドロシー

仲間関係／期待している

地域関係／友情を感じている

主客関係／不安を感じる

主な人間関係

ハワード・ヒューズ

キャサリン・スティンソン

ジョシュア・ヒル

恋愛関係／愛情を抱いている

仲間関係／憧れを抱いている

仲間関係／混乱させられる

イデオロギー／平原の大誇張

同行時シナリオ中1回だけ、、探索者
の＜言いくるめ＞を必ず成功させる。

イデオロギー／ワイルド・ウェスト・ショー

同行時シナリオ中1回だけ、興行を開
催し、様々な人々を呼び集めることが
できる。

イデオロギー／イアハート機

同行中、常に飛行機で各地を移動する
ことができる。
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映画と発明の父
ルイ・ル・プランス

レンズカメラを使い世界初の映画を撮
影した発明家。列車の中から奇妙な失
踪を遂げていた。エジソンが「映画の
父」と呼ばれていたが、本当は失踪し
たル・プランスが真の「映画の父」。映
画用カメラと映写機を兼ねた機器の特
許をアメリカで取得した。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、デイその性質や活動に変わりはなく、デイ
ドリームで様々な発明を行っている。

世界は多くの知られざる
既知と未知に溢れている

参考作品
なし

主な習得項目
芸術（映画）、写真術、機械修理 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
マシニスト 
工房の村コナグニ 
観察者／強欲

Illustrated by 久方人鳥燈

病める富豪プレイボーイ
ハワード・ヒューズ

実業家・映画製作者・飛行家・発明家・
億万長者。地獄の天使、暗黒街の顔役
などの映画を製作しヒット。女優やセ
レブと浮気し、巨乳新人女優育成の手
腕が高いプレイボーイとして有名。飛
行機の墜落事故で治療のための麻薬に
より、精神に異常をきたす。本書でも、
その性質や活動に変わりはないが、やその性質や活動に変わりはないが、や
や精神が弱っている。

交渉事で
それが欲しくなったら敗けだ

参考作品
アビエイター

主な習得項目
経理、人類学、機械修理 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
マシニスト 
ヒューズ・エアクラフト
挑戦者／色欲

Illustrated by 吉永はる

勇ましいアイドルパイロット
キャサリン・スティンソン

女性で初めて宙返り飛行を行なった、ア
メリカ合衆国の天才的パイロット。チェ
ロキー族の血を引くアメリカ人。アイド
ル的人気を博し、米国のみならず、日本
をはじめ世界各地で興行飛行を行う。勇
ましくて格好良い女性として、女性達の
熱狂的な憧れだった。本書でも、その性
質や活動に変わりはなく、多くの人々の質や活動に変わりはなく、多くの人々の
人気を集めている。

私は一人で飛べる
空はいつでも夢中にさせてくれる

参考作品
なし

主な習得項目
操縦、オカルト、機械修理 など

人種 
職業
拠点
性格

インディアン 
マシニスト 
各地 
達成者／虚偽

Illustrated by 前田アラン

主な人間関係

メエ・マーシュ

ショーン・フリン

ヴァネヴァー・ブッシュ

協力関係／期待している

仲間関係／友情を感じている

地域関係／好奇心を抱いている

主な人間関係

バッファロー・ビル

アメリア・イアハート

ヴァネヴァー・ブッシュ

地域関係／友情を感じている

恋愛関係／罪悪感を感じる

協力関係／友情を感じている

主な人間関係

ジェロニモ

アニー・オークレイ

アメリア・イアハート

仲間関係／友情を感じている

仲間関係／友情を感じている

仲間関係／期待している

イデオロギー／LPP Type-20XX

同行中、常に探索者の行動を全て映像
媒体に記録することができる。

イデオロギー／プレイボーイ

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
女性との交渉を必ず成功させる。

イデオロギー／飛行学校

同行中、常に探索者の＜操縦＞を
60％加算できる。
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宇宙を夢見るキャプテン
ジム・ラヴェル

アメリカ合衆国の宇宙飛行士、海軍軍
人。事故により月着陸を断念したアポ
ロ13号の船長として知られる。海軍
入隊後、朝鮮戦争に出征、その後テス
トパイロットを4年間こなし、宇宙飛
行士になる。ジェミニ計画とアポロ計
画で計4回の宇宙飛行を経験した。本
書では書では、再び宇宙へ行くことを夢見て、
ナイアル・オブ・パラダイスの研究を
している。

我々はなんと小さな存在だろう
だがなんと幸せだろう

参考作品
アポロ13

主な習得項目
天文学、機械修理、コンピューター、
宇宙に関係する1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
スターゲイザー 
ジョンソン宇宙センター 
空想家／嫉妬

Illustrated by 黒メガネ

謎に満ちた研究者
ヴァネヴァー・ブッシュ

宇宙人の調査研究を秘密裏に行ってき
たMJ-12のメンバー。科学技術者で
あり、アナログコンピュータの研究者。
また、インターネットの元祖となる情
報検索システム構想メメックスを提唱
し、原子爆弾計画の推進者でもある。
本書では、MJ-12に所属し、秘密裏に
様々な調査や研究を行っているとされ様々な調査や研究を行っているとされ
る謎に満ちた存在である。

我々が考える
かのごとく

参考作品
なし

主な習得項目
天文学、オカルト、コンピューター、
1D10種類の様々な呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
マシニスト 
ロスアラモス国立研究所 
観察者／強欲

Illustrated by 黒メガネ

銀河一魅力的なオンチ男
レジェンダリー・スターダスト・カウボーイ

宇宙旅行を夢見る銀河系で一番オンチ
なアウトサイダー・ミュージックの先
駆者。人々を魅了する野生の音楽を書
き、笑撃と衝撃の新世界、歪んだ音楽
の芸術を生み出した。デヴィット・ボ
ウイなど才能あるアーティストには評
価され影響を与えたが、常人にはとて
も理解出来ない。本書では、その音楽も理解出来ない。本書では、その音楽
は異形のものやデイドリームで評価さ
れ、音楽活動を続けている。

フゥッ！ 知ってるかい?
荒野は宇宙と繋がっている

参考作品
なし

主な習得項目
芸術（音楽）、オカルト、乗馬など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
ミンストレル 
交易都市ニール・ハトライド 
楽天家／暴食

Illustrated by 寝具

主な人間関係

ジョン・F・ケネディ

ヴァネヴァー・ブッシュ

レジェンダリー・スターダスト・カウボーイ

上下関係／決意を抱いている

地域関係／用心している

仲間関係／友情を感じている

主な人間関係

ルイ・ル・プランス

ハワード・ヒューズ

ジム・ラヴェル

地域関係／期待している

協力関係／用心している

地域関係／不満を抱いている

主な人間関係

ジム・ラヴェル

ノビー

ジョン・デンバー

仲間関係／混乱させられる

主客関係／感謝している

仲間関係／友情を感じている

イデオロギー／キャプテン・アポロ

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員のあらゆる技能を40％加算できる。

イデオロギー／メメックス

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
あらゆる情報収集を必ず成功させる。

イデオロギー／情緒崩壊の危険曲

同行時シナリオ中1回だけ、あらゆる
者の判定を失敗させる。
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大地と自然を愛する画家
ジョージア・オキーフ

70 におよび、 景、花、 の骨
をテーマとして いた 画家。 界
で 画を きはじめた最 期の画家
の一 でもあり、 涯にわたって
への関 を き けた。花の絵を い
た作 群や、牛の 蓋骨をイコンのよ
うに威厳を込めて いた作 群が ら
れる。 では、ニューメキシコをはれる。 では、ニューメキシコをは
じめとした かな で をとっ
ている。

リアリズムほど
リアルでないものはない

参考作品
なし

主な習得項目
芸 （絵画）、 学、 史 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ミンストレル 
ランチョ・デ・タオス 

／

Illustrated by みちなき みちを

エロティックな神聖なる娼婦
アニー・スプリンクル

とポルノスターから 教育 と
アーティストになった現 の なる
。50 以 の と 交 を

つバイセクシャルで、 としての仕
を楽しんでいる。 のドキュメン

タリー映画監 や、 なパフォーマ
ンスアーティストでもある。 では、

の や、LGBの や、LGBTで む を
ける活 をしている。

私は売春婦よ、型にはまった
人生を送るつもりはない

参考作品
アニー・スプリンクルのポルノの 史

主な習得項目
芸 （ポルノ）、 学、 学、
に関係する1D3 の  など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ラ・ピュータ 
各  

／

Illustrated by 亨（あさくら とおる）

カントリー・ロード
ジョン・デンバー

アメリカ合 国のシンガーソングライ
ター。 しみやすい曲 と 感溢れる
歌 が 。カントリー・ロードなど
くのヒット曲を み し、フォー

クソング界の な 割を果たし
た。オー!ゴッドなどの映画や、警
マクロードなどのドラマにも 演。
では、ギター に各 を しながでは、ギター に各 を しなが
ら、 々で音楽を でているようだ。

想いを馳せると浮かんでくる
いつだって故郷のことが

参考作品
オー!ゴッド

主な習得項目
芸 （音楽）、ナビゲート、 学 など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ
ミンストレル 
交易 市ニール・ハトライド

／

Illustrated by 

主な人間関係

マリー・ラヴォー

マイケル・ロックフェラー

トラキーク

客関係／感 している

客関係／ を感じている

間関係／好奇 を いている

主な人間関係

ワイアット・アープ

テキサス・ガイナン

メエ・マーシュ

間関係／愛 を いている

愛関係／愛 を いている

間関係／ を感じている

主な人間関係

デビルズリバーの

レジェンダリー・スターダスト・カウボーイ

ジャニス・ジョプリン

間関係／ ずかしさを感じる

間関係／混 させられる

間関係／ を感じている

イデオロギー／抽象芸術

行 、 に 索 の絵画に関わる技
を40％加算できる。

イデオロギー／性の女神

行 、 であれば 交 に応じて
くれる。

イデオロギー／太陽を背に受けて

行 シナリオ 1回だけ、 索 の
あらゆる交 を60％加算できる。
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深窓のベテラン女優
メエ・マーシュ

主にサイレント映画からトーキー映画
で50年以上活躍したアメリカ合衆国
の女優。コーラスガール、エキストラ
を経て、國民の創生などの大作映画や、
ジョン・フォード監督作品に多く出演
する。結婚後は一線を退き、暇つぶし
程度の女優業で過ごす。本書では、異
世界に刺激され、再び女優業としての世界に刺激され、再び女優業としての
活動をはじめている。

時が失われても
美しさは変わらないもの

参考作品
なし

主な習得項目
芸術（演技）、図書館、信頼 など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ
ハイソサエティ 
交易都市ニール・ハトライド 
達成者／虚偽

Illustrated by 四季咲

歌うグリーンベレー
バリー・サドラー

グリーンベレーの衛生兵としてベトナ
ム戦争に従軍した軍人。また、歌手に
して作家でもあり、作品の多くは軍事
的なテーマを持つ。最も有名な作品は
バラードスタイルの軍歌「グリーン・
ベレーのバラード」で、100万枚売り
上げゴールドディスクを授与された。
本書の戦場のどこかで、歌が聞こえて本書の戦場のどこかで、歌が聞こえて
きたら、それはバリー・サドラーの歌
声だろう。

胸に輝く銀鷲の翼
我々はアメリカ最高の男達だ

参考作品
なし

主な習得項目
芸術（音楽）、ライフル、ナイフ など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ
ミンストレル 
ハイランド・ハイ・スクール 
忠実家／恐怖

Illustrated by 青空晴汰

偉大なるジャズミュージシャン
ルイ・アームストロング

20世紀を代表するアフリカ系アメリ
カ人のジャズ・ミュージシャンの一人。
人種差別にあうが高いカリスマを持
ち、「この素晴らしき世界」が世界的
なメガヒット。高い音楽性と、サービ
ス精神旺盛なエンターテイナーぶりが
評価され、映画にも多く出演した。本
書でも、その性質や活動に変わりはな書でも、その性質や活動に変わりはな
く、ルイジアナのバーやカフェなどで
演奏をしている。

僕たちの演奏しているものは
人生だ

参考作品
上流社会、5つの銅貨

主な習得項目
芸術（音楽）、人類学、信頼 など

人種 
職業
拠点
性格

ネグロイド 
ミンストレル 
メゾン・バーボン 
達成者／虚偽

Illustrated by 蒼川

主な人間関係

ルイ・ル・プランス

アニー・スプリンクル

ネイサン・ベッドフォード・フォレスト

協力関係／感謝している

仲間関係／動揺してしまう

地域関係／恐怖している

主な人間関係

クリス・カイル

アルトゥーロ・グスマン・デセナ

ルイ・アームストロング

仲間関係／悲しみを感じる

敵対関係／恐怖している

仲間関係／楽しい気持ちになる

主な人間関係

ハリエット・タブマン

バリー・サドラー

デルフィーン・ラローリー

主客関係／感謝している

仲間関係／楽しい気持ちになる

地域関係／苦悩させられる

イデオロギー／名声のキャリア

同行中、常に探索者の映画・演技に関
わる技能を40％加算できる。

イデオロギー／グリーン・ベレーのバラード

同行時シナリオ中1回だけ、軍事に関
わる探索者の一時的狂気を回復する。

イデオロギー／この素晴らしき世界

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員の正気度を1D3回復する。
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ヒッピー・ロックシンガー
ジャニス・ジョプリン

魂のこもった圧倒的な歌唱力を持つ
ロックシンガー。麻薬やアルコールを
常習し、お気に入りは「サザンカン
フォート」。ヒッピーの最盛期音楽祭
ウッドストック・フェスティバルにも
参加した。本書では、ヒッピー達の間
で人気を集め、音楽とドラッグのボヘ
ミアンな日々を送っているミアンな日々を送っている。

あなたのすることがすべて
あなたそのものなのよ

参考作品
ローズ、歌え! ジャニス★ジョプリンのように

主な習得項目
芸術（音楽）、ナビゲート、薬学 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ヒッピー 
クライド・ワーレン・パーク 
挑戦者／色欲

Illustrated by みちなき みちを

酒と踊るカウガール
テキサス・ガイナン

アメリカ初の映画カウガール女優にし
て、起業家。フルネームはメアリー・
ルイーズ・セシリア・テキサス・ガイ
ナン。禁酒法時代には300クラブや
エル・フェイといった酒場を多く出店
し、ガイナン率いるクラブの40人以
上の魅力的なファンダンサーや、客で
あるヘイ・サッカーズといった暴力団あるヘイ・サッカーズといった暴力団
で一躍有名となった。本書では、女優
をしながらダンサーが踊る酒場を経営
している。

あらいらっしゃい、おバカさん！
今日はどんな銃をお持ち？

参考作品
なし

主な習得項目
人類学、経理、心理学、1D3種類の様々
な呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
ミンストレル 
サンダンス・スクエア 
挑戦者／色欲

Illustrated by 朝倉亨（あさくら とおる）

最強のスナイパー
クリス・カイル

テキサス出身のアメリカ合衆国元軍
人。狙撃手。「ラマーディーの戦い」
での目覚しい戦果により、イラク武装
勢力から「ラマーディーの悪魔」とい
う異名で恐れられ、アメリカ側では「伝
説の狙撃手」と呼ばれたネイビー・シー
ルズ最強の狙撃手。本書では、戦争で
心身が苦しめられ隠居しているが、ま心身が苦しめられ隠居しているが、ま
た復帰することもあるかもしれない。

世の中に３つのタイプの人がいる
羊、狼、牧羊犬だ

参考作品
アメリカン・スナイパー

主な習得項目
ライフル、隠れる、精神分析 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ソルジャー 
トップ ノッチ レストラン & モーテル
忠実家／恐怖

Illustrated by 青空晴汰

主な人間関係

ジョン・デンバー

ペドロ・ロペス

パンチョ・ヴィラ

仲間関係／愛情を抱いている

仲間関係／友情を感じている

地域関係／愛情を抱いている

主な人間関係

フランク・ヘイマー

ブッチ・キャシディ

アニー・スプリンクル

主客関係／期待している

敵対関係／嫌悪している

恋愛関係／愛情を抱いている

主な人間関係

バリー・サドラー

リー・ハーヴェイ・オズワルド

ショーン・フリン

仲間関係／穏やかな気持ちになる

敵対関係／憐みを感じる

地域関係／罪悪感を感じる

イデオロギー／Move Over!

同行時シナリオ中1回だけ、KPがPL
同士の相談を打ち切り、最適解を提示
する。

イデオロギー／ヘイ・サッカーズ

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
マフィアとの交渉を必ず成功させる。

イデオロギー／伝説の狙撃手

同行中、常に探索者の＜ライフル＞を
60％加算できる。
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テキサスの英雄
デイヴィッド・クロケット

アメリカの国民的英雄である軍人、政
治家。テキサス独立を支持し、アラモ
の戦いで玉砕した。動物の皮から作ら
れる皮の帽子を好んで被り、型破りな
西部開拓地の人気者というイメージが
語り継がれている。3歳で熊退治をし
たとする伝説は歌にもなり有名。本書
でもでも、その性質や活動に変わりはなく、
優秀な軍人として活動している。

アラモを
忘れるな

参考作品
アラモ

主な習得項目
ライフル、歴史、人類学 など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
ソルジャー 
アラモ砦 
達成者／虚偽

Illustrated by るるた

虐殺突撃玉砕将軍
ジョージ・アームストロング・カスター

アメリカ陸軍の軍人。地位は中佐だが
将軍と呼ばれている。その容貌からパ
フスカ（長髪野郎）と呼ばれ、インディ
アン戦争で女・子供問わず皆殺しにし
た。優秀な部下が居たが、リトルビッ
グホーンの戦いで勝ちを焦り、約10
倍のインディアンに突撃して玉砕。本
書でも書でも、その性質や活動は（死んでも）
変わりはなく、突撃玉砕野郎のあだ名
がついた。

万歳！野郎ども奴らを片づけて
本隊に戻ろうぜ！

参考作品
小さな巨人、ナイトミュージアム2

主な習得項目
乗馬、サーベル、ライフル など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
ソルジャー 
ブリス砦 
楽天家／暴食

Illustrated by 鷹山弾

戦場の白魔術師
ネイサン・ベッドフォード・フォレスト

アメリカ連合国軍中将。南北戦争中、
一兵卒から将軍まで昇進した特別な存
在。革新的騎兵部隊の新しい原理を確
立した指導者として「サドルの魔術師
」の異名で呼ばれる。戦後KKKを結
成し、初代最高指導者 兼 州の統括者
として軍隊による占領と統治に反対。
本書でも、KK本書でも、KKKの重要人物として活
動するが、主に組織の度が過ぎぬよう
監視をしている。

戦争は戦うことを意味し
戦うことは殺すことを意味する

参考作品
風とともに去りぬ、國民の創生

主な習得項目
オカルト、法律、乗馬、1D10種類の
様々な呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
ソルジャー 
ペンタゴン兵舎 
完璧者／憤怒

Illustrated by おにん

主な人間関係

ビリー・ザ・キッド

ロバート・E・リー

ジョージ・アームストロング・カスター

協力関係／不安を感じる

仲間関係／友情を感じている

地域関係／不満を抱いている

主な人間関係

ジェロニモ

パンチョ・ヴィラ

ネイサン・ベッドフォード・フォレスト

敵対関係／楽しい気持ちになる

敵対関係／嫌悪している

協力関係／用心している

主な人間関係

ヒューイ・ロング

メエ・マーシュ

ジョージ・アームストロング・カスター

協力関係／憐みを感じる

地域関係／欲望を抱いている

協力関係／用心している

イデオロギー／リメンバーアラモ

同行時シナリオ中1回の戦闘の間だけ、
探索者全員の装甲を常に5加算できる。

イデオロギー／突撃玉砕

同行時シナリオ中1回の戦闘の間だけ、
探索者全員が与えるダメージを常に
10加算し、装甲を0にする。

イデオロギー／グランド・ウィザード

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員のあらゆる技能を40％加算できる。
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アメリカの偉大なる名将
ロバート・E・リー

アメリカ史上屈指の名将として評価が
高い、南北戦争の南部連合軍司令官。
物量や国力において圧倒的に強大だっ
た合衆国側の北軍を大いに苦しめた。
戦後に恩赦され、大学の学長に就く。
戦争で荒廃した南部の復興のため、人
材育成に尽力した。本書でも、その性
質や活動に変わりはなく、優秀な軍人質や活動に変わりはなく、優秀な軍人
として活動している。

我々は傍観の損害と行動の
リスクの間で決断せねばならない

参考作品
ゴッド&ジェネラル/伝説の猛将

主な習得項目
人類学、乗馬、歴史 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
ソルジャー 
ブリス砦 
観察者／強欲

Illustrated by 鷹山弾

地獄からの脱獄囚
フランク・モリス

脱獄不可能とされたアルカトラズ連邦
刑務所から脱出した人物。IQは133
で、10代の後半に麻薬所持や強盗の
罪などで逮捕される。イカダを使って
仲間と共に脱出した後、溺死したとさ
れているが、実際は消息不明。健在な
らば90代の老人。本書では、フランク・
モリスの面影を残す老人がデイドリーモリスの面影を残す老人がデイドリー
ムで目撃されている。

規律を守ることは正しい
だが苦しむのは人間だ

参考作品
アルカトラズからの脱出

主な習得項目
鍵開け、薬学、水泳 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
デスペラード 
朝の来ない宵街ガルウ 
観察者／強欲

Illustrated by 橘田バン

精神異常の殺人鬼
ペドロ・ロペス

コロンビアの連続殺人鬼。思春期前の
少女300人を殺害し「アンデスの怪
物」と呼ばれた。娼婦の子として生ま
れ、妹に性的虐待し、親に捨てられ、
男にレイプされた過去を持つ。精神異
常と判断され収容されるが、釈放され、
その後消息が途絶えていた。本書でも、
各地で謎のシリアルキラーの事件が起各地で謎のシリアルキラーの事件が起
きているが、ペドロ・ロペスかどうか
は不明。

信じられないが、奴らは平和に
暮らしてるらしい、平和って何だ？

参考作品
なし

主な習得項目
隠れる、ナイフ、組みつき など

人種 
職業
拠点
性格

アウトサイダー 
デスペラード 
各地 
援助者／高慢

主な人間関係

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

カラミティ・ジェーン

デイヴィッド・クロケット

地域関係／不安を感じる

上下関係／不満を抱いている

仲間関係／友情を感じている

主な人間関係

ブッチ・キャシディ

ペドロ・ロペス

ボニーとクライド

協力関係／憐みを感じる

仲間関係／穏やかな気持ちになる

協力関係／不安を感じる

主な人間関係

ホセ・ミレレス

フランク・モリス

ジャニス・ジョプリン

主客関係／感謝している

仲間関係／期待している

仲間関係／友情を感じている

イデオロギー／トラベラー

同行時シナリオ中1回の戦闘の間だけ、
探索者全員のDEXを常に10加算で
きる。

イデオロギー／自由への渇望

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の＜
水泳＞か＜鍵開け＞を必ず成功させる。

イデオロギー／アンデスの怪物

同行時シナリオ中1回だけ、指定の人
物を一時的狂気に陥らせる。
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俺たちに明日はない
ボニーとクライド

沢山の殺人に関与し数え切れないほど多
くの強盗を繰り返した、ボニー・パーカー
とクライド・バロウのカップル。凶悪犯
罪者だが、彼らの時代は禁酒法と世界恐
慌の下にあったため、その憂さを晴らす
ように犯罪を繰り返す彼らを英雄視する
者も多かった。本書でも、その性質や活
動に変わりはなく、賞金首として手配さ動に変わりはなく、賞金首として手配さ
れている。

どこにでも行けると思ってた
でも、今はただ、行くだけ

参考作品
俺たちに明日はない

主な習得項目
拳銃、運転、ナビゲート など

人種 
職業
拠点
性格

テキサン 
デスペラード 
インディアンカジノ 
達成者／虚偽

Illustrated by クロ瓜

大統領の暗殺者
リー・ハーヴェイ・オズワルド

ケネディ暗殺の実行犯。逮捕直後に暗殺
される。カルロス・マルセロの組織の人
間でもある。ニューオーリンズ出身で、
民間の航空部隊に参加し、スパイドラマ
が好き。ロシアの新聞を購読し、海兵隊
で公務の一環としてロシア語を専門的に
勉強した。本書では、姿を隠しケネディ
から逃げているのか、再び暗殺を企てよから逃げているのか、再び暗殺を企てよ
うとしているのか。

何のことかサッパリわからない
誰を殺したって？

参考作品
JFK

主な習得項目
ライフル、隠れる、心理学 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
カルテルマフィア 
インターナショナル ハウス ホテル
忠実家／恐怖

Illustrated by 無理屋

暗黒街のボス
カルロス・マルセロ

アメリカで最も古い歴史を持つマフィア
のゴッドファーザーで自称トマトの販売
人。アル・カポネの元シェフ。ケネディ
暗殺の犯人と繋がりがあり、事件現場は
彼の縄張りだったため、暗殺に関与して
いるとの噂。身長は160cmほどだが凶
暴なことで有名。本書では、ルイジアナ
に根を張り、メキシコマフィアなどと非に根を張り、メキシコマフィアなどと非
合法な取引をしている。

絶対に許されることではない
私を裏切った者は許さない

参考作品
なし

主な習得項目
心理学、経理、信頼 など

人種 
職業
拠点
性格

ルイジアーヌ 
カルテルマフィア 
インターナショナル ハウス ホテル
観察者／強欲

Illustrated by 無理屋

主な人間関係

フランク・ヘイマー

フランク・モリス

トラキーク

敵対関係／嫌悪している

協力関係／期待している

協力関係／感謝している

主な人間関係

ジョン・F・ケネディ

カルロス・マルセロ

クリス・カイル

敵対関係／動揺してしまう

仲間関係／恐怖している

敵対関係／屈服している

主な人間関係

ヒューイ・ロング

アルトゥーロ・グスマン・デセナ

リー・ハーヴェイ・オズワルド

地域関係／不満を抱いている

地域関係／恐怖している

仲間関係／失望している

イデオロギー／俺たちに明日はない

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
あらゆる挑戦に最高の結果をもたらす
が、以降シナリオ中＜幸運＞に必ず失
敗する。

イデオロギー／スケープゴート

同行時シナリオ中1回だけ、探索者へ
のあらゆるペナルティを肩代わりする。

イデオロギー／暗黒街の顔役

同行中、常に探索者の街中での交渉技
能を60％加算できる。
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麻薬組織の元軍人
アルトゥーロ・グスマン・デセナ

メキシコの麻薬カルテル　ロス・セタ
ス創設の中心人物。メキシコ陸軍特殊
部隊の元軍人。ゼータワンという別名
を持つ。高度な戦闘、暴動鎮圧、爆発
物取り扱い技術を持つ。20歳代で頭
角を現し、部下や同僚をカルテルに導
き、自身も除隊し、カルテルの一員と
なる。本書では、メキシコとの国境近なる。本書では、メキシコとの国境近
辺で麻薬抗争を繰り広げている。

世界に規律が無い？
あるさ、俺が規律だ

参考作品
なし

主な習得項目
人類学,薬学、心理学 など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ 
カルテルマフィア 
オールド・メシラ 
挑戦者／色欲

Illustrated by 坂本あきら

極悪の貴婦人
デルフィーン・ラローリー

ニューオーリンズのソーシャライト、
奴隷使用者。社交の場では貴婦人のよ
うに振舞うが、その実態は大量の黒人
奴隷を虐待・殺害した極悪人。火事に
なった邸宅の拷問部屋に、吊るされた
無残な遺体が大量に見つかる。現在、
邸宅跡は幽霊屋敷として知られてい
る。本書では、幽霊屋敷から夜な夜なる。本書では、幽霊屋敷から夜な夜な
謎の声が聞こえてくるが、果たしてそ
の真相は…？

黒人など畜生と同義
彼らは所有物

参考作品
なし

主な習得項目
鞭、精神分析、心理学、従属に関係す
る1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン
ハイソサエティ 
幽霊屋敷 
完璧者／憤怒

Illustrated by 四季咲

名門の民俗学者
マイケル・ロックフェラー

アメリカ合衆国の民族学者。アメリカ
合衆国の名門ロックフェラー家の一
員。インドネシアの民族や首狩り族の
研究を行い、美術品の収集などをして
いた。研究の道中、行方不明になる。
彼の収集品はメトロポリタン美術館に
寄贈されている。本書では、各地の大
学で民俗学教授として教鞭をとりなが学で民俗学教授として教鞭をとりなが
ら、デイドリームの冒険や研究をして
いる。

私の一族は謎の死に見舞われる
答えが何処かにある筈だ

参考作品
なし

主な習得項目
考古学、博物学、歴史、1D3種類の様々
な呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー 
ハイソサエティ 
魔術学園ノイエール 
空想家／嫉妬

Illustrated by 吉永はる

主な人間関係

バリー・サドラー

カルロス・マルセロ

ホセ・ミレレス

敵対関係／憐みを感じる

地域関係／用心している

敵対関係／恐怖している

主な人間関係

マリー・ラヴォー

ジョン・ヘンリー

ルイ・アームストロング

敵対関係／嫌悪している

敵対関係／嫌悪している

地域関係／好奇心を抱いている

主な人間関係

アンブローズ・ビアス

ベル・スター

ジョージア・オキーフ

仲間関係／友情を感じている

恋愛関係／苦悩させられる

主客関係／穏やかな気持ちになる

イデオロギー／強襲ゼータワン

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員の最初の戦闘ラウンドの攻撃を全て
成功させ、最大のダメージを与える。

イデオロギー／幽霊屋敷

同行時シナリオ中1回だけ、同じ屋内
にいる指定の人物全てを一時的狂気に
陥らせる。

イデオロギー／民俗学的知見

同行中、常に探索者の＜歴史＞＜考古
学＞＜博物学＞を40％加算できる。
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ペテン師冒険家
ジョシュア・ヒル

南太平洋上の島を支配していたアメリカ
の冒険家、および詐欺師。島が絶海の孤
島というのを知った上で、島長になり、
厳しい規制を導入し、逆らう多くの島民
を投獄し、鞭打ちの刑を科したり、独裁
的な統治をした。島民の願いで海軍によ
り追放される。本書では、異世界の冒険
家として活動し、外の世界から来た者に家として活動し、外の世界から来た者に
ホラを吹いている。

俺はこの世界のことを
何でも知ってる。安心しろ。

参考作品
なし

主な習得項目
ナビゲート、水泳、言いくるめ など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
トレジャーハンター 
トグズの集落 
達成者／虚偽

Illustrated by 卯龍

戦場カメラマン
ショーン・フリン

エロール・フリンというスター俳優を
親に持つ、親の七光りの元ハリウッド
俳優。俳優挫折後、戦場カメラマンに
転身。戦争、革命、死と隣り合わせの
日々を送る。カンボジア取材中に捕ま
り、その後の消息は不明となっていた。
本書では、戦場をはじめ、異世界の不
思議や異形のものを撮影している思議や異形のものを撮影している。

ここはどこで、誰が生き、
何が起こるか、それを残したい

参考作品
なし

主な習得項目
写真術、人類学、ナビゲート など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
ソルジャー 
丘の上の小さな家 
観察者／強欲

Illustrated by 久方人鳥燈

覆面の怪傑
怪傑ゾロ

長年に渡って愛され続ける大衆文化の
ヒーロー。賞金首である反面、虐げら
れた者を助けたり、フェアな精神で決
闘に臨むなど、まさに正義の味方。強
きをくじき弱きを助く、大盗賊にして
真の紳士。現れた後に残す壁に彫られ
たZの字がトレードマーク。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、人々その性質や活動に変わりはなく、人々
の憧れの存在となっている。

怪傑ゾロがいる限り
この世に悪は栄えない！

参考作品
マスク・オブ・ゾロ、レジェンド・オブ・ゾロ

主な習得項目
サーベル、跳躍、隠れる、戦いに用い
る1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ
ヒーロー 
各地 
援助者／高慢

Illustrated by がんぐれ。

主な人間関係

カラミティ・ジェーン

アメリア・イアハート

エルバフ

仲間関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／楽しい気持ちになる

主な人間関係

ルイ・ル・プランス

クリス・カイル

ホセ・ミレレス

仲間関係／友情を感じている

地域関係／苦悩させられる

仲間関係／不安を感じる

主な人間関係

ビリー・ザ・キッド

パンチョ・ヴィラ

ジョン・ヘンリー

仲間関係／期待している

仲間関係／決意を抱いている

仲間関係／友情を感じている

イデオロギー／ホラ吹き太鼓持ち

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜信用＞を必ず成功させる。

イデオロギー／流動的撮影

同行中、常に探索者の＜写真術＞を
60％加算できる。

イデオロギー／この世に悪は栄えない

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
悪党へのダメージに＋2D6加算。
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熱き革命の男
パンチョ・ヴィラ

メキシコの革命家。革命に身一つで参
加し、神出鬼没のゲリラ戦で常勝将軍
の名を得て、革命勢力として首都に乗
り込んでいった。女のために何度も結
婚式を挙げ、仲間の死には涙を零し、
裏切り者には容赦なく弾をぶちこむ。
馬術が巧みなメキシコの男の理想。本
書では、民衆のために麻薬戦争のカル書では、民衆のために麻薬戦争のカル
テルと戦っている。

女の為に、友の為に、
そして大義と自分の為に！

参考作品
戦うパンチョ・ビラ

主な習得項目
乗馬、信頼、ショットガン など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ
ヒーロー 
オールド・メシラ 
挑戦者／色欲

Illustrated by 卯龍

民衆を率いる医師
ホセ・ミレレス

麻薬カルテルに立ち向かうため、市民
の先駆けとなり自警団を立ち上げた医
師。民衆のカリスマ的存在。各地の自
警団と武器を持ち協力。カルテルと対
抗して一掃するも怪我と病気で離脱。
復帰後、居場所は無く、武器の違法所
持で政府に逮捕される。本書でも、そ
の性質や活動に変わりはないが、前線の性質や活動に変わりはないが、前線
を退き医師として民衆のために戦って
いる。

立ち上がるのだ
傷つく者のために！

参考作品
カルテル・ランド

主な習得項目
医学、ライフル、信頼 など

人種 
職業
拠点
性格

グリンゴ 
ヒーロー 
オールド・メシラ 
援助者／高慢

逞しき人間ハンマー
ジョン・ヘンリー

大きくて強い奴隷、黒人や労働者階級
にとっての庶民の英雄。機械文明の発
展により伝統的な肉体労働が廃れ、仕
事を奪われる仲間のために、蒸気ハン
マーと対戦して勝利したハンマー使い
として有名。多くの歌、物語、演劇、
小説などで扱われている。本書でも、
その性質や活動に変わりはなく、パワその性質や活動に変わりはなく、パワ
フルな奴隷として働いている。

俺はこのハンマーと
命を共にしよう

参考作品
なし

主な習得項目
大きな棍棒、機械修理、人類学 など

人種 
職業
拠点
性格

ネグロイド 
マンディンゴ 
ジャン・ラフィット・ブラックスミス・ショップ
忠実家／恐怖

Illustrated by がんぐれ。

主な人間関係

ジャニス・ジョプリン

ジョージ・アームストロング・カスター

怪傑ゾロ

地域関係／愛情を抱いている

敵対関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／決意を抱いている

主な人間関係

アルトゥーロ・グスマン・デセナ

ペドロ・ロペス

ショーン・フリン

敵対関係／決意を抱いている

主客関係／憐みを感じる

仲間関係／期待している

主な人間関係

ハリエット・タブマン

デルフィーン・ラローリー

怪傑ゾロ

仲間関係／感謝している

敵対関係／憎んでいる

仲間関係／友情を感じている

イデオロギー／ゲリラ戦

同行中、常に探索者の移動に関わる技
能を40％加算できる。

イデオロギー／対カルテル医師

同行時シナリオ中1回だけ、麻薬のデ
メリットを消し去る。

イデオロギー／人間の力

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
近接武器でのダメージに＋2D6加算。
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影に潜みし吸血鬼
トラキーク

非常に恐るべき存在。吸血魔女。七面
鳥に化けて人間に近寄り血を吸う。火
の玉、狼、ジャガーにも変身できるが、
太陽の光に弱く当たると体が崩れる。
テスカトリポカの従者。過去に外国の
吸血鬼組織や同盟の裏切りにより、土
地を奪われ、現在は身を隠しつつ暗号
化による情報収集をし、自分達の土地化による情報収集をし、自分達の土地
を取り戻すための同盟を探している。

危うきには平常なし
能わざるものを為し能う

参考作品
なし

主な習得項目
人類学、オカルト、歴史
1D20種類の様 な々呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン 
シャーマン 
カールズバッド洞窟奥地
観察者／強欲

Illustrated by 坂本あきら

ほんとうにだいじなもの
ふしぎな奇跡の存在

その姿は赤い服で白ヒゲのサンタク
ロースかもしれない、空から舞い降り
た天使かもしれない、はたまた幽霊な
どの異常な存在かもしれない。この奇
跡の存在が現れる目的は、人間に大事
なことを気付かせることだ。幻想の世
界から遣わされた存在で、多くが現実
の世界、特にクリスマス前後に現れるの世界、特にクリスマス前後に現れる
ことが多い。

きみがほんとうに
ほしいものはなに？

役割の参考作品
クリスマス・キャロル、三十四丁目の奇跡、
素晴らしき哉、人生！

主な習得項目
精神分析、隠れる、オカルト
1D30種類の様 な々呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン 
ヒッピー 
各地 
調停者／怠惰

Illustrated by トゥーミ

かみさまがつくったもの
意志を持った動く人形

子どもが欲しくて手先が器用な者に作
られ、愛情を注いでいるうちに自我を
持つようになった。神の思し召しか、
運命の悪戯か、はたまた不思議な魔術
か。この世界の旅の途中、フラリと寄っ
た街や村で、そんな存在と会えるかも
しれないし、またはプレゼントされた
人形が自我を持つかもしれない人形が自我を持つかもしれない。

オレに命令スルナ
ニンゲン

役割の参考作品
ピノキオ、ナイン、くるみ割り人形、
ブレードランナー

主な習得項目
機械修理、心理学、鍵開け など

人種 
職業
拠点
性格

デミヒューマン 
マンディンゴ
各地
達成者／虚偽

Illustrated by あたりめ

主な人間関係

エイブラハム・リンカーン

ジョージア・オキーフ

ボニーとクライド

敵対関係／好奇心を抱いている

仲間関係／穏やかな気持ちになる

協力関係／楽しい気持ちになる

主な人間関係

ドロシー

意志を持った動く人形

エルバフ

仲間関係／愛情を抱いている

仲間関係／微妙な空気になる

地域関係／微妙な空気になる

主な人間関係

セナルーク

ドロシー

ふしぎな奇跡の存在

上下関係／嫌悪している

仲間関係／混乱させられる

仲間関係／微妙な空気になる

イデオロギー／眷属

同行時シナリオ中1回だけ、死亡した
探索者の正気度10を犠牲にして、デ
ミヒューマンの吸血鬼として蘇らせる。

イデオロギー／幸せな奇跡

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜幸運＞を必ず成功させる。また、常
に＜幸運＞に20％加算する。

イデオロギー／知恵の林檎

同行時シナリオ中1回だけ、探索者の
＜アイデア＞または＜知識＞を必ず成
功させる。
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虹向こうを夢見る少女
ドロシー

カンザス州の平凡な農場に住んでいた
ちょっとワガママなところがあるが、
好奇心旺盛で心優しい少女。今いる場
所に退屈し、よりよい不思議なファン
タジーのような世界を夢見ていた矢
先、竜巻により「オズの国」に飛ばさ
れてしまう。本書の彼女は、オズの国
ではなく、混沌の異世界に飛ばされではなく、混沌の異世界に飛ばされ、
家に帰る方法を探している。

私も飛んでいけたの！
虹の彼方の青い鳥のように

役割の参考作品
オズの魔法使

主な習得項目
説得、オカルト、心理学 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー 
ノーマッド 
リバーウォーク 
空想家／嫉妬

白昼夢の生物学者
エルバフ

街や村の書店の片隅に「エルバフ生物
記」という書物を見つけるかもしれな
い。これは著者である学者にして探検
家のエルバフがデイドリームの生物に
ついて記したものだ。彼は適当な性格
だが、生物に好かれることに関しては
誰よりも長けているのは間違いない。

耳じゃなくて心で聴くんだ
目じゃなくて心で診るんだ

役割の参考作品
ファンタスティック・ビースト、ドリトル先生
不思議な旅、ナイト ミュージアム

主な習得項目
生物学、博物学、医学 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー
モンスターハンター 
デイドリーム各地 
楽天家／暴食

Illustrated by るるた

熟練の大魔道士
ノビー

かつて多くの仲間と様々な戦いを乗り
越えた、またはこれから来る未曾有の
脅威に備える熟練の大魔道士。各地を
放浪して様々な知識や手段を集めたり、
特定の組織を持ったりしている。熟練
してなお現役で活動する理由の先には、
なんらかの重大な目的があり、それを
達成、または後継者を見つけた時、そ達成、または後継者を見つけた時、そ
の身を犠牲に道を示してくれるだろう。

すべては然るべき時に
明らかになるものさ

役割の参考作品
魔法使いの弟子、ロード・オブ・ザ・リ
ング、スター・ウォーズ

主な習得項目
オカルト、歴史、博物学、ハイポーボリ
アに関係する、全ての呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー 
シャーマン 
魔術学園ノイエール
援助者／高慢

Illustrated by みの すみす

主な人間関係

バッファロー・ビル

意志を持った動く人形

ふしぎな奇跡の存在

主客関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／好奇心を抱いている

仲間関係／愛情を抱いている

主な人間関係

デビルズリバーの狼少女

ふしぎな奇跡の存在

ジョシュア・ヒル

仲間関係／愛情を抱いている

地域関係／愛情を抱いている

仲間関係／楽しい気持ちになる

主な人間関係

チャンドラプトゥラ

レジェンダリー・スターダスト・カウボーイ

セナルーク

仲間関係／友情を感じている

主客関係／楽しい気持ちになる

仲間関係／友情を感じている

イデオロギー／おうちが一番！

同行時シナリオ中1回だけ、探索者全
員が安全な建物で眠ることで、正気度
1D6回復。

イデオロギー／改訂版エルバフ生物記

同行時シナリオ中1回だけ、デイドリー
ムで対峙した生物の、あらゆる情報を
知ることが出来る。

イデオロギー／門

同行時シナリオ中1回だけ、全く時間
をかけず、ノーコストで瞬時に別の場
所へ移動できる。
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世界観と設定 - 著名人

偉大なる国王
セナルーク

もともと覚醒の世界の人間であり、神
智学や夢の世界に憧れた後、夢の国を
治める王となった。普段は温厚で思慮
深く、そして機転の利くしたたかな人
物であるが、ナイアル・オブ・パラダ
イス誕生以降、秩序に暗雲が立ち込め
ているせいで焦りや恐怖を隠せない。
その心情は、守りやルールを必要以上その心情は、守りやルールを必要以上
に厳しくしたり、信頼できる古き友人
を呼び、密かに胸の内を明かして相談
するところなどに、あらわれている。

おお、親愛なる夢見る友よ
話したいことが山ほどあるのだ

役割の参考作品
オズの魔法使、マイティ・ソー、
オズ はじまりの戦い

主な習得項目
オカルト、信頼、人類学、ドリームラ
ンドに関係する全ての呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

ドリーマー 
ハイソサエティ 
光の城シャルフェルス
空想家／嫉妬

Illustrated by みの すみす

東洋と西洋の探索者
小泉八雲

各国を浮草のように放浪を続けた小説
家にして民俗学者。そして探索者。ラ
フカディオ・ハーンという出生名から
日本に帰化したことは有名。記者時代
にニューオーリンズで活動をしていた
ため、クレオール文化やヴードゥーに
も少なからず知識があるようだ。本書
では、テキサスの日本人街を拠点にでは、テキサスの日本人街を拠点に
様々な地へ赴き、見聞を広め、執筆活
動や記者活動に励んでいる。

あなたの話 あなたの言葉
あなたの考えでなければいけません 

参考作品
怪談、雪女、ビーン・ケーキ

主な習得項目
図書館、民俗学、豊富な言語、ヴードゥー
に関係する1D3種類の呪文 など

人種 
職業
拠点
性格

インサイダー 
ミンストレル 
リトル・トーキョー
調停者／怠惰

Illustrated by 接続設定

主な人間関係

チャンドラプトゥラ

意志を持った動く人形

ノビー

仲間関係／友情を感じている

上下関係／愛情を抱いている

仲間関係／友情を感じている

主な人間関係

マリー・ラヴォー

マイケル・ロックフェラー

ハリエット・タブマン

仲間関係／好奇心を抱いている

仲間関係／友情を感じている

地域関係／愛情を抱いている

主な人間関係

？？？？

イデオロギー／夢の国の王

同行中、常に探索者のデイドリームで
の交渉技能を60％加算できる。

イデオロギー／再話

同行時シナリオ中1回だけ、探索者が
魔道書を読む際、あらゆるリスクを半
減できる。

合衆国大統領補佐を務め、ドナルド・
トランプを騙して神話生物を落とし、
ナイアル・オブ・パラダイスを生み出
した張本人。極右の差別主義者として
メディアで有名だが、クトゥルフ神話
を深く知る者達の間では、ナイアーラ
トテップの化身にして、クトゥルフ神
話最強の組織「フェイト」に君臨する話最強の組織「フェイト」に君臨する
「スティーブン・アルジス」ではない
かと、まことしやかに噂されている。

我々は確立した体制を
根こそぎ撃ち倒し破壊する

参考作品
なし

主な習得項目
あらゆる技能と全ての呪文

人種 
職業
拠点
性格

アウトサイダー 
ステイツマン 
ニューヨーク 
完璧者／憤怒

Illustrated by 接続設定
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著名人と関係を持とう！全ての著名人が初対面…　それも悪くないが、PLの探索者同士がはじめから知り合いで
あれば、進行がスムーズになるのと同様に、もし著名人と友達関係や社会的な繋がりがあれば、初対面の時よりも
スムーズに、また関係があることで込み入った提案や様々な可能性が生まれるだろう。

注意事項：諸刃の剣
フィクションであるため、著名人の血縁や恋愛関係の
探索者を作成するのもOKだ。それは探索者が能動的
に行動する大きな理由となるだろう。だがしかし、関
係性や設定に熱中すると、時として進行の妨げや、不
快感の引き金にも成り得るため、一緒に遊ぶ仲間の同
意を得た上で、配慮を忘れないよう気をつけること。
またネガティブな関係性を理由に、探索者の能動的行またネガティブな関係性を理由に、探索者の能動的行
動を妨げないよう注意すること。例として「この著名
人は危険な人物だ。怖いから近づかない」ではなく「こ
の著名人は危険な人物だ。怖いけどなんとかしなくて
は」といったネガティブでも能動的な関係が望ましい。

使い方
いつでも好きなときに任意の人物を指定し、ダイスま
たは任意で「関係表」と「感情表」からセットで好き
なものを選択する。著名人だけでなく勿論 探索者同
士で使用しても問題ない。ゲームやシステムの数字に
影響を与えるものではないので、自由に何人でも都合
のいいときに関係を持ったり変えたりして構わない。

血縁関係（親子、兄弟、祖父母、孫、叔父叔母、義理 など）
恋愛関係（配偶、恋人、愛人、同性、片両想い、依存 など）
敵対関係（天敵、宿敵、仇敵、好敵手、善悪、立場 など）
仲間関係（組織、チーム、友人、腐れ縁、相棒、同志 など）
上下関係（組織、主従、契約、師弟、依存、実力 など）
協力関係（仕事、秘密の共有、脅迫、目的、利害 など）
地地域関係（近所、組織、社会、政治、界隈、土地 など）
主客関係（商売、ファン、常連、サービス、依頼 など）
特殊関係（多重人格、クローン、入れ替わり、同一存在 など）
任意

1
2
3
4
5
6
77
8
9
10

関係表

愛情を抱いている
圧倒される
安堵する
穏やかな気持ちになる
苛立ちを感じる
懐かしさを感じる
楽楽しい気持ちになる
感謝している
希望を抱いている
期待している
気まずさを感じる
疑いを持っている
恐怖している
興興奮してしまう
緊張してしまう
苦渋を抱いている
苦悩させられる
屈辱を感じる
屈服している
軽蔑している
決決意を抱いている
嫌悪している
後悔を抱いている
好奇心を抱いている
幸せな気持ちになる

1
2
3
4
5
6
77
8
9
10
11
12
13
114
15
16
17
18
19
20
221
22
23
24
25

混乱させられる
罪悪感を感じる
失望している
嫉妬している
寂しさを感じる
心配している
崇崇拝している
羨ましい
憎んでいる
恥ずかしさを感じる
怒りを感じる
動揺してしまう
同情している
憧憧れを抱いている
反発を抱く
悲しみを感じる
微妙な空気になる
不安を感じる
不満を抱いている
友情を感じている
用用心している
欲望を抱いている
冷笑に値する
憐みを感じる
任意

26
27
28
29
30
31
332
33
34
35
36
37
38
339
40
41
42
43
44
45
446
47
48
49
50

感情表

世界観と設定 - 関係表と感情表
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キーパーセクション

対応ルールブック・サプリメント
クトゥルフ神話TRPG基本ルールブック、及びKP
の裁量が許す限りの全てのサプリメント

多様性への寛容さ
本書は、どの時代のどんな人種の探索者をも受け入れ、
多様な価値観を持つPLが遊ぶことを想定されている。
それは現実世界の人々の趣味趣向が違うことが当たり
前で、同じ趣向を持つ方が稀であることと同じだ。
KPは以上のことを念頭において、自身の価値観に固
執してはならない。多様性を受け入れる、精神的な余
裕をもつことが望まれる。

フィクションに出来ないことは無い
史実や現実を参考にしているが、それは創作にリアリ
ティを与えて楽しむためであって、想像力や可能性を
縛るものではない。PLがシナリオをクリアするため
に様々なアイデアを提案したら「出来るか出来ないか
」を判断するのではなく、「どうすればより楽しく出
来るか」を踏まえたうえで、障害や条件を提示するこ
と。現実世界の厳密な法律を引き合いに出し、話をや
やこしくするのはナンセンスだ。勿論、裁定が難しけやこしくするのはナンセンスだ。勿論、裁定が難しけ
れば素直にPLに相談して、参加者全員が納得できる
裁定を行うこと。

頭を使う謎解きゲームではない
ミステリー要素を含む場合もあるが、PL個人個人の
推理力に絶対に依存してはならない。KPはPL及び
探索者が何をすべきか、どのような情報が必要か、情
報から何がわかるかを明確に提示し、かつ極力わかり
やすく説明するように努め、気持ちよく楽しむために、
都度不明点がないか確認すること。また、情報はでき
るならば後々確認できるテキスト形式で渡し、PLに
メモを取らせる必要もなくすこと。物語が進むにつれメモを取らせる必要もなくすこと。物語が進むにつれ
情報が増え、時間とともに疲労するのは明白だ。楽し
ませるために、PLを疲労させない努力を惜しんでは
ならない。

場所の細かい描写は必要ない
本書の舞台は、私達が住む日本ではなくアメリカでし
かも混沌の世界だ。詳しい人なんて存在しない。部屋
の細かな内装や、ストリートの一店舗ずつを描写する
のは困難であるし、しなくていい。大事なのは、その
場所がどういう役割を持っていて、クリアと関係ある
のかどうかだ。KPはPLが、場所の役割とちょっと
した雰囲気を共有できる程度の説明と、クリアに必要
な情報だけ提示すればいい。それ以外の描写な情報だけ提示すればいい。それ以外の描写はPLに
自由に想像させればいい、余分な情報は混乱を招くだ
けだ。



プレイヤーセクション
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プレイヤーセクション

推奨PL
頭を使わずサクッと楽しみたい
日常の仕事や学校で疲れて、あまり頭を使いたくない、
または遊べる時間の少ない方にオススメ。細かいこと
は気にせず、時に楽しく、時に真面目に楽しむことが
できるだろう。

注意事項
ナイアル・オブ・パラダイスのセッションは、KPか
ら一方的に与えられる完成された物語や、精巧なギ
ミックの謎解きではない。本書を楽しむために一番必
要なものは「コミュニケーション」だ。シナリオは目
的や障害といった目印に過ぎず、データや設定や世界
観も、あくまでコミュニケーションを補強する舞台装
置に過ぎない。効率さや合理的解釈を求めるよりも、
参加者全員の様々な想像やアイデアなどのコミュニ参加者全員の様々な想像やアイデアなどのコミュニ
ケーションで楽しむことを大事にしてほしい。
　
プレイする上での解釈
世界観や設定：みんなの違いを楽しむもの
ロールプレイング：そこそこ大事
コミュニケーション：凄い大事
データやシステム：補強

想像や創造が好き
論理的解釈や、現実的に辻褄の合う整合性、細かい物
事の描写などにとらわれない方にオススメ。混沌の世
界で確実なものは存在しないし、未知な領域もあるだ
ろう。場所、雰囲気、関係性などを、自由に想像もと
い創造して楽しむことができるだろう。

クロスオーバーが好き
混沌の世界は、現実世界と同等かそれ以上に多様な価混沌の世界は、現実世界と同等かそれ以上に多様な価
値観に溢れている。その様相は独自の世界観を持つ複
数の作品が絡み合うクロスオーバーの面白さにも通ず
る。一緒に旅する探索者が別世界の人だったらどうだ
ろう？皆を一つの価値観に合わせさせるだろうか？そ
れではつまらない。違いとは新たな発見であり面白さ
だ。互いの考え方の違いの面白さを尊重し、新たな発
見を楽しむことができるだろう見を楽しむことができるだろう。

2つの立場のPL
本作は、アメリカ南西部をベースに多くの映画的要素
を盛り込んで構成されている。PLの中には、現代日
本以外苦手な方や、映画を全く見ない方もいるだろう。

異世界転生ものとして楽しむ／ライトユーザー
映画をあまり見ない方にとっては、この世界はまった映画をあまり見ない方にとっては、この世界はまった
く理解できない可能性もある。だがしかし、それ故に
理解できないポジションで楽しむことができるだろ
う。それはつまり、ライトノベルのような異世界転生、
SF（すこしふしぎ）なタイムトラベル、少年少女のジュ
ブナイル、未知なる世界の冒険だ。知らなくて当然、
知らなくて当たり前なのだ。不安と期待を胸に、未知
の世界に巻き込まれる楽しみ方ができるだろうの世界に巻き込まれる楽しみ方ができるだろう。

世界観の人物として楽しむ／コアユーザー
西部劇、S西部劇、SFホラー、探偵ミステリー、B級・Z級映
画など、CGなどをあまり使用しない、時にはチープ
さもあるが、アナログ感溢れる映画が好きな方にオス
スメ。往年の映画スターや、史実の人物、物語の登場
人物となって、エンターテイメントとしてほどよいス
リル、アクション、ホラーなどが楽しめるだろう。
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プレイヤーセクション - 探索者の作成

新規探索者作成手順
1
2
3
4
5
6

77

8
9

100ポイントをSTR、CON、SIZ、DEX、APP、INT、POW、EDUに自由に割り振る。（ダイスロールでも可）
人種を選び、初期言語を決定する（ナイアル・オブ・パラダイスの公用語は英語）。
人種特性3つの中から1つを選ぶ。
欲望のアニマの形、意志を選び、意志特性とイデオロギーを決定する。
職業を選ぶ。
職業・趣味ポイントを＜クトゥルフ神話＞＜信用＞以外の技能に割り振る。
本書の舞台は日本ほど安全ではないため、最本書の舞台は日本ほど安全ではないため、最低1つの戦闘技能推奨。
持ち物を選ぶ。新規探索者の持ち物は価値Dの品3つ。
ゲーム的な数値に影響しない持ち物は、KPの承認を得て、自由に持ち込んでも構わない。
性格を決定する。
導入表を参考にプロフィールなどの設定を決める。

継続探索者について
ナイアル・オブ・パラダイスでは、その性質上どの時
代の探索者でも、または既に死亡した探索者であって
も、継続探索者として使用できる。ジャズエイジ、現
代日本、ダークエイジ、比叡山炎上、ガスライト、ナチス、
ハイパーボリア、オリジナル同人サプリメントなどの
継続探索者が、探索を共にする状況も全くあり得る。

使用する前に
継続探索者を使用する場合継続探索者を使用する場合、「人種と人種特性」「意志
と意志特性とイデオロギー」「性格」を新たに決定し＜
信用＞を初期値に戻すこと。既に死亡した探索者を使
用する場合、正気度が無くなっていれば、最大値の半
分まで回復させ、耐久力やマジック・ポイントなどは
最大値まで回復させる。

＜信用＞技能について
異世界に巻き込まれた探索者の＜信用＞技能は、元の世界でどんなに＜信用＞技能が高くても、初期値からになる。
元の世界で培った＜信用＞で自信に溢れていても、価値観が混在する本書の世界の＜信用＞は全く別物だからだ。

使用上の注意
継続探索者を使用する場合、参加者全員の合意を得な継続探索者を使用する場合、参加者全員の合意を得な
ければ使用できない。また、継続探索者の能力が高く、
新規探索者との活躍の差が大きく出る可能性も考えら
れる。その場合、継続探索者のPLは、自身に活躍の
場が偏らないよう、皆が問題なく円滑に楽しめるよう
配慮することが望ましい。

S
A
B
C
D

存在自体が逸話や伝説を生むほどの類稀なる極上品。
一生に一度手に入るかどうかの、貴重で優れた逸品。
入手が難しい、または高価。特定の分野の憧れの品。
やや高価、または良質で、贈り物に適した価値の品。
多少の労力をかければ誰にでも手に入る普遍的な品。

物品価値について
ナイアル・オブ・パラダイスでは、アメリカドルをは
じめとした様々な通貨が、日常を生きる人々の間で使
用されている。しかしこの世界では、様々な価値観や
文化を持つ人々が共存しているため、日常品以外の武
器や防具などゲーム的な数値を持つ品物、時代を越え
た価値のある品物は、価値観の違いにより、正確な数
字としての価値を出せない。そのため、大きく5段階
に分けた価値の、物々交換によって成り立っているに分けた価値の、物々交換によって成り立っている。
以下が、その大まかな指標だ。

「A級」や「Cクラス」など、段階の単位を付けて呼ば
れることもあり、単位の呼び方はあまり安定していな
い。SとAの差、AとBの差、それぞれの段階の差は
大よそ3倍程度あり、A級の品1個とB級の品3個の
ような取引がされる。あまりにも酷い品物については、
クソ映画のように「Z級」という称号が贈られる。
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プレイヤーセクション - 探索者の人種

アウトサイダー　現代日本人、または異世界人など、外の世界から転生された外界の異邦人

人種特性：異世界転生
外の世界から、混沌の世界に転生さ外の世界から、混沌の世界に転生さ
れたあなたは、その際に体質・性別・
能力など何らかの変化が生じてし
まった。STR、CON、SIZ、DEX
のいずれかに合計5ポイント追加し
（最大値を超えてもよい）、それに合
わせて算出される値も修正する。ま
た、特殊近接技能を選択できるた、特殊近接技能を選択できる。

人種特性：第四の壁
あなたは外の世界のメタ情報であなたは外の世界のメタ情報で、
混沌の世界のことを全てではない
が断片的に知っている。「知識」
を99％まで引き上げ、EDUに3
ポイント加算する（最大値を超え
てもよい）。

初期取得言語　任意の母国語一つ、英語（40％）

人種特性：天文学的強運
あなたが不特定多数の中から混沌あなたが不特定多数の中から混沌
の世界に巻き込まれ、そして生き
ている事こそが強運の持ち主であ
る証に他ならない。「幸運」を
99％まで引き上げ、POW に3ポ
イント加算する（最大値を超えて
もよい）。

インサイダー　現代的なアメリカに住んでいた、または社会の中心で活動する現代アメリカ風の人

人種特性：人種の坩堝
あなたは人種の坩堝と言われる現代あなたは人種の坩堝と言われる現代
アメリカで生活する中で、様々な言
語を覚えた。「英語」「フランス語」「ス
ペイン語」「先住民言語」全てを
80％まで引き上げ、INTに3ポイン
ト加算する（最大値を超えてもよい）。

人種特性：悪魔の死霊の地獄
あなたは様々な脅威に襲われる運
命にあり、もはや怪物との邂逅は
日常茶飯事で慣れたものだ。
POW に5ポイント加算する（最
大値を超えてもよい）。

初期取得言語　英語（母国語）

人種特性：栄光の星のもとに
あなたは俳あなたは俳優・女優、歌手、芸術、
何かしらのエンターテイメントの
人気スターで、人を惹きつける魅
力が優れている。APPに5ポイ
ント加算する（最大値を超えても
よい）。

テキサン　主にテキサスを拠点とする、古き良き時代のアメリカ風の人

人種特性：荒野の探索者
あなたは、数日間飲まず食わずと
も、灼熱の太陽が照りつける荒野
を進むことができるほど体力に優
れている。CONに5ポイント加
算する（最大値を超えてもよい）。

人種特性：夕陽の決斗
あなたは未開拓の荒野である中世
テキサスで生き抜くために、銃の
素早い扱いを心得ているのは当然
だ。DEXに5ポイント加算する（最
大値を超えてもよい）。

初期取得言語　英語（母国語）

人種特性：独立精神
あなたは独立的精神に溢れ、国をあなたは独立的精神に溢れ、国を
愛し、学び、活動するその姿勢は
多くの人々の信頼を集めている。
EDUに3ポイント、APPに3ポ
イント加算する（最大値を超えて
もよい）。

本書の世界には、大きく分けて9の人種が確認されている。過半数を占めるのはアメリカ人に他ならないが、そ
の中でも白人、黒人、インディアンと多様な人々が存在する。また、アメリカ人であっても時代を超えた人物であっ
たり、はたまた外の世界や異世界の人種も存在する。便宜上、大まかな特徴を捉えて人種分けされているが、当
然のことながら、多様な個人個人全てが、人種のテンプレートにカッチリ当てはまるわけではない。

044



プレイヤーセクション - 探索者の人種

グリンゴ　主にニューメキシコを拠点とするメキシコ・スペイン・アジア風の人

人種特性：情熱の太陽
あなたは情熱的で明るい魅力的な
面を持ち、物怖じせずコミュニ
ケーションが大好きだ。POW に
3ポイント、APPに3ポイント加
算する（最大値を超えてもよい）。

人種特性：革命の志
あなたは権力の支配に負けない不
屈の精神と、民衆を救う強き意志
を持つ。STRに3ポイント、
POW に3ポイント加算する（最
大値を超えてもよい）。

初期取得言語　英語（40％）、スペイン語orアジア圏内の言語（母国語）

人種特性：血液信仰
あなたはメキシコの古い血液信仰あなたはメキシコの古い血液信仰
に感化され、強力なプラシーボ効
果を得ている。STR、CONに5
ポイント加算し、POW を5ポイ
ント減算する（最大値を超えても
よい）。また、特殊近接技能を選
択できる。

ネグロイド　主にルイジアナを拠点とするアフリカ系黒人風の人

人種特性：精霊信仰
あなたは民間信仰であるヴー
ドゥーを信仰している。POW に
5ポイント加算する（最大値を超
えてもよい）。ヴードゥーの呪文を
1つ取得する。

人種特性：恵まれた体躯
あなたはアスリートのように恵ま
れた身体と運動能力を持つ。
CONに3ポイント、DEXに3
ポイント加算する（最大値を超え
てもよい）。

初期取得言語　英語（40％）、フランス語（母国語扱い）

人種特性：非暴力
穏やかで情緒的なあなたは、暴力
に訴えない解決方法を心得てい
る。POW に3ポイント、EDU
に3ポイント加算する（最大値を
超えてもよい）。

インディアン　主に荒野を拠点とするアメリカの先住民族風の人

人種特性：大自然の声
あなたは自然の声に耳を意識を傾あなたは自然の声に耳を意識を傾
けることで、感覚で理解する術を
身につけている。POW に3ポイ
ント、INTに3ポイント加算する
（最大値を超えてもよい）。イン
ディアンの呪文を2つ取得する。

人種特性：偉大なる戦士
あなたは部族を愛する誇り高き心あなたは部族を愛する誇り高き心
を持つ偉大なるインディアンの戦
士だ。CONに3ポイント、
POW に3ポイント加算する（最
大値を超えてもよい）。インディ
アンの呪文を1つ取得する。

初期取得言語　英語（40％）、先住民言語（母国語）

人種特性：鷹の目
あなたは視力がとても良く、自然あなたは視力がとても良く、自然
と一体化し、斥候能力が高い。
CONに3ポイント、DEXに3
ポイント加算する（最大値を超え
てもよい）。インディアンの呪文
を1つ取得する。

ルイジアーヌ　主にルイジアナを拠点とするフランス・イギリス風の人

人種特性：高貴なる者の義務
あなたは誇り高く社交的な精神を
持ち、素質と責任を備えている。
INT、POW、EDUに2ポイン
ト加算する（最大値を超えてもよ
い）。

人種特性：奴隷の雇い主
あなたは黒人奴隷の雇い主だあなたは黒人奴隷の雇い主だ。
「80ポイントの能力値」「人種：
ネグロイド」「職業：マンディン
ゴ」の黒人奴隷の探索者を別途作
成し、二人の探索者で探索に望む
ことができる。

初期取得言語　英語（40％）、フランス語（母国語）

人種特性：南十字星
あなたは外部の人間には偏屈だあなたは外部の人間には偏屈だ
が、仲間や身内をとても大事にす
る主義だ。INT、EDUに5ポイ
ント加算し、APPを5ポイント
減算する（最大値を超えてもよ
い）。
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プレイヤーセクション - 探索者の人種

デミヒューマン　混沌の世界の影響で、突然変異的特徴を持った人

人種特性：突然変異
混沌の世界の影響を受けたあなたは通常の人間と違う姿をしている。それは宇宙人的かもしれないし、動物的かもし
れなし、はたまたファンタジーの住人や伝承に登場する存在に近いかもしれない。STR、CON、SIZ、DEXのいず
れかに合計5ポイント追加し（最大値を超えてもよい）、それに合わせて算出される値も修正する。また、特殊近接
技能を選択できる。

※データ処理について
デミヒューマンは特殊な身体を持つが、通常の探索者と同じく、外見で正気度喪失が発生することもなく、応急手当デミヒューマンは特殊な身体を持つが、通常の探索者と同じく、外見で正気度喪失が発生することもなく、応急手当
や医学、精神分析なども通常の探索者と同じように処理を行う。一般人がデミヒューマンを見て驚くことはあるかも
しれないし、通常の人間とは違う身体構造をしているかもしれないが、それをデータ処理に反映すると非常に面倒く
さく、処理の手間によりセッションの進行を著しく損なうので反映はしないものとする。

初期取得言語　任意の母国語一つ、英語（40％）

ドリーマー　主にデイドリームを拠点とする中世ファンタジー風の人

人種特性：夢主
あなたは類い稀ない想像力の持ちあなたは類い稀ない想像力の持ち
主だ。POW に5ポイント加算す
る（最大値を超えてもよい）。また、
次の呪文から1つを取得する。萎
縮／記憶を曇らせる／支配／邪眼
／心臓停止／生命の察知／手足の
萎縮／肉体の保護／ニャンベのパ
ワー／破壊／被害をそらす／炎のワー／破壊／被害をそらす／炎の
外套／無欠の投擲／ヨグ＝ソトー
スのこぶし

人種特性：トリップ
あなたは別の世界から精神だけが
トリップしてやって来た存在だ。
あなたの精神は、本書の世界の別
の誰かの肉体に入ってしまった。
以上を踏まえ、著名人ページいず以上を踏まえ、著名人ページいず
れかの人物、または任意の人物を
参考に探索者の創造を行う。
INT、POW、APP、EDUのい
ずれかに合計5ポイント追加し（最
大値を超えてもよい）、それに合
わせて算出される値も修正する。

初期取得言語　任意の母国語一つ、英語（40％）

人種特性：成り代わり
あなたは本書の世界の特定の人物あなたは本書の世界の特定の人物
と成り代わった存在だ。あなたは
本書の世界の特定の人物の立場と
してプレイできる。以上を踏まえ、
著名人ページいずれかの人物、ま
たは任意の人物を参考に探索者の
創造を行う。INT、POW、APP、
EDEDUのいずれかに合計5ポイン
ト追加し（最大値を超えてもよ
い）、それに合わせて算出される
値も修正する。
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プレイヤーセクション - 探索者の意志

混沌の世界で「意志」はとても重要なものだ。時間や空間や価値観の多様性に溢れる混沌の世界では、明確な答
えや基準が存在しない。自らの中に「意志」という基準を持たない者は、混沌の世界というナイアーラトテップ
の手のひらで、翻弄され、踊らされるしかないからだ。

欲望のアニマ
「正気度」や「マジック・ポイント」のように、私達の世界では
気・霊力・魂・フォース・波動・オーラなど、物理的に見えないが気・霊力・魂・フォース・波動・オーラなど、物理的に見えないが
確実に存在する、「意志」のエネルギーがある。ヒーローの仮面や
コスチューム、ガンマンの銃、インディアン・ヴードゥーの精霊自
然信仰、お守り、貴族の礼節やカリスマなど、「意志」のエネルギー
は様々な象徴に深く関与し、力を発揮する。この「意志」を秘めた
象徴こそが「欲望のアニマ」だ。「欲望のアニマ」とは「意志」の
エネルギーを活かすために、人それぞれが持つ象徴である。
なかには「意志」はあるが、自分の「欲望のアニマ」が何なのかなかには「意志」はあるが、自分の「欲望のアニマ」が何なのか、
分からない者もいるだろう。だがそれこそが、自分だけの答えを見
つけるために、この世界を探索する理由になるかもしれない。

意志とイデオロギーを選ぶ CC0 Creative Commons

PLは次ページ以降の意志一覧から、自分の探索者に合う「意志」
を一つ選び、探索者シートに記入すること。技能に対し、選んだ意
志の「意志特性」の補正を加え、「イデオロギー」とともに、探索
者シートに記入すること。
「イデオロギー」とは人間の心を動かす欲望や価値観の根拠であり、
苦境を打破する力にもなり得る、根源的な「意志」のエネルギー。
「イデオロギー「イデオロギー」は精神に苦痛を伴うことで、自分の内側深くにいる、
普段は眠ったもう一人の自分を覚醒させる行為。
探索者は、「意志」の象徴である「欲望のアニマ」に5ポイントの
正気度を捧げることで、「意志」にひもづく「イデオロギー」の特
殊効果を得ることができる。使用するには指定されたタイミングで
宣言をする必要がある。
人が武器を掲げ高らかに声を上げたり、お守りに祈りをこめたり人が武器を掲げ高らかに声を上げたり、お守りに祈りをこめたり、
神を信じ精神を落ち着かせたりするのは、「意志」をコントロール
することで「イデオロギー」の力を発揮するためだ。PLは単純に「イ
デオロギー：○○を使います」と宣言するだけでもいいし、好きな
ロールプレイや好きなセリフと共に宣言してもいいだろう。
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プレイヤーセクション - 探索者の意志

秩序
あなたの心の奥底にある欲望は、
自分や人々の秩序ある平和を守る
こと。あなたの役割は、秩序を乱
す者や事件を解決すること。

オーダー
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは敵対する存
在に対し、強い使命感で組みつき
を自動成功させる。または、ダメー
ジボーナスをさらに＋2D6追加
できる。1度イデオロギーを発揮
する度、正気度を5ポイント失う。

意志特性　
追跡、登攀、組み付き＋20％

探求
あなたの心の奥底にある欲望は、
世界の謎や禁断の知識への好奇心
のこと。あなたの役割は、知識を
活かし謎を解き明かすこと。

シーカー
使用できるタイミング：戦闘開始使用できるタイミング：戦闘開始
時。自分の手番とは関係なく、あ
なたは類稀なる探究心で異形の存
在を深く分析する。KPは異形の
存在の武器・装甲を提示すること。
1度イデオロギーを発揮する度、
正気度を5ポイント失う。

意志特性　
オカルト、考古学、歴史、図書館＋20％

獲得
あなたの心の奥底にある欲望は、
情報や金品、報酬などの財物を得
ること。あなたの役割は、人知れ
ずどこかに忍び込み、目標を獲得
すること。

ケイパー
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時、または攻撃をされた
時。あなたは優れた手腕で敵対す
る存在の装甲を全て盗む。以後、
敵対する存在の装甲は0になる。
クトゥルフ神話的存在に対しては
装甲を半分の値にする。また、自
分の手番とは関係なく、自分が攻分の手番とは関係なく、自分が攻
撃された際にも使用できる。1度
イデオロギーを発揮する度、正気
度を5ポイント失う。

意志特性　
忍び歩き、隠れる、鍵開け＋20％

復讐
あなたの心の奥底にある欲望は、
支配的な圧力に屈しまいと反発・
報復すること。あなたの役割は、
対象を攻撃し破壊すること。

アベンジャー
使用できるタイミング：自分また使用できるタイミング：自分また
は仲間が攻撃をされた時。あなた
は仲間が攻撃される時、自分の行
動順と回数に関係なく、かばうこ
とができる。かつ、同時にあなた
は自分が攻撃された時、自分の行
動順と回数に関係なく、反骨的精
神で自動成功の反撃をできる。1神で自動成功の反撃をできる。1
度イデオロギーを発揮すると効果
は次に自分が行動順が来るまで続
く、正気度を5ポイント失う。

意志特性　
投擲、武器技能＋20％

顕示
あなたの心の奥底にある欲望は、
自己顕示で承認欲求を満たすこ
と。あなたの役割は、誰よりも目
立ち囮となること。

フィーバー
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは自らを顕示
するために、魅力的で奇抜なパ
フォーマンスを行う。敵対する存
在一体の攻撃を引き付け、対象の
技能成功率を10％下げる。1度
イデオロギーを発揮すると効果は
戦闘中続く、正気度戦闘中続く、正気度を5ポイン
ト失う。重複可。

意志特性　
芸術、跳躍、回避＋20％

挽回
あなたの心の奥底にある欲望は、
排斥差別された尊厳と名誉を取り
戻すこと。あなたの役割は、事前
に危機を察知し回避すること。

フレンズ
使用できるタイミング：戦闘開始使用できるタイミング：戦闘開始
時、自分の手番とは関係なく。危
機に晒されることに慣れているあ
なたは、仲間に注意喚起し冷静さ
を取り戻させる。仲間全員を正気
に戻し、自分を含む仲間全員の回
避技能＋10％。1度イデオロギー
を発揮すると効果は戦闘中続くを発揮すると効果は戦闘中続く、
正気度を5ポイント失う。重複可。

意志特性　
目星、聞き耳、心理学＋20％
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プレイヤーセクション - 探索者の意志

遊戯
あなたの心の奥底にある欲望は、
波乱と混沌に満ちた遊戯を楽しむ
こと。あなたの役割は、騙し、欺
き、かく乱すること。

ジョーカー
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは敵対する存
在一体に対し、狂気的なかく乱を
行う。KPはかく乱された対象の
技能成功率を20％下げる。1度
イデオロギーを発揮すると効果は
次に自分の行動順まで続く、正気
度を5度を5ポイント失う。

意志特性　
変装、言いくるめ、隠す＋20％

献身
あなたの心の奥底にある欲望は、
特定の人物や仲間を尊敬し、とも
に歩むこと。あなたの役割は、仲
間と協力し成果を上げること。

バディ
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは直前に行動
した仲間と同じ行動をすることで
相乗効果を発揮する。行動を自動
成功させ、ダメージロールを＋
2D6追加する。1度イデオロギー
を発揮する度、正気度を5ポイ
ント失うント失う。

意志特性　
仲間が持つ技能のうち3つを＋20％

救済
あなたの心の奥底にある欲望は、
傷ついた大切な誰かや何かを守る
こと。あなたの役割は、傷ついた
者を癒すこと。

マッドラブ
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時、または仲間が攻撃を
された時。救済精神を持つあなた
は仲間が傷ついた瞬間、自分の行
動順と回数に関係なく、自動成功
の応急手当をできる。または、自
分の番で応急手当を行う場合、回
復の値復の値に+1D6追加できる。
1度イデオロギーを発揮すると効
果は次に自分が行動順が来るまで
続く、正気度を5ポイント失う。

意志特性　
医学、薬学、応急手当、精神分析＋20％

拒絶
あなたの心の奥底にある欲望は、
敵対思想を排他し、自己思想の革
命を起こすこと。あなたの役割は、
障害となるものを排除すること。

レヴォルティオ
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは敵対する存
在を排除するため、手近なもので
妨害工作を行う。妨害工作を受け
たものは、戦闘中のラウンド一番
最後の行動になる。1度イデオロ
ギーを発揮すると効果は対象の行
動が1動が1度終わるまで続く、正気
度を5ポイント失う。

意志特性　
製作、電器修理、機械修理＋20％

従属
あなたの心の奥底にある欲望は、
あなたが仕える主人に命じられる
こと。あなたの役割は、誰かの命
令の期待に応えること。

サーヴァント
使用できるタイミング：自分が判使用できるタイミング：自分が判
定に失敗した時。あなたが何らか
の判定に失敗したとき、正気度を
削ることで、即座にもう一度判定
に挑戦できる。再挑戦の成功率は
5％上昇させて判定を行う。しか
し、判定が成功するまで挑戦を止
めることはできない。めることはできない。1度イデオ
ロギーを発揮する度、正気度を5
ポイント失う。

意志特性　
仲間に指定された技能を3つ＋20％

品格
あなたの心の奥底にある欲望は、
豊かな生活と、社会的な気品を維
持すること。あなたの役割は、現
状を悪化させることなく保つこと。

ノブレス・オブリージュ
使用できるタイミング：仲間が判使用できるタイミング：仲間が判
定に失敗した時。仲間が何らかの
判定に失敗したとき、あなたが正
気度を削ることで、仲間は即座に
もう一度判定に挑戦できる。再挑
戦の成功率は5％上昇させて判定
を行う。1度イデオロギーを発揮
する度する度、正気度を5ポイント失う。

意志特性　
芸術、法律、経理＋20％
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プレイヤーセクション - 探索者の意志

支配
あなたの心の奥底にある欲望は、
土地や人を意のままに掌握するこ
と。あなたの役割は、様々な物事
を自由自在に操ること。

ドミネーター
使用できるタイミング：自分が行使用できるタイミング：自分が行
動を行う時。あなたは意志を覇気
として轟かせることで、仲間全員
の正気度を5減らす代わりに、
戦闘中全員に＋1D6のダメージ
ボーナスを加算させる。1度イデ
オロギーを発揮する度、正気度を
5ポイント失う5ポイント失う。

意志特性　
戦闘技能、人類学、心理学＋20％

独立
あなたの心の奥底にある欲望は、
誰かに頼ることなく、独立した強
い人間になること。あなたの役割
は、独立した信頼できる存在とし
て活躍すること。

スタンドアロン
使用できるタイミング：あなたが使用できるタイミング：あなたが
何らかの理由で行動不能になる
時。あなたは強い意志の力で踏み
とどまり、行動不能に陥ることを
回避する。耐久力であれば行動不
能になるギリギリの値で止まり、
狂気に陥れば狂気を跳ね除け、組
み付きであれば解き放つ。み付きであれば解き放つ。1度イ
デオロギーを発揮する度、正気度
を5ポイント失う。

意志特性　
応急手当、目星、図書館＋20％
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プレイヤーセクション - 探索者の職業

PLは、基本ルールブックに掲載されている職業以外に、ナイアル・オブ・パラダイスの世界観に適した職業を選
ぶことができる。職業は探索者のライフスタイルであり、価値観や意志の力である「欲望のアニマ」の形に影響
を与えることもある。

ヒーロー
アメコミヒーロー、仮面の怪傑な
ど、民衆のために戦う義賊。

欲望のアニマの形
意志の象徴を司る仮面やコス
チューム など

職業技能　
近接戦闘技能、武器技能、跳躍、
追跡、応急手当、変装、登攀、投擲

モンスターハンター
未知なる化物に追われ、獲物を追
い求めるハンター。

欲望のアニマの形
化物に対抗するための武器や記録
媒体 など

職業技能　
機械修理、重機械操作、隠れる、
水泳、オカルト、武器技能、破壊
力の高い武器技能、偏った生物学

シェリフ
警察や法廷ない辺境などで、その
役割を担う保安官。

欲望のアニマの形
保安官の象徴である保安官バッチ 
など

職業技能　
法律、火器技能、乗馬、応急手当、
ナビゲート、説得、追跡、隠す

バウンティハンター
賞金首の懸賞金で、生計を立てる
根無し草の賞金稼ぎ。

欲望のアニマの形
自身の相棒である銃、または馬、
コイン など

職業技能　
乗馬、言いくるめ、応急手当、目
星、ナビゲート、心理学、火器技
能、火器技能（主に回転式拳銃）

デスペラード
列車強盗や略奪部族、奪って生き
るならず者。賞金首。

欲望のアニマの形
意志を示す刺青や勲章としての獲
物や傷 など

職業技能　
戦闘技能、言いくるめ、運転、鍵
開け、隠れる、忍び歩き、変装、
隠す

ソルジャー
南北戦争や、世界大戦に従軍した
軍人。

欲望のアニマの形
功績や階級を示す証、認識票、愛
国心 など

職業技能　
応急手当、隠れる、精神分析、操
縦、投擲、近接戦闘技能、火器技
能、火器技能（主に自動火器）

スターゲイザー
宇宙開発や次元の解析に携わる宇
宙・次元研究者。

欲望のアニマの形
研究機器、成果の記録媒体、探求
欲 など

職業技能　
天文学、○○学、○○学、その他の
言語、図書館、コンピューター、
武器技能（主に近代的武器）

ステイツマン
人々のために社会的に戦う活動家
や政治家。

欲望のアニマの形
思想をまとめた書物、制服、民衆
の声 など

職業技能　
法律、人類学、説得、経理、心理
学、歴史、その他の言語、武器技
能

シャーマン
祭司や霊媒師。またはオカルティ
ストなど。

欲望のアニマの形
信仰の意志、慣習、儀式の道具 
など

職業技能　
オカルト、博物学、考古学、生物
学、天文学、地質学、人類学、武
器技能（主に原始的武器）
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プレイヤーセクション - 探索者の職業

カルテルマフィア
麻薬を巡って勢力間抗争が耐えな
いマフィアの一員。

欲望のアニマの形
意志を示す刺青、制服、野心 
など

職業技能　
言いくるめ、隠れる、経理、写真
術、心理学、薬学、博物学、戦闘
技能

トレジャーハンター
財宝や遺産を求めて秘境や遺跡を
調査する冒険家。

欲望のアニマの形
財宝、探求欲、古い古文書や手記 
など

職業技能　
図書館、考古学、歴史、跳躍、登
攀、隠れる、ナビゲート、武器技
能

ハイソサエティ
裕福で金持ちな上流階級の良家、
貴族。奴隷を雇う。

欲望のアニマの形
礼節、衣装、プライド、家柄 
など

職業技能　
法律、医学、芸術、乗馬、その他
の言語、言いくるめ、説得、優美
なる武器技能

マシニスト
機械の開発や発明、機械に関わる
パイロットなど。

欲望のアニマの形
工具、機体、お守り、センス・オ
ブ・ワンダー など

職業技能　
機械修理、電機修理、重機械操作、
運転、ナビゲート、写真術、操縦、
戦闘技能

ミンストレル
音楽、絵画、ダンス、演劇、小説
家など、あらゆる職業芸術家。

欲望のアニマの形
得意な楽器、奏でる音楽、ライフ
スタイル など

職業技能　
芸術、信用、人類学、値切り、歴
史、聞き耳、応急手当、武器技能

ラ・ピュータ
サルーンや娼館で身を売って稼ぐ
娼婦、または男娼。

欲望のアニマの形
衣装や技術、強い意志、生き抜く
知恵 など

職業技能　
芸術、組み付き（寝技）、言いく
るめ、値切り、隠す、目星、隠れ
る、戦闘技能

ヒッピー
自然・ドラッグ・性別の自由、人
間性の回帰を愛する者達。

欲望のアニマの形
ライフスタイル、ドラッグ、音楽、
愛情 など

職業技能　
芸術、薬学、ナビゲート、運転（バ
イク）、博物学、応急手当、人類学、
武器技能（主に原始的武器）

メシア
守られる者、象徴、存在するだけで人々の希望となる特別な存在。

欲望のアニマの形　人々の信頼や愛情、守られている・大事にされているという特別感あるもの など

職業技能　芸術、人類学、説得、心理学、精神分析、応急手当、変装、武器技能

ノーマッド
移動牧畜生活をする遊牧民、カウ
ボーイ、カウガール。

欲望のアニマの形
ライフスタイル、馬や牛などの家
畜、道具 など

職業技能　
生物学、博物学、乗馬、応急手当、
ナビゲート、地質学、天文学、武
器技能（主に原始的武器）

マンディンゴ
貴族や牧場主の元で働く奴隷、ま
たは召使いや執事。

欲望のアニマの形
忠誠心、自由への希望、人種の誇
り、傷 など

職業技能　
応急手当、隠れる、聞き耳、説得、
その他の言語、忍び歩き、隠す、
戦闘技能
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完璧
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★…＋40％
〇…＋20％
▼…－20％
×…－40％

援助
高慢

〇

▼

×

〇

▼▼

▼

〇

★

▼

達成
虚偽

×

×

★

▼

××

〇

★

〇

〇

空想
嫉妬

▼

〇

▼
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▼

〇

楽天
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〇

▼

〇
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〇
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〇

★

★

▼

★★

▼

▼

×

★

調停
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▼

〇

〇

×

〇〇

★

〇

▼

▼

1.完璧者／憤怒

2.援助者／高慢

3.達成者／虚偽

4.空想家／嫉妬

5.観察者／強欲

6.忠実家／恐怖

77.楽天家／暴食

8.挑戦者／色欲

9.調停者／怠惰

1.完璧者／憤怒

2.援助者／高慢

3.達成者／虚偽

4.空想家／嫉妬

5.観察者／強欲

6.忠実家／恐怖

77.楽天家／暴食

8.挑戦者／色欲

9.調停者／怠惰

誠実で良識的な完璧主義者／非難と憤怒の完璧強迫者

寛容で思いやりある援助者／愛餓える高慢な自己犠牲者

卓越した自信ある達成者／横柄な虚偽と空虚の誇張者

個性的で感性豊な空想家／斜に構え嫉妬する自己憐憫

知的で洞察に鋭い観察者／強欲に知識を貪る皮肉屋

真面目で責任ある忠実家／優柔不断で恐怖する偏執狂

活発で熱中する楽天家／無責任で衝動的な暴食者活発で熱中する楽天家／無責任で衝動的な暴食者

強靭で統率力ある挑戦者／破壊と闘争と色欲の支配者

穏やかで平和な調停者／怠惰で不貞腐れる頑固者

この世界の人々は現実世界と同様に、様々な「性格と価値観」を持つ。性格は全部で9つあり、探索者は「完璧
者」「援助者」「達成者」「空想家」「観察者」「忠実家」「楽天家」「挑戦者」「調停者」のいずれかを選択すること。
それぞれに長所と短所の特徴が有り、性格は人々の価値観や相性に影響する。

この性格と価値観は、それぞれに★、〇、▼、×の相性があり「交渉技能」の成功率に影響を与える。価値観は「人
類学」または「心理学」または情報収集で看破できる。探索者は人種や職業を参考に自由に設定して構わないが、
性格と価値観はよほどのことが無い限り、コロコロ変わるものではない。

※性格と価値観は、あくまで探索者やNPCなどの人物が、どのように考え行動するかを把握することで、
　セッションをより楽しむことを目的とした指針だ。処理が煩雑に感じ、セッションを楽しみずらいのであれば　セッションをより楽しむことを目的とした指針だ。処理が煩雑に感じ、セッションを楽しみずらいのであれば、
　性格と価値観の処理は割愛して構わない。
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プレイヤーセクション - ファミリーネーム表

テキサンA
イーストウッド
レオーネ
ブリンナー
ブロンソン
ネロ
レレッドフォード
マックイーン
ペキンパー
フォード
クリーフ

テキサンB
シェパード
グレン
アームストロング
オルドリン
スコット
コリンズコリンズ
メルヴィル
オルセン
ギャリオット
ノワック

ルイジアーヌA
ヴォールバーグ
ヴィンセント
カーティス
クラーク
クリッテンデン
スタンリースタンリー
ハンコック
ローガン
ラムズボトム
ホイットマン

ルイジアーヌB
ギッシュ
ケリー
デシャネル
ミラー
ガニア
ククエイド
ウォルバーグ
ガブリエル
ディゾン
ディズニー

グリンゴA
セディージョ
マスカラス
ガルシア
バルカサール
パンチョス
ロロドリゲス
カストロ
サンタナ
フェルナンデス
エスパダス

グリンゴB
ミフネ
オノ
キタノ
カツシカ
イノウエ
オオニヅカ
ヒノモト
コスギ
ワタナベ
ナカムラ

インディアン
ペルティエ
ウィネムッカ
デップ
ヘンドリックス
デイヴィス
キキルマー
レインウォーター
タランティーノ
ブル
アヤワスカ

ネグロイド
ジャクソン
サマー
タッカー
グリア
ムーア
マーフィマーフィ
フォックス
アダムス
フリーマン
ディヴィス

ドリーマー
キャロル
ビショップ
テグジュペリ
デラメア
チャイルド
エンデエンデ
ローリング
ダンセイニ
ゼラズニイ
ガイギャックス

デミヒューマン
ラクメキア
ジコーキ
ワカタ
ウテボン
リパロン
キキカッサカ
チクツミ
コヨンニ
ペコポン
レヤグサ

インサイダーA
スタローン
ステイサム
ラングレン
ウィリス
ギブソン
ヴヴァンダム
ノリス
バンデラス
セガール
ベーコン

インサイダーB
セロン
ジョリー
サルダナ
ディアス
ハミルトン
ウウィーバー
フォンダ
サーマン
ローレンス
ロスロック

アウトサイダーA
桐ヶ谷
比企谷
上条
兵藤
高坂
阿阿暦々木
司波
富樫
吉井
横寺

アウトサイダーB
太宰
芥川
江戸川
与謝野
小泉
樋口樋口
夢野
夏目
京極
武者小路

アウトサイダーC
伊達
雑賀
服部
島津
真田
歌川歌川
葛飾
天草
源
平

アウトサイダーD
ドイル
ジョースター
グレイ
チャーチル
ロスチャイルド
ロローズ
フィッツモーリス
マナーズ
マクスウェル
ベアリング

アウトサイダーE
ヒムラー
ゲッベルス
ゲーリング
アイヒマン
シュミット
ハハイドリヒ
ヘルマン
メンゲレ
ロンメル
ケッセルリンク

アウトサイダーF
ギャッツビー
ブキャナン
キャラウェイ
ウィルソン
ベイカー
ウウルフシャイム
カポネ
モンタナ
カーター
サリヴァン

人の名前は、それぞれの個性に合わせた、新しい時代の自由な名が与えられ、姓は古き伝統や血族を受け継ぐ。以
下は、多様性に富む本書の世界でも、人種によって比較的多く見られる姓（ファミリーネーム）だ。探索者や人物
命名の参考になるだろう。また、姓は必ずしも血縁でなくても良い。尊敬する人物から受け継いだり、大事な仲間
と新たな姓を作って名乗るのも自由だ。ミドルネームという選択肢もあるだろう。

054



プレイヤーセクション - 導入表

以下の一覧は、探索者が本書の世界にどのようにして巻き込まれたかを参考にできるアイデアだ。1D10で選ん
でもいいし、PLが自由に考えてもいい。他の探索者と同じでもいいし、全員がバラバラでも面白いだろう。

1.アルマゲドン
近頃は、大統領がニュースを賑わせ、麻薬カルテルが平和を脅かす。医療に貧困問題。
これが合衆国の現状。ふと見上げると映画のような巨大な隕石。オー…マイ・ガッ！

2.それは異世界を意味する言葉
昨日と同じ今日。今日と同じ明日。いつもと同じ日常が続くと思っていた。だが、ある日君は誘われる。
不慮の事故、謎の本、突然のノイズ画面、路地裏の扉から異世界へ。

33.死後の世界の漂流者
痛む傷、流れる血、霞む視界と誰かの声。走馬燈が脳裏を駆け抜ける。終わった…。全てが…。
！？　ここはどこ？白い部屋？廊下？無数のドア？　何！？何かが私の手を！どこへ連れていく！？

4.未知なる世界に真実を求めて
私の役目は終わった、もう二度と目覚めることも無いだろう。しかし眠りは妨げられる。
何かとてつもないことが起こっている。行かねばならない　…真相を確かめるために。

5.君たちの未来は白紙
これは世界が仰天する最大の実験！大丈夫？成功するの！？まあ見ておれ！始めるぞ！これは世界が仰天する最大の実験！大丈夫？成功するの！？まあ見ておれ！始めるぞ！
3・2・1…　スイッチオン！…？ドガーン！ゲホゲホ！おや？ここはどこかな？

6.不思議の国のファンタジー
今日は優雅なお茶会。けれども最近はちょっとマンネリ気味。何か面白いことないかな？
ん？あれは何？ウサギさん…？妖精？　…小さな穴？扉？鏡？先が見えない…　どこへ続いてるのかな…。

7.貴種漂流譚
何も間違いは無い、完璧だった！だが…　なんてこった。こんな事になるなんて。
頼りのアレは使えないし、どうしたものか…。ていうか、ここは、そもそもどこ？頼りのアレは使えないし、どうしたものか…。ていうか、ここは、そもそもどこ？

8.胡蝶の夢
私は人として、この未知なる世界で目覚めた。だがしかし目覚める前に、私は今の私ではない夢を見ていた。
これまでが現実で今が夢か？今が現実でこれまでが夢か？ここはどこだ、私は誰だ。…現実はどこだ。

9.運命の歯車
この世界は強大な陰謀や、邪悪なる者どもによって脅かされている。それを知るのはごく限られた者だけ。
何か出来る事があるハズだ。最悪の結末を回避する為に…！

1010.任意
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プレイヤーセクション - 信用と賞

異世界に巻き込まれた探索者の＜信用＞技能は、元の世界で＜信用＞技能が高くても、初期値からスタートされる。
元の世界で培った＜信用＞で自信に溢れていても、価値観が混在する本書の世界の＜信用＞は全く別物だからだ。
本書の世界で＜信用＞は交渉だけでなく、報酬の前借りといった使い方もできる。

賞の授与と信用
KPはセッション中に素晴らしい活躍をした探索者及びPLに、以下の賞のいずれかを授与することができる。
授与できる賞は1セッションに1つ限り。授与されたPLは探索者シートの自由記入欄に賞を記入する。探索者は
得た賞一つにつき＜信用＞技能が＋10される。KPは賞を授与する際、探索者の活躍だけでなく、PLの提案やセッ
ションへの貢献も考慮に入れること。

ニャカデミー賞

異世界批評家協会賞

ナイアル・アワード

オキーフ賞

異世界ジャーナリズム賞

ロストフロンティア賞

ニニューフロンティア賞

ナイアル平和賞

宇宙名誉勲章

ステイツマン賞

リベラル・アーツ賞

グリモアビブロ賞

ウッズマン賞

ススター・バッヂ

エンターテイメント・ビル賞

ヒューズ・メダル

ルプランス・プライズ

ヒューマンズMVP

異世界名誉勲章

メメックス賞

本本質の祝福

エージェントライセンス

マイノリティケアメダル

ゴールデン・レシピ

血の杯

アカシアの印

ナイアル経済学賞

ノノブレス・オブリージュ賞

優れた映画、演技、曲などを残した者

優れた文学作品などを残した者

優れた音楽などを残した者

優れた芸術作品などを残した者

優れた報道、写真、事件などを記録した者

貴重・重大な歴史的発見をした者

異異世界の大きな脅威に対処し貢献した者

争いの無い平和な世界のために貢献した者

宇宙に関する発見や脅威の対処に貢献した者

政治・法律・社会のために貢献した者

学問において優秀な者

読書・書誌学・蔵書において優秀な者

自然環境や動物に貢献した者

悪悪党や犯罪者の退治、逮捕に貢献した者

エンターテイメントで優秀な功績を残した者

乗り物の開発や操縦で優秀な功績を残した者

あらゆる技術貢献や発明で優秀な功績を残した者

スポーツや競技などで優秀な功績を残した者

戦いで優秀な功績を残した者

数学、コンピューターなどで優秀な功績を残した者

精精神、心理、魂などの本質に辿り着いた者

変装、侵入、諜報活動などで優秀な功績を残した者

あらゆる差別解決に貢献した者

料理、飲み物、飲食物などで優秀な功績を残した者

異形や混沌の世界に貢献した者

魔術、心霊、神智学の世界に貢献した者

経済学、資金運用で優秀な功績を残した者

大大衆に貢献した高貴な精神を持つ者

主な授与者

メエ・マーシュ

アンブローズ・ビアス

ルイ・アームストロング

ジョージア・オキーフ

ショーン・フリン

ママイケル・ロックフェラー

ジョン・F・ケネディ

マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

ジム・ラヴェル

ヒューイ・ロング

ロバート・E・リー

チャンドラプトゥラ

ククアナ・パーカー

ワイアット・アープ

バッファロー・ビル

ハワード・ヒューズ

ルイ・ルプランス

ジョン・F・ケネディ

エイブラハム・リンカーン

ヴヴァネヴァー・ブッシュ

マリー・ラヴォー

カルロス・マルセロ

アニー・スプリンクル

カルロス・マルセロ

トラキーク

ノビー

ヒヒューイ・ロング

ロバート・E・リー
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プレイヤーセクション - 探索者のロスト

探索者のロストについて
「ナイアル・オブ・パラダイス」は、死亡率の高いクトゥ
ルフ神話TRPGをベースに、戦闘を多めに行う標準
的でないルールを用いているため、運悪く探索者がロ
ストしてしまう可能性は、決して少なくない。むしろ
ゲームを楽しむための緊張感として、ロストの危険性
は常につきまとう筈だ。折角育った、自分のお気に入
りの探索者がロストしてしまうのは、誰だって悲しい
だろう。だがしかし、悲しいままで終わらせないでほだろう。だがしかし、悲しいままで終わらせないでほ
しい。

受け継ぐ
アメコミヒーローや伝統の師弟関係など「受け継ぐ」
ということが行われる。それは親から子へ、子から孫
へと、血筋として継承していくものもあれば、血脈に
関係なく、絆としての親子または家族として受け継が
れることもあるだろう。受け継ぐ理由は、単純に死亡
する以外にも、年老いて引退する、大怪我を負うなど
理由は様々だ。またインディアンやヴードゥーの信仰
の世界では、死んだ者が魂となり、高位の次元で昇華の世界では、死んだ者が魂となり、高位の次元で昇華
した存在となり、現世の者に憑依して力を与えるとい
う例もあるようだ。

欲望のアニマと意志
「ナイアル・オブ・パラダイス」の探索者は、「欲望の
アニマ」と「意志」を持っている。もし、何らかの理
由であなたの探索者がロストすることがあった場合、
悲しいままで終わらせず、「欲望のアニマ」と「意志」
を次の者に託してほしい。あなたの探索者がロストし
て悲しむのは、あなただけじゃない。あなたの探索者
には家族や恋人、友人や仲間はいないだろうか？きっ
とあなたの探索者を大切に想う者がとあなたの探索者を大切に想う者が、「欲望のアニマ」
と「意志」を受け継いでくれる筈だ。あなたの探索者
を無駄にロストさせてはならない。また、受け継ぐ際
に「意志」は決して変更してはならない。「意志」を
変更してしまったら、受け継いだことにはならない。
「意志」は絶対に変更してはならない。

受け継ぎ方
受け継ぐには、PLは新規で探索者を作成する必要が
ある。これはセッション中、次のセッションまでの間、
または休憩を挟んで作成しても構わない。受け継いだ
新しい探索者は、すぐにセッションに参加できる。
KPはPLが望むのであれば、シナリオの本筋とは別に、
新しい探索者が受け継ぐ僅かな時間を設けてほしい。

受け継ぎで継承できるもの
・必須「欲望のアニマ」
・必須「意志」
・あらゆる所持品
・あらゆるアーティファクト
・あらゆる呪文
・クトゥルフ神話技能の半分の値

あるいは：選択ルール
「ナイアル・オブ・パラダイス」は、時空や次元が歪
んだ世界であるため、かつて歴史の中で死亡した筈の
人物が生き返っている。メカニズムは不明だが、身体
的ダメージによりロストした探索者が、生き返ること
もあるかもしれない。しかし、そのような体験をすれ
ば、当然精神的なショックは避けられないだろう。運
命の悪戯で生き返った探索者は、1D20の正気度喪失
を行い、死亡時の状況に合わせた不定の狂気を患うを行い、死亡時の状況に合わせた不定の狂気を患う。
正気度も耐久力も無くなった場合は、このルールは選
択できない。またこのルールは、セッションに想定外
の事故が起きてしまったなどの、やむをえない状況や、
セッションの参加者がどうしてもと望む場合に適用さ
れることが望ましい。
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プレイヤーセクション - 応用技能

ナイアル・オブ・パラダイスの探索者は、この世界でよりよく活動するために、以下のような応用技能を使用でき
る。応用技能とは、普段使う出番が少ない技能を、もっと汎用的に活躍させる機会を増やすため、応用した技能だ。
また、応用技能はフィクションを伴い、以下の一覧に限定されるものではない。以下の一覧をヒントに、PLは卓
の仲間とこの世界を楽しむ為に、様々な可能性や想像を膨らませ、新たな応用技能を模索するのもいいだろう。

正確な時間＜天文学＞
＜天文学＞に成功することで、地球の公転とシリウス
暦の知識で、いついかなる時でも場所でも正確な時間
を把握できる。（クトゥルフ神話の神性の力をはじめ
とした異常現象下を除く）

隕石の解析＜天文学＞
地球に落ちてきた隕石、またはその痕跡を調べ、＜天
文学＞に成功することで、どの方向からどんなスピー
ドで地上に落ち、いつ頃誕生した物質なのか把握でき
る。

方位の知覚＜天文学＞
＜天文学＞に成功することで、星が出ている夜にのみ
＜ナビゲート＞と同じ役割をする、下位互換技能。

星間の距離＜天文学＞
＜天文学＞に成功することで、星の移動で距離を測る
年周視差と、星の明るで距離を測る変光星により、正
確な星までの距離を把握する。

時空の穴理論＜天文学＞
ブラック・ホワイト・ワームホール、重力レンズなど
の知識を前提に、タイムトラベルや空間移動といった、
時空や次元を理解する知識。＜天文学＞に成功するこ
とで、場所を移動する超常技術を習得する際に、習得
にかける時間を半分にできる。

ダークマター＜天文学＞＜物理学＞
電気や磁気の力を及ぼすことのない、重力でしか確認
できない未知の暗黒物質（ダークマター）。＜天文学＞
または＜物理学＞に成功することで、呪文を使用する
際に、暗黒物質を感覚で意識することで、呪文にかけ
るマジック・ポイントの数値を±3変動できる。

ニュートリノ振動＜天文学＞＜物理学＞
普通では認識できず、人体すら通り抜け、何ものにも普通では認識できず、人体すら通り抜け、何ものにも
影響を与えない宇宙から来た極小の素粒子「ニュート
リノ」を、変化による振動を捉え、認識・発見する知
識、および技術。これにより＜天文学＞または＜物理
学＞に成功することで、不可視の存在を認識すること
が可能となる。

占星術＜天文学＞＜オカルト＞
天体の位置や動きを、人間や社会の在り方と経験的に天体の位置や動きを、人間や社会の在り方と経験的に
結びつけて占う術。洋の東西や地域により様々な占い
方法が存在する。自身や他者の運命を占うために占星
術をして＜天文学＞と＜オカルト＞に成功すること
で、占った対象にアドバイスをし、占った対象が直近
に行う判定を自動成功させることができる。

月と水と植物＜天文学＞＜博物学＞
月は満ち欠けにより水を支配し、また水に依存する植
物を支配する。＜天文学＞と＜博物学＞に成功するこ
とで、月の満ち欠けを理解し、種蒔き、刈り込み、採
り入れを行うことで、植物や作物を立派に育てること
ができる。

天気予報＜天文学＞
＜天文学＞に成功することで、天体や空の様子、空気
や風、日数や気温などの情報から、先一週間までの正
確な天気を予想できる。この予想は決して外れること
は無い。

てこの原理＜物理学＞
一本の棒と支えになる物体（またはそれに類するもの）
を用いて、てこの原理を利用することで、STR×3の
筋力で物体に力を加えることができる。また＜物理学
＞に成功することで、より効果的なてこの原理を用い
て、STR×5の筋力で物体に力を加えることができる。

摩擦の法則＜物理学＞＜製作＞
物体を動かす際に発生する摩擦の知識。手近なものを「コ
ロ」として動かしたい物体の下に置くことで、重さを半
減して動かすことができる。また＜物理学＞または＜製
作＞に成功し、ベアリングを作成して物体の下に置くこ
とで、重さを四分の一として動かすことができる。
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プレイヤーセクション - 応用技能

滑車の原理＜物理学＞
物体を引き上げる滑車の仕掛けを設置することで、物
体の重さを半減して動かすことができる。また＜物理
学＞に成功することで、複数の滑車を組み合わせて、
滑車の数だけ物体の重さを半減して動かすことができ
る。

アルキメデスの原理＜物理学＞
水中などで浮く力、浮力のメカニズムを理解する知識。
水中で＜物理学＞に成功することで、より多くの浮力
を確保し、＜水泳＞の技能判定に＋10％加算して判定
できる。しかし、荒波などの特殊な状況下では、この
限りではない。

ベルヌーイの定理＜物理学＞
気体や液体の流れる速さと圧力の強弱の関係を理解
し、浮揚力を働かせる知識。ボールを投げる時に＜物
理学＞に成功することで回転させ、回転により発生し
た浮揚力で、ボールを自在に曲げたり浮かしたりでき
る。

ドップラー効果＜物理学＞＜聞き耳＞
音の周波数を聞き取り、音を発する対象までの距離や
位置を把握する知識。＜物理学＞と＜聞き耳＞に成功
することで、可視不可視に関わらず、音を発する対象
の位置や速度を正確に把握できる。

屈折の法則＜化学＞
水と空気のように異なる物質を通るとき、光は折れ曲水と空気のように異なる物質を通るとき、光は折れ曲
がる。折れ曲がる光により、異なる物質を通した映像
が、本来の位置とは違った場所に見える知識。これを
理解して＜化学＞に成功することで、水中の対象への
攻撃技能成功率が10％加算され、自身が水中にいる
際は、自身の＜回避＞が10％加算される。また、蜃
気楼に惑わされることが無くなる。

電磁誘導の法則＜化学＞
火力や水力や人力を使って電気を生み出す仕組みを作
る知識。電池やバッテリーが無くても、＜化学＞に成
功することで、手近なもので電気を生み出す器具を作
成できる。また、材料さえあれば、電磁誘導を使用し
ている殆どのICカードを作成することもできる。

レンツの法則＜化学＞
何か変化が起こると、同時にそれを抑える新たな変化
が生まれる法則。それにより自然や宇宙は秩序を保っ
ている。＜化学＞に成功することで、レンツの法則を
効果的に応用し、抵抗ロールの成功率を＋10％加算し
て判定を行う。

バックドラフト＜化学＞
密閉されている場所で燃焼している対象に対し、密閉
を解放することで急激に酸素を送り込み爆発する現
象。＜化学＞に成功することで、バックドラフトを効
果的に応用し、燃えている対象が火のダメージを受け
る際に＋1D6加算させることができる。

高吸水性高分子＜化学＞
＜化学＞に成功することで、自重の数百倍から約千倍
までの水を吸収する高吸水性高分子を作り出すことが
できる。高吸水性高分子を水に依存する生物や、流動
体の生物に接触させることで水分を吸収し、DEXを
半分の値まで下げることができる。

習性観察＜生物学＞
一般的な生物の種に認められる行動様式を観察し、行一般的な生物の種に認められる行動様式を観察し、行
動を理解する能力。対象に遭遇して＜生物学＞に成功
することで、戦闘ラウンドの一番はじめ、誰もが行動
する前に、毎回対象がどんな行動をするか知ることが
できる。KPはラウンドのはじめに対象の行動を決定
し、それをPLに伝えること。

超個体＜生物学＞
社会性を持つ生物が、他の集団との競争に負けぬよう
に行う集団効率化に特化した個体となる性質。＜生物
学＞に成功することで超個体のメカニズムを応用し、
複数人で行う作業や儀式に掛かる時間を効率化し、本
来の80％に抑える。

メスとオスのゲノム＜生物学＞
個体の個性以前に生物の雌雄によりある程度行動や思
考が決定するメカニズム。交渉技能を行う前に＜生物
学＞に成功することで、行動や思考のメカニズムを想
定し、交渉技能の成功率を20％上昇させることがで
きる。
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交感神経＜生物学＞
敵と出会った際などの非常事態に対処しようとする神敵と出会った際などの非常事態に対処しようとする神
経。対象に遭遇して＜生物学＞に成功することで、
KPの描写以上に対象について理解できる。具体的に
は「勝てる相手」か「勝てない相手」か正確に理解で
きる。KPは探索者が対象に勝てる塩梅を提示するこ
と。

不気味の谷＜生物学＞
既存の生物から「大きく違う」と何も感じず「少し違既存の生物から「大きく違う」と何も感じず「少し違
う」と、生物であるかどうか認識出来ない違和感に、
不気味や恐怖を感じるメカニズム。恐怖との遭遇によ
り正気度5以下の減少を行う際、＜生物学＞に成功す
ることで「不気味の谷」のメカニズムに落とし込み、
小さな恐怖を理解により打ち消す。

芸術的価値の付与＜芸術＞
常人から見て価値が無い、または価値が理解できない
物事に対し、審美眼や経験則から、芸術的価値を見出
し付与する技術。＜芸術＞に成功することで、無価値
とされているものに、常人にも理解できる明確な価値
を与え、作品や作者の評価や信頼を生み出す。

鋭敏で豊かな感性＜芸術＞
芸術を嗜む者がもつ天性あるいは修練により培われる芸術を嗜む者がもつ天性あるいは修練により培われる
感性。＜芸術＞に成功することで、芸術を見たり聞い
たり触れたりした際に、常人よりも多くの情報や感覚
や、奥に隠されたテーマや持ち味を受け取ることで、
より多く深く感動することで心を満たし、正気度を
1D3回復する。

カタルシス＜芸術＞
心に抑圧されて溜まっていた鬱積とした感情や感覚を
洗い流すことを指す。一時的狂気から＜精神分析＞以
外で立ち直った対象に対し、＜芸術＞に成功すること
で、対象の心と精神を浄化し、正気度を1D3回復する。

不幸の創造力＜芸術＞
創造する芸術がなし得る能力。創造とは現状存在しな
い新しいものを生み出すことであり、存在しないこと
による不満や不幸こそが、創造を望む原動力となる。
セッション中＜幸運＞に1回失敗するごとに、＜芸術
＞の成功率が10％上乗せされていく。

情動する芸術＜芸術＞
芸術は人に様々な感情の変化を与える。喜び、怒り、
哀しみ、楽しさ、妬み、笑い、そして恐怖。特定の対
象に芸術を披露し、＜芸術＞に成功することで、対象
の感情を思うがままに変更できる。

クリエイティブ・シンキング＜芸術＞
物事を既存の法則や伝統を基準に考えるのではなく物事を既存の法則や伝統を基準に考えるのではなく、
データより直感、言葉よりイメージ、既存の価値観を
破壊して、視点を変えて創造的発想力により物事を考
える能力。頭脳を用いた何らかの技能判定に失敗した
際に、＜芸術＞に成功することで、即座に視点を変え
ることで、技能判定の再挑戦に挑むことができる。そ
の際、時間的ペナルティは発生しない。

インスピレーション＜芸術＞
発想や想像の「閃き」や、神が降りてきたなどの超越発想や想像の「閃き」や、神が降りてきたなどの超越
的存在からの息吹「霊感」を指す。＜芸術＞に出目5
以下で成功することで、以上のいずれか3つのうち一
つの効果を選択して得ることができる。「正気度1ポ
イント回復」「マジック・ポイント5ポイント回復」「技
能判定を試みた事象が考えうる限り最高の結果となる」

エリート精神＜説得＞＜信用＞
冷静で余裕を持ち、威張り散らさず、慈悲深く、しか冷静で余裕を持ち、威張り散らさず、慈悲深く、しか
し威厳崩さず、人に的確な指示を行う能力。＜説得＞
と＜信頼＞に成功することで、指示された者は、技能
の成功率を20％上昇させることができるが、指示者
よりも明確に階級が下の者でないと、効果を発揮しな
い。

サムシング・フォー＜人類学＞
祖先・伝統をあらわす「古いもの祖先・伝統をあらわす「古いもの」、これからの生活
をあらわす「新しいもの」、友人や隣人の縁をあらわ
す「借りたもの」、聖母マリアを象徴し純潔をあらわ
す「青いもの」、以上の4つを身に着けると幸せにな
れるという欧米結婚式のの慣習。＜人類学＞に成功す
ることで、その伝統様式を正しく理解し、具体的な効
果を発揮できる。正しく理解されたサムシング・フォー
を身に着けている間、花嫁は神に祝福された特別な存を身に着けている間、花嫁は神に祝福された特別な存
在となり、幸運・信頼・説得を常に自動成功させる。
当然、特定の短い期間にのみしか使えない。
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アレクサンドラ・ローズ・デイ＜人類学＞
博愛精神に溢れた慈善活動を行うことで世間の注目を博愛精神に溢れた慈善活動を行うことで世間の注目を
集める活動。病院患者への見舞い、ボランティアの造
花販売、チャリティ・バザー、貧困層へのティーパー
ティーなどを一日掛けて行う。＜人類学＞に成功し、
この活動を行うことで、どんなに嫌われ信頼を失って
いた相手でも、マイナスな関係性をリセットし、嫌わ
れていないフラットな状態に戻すことができる。

トワレット＜人類学＞
場所や状況に応じた人前に出るための身繕い、着替え、
化粧。＜人類学＞に成功することで、どんな人種や職
種の人間に対しても、失礼や不快感の無い装いをする
ことで、あらゆる交渉技能のマイナス補正を無効化す
る。

親睦会の作法
家庭招待会やピクニックに人を招き開催する。参加者
の自己紹介や交流を促すことで、顔合わせ・情報収集・
関係の円滑化・連絡先の交換を一度に行い、セッショ
ンの進行をスムーズにする。技能判定は特に必要ない
が、人心集う高貴な者こその振る舞い。

華麗なる家計管理＜経理＞
稼ぎを超えて浪費する者を金持ちとは呼ばない。高貴
さと豊かさを維持するための管理能力。何かトラブル
が発生して、お金があれば解決できる場合＜経理＞に
成功することで「もしもの時の資金」を蓄えておくこ
とが出来たものとし、トラブルを資金で解決できる。

教養のある会話「EDU抵抗」
対象と教養のある会話の中で相手の教養を計る能力。
対象とのEDU抵抗に勝利することで、対象のEDU
の数値をはじめ、知識や学問に関わる、必要な数値の
情報を得ることができる。KPはPLに対象の人物の
情報を提示すること。

ブラインドサイト＜心理学＞
無意識の世界を心理で知覚する超自然的な第二の目。
目の見えない者が獲得すると言われている。何らかの
理由で視覚が妨げられた状態で、視覚に頼る判定を行
う際、＜心理学＞に成功することで、視覚へのマイナ
ス補正を受けず、判定を行うことができる。

ステレオタイプの呪縛＜心理学＞
男は強くて逞しい、女はお淑やかで料理ができる、白男は強くて逞しい、女はお淑やかで料理ができる、白
人は神聖で黒人は悪といった、ステレオタイプのイ
メージが影響を及ぼす心理学。＜心理学＞に成功する
ことで、自身あるいは他者にステレオタイプのイメー
ジを刷り込むことで、判定を±10％変動させること
ができる。

アインシュテルング効果＜心理学＞
定石やなじみ深いものに無意識のうちに捕らわれてし定石やなじみ深いものに無意識のうちに捕らわれてし
まう事で、より良い解答や発想が見えなくなってしま
う効果。何らかの判定に連続で2回失敗した後に、＜
心理学＞に成功することで、アインシュテルング効果
からの脱出を意識し、次の技能の成功率を50％上昇
させることができる。

パレイドリア＜心理学＞
視覚や聴覚から受け取った情報に対し、本来そこに存視覚や聴覚から受け取った情報に対し、本来そこに存
在しないにも関わらず、よく知ったパターンを見出す
心理現象。理解不能な混沌を秩序付けて理解しようと
する能力。心霊写真や三つの点が顔に見える「シミュ
ラクラ現象」が有名。恐怖判定に失敗した際＜心理学
＞に成功することで、理解不能な恐怖の中に秩序を見
出すことで、正気度の減少を5軽減する。

ドリーム・インキュベーション＜心理学＞
ある事柄の夢を意図的に見て、閃きやヒントを得ようある事柄の夢を意図的に見て、閃きやヒントを得よう
とする夢篭り。多くの芸術家や心理学者が行う夢の訓
練法。＜アイデア＞に失敗した際、6時間の眠りにつ
き＜心理学＞に成功することで、ドリーム・インキュ
ベーションにより、失敗した＜アイデア＞を成功させ、
その閃きの情報などを得ることができる。

明晰夢の支配＜心理学＞
夢を夢と認識して夢の世界を思うがままに操作する能
力。悪夢障害をはじめとした、長期にわたる精神的狂
気症状を発症した際、＜心理学＞の10分の一の値の判
定に成功し、都合の良い明晰夢を見ることで、悪夢障
害や狂気症状から回復できる。

内なるサヴァンの覚醒＜心理学＞
知的障害者が、極一部の限られた分野で優れた能力を
発揮する「サヴァン症候群」を能動的に引き起こす方
法。＜心理学＞に成功することで、一時間ほどクトゥ
ルフ神話以外の二つの技能のポイントを互いに入れ替
える。
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マイクロファイナンス＜経理＞
貧困層を救うために、担保無しで行われる小額の融資
の仕組み。＜経理＞に成功することで、マイクロファ
イナンスによる融資と返済の循環を巧みに行い、貧困
に苦しむ者を経済的に自立させて救うことができる。

マネーロンダリング＜経理＞
麻薬取引や脱税など犯罪によって得た汚れた金を、架
空の銀行口座や送金の繰り返しにより、綺麗な金にす
る資金洗浄。＜経理＞に成功することで、不正に得た
金に対し資金洗浄を行う。余程の事が無ければ、この
金から犯罪が明るみになることは無い。

サブシティ＜経理＞＜信用＞
公共の利益になる活動を行うために、返済不要の資金公共の利益になる活動を行うために、返済不要の資金
を得られる仕組み。資金を得るには、様々な難度の高
い条件設定がある。＜経理＞と＜信頼＞に成功するこ
とで、条件をクリアし、資金を得ることができるが、
当然公共の利益になる活動を達成させなければならな
い。

金融市場アルゴリズム＜経理＞
株価、借入金額、為替レートなど、様々な資金がコン株価、借入金額、為替レートなど、様々な資金がコン
ピューターにより最適取引される記録や、金融市場の
ニュース、トレーダーの噂話などを分析し、必要な情
報を得る能力。＜経理＞に成功することで情報分析を
行い、資金の流れとともに、企業や人々の経済状況、
人間関係、それに付随する噂による隠された事実など、
ありとあらゆる正確な情報を得ることができる。

金融心理学＜経理＞
その人間がいかに騙されやすいか（カモであるかその人間がいかに騙されやすいか（カモであるか）、
金に翻弄されないか、正確な利益と価値を見抜く目を
持っているかなど、経済の経験を通して得られる経験
による金の心理学。＜経理＞60％以上の者であれば自
動成功、60％未満の者であれば、＜経理＞成功するこ
とで、対象のINTとEDUと＜経理＞技能の数値を
見抜くことができる。

デイトレーディング＜経理＞＜値切り＞
取引を長引かせること無く、その日のうちにあらゆる
方法で最適な取引を完了させることに長けた能力。＜
経理＞と＜値切り＞に成功することで、どんな取引も
PLが望むできる限り最高の状態で取引を即決完了さ
せる。逆に意図的に破綻させることも可能。

ホワイトカラー犯罪学＜経理＞＜法律＞
強盗や窃盗ではなく、合法とみなされる職業の金融犯
罪。＜経理＞と＜法律＞に成功することで、詐欺、賄賂、
横領、独占禁止法違反などの典型的なホワイトカラー
犯罪に成功できる。用途は自由だが、義賊的な活用法
が望ましいだろう。

高度な写真補正＜写真術＞＜コンピューター＞
手ブレ、逆光、ピントによるぼやけ、低解像度、暗闇
など、被写体があらゆる問題で不鮮明になっている写
真を綺麗にする技術。＜写真術＞と＜コンピューター
＞に成功することで、丁寧な手焼きやデジタル補正を
駆使し、見えないものを見えるようにできる。

真実を写す＜写真術＞
人物の動きや表情をじっくり観察し、ひと呼吸ふた呼
吸狙いを定め、気づかれること無く、ここぞという瞬
間に被写体の「本質」を撮らえる技術。＜写真術＞に
成功することで、対象の真の表情を写す。それは、い
わば永久的に残る物的＜心理学＞の証拠となる。

印象写真＜写真術＞
＜写真術＞に成功することで、被写体に魅了・信用・
恐怖などの、強烈に残る印象をつけた写真を撮影する
技術。直接会わない、または会えない対象に対して印
象写真を送ることで、間接的な交渉技能として用いる
こともできる。

魂の撮影＜写真術＞
「写真に撮影されると魂が抜かれる」という迷信を信「写真に撮影されると魂が抜かれる」という迷信を信
じる時代以前の霊的存在に対してのみ効果を発揮する
技能。＜写真術＞に成功することで、霊的存在に対し、
1D10のダメージを与える。どの時代の霊的存在に効
果を及ぼすかはKPの判断によるが、ジャズエイジ以
前（1920～1930年以前）程度にするのがオススメだ。

不可視の撮影＜写真術＞
高速で動くもの、偏光、ピント調整、視線誘導、長時
間露光、ハリスシャッターなど、様々な技術を駆使す
ることで肉眼では捉えることの出来ない対象を写し出
す技術。＜写真術＞に成功することで、通常では見え
ないものの姿を写真に収めることができる。
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写偽術＜写真術＞
真実を偽物に、または空想を真実にする撮影技術真実を偽物に、または空想を真実にする撮影技術。＜
写真術＞に成功することで、偽りのものを真実として
写真に収めることができる。写偽術で撮影された写真
は、アナログな技術により生み出されたものであるた
め、デジタル技術では見破ることは出来ない。写偽術
を見破るには＜写真術＞に成功する必要がある。

アストラル投射＜オカルト＞
意識や零体と呼ばれるアストラル体を肉体から離脱さ意識や零体と呼ばれるアストラル体を肉体から離脱さ
れる技能。幽体離脱とも。＜オカルト＞に成功するこ
とで、眠りにつき遠く離れた場所を感じることができ
る。この技能は非常に曖昧で、もやっとしたなんとな
くの雰囲気しか解からない。情報を得るためではなく、
雰囲気や感覚を得るためのものだ。

アカシックレコードの接触＜オカルト＞
アカシックレコードは、あらゆるものが記録されていアカシックレコードは、あらゆるものが記録されてい
るとされる世界記憶の概念。アカシックレコードに到
達することで、全ての事象が理解できるといわれてい
る。この技能は＜オカルト＞に成功することで、アカ
シックレコードの片鱗に触れて閃きを得る＜アイデア
＞の代替として使用できる技能。

ダウジング＜オカルト＞＜地質学＞
地中に隠れた水脈や鉱物などを、金属の棒やY字の木
を用いることで発見するオカルト的な手法。＜オカル
ト＞と＜地質学＞に成功することで、地中に何か隠れ
ているかどうか、隠れていれば大よその深さや位置を
探り当てることができる。

ピラミッドパワー＜オカルト＞
ピラミッド型の物体に宿っているとされる、科学的根ピラミッド型の物体に宿っているとされる、科学的根
拠は無い疑似科学的な不思議なパワー。体の部位、ま
たは全体でピラミッドの形を形成して＜オカルト＞に
成功することで、瞑想・クンダリニーのような、東洋
的精神効果による癒し得て、一つの正気度喪失に対し、
正気度を1D3回復する。

レイキ＜オカルト＞
レイキとは霊気のことで、西洋魔術の伝統とも連なるレイキとは霊気のことで、西洋魔術の伝統とも連なる
エネルギーの＜応急手当＞。科学的根拠のないオカル
トな民間療法。POW15以上の者が、対象に手を当て
＜オカルト＞に成功することで、1D3の耐久力を回
復できる。しかし、効果があるのは毒や内臓異常など
の内的負傷のみで、外傷に効果は無い。

レファレンス図書館学＜図書館＞
全てを読み通さず、必要に応じた質の高い情報のみを、
的確に参照する図書館学の読書術。魔道書を読む際に
＜図書館＞に成功することで、本から得たい情報以外
の不要な恐怖記述を参照しないことで、魔道書による
正気度ポイントの喪失を半分に抑えることができる。

運命の本の見巧＜図書館＞
本は探すのではない出会うのだ。運命の相手と出会う本は探すのではない出会うのだ。運命の相手と出会う
ために、身だしなみを整え、気遣いを怠らないのと同
様に、運命の本と出会うために、書店の建物や状況、
書棚の気配を察する。これは図書館学に長けた者のみ
に与えられる、人生に決定的な衝撃を与える運命の本
と出会う技能。＜図書館＞の判定で、10以下の出目を
出して成功した時のみ発揮される。発揮されるのは最
初の一度きりで、初の一度きりで、2回目以降は発揮されない。この技
能に成功した際、探索者は自らが望むどんな本とでも
出会うことができる。PLは出会う本をセッションの
メンバーに提案し同意を得ること。

図書情報の嗅覚＜図書館＞
広く浅く信憑性に依存しないアングラ情報はインター広く浅く信憑性に依存しないアングラ情報はインター
ネット、ブームやニーズを反映する新刊書店、分野を
絞った専門的な情報に特化した古書店。＜図書館＞に
成功することで、必要な情報のタッチポイントを特定
する。特定した場所で再び＜図書館＞技能を使用する
場合、本来の半分の時間で、目的の情報を調べ当てる
ことができる。

レファレンス・テリング＜図書館＞
資料の情報の必要な箇所だけを的確に判別して伝える
技能。＜図書館＞に成功することで、読むと正気度を
喪失する魔道書などの書物から、著者、言語、タイト
ル、概略、呪文、正気度喪失情報などの掲載情報の好
きな場所を掻い摘んで他者に伝えることができる。

図書鑑定＜図書館＞
資料形態、目次構成、内容の充実度、出版資料形態、目次構成、内容の充実度、出版年・改定版、
著者・出版社など、またはそこから読み取れる裏づけ
により、資料そのものの物的価値ではなく、掲載内容
の情報価値を鑑定する判断技能。＜図書館＞に成功す
ることで、様々な形態の情報的価値、信憑性の確かさ
を見極めることができる。
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プレイヤーセクション - 応用技能

デジタル検出＜電子工学＞
＜電子工学＞に成功することで＜電子工学＞に成功することで、位置、変化、速度、力、
磁気、回転、パターンなどアナログな情報をセンサで
検出し、デジタルの数値として記録できる。この技能
はセンサを必要とするので、何もない状態で使用する
ことは出来ない。コストとして手近な材料や電子機器
を組み換え、センサにする必要がある。

フリケンシアナライザ＜電子工学＞
＜電子工学＞に成功することで、通信、無線、有線、周＜電子工学＞に成功することで、通信、無線、有線、周
波数、Wi-fi、電波など、ありとあらゆる目に見えない
波を、観測、記録できる。コストとして手近な材料や電
子機器を組み換え、オシロスコープやスペクトラムアナ
ライザなどをはじめとする波を検出する機能を総括し
た、フリケンシアナライザとする必要がある。この技能
で発信場所、受信場所、通信時間、通信内容などが分かる。

不可視の相対的デジタル検出＜電子工学＞
＜電子工学＞に成功することで、ありとあらゆる不可＜電子工学＞に成功することで、ありとあらゆる不可
視の存在を可視化できる。不可視の存在そのものが、
何らかの理由で検出出来なくても、どんな存在であれ
存在するだけで影響を及ぼす量子や素粒子がある。こ
れをセンサで検出してデジタル数値化し、ディスプレ
イやプリンターなどの出力装置を通し、量子や素粒子
を介して、不可視の存在を相対的に視認できる状態に
変換する変換する。この技能には当然センサと出力装置が必要。

パワーエレクトロニクス＜電子工学＞
＜電子工学＞に成功することで、デジタル検出した電＜電子工学＞に成功することで、デジタル検出した電
気、油圧、空気、火、回転などのエネルギーの情報を、
アクチュエータと駆動装置を用いて、増幅した物理的
な力に変換できる。コストとして手近な材料や電子機
器を組み換え、アクチュエータと駆動装置にする必要
がある。エネルギーは基本的に、STRやダメージボー
ナスを活用する際に、その数値を二倍にする効果を持
つ。しかし、状況によりエネルギーの分量は異なりつ。しかし、状況によりエネルギーの分量は異なり、
進行上都合が悪い場合は、効果はKPの裁定に依存す
る。また、この仕組みを逆に利用することで、発電や
発火などのエネルギーを得ることもできる。

プログラミング言語＜電子工学＞＜コンピューター＞
＜電子工学＞または＜コンピューター＞に成功するこ＜電子工学＞または＜コンピューター＞に成功するこ
とで、何らかの機械に使用されているアセンブリ言語
やC言語をはじめとするプログラミング言語を解読
し、その仕組みを理解する。仕組みを理解することで、
エラーやバグの修正、最適化による性能やパフォーマ
ンスの20％程度の向上、またはプログラム自体の書
き換えを行い、動作の変更、処理の追加、複製の作成
などを行うことができる。向上する性能、動作の変更などを行うことができる。向上する性能、動作の変更
や追加、複製の作成は、その場の状況とKPの裁定に
依存する。

抜き撃ち＜拳銃＞（60％以上）
リボルバー専用。戦闘ラウンドで、誰よりも早く射撃
攻撃を行える。

ワンホールショット＜拳銃＞（60％以上）
同じ対象の同じ場所に着弾させる。ダメージ＋1D6。

クイックリロード＜拳銃＞（60％以上）
常駐特殊行動。再装填に戦闘ラウンドを消費しない。

ラピッドファイア＜拳銃＞（60％以上）
どんな拳銃でも、一度に二回射撃を行う。

制圧射撃＜マシンガン＞（60％以上）
攻撃の成否に関わらず、戦闘ラウンド中、対象の
DEXを-5する。代わりに、受け流し・回避を行うこ
とが出来ない。

ヘッドショット＜ライフル＞（60％以上）
スナイパーライフル専用。より正確に頭部を狙う。ダ
メージ＋1D6。

カラコール＜ライフル＞（60％以上）
カービンライフル専用。乗車・騎乗専用。射撃後離脱反
転する戦術。射撃後1戦闘ラウンド中、＜回避＞＋30％。

最終防護射撃＜マシンガン＞（60％以上）
残弾を全て撃ち尽くすことで、敵全体をスタンさせる。

痛みへの恐怖＜鞭＞（60％以上）
＜鞭＞に成功することで、対象にダメージを与える代＜鞭＞に成功することで、対象にダメージを与える代
わりに、体を傷つけることなく、効果的に痛みを与え、
恐怖させる。これにより、恐怖を伴う手段での交渉技
能の成功率を20％上昇させる。対象が特殊な性癖を
持つ場合、または人間以外の場合は、それに関わる技
能の成功率を20％上昇させる。

暴力の撃退＜鞭＞（60％以上）
戦闘ラウンドにおいて、対象より早く動ける場合に使用
できる技能。＜鞭＞に成功することで、対象にダメージ
を与える代わりに、素早く強烈な痛みを与え、対象がそ
のラウンドに行う物理攻撃の成功率を20％低下させる。
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プレイヤーセクション - 応用技能

クラヴ・マガ（初期値1％）
イスラエルの近接格闘術。あらゆる状況で効率的に動
くことを重視し、急所への攻撃も視野に入れている。
＜こぶし＞＜キック＞＜頭突き＞いずれかと併用、成
功で同技能のダメージ2倍。
参考作品：ボーンシリーズ、ソルト、トゥームレイダー2

技技能60％以上の特殊行動：「効率攻撃」
状況によるペナルティを受けない。出目20以下で成
功した際、ダメージ3倍。

エスクリマ（初期値1％）
フィリピンの武術。同じような動きであらゆる武器を
扱える。「ディスアーム」という相手の武器を落とす
技術が発達している。＜こぶし＞＜あらゆる近接武器
＞いずれかと併用、成功で同技能のダメージ2倍。
参考作品：96時間、ザ・ウォーカー、SP/革命編、
リディック、ハンテッドリディック、ハンテッド

技能60％以上の特殊行動：「ディスアーム」
攻撃時に相手の武器を落とす。

ローコンバット（初期値1％）
インドネシアの武術を元にした、軍隊護身術。生き残
ることを重視し、相手を倒すことは目的としていない。
受け流し時に併用。成功で受け流しに使用した技能で
反撃を行い、ダメージを与えスタンさせる。失敗、ファ
ンブルをしても、半分のダメージを与える。
参考作品：ザ・レイド参考作品：ザ・レイド

技能60％以上の特殊行動：「受け流し制圧」
ローコンバット成功時、攻撃対象をショック状態にす
る。クトゥルフ神話的存在には効果を発揮しない。

KFM（初期値1％）
キーシ・ファイティング・メソッド。スペインの近接
格闘・護身術。本能を武器に、基本的な格闘原理を駆
使する。肘の攻撃や、原始的にみえる点が特徴。＜こ
ぶし＞＜キック＞＜頭突き＞いずれかと併用、成功で
同技能のダメージ2倍。
参考作品：ダークナイト、バットマンビギンズ参考作品：ダークナイト、バットマンビギンズ、
アウトロー、ミッションインポッシブル3

技能60％以上の特殊行動：「格闘本能原理」
攻撃・受け流し時に、武器やこぶしの技能を使用せず、
代わりに＜アイデア＞と併用して判定する。ダメージ
ロールは、武器やこぶしの値でロールし、ダメージ
2.5倍。端数切捨て。        

サバット（初期値1％）
キックボクシングから発展し、弾腿の脚術を元にして
生まれた格闘技。シューズを履いて戦う為、つま先を
使った蹴り技が多い。＜キック＞と併用、成功で同技
能のダメージ2.5倍。端数切捨て。
参考作品：キャプテン・アメリカ・ウインターソル参考作品：キャプテン・アメリカ・ウインターソル
ジャー、ルパン（2004）

技能60％以上の特殊行動：「ラ・カン」
30cm以上の棒状の武器を使う技能と併用。成功で同
技能のダメージ3倍。

詠春拳（初期値1％）
腕を短く使い、歩幅が狭い、徒手武術を主とする中国
拳法。拳術を中心技術として刀術と棍術とを含む。＜
こぶし＞＜キック＞＜あらゆる近接武器＞いずれかと
併用、成功で同技能のダメージ2倍。
参考作品：イップ・マン 序章、イップ・マン葉問

技技能60％以上の特殊行動：「葉問派詠春拳」
力みを極端に嫌い、無駄なことを一切しない。目視に
頼らず、接触感覚を重視し、力の無い子供や女性にも
扱える流派。ダメージボーナス0以下の者が使用した
場合、ダメージ3倍。

ガン＝フー（初期値1％）
格闘技と射撃を融合させた独特な戦闘スタイル格闘技と射撃を融合させた独特な戦闘スタイル。柔道・
柔術・システマという組みつき系格闘術と拳銃を同時
に行う。＜拳銃＞と＜組みつき＞と併用。全て成功す
ることで、＜拳銃＞のダメージを与え、組みつき状態
に移行する。ラウンド開始時の＜拳銃＞とは併用でき
ない。
参考作品：ジョン・ウィック、キングスマン

技技能60％以上の特殊行動：「ガン＝カタ」
＜拳銃＞または＜ライフル＞と併用、成功で同技能の
ダメージ2倍。
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人種：デミヒューマン、アウトサイダー「異世界転生」、グリンゴ「血液信仰」の探索者のみが取得できる特殊な
近接技能。基本的に探索者作成時のみ選択可能とし、また取り外しを行うには外科手術などの手段が必要となる。

プレイヤーセクション - 特殊近接技能

SIZ半分以下の対象を大きな体と脚で踏みつける。人種：デミヒューマン限定

通常の2～3倍に肥大し、類人猿のような強力な握力を持った手での握りつぶし。
人種：デミヒューマン、アウトサイダー「異世界転生」限定

蟹のような両手の大きな鋏での攻撃。人種：デミヒューマン、アウトサイダー「異
世界転生」限定

獣のように鋭い爪、爪の先や手の甲から生える動物性の爪。人獣のように鋭い爪、爪の先や手の甲から生える動物性の爪。人種：デミヒューマン、
アウトサイダー「異世界転生」、ラティーノ「血液信仰」限定

鋭い手、角、くちばしなどで対象を突き刺す。人種：デミヒューマン限定

血液信仰や血液執着による強いプラシーボ効果で正気度を回復する。人種：デミ
ヒューマン、アウトサイダー「異世界転生」、グリンゴ「血液信仰」限定

獣のように鋭い牙、または鮫のようにギザギザの歯。人種：デミヒューマン、アウ
トサイダー「異世界転生」、グリンゴ「血液信仰」限定

トラばさみや細長い部位など、獲物を捕らえる器官で対象を捉える。人種：デミトラばさみや細長い部位など、獲物を捕らえる器官で対象を捉える。人種：デミ
ヒューマン限定

長い体、象鼻、触手、尾などで巻きついて締め上げる。人種：デミヒューマン、ア
ウトサイダー「異世界転生」限定

鬼のような角や、鹿のような立派な角での頭突き。人種：デミヒューマン、アウト
サイダー「異世界転生」限定

体内で生成した特殊な消化液、強力な酸などを吐きかける。人種：デミヒューマン体内で生成した特殊な消化液、強力な酸などを吐きかける。人種：デミヒューマン
限定

マンモスのような立派な牙で対象を貫く。人種：デミヒューマン限定

踏みつけ

握りつぶす

鋏

かぎ爪

突く

吸血

噛噛み付き

罠

締め付け

スマッシュ

消化液

強靭な牙

キック

こぶし

こぶし

こぶし

こぶし／頭突き

組み付き

組組み付き

組み付き

組み付き

頭突き

頭突き

頭突き

2D6＋db

1D6+db

1D6+db

1D6+db

1D6＋db

1D3SAN吸収

11D8

db＋組み付き

dbの半分or組みつき

1D6+db

1ラウンド毎1D6

2D6＋db

詳細名称 判定 ダメージ
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プレイヤーセクション - サンプルキャラクター

サンプルキャラクターの活用
本書の探索者は、いずれも独特の世界観を持ち、個性豊かなキャラクターになる可能性が十分に有り得る。
次のページ以降に、本書の特性を活かしたサンプルキャラクターの詳細が掲載されている。「どんな探索者を作成
したら良いかわからない」「時間をかけて探索者を作る前に、お試しですぐ遊んでみたい」「初めての方と一緒に遊
びたいけど、このシナリオは自分の探索者で、もうクリアしちゃったなぁ…。」など、様々な状況に応じて活用し
てほしい。

ミチト（星野 道人）
現代日本のシナリオを
中心にプレイする方向け

アリスティア（夢見 乙女）
乙女ゲームや夢小説

ファンタジー世界が好きな方向け

シャオロン・カーター
アメコミヒーローや

アクションが好きな方向け

ラクウェル・フランコ
硬派な西部劇やセクシーな
女性が好きな方向け

アヤワスカ
戦闘が苦手でほのぼのした
プレイが好きな方向け

ジャレス・マクシミリアン
品格ある貴族や恋愛ドラマ
インテリ等が好きな方向け

マディ・マルティグラ
呪術や魔術、ヴードゥーや
オカルトが好きな方向け

アッシュ・ボーヒーズ
B級＆Ｚ級映画のような
独特のアジが好きな方向け

ミモミモ・ポロンチＱ
いっそのこと宇宙人とか
ぶっ飛んだのが好きな方向け
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ニューメキシコ

サンタフェ

アルバカーキ

エル・パソ

ナイアル・オブ・
パラダイス 

メキシコ
デイドリーム

ナイアル・オブ・パラダイス★

アーカム★

ルルイエ★



ダラス

フォートワース

ヒューストン
オースティン

サンアントニオ

ニューオーリンズ

バトンルージュ

シュリーブポート

レイクチャールズ

アメリカ合衆国

メキシコ湾

テキサス

ルイジアナ



舞台

概要
本書の舞台は、現代アメリカ本土の南西部からなる、
時空と次元の歪んだ混沌の世界「ナイアル・オブ・パ
ラダイス」という閉鎖空間。
「麻薬と歴史・灼熱の荒野のニューメキシコ「麻薬と歴史・灼熱の荒野のニューメキシコ」「西部劇
と宇宙・開拓の都市のテキサス」「奴隷貴族とヴー
ドゥー・湿潤の楽園ルイジアナ」「剣と魔法・覚醒の
ドリームランドのデイドリーム」それぞれ非常に個性
的だ。古き良きアメリカの文化をはじめ、スペイン・
フランス・イギリス、さらには黒人・インディアンの
文化が入り混じり、そこに住む人々や、使用される言
語も豊かに溢れている語も豊かに溢れている。
日本のように街と街が密接しているわけではなく、荒
野や河川、沼地や密林、高速道路などにより、それぞ
れの街の中心地は、中世ファンタジーRPGのように
離れて点在していると捉えると良いだろう。
また「ナイアル・オブ・パラダイス」と外の世界の境
界について、正確なことは解かっていない。見えない
透明の壁に遮られる、ループ構造のように反対側に出
てしまう、地球平面説のように端にいくと落ちてしま
う、次元の狭間に巻き込まれるなど、不可解な状況や
意見が様々だ。共通しているのは、外に出られないと
いうことだけ。

注意事項
本書の舞台はあくまでフィクションだ。簡単に言えば
「映画の世界」という言葉が相応しい。世界を正確に
把握するなど殆ど不可能で、むしろ未開の地と捉える
くらいでもいいだろう。現実世界と照らし合わせて、
いかに論理的・効率的にクリアすることを重視するよ
りも、特殊な世界観や雰囲気・状況の中で自分や仲間
がどのように動くのか想像してみよう。謎めいた古い
遺跡を探求し、西部劇のガンマンのように決闘し、未遺跡を探求し、西部劇のガンマンのように決闘し、未
知なるモンスターにパニックし、芸術や音楽や文化を
感じ、時に差別や人種の違いに悲しみ、安息の地を求
めて自然をめぐり、未知なる神秘に胸をときめかせ、
妖しげな呪術の禁忌に恐怖し、この映画のような混沌
の世界「ナイアル・オブ・パラダイス」であなた達の
活躍を創造することを楽しんでほしい。

移動時間の目安
ヘリ
州から州へ移動…約3時間前後
同州内の都市から都市へ移動…約1時間以内
同じ都市内の移動…約10分以内

車・バイク・高速交通機関
州から州へ移動…半日以上 （約12時間前後以上）
同州内の都市から都市へ移動…同州内の都市から都市へ移動…約3時間前後
同じ都市内の移動…約1時間以内

＜運転＞＜操縦＞＜乗馬＞＜ナビゲート＞などの技能成功によって、上記の時間は2～5割短縮できる、割合は
KPが任意で決定すること。

馬・戦車・交通機関
州から州へ移動…1日以上（約24時間前後以上）
同州内の都市から都市へ移動…約6時間前後
同じ都市内の移動…約2時間以内

徒歩
州から州へ移動…約2週間以上
同州内の都市から都市へ移動…同州内の都市から都市へ移動…約3日半
同じ都市内の移動…半日以内（約12時間前後以内）
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広大な不毛の土地、荒れ狂う風、透明な強い光と青い空。80％以上が、標高1,200メートル以上の高地で、晴れ
た日は灼熱の陽光にさらされる厳しい環境。インディアンをはじめアメリカの古い歴史が多く残り、米国の近代
美術、インディアン、スペイン、メキシコの美術の拠点。

地域概要
土地の特徴
陽光に恵まれ、自然災害が少ない。雨が少なく、乾燥した高山気候の荒野。

人種
・約4割…インサイダー
・約4割…グリンゴ
・約2割…その他

宗教
キリスト教が7割。残りは様々
な宗教。無宗教を主張する人々が
多い。

主なインディアン
アパッチ族、ナバホ族、プエブロ族
定住農耕部族と移動略奪部族が混在している。特に定住農耕部族は、宗
教や文化を堅固に守り続けたため、今でも観光客が楽しめる。保留地一
帯は原子力産業の中枢であるため、放射能被害が深刻。

文化・芸術
・ナバホ・アパッチなどインディアン文化の重要な中心
・サルスエラやフラメンコ、スペインの豊かな芸術的遺産
・サルサやトルティーヤ、サブウェイなどのニューメキシコ料理

言語
・約6割…英語
・約3割…スペイン語
・約1割…インディアンの言語など

サンタフェ
歴史的な街並みや建築物を残し「アメリカの宝石」と呼ばれる魅惑のエスニックシティ。街全体がエキゾチック
な雰囲気を醸し出している。インディアンとメキシコ文化が融合した街で、芸術家が多く住み、美術品にあふれ、
音楽祭や工芸祭が開かれ、ショップやギャラリーも並ぶ。

サンタフェ・オペラハウス【娯楽・イベント】
1957年にジョン・クロスビーによって創設された全
米で最も美しいと評価されるオペラ劇場。生きた芸術
作品への貢献と、パフォーマーと観客のインスピレー
ションのため世界的に有名。
参考作品：クレイジー・ハート

バンデリア国定公園【公園】
フリオーズキャニオンと呼ばれる渓谷の中にある、古
代プエブロ族の遺跡。渓谷は凝灰岩と呼ばれる火山岩
でできており、自然にできた穴が沢山開いている。こ
の穴を使った岩窟住居の跡を見ることができる。

サンタフェ・トレイル【交通】
119世紀西部開拓時代のルートのひとつとして、地域
の産業・入植の振興に大きな役割を果たした。米墨戦
争では、アメリカ合衆国のニューメキシコ侵攻ルート
としても使用された。現在、このルートの跡地は国立
公園局によってサンタフェ国指定歴史街道として指定
されている。

ペコス国立歴史公園【公園】
プエブロ族が生活していた町。5階建ての集合住宅を
建設、貿易の中心地のひとつとして栄えた。スペイン
人と共に来たフランシスコ修道会の聖職者により教会
が建てられたが、反乱や伝染病で人口が減少し、
1800年代には廃墟と化した。
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エル・サントゥアリオ・デ・チマヨ【宗教・墓地】
かけると病気や怪我が治るといわれる「奇跡の砂」が
湧き出る教会があることで有名な村。織物でも有名。
年間約30万人の人が訪れ、巡礼者が絶えないが、そ
れでも砂が尽きることはない。

サンタフェ国立墓地【宗教・墓地】
小高い丘の上にある墓地。南北戦争で亡くなった兵士小高い丘の上にある墓地。南北戦争で亡くなった兵士
のために造られ、6万人近くが埋葬されているアメリ
カ国家歴史登録財。白いお墓の列が緑の芝生の上に、
綺麗にリズミカルに並んでいる風景が、まるで絵のよ
うに美しく、暗い感じは全く無く、穏やかで気分が安
らぐ不思議な場所。
参考作品：マイ・ブラザー

ロレット・チャペル【宗教・墓地】
オーパーツ然とした「奇跡の螺旋階段」が存在するこオーパーツ然とした「奇跡の螺旋階段」が存在するこ
とで有名な修道院。建築上のミスにより階段製作のス
ペースに困ったシスター達の元に、ふらりと謎の老人
が現れ、短期間で階段を作った謎の逸話、ミステリー
がある。たった一人で、鋸・定規・金槌のみを使い、
支柱が無いのに強度があるという建築学的にありえな
い構造を持ち、かつ作ってる最中の姿は誰も見ていな
い。い。そして階段完成後は礼も受け取らず、フラリと去っ
たという。
参考作品：沈黙の逆襲

聖フランシス大聖堂【宗教・墓地】
動物と環境の聖なる保護者で、歴史の中で最も崇拝さ
れた宗教的な人物のうちの1人、聖フランシスの大聖
堂。そこまで大きくなく、ステンドグラスも他の教会
のほうが壮大だが、極め細かく、細部まで美しく建立
されている。

インディアン芸術文化博物館【美術・博物】
インディアンの芸術と文化の最高峰であり、南西部の
人々の歴史から現代美術まで保管する施設。毎年6万
人以上の人が訪れ、それらを対象に展示会・公開講座・
その他教育プログラムなどを定期的に開催している。

キャニオン・ロード【美術・博物】
道の両側道の両側に100軒ものギャラリーが並ぶアート通り。
かつてヒッピーの聖地だった。平和と自由な精神を求
めて、世界中からアーティストが集まってくる。多く
のギャラリーには彫刻が展示してある庭がある。アメ
リカ・サウスウエスト文化特有のアートから近代芸術、
先住民文化などのあらゆる芸術作品が並び、今ではア
メリカの美術界の先端となっている。

ジョージア・オキーフ美術館【美術・博物】
世界で最大規模の女流画家ジョージア・オキーフのコ世界で最大規模の女流画家ジョージア・オキーフのコ
レクションが有る美術館。サンタフェ郊外に住んでい
た際の、花や牛の頭蓋骨をテーマとした作品が展示し
てある。ココペリと雪などの印象的な作品が光り、
ミュージアムショップも充実している。学生は次代を
担う人材として優遇され入館料無料。

ニューメキシコ美術館【美術・博物】
2万点の作品が展示されたニューメキシコ最古の美術
館。興味深いプエブロ文化の作品は全国から訪れた鑑
賞者を魅了する。古い教会のようで伝統的なヒスパ
ニックとプエブロの日干しレンガの建築が調和した建
物。壁に壁画と噴水がある中庭も魅力的。

総督邸【美術・博物】
何世紀もニューメキシコ州の首都に指定されてきた日
干しレンガの最古の公的な建築物。南北戦争時はアメ
リカ連合軍の地方本部にもなった。ニューメキシコ州
立法府がニューメキシコ・ミュージアムを創立した時、
総督邸は州の歴史博物館になった。

アメリカ最古の家と教会【歴史・記念】
12世紀にこの地を支配していたプエブロ・オブ・ア
ナルコによって建てられたアドビ建築の家。そして、
その隣にある最古の教会、サンミゲル教会。教会には
アメリカ最古のマリア像がある。最古の家は現在ギフ
トショップになっている。
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アルバカーキ
ニューメキシコ最大の商工業都市。古くからの交易の中心で、原子力研究の最先端。プエブロインディアンの伝
統的な行事や工芸品や、スペイン文化を色濃く残す保養都市でもる。

ニューメキシコ大学【教育】
様々な人種の学生が在籍する大規模州立大学。イン
ディアンの集合住宅が近隣に並び、学士号を目指すフ
ルタイム学生から、社会人や主婦などのパートタイム
学生も多く、平均年齢20代後半、ヒスパニック系の
学生が多い。

ハイランド・ハイ・スクール【教育】
海軍の船にちなんだスズメバチのマスコットを持つ公
立高校。カリキュラムの選択科目として、ジュニア・
リザーブ・オフィサー・トレーニング・コーポレーショ
ンという、軍事キャリアのための人材育成を海軍が運
営している。
参考作品参考作品：ターミネーター サラ・コナー・クロニクルズ

カートランド空軍基地【軍事・工場】
アルバカーキ国際空港に隣接している空軍基地。実戦配
備前の航空機や武器、新たなシステムなどのテストを行
うアフォテックという施設が最も特徴的。オスプレイの
テストも行っていた。住民からの苦情や抗議は殆ど無く、
人材雇用や経済効果の点で関心が持たれている。

バルーン・フェスタ・パーク【娯楽・イベント】
毎年10月に行われ、40年以上の歴史を持つ世界最
大の気球の祭「アルバカーキ国際気球フェスティバル
」が開催される広場。開催時には気球愛好家や観光客
で賑わう。何百というカラフル気球が飛ぶ光景は、ま
るで夢の国、おとぎの国のようで圧巻。

アルバカーキ国際空港【交通】
アメリカ空軍のカートランド空軍基地と滑走路を共用
している国際空港。軍用機の離着陸を目にすることも
ある。また旅客機だけでなく、多くの貨物機の離着陸
もあり、空港内は常に多くの貨物で溢れている。全米
内でも成長率の高い空港のひとつ。
参考作品：ブレイキング・バッド参考作品：ブレイキング・バッド

ツイスターズ【店舗・市場】
古き良き時代のアメリカの雰囲気を残したカフェ。
シェイクが名物。一部の界隈で取引の場所として人気
がある。
参考作品：ブレイキング・バッド

チャコ文化国立歴史公園【公園】
プエブロ文化の遺跡が濃密に集中している世界遺産プエブロ文化の遺跡が濃密に集中している世界遺産。
涸れた険しい渓谷の中にあり、ホピ族やプエブロ族に
とって神聖な先祖の地。天体観測、宗教儀式、運営管
理、交易、倉庫、天文学、権威者の埋葬地などで機能
し、居住スペースはわずか。数多くの壁画も残されて
いる。中でも触手を持った生物のように見える、皆既
日食の壁画が特徴的。

ミスター・カーウォッシュ【店舗・市場】
フル洗車パッケージから、詳細な洗車サービスを提供
するカー・ウォッシュの専門店。
参考作品：ブレイキング・バッド

マドリッド【廃墟・僻地】
かつて炭鉱の村だった元ゴーストタウン。炭鉱が閉鎖かつて炭鉱の村だった元ゴーストタウン。炭鉱が閉鎖
し廃村したが、鉄道廃線跡を発見したもの好きが、炭
鉱博物館を作り、芸術家たちも住み着くようになった。
ちょっとしたカフェバーやシアターがあるが、博物館
は殆ど野晒しのような管理状態。しかし、この雰囲気
は廃墟・廃村マニアにたまらないだろう。
参考作品：WILD HOGS／団塊ボーイズ

ラグーナ・プエブロ【廃墟・僻地】
都市部か都市部から70kmほど離れた農耕民族プエブロの保留
地。ラグーナとは保留地内にある湖を意味し、日干し
レンガにトタン屋根の建物が、白亜の聖ヨセフ教会を
中心に集落として形成している。大戦時、多くの住民
や自然が、核実験の放射能に汚染されてしまった悲し
い歴史を持つ場所。

ミュージアム・オブ・アート・アンド・ヒストリー【美術・博物】
アメリカ南西部やニューメキシコの芸術と、アルバカー
キの歴史に特化した博物館。文化・教育プログラムに
も貢献し、アルバカーキの歴史展示物には、初期の地図、
征服者の鎧、織物、植民地時代の人工物などがある。

国立原子力博物館【美術・博物】
日本に原爆投下したマンハッタン計画の歴史や、原爆
が第二次世界大戦を終結させたという一貫した論理が
学べる国立原子力博物。実際に投下されたファットマ
ンやリトルボーイの模型が展示されている。
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その他

エル・ランチョ・ホテル【飲食・宿泊】
「ギャラップ」数多くのハリウッド・スターが泊まっ
たことのある二階建てのホテル。1階はレストランに
なっていて、剥製などが飾ってある。

ブルースワロー・モーテル【飲食・宿泊】
「トゥカムカリ」インパクトのあるブルーの看板が有
名なモーテル。トゥクムカリは古くから宿場町として
栄えて来た町で、モーテルがたくさんある。
参考作品：カーズ

UFO墜落地点【研究・観測】
「ロズウェル」194「ロズウェル」1947年、ロズウェルの牧場にUFOが
墜落したといわれている「ロズウェルUFO事件」。
米軍職員が空飛ぶ円盤を回収したと発表したが、その
数時間後に空飛ぶ円盤ではなく気象用気球であったと
記事を訂正したのが事の発端。その後、エイリアンの
死体を回収、生存するエイリアンの発見、政府による
陰謀論など多くの情報が錯誤し大混乱となるが、未だ
に真実は闇の中に真実は闇の中。

アメリカ国立電波天文台【研究・観測】
「ソコロ」直径「ソコロ」直径は25mの27個の巨大なパラボラアン
テナをY字型に並べて集積し、直径約130メートル
の電波望遠鏡として機能している。これで宇宙からの
電波を捉え、観測を行っている。また、超長基線電波
干渉法を用いた観測施設である超長基線アレイの制御
センターもある。
参考作品：アルマゲドン、コンタクト

スペースポート・アメリカ【研究・観測】
「アプハム」宇宙旅行ビジネスを行うヴァージン・ギャ
ラクティック社による、世界初の商業用宇宙港。カブ
トガニかスター・ウォーズのミレニアム・ファルコン
号のような形をした建造物。

ロスアラモス国立研究所【研究・観測】
「ロスアラモス」第二次世界大戦中に、マンハッタン「ロスアラモス」第二次世界大戦中に、マンハッタン
計画の中で原子爆弾の開発を目的として創設された研
究機関。科学者・エンジニアなど1万人が勤務してい
る。現在では、核兵器・テロ対策・軍事・機密研究の
中核だが、生命科学・ナノテク・情報通信・環境など、
様々な先端科学技術の広範な研究を行う総合研究所で
もある。

イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッズ【娯楽・イベント】
「ルイドソ」ビリー・ザ・キッドの潜伏場所として知
られる古い炭鉱町ルイドソ郊外にある先住民保留地の
山の神々と呼ばれるインディアン・カジノ。アパッチ
族が所有して運営しているリゾート施設でもある。

リオグランデ・ゴージ橋【交通】
「タオス」火山で出来た地層のふもとを流れるリオグ
ランデ川が創り出した渓谷に掛かる鉄橋。谷底から端
までの距離が200mあり、風が強く橋は揺れ、高所恐
怖症でなくても、とても怖く迫力ある景観のスポット。
川ではラフティングを楽しむ人もいる。
参考作参考作品：ロンゲスト・ヤード、宇宙人ポール、ナチュ
ラル・ボーン・キラーズ、ターミネーター4

キャプリン・ボルケーノ国定公園【公園】
「キャプリン山」周囲の平地から標「キャプリン山」周囲の平地から標高2.4km以上の高
さまで突き出た噴火口があり、そこから360度広が
る大パノラマを望むことができる。特に星空が素晴ら
しく、ほとんど昔のままの夜空を見ることができる。
公園内では定期的に天体観測イベントなどが開催され
ている。

ランチョ・デ・タオス【宗教・墓地】
「タオス」170「タオス」1700年代後半に建てられた、ニューメキシ
コで最も美しいと言われる、サンフランシスコ・デ・
アシス教会を中心としたエリア。教会は国の歴史建造
物に指定され、アンセル・アダムスやジョージア・オ
キーフなど、沢山のアーティストが作品の題材にして
いることでも有名。この美しい建築物を守るため、毎
年春にはコミュニティの人々が集まって修復作業を行
う。う。

シップロック【生物・自然】
「サンフアン郡」ナバホ居住区内にある標「サンフアン郡」ナバホ居住区内にある標高2188m
の大きな岩山、船のような形が印象的。砂漠の平原に
立つ姿は遠くからでも確認でき、ロッククライマーや
写真家を惹きつける。ナバホ族にとってこの山は神聖
な物で、昔ナバホ族が北部の地で攻撃を受けていた時、
山が羽を付け鳥のように動いて彼らをこの土地に運ん
できてくれた、という言い伝えがあり、彼らの言葉で
「羽のついた岩」と呼ばれている「羽のついた岩」と呼ばれている。
参考作品：ローン・レンジャー、トランスフォーマー、
ナチュラル・ボーン・キラーズ
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ホワイトサンズ国定記念物【生物・自然】
「アラモゴード」美しく壮麗な白い大砂丘地帯。アラ「アラモゴード」美しく壮麗な白い大砂丘地帯。アラ
バスターという雪花石膏、他の砂漠とは異なり、太陽
エネルギーを熱に変えないので、素足でも問題なく歩
くことができる。アメリカ合衆国国定記念物に指定さ
れている。また、米軍のミサイル実験場になっており、
NASAのスペースシャトルの着陸にも使用される。
参考作品：ホワイトサンズ

テーラー山【生物・自然】
「グランツ」プエブロ族にとって伝統的であり重要な
聖地である火山。材木やウラン鉱石が豊富。超自然的
な存在である黒い神や青緑色の少年、青緑色の少女が、
山に住んでいると言われている神話がある。

セリリョス【廃墟・僻地】
「セリリョス」アメリカ最古の歴史のある鉱山の村。
現在ではゴーストタウンになっている。現在ではあま
り市場に出ない、唯一火山のふもとで作られるターコ
イズが有名で、火山の影響から現在までに75種類も
の色が認識されている。
参考作品：ヤングガン、なんちゃって家族参考作品：ヤングガン、なんちゃって家族

タオス・プエブロ【廃墟・僻地】
「タオス」標「タオス」標高2000mを超える高地にある世界文化
遺産。今でもインディアンが電気もなく、小川の水を
頼り生活している。建築の特徴は、赤褐色のアドビ煉
瓦の複数階の団地。1000年以上継続して定住された、
プエブロ部族の世界最古の集合住宅。また、タオスと
いう名前は「我々の村」を意味する。
参考作品：イージー★ライダー

フォートクレイグ史跡【廃墟・僻地】
「ソコロ」アメリカ南西部でも最大規模の軍事要塞「ソコロ」アメリカ南西部でも最大規模の軍事要塞。
独立戦争やインディアン戦争時に極めて重量な役割を
果たした場所。キット・カーソンやジェロニモもこの
地で戦った。昔は石や日干しレンガで出来た建物が
20以上あり、2000人以上の軍隊がいたという。ま
たメキシコからサンタフェへ向かう旅人の交易の中心
地でもあった。

国際UFO博物館【美術・博物】
「ロズウェル」「ロズウェルUFO事件」当時の新聞の
切り抜きや推測に関する資料、宇宙人やUFOについ
て様々な展示があるが、その量は膨大であり読みつく
すのは、かなりの時間を要する。
参考作品：地球に落ちてきた男

オートミュージアム【美術・博物】
「サンタ・ローザ」何も無い荒野のオアシスの町にあ
る中古車展示場のようなガレージ。黄色の車が宙に浮
いているのが目印のミュージアム。60年代のマスタ
ングやコルベットなどの名車がある。

アステカ遺跡国立記念物【歴史・記念】
「フォー・コーナー」原住民の築いた一大都市の遺跡「フォー・コーナー」原住民の築いた一大都市の遺跡。
アステカ遺跡と呼ばれているが、実際はフォー・コー
ナーと呼ばれる地域に暮らしていたアナサジ族の一大
遺跡。平地の上に、いくつもの集合住居と宗教儀式に
用いられた円形の儀式場からなる大きな集落で都市と
も言うべき規模を備えている。衛星写真でこの遺跡を
見ると、周到な計画の上に造られた街であることがよ
くわかるくわかる。

オールド・メシラ【歴史・記念】
「ラスクルーセス」メシラ・プラザという広場を含む「ラスクルーセス」メシラ・プラザという広場を含む、
米墨戦争に関わる国家歴史的に重要なランドマーク。
最も顕著な建物は、サン・アルビノ大聖堂。西部開拓
時代には郵便や貿易の重要な拠点で、カンティーナと
呼ばれる人気のバーに、ビリー・ザ・キッドやパンチョ・
ヴィラのような人物を集めた。アメリカ合衆国国定歴
史建造物に登録されている、古い雰囲気を残す場所。
参考作品：ブロークバック・マウンテン参考作品：ブロークバック・マウンテン

カールズバッド洞窟群国立公園【歴史・記念】
「カールズバッド」古代の化石礁のある多数の洞窟を「カールズバッド」古代の化石礁のある多数の洞窟を
保存するために設立された世界遺産。深さ489m、長
さ203kmの石灰岩の洞窟。世界有数の大きさの地下
室やトンネルと無数の二次生成物をもつ。また、約
100万匹のメキシコ・オヒキコウモリの聖域であり、
その洞窟探検の神秘さは多くの人々を魅了している。
参考作品：地底探検
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大きいこと、誇張すること、ホラ吹きを含め、個人的能力と重量感を好み、規制やイデオロギー的集団活動といっ
たこまごましたものを嫌う土地柄。西部の砂漠地帯と、東部の海岸平野が対照的。温度差と湿度差が極端に大きい。
月面着陸の宇宙センターのほか、ケネディ、ジョンソン、アイゼンハワー大統領が有名だ。

地域概要
土地の特徴
東は湿潤、西は乾燥、南部は亜熱帯。複数の気候が跨り、平原が広がる。

人種
・約5割…インサイダー
・約3割…テキサン
・約2割…その他

宗教
キリスト教が9割。保守的な人
が多い。教会の数が国内最大。

主なインディアン
キカプー族、コマンチ族
白人とインディアンのテキサスインディアン戦争があり、西部劇映画な
どで間違った悪いインディアンのイメージを植えつけられてきた。広い
平原で暮らすため、狩猟・農耕・略奪、様々な部族がいる。

文化・芸術
・西部開拓時代、南部貴族の牧歌的な古き良きアメリカの文化
・共和国として独立していた過去があるため、愛州心が高く保守的
・郷愁の雰囲気から、カントリーミュージックの人気が高い

言語
・約7割…英語
・約3割…スペイン語
南部訛りと呼ばれる英語が特徴。

オースティン
保守的なテキサスでは珍しくリベラル気質な人が多いテキサスの州都。煉瓦、食料品、製油、皮革などの工業のほか、
IT産業の発展が顕著。ライブ音楽の中心地でもあり、全米最大規模のテキサス大学オースティン校があることも
手伝って、街は若い活気で溢れている。

オムニ オースティン ホテル【飲食・宿泊】
オースティン湖の眺めに向けた快適なリゾート＆ス
パ。屋外プールやフィットネスセンターがあり、レス
トランを併設している。ギフトショップや会議施設も
あり、毎日のメイドサービスも充実。
参考作品：デンジャラス・ビューティー

テキサス大学オースティン校【教育】
公立の学費で名門私立と同等の教育を受けられる大学
を指すパブリック・アイビーのひとつ。5万人の学生、
1万6千人の関係者を抱え、270以上の学部があり、
幅広い研究・教育を行っている。学生に強烈な仲間意
識があり、独特な校風を持つ。
参考作品：デンジャラス・ビューティー参考作品：デンジャラス・ビューティー

テキサス・スクール・フォー・ザ・デフ【教育】
テキサス州で最も古い聾児のための州運営公立小中学
校。陸上競技部の活躍は入学者にスポーツの豊かさを
教えてくれる。
参考作品：パラサイト

トップ ノッチ レストラン & モーテル【飲食・宿泊】
レストラン付きのシンプルなモーテル
参考作品：バッド・チューニング

カフェ メディチ【飲食・宿泊】
オリジナルの高品質エスプレッソとコーヒードリンク
専門コーヒーショップ
参考作品：ライフ・オブ・デビッド・ゲイル
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ヒューストン
全世界の宇宙開発の中心地。ローンスターのニックネームを持つテキサス最大の都市。他人と同じことを嫌う気
質が根強く残り、独立精神が旺盛。近年は線路の拡張工事が頻繁に行われている。

テキサス・アドバンスト・コンピューティング・
センター【研究・観測】
テキサス州および米国全土の研究者に、高度なコン
ピューターリソースとサポートを提供している施設。
スタンピードと呼ばれる、世界最速クラスのスーパー
コンピューターが置かれている。

テキサス州会議事堂【政府・公民】
議場のほか知事室もあるネオ・ルネサンス調の議事堂。
全米議事堂の中で最大。国家歴史登録財、および国定
歴史建造物に指定されている。円形大広間には歴代知
事の肖像画、ロビーにはサミュエル・ヒューストンお
よびスティーブン・オースティンの彫刻がある。
参考作品：ツリー・オブ・ライフ、スパイキッ参考作品：ツリー・オブ・ライフ、スパイキッズ2 失
われた夢の島、スパイキッズ3-D:ゲームオーバー、
マチェーテ

アート・カー博物館【美術・博物】
メタリックでイカツイ車庫の外観がとっても印象的な
美術館。現代アートによる車が展示されている。車好
きなら必見。

ヒューストン自然科学博物館【美術・博物】
ヒューストンで有名な博物館。大人も子供も楽しむこ
とができ、恐竜の化石、貝殻コレクション、石油発掘
や宝石、動物の剥製などが展示されている。

ヒューストン美術館【美術・博物】
全米屈指の規模の美術館。美術館の収蔵品は6万点近
くにのぼり、世界各国の6,000年前から現代に至る
様々な作品を収集している。ワークショップ、リソー
ス・センター、展覧会などのプログラムや出版などを
通じて社会に恩恵を与えている。

ジョンソン宇宙センター【研究・観測】
アメリカ航空宇宙局 (NASA) の宇宙センター。有人
宇宙飛行に関する訓練、研究および飛行管制が行われ
ている。アポロ計画やスペースシャトル計画で有名。

ダラス
ジョン·F·ケネディ大統領が暗殺された地として有名。金融および経済の中枢であり、綿花の集散地、石油化学軍
事産業として発展してきた。1年通してコンベンションが多いためビジネスマンが多く、比較的グルメの街として
も知られている。近年は情報、エレクトロニクス産業が市経済を牽引している。

リユニオン・タワー【娯楽・イベント】
高さ200m、50階建ての測地線ドームに覆われた4
本のコンクリート柱があるタワー。ダラスのシンボル
的存在。最上部は全面ガラス張りの球体展望室で、ダ
ラス市街を一望できる。 

YOSHI SHABU SHABU【飲食・宿泊】
絶品のテキサス和牛で日本料理のしゃぶしゃぶを堪能
できるお店。アジア系よりも白人に人気があり、かな
り混雑している。

ロスコ・チャペル【宗教・墓地】
20世紀の半ばにアメリカで活躍をしたマーク・ロス
コの作品が室内に掛けられているチャペル。どの宗教
の人でも入ることができる。ブロークン・オベリスク
と呼ばれる神秘めいたオブジェが展示されている。

サンジャシント記念塔【歴史・記念】
テキサス独立戦争中のサンジャシントの戦いを記念し
て建てられた、世界で最も高い記念塔。

ホロコースト・ミュージアム【美術・博物】
常設展、特別展、教育センター、図書館、メモリアル・
ルームから成り立つ教育センターおよび記念館。ホロ
コーストを知ってもらうより、偏見、嫌悪、憎しみと
暴力の危険性を訴える機関として発足した。
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クライド・ワーレン・パーク【公園】
地元の人と観光客が一緒に太極拳やチェスをしている
公園。人間観察好きのためのパブや、音楽好きのため
のシアター、オペラハウスなどがある。

シックス・フロア博物館【美術・博物】
ケネディ大統領を暗殺したとされる事件の容疑者オズ
ワルドがこの元教科書倉庫ビルの6階から狙撃した。
現在では博物館として生まれ変わり、ダラス随一の観
光名所となっている。

ナッシャー彫刻センター【美術・博物】
世界で屈指の規模の個人彫刻美術館。平行な5枚の壁
の間を展示空間とし、屋根をアルミサンスクリーンと
ガラスで構成することで内部に自然光を採り入れ、明
るい美術館になっています。

メドウズ美術館【美術・博物】
スペイン美術のコレクションを幅広くコレクションしスペイン美術のコレクションを幅広くコレクションし
ている美術館。有意義な展覧会、出版物、ワークショッ
プ、その他の教育プログラムを通じて幅広い国際的な
観客だけでなく、幅広い会員を通じた市民参加を奨励
している。広場には完全に透き通って見える4mもの
人の頭の彫刻がある。

最先端航空博物館【美術・博物】
航空の歴史やアメリカの航空機の歴史を紹介した小さ
なミュージアム。13の展示室に35,000点の歴史的
遺物や資料が展示されている。初めて有人動力飛行を
成功させたライト兄弟に始まり、月面着陸にいたるま
での航空史のを分かりやすく学ぶことができる。 

リトル・トーキョー【飲食・宿泊】
ダラスに多く集まる日本人ビジネスマンによって作ら
れた、小さな東京のような街。日本食のレストランや、
和風の宿、公共主要施設のほか、電気街や、寺社仏閣
も存在する。

フォートワース
現在でも西部開拓時代の伝統が残るなか、芸術や文化も楽しめるカウボーイ発祥の地。石油・航空・エレクトロ
ニクスが産業の三本柱で、高層ビルが立ち並ぶビジネス都市の顔も持つ。

ストックヤード国立歴史地区【歴史・記念】
古い建物が立ち並ぶ牛の交易所だった地区。昔の西部
の町に足を踏み入れたような気持ちになる場所で、
ビールやステーキの美味しいサルーンがあり、ロデオ
やロングホーンの牛のショーも楽しめる。

サンダンス・スクエア【娯楽・イベント】
都市再生の国家モデルであり、環境の良いダウンタウ
ンとして評価の高いエンターテイメント地区。魅力的
なショップ、レストラン、映画館、ギャラリーが軒を
連ねる。歴史あるチザムトレイルの壁画や美しい噴水、
ケネディ大統領の記念碑もある。

キンベル美術館【美術・博物】
テキサスの強烈な自然光を上手に取り入れた建築とし
て有名な美術館。収蔵品を保護するため美術品に自然
光が極力当たらないように考慮された美術館が数多い
中において、天空窓から降り注ぐ自然光の中で美術品
を鑑賞できる。

エイモンカーター美術館【美術・博物】
モダンだけど古典風味の建築で、アメリカの絵画、彫
刻、写真の美術館。壁・柱・天井にシェルストーンと
呼ばれる貝殻の跡がある石のテクスチャーは驚くべき
存在感。

国立カウガール博物館＆殿堂【美術・博物】
アメリカ西部の女性たちの歴史と栄誉を専門に扱った
アメリカでただひとつの博物館。アメリカ西部の文化
と記念品を愛する人の必見の場所。建物の前にはハイ・
デザート・プリンセスという美しいカウガールの騎馬
像が展示されている。

フォートワース現代美術館【美術・博物】
第二次世界大戦後に建造された美術館。150の美術作
品が展示され、その永続的なコレクションには3000
点以上の作品が展示されている。博物館の使命は第二
次世界大戦後のすべてのメディアにおける国際的な芸
術の発展、収集、提示、解釈すること。



舞台 - 西部劇と宇宙・開拓の都市 テキサス

サンアントニオ
アメリカ人の間では誰もが「アラモの戦い」の舞台としてしっているほど有名な地。勇敢なテキサス人にアメリ
カの自由な精神が思い起こされる。治安がよく一年通して温厚なため観光客も比較的多い。西部開拓時代の雰囲
気も残る、商業、金融、工業の中心地。

ヒストリック・サンセット・ステーション
【娯楽・イベント】
サンアントニオで最大の歴史的な特別イベント施設のサンアントニオで最大の歴史的な特別イベント施設の
ひとつ。640メートル四方の施設と周辺の歴史的地区
のセントポールスクエアでは、20～2万人をゲスト
を招くことができる。美しく修復された歴史的建造物
や中庭、イベント企画の専門家チームが揃っており、
文化、料理、お祝いの美しい雰囲気を持ったイベント
が開催できる。
参考作品：ゲッタウェイ参考作品：ゲッタウェイ

サンアントニオ国際空港【交通】
近年、急増する航空需要に対応するため、新ターミナ
ルや駐車場棟の建設等を含む大規模な工事が進められ
ている空港。

リバーウォーク（パセオ・デル・リオ）【公園】
ダウンタウン中心部を流れるサンアントニオ川の運河
に沿って続く緑豊かな遊歩道。レストランやカフェ、
ショップ、ホテルなどが建ち並んでいる。サンアント
ニオ川のガイド付きリバークルーズは人気がある。 

悪魔の陥没穴【生物・自然】
深さ約121m、開口部は12～18mもある陥没穴。
内部には400万匹ものコウモリが住んでいる。

アラモ砦【美術・博物】
正式名称はサンアントニオ・デ・バレロ伝道所。18正式名称はサンアントニオ・デ・バレロ伝道所。18
世紀に地元のインディアンをキリスト教へ改宗させる
ために、スペインによって建設された。19世紀には
軍事要塞として使用され、テキサス革命中の「アラモ
の戦い」をはじめ、重要な軍事行動の舞台としてしよ
うされた。現在は博物館になっている。
参考作品：沈黙の逆襲、アラモの戦い

オムニ・ラ・マンション・デル・リオ ホテル【飲食・宿泊】
ダウンタウンのヒストリック・リバー・ウォーク沿い
の土手に位置しているホテル。スペイン植民地時代の
建築とヨーロッパスタイルの魅力を組み合わせたイン
テリアで、客室はエレガントに整えられている。館内
にレストランやプールがある。

ミ・ティエラ・カフェ＆ベーカリー【飲食・宿泊】
ベーカリーがある、メキシカンフードのレストランベーカリーがある、メキシカンフードのレストラン。
メキシカンの有名なパンやスイーツが売っている。レ
ストランの後ろに小物を売っている可愛らしいお店が
並び、たまにそこでフェスティバルやパレードなどが
行われ、音楽や美味しい食べ物を食べながら、見て楽
しむことができる。

テキサン文化研究所【研究・観測】
テキサスに住む民族の紹介をしている研究センターで
ある。展示物や写真、書籍、イベントなどを通して民
族の文化や歴史を知ることができる。

インディアンカジノ【娯楽・イベント】
インディアン部族が運営するカジノ。産業を持てず貧
困に喘ぐ全米インディアンの「現代のバッファロー」
と呼ばれる切り札としてのビジネス・モデル。テキサ
スの公認カジノはキカプー族の「キカプー・幸運の鷲
カジノ」のみ。

ビブリオテック【教育】
アメリカ初の紙の書物が一切無い、電子書籍のみを取り
扱った公共図書館。館内には、デスクトップ、ノートパ
ソコン、タブレット端末が並ぶ。自分が持っているリー
ダーに2週間の閲覧期限のある電子書籍を借りる。
参考作品：スパイキッズ2 失われた夢の島
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エルパソ

テキサス大学エルパソ校【教育】
ヒスパニック系の学生が多く在籍するメキシコ風の校
舎が美しい、大規模な州立大学。敷地内にあるサンボ
ルスタジウムが有名で、アメリカンフットボールなど
を見物できる。

ブリス砦【軍事・工場】
アメリカ軍最大級の防空基地。ブリス砦や軍事機器にアメリカ軍最大級の防空基地。ブリス砦や軍事機器に
ついて博物館が敷地内にあり、敷地内に入るのはパス
ポートのIDチェックが必須。戦車やヘリなど本物の
兵器を見ることができる。オフィスビルや訓練場の他
にも、軍関係者の住宅、スーパーやレストラン、宿泊
施設などがあり、町としても機能している。

エルパソ国際空港【交通】
メキシコとの国境にある国際空港だが、比較的のんび
りした雰囲気。周囲は砂漠で、青い空や乾いた気持の
良い気候を持つ。
参考作品：沈黙の逆襲、アラモの戦い

一年中殆ど晴れている明るくて陽気でのんびりしたメキシコ国境の街。銀や銅、原油などの鉱産資源が豊富で、
銅精錬所や石油精製工場の立地が相次いでいる。

イエスタ・ミッション【宗教・墓地】
テキサス州で最古の現役キリスト教伝道所。ロケット
のような銀色のドーム型の屋根が印象的。こじんまり
としているが、暖かい雰囲気のある建物。

サン・エリザリオ・プレシデオ教会【宗教・墓地】
歴史的に有名だが、老朽化と強度不足により立て替えら
れた比較的新しい教会。白で統一された外観が美しい。

ソコーロ・ミッション【宗教・墓地】
スペイン語で救いという意味を持つ伝道所。綺麗な白色
が眩しいシンメトリーな建物。墓地が併設されている。

ロケットバスターブーツ【店舗・市場】
カウボーイが履くようなブーツを作る工房。とても派
手でカッコイイブーツを作るが工房は地味。訪れるに
は事前のアポイントが必要。

その他
タワコニ湖州立公園【公園】
「フリーストーン」自らの手をナマズに食わせて生け捕
りにする「ヌードリング」が有名な湖近くの公園。公園
の木には約180mに及ぶ巨大な蜘蛛の巣が張られてお
り、白い蜘蛛の巣が妖精の国のような様相をしている。

コンローシェルター【軍事・工場】
「モンゴメリー」1980年代に中国の政治家、蒋介石
の妻の甥である石油王のリン・チェヒ・ルイ・カン氏
に建てられた地球最後の日のための東洋的なシェル
ター。中に手術室がある。

ビッグ・ベンド国立公園【公園】
「メキシコとの国境」米国のチワワ砂漠の地形と生態
系の最大の保護地域として国家的な重要性を持つ国立
公園。白亜紀と第三紀の多種多量の生物の化石が存在
し、この公園の地質学および古生物学的資源の保護と
研究の価値を上回る地域は数少ない。
参考作品：スパイキッ参考作品：スパイキッズ2 失われた夢の島、ノーカン
トリー、6才のボクが、大人になるまで。

ドクターペッパー博物館【美術・博物】
「ウェイコ」ドクターペッパー発祥の地にある博物館。
歴代の看板や生産設備など貴重な展示を見ることがで
きる。もちろんドクターペッパーを飲むこともできる。

コンローシェルター【軍事・工場】
「モンゴメリー」1980年代に中国の政治家、蒋介石
の妻の甥である石油王のリン・チェヒ・ルイ・カン氏
に建てられた地球最後の日のための東洋的なシェル
ター。中に手術室がある。

デビルズ・ロープ・ミュージアム【美術・博物】
「マクリーン」アメリカ西部開拓時代の畜産業に革命
をもたらした世紀の発明品、有刺鉄線の博物館。膨大
なアンティークな有刺鉄線のコレクションがあり、そ
の他に有刺鉄線を作った道具や鉄線を張る杭、その杭
の穴を掘る道具の展示がある。
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ジャズと右翼と人種差別、フランスの香りと黒人奴隷の暗い影が残る地域。黒人奴隷の過酷な労働で発展した綿
花とサトウキビの大農園により富豪が生まれた。太陽王ルイ14世に因んで名付けられたこの地は、スペイン人と
フランス人が独自の文化、クレオール文化を育む。

地域概要
土地の特徴
夏は長く湿度が高い、冬は短く温暖。ハリケーンの被害が多い、自然豊
かな土地。

人種
・約5割…インサイダー
・約3割…ネグロイド、ルイジアーヌ
・約2割…その他

宗教
キリスト教が9割。だが、それ
とは別にヴードゥーという民間信
仰が根付いている。

主なインディアン
コウシャッタ族
白人による虐殺、インディアン移住法、ハリケーンの被害などにより、
政府公認の部族が少ない。土地が豊かなため、比較的農業を営む温厚な
部族が多い。

文化・芸術
・アフリカ・フランスなど様々な文化を融合させた「クレオール文化」
・ジャンバラヤやガンボといったケイジャン料理
・ジャズ・ブルース・R&Bといった様々な音楽の発祥の地

言語
・約9割…英語
・約1割…フランス語、
　　　　  スペイン語など

ニューオーリンズ
フランスの雰囲気が残るエキゾチックな音楽の都。街では路地裏のバーやライブハウスからジャズやブルースが
流れる明るい観光都市。観光地以外は工業都市であるほか、温暖湿潤気候であるため、ハリケーンカトリーナや
水害で何度も甚大な被害を受けている。

アントワンズ レストラン【飲食・宿泊】
家族経営としてはアメリカ国内でもっとも古いれレス
トラン。老舗の風格たっぷりで、シャンデリアが灯る
高級感あふれる空間、美味しい料理、高品質なウエイ
ターのサービスと3拍子揃った名店。
参考作品：依頼人

オールド・ポイント・バー【飲食・宿泊】
定期的に生演奏をし、ダーツボードや野外席がある魅
力的なバー。色んな映画のロケ地として登場している。
参考作品：Ray、エクスペンダブルズ、ハード・ラッ
シュ、グリーン・ランタン

カフェデュモンド【飲食・宿泊】
19世紀に開店し、当時の古風なオープン・テラス形
式の店舗を現在も保っており、観光客が訪れる名店の
ひとつに数えられる喫茶店。ベニエというドーナツ、
フレンチ・ロースト・コーヒー、カフェオレが定番メ
ニュー。
参考作参考作品：ニューオーリンズ・トライアル、グランド・
イリュージョン

インターナショナル ハウス ホテル【飲食・宿泊】
スパサービス、フィットネスセンターを併設している
ホテル。白と黒をテーマとしたモダンな客室が人気。
参考作品：ミラーズ・クロッシング
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ガンボショップ【飲食・宿泊】
日本人になじみ深い食材を煮込んだスパイシーなスー
プご飯「ガンボ」が美味しいレストラン。クレオール
料理の本も出版している有名店。コースディナーも気
負わずに頼める。

コラムス・ホテル【飲食・宿泊】
モダンな設備とアンティークなインテリアが調和して
いる国立史跡に登録されているホテル。専門のカクテ
ルバー、ティールーム、ブランチがあり、ライブ演奏
の音楽も楽しめる。
参考作品：それでも夜は明ける

ジャン・ラフィット・ブラックスミス・ショップ【飲食・宿泊】
アメリカ独立戦争前から約230年以上営業している
唯一の酒場。地域に密着した営業スタイルで、夜にな
るとロウソクに明かりを灯し、当時の雰囲気を味わえ
る。また、店内には100年以上前からあるピアノが
あり、演奏されることもある。

ナポレオン・ハウス【飲食・宿泊】
熱心なナポレオンファンだったニューオーリンズの市
長が住んでいた建物。現在はエレガントなアパートに
なっていて、1階はムードあるカフェ＆バー、夜はク
ラシックライブが聴ける。

ハウマス・ハウス・プランテーション・アンド・ガーデンズ【飲食・宿泊】
結婚式、企業イベント、または夏休みの休暇など、豪
華な南部のスタイルを楽しめる宿。大農園や緑豊かな
庭園を探索したり、ミントのカクテルでリラックスし
たり、近くのミシシッピ川からの風を楽しむことがで
きる。
参考作品：ふるえて眠れ参考作品：ふるえて眠れ

メゾン・バーボン【飲食・宿泊】
トランペットのジャズ演奏が聴ける本格ジャズバー。
店の外からでも聞けるが、中に入ってじっくり聞けば、
どんなに内気な人でも盛り上がること間違いなし。

カルーセル・ガーデンズ・アミューズメント・パーク【娯楽・イベント】
樫の木に隠れるように存在する遊園地。カルーセルと
は有名な彫刻家の傑作であり国立史跡に登録されてい
る。100年以上にわたり、訪問者を楽しませてきた。
参考作品：グランド・イリュージョン

セカンド・ライン・ステージ【娯楽・イベント】
ニューオーリンズのブラスバンドを伴った伝統的なパ
レードのステージ。ニューオーリンズのジャズ、
R&B、ファンクなどの音楽の重要な要素となっている。

ミシシッピ川クルーズ【娯楽・イベント】
ミシシッピ川の華、外輪蒸気船　「ナッチェス号」に
乗ってゆったりとニューオーリンズの街を眺めること
ができるクルージング。

メルセデスベンツ・スーパードーム【娯楽・イベント】
アメフト、コンサート、演説会、プロボクシング興行
など、様々なイベントに対応している多目的ドーム。

クレセントシティー・コネクションブリッジ【交通】
ミシシッピ川を渡る全長約4km橋。夜になると光の
灯ったニューオリンズのビル群を見渡せる。
参考作品：RED／レッド、アルドノア・ゼロ

ポンチャートレイン湖コーズウェイ【交通】
ルイジアナ州のポンチャートレイン湖を横断する長さ
約39kmの世界最長の橋。ニューオーリンズ郊外のメ
テリーとマンデビルを結んでいる。

ルイ・アームストロング・ニューオリンズ国際空港【交通】
ニューオーリンズ都市圏の主たる空の玄関口として機
能している空港。開港当初は、事故死した飛行士の名
前が付けられていたが、改名された。

ジャクソン・スクエア【公園】
米英戦争で活躍した軍人アンドリュー・ジャクソンに
ちなんで名付けられた。18世紀に練兵場として造ら
れた広場で、大道芸人や似顔絵描き、ストリート・
ミュージシャン達が芸を披露している。
参考作品：ベンジャミン・バトン 数奇な人生

セント・ルイス大聖堂【宗教・墓地】
アメリカ合衆国の現役最古のカトリック司教座聖堂。
宗教的・社会的にもっとも重要な聖堂であり、市のシ
ンボル的存在であるため、政治演説や報道中継の際、
しばしば背景として利用される。

マリー・ラビューの墓【宗教・墓地】
街一番のヴードゥーの術者だったマリー・ラビューの
墓。お守りの販売、占いや助言などを求めて、あらゆ
る人々が彼女のもとに訪れた。囚人を処刑から救うほ
どの力があったとも言われている。
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旧ウルスラ会修道院【宗教・墓地】
北米大陸で最初に設立した、16世紀に起源を持つ聖
ウルスラ会の修道院。一度焼失したが、バチカンの支
援により黄金の装飾が施されて再建する。

ギャリエホール【政府・公民】
19世紀にジェームス・ギャリエにデザインされた、
ギリシア復古様式の堂々とした旧市庁舎。南北戦争後
に北軍の本部が置かれた建物だが、現在は市のオフィ
スとなっている。
参考作品：ミラーズ・クロッシング

ルイジアナ最高裁判所【政府・公民】
1908年にビクトリア朝様式でニューオリンズ市裁判
所として建てられたビクトリア調の建物。
参考作品：JFK、ニューオーリンズ・トライアル

ルイジアナ州立刑務所【政府・公民】
別名「アンゴラ刑務所」。アンゴラ・プランテーショ
ンという農園跡に建てられた。かつ、南のアルカトア
ズという異名もあり、最高クラスの監視厳重度と巨大
な規模を持つ。
参考作品：チョコレート

オーク アレイ プランテーション【生物・自然】
ルイジアナで最も美しい場所の1つ、樹齢300年のオー
ク（樫の木）が並ぶ大農園。華やかな貴族の暮らしを
感じさせるホワイトハウスのような大豪邸がある。
参考作品：インタビュー・ウィズ・バンパイア、イエ
ロー・ハンカチーフ

オーデュポン・アメリカ水族館【生物・自然】
南北アメリカ大陸にテーマを絞った水族館。2層構造の
館内には530種、約1万匹の海洋生物が生息している。
なかでもカリブ海の海底を再現したコーナーが圧巻。

マグノリア・プランテーション【生物・自然】
南北戦争や災害、農園の経営不振など困難を乗りこえ、
今もなおドレイトン家によって運営されている農園。
マグノリア（モクレン）の咲いた庭園が美しい。
参考作品：かけがえのない人、きみに読む物語

マンチャック・スワンプス【生物・自然】
多くのイトスギの木が垂れ下がり、ホラー映画のよう
な異様な光景が見られる不気味な沼地。幽霊沼とも呼
ばれている。周辺は湿地帯が広がっている。また、ヴー
ドゥーの王女の呪いが掛けられた地との噂もある。

フレンチマーケット【店舗・市場】
フリーマケット、農作物市場などがある、アメリカで
最も古い市場。市場には、生鮮食料品から土産物、骨
董品に至るまで様々な商品が並ぶ。

シックス・フラッグス【廃墟・僻地】
大型のハリケーン「カトリーナ」により破壊された廃
墟の遊園地。乗り物は押し流され、建物は破壊・腐食し、
殆どが修復不可能となっている。2mの浸水が一ヶ月
も引かなかったという、当時の凄惨さを物語っている。

マーケットストリート発電所【廃墟・僻地】
アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオリンズにある発
電所跡。ミシシッピ川河畔に位置し、1905年に建設
され、1973年まで稼働してた。
参考作品：オブリビオン

幽霊屋敷【廃墟・僻地】
多くの黒人奴隷を虐待・拷問のうえ殺害した奴隷使用
者デルフィーン・ラローリーの邸宅跡。現在は幽霊屋
敷として知られている。

マダム・ジョンの遺産【美術・博物】
ミシシッピ川流域最古の住宅と言われるフレンチコロ
ニアル様式の建物。現在はルイジアナ州立博物館とし
て公開されている。
参考作品：それでも夜は明ける

マリー・ラヴォーのヴードゥーハウス【美術・博物】
ヴードゥーの博物館として人気の観光スポット。訪問
者は祭壇に供物を捧げたり、世界中から集められたス
ピリチュアルアイテムや本を購入できる。霊媒、呪い、
タロットカード占いなども行われ、幽霊が出没する噂
もある。

ルイジアナ州立博物館【美術・博物】
ルイ・アームストロングのトランペットも陳列されて
いる博物館。傍に「欲望（デザイア）」と書かれた電
車が飾られている。
参考作品：欲望という名の電車

第二次世界大戦博物館【美術・博物】
第二次世界大戦をテーマにした博物館。写真をメイン
に当時の資料が時代に沿って展示され、ジープ、トラッ
ク、ヘリなどもある。
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バトンルージュ
ルイジアナ州の州都。インディアン文化の影響を受けて発展してきた反面、人種差別の空気が濃い。ケイジャン、
クレオールの伝統を誇り、ブルースの演奏が有名なクラブも多く、通りにはレストランが立ち並びスパイシーな
バイユー料理からカリビアン家庭料理まで幅広く楽しめる。

南北戦争博物館【美術・博物】
南北戦争に関する史料を展示した昔ながらの博物館。
規模はあまり大きくない。

薬局博物館【美術・博物】
アメリカで最初の薬剤師免許を取ったルイ・デュフィロ
の薬局を当時のまま保存・公開している博物館。アン
ティークな薬瓶や調合器具などがずらりと並んでいる。

サザン・ユニバーシティ・アンド A&M大学【教育】
ミシシッピ川を望む絶壁の上に建つ素晴らしい展望の
黒人のための大学。理工系の大学として知られるが、
教養重視の全人教育の伝統も色濃く残る。

ルイジアナ州立大学【教育】
通称LSU。図書館の蔵書数は南部屈指で380万冊を
越える大学。石油工学学部や農学部、体育学部などが
有名。特に野球は全米屈指の名門でタイガー・スタジ
アムと呼ばれるルイジアナ最大の球戯場も有名。

13th Gate Haunted House【娯楽・イベント】
13の恐怖のエリアからなる究極の幽霊屋敷アトラク
ション。もともと、本物の幽霊屋敷が買い取られて開
園した。工業用地下室がテーマとして設計され、錆び
た石膏トンネル、ゴシック調の古い館、悪魔の沼など、
ルイジアナホラーのオンパレードが楽しめる。

ペンタゴン兵舎【政府・公民】
南北戦争のバトンルージュの戦いで北軍に占領された
兵舎。現在は国立史跡に指定され、州議員のための民
間アパートとなっている。

ルイジアナ州会議事堂【政府・公民】
バトンルージュ市内で最も高い建造物にして、国定歴
史建造物である議事堂。ルイジアナやアメリカの歴史
を示す彫刻が随所に配されている。
参考作品：ネイビーシールズ：オペレーションZ

バトンルージュ動物園【生物・自然】
世界各地の1,800以上の動物が生息しているるルイジ
アナ初の動物園。絶滅危惧種30種以上の種生存計画
に参加している。

バトンルージュ城【美術・博物】
ルイジアナ城という別名もある政治史博物館にして旧
ルイジアナ州議会議事堂。耐久性の高いネオゴシック
様式の中世の城のようなデザイン。南北戦争で使用さ
れ、戦後螺旋階段やステンドグラスが設置された。

ヤズー＆ミシシッピ・バレー鉄道車庫【美術・博物】
かつて運行していたイリノイ・セントラル鉄道の333
号機関車が展示されている。現在は、ルイジアナ美術
館と科学博物館になり、合衆国国家歴史登録財に認定
されている。

駆逐艦キッド退役軍人記念館【美術・博物】
太平洋戦争での真珠湾攻撃で、戦艦アリゾナで戦死し
たアイザック・キッド少将に因んで名付けられた駆逐
艦。大戦中サイパンやグアムで活躍し、現在は博物館
として保存されている。

カビルド【歴史・記念】
ルイジアナとそこに居住していた人々の歴史、貴重な
遺物が展示されている博物館。これまで様々な用途に
使用され、州政府、裁判所、刑務所、市庁舎など、そ
の用途は多岐にわたる、ニューオーリンズで最も重要
な歴史的建築物のひとつ。

ロバート・E・リー・モニュメント【歴史・記念】
南北戦争時、南部連合軍司令官を務めたアメリカ史上
屈指の名将ロバート・E・リーの歴史的記念碑。国立
史跡に登録されている。
参考作品：イエロー・ハンカチーフ
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シュリーブポート
年中通して温暖な気候のカジノを中心とした夜景が美しい観光都市。アメリカ最大規模のシェールガス埋葬量を
有するヘインズビル頁岩層がある。

エルドラド・カジノ・リゾート【娯楽・イベント】
ブラックジャックから最新のスロットマシンまで楽し
める古いカジノとファーストクラスのホテル。最高級
のワインやステーキのレストラン、ライブミュージッ
クと華麗なダンスを味わえるラウンジもある超贅沢な
リゾート。

アレン・ブリッジ【交通】
オスカー・ケリー・アレンというルイジアナ42番目
の総裁により建てられた橋。夜にライトアップされた
景観が美しく、光ケーブルを利用したパブリックアー
トの作品のひとつとされている。

ガーデン・オブ・ザ・ローズ【公園】
美しいバラに捧げる米国最大規模の公園であり、アメ
リカン・ローズ・ソサエティの本部。2万種以上の品種、
美しい彫刻、噴水などがバラの楽園を創りだしている。

レイクチャールズ
多くのカジノを有する、石油化学精製工業の重要な拠点。年に75回以上のフェスティバルが開催されるフェスティ
バルの街でもある。

ゴールデン・ナゲット・カジノ【娯楽・イベント】
ゴージャスさ前面に押し出したカジノホテル。エレ
ベーターのドアも壁も公衆電話などあらゆるものがキ
ンキラキンの成金趣味になっているゴージャス感漂う
ナンバーワンのホテル。

キャメロンプレーリ国立野生動物保護区【生物・自然】
マガモやサギ、白鷺など数え切れない程の鳥、間近で
ワニを見ることができる野生動物の湿地帯の楽園。

USS オーレック海軍博物館【美術・博物】
朝鮮戦争や、ベトナム戦争で活躍したギアリング級駆
逐艦。大戦以来最も美しく装飾された米国海軍船舶の
ひとつ。現在は海軍歴史と遺産を展示する博物館船と
なっている。

マルディグラ博物館【美術・博物】
リオのカーニバルと並ぶ世界で最も有名なマルディグ
ラと呼ばれるカーニバルの文化遺産、伝統、歴史、遺
物が展示されているユニークな博物館。南部で最大の
マルディグラ衣装コレクションを収蔵している。

ステージ・オブ・スターズ・ミュージアム【娯楽・イベント】
エルビス・プレスリーが一躍有名になったことで有名
なアール・デコ調が美しい講堂。プレスリーの銅像が
設置されている。週末にはロック、カントリー、
R&Bなどのコンサートが行われている。

R.W.ノートンアートギャラリー【美術・博物】
絵画、銃器、童話芸術作品や、ポスターアート、彫刻
と幅広いジャンルが展示されているギャラリー。水辺
や緑の庭園が美しく多くの人が魅了される。

バークスデイル・グローバル・パワー・ミュージアム【美術・博物】
第8空軍の戦闘機を見ることができるミュージアム。
その航空機のコレクションは20機以上。

ルイジアナ州立博物館【美術・博物】
ルイジアナ先住民の遺物、地域国家の歴史遺物、地元
芸術家の作品、自然史などを展示する、超近代的な円
形状建築の博物館。ニューディール政策の一環として
建てられた。
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その他

インディアンカジノ【娯楽・イベント】
「アレン郡」コウシャッタ族が開設したコウシャッタ・
カジノ・リゾート。「インディアン・カジノ」を初め、
ゴルフ場や保養施設を併営して盛況。

カドー湖【生物・自然】
「テキサスとルイジアナの境」世界最大の樹齢を重ね
たラクウショウの木々が根を水に浸しながら立ち並ん
でいる湖。地震により突然出来上がった。その光景は
あまりに神秘的。 また、数百件のビッグフットとよば
れる未確認生物の目撃情報が相次いでいる。バイユー【生物・自然】

「ルイジアナ各所」ルイジアナやテキサスに広がるゆっ
くりと流れる小川。アリゲーターやナマズ、カメなど
の沼の生物の生息地で、飢えた怪物たちの不気味な話
の元ともなっている。
参考作品：プリンセスと魔法のキス

シンクホール【生物・自然】
「ルイジアナ各所」前触れもなく地面に穴が空き、周
囲のものが穴に吸い込まれてしまう「シンクホール」
という現象が様々な場所で度々発生する。
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堕落した人間社会の価値観に染まらず、豊かな想像力と純粋な精神を持つ夢見る者のみが辿り着ける、クトゥル
フ神話の幻夢境。夢の国である筈のドリームランドが時空と次元の歪みにより覚醒の世界に突如現れた。そこは
近代文明を受け入れず、銃を弓に変え、戦車を馬に変える。剣と魔法の中世ファンタジーのようなドリームラン
ドは、まさに現実に現れた夢であり「デイドリーム（白昼夢）」と名付けられた。

デイドリームについて、あまり多くのことは知られてはいない。場所の解説は、デイドリームを制覇したと豪語
するホラフキ探検家の証言によるものだ。全て真実かもしれないし、嘘かもしれない。真実もあるかもしれないが、
脚色も大いにあり得る。過去にドリームランドに行った事のある者が、覚えている通りかもしれないし、全く違
うかもしれないのだ。確かなものがあるとすれば、それは場所が持つ役割だ。様々な幻想の世界は、物語によっ
て姿や形を変えるが、探索者がそれぞれの答に辿り着くための、本質的な役割は共通している。

地域概要
土地の特徴
クトゥルフ神話の世界に実在するドリームランクトゥルフ神話の世界に実在するドリームランド（実在する夢とは妙な表現だが）と全く同じというわけではない。
広さ、地理、気候は入るたび変化する混沌の領域。目的の場所に辿り着くには＜ナビゲート＞に成功しなければ、
元の場所に戻ってきてしまう。また、デイドリームに持ち込んだ近代的なものは全て中世のものに変化する。例
外を除いて、デイドリームの存在は外の世界に出ることが出来ない。＜クトゥルフ神話＞50％以上の者が入れば、
持ち込んだものは変化しない。デイドリームの中心部（最深部）には、ナイアル・オブ・パラダイスを誕生させ
た原因が存在すると言われている。

人種
・約9割…夢の人々
・約1割…夢を見る人

宗教
様々

文化・芸術
・超古代文明のような
　アーティファクトや剣と呪文が
　普遍的に存在する。
・電子的な近代文明は存在せず、
　中世ヨーロッパのような文化。
・人の住む場所よりも・人の住む場所よりも、
　未開の地・危険な領域が
　多数存在する。

不確かなファンタジー世界の必要性について
デイドリームというファンタジーの世界は、非常に不確かであやふやで、
いかようにも解釈できる自由な空間だ。

私達は子供と大人の間で、自分の住む世界を理解し、意味を見出し、存私達は子供と大人の間で、自分の住む世界を理解し、意味を見出し、存
在意義や目的を見つけ、道徳的な選択をするために、猛烈に意識的また
は無意識的に努力をする。年長者や教師から出来合いの説教じみた模範
解答に従うことに甘んじず、自身の答えを探す。それぞれが違う価値観
と世界観の中で、それぞれの答えを見つける過程、いわば冒険の旅のた
めに、自己を否定されない可能性に溢れた、ファンタジーの物語が必要
なのだ。だから、そこに明確な答えなど無いし、論理的な解釈も無い。

幻想の物語を辿る事で、あなたが現実の世界で、超人的な能力を得たり幻想の物語を辿る事で、あなたが現実の世界で、超人的な能力を得たり、
多くの美女や美男子に囲まれたり、金持ちになったり、妖精や魔法使い
に導かれたり、善と悪との戦いに勝利することは無い。しかし、その願
望の過程の物語で、あなただけに必要な何かを見つけることができるだ
ろう。それこそが数多の英雄が手にしたエクスカリバーであり、ランド
ルフ・カーターにとっての夕映えの都なのだ。

言語
デイドリームでは全ての言語が
共通のものとして認識・理解される。
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異界への入口
門
異界への入口は様々な所に存在する。新しく引っ越してきた家のクローゼットや押入れ、天井裏や壁穴を抜けたら、
そこは不思議な世界。または、竜巻や津波などの自然災害に巻き込まれ、ふと気付いたら、そこは不思議な世界。は
たまた、不思議な動物を追いかけて…、忽然と現れた謎の扉…、鏡を潜り抜けたその先に…。
役割の参考作品：ナルニア国物語、オズの魔法使、Dr.パルナサスの鏡

語り部と遍歴
異界への入口は様々な所に存在する。日が沈んで暖炉の火で暖められた部屋、子供達に囲まれた安楽椅子の老婆が
「昔々、あるところに…」。各地を旅して色んな世界を見てきたと豪語するホラフキ男が「オレ様の大大大冒険譚のは
じまりはじまりぃ！」。現実か幻想かはどうでもいい。豊かな想像と物語こそに価値があるのだから。
役割の参考作品：ビッグ・フィッシュ、バロン、落下の王国

古い品物
異界への入口は様々な所に存在する。それは古い書店の中の奇妙な一冊の本を読んでいるうちに誘われたり、埃を
被った箱にしまわれていたボードゲームを遊び始めたら現実に異界が飛び出したり、不思議な古地図を介して現実
と幻想の境界線が曖昧になったりする。
役割の参考作品：ネバーエンディング・ストーリー、ジュマンジ、バンデットQ

人々が行き交う街
自由都市ラトゥール
古く新しき厳しく自由な中規模都市。旅人古く新しき厳しく自由な中規模都市。旅人、村人、商人、戦士、魔術師、職人、様々な人が行き交い活動する中世ヨー
ロッパ風の都市。周囲には平野が広がり川が流れ、農業や工業、商店や酒場宿屋などで、程々の活気に溢れている。
比較的落ち着いた利便性もある土地なので、家を建てて長く住もうとする者も多い。デイドリームの外から訪れ
た者が、情報収集をしたり、装備を整えたりすることも多いようだ。小高い丘の上には、やたらと猫が集まる聖
堂があり、多くの者の信仰を集め、その心を救っている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥル
フ神話＞に成功すれば、この場所から「ウルタール」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：美女と野獣、スターダスト、ロード・オブ・ザ・リング

交易都市ニール・ハトライド
人生が交差する解放地帯人生が交差する解放地帯、運命と出会いの橋。デイドリームを流れるヤクラ川に掛かる大橋を中心にした交易都市。
酒場や宿屋、商店や工房や職業組合冒険者ギルドなどがあり、人通りも多く活気に溢れているが、一本道を外れ
た欲望が深く淀む路地には、犯罪者やならず者がたむろし、治安の悪さも目立つ。何日も掛けて遠方から馬車や
ガレー船でやって来る者も多い。この都市の港は多くのはじまりとおわりを物語る場所で、物流目的以外の様々
な顔ぶれが見られる。また、食材も多く集まるためか料理人も多く、ここにしか無い味を求めてレストランに訪
れる者も多い。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「ダ
イラス＝リーン」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅、ゲド戦記、ウォークラフト役割の参考作品：ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅、ゲド戦記、ウォークラフト

魔術学園ノイエール
不思議な迷いの森を抜けた先にある秘密の魔術学園。学園の裏には鉄道駅があり、西部開拓時代の大陸横断鉄道
と繋がっているといわれている。学園ではデイドリームに巣食う悪しき存在と戦うための将来有望な魔術師達が、
日々勉強と修行と恋や遊びに明け暮れ、閉じられた支配の中でコミュニティを作り、様々な駆け引きに興じている。
体系化された西洋魔術と、民俗信仰的な東洋魔術で対立があるようだ。空想にリアリティを与える学園内の巨大
な図書館には貸し出し不可の様々な魔道書が保管され、学園外から足を運ぶ熟練の魔術師も多い。
役割の参考作品：ハリー・ポッター、リトルウィッチアカデミア、クラバート 闇の魔法学校役割の参考作品：ハリー・ポッター、リトルウィッチアカデミア、クラバート 闇の魔法学校



舞台 - 剣と魔法・覚醒のドリームランド デイドリーム

光の城シャルフェルス
デイドリームを治める国王が住む、城壁に囲まれた光り輝く城とその城下街。この城はデイドリームを脅かす悪しきデイドリームを治める国王が住む、城壁に囲まれた光り輝く城とその城下街。この城はデイドリームを脅かす悪しき
者から邪魔な存在とされ、常に脅威に晒されている。城には飛行する怪物を駆る誇り高き騎士団が常駐し、悪しき者
達と長年にわたる戦争を繰り返している。女王は過去に悪しき者に攫われ、国王はそのせいか守りを固めることに目
に見えて恐れ焦り、ルールを厳しくしたせいで民衆から恐れられている。しかし、そんな事はどこ吹く風といったよ
うに、年頃の姫は大人しくしている事など出来ず、外の世界や素敵な出会いを求めて日々城を抜け出し、執事や騎士
団を困らせている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「セ
レファイス」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：オズの魔法使、マイティ・ソー、シンデレラ役割の参考作品：オズの魔法使、マイティ・ソー、シンデレラ

月影の夜城ナイナレン
かつて隆盛を極めた貴族の城の廃墟。デイドリームの悪しき者によって滅ぼされた。夜な夜な怪物の影が見え隠れす
ると噂され、訪れた者を恐怖に陥れている。しかしその真相は、悪しき者達によって怪物にされてしまった美しき王
子とその家来達が密かに生活をしている。普通の人々は殆ど近寄らないが、もともと人間だった異形の者や、人語を
理解する怪物、または選択縁を生きる変わり者の人々の拠り所となっている。かつてドリームランドに訪れた経験が
あり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「ゴルトスの廃墟」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：美女と野獣、クリムゾン・ピーク、モンスター・ホテル役割の参考作品：美女と野獣、クリムゾン・ピーク、モンスター・ホテル

魔女の城アヌラハブ
化け物のような恐ろしい木々の森を越えた先にある、血の様に赤い城。ぬいぐるみの怪物、拷問器具の化け物、トラ
ンプの兵隊達が城を守り、侵入者を排除する。魔女は悪しき者に魅入られた存在であり、光の城の人々を呪術などで
苦している。妖艶な美魔女であるが、若さと美しさに相当のコンプレックスがあり、城の姫の美しさを妬み、グツグ
ツと醜い嫉妬の心を煮やすことで、孤独を紛らわしている。
役割の参考作品：スガラムルディの魔女、マレフィセント、ヘンゼルとグレーテル

主が治めし城

工房の村コナグニ
不思議な夢の工房や鉱山の採石場、違いと友情を育む素敵な雑貨店が並ぶ場所。ガンコで偏屈だが粋な職人や不思議な夢の工房や鉱山の採石場、違いと友情を育む素敵な雑貨店が並ぶ場所。ガンコで偏屈だが粋な職人や、
知識欲・行動よく旺盛で普通とは変わった若い女性が多く集まる。そのためか、美女と野獣のような年の差結婚
が多いのも特徴。旅人が強い武器を求め、魔術師がアーティファクトを求め、貴族の召使いが調度品を求めて訪
れたりもする。たまにインテリめいた知識人や都市開発の貴族領主が訪れるが、100％職人達と対立し追い返され
る。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「インクアノク」
との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー、ヒックとドラゴン、ホビット

救いの楽園ナーラント
神職者や癒しの力を持った者が治める場所。親に捨てられた子供達、病や差別で見捨てられた人々、居場所を無
くして苦しむ人々のための、生命への想いが響く救いの地。身体と精神、両方の面を救う様々な人材や設備や用
意され、その資金はデイドリームに住む人々の援助で成り立っている。原因不明の伝染病の隔離研究施設として
の機能もあり、一部の医師はペストマスクを着用している。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥ
ルフ神話＞に成功すれば、この場所から「ユスの修道院」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち、永遠のこどもたち、X-MEN役割の参考作品：ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち、永遠のこどもたち、X-MEN
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丘の上の小さな家
牧畜を営む寡黙な老人と、自然に愛される元気な少女が暮らす家。辺りには澄んだ空気と気持ちの良い平原が広がり、
遠くに豊かな山々が見える。周囲では動物達が美味しそうに草を頬張り、牧用犬が元気に駆け回る。家には動物達の
命と向き合い育む牧場が併設されている。もし夕暮れに立ち寄ることがあれば、贈り物と代わりに、ささやかな食事
と寝床を提供してもらえるだろう。好奇心旺盛な少女に色々な事を聞かれるかも知れないが、それは致し方ないことだ。
役割の参考作品：フランダースの犬、アルプスの少女ハイジ、大草原の小さな家

優雅で貧しき女達の家
父親が遠くに働きに出て、女達だけで暮らしている中流階級貴族的な家。祖母と母と三人の娘がいる。祖母は温
厚で昔話を子供達に語るのが好きだが、母は貴族生まれであり躾や教育に厳しく、男がいないせいか、来訪者に
警戒心が強い。三人の娘は、意地悪でオシャレ好きな姉二人が、血の繋がらないみすぼらしい服を着た妹に雑用
や掃除など全てを押し付けている。
役割の参考作品：若草物語、小公女、シンデレラ

シナーフ街道
全ての場所を繋ぐ、出会いと困難の道。ある時は牧歌的な故郷の道、ある時は旅人や商人が行き交う出会いの道、
ある時は目的のために困難を乗り越え進む道。その土地土地で道の様相は異なり、泥水に汚れた道であれば、花
が溢れる道でもあり、黄金のレンガが連なる道でもある。
役割の参考作品：オズの魔法使、ビッグフィッシュ、ロード・オブ・ザ・リング

癒しと風習の原風景

お菓子の城トレッセド
お菓子が大好きな妹と、お城作りが大好きな兄。不思議な魔術を持つ二人の兄妹、そして二人を見守る老齢の執
事が暮らす治外法権の城。そこは何者も悪しき力や欲望を干渉することが出来ない、純粋無垢で永遠に歳をとら
ない楽園。兄妹は強力な魔術を持つ特殊な体質のためか、城の外に出ることが出来ないので、外の世界に興味津々。
外からのお土産や、冒険譚を持ち寄って聞かせれば、兄妹は満足し、出来うる限りのお礼をしてくれるだろう。
役割の参考作品：夢のチョコレート工場、ヘンゼル＆グレーテル、シュガー・ラッシュ

竜の根城
人里から遠く離れ、山や谷を越えた先にある多くの竜が棲む根城。金銀財宝などの宝を守る竜の王を中心として人里から遠く離れ、山や谷を越えた先にある多くの竜が棲む根城。金銀財宝などの宝を守る竜の王を中心として、
様々な種類の竜が集まっている。竜の王は老齢で賢い。竜達は人里を襲うときもあれば、人間と契約して、とも
に悪しき存在と戦うこともある。竜の王は常に一番強く賢いものが、その座に着くため善悪は関係無い。時に城
の姫を攫う事もあれば、英雄に恋して命を捧げることもある。竜の根城近辺の谷では、城の騎士達が自分の竜を
見つけ、竜騎士となるための試練の地としている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話
＞に成功すれば、この場所から「夜鬼の巣」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ヒックとドラゴン、ドラゴンハート、アバター

未知なる魔王城ハーデック
永遠の迷宮を越えた先に佇む縞瑪瑙に輝く城。またの名をエメラルド・キャッスル。城にはデイドリームを脅か永遠の迷宮を越えた先に佇む縞瑪瑙に輝く城。またの名をエメラルド・キャッスル。城にはデイドリームを脅か
す悪しき者達の魔王が居るとされているが、世界の鍵を持った伝説の勇者を除き、誰一人辿り着いた者は存在し
ない。世界の鍵は全部で8つ存在し、混沌の異世界のどこかに存在すると言われている。魔王の元には、隕石の
ように恐ろしく巨大な怪物が眠っているとされ、それはデイドリームないし、ナイアル・オブ・パラダイスの謎
を解く存在だと言われている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、こ
の場所から「未知なるカダス」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：レジェンド / 光と闇の伝説、ラビリンス/魔王の迷宮、キャッスル・ヴァニア
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エフィルの洞窟
デイドリームの地下に広がる広範囲の洞窟。かつて地上が極寒と灼熱の時、人々は地底に逃げ込み、数千年暮らして
いたという。現在は、その名残として各所に遺跡のような建造物の跡地が見られる。また、この洞窟では色とりどり
の宝石や鉱石の資源が豊富で、旧文明の宝やアーティファクトが数多く眠っている。しかし、同時に地下で独自進化
を遂げた怪物も多く棲みつき、深く潜るほど危険な生物がウヨウヨしている。かつてドリームランドに訪れた経験が
あり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「生命の洞窟郡」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：グーニーズ、ドラゴンスレイヤー、センター・オブ・ジ・アース役割の参考作品：グーニーズ、ドラゴンスレイヤー、センター・オブ・ジ・アース

朝の来ない宵街ガルウ
じっとりとした雰囲気のならず者達の楽園。普段は荒々しい者達も、ここでは争い事をしないことが暗黙の了解
となっている。街は8割以上が宿と酒場であり、しんみりしたアナログな音楽の調べの中で、バーテンが酒を出し、
人々はまどろみに浸る。山賊、海賊、盗賊、その他諸々罪を背負いし者どもの安息地。また、どういうわけかこ
の街は常に夜である。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所か
ら「ハズス＝クレグ」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ヘルボー役割の参考作品：ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー、バットマン、ダーク・シティ

トグズの集落
悪戯好きで働き者の小人や妖精達の村。建物が総じて小さく、植物やキノコを利用している。トグズの住人は様々
なことを知っている知識人だが、よく嘘をつく。彼らにとって嘘は悪いことではなく、呼吸や挨拶をするのと同
じくらい普遍的なコミュニケーションの手段である。集落に辿り着くためには、特定の色の蝶を追っていく必要
があるが、これもまた情報がバラバラであり、容易には辿り着けない。かつてドリームランドに訪れた経験があ
り＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「あやかしの森」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ティンカー・ベル、アーサーとミニモイの不思議な国、マレフィセント役割の参考作品：ティンカー・ベル、アーサーとミニモイの不思議な国、マレフィセント

空中都市エアロブレフォス
デイドリームのどこかに存在すると言われている、超古代文明を持つ天空の大地。浮力を持った鉱石により浮い
ているとされ、主の居ない空の大地を大きな機械兵が守っている。もともとは海底に存在し、海の住人により栄
えた王国らしいが、地殻変動または海底火山の噴火が一因となり、大空のどこかに消えたとか。都市には古代人
の遺跡が多数存在し、現在は空飛ぶ者達の里となっているようだ。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜
クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「レン高原」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：天空の城ラピュタ、ジャックと天空の巨人、さかさまのパテマ役割の参考作品：天空の城ラピュタ、ジャックと天空の巨人、さかさまのパテマ

シガン砂漠
踏み込んだら二度と出られないが、命と引き換えに本当に大切なものを見つけることができるとされる砂漠。出
ることが困難だが、砂漠そのものが蜃気楼のような存在で、踏み込むことも非常に困難。夜遅くまで起きている
子供に対して親が、遅くまで起きていると、目が覚めたら砂漠の中で、出られずにそのまま死ぬという怖い話を
聞かせることは有名。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所か
ら「クッパル＝ノムボ砂漠」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：スター・ウォーズ、プリンス・オブ・ペルシャ、キング・オブ・エジプト役割の参考作品：スター・ウォーズ、プリンス・オブ・ペルシャ、キング・オブ・エジプト

未知なる迷いの地

バイロ湖
山間にひっそりと隠れ、心に広がる神秘の湖。立ち寄る者を癒す、その美しい湖には女神が住んでいるとされる。
時折、湖に大きな穴が空くので、異界に繋がっている、湖に謎の生物がいる、などの噂がある。かつてドリームラ
ンドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「ヤス湖」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ウォーターホース、ベオウルフ、スワン・プリンセス／白鳥の湖
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真実の存在
どこから来たのか分からない。どこの誰かも分からない謎の存在。だがしかしその人は、真実を見極める目を持ち、
心清らかで豊かな楽しい存在であり、いつだってフラリと現れては弱き人々を魔法のように助けてしまう。大人は正
しき存在を非難する、理解する大事な心を忘れたから。大人は正しき存在を利用しようとして手痛い目に遭う、現実
の欲に溺れた愚かな存在だから。
役割の参考作品：メリー・ポピンズ、足ながおじさん、シンデレラ

ふしぎな奇跡の存在
その姿は赤い服で白ヒゲのサンタクロースかもしれない、空から舞い降りた天使かもしれない、はたまた幽霊などの
異常な存在かもしれない。この奇跡の存在が現れる目的は、人間に大事なことを気付かせることだ。幻想の世界から
遣わされた存在で、多くが現実の世界、特にクリスマス前後に現れることが多い。
役割の参考作品：クリスマス・キャロル、三十四丁目の奇跡、素晴らしき哉、人生！

特定の存在

ググの島
ガレオン船で嵐を越えて辿り着くことができる怪物の島。島の陸地には何も無く、地下に多くの柱に支えられた広
い空間が広がっている。地下には獰猛な怪物ググやトサーグという小さな怪物が棲み、日々縄張り争いの戦いを繰
り広げている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「ガグ
の都市」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：アルゴ探検隊の大冒険、キングコング 髑髏島の巨神、センター・オブ・ジ・アース2 神秘の島

永遠の迷宮トロイエ
未知なる魔王城の周囲を囲む立体迷宮。空、陸、地中、城の四方八方を不可思議な迷宮が囲み、迷宮を踏破するの
は非常に困難とされている。また、迷宮には番人が存在し、番人の放つ不可思議な波動は、人々の気を失わせ心の
迷宮に引きずり込む効果を持つ。番人に見つかる前に、心の迷宮を脱出しなければ、番人に処刑されてしまう。
役割の参考作品：ラビリンス 魔王の迷宮、パンズ・ラビリンス、ミラーマスク

ニルヴァックエリフ
デイドリーム地下世界の最深部。生者は入ることあたわず、死者の魂と罪と罰が集まる地獄、または煉獄のような
場所。荒れ狂う灼熱の業火と、極寒の大地が凍えさせる恐ろしい場所であるため、滅多に足を踏み入れる者はいない。
各所には西洋悪魔じみた存在が、逃げ出そうとする魂に目を光らせ、汚れた者には目を覆うほど残酷な処刑を与え
る。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「炎の洞窟」との
僅かながらの共通点を見出せる。
役割の参考作品：コンスタンティン、スポーン、ヘルレイザー役割の参考作品：コンスタンティン、スポーン、ヘルレイザー

ナルの聖域
有史以前の、神秘と掟の自然の聖域。深く美しき森の最深部、妖精が守護する神聖な大樹が存在し、大樹の霊的な
力により、悪しき者が巣食うデイドリームが混沌の世界にならぬよう、秩序を与えている。大樹の真下に、石に刺
さった剣が有り、大樹の雫を受け、膨大な霊的な力を秘めている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜ク
トゥルフ神話＞に成功すれば、この場所から「クレドの密林」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：ジャングル・ブック、アバター、楽しいムーミン一家



舞台 - 剣と魔法・覚醒のドリームランド デイドリーム

相反する二人
二人は別れた兄弟姉妹、同じ顔をした別人、もう一人の自分、または影。相反する二人は特定の人物ではなく、全
ての人々がいずれ何らかの形で邂逅すべき存在。それは、生き別れになった二人が再開する為に試練を乗り越える
ものであったり、身分の違う同じ顔の二人が入れ替わることで違いを理解したり、暗黒面に落ちた影の自分と対峙
するといった形で存在する。相反する二人は、違いを理解し、真の名前を知り、一体化することで、全体像を獲得し、
他を支配したり圧迫したりしない、高次の段階へ至るための存在である。
役割の参考作品：ゲド戦記、FF4、ペルソナ役割の参考作品：ゲド戦記、FF4、ペルソナ

伝説の英雄
その者、名も無き存在であり、伝説の剣を手に入れ、美しき姫を悪しき竜から救い、王の願いを聞きうけ魔王を倒し、
世界に平和と秩序をもたらし、民衆に語り継がれる。現実でも幻想でも、世界に危機が訪れればヒーローの存在が
求められる。それは正体不明だったり、予言だったりする。もしくは、その伝説はただの嘘っぱちであり、それを
聞いていたあなたこそが、予想もしない事態に巻き込まれ、その結果、英雄になり得る存在かもしれないのだ。
役割の参考作品：アーサー王伝説、コナン・ザ・グレート、スター・ウォーズ

偉大なる国王セナルーク
光の城シャルフェルスおよびデイドリームを治める国王、セナルーク王。もともと覚醒の世界の人間であり、神智光の城シャルフェルスおよびデイドリームを治める国王、セナルーク王。もともと覚醒の世界の人間であり、神智
学や夢の世界に憧れた後、夢の国を治める王となった。普段は温厚で思慮深く、そして機転の利くしたたかな人物
であるが、ナイアル・オブ・パラダイス誕生以降、秩序に暗雲が立ち込めているせいで焦りや恐怖を隠せない。そ
の心情は、守りやルールを必要以上に厳しくしたり、信頼できる古き友人を呼び、密かに胸の内を明かして相談す
るところなどに、あらわれている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功、または
この人物と会っていれば、セナルーク王から「クラネス王」と多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：オズの魔法使、マイティ・ソー、オズ はじまりの戦い

意志を持った動く人形
子どもが欲しくて手先が器用な者に作られ、愛情を注いでいるうちに自我を持つようになった。神の思し召しか、
運命の悪戯か、はたまた不思議な魔術か。この世界の旅の途中、フラリと寄った街や村で、そんな存在と会えるか
もしれないし、またはプレゼントされた人形が自我を持つかもしれない。私達は、その人形に美しさや従順さを求
めるかもしれないが、得てして自我に目覚めた存在は、悲しいかな苦しくても自由を手に入れようと抗うだろう。
私達がそうであるのと同じように。
役割の参考作品：ピノキオ、ナイン、くるみ割り人形、ブレードランナー役割の参考作品：ピノキオ、ナイン、くるみ割り人形、ブレードランナー

熟練の魔術師ノビー
かつて多くの仲間と様々な戦いを乗り越えた、またはこれから来る未曾有の脅威に備える熟練の魔術師。各地を放
浪して様々な知識や手段を集めたり、特定の組織を持ったりしている。熟練してなお現役で活動する理由の先には、
なんらかの重大な目的があり、それを達成、または後継者を見つけた時、その身を犠牲に道を示してくれるだろう。
＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この存在から「魔道士エイボン」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作品：魔法使いの弟子、ロード・オブ・ザ・リング、スター・ウォーズ

巨人族ググ
天空に浮かぶ島、怪物達のアイランド、深い霧を抜けた向こうに潜む遺跡、巨人族は様々な場所に存在する。それ
は人間と同等か、やや低い知能を持ち、武器を使ったり、一つ目であったり、大きな口と四本の腕を持っていたり
する。中には、友好的な存在も居るかもしれないが、その殆どは人間を食物として認識している恐るべき存在だ。
かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この存在から「ガグ」との多くの共
通点を見出せる。
役割の参考作品：アルゴ探検隊の大冒険、ジャックと天空の巨人、ビッグ・フレンドリー・ジャイアント役割の参考作品：アルゴ探検隊の大冒険、ジャックと天空の巨人、ビッグ・フレンドリー・ジャイアント



舞台 - 剣と魔法・覚醒のドリームランド デイドリーム

生物学者エルバフ
街や村の書店の片隅に「エルバフ生物記」という書物を見つけるかもしれない。これは著者である学者にして探検
家のエルバフがデイドリームの生物について記したものだ。彼は当初デイドリームには150種類の生物が存在して
いると豪語したが、現在では500種類以上の存在が証明されてしまったため、ある種の団体から相当叩かれ、気を
取り直して、今度こそ完璧な生物記を作るために各地を点々としている。旅の途中で会うこともあるだろう。彼は
適当な性格だが、生物に好かれることに関しては誰よりも長けているのは間違いない。
役割の参考作品：ファンタスティック・ビースト、ドリトル先生不思議な旅、ナイト ミュージアム役割の参考作品：ファンタスティック・ビースト、ドリトル先生不思議な旅、ナイト ミュージアム

ニール海賊団
頭部に独特な形をした大きな黒い帽子を被った船長率いる荒くれ者の一団。彼らが乗る黒いガレー船は、海原を走
るだけでなく、月まで飛ぶと言われている。彼らは「交易都市ニール・ハトライド」を拠点として、各地の村々を
襲い、金品を略奪して人々を捕らえる。捕らわれた人々は、拠点で取引され、月に連れて行かれて死ぬまで働かさ
れると言われている。かつてドリームランドに訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功すれば、この存在から
「ナイアーラトテップの配下の奴隷商人」との多くの共通点を見出せる。
役割の参考作役割の参考作品：パイレーツ・オブ・カリビアン、PAN ～ネバーランド、夢のはじまり～、パイレーツ・ムービー



民族伝承
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未開拓の荒野だったアメリカに東から西へ向かい大陸横断鉄道を作り、その発展とともに人が集まり、町ができ、
原住民と争いを重ね、資源を発掘。それが西武開拓時代。西部劇。本書の世界には主要な都市以外の場所には荒
野が広がり、様々なところで西部劇のような生き方をする人々がたくさん存在する。下記は西部劇のことを手早
く知るための資料をまとめたものだ。世界観の把握、認識の共有、イメージの強化、知識の獲得などで是非参考
にして欲しい。

民族伝承 - 西部劇

カウボーイ
西部といえばカウボーイ。カウボーイの主な仕事は、
馬の調教、牛の収集・計数と夏場の牧草地への移動・
監視をする「ラウンドアップ」、出荷する牛を選び鉄
道のある町まで長い旅をする「キャトルドライブ」。
知名度が高く少年達の憧れの的だが、実際は薄給で重知名度が高く少年達の憧れの的だが、実際は薄給で重
労働。投げ縄をしたり銃を持つが、実際にはインディ
アンと戦うような暇は無かった。また昔から女性は当
たり前に仕事を手伝い「カウガール」の呼び名も定着
していた。

保安官
保安官の役割は、警官や刑事のように悪人を取り締ま保安官の役割は、警官や刑事のように悪人を取り締ま
り、裁判所のように人を裁き、徴税の権限も持ってい
た。保安官には「シェリフ」と複数の「マーシャル」
があり、それぞれ役割が違うところもあれば被るとこ
ろもあり、胸につけたバッジで判別できる。役割の対
立によりシェリフとマーシャルが争うこともあった。
また、シェリフには腕を買われた助手や、留置所を管
理する引退した看守、悪人を追う住民有志などが協力理する引退した看守、悪人を追う住民有志などが協力
をしている。

賞金稼ぎ、賞金首
保安官だけでは治安を守りきれず、賞金を掛けられた保安官だけでは治安を守りきれず、賞金を掛けられた
凶悪犯が「賞金首」。それを仕留める者が「賞金稼ぎ」。
賞金稼ぎに資格は要らない。命懸けの仕事だが、一部
を除き賞金は200ドル前後とあまりに安く、現実に
はガンマンのまともな仕事の合間に行うアルバイトの
ようなものだった。

スカウト
地形を調査し、敵を偵察し、通訳や交渉などを行う者。
それが「スカウト」。山で猟師のように暮らす「マウン
テンマン」や、先住民の血を引くインディアンなどが、
優秀なスカウトとして活躍した。彼らは身体能力が高く、
狩人として追跡・観察能力に長け、視力も非常に良い。

自警団
賞金稼ぎも無く、保安官も無い西部の地域は自警団を賞金稼ぎも無く、保安官も無い西部の地域は自警団を
組織し犯罪に対処する必要があった。しかし、その性
質は義勇軍や民兵組織としての色も強く、時折暴徒化
し、アウトローに鞭打ちや縛り首など、過剰な刑罰を
加える側面もあった。特に有名な自警団として「テキ
サス・レンジャー」が存在し、テキサス独立戦争やメ
キシコ戦争で活躍し、正式に国の組織として認められ
ているている。

兵士・騎兵
兵士は西部開拓のために砦を築いて守る任に就いた兵士は西部開拓のために砦を築いて守る任に就いた
が、配給も装備も整っておらず、給料もカウボーイの
半分程度。しかし奴隷から解放された黒人は非常にモ
チベーションが高かった。ゴールドラッシュや南北戦
争を経て、技術進歩と装備刷新により、待遇は徐々に
充実され、19世紀後半には人気の職業となる。中で
も黄色いスカーフが印象的な騎兵は、ピンチに颯爽と
現れる華々しいヒーローとして見られていた現れる華々しいヒーローとして見られていた。

サルーン・娼婦
荒くれ者達が集まる酒場「サルーン」は、紳士的だが荒くれ者達が集まる酒場「サルーン」は、紳士的だが
腕っ節の強いバーデン、そして酒場以外に酒造、宿屋、
娼館、金貸しなど町の有力者である「ボス」が仕切っ
ていた。サルーンは女人禁制であるが、隠れて飲める
奥の部屋があった。また、娼婦による売春も禁止され
ていたが、実質の罰金は低い、しかし町から追放され
る危険性を伴っていた。娼婦は男達には歓迎されるが、
婦人には冷遇される婦人には冷遇される。娼婦と区別され売春を行わない、
女給という職業もあり、後の女性解放運動に貢献する
こととなる。
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南部貴族とは、19世紀アメリカの南部で栄えていた者達。主に黒人奴隷労働力と農業により裕福になったが、近
代工業化と奴隷制度廃止で北部と対立した南北戦争に負けたことで、その栄華は風のように去った。本書の世界
では南部貴族とそのコミュニティが全て昔どおりではないが復活している。下記は南部のことを手早く知るため
の資料をまとめたものだ。世界観の把握、認識の共有、イメージの強化、知識の獲得などで是非参考にして欲しい。

民族伝承 - 南部貴族

南部のイメージ
可愛らしい服でピクニックを楽しむ上品なお嬢様達可愛らしい服でピクニックを楽しむ上品なお嬢様達。
優しくて威風堂々とした威厳ある父親。美人で淑女で
召使達に的確な指示をする母親。白くて立派な邸宅の
周りは自然が豊かに溢れ、広大な農場では麦わら帽子
を被った黒人達が楽しそうに歌いながら仕事に励む。
昔ながらの幼い女の子が夢見る、小説や映画、ミュー
ジカルなどで見られる、のどかで牧歌的な雰囲気。

綿花王国
南部貴族は、主南部貴族は、主に16世紀頃からアメリカにやってき
たイギリスやフランスの白人。主に綿花などを栽培す
る広大な農地「プランテーション」。それを支える多
大な労働力となる「黒人奴隷」。綿花の生産を革命的
に効率化した「綿繰機（コットン・ジン）」により、
膨大な綿花の生産に成功し、ミシシッピ川からテキサ
スに広がる、裕福な綿花の王国を築き上げた。

奴隷制度と地下鉄組織
綿花王国を支えた黒人奴隷制度は、南部貴族が始めた綿花王国を支えた黒人奴隷制度は、南部貴族が始めた
ものではなく昔から存在した。アメリカにやってきた
黒人も初期の頃は自由な黒人も存在したが、プラン
テーションの労働力として適していたことや、当時の
偏見と価値観により、17世紀の政府の定めた「黒人
法」によって、黒人はその肌の色だけで一生奴隷とさ
れた。新たに生まれてくる子も、生まれながらに奴隷
という悪法は南北戦争まで続いた。奴隷を購入するのという悪法は南北戦争まで続いた。奴隷を購入するの
は、当時の価格で平均1,000ドル、衣食住をまかなう
年間平均30ドル、余暇も賃金も無かった。当然、自
由も求めて逃亡する奴隷が現れるが、それを援助する
ことを違法とする「逃亡奴隷取締法」や、取締法に反
して奴隷を助ける「地下鉄組織」も存在した。

サザン・ジェントリー
一方、土地や収入の多さではなく、その人格的高潔さ
で人々に尊敬され、威信を持って効率よく農場を経営
していたのが「サザン・ジェントリー（南部地主階級）

彼らは女性や黒人に優しく、来客は厭わず歓迎し、誠
実さと美徳を兼ね備え、南部社会の気風を作り上げ、
政治の中心となっていった、まさに正真正銘の貴族
だった。だが実際は、この貴族的な人物は極わずかで
あり、多くは元貧乏人の成金が大半だった。本書の世
界には、現代の価値観もあり、過去の史実よりも「サ
ザン・ジェントリー」が多いようだ。

サザン・ベル
華やかな衣装、チャーミングなそぶり、か弱さと美を華やかな衣装、チャーミングなそぶり、か弱さと美を
併せ持った女性は「サザン・ベル（南部美人）」と呼
ばれていた。一見、優雅だが、現実の彼女達は実によ
く働いた。主に家での物品や家計の管理、召使いの教
育と訓練、病人の手当て、近隣コミュニティとの交流
など、その強かさと淑やかさは、現在もなお、模範と
される立派な女性像として受け継がれている。

本書の南部貴族の土地
本書の世界の南部貴族は、多くがルイジアナ東の川に本書の世界の南部貴族は、多くがルイジアナ東の川に
沿った「グレート・リバーロード」に集中している。
そこは南北戦争以前の見事な邸宅が立ち並び、自然が
溢れ、大きな川には「ロバート・E・リー号」「デルタ・
クイ－ン号」といった、多くの貨物船や、超豪華客船
が運航している。農地は近代工業をを取り入れた「ネ
オプランテーション」。ナマズの養殖も行われ、低カ
ロリーダイエット食となるので大人気だロリーダイエット食となるので大人気だ。

南部の人の特色
南部の人々は、多くが礼儀正しく親切で友好的。しか南部の人々は、多くが礼儀正しく親切で友好的。しか
しコミュニティ主義的で排他的な村社会なところもあ
り、日本人とよく似ている。見知らぬ人でも丁寧にも
てなすその人懐っこく、優しい心は「サザン・ホスピ
タリティ」と呼ばれている。また、ソフトで優しく、
ちょっと間延びした感じで話す、南部独特の「訛り」
があり、それは「サザン・ドロール」と呼ばれる。方
言みたいに、ジョークとしてからかわれたりすること言みたいに、ジョークとしてからかわれたりすること
もある。
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ネイティブ・アメリカンとも呼ばれている北米大陸の先住民族の総称。ヨーロッパからやってきた白人達と衝突
や交流を繰り返し、ある部族は滅び、ある部族は服従し現在に至る。数多くの部族が存在し、多くの未知の領域
があり多様性に満ちているが、近代文明に疎い野蛮人というわけではなく、カジノを開いたり、現代文明で活躍
する者も多い。下記は、インディアンのことを手早く知るための資料をまとめたものだ。世界観の把握、認識の共有、
イメージの強化、知識の獲得などで是非参考にして欲しい。

民族伝承 - インディアン

言語
インディアンの使用する言語は300以上あり、幾つ
かの言語は使用されず絶滅しかけている。部族間での
言葉の壁の問題が大きかったため、どの部族でもなん
となく意味が伝わる手話が重宝された。

神聖な名前
インディアンは他人が実名を呼ぶことを避ける習慣が
あり、家族以外に決して教えない「神聖な名前」を持っ
ている。

共通する基本概念
インディアンは宇宙や精霊や世界と調和を保つことを
求められ、夢や幻視の中で、聖なるものに通じるヒン
トを探し求めることで、自分自身の聖なる道を見つけ
ることを目指す。

インディアンの宗教
部族ごとに言語や習慣が全く違い、キリスト教のイエ部族ごとに言語や習慣が全く違い、キリスト教のイエ
スといった中心的存在や、そこからなる組織体系も存
在しないため「インディアンの宗教」というものがそ
もそも存在しない。どちらかといえば民間信仰と類似
し、部族ごとの共通性から、大まかな基本概念を把握
することはできる。

崇拝するもの

天空の存在
星の神々、太陽、月など。光で道を照らし、豊穣をも
たらす偉大な存在として崇拝されているが、太陽は灼
熱や死をもたらすため、恐れられてもいる。天の川は
死者の魂が行き来する、霊道と信じられている。

動物の精霊
バッファローや鷹など。動物は人間より優れた存在と
して認識され、その力強さや、空を飛ぶ自由さ、食物
として自らを生かしてくれることに対し、崇拝されて
いる。

植物の精霊
トウモロコシ、豆、カボチャなど。大地から力を吸い
上げた精霊からの贈り物として認識され、食用、薬用、
儀式などで扱われ、実際植物により、彼らの頑健さは
保たれていた。また、煙草を神聖な植物とみなし、儀
式で精霊の世界と交信する手段としている。

場所の精霊
山、湖、滝、岩など。これらが相互に影響しあい、特
定の場所を神聖なものにした。これは聖堂や教会、寺
社仏閣に相当し、儀式を行う場所とされた。

地下世界の力
母なる大地、蛇やピューマ、死者達の支配者など。

守護精霊
精霊の援助者。シャーマンや個人が天の力と接触する
のを手助けしてくれる精霊で、通常、夢や幻視の中で
獲得される。

大気の精霊
風、雨、雷など。

「偉大なる力／偉大なる精霊／偉大なる神秘」。宇宙の万物が持つ普遍的な力。インディアンは人格を持った神を
持たず、霊力やフォース、オーラに似たような力の存在を信じる。すべての命には善悪の精霊が宿る。特に自然
や大地は、恵みを授け、死後に還る場所であるから、重んじて崇拝される。
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民族伝承 - インディアン

例外的な特定の存在

空の女
ナバホ族、イロコイ族をはじめとした周辺部族を起源
とする天上の存在。トウモロコシと地上の人々を創り、
彼女が産んだ双子の息子は、父である太陽と共に暮し、
太陽から善行を行うための特別な知識と強力な武器を
貰った。彼らは世界の創造者だと考えられている。

文化的英雄
創造力を持つ超自然的存在。人間の姿をしている場合創造力を持つ超自然的存在。人間の姿をしている場合
と動物の姿をしている場合がある。人間が暮せるよう
にこの世界を創造し、地上での暮し方を最初の人々に
教えた。文化的英雄は「ティジャスケハ」と呼ばれる
こともあり「空の女」の息子。その場合、双子の「タ
ウィスカロソ」は悪の創造者として見られている。

役割

シャーマン
天から選ばれ、天と特別な繋がりを持つ存在をシャー
マンと呼ぶ。病の治療、精神的再生など共同体の為に
働く。霊力を得るために精霊の世界と交信する。伝承
や修行を通してシャーマンになることができる。

聖なる道化
聖なる踊りの中で、道化のような動作をして、人間の
愚かさを表現し、笑いとおかしさを誘う踊り手のこと。

ハアサリー
ナバホ族の聖職者または歌い手。

聖なる人々
宇宙のより高き力を象徴している聖なる人々で、最初
の男女を含む。いくつもの地下の世界を通り抜け現わ
れて、人間のために大地を準備した。「ディイン・ディ
ネ」や「イェイ」との呼び名がある。

トリックスター
悪ふざけをしたり、禁忌を破ったり、文化的英雄の仕
事を台無しにしたり、その他の厄介事を引き起こした
りする超自然的存在。「コヨーテ」は半人半獣の存在
として認知され、時に創造者として、多くの部族の物
語に登場する。山の精霊

40400種類以上存在する超自然的な精霊のような存在
「カチナ」や「ガン」など。役割や形態によってカテ
ゴリわけされ、カチナを模した人形カチナドールは観
光客に人気が高い。縦笛を吹く姿のココペリが有名で、
クトゥルフ神話ではナイアーラトテップの化身のひと
つとされている。

コシェアとクレナー
作物の育て方を教えた精霊。

白いバッファローの女
バッファローの人々の代表で、偉大なる精霊の使者。
ラコタ族に聖なるパイプをもたらし、それを戦闘状態
にある民族の間に和平をもたらしたり、病人を癒すな
ど、善き行いにのみ使うようにと教えた。

119



民族伝承 - インディアン

アパッチ族

特徴
健健脚で素早く、戦闘能力が非常に高い。特に弓の扱いで
は他の部族を圧倒し、強靭な弓を扱う。ゲリラ的な戦い
を得意とし、山岳戦では比類なき強さ誇る。また、灼熱
の中で水を見ても無視できるほど、精神の強さと持久力が
高い。精霊を信仰し、ガン・ダンサーという覆面をつけ
た祈祷集団がいる。
参考作品：折れた矢、ジェロニモ、ワイルド・アパッチ

他部族との関係
・平原部族だったが、コマンチ族により追いやられた
・時にアメリカ軍にインディアン斥候隊として協力
・伝統的に好戦的で領土に入りこむ異民族を襲撃
・他部族の子供をさらい、奴隷として売りつけた
・メキシコ人から酒を略奪し、珍しく飲酒の習慣があった

現代
特別保留地に居住。山岳ではホテル経営などのリゾート、
平原では牧畜、砂漠地帯ではウラン採掘を行っている。
砂漠地帯では核実験の放射能被害が深刻。

部族性質 略奪・戦闘 ナバホ族

特徴
全米最大、進取の気鋭に富む。羊の放牧採用からの織物
生産、メキシコ人から学んだ金属工芸、ターコイズと銀を
用いたインディアンアクセサリー宝石細工などが得意。母
系社会で織物も放牧も女の仕事であり、男の役割は希薄。
イインディアン・フルートの奏者も多く、大掛かりな精霊信
仰の儀式も有名。
参考作品：心の指紋、エッジ・オブ・アメリカ

他部族との関係
・アパッチ族とは言葉も近く近縁
・かつて略奪で、ズニ族やプエブロ諸族を食い物にした
・土地を巡り、ホピ族と係争中
・スー族と交流、ティピーやサンダンスを取り入れている

現代
アメリカ最大の保留地ナバホ・ネイションという沙漠地帯
の一定の自治権をもつ。石炭の採掘業者が地下水を使う
ため、慢性的に水不足。雨乞いの祈りが今も行われる。
役割が希薄な男のアルコール依存が強く、保留地内は酒
類禁制。

部族性質 工芸・略奪

キカプー族

特徴
東部五大湖地域出身で、壮大な移住の歴史を持ち、生き
残っていることこそが、最も保守的で、伝統的である最大
の特徴。夏と冬の村を持ち、ミズーリ川の東でトウモロコシ・
カボチャ・豆類の栽培、西の大平原で野牛狩りを行なっ
ていた。

他部族との関係
・北部インディアンにより五大湖周辺から追い出される
・白人植民者の力で3つの派閥に分かれ、追い出される
・落ち着いた土地を奪われ、他部族と紛争、
　一部が吸収される
・米墨戦争で、部族はバラバラになる
・・メキシコからの襲撃で、さらにバラバラに散らばる

現代
アメリカ連邦政府から公式認定された保留地を領有してい
る。テキサス州にインディアン・カジノの所有権を得て、
幸運な鷲のカジノを開設。アメリカ西部全域にわたって小さ
な集団が住んでいる。

部族性質 移住 カランカワ族

特徴
2ｍ前後の非常に大きな体躯、派手な入れ墨とピアス、貝
の装飾品を身に着け、全身に虫除けの為に鮫の肝油を身
に塗っている、未知の起源を持つ部族。ずば抜けた狩猟
者、漁師、戦士、大きな弓の熟練した使い手。最大の特
徴は儀式的な食人習慣を持っていたこと。

他部族との関係
・テキサス最古の人類、アイリーン人であるという説
・巨大インディアンや、カリブ部族に関連がある噂
・コマンチ族の天敵部族だった
・いくつかの個人の集団は近縁部族に吸収された

現代
伝染病、土地の略奪、戦争など、白人の手により絶滅。

部族性質 食人
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民族伝承 - インディアン

コマンチ族

特徴
好戦的な略奪部族で、馬盗みと馬の扱いに長けたホース・イ
ンディアン。他部族を攫い奴隷として馬と交換し、一大騎馬民
族となった。馬に乗らねば捉まる枝のない猿みたいに様になら
ないが、一度馬に手をかければキリリとし、別人のようになる。
参考作品：捜索者

他部族との関係
・アパッチ族を南西部に追いやり南部制圧
・カイオワ族と同盟を組んで、スペイン人の北上を阻止
・陸軍はコマンチの特別部隊を用意し、戦闘能力を利用

現代
およそ1万人で構成され、それぞれの保留地に住むんでいる。

部族性質 騎馬・略奪プエブロ族
特徴
伝伝統的な共同体、集落を指し、アドベと呼ばれる日干しレ
ンガで作られたアパートのような集合住宅で暮らすインディ
アンをプエブロと呼ぶ。トウモロコシの定住自活し、収穫
祈願や雨乞いの儀式を行う。銀細工や織物も得意。タオ
ス族、アコマ族、ホピ族、ズニ族などがプエブロ集落を
構えていることで有名。

他部族との関係　
・略奪民族であるナバホ族、コマンチ族、アパッチ族は
  伝統的な敵

現代　
アメリカ政府により19のプエブロ族が公認され、先祖伝
来の領土を保留地として生活している。

部族性質 農耕・工芸

シャイアン族
南北に分かれた支族を持つ。政府により強制移住させら
れ、インディアン管理局によって狩猟を禁じられ、食料配
給をごまかされて飢餓に。北の部族の酋長らが、故郷に向
け逃走をし、本来の故郷に保留地を認めさせた。本書の
舞台には存在しない。
参参考作品：シャイアン、ソルジャー・ブルー、小さな巨人

モヒカン族
ヘアスタイルで有名な部族。本来の呼び方は、オオカミを
意味するマヒカン。他部族との戦いにより土地を奪われ追
い出され、白人の病気により多くの被害を受けた。アメリ
カ北西部で少数コミュニティを結成して暮らしている。本
書の舞台には存在しない。
参参考作品：モヒカン族の最後、ラスト・オブ・モヒカン

スー族
インディアンのステレオタイプとしてイメージされている部
族。しかし派手な羽飾りの格好は、戦士の晴れ着で普段
は腰布一枚の姿が定番。伝統的に高度な個人主義文化を
持ち、男女同権で他の部族同様、母系社会。本書の舞
台には存在しない。
参参考作品：ダンス・ウィズ・ウルブズ、サンダーハート

ポウハタン族
白白人入植者に北米で最初の恒久的入植地を造られたイン
ディアン部族として有名。絶対権力者が部族を率いるとい
う白人社会の独任制ルールは存在しないため、この誤解に
より白人との争いになった。絶滅してはいないが、アメリ
カ連邦政府により存在を認められてなく、保留地はあるが、
強い自治権は無い。本書の舞台には存在しない。
参考作品：ポカホンタス、ニューワールド

本書の舞台には存在しない部族



麻薬カルテルとは主にメキシコ国内やアメリカとの国境を経て、麻薬の売買や様々な犯罪行為を行っている組織。
近年では麻薬戦争が激化し、組織の規模や友好関係や首領、活動や活動拠点が常に変化している。下記のリストは、
近年の麻薬カルテルの状態をまとめたものだ。前述のとおり常に変化しているため一時的なものにすぎないかも
しれないが、大枠の参考にはなるだろう。

民族伝承 - 麻薬カルテル

ガルフ・カルテル

組織概要
現存するメキシコ最古の犯罪組織。
禁酒法時代アルコール密造が組織
の起源。1970年代コカインの密造
を始め、麻薬カルテルへと移行。

主な活動
暴力、窃盗、性奴隷、密輸、悪金

活動期間　1930年～

シナロア・カルテル

組織概要
メキシコ最大の犯罪組織。1989年
に設立し、1990年から2008年の
間にアメリカへ200トンのコカイン
とヘロインを運び込んだ。

主な活動
暴力、密輸、悪金

活動期間　1989年～

フアレス・カルテル

主な活動
暴力、密売、悪金、性奴隷、臓器

活動期間　1930年～

ハリスコ新世代カルテル

組織概要
2009年に設立した麻薬カルテル。シ
ナロア・カルテルから分離した組織。 
メキシコの各都市を支配するためにテ
ンプル騎士団や、ロス・セタスと敵対。

主な活動
麻薬、武器、密売、暴力

活動期間　2009年～

ティファナ・カルテル

組織概要
かつてメキシコで最も暴力的だった
犯罪集団。現在は縮小し、ハリスコ
新世代カルテルとともに、アンチ・
シナロア同盟を創設している。

主な活動
麻薬、武器、密輸、暴力、悪金

活動期間　1989年～

ロス・セタス

組織概要
メキシコで最も危険な麻薬カルテル。
ガルフ･カルテルの武装組織として元
軍特殊部隊の大尉が設立したが、
現在は多くの麻薬カルテルと敵対。

主な活動
暴力、密輸、悪金

活動期間　1999年～

テンプル騎士団

組織概要
消滅状態にあるラ・ファミリア・ミ
チョアカーナという組織のの元メン
バーで構成された麻薬カルテル。
本書の舞台には存在しない。

主な活動
麻薬、武器、密売、暴力、悪金

活動期間　2011年～

ベルトラン・レイバ・カルテル

組織概要
シシナロア・カルテルの幹部が、内
部抗争を経て2008年に立ち上げ
た組織。非協力者や裏切り者を多
数処刑しメキシコを大混乱に陥れた
後、壊滅。本書の舞台には存在し
ない。

主な活動
暴力、密輸、悪金

活動期間　2008年～2010年

カルテル・デル・パシフィコ・スル

組織概要
2010年に設立された麻薬カルテル。
少年を殺し屋にしたことで有名。 少
数の犯罪組織の残党で構成されて
いるグループ。本書の舞台には存在
しない。

主な活動
麻薬、密売、暴力

活動期間　2010年～
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民族伝承 - 麻薬カルテル

黎明期～第二次大戦期
身を隠す山脈、輸出入の海岸、栽培に適した肥沃な渓
谷と豊かな鉱脈があるメキシコのシナロアという土地
で、犯罪組織が誕生するのは必然だった。

19世紀、中国でアヘンが禁止されたことで、中国の
売人はシナロアにアヘンを持ち込み栽培が始まる。

禁酒法時代の後、中国人がアヘンビジネスで大儲けし禁酒法時代の後、中国人がアヘンビジネスで大儲けし
たが、当時の人種差別の風潮に乗り、メキシコヤクザ
はこれを暴力的に乗っ取った。

1940年代のシナロアでのアヘン生産は急成長する。
これは第二次大戦中、アメリカ政府が大量に買ってい
たとの陰謀論があるが真偽は不明。

冷戦期
1961960年代～1970年代にアメリカでヒッピー達によ
るマリファナやLSDなどの第一次麻薬ブームが起こ
り、この需要に応えるように、メキシコ中の農村で栽
培があっという間に広がる。アメリカ政府のリチャー
ド・ニクソンはこの脅威に対し、麻薬取締局（DEA）
を創設。

DEDEA創設後、メキシコでアルベルト・シシリア・ファ
ルコンというキューバ系アメリカ人の大物が逮捕され
るが、彼はCIAの工作員で、国境を超えたネットワー
ク、資金洗浄、武器麻薬密輸などの組織犯罪の知識が
あり、シナロア山中の悪党達は、彼から麻薬産業の技
術を学んだことが発覚する。

1971976年、メキシコ政府がアメリカと協力して強行な
麻薬撲滅「コンドル作戦」を展開し、一時的に沈静化
する。

1971970年代～1980年代、メキシコ最大の密輸マフィア
とコロンビア最大のコカイン生産者が結びついて、コ
カイン・カルテルという組織が誕生し、麻薬ビジネス
が革命的に変化する。マリファナやLSDと違い嫌な禁
断症状が起きないコカインはアメリカで大流行する。

1981980年代、メデジンという都市の犯罪者が政治的に
力を持つようになり、メデジン・カルテルと呼ばれ始
め、「カルテル」が麻薬密輸組織を指す言葉として定
着する。

冷戦後～近現代
1990年代、世界一のコカイン密輸王パブロ・エスコ
バルが射殺された事件をきっかけに、コロンビア麻薬
組織の打撃が増えたことで、縄張りをメキシコ麻薬組
織に引き渡すが、ついにはメキシコ人はコロンビア人
から全てを奪ってしまう。

1981980年代後期～1990年代、麻薬密輸の拡大ととも
に様々な組織でボスが乱立し、その後「ティファナ」
「ファレス」「ゴルフォ」3つのカルテルが台頭。メキ
シコの麻薬組織はラテンアメリカで最大の犯罪組織と
なる。

1981980年代後期からのメキシコ大統領サリナスは、裏
で麻薬援助をすることで国内の経済発展に貢献した
が、1990年代半ばに大統領が変わったことで麻薬援
助が終わり、同時に国内の経済が暴落して、犯罪が急
増。さらにメキシコ国内での麻薬使用者と販売店、並
びに販売店を守るカルテルの殺し屋も急増し、メキシ
コは一気に危険な麻薬を巡る戦争に突入する。

2002000年代、軍の特殊部隊出身で構成される、メキシ
コで最も残虐なマフィア「セタス」及び「アルトゥー
ロ・グスマン・デセナ」が抗争の中心となったことで、
殺人部隊の導入、警察への大規模襲撃、大人数一斉拉
致といったかつてない戦略が取り入れられ、「麻薬を
巡る戦争」ではなく、本物の「麻薬戦争」へと変貌を
遂げた。

2012017年、ドナルド・トランプ大統領がアメリカとメ
キシコの国境の壁建設を大統領令で命令。

同時期、国内でコカイン死亡事故が発生したアメリカ
大統領レーガンにより、コカイン麻薬組織に対する武
装対策が強行される。これにより麻薬組織達は密輸
ルートを変えて、生産のコロンビア人と運び屋のメキ
シコ人が協力する体制を取り、麻薬密輸は暴力的に拡
大する。

麻薬カルテルの歴史
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ナイアル・オブ・パラダイスの舞台のひとつルイジアナ、特にその中のニューオーリンズに伝わる民間信仰。妖
しげな魔術や呪術、もしくは悪いカルト組織のようなイメージもついてしまっているが実際はそんなことはない。
聖典や組織は無いが、キリスト教の教えも含み、想像や世界を豊かにする興味深いものだ。クトゥルフ神話と共
通する点も見られ、クトゥルフの魔術やオカルトが好きであれば非常に面白いものとなるだろう。下記はヴー
ドゥーのことを手早く知るための資料をまとめたものだ。世界観の把握、認識の共有、イメージの強化、知識の
獲得などで是非参考にして欲しい。また、ヴードゥーの呪文は基本ルールブックに掲載されている。

民族伝承 - ヴードゥー

ヴードゥーとは
アフリカやハイチ共和国の民間宗教であり、そこからアフリカやハイチ共和国の民間宗教であり、そこから
黒人奴隷などによって、アメリカのニューオーリンズ
にも伝わった。ニューオーリンズではフードゥーとい
う名で広まっているが、起源はヴードゥーである。ロ
アと呼ばれる神や精霊を信仰し、太鼓を使ったダンス
や歌、動物の生贄、憑依や神懸かりなどの儀式、魂を
ケアする占いが特徴。特定の教祖や経典などは無く、
地域や集団、時代によって多様化するとともに、信者地域や集団、時代によって多様化するとともに、信者
の生活の一部ともなっている。

神と自然と人
ヴードゥーは儀式や憑依での信仰が強調されるがヴードゥーは儀式や憑依での信仰が強調されるが、
日々の生活、さらに自然への関わり方も重要視される。
神は川や湖に住んだり、特定の樹木や植物を好んだり
するとされ、自然と同様に畏敬されている。水辺は神
聖な場所であり、聖地とされる滝や湖が多数存在し、
巡礼や儀式の場となっている。水は生命力の源、土は
豊穣の実りを意味することから、二つが混ざった泥は、
万病を治癒し生命を与えるものと扱われることもあ万病を治癒し生命を与えるものと扱われることもあ
る。神と自然と人は、ともに共存し、人は自然や神と
つながることで再生され、自らも神に近づこうとする。

クトゥルフ神話とヴードゥー
自然を重視するヴードゥーにとって、宇宙から地球を自然を重視するヴードゥーにとって、宇宙から地球を
支配しようとするクトゥルフ神話的存在は対照的であ
り軽蔑に値する。しかし、自然、特に水や海を重要視
する者達とは共通する部分もあり、ヴードゥーの崇拝
する対象がクトゥルフ神話的存在の亜種である可能性
も否定できない。クトゥルフ神話TRPG基本ルール
ブックには、ロアとの接触やゾンビの創造、魔力を付
与する呪文が掲載されている。本書の情報と合わせて与する呪文が掲載されている。本書の情報と合わせて
確認することで、より理解を深め、素敵なアイデアや
創意工夫に繋がるだろう。

憑依
ヴードゥーでは人間は空っぽだから、神を憑依させらヴードゥーでは人間は空っぽだから、神を憑依させら
れる器になれるのではなく、5つの霊的要素を備えて
いるから、神を受け入れることができる。5つの霊的
要素とは、霊魂を宿せる器としての「肉体」／「霊魂
」／過去と未来を司る星の「運命」／感情や感覚「無
意識の魂」／意志や個性「意識的な魂」。「意識的な魂
」はしばしば肉体から切り離され、眠っているときや
驚いたとき、そして神を受け入れた憑依のときに切り驚いたとき、そして神を受け入れた憑依のときに切り
離される。また、人が死んだとき「意識的な魂」が切
り離され、霊的エネルギーの一部となり、その中で特
定の家系の祖先になり、人類共通の祖先になり、神へ
と姿を変えていく。そして神は憑依によって人間社会
に顕現することから、憑依は高次元の「意識的な魂」
を受け入れると同時に、魂の帰還ともいえる。また、
人間は死後、最高神に祈祷することで、どこにどのよ人間は死後、最高神に祈祷することで、どこにどのよ
うな存在で生まれ変わるか、選ばせてくれる。同時に
幸運になるための方法（運命）も教えられるが、人は
しばしばこれを忘れるため、神の崇拝や憑依が必要と
される。
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民族伝承 - ヴードゥー

祭司
ヴードゥーにはヴードゥーには、「ウンガン」と呼ばれる男の祭司、「マ
ンボ」と呼ばれる女の祭司が、憑依や儀式を管理する。
祭司は基本的に集団の長の家系が、代々世代交代で神
聖な呪文とともに受け継ぎ、世代交代で受け継いだ者
こそが、真の力を持つとされる。祭司は、共同体の治
安や行政、超常的な問題解決、占い、薬草医、カウン
セリング、マッサージなどを行う。また「ボコール」
と呼ばれる邪悪な祭司もいると呼ばれる邪悪な祭司もいる。「ボコール」は呪い、
ゾンビの使役、呪物や毒物を扱い、個人的復讐や社会
的制裁を行う。「ウンガン」や「マンボ」は「ボコー
ル」から信者を守る役目も持つが、同時に「ボコール
」と同じこともできる。これは、ヴードゥーは善と悪
を切り離すことなく、人や神は善と悪を両方持ち合わ
せてなりたっているものだという考えからである。

儀式の場
日常的な礼拝や儀式日常的な礼拝や儀式は「ウンフォ」と呼ばれる神殿か、
特定の屋外で行う。神殿は集会場や医療所としての役
目も持つ。神殿内部には「ペリスタイル」と呼ばれる
祭壇が設置された儀式を行う広間がある。広間の中央
には「ポト・ミタン」と呼ばれる、神霊的な作用を作
る円柱の柱があり、それを目印に神を降臨させる。屋
外では円柱の柱の変わりに、神聖な木の一部を置く。

憑依の儀式
「ポト・ミタン」の周りに、灰や小麦粉や引き割りト
ウモロコシの粉などで、「ヴェヴェ」と呼ばれる魔方
陣を描く。魔方陣は呼び出す神が象徴する絵柄で描く。
そして、魔方陣の上に供物や聖画など、神に関係する
ものを置けば儀式の準備完了。
祭司が憑依者と挨拶を交わし、祭司が神に関係する呪祭司が憑依者と挨拶を交わし、祭司が神に関係する呪
文を詠唱しながら、太鼓、歌、踊りなどを行うと、次
第にそれ以外の音が轟き始める。そして、祭司が動物
の供物を殺したり、食べ物を切り分けたり、水を地面
に垂れ流すことで、神に供物を捧げる。受け入れられ
ると、神が憑依者に憑依する。
神は保護神は保護、処罰、儀式や才能の付与、病気治療、予言、
悪霊祓いなどの目的であらわれ、憑依者はこれを実行
する。望まない神があらわれた際や、儀式を終わらせ
る時は、祭司が神の退散を執り行う。
憑依は信者でないものから見ると、とても奇妙で狂気憑依は信者でないものから見ると、とても奇妙で狂気
めいた危険なものとして勘違いされやすいが、ちゃん
とした規則や形式に則っている。キリスト教信者は神
について語ったり、訓えを聞くために教会に行くが、
ヴードゥー信者は神になるために神殿で踊る。また、
キリスト教はイエスを賛美するが、ヴードゥーは多様
な神をなだめる為に儀式を行う。

ヴードゥーとゾンビ
ヴードゥーのゾンビは刑罰の面がある。ゾンビパウヴードゥーのゾンビは刑罰の面がある。ゾンビパウ
ダーによって人間は｢魂のゾンビ｣と｢肉のゾンビ｣と分
離され、肉体が言う事をきかず、思考能力が衰え、魂
を抜き取られたようになる。この刑罰は、死ぬ事より
も最も恐ろしいとされている。ヴードゥーでは、死ん
だ魂は精霊になったり、生まれ変わったりするといわ
れているが、ゾンビとなると、どちらも出来なくなる。
死者に毒を飲ませたり、首をきったりして。ゾンビに死者に毒を飲ませたり、首をきったりして。ゾンビに
する事を避けようとする地域もあった。
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民族伝承 - ヴードゥー

ダンバラ・ウェドゥ
ラダ群。ハンサムで穏やかな若い男。親切で最も頻繁ラダ群。ハンサムで穏やかな若い男。親切で最も頻繁
に相談されるロア。 泉や滝、川といった地上の水を支
配する。神々の中でも最古参に位置し、先祖の知恵や
力を表象している。イグとの関連性が高いとされる。
雨、稲妻、蛇の神、豊饒、幸福、富、家庭の安寧、愛
情を司る。つがいの白い鶏や豊饒や多産の象徴である
卵、甘い酒、牛乳、果物、花、木曜日などが好物であ
り供物。色は白。知識と創造物すべてに隠された謎をり供物。色は白。知識と創造物すべてに隠された謎を
表わすとされる蛇を象徴とする。憑依時の仕草は
「シュー」という蛇のような音を立てながら、地面を
曲線を描きながら這い回る。蛇を踏みつけて悪を追い
払うカトリックの聖パトリックや、蛇を象徴に持つ
モーゼなどを描いた聖画などが礼拝の図や像として用
いられる。
INT 6D6、POW 8D6。

アイダ・ウェドゥ
ラダ群。女神。ダンバラの妻。虹、雨、清水を司るラダ群。女神。ダンバラの妻。虹、雨、清水を司る。
水辺などに棲む。バナナなどが好物であり供物。色は
青と白。大地の水から生じる虹、神々の世界と地上と
を結ぶ多色の道、短いとぐろを巻いた蛇、ダンパラと
ともに11匹の直立した蛇の姿を象徴とする。王冠を
いだいた頭のまわりを二重の光暈が取り巻いている、
天空に浮かぶ聖女エリザベトなどが礼拝の図や像とし
て用いられるて用いられる。
INT 8D6、POW 6D6。

レグバ
ラダ群ラダ群。ヴードゥーのあらゆる儀礼にあって最初にこ
のロアの名が唱えられ、人間を神から隔てている障壁
を取り払う役目を持つ。ヨグ・ソトースとの関連性が
高いとされる。十字路、街路、交通、交信、また太陽
の昇る場所や方位、扉、垣根、入り口などを司る。雄
鶏や米、燻製にしたバナナなどが好物であり供物。色
は赤。神の世界と人間の世界を繋ぐもの、交わる場所
として重要なもの。神の世界と人間の世界とを行き来として重要なもの。神の世界と人間の世界とを行き来
する放浪者、通訳者。太陽神。十字架、あるいは水を
撒く男や藁袋を持った老人、みすぼらしい身なりをし
た老人を象徴とする。憑依時の仕草は乱暴で力強い、
暴力的な動きを伴う。イエス・キリストや天国の門番
である聖ペテロ、守護天使である聖ミカエル、傷だら
けで額に包帯を巻き、松葉杖で歩く聖ラザロ、鈴のつ
いた長い杖を持ち、家畜の群れに祝福を与えている聖いた長い杖を持ち、家畜の群れに祝福を与えている聖
アントワースなどが礼拝の図や像として用いられる。
INT 6D6、POW 14D6。

アザカ
ラダ群。貪欲で猜疑心に強く、都会人に敵意を持つ農ラダ群。貪欲で猜疑心に強く、都会人に敵意を持つ農
民。シュブ・ニグラスとの関連性が高いとされる。農
業、雷を司る。畑などに棲む。色は青、赤、緑。農耕
に用いられる斧や籠を象徴とする。憑依時の仕草は好
物の酒を飲み、粗野な言葉を吐く。皮の袋を持ち、ひ
ざまづいて祈っている農民姿の聖イジドールなどが礼
拝の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 6D6INT 4D6、POW 6D6。

ヴードゥーの崇拝対象は、ロアと呼ばれる神的存在であり、その数は400にのぼる。またミステールと呼ばれる
こともある。ロアの上位には最高神ボンディエや創造神マウ・リサと呼ばれる存在がいるが、遥か彼方に離れた
世界に住むとされ、人間やその世界には直接関わらない。ロアはギリシャの神々のように個性的な人格や属性が
あり、憑依させる儀式が最大の特徴。憑依の儀式や憑依時の様相も異なる。信者は生涯を通して特定のロアに仕え、
儀式で一体化することで成功や幸福や安寧を願う。ロアと一体化することは、祖国と結ばれることと信じられて
いる。ロアは大きく分けて「ラダ群」と「ペトロ群」に分かれる。「ラダ群」は西アフリカ伝来の神格や精霊。慈愛、
幸福、富、豊穣、勝利などの正の属性を持ち、蛇を象徴とする「ダンバラ・ウェドゥ」が代表。高貴で純潔での
んびりしていて、良いことをするが力が弱いんびりしていて、良いことをするが力が弱い。「ペトロ群」はハイチ生まれの神格や精霊。復讐、暴力、死、猥褻
などの負の属性を持ち、死・放蕩・好色を象徴する「ゲデ」が代表。恐ろしくて邪悪、力が強く素早く、気が荒い。
「ラダ群」と「ペトロ群」はハッキリ分けられるが、一般的な善悪の概念には当てはまらず、交流の仕方により、
善にも悪にもなる。また、ロアを憑依させるためには《ロアとの接触》の呪文を使用する必要がある。憑依され
た者の本来の人格は一時的に表から潜伏し、ロアごとに異なる性格や仕草、INTとPOW が上乗せされる。ロア
はヴードゥーをはじめとした様々な事柄のほか、ヴードゥーの全ての呪文を知っている。

ロア
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エルズユリ・フレイダ
ラダ群。美しく快楽主義の存在で、オグンを恋人にしラダ群。美しく快楽主義の存在で、オグンを恋人にし
ている。主に女性の心の問題を助ける。処女と母と老
婆の三つのペルソナを持つ。他のロアとは異なり、乱
雑な現世とはほとんど関わりを持たない純粋な神、そ
れゆえに人々から愛され、熱望の対象となっている。
ペトロ群に属する派生神も存在。イブ・ツトゥルとの
関連性が高いとされる。愛、女性美、富、多産などを
司る。川岸などに棲む。衣裳や美しい皿司る。川岸などに棲む。衣裳や美しい皿、小さな容器、
櫛、口紅、化粧品、甘い飲み物を好むところからシャ
ンパンやアニゼット（アニス入りの甘口の酒）などが
好物であり供物。色は青とピンク。矢やサーベルで刺
し貫かれている心臓を象徴とする。憑依時の仕草は絹
のローブや指輪などで身を飾りつけ、香水を身にふり
かけ、そして男性に対してお尻を振ったり、流し目を
投げかけたりして挑発的行動を誘う身振りをする。エ投げかけたりして挑発的行動を誘う身振りをする。エ
ルズユリと「結婚」した男たちは、女神がたいへん嫉
妬深いために、彼女以外の女性を娶ることができず、
再び女神を祀る祭壇に憑依されるまで恋い焦がれた状
態になる。青のヴェールを着けた白人女性や、聖母マ
リアなどが礼拝の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 4D6。

メトレス・エルズユリ
ラダ群。嫉妬、不一致、虚栄心といった悪徳も持ってラダ群。嫉妬、不一致、虚栄心といった悪徳も持って
いる女神。黒い肌を持った美しいエチオピア人女性と
して描かれるが、それは灼熱の夫レグバと接触するこ
とによって肌が焼けたからだとされる。エルズユリの
派生神の一つ。愛、女性美、富を司る。宝石や香水な
どが好物であり供物。
INT 2D6、POW 6D6。

アグゥエ
ラダ群。輝く緑色の目と立派な髭を持つ、礼儀正しいラダ群。輝く緑色の目と立派な髭を持つ、礼儀正しい
海の守護神。ハイチでは選んだ人間をさらって水の下
にある国へ連れていくという言い伝えがある。クトゥ
ルフ、またはノーデンスとの関連性が高いとされる。
漁業や航海、支配する海の生き物全てを司る。海、浜
辺などに棲む。羊や鶏、シャンパンなどが好物であり
供物。色は青、赤、緑。小舟、櫂、インディオたちが
用いていた角笛、奴隷たちに蜂起を呼びかけた法螺貝用いていた角笛、奴隷たちに蜂起を呼びかけた法螺貝
などを象徴とする。憑依時の仕草は漕いだり、泳いだ
り、潜ったり、水のあるところを探す仕草。海に向かっ
てしまう傾向があるため、拘束する必要がある。
INT 4D6、POW 6D6。

オグン
ラダ群。火を神聖なものとする鍛冶屋や戦士・戦争のラダ群。火を神聖なものとする鍛冶屋や戦士・戦争の
ロア。ヴードゥーの男性版セックスシンボル。1908年
に大統領に就任したフランソワ・シモンの娘が、先立
つ政府軍との戦闘の際、父のためにオグンに祈りをげ
た。ヨルバ族の代表的なロアの一つ。キューバのサン
テリアやニャニーゴ、ブラジルのウンパンダなどにお
いても重要な役割を持っている。オグンには様々なペ
ルソナが付与されており、ここから派生したロアは多ルソナが付与されており、ここから派生したロアは多
い。強い心や考えを支配し、他人との関係を悪化させ
る不安定な心をなくしたり、貧困に対して戦いを挑む。
竹やヒョウタンの木などに宿り、フランス風の帽子と
赤い軍服姿で現われ、サーベルか鉈を身に着けている。
ハスターとの関連性が高いとされる。火、戦争、鉄、
鍛冶を司る。赤い牡鶏、トウモロコシ、ラム酒などが
好物であり供物。色はハイチの国旗と同じ青と赤。憑好物であり供物。色はハイチの国旗と同じ青と赤。憑
依時の仕草は勇ましく、権威主義的で、口汚く罵り、
武器を振り回し、酒をあおる。酒を飲む間、信徒たち
はこう合唱したりする。「主なるオグウは飲み給う、
飲み給う、されど、飲まれ給うことは絶えてなし」。
また炎の中を通り抜けたり、時には真っ赤になってい
る燠火を素手で扱うこともある。剣と盾を持って馬に
跨がっている聖ジャック、聖ゲオルギウス、聖ジェイ跨がっている聖ジャック、聖ゲオルギウス、聖ジェイ
ムズ、聖ヤコブなどが礼拝の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 4D6。

ロコ
ラダ群。薬草医たちの主護神ラダ群。薬草医たちの主護神。ヴードゥーの指導者の
もとに病人がやってくると、その病気の原因や治療す
るのに必要な薬草や薬を教える。植物や薬、治療、知
識を司る。木々、特にアボカドの木などに棲む。ラム
酒、灰色の雄鶏などが好物であり供物。砂糖キビとパ
イプを持った農民、カトリックの聖ヨセフなどが礼拝
の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 4D6INT 4D6、POW 4D6。

ソボ
ラダ群。ピエーラダ群。ピエール・トネールという霊力を表わす石は、
治癒力を持つとして神聖視されている。これはソボが
稲妻を地上に走らせて、露出している岩を砕いたもの
だとされているが、先住民の石信仰に由来している。
他のダンバラやオグンといった神々も同様の石を持っ
ている。雷を司る。
INT 4D6、POW 4D6。
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マラッサ
ラダ群。双子のロア。人間の永遠性を象徴とする。金
の刺繍の付いた衣裳をまとっている聖コームと聖ダミ
アンなどが礼拝の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 4D6。

グラン・ボワ
ラダ群。収穫の豊作を祈願するというような農耕儀う
ような農科儀礼的な場で礼拝される。森や豊饒を司る。
INT 4D6、POW 4D6。

アイザン
ラダ群。ラダ群の女神の中で上位に位置する。ロコの
配偶者。秘儀参入の案内人的存在。市場や小道を司る。
椰子の葉を象徴とする。
INT 4D6、POW 4D6。

バロン・サムディ
ペトロ群。ゲデのペルソナと解釈される場合もありペトロ群。ゲデのペルソナと解釈される場合もあり、
表わされる姿や性格、好物などは、ほぼ同じ。祭壇上
には、十字架に架けられたイエス·キリストの像が置
かれる場合もある。秘密結社にとって重要なロア。2
月の1日と11日が感謝を捧げる日。邪悪な祭司にとっ
て重要な存在。ナイアーラトテップとの関連性が高い
とされる。死者の神、あるいは墓地を司る。墓地に立
てられた十字架を象徴とする。憑依時の仕草は猥褻なてられた十字架を象徴とする。憑依時の仕草は猥褻な
冗談を口にし、黒眼鏡を付け、煙草か葉巻きをふかす。
貪欲に食べ、おびただしい量の酒を飲む。カラスを踏
みつけているローマ軍の将である聖エクスぺディなど
が礼拝の図や像として用いられる。
INT 6D6、POW 10D6。

グラン・ブリジット
ペトロ群。バロン・サムディの妻であり、老婆の姿で
表わされる。マプーの木などに棲む。
INT 10D6、POW 6D6。

シンピ
ペトロ群。泉、雨などを司る。マンゴやヒョウタンの
木、川や沼、洞窟などなどに棲む。色は黒、グレー。
キリストの降誕を祝福した東方の三博士などが礼拝の
図や像として用いられる。
INT 2D6、POW 6D6。

マリネット
ペトロ群。泉、雨などを司る。マンゴやヒョウタンの
ペトロ群。邪術師であるボコールと結びつくロア。フ
クロウの姿で表わされる。夜を司る。黒い色をした動
物などが好物であり供物。
INT 4D6、POW 4D6。

ティ・ジャン
ペトロ群。足がないか、あるいは足が一本の小人とし
て表わされる。樹上などに棲む。ラム酒などが好物で
あり供物。膝に仔羊をのせ、左手に十字架を持って大
木の陰にいる若者、聖ジャン・バティストなどが礼拝
の図や像として用いられる。
INT 4D6、POW 4D6INT 4D6、POW 4D6。

ゲデ
ペトロ群。ペトロ群の代表的なロアペトロ群。ペトロ群の代表的なロア、もしくはバロン・
サムディなどの死を司るロア集団の総称。黒いコート、
黒い山高帽、黒いズボンで身を包んでいる。権力者を
嘲笑い、真実を暴露するという性格を持ち、信者にみ
すぼらしい格好をさせたり、男性に女装させたり、女
性に男装させたりすることを好む、一般大衆が神格化
した、陽気なトリックスターとして人気。死を司るた
め、神と人間を繋ぐ存在として重要視されている。儀め、神と人間を繋ぐ存在として重要視されている。儀
礼はゲデに対する礼拝で締め括られる場合が多い。儀
礼は屋外の十字架で示された場所で行われる。死と関
わりのあるすべてのもの、放蕩、好色を司る。墓地や
十字架などに棲む。葉巻、胡椒、ナツメグの入った酒、
レモンの木、黒い牝山羊、牝鶏塩漬けにしたタラ、ピー
ナッツ、トウモロコシなどが好物であり供物。色は黒、
紫、白。十字架、頭蓋骨、大腿骨、鶴嘴、シャベル紫、白。十字架、頭蓋骨、大腿骨、鶴嘴、シャベル、
萎られた葉などを象徴とする。憑依時の仕草は馬が大
きく跳ねるような激しい動作。黒っぽい長衣を着け、
左手に長い十字架を持っている聖ジェラールなどが礼
拝の図や像として用いられる。
INT 10D6、POW 10D6。
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吸血鬼といえば、トランシルバニア、串刺し公ヴラド・ツェペシュなど、色白で美形で貴族的で冷徹なイメージ
が一般的だが、アメリカ南西部を舞台にしたいくつかの吸血鬼映画には、一般的なクールな吸血鬼ではなく、暑
い地域で活躍し、アグレッシヴな行動やアクションなどをするホットな吸血鬼が存在する。ナイアル・オブ・パ
ラダイスの世界でも頻繁に見かけることはなく、人間達に紛れ込みひっそりと活動している。下記は吸血鬼および、
ホットな吸血鬼のことを手早く知るための資料をまとめたものだ。世界観の把握、認識の共有、イメージの強化、
知識の獲得などで是非参考にして欲しい。

民族伝承 - 吸血鬼

吸血鬼の基礎知識
吸血鬼とは、人間の血を吸いたくなる吸血衝動がある
不死の存在。噛まれた者も吸血鬼になり、太陽の光、銀、
ニンニクなどが弱点であることは有名。

吸血鬼は、なぜ血を好むのか？
血液を吸い、その血をエネルギーとする性質を持つの
か？その答えは、血液信仰。つまり血液には神秘的な
力があるという考え方。

血と儀式
古来より重要な儀式には、血液が使われてきた。ある
時は神の怒りをなだめるために、またあるときは豊饒
を祈り、豊かな収穫を求めて血を捧げた。供物には動
物の血を捧げることもあり、人間の血を捧げることも
あった。

血の神秘性
血液は、その血液は、その約80%が水分であり、人間の場合、体
重の11分の1 ～14分の1を占めている。血液が果
たす役割は、主に3つ。1.体の各部に酸素や栄養を補
給、2.体の各部でできた老廃物を運び出す、3.体温
の調節。古代の人々は、事故や戦いで血液を失うと死
んでしまうことから、生命の本質が血液であると考え
ていた。そのため、血液の働きを知らなかったが、神
聖視していた。血液を神に捧げる行為は、最も重要な聖視していた。血液を神に捧げる行為は、最も重要な
生命を捧げ、その代わりに豊饒を祈願すること。やが
て生け贄は人間から牛や羊などに変わっていく。

アメリカ大陸の吸血鬼
アメリカ大陸のヴァンパイア伝承のひとつに、ラ・ルロアメリカ大陸のヴァンパイア伝承のひとつに、ラ・ルロ
ロナ、キヴァタテオ、トラキークといったアステカ文明
の吸血鬼がある。アステカ文明には、人間の心臓と血液
を神に捧げる風習が数多く存在した。アステカの儀式の
代表的な例に、テスカトリポカという神へ、心臓と血を
捧げる儀式がある。しかし、神へ血を捧げる風習以外に、
アステカには神や太陽、月や星々から血を頂くという風
習もある。アステカ文明において人間は、死の国の死骸習もある。アステカ文明において人間は、死の国の死骸
に神の血液を与えることで、人間として地上に存在する
ことになったとされる。血液とは一方的なものではなく、
神から人へ、人から神へ、太陽、月、星々、動物や植物
など全てに行き渡る、宇宙や世界を包括する、大いなる
生命のエネルギーとされていた。つまり血液を多く持つ
者が、大いなる生命のエネルギーにより超越的存在と
なった吸血鬼とされるなった吸血鬼とされる。

ラ・ルロロナ
メキシコの伝説に登場する怪物で「泣き女」を意味すメキシコの伝説に登場する怪物で「泣き女」を意味す
る。コスタリカなどの中米諸国、アメリカのカリフォ
ルニア、コロラド、アリゾナ、テキサスにも、伝説が
広がっている。起源は、16世紀植民地時代初期。も
ともとはメキシコの若く美しい女性。恋人との間に二
人の子供をもうけ、幸せに生活していたが、恋人が突
然別の女と結婚してしまった。彼女は、裏切られた
ショックで、自分の二人の子供を殴り殺し、罪の意識ショックで、自分の二人の子供を殴り殺し、罪の意識
に苛まれ逃亡するが、やがて捕まり処刑される。それ
以来、彼女は怪物と化して蘇り、男性を罠に掛けて殺
すヴァンパイアとなって出現するようになる。子供を
さらう「トード・ウーマン」という変化した伝承も存
在する。
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キヴァタテオ
アステカ人の間に伝わる吸血魔女。シバテテオとも発アステカ人の間に伝わる吸血魔女。シバテテオとも発
音する。元はアステカの神殿に通う高貴な血筋の女性
が、アステカ人ではない旅行者と男の子を宿す。しか
し出産時に死亡し、その後生物界に戻されてキヴァタ
テオとして生まれた。子供の血を好み、血を吸われた
子供は病気にかかり、おおよそ一週間以内に死ぬ。交
差した大腿骨が描かれたボロボロの衣服をまとい、異
常に白い顔、ティキトルと呼ばれる白亜の粉で腕を覆常に白い顔、ティキトルと呼ばれる白亜の粉で腕を覆
い、少しの装飾品を身に付けた奇怪な姿をしている。
また、股の下からへその緒が繋がったままの退治を引
き摺っている姿も目撃されている。月の神テスカトリ
ポカや、大地の女神トラツォルテトルの従者。蝶のよ
うな形のケーキが好物で、それを供えることで、彼女
の怒りを静めることができる。

トラキーク
ナファトル族に伝わる、古代からメキシコに住んでいナファトル族に伝わる、古代からメキシコに住んでい
た吸血魔女。七面鳥に化けて人間に近寄り血を吸う。
火の玉、狼、ジャガーにも変身できるが、太陽の光に
弱く当たると体が崩れる。テスカトリポカの従者。ナ
ワルと呼ばれる魔術師を中心とした集団に、生贄の心
臓を捧げる儀式が行われたることで神として崇拝され
ていたが、外国の吸血鬼組織カマリリャの征服や、カ
マリリャに敵対するサバト組織ラ・マノ・ネグラとのマリリャに敵対するサバト組織ラ・マノ・ネグラとの
同盟と裏切りにより、先祖代々の土地を奪われる。現
在は身を隠しつつ暗号化による情報収集をし、自分達
の土地を取り戻すための同盟を探している。

奇祭メガボンバー
メガボンバーとは、地面に置いた鉄板めがけて、爆薬メガボンバーとは、地面に置いた鉄板めがけて、爆薬
を力の限り振り下ろして凄まじい爆発させる壮大な憂
さ晴らしであり、暇つぶしである。この奇祭は400
年以上の歴史があり、大航海時代にスペインの侵略に
より滅ぼされたアステカに、キリスト教カトリックが
広められ「断食」を行うようになったのが原因。若者
が「断食」により溜まったストレスを晴らすために始
めたが、その中にはこっそりと肉体的に優れた吸血鬼めたが、その中にはこっそりと肉体的に優れた吸血鬼
も混じって参加し、ストレスを晴らしたとか晴らさな
かったとか。

あるいはの可能性1
吸血鬼の最大の特徴は吸血だが、血液は生命のエネル吸血鬼の最大の特徴は吸血だが、血液は生命のエネル
ギーとされ、最大の目的は不死性にあるとされる。し
かし、現代では既に臓器や体の部位を移植する置換医
療「スペア・パーツ外科」が存在し、法王の不認可や
遺産相続の問題から公文書にはあらわれない「冷凍人
間」の存在の事実。ソ連時代の犬の頭部すげかえ成功
から未来に予想される人間の「ヘッドバンク」、染色
体操作、そして太陽光線をエネルギー化する臓器によ体操作、そして太陽光線をエネルギー化する臓器によ
り、不死性は徐々に現実のものとなり、悪魔の永久機
関の完成は間近だ。この異世界には、太陽を信奉し、
太陽を恐れないアステカの吸血鬼の存在がまことしや
かに囁かれているが、あるいはその真相は、現代医療
によりテクノラサイズされた不死の存在としての吸血
鬼　…かもしれない。

あるいはの可能性2
「血の塊」というインディアンの伝承。兎少年という「血の塊」というインディアンの伝承。兎少年という
名前でも有名。ある時、活発で優しい兎が歩いている
と、血がいっぱい入った袋、血の塊に出くわす。遊び
好きな兎は、血の塊をボールのように蹴って遊ぶが、
インディアンには、動くものには精霊が宿り、命を吹
き込むという概念がある。次第に、血の塊の中に内臓
が出来、手や足や目が出来、心臓が鼓動を打ちはじめ、
一人の男の子となった。これが、兎少年（ウ一人の男の子となった。これが、兎少年（ウェ・オタ・
ウィチャシャ）である。
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アメリカ全土には幾つもの宇宙研究所や実験場が存在する。本書の世界では、幾度ものスペースシャトルの発射
のコントロールを行った、テキサスの「ジョンソン宇宙センター」。第二次大戦に核開発を行ったニューメキシコ
の「ロスアラモス国立研究所」。ロケット発射と核実験の「ホワイトサンズ試験場」。観測研究を行う「アメリカ
国立電波天文台」などの施設を利用し、NASA（アメリカ航空宇宙局）が中心となり、世界の脅威や異常を研究
している。

民族伝承 - 宇宙開発

ジョンソン宇宙センター
本書の世界で本書の世界でのNASA本部。フロリダのケネディ宇
宙センターとともに、アメリカ二大宇宙研究所と称さ
れている。ジョンソン宇宙センターには、訓練施設や
コントロールセンター、宇宙研究所などがあり、最大
の見ものは実物大のオービター（スペースシャトル発
射後に切り離されて飛んでいく宇宙船）。本書の世界
ではケネディの指令の下、主に宇宙脅威を解決するた
め、多くのスーパーコンピューターや天才学者が日夜め、多くのスーパーコンピューターや天才学者が日夜
研究を重ね、優れたエンジニアはシャトルを開発し、
選び抜かれた軍人達が宇宙訓練を行っている。「アメ
リカ国立電波天文台」は研究チームの観測に使用され、
「ホワイトサンズ試験場」ではエンジニアチームが開
発したシャトルの発射実験が行われている。

ロスアラモス国立研究所
第二次大戦時に核開発の研究が行われた研究所。エネ第二次大戦時に核開発の研究が行われた研究所。エネ
ルギー省所管だが、本書の世界ではNASA管轄で協
力体制にある。数多くの研究施設に研究者が大勢詰め、
次元や時空の研究に日々精を出し、異形の生物殲滅の
ための核実験を、「ホワイトサンズ試験場」などで行っ
ている。しかし、周辺地域への放射能汚染が深刻で、
自然を愛するインディアンと対立したり、国境近辺の
麻薬カルテルの抗争の被害を受けたりと麻薬カルテルの抗争の被害を受けたりと、問題が多い。

NASA組織体系
NASNASAのトップに「NASA長官」が存在し、次いで「副
長官」「副長官補佐」、「計画担当者」「執行官」「主任」
を経て、各部署の「部長」が存在する。「部長」以下は、
「補佐官」や「監査官」を挟みつつ、それぞれ各所に
存在するNASA傘下の組織に分かれている。傘下の
組織には研究者、宇宙飛行士、エンジニア、軍人など
が所属している。

宇宙開発簡易歴史

1947年
第二次大戦後、アメリカとソ連は冷戦に突入。

1957年
ソ連の大陸弾道ミサイルの発射成功、史上初の人工衛ソ連の大陸弾道ミサイルの発射成功、史上初の人工衛
星スプートニク1号（重量83.6kg）の打ち上げ成功
を経て米ソ宇宙開発競争が始まる。

1958年
アメリカ初の人工衛星エクスプローラー1号（重量
14kg）打ち上げに成功し、NASA設立。

1961年
ソ連史上初の有人宇宙船ボストークの打ち上げ成功ソ連史上初の有人宇宙船ボストークの打ち上げ成功、
ユーリ・ガガーリンの「地球は青かった」という発言
は有名。同年アメリカも遅れをとり有人宇宙船マー
キュリー・アトラス6号の打ち上げ成功。

1961年～69年
ケネディがアポロ計画の宣言を行い、月への探査機にケネディがアポロ計画の宣言を行い、月への探査機に
よる衝突、軟着陸、調査が行われ、その後アポロ11
号が有人月面着陸を達成する。

1970年代以降
ベトナム戦争により宇宙計画へのコストが大幅ダウンベトナム戦争により宇宙計画へのコストが大幅ダウン
しアポロ計画が打ち切られる。以後、地球資源の活用
や無人惑星観察、スペースシャトルや宇宙ステーショ
ンなどに計画を移すことになる。

131



本書の世界は、アメリカをベースに様々な文化や人種が混じり合っているので、基本的に何でも存在する。
料理、アルコール、嗜好品など、探索のフレーバーの参考となる様々なものを紹介しよう。

スピリッツ
古くからアメリカに存在するライ麦から作られた「ウ古くからアメリカに存在するライ麦から作られた「ウ
イスキー」、ワインと同じく高価で貴重な香り高い「ブ
ランデー」、限定地域で栽培されるリュウゼツランか
ら生まれたメキシコの地酒「テキーラ」の3種が主に
飲まれている。それ以外では、ヘミングウェイやカリ
ブ海の原住民に愛された「ラム」をたまに見かけるこ
とが出来るようだ。

リキュール・カクテル
大衆に飲まれるのは「ナッツ・種子・核系」。特にコ
コアやコーヒーを主体としたもの。理由はワインやブ
ランデーと同じく、素材の問題。やはり貴重なもの、
特にフランス原産のものは、貴族的や豊かな人々が嗜
むことが多い。

民族伝承 - 食と嗜好品

クレオール料理
クレオール料理とはルイジアナのニューオーリンズ発クレオール料理とはルイジアナのニューオーリンズ発
祥で、アメリカ・フランス・スペイン・イタリア・西
インド諸島・メキシコとそれぞれのお国柄が混ざり
合った国際色豊かな土地の料理。「ゴンボフィレ」「ブ
イヤベース」「クールブイヨン」「ジャンバラヤ」「プ
スカフェ」「ブリュレ」などが、お馴染みのものとさ
れている。高価な食材や熟練の妙技とは無縁であり、
経済的に優しい家庭料理で、病人の健康にも良いとさ経済的に優しい家庭料理で、病人の健康にも良いとさ
れている。ちなみに、貴族的や豊かな人々はやはりフ
ランス料理だろう。

ケイジャン料理
クレオール料理より辛めで、材料など共通するものが
多いことから、よく混同されるものがケイジャン料理。
フランスやヨーロッパの格式が見られるクレオール料
理より、より素朴でシンプルであり、ザリガニやカエ
ルを食材に使うといった、土着的なイメージもある。

テクス・メクス料理
ニューメキシコやテキサスでは、テクス・メクス料理ニューメキシコやテキサスでは、テクス・メクス料理
も食べられている。主に肉やチーズ、香辛料やレタス
などを使った国民的料理で、レストランやファースト
フード店でも食べられるもの。「タコス」「トルティー
ヤ」「ナショス」「ブリトー」「チミチャンガ」などが
有名だ。とはいえ、ニューメキシコやテキサスの荒野
をさすらう者どもは、草でも虫でも動物でも捕まえて
基本的に何でも食べる基本的に何でも食べる。

ビール
一番飲まれているアルコールはビールだ。特に苦みを一番飲まれているアルコールはビールだ。特に苦みを
抑えたあっさり味で、炭酸ガスを多く含ませて清涼感
ただようヘルシーなライトビールが人気。「バドワイ
ザー」「ミラー」「ストローズ」それと「コロナ」など
も人気。しかしながら、ビールの力は影響力が強いた
め、保守的な人々は若者がビールないしアルコールに
関わること自体、良くないとする傾向がある。

コーヒー
薄いものよりも濃いコーヒーが好まれる傾向がある薄いものよりも濃いコーヒーが好まれる傾向がある。
主に「エスプレッソ」、飲みなれていない者には「カ
プチーノ」が人気。ホットにストローをさして飲む「レ
イヤード」という飲み方が多く、若者には「カフェ・
ラッテ」「カフェ・モカ」が人気。ルイジアナでは「チ
コリ」が入ったコーヒーが有名だが、匂いがきつい。
荒野が広がる地域では、水が貴重なため、かなり濃く
てめちゃくちゃ苦い。しかし、荒野をさすらう者どもてめちゃくちゃ苦い。しかし、荒野をさすらう者ども
は、硬派な味わいとして好んで飲む。ちなみにコーヒー
ゼリーが最初に現れたのはメキシコ。名前は「エラティ
ナ・ディ・アモール（愛のゼラチン）」。

ワイン
ワインは高価で貴重になりつつある。何故なら、大半ワインは高価で貴重になりつつある。何故なら、大半
のワインは本書の世界の外で作られ、尚且つ土地の気
候的にワイン造りに適していない。「シャブリ」「バー
ガンディ」といったフランスに由来する大衆ワインと、
「ヴェラエタル」「シャルドネ」「カベルネ・ソーヴィニョ
ン」といったぶどう品種名に由来する高級ワインがあ
るが、日常的にワインを飲むのは貴族的や豊かな人々
であり、大衆は特別な時くらいしか飲まないであり、大衆は特別な時くらいしか飲まない。
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民族伝承 - 食文化

紅茶
本書の世界の紅茶は主に、フランスとイギリスの紅茶本書の世界の紅茶は主に、フランスとイギリスの紅茶
が多く普及している。イギリスからの紅茶は、アール
グレイの本家本元「ジャクソン」。パッケージがかわ
いくプレゼントに最適な「ウィタード」。圧倒的人気
のカジュアル紅茶「テトレー」。魔法のように美味し
い由緒ある名門「ハロッズ」。安定品質と手ごろな「ブ
ルックボンド」。ロンドンからの紅茶は、18世紀から
の長い歴史を持つ「トワイニングの長い歴史を持つ「トワイニング」。ヴィクトリア女王
王室御用達「フォートナム・メイソン」。フランスか
らの紅茶は、品質に定評がある最古の「マリアージュ・
フレール」。エレガントな高級紅茶「エディアール」。
そして、紅茶を世界に普及させたご存知「リプトン」。

お菓子
本書の世界のお菓子は嗜好品としてだけでなく、荒野本書の世界のお菓子は嗜好品としてだけでなく、荒野
を往く者達の食料としても食料としても人気が高い。
主に人気のあるお菓子は、次のようなものだ。1930
年代に生まれた最もアメリカらしい「チョコチップ
クッキー」。大きいサイズで食べたいテキサスの「カ
ウボーイクッキー」。1880年代からアメリカ南部で人
気の「キャラメルケーキ」「ハミングバードケーキ」。
アメリカといえば「アップルパイアメリカといえば「アップルパイ」。甘さを抑えた南
部の「ピーカンパイ」。口当たりの良い南部の冷たい
デザート「バナナプディング」。
特別なお菓子がたくさん用意される祭りやイベントも
ある。1月のルイジアナ州の謝肉祭「マルティグラ」。
2月はバレンタインデー。5月はメキシコの戦勝記念
日「シンコ・デ・マヨ」。10月にはハロウィン。12
月はもちろんクリスマスだ。

煙草
現代のアメリカでは煙草の規制が強まりつつあるの現代のアメリカでは煙草の規制が強まりつつあるの
で、本書の世界では喫煙者と非喫煙者の間での軋轢が、
比較的多く垣間見られる。テキサスのダラスやオース
ティンといった、現代的な都市部では非喫煙者が多く、
黒人奴隷による煙草産業の歴史が強かったルイジアナ
や、テキサス、ニューメキシコの荒野や、それに近い
居住地では喫煙者が多い。吸うか吸わないかが、比較
的ハッキリ分かれる傾向も強いため、電子タバコやメ的ハッキリ分かれる傾向も強いため、電子タバコやメ
ンソールなどは、そこまで人気は無いようだ。また、
煙草メーカーも本書の世界に存在しないため、やや割
高の嗜好品となっている。一番多く吸われている銘柄
は「アメリカン・スピリット」。次いで「マルボロ」
や「ポールモール」など。とはいえ、手巻き煙草や葉巻、
さらには独自栽培や日本の煙草も存在はするようだ。

音楽
音楽に国境は無い。と、言いたいところだが、やはり音楽に国境は無い。と、言いたいところだが、やはり
地域によって好まれる音楽の傾向くらいはあるだろ
う。現代的なポップやテクノなどは都市部で、ルイジ
アナでは発祥のジャズやクラシック、荒野ではカント
リーやロックなどが好まれる傾向がある。それ以外で
は民族音楽や、理解し難いアウトサイダーミュージッ
クを楽しむ者も多い。日本独自の演歌やアニソン、ア
ングラ系も一部で強い人気があるようだ。多様性のあングラ系も一部で強い人気があるようだ。多様性のあ
る本書の世界でも、能動的に音楽に意識を向ける者は
とても多く、かなりの数のアーティストが活動し、巨
大な音楽祭SXSW も開催される。大衆に人気が高い
のは70年代の洋楽のようだ。

サブカルチャー
本書の世界はサブカルチャーの宝庫だ。ハイカル本書の世界はサブカルチャーの宝庫だ。ハイカル
チャーも存在するが、混沌の世界では、皆が大衆であ
り、上位あるいは貴族的な立場も大衆に意識を向ける
者が多いため、ハイカルチャーのみを主要として好む
者は少ない傾向にある。パラパラっと読めるパルプマ
ガジンやコミックブック。映画はB級。都市部ではオ
タクカルチャーや創作活動の人気も根強い。特筆すべ
き点があるとすれば、サブカルチャーに触発されてき点があるとすれば、サブカルチャーに触発されて、
行動を起こす者が多いことだ。何故なら、本書の世界
自体がサブカルチャーそのものであり、心の中で求め
るものが、すぐそこにあるからだ。
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友達から聞いたんだけど･･･　誰でも一度は聞いたことのある奇妙な噂。都市伝説は本書の世界にも存在する。
都市伝説は姿や形を変えて、国も時代も越えて語り継がれる。貴方の知っている都市伝説もあるだろう。

鉤手の男
婦女暴行や窃盗を行った凶悪殺人犯が脱獄したとラジ婦女暴行や窃盗を行った凶悪殺人犯が脱獄したとラジ
オで流れた。殺人犯は片手を無くし、代わりに鉤手を
付けてるという。ラジオを聞いたカップルの彼女は怯
え、家に帰ろうと言う。彼氏は折角のデートに邪魔が
入り、怒って猛スピードで車を飛ばす。彼女の家に着
き、彼氏が彼女側のドアを開けようとした時、ドアに
は血濡れの鉤手がぶらさがっていた。

メキシコから来たペット
アメリカからメキシコへ買い物に出かけた女性が、道アメリカからメキシコへ買い物に出かけた女性が、道
中かわいそうな野良犬が居たので、エサを与えた。す
ると野良犬は彼女に懐いたため、犬をメキシコから持
ち帰るのは違法だったが、検問を上手く誤魔化しアメ
リカへ持ち帰りペットにした。しかし、持ち帰った自
宅で犬の様態がおかしかったため、獣医に診てもらう。
獣医はどこから連れてきた？と彼女に尋ねる。彼女は
誤魔化して自宅の傍でと言うが、獣医はあり得ないと誤魔化して自宅の傍でと言うが、獣医はあり得ないと
いう。彼女が観念して白状すると、獣医が言うには、
ペットは犬などではなくドブネズミだった。

民族伝承 - 都市伝説

消えるヒッチハイカー
日本にも形を変えて伝わる有名な都市伝説。雨の夜、
運転手がヒッチハイクの女性を後部座席に乗せて、告
げられた行き先に向かうと女は消えていたというも
の。消えた女の正体は諸説あるが、本書の世界には「泣
き女」と呼ばれるものが存在する。

消えた妻
アジア圏にも伝わる都市伝説。観光に来た夫婦の妻が
はぐれてしまい、夫は必死に探すも見つからず。数日
後、無残な姿となった妻と対面するというもの。見世
物小屋の見せ物とされていたり、食人インディアンに
食われていたりと、残酷極まりない結末が多い。

喉を詰まらせたドーベルマン
愛犬のドーベルマンが発作を起こして倒れた。獣医に
見せると、なんと喉から男の指が出てきた。自宅に戻
ると点々と続く血痕を発見し、警察を呼んでそれを
追っていくと、二階の押入れに指を千切られてうずく
まる泥棒の姿があった。

オーブンに入れられた子供
ヒッピー風のベビーシッターに、子供を預けて出かけヒッピー風のベビーシッターに、子供を預けて出かけ
た夫婦。出先から何も問題が無いか電話で確認すると
「何も問題は無い。今から七面鳥で晩御飯を作るとこ
ろ」とのこと。しかしおかしい、家に七面鳥など無かっ
た。心配になった夫婦が家に戻ると、オーブンから焼
きあがった子供が出てきた。ベビーシッターは麻薬を
やって幻覚を見ていたのだ。

下着姿で彷徨う女性
パトカーが夜道を走行していると、パンツ一枚で困りパトカーが夜道を走行していると、パンツ一枚で困り
果てた女性を見つける。保護して事情を聞くと、キャ
ンピングカーで旅行中、置いてかれてしまったとのこ
と。数キロ先で、なんとか女性を探す仲間を見るける
ことができ、事情を確認すると、熊が道を横断中に車
が止まり、何事かと思って、キャンピングカーの後ろ
に連結されたトレーラーで、一人で寝ていた女性が外
に出たところ、熊が横断後、仲間が女性に気づかず車に出たところ、熊が横断後、仲間が女性に気づかず車
を走らせてしまったそうだ。

髪の毛の中の蜘蛛
女の子が完璧なヘアスタイルを手に入れ、それを崩さ
ないようヘアスプレーで入念に固めた。そして何日も
髪を洗わなかった。しかし彼女の髪の毛の中には蜘蛛
が潜んでいたのだ。半年後、蜘蛛は成長し、卵を産み、
ついには彼女の脳を食い破り、彼女は死んでしまった。

下水溝のワニ
とある街の下水溝には巨大なワニがひしめき合ってる
という。小さなワニのペットが飽きられてトイレから
捨てられたが、ワニは下水溝に辿り着く。ワニは下水
溝でネズミを捕まえて成長し、何の因果か大量発生し
てしまったのだとか。
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アイテム
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本書の舞台には様々な品を売買する場所が各地に点在している。その品々は探索者のロールプレイを楽しむための
ツールだ。基本ルールブックと重複する項目もあるが仕様は異なり、個性的に活躍できるよう、調整を施したユニー
ク・アイテムだ。説明文や参考作品を見て、どのように使いたいか想像を膨らませて楽しんでほしい。プレイヤー
は基本ルールブックの装備は当然使っていいし、本書の品々から好きなものを所持品に加えてもいい。所持品に加
えたら、ダメージや効果も忘れずに記載すること。
本書の品々は本書の品々は、プレイヤーが細かいことを気にせず楽しめるよう、破損、年式による細かな性能の違いなどにおける、
現実的に正確な仕様は考慮していない。ゲーム的な数値が必要な場合、基本ルールブックの共通点が多いものを参
考にするといいだろう。数値が正しいかどうか不安になる必要はない。本書の舞台の正確な数値など誰もが把握で
きはしないのだから。

アイテム

S
A
B
C
D

存在自体が逸話や伝説を生むほどの類稀なる極上品。
一生に一度手に入るかどうかの、貴重で優れた逸品。
入手が難しい、または高価。特定の分野の憧れの品。
やや高価、または良質で、贈り物に適した価値の品。
多少の労力をかければ誰にでも手に入る普遍的な品。

物品価値について
ナイアル・オブ・パラダイスでは、アメリカドルをは
じめとした様々な通貨が、日常を生きる人々の間で使
用されている。しかしこの世界では、様々な価値観や
文化を持つ人々が共存しているため、日常品以外の武
器や防具などゲーム的な数値を持つ品物、時代を越え
た価値のある品物は、価値観の違いにより、正確な数
字としての価値を出せない。そのため、大きく5段階
に分けた価値の、物々交換によって成り立っているに分けた価値の、物々交換によって成り立っている。
以下が、その大まかな指標だ。

価値に困ったら？
継続探索者の所持品や、基本ルールブックの品物など、
ナイアル・オブ・パラダイスに記述の無い品物に、価
値の段階が必要になる可能性も大いにある。そういっ
た場合は5段階の指標を参考に、最終的な決定権はKP
が持ったうえで、卓の仲間と相談して決めてほしい。

また、物品の価値は必ずしも一定ではない。例え同じまた、物品の価値は必ずしも一定ではない。例え同じ
数字的なデータを持つものでも、人や状況によって価
値が大きく変わることもあるはずだ。
価値が大きく変わることは基本的に例外だが、S級の
宝を持った砂漠で死にそうな者に対し、例え日常品で
あってもペットボトルの水はS級の価値を持つはずだ。

また、この一定ではない価値に対しまた、この一定ではない価値に対し、＜値切り＞技能
は様々な活躍の可能性があるだろう。一定ではない価
値観に慣れない点もあるかもしれないが、自由に満ち
た可能性を楽しんでほしい。

「A級」や「Cクラス」など、段階の単位を付けて呼ば
れることもあり、単位の呼び方はあまり安定していな
い。SとAの差、AとBの差、それぞれの段階の差は
大よそ3倍程度あり、A級の品1個とB級の品3個の
ような取引がされる。あまりにも酷い品物については、
クソ映画のように「Z級」という称号が贈られる。
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技能：＜拳銃＞／用途：決闘・護身・暗殺・美術品／範囲：近距離 単体／重量：軽 片手

アイテム - 回転式拳銃（リボルバー）

坂本竜馬やカスター将軍が使用。S&W 初の金属薬莢式リボルバー。通称
アーミーモデル。護身用として主に使用された。参考作品：用心棒

サミュエル・コルトが最初に設計し、初めて民間向けに販売された、歴史
的な拳銃シングルアクションリボルバー。参考作品：マスク・オブ・ゾロ

弾丸自体に発射薬を仕込んだロケットボール弾を使用する連発銃。

ビリー・ザ・キッドが使用。コルト社初のダブルアクション式回転式拳銃ビリー・ザ・キッドが使用。コルト社初のダブルアクション式回転式拳銃。
32口径レインメーカー、38口径ライトニング、41口径サンダラーの3種
類がある。参考作品：ヤングガン2

「レッド・アーミー・スペシャル」というサイレンサー標準装備の拳銃。旧
ソ連で重宝され、馬上の騎馬部隊での使用に適していた。参考作品：スター
リングラード、二百三高地

ブロンディが使用。3ブロンディが使用。36口径の海軍仕様ネイビーと44口径の陸軍仕様アー
ミーがある。南北戦争に多く使用された。参考作品：続・夕陽のガンマン

スカーレット・オハラが使用。陸軍・海軍仕様があるコルトM1860より
もリッチな銃。耐久性に優れ、素早いリロードが可能。参考作品：風と共
に去りぬ、続・夕陽のガンマン

星野鉄郎が受け継いだ戦士の銃「コスモドラグーン」のモデル。別名コル星野鉄郎が受け継いだ戦士の銃「コスモドラグーン」のモデル。別名コル
トドラグーン。民間人気で、南北戦争で軍用拳銃として使用された。参考
作品：銀河鉄道999、ジョン・カーター

保安官ワイアット・アープが使用した「コルトSAA」の長銃身型。西部開
拓史に貢献した者に授ける5挺のみが生産された。＜拳銃＞＋5％。参考作
品：夕陽のガンマン、荒野の用心棒

119世紀から長くに渡って使用され、Mk.IからMk.VIまで進化を遂げたイ
ギリスの軍用拳銃。どことなく優雅さを感じさせる。参考作品：ゴッドファー
ザー PART II

リボルバーの外見とオートマチックの機構を持つ非常に珍しいイギリスの
リボルバー。ジグザクの溝のあるシリンダーが特徴的。参考作品：紅の豚、
未来惑星ザルドス

モーティマーモーティマー、峰不二子が使用。全長わずか12cm。携帯・隠匿性に優れ「西
部劇の影の主役」として女性護身用やバックアップピストルとして使われ
た。＜隠す＞自動成功。参考作品：夕陽のガンマン、ルパン三世

9発の拳銃弾と1発の散弾銃を発射する、通称グレープショットリボル
バー。撃つ弾は自由に切り替えでき、一発だけ撃てる散弾は4D6ダメージ。
参考作品：12モンキーズ

ガンマーが使用。猛獣狩りに使用される大口径銃の総称。初速・貫通力にガンマーが使用。猛獣狩りに使用される大口径銃の総称。初速・貫通力に
優れた強力なニトロエクスプレス弾を使用する。発射後スタンする。参考
作品：トレマーズ

ソニーが使用。第二次大戦中、米軍の後方部隊や憲兵隊も使用した、法執
行機関向けベストセラー。参考作品：狼たちの午後

テルマ＆ルイーズが使用。私服の警官や探偵の護身用として設計された短テルマ＆ルイーズが使用。私服の警官や探偵の護身用として設計された短
銃身拳銃。廉価版のコブラはケネディ暗殺犯を始末した銃として知られて
いる。＜隠す＞＋5％。参考作品：テルマ＆ルイーズ

S&W Model 2

コルト パターソン

S&W ヴォルカニック連発銃

コルト M1877

ナガン M1895

コルト M1860

レレミントン M1858

コルト M1848

バントライン・スペシャル

ウェブリー・リボルバー

ウェブリー＝フォスベリー・
オートマチック・リボルバー

レミントン デリンジャー

レ・レ・マット・リボルバー

象撃ち銃

コルト オフィシャルポリス

コルト ディテクティヴ
スペシャル

3

2

2

2

2

2

22

2

3

3

3

2

2

11

2

2

6

5

10

6

7

6

66

6

6

6

8

2

9

11

6

6

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10／2D6+2

11D10／2D6+2

1D10+2

1D10+4

1D10+4

1D10+4

1D6

2D6+2

44D6+4

1D10

1D10

D

D

D

D

D

C

CC

C

C

C

B

D

C

BB

D

D

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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アイテム - 回転式拳銃（リボルバー）

全長55cm、重量6kg。もはやリボルバーと呼ぶのも疑わしい地、世界最
強の拳銃、象撃ち用のハンドキャノン。発射後スタンする。参考作品：ヤ
ングガン・カルナバル

ミゲル・ベインが使用。低反動で高い命中精度を誇る競技用の安価な銃、
クオリティーが高く、主に消音器付のものがエージェントに支給され、暗
殺用として活躍した。参考作品：暗殺者

マーチンが使用。数多くの公的機関に採用され、メディアでは制服警官のマーチンが使用。数多くの公的機関に採用され、メディアでは制服警官の
サイドアームとして頻繁に登場した。参考作品：ジョーズ

グロリアが使用。非番警官の護身で愛用されたポケットに収まる小形銃。
＜隠す＞＋5％。戦闘ラウンドDEX+1。参考作品：グロリア

ジャネットが使用。携帯性と抜き撃ちに特化した内臓式ハンマー銃。別名「レ
モンスクイーザー」。＜隠す＞＋5％。参考作品：エンド・オブ・ウォッチ

通称「デッカード・ブラスター通称「デッカード・ブラスター」。軽量素材アルミ合金を使用、極限まで小
型化した飾り気ない実用性の高い銃。参考作品：ブレードランナー

次元大介の愛銃。法執行官が日常業務で携行するための大型銃。警察機関
で好まれ、アメリカンポリスのシンボルともなった。参考作品：ルパン三世、
ブラック・レイン

冴羽冴羽獠、アリスが使用。蛇の名を冠するシリーズの高級銃。芸術性と剛性
を併せ持つ、リボルバーのロールスロイス。参考作品：シティーハンター、
ブラック・レイン

奥村 雪男が使用。極端なコンパクト化で一品物でしか存在しなかったが、
優れた設計で量産商品とした歴史的な自動拳銃。隠し持つ前提ながらハイ
パワー。＜隠す＞＋5％。参考作品：青の祓魔師

ハリー・キャラハン刑事が使用。4ハリー・キャラハン刑事が使用。44マグナム弾と共にデビューした、狩猟
用大口径拳銃。過去に世界最強の銃として一世を風靡した。参考作品：ダー
ティハリー、タクシードライバー

加納錠治が使用。コルトSAAを原型とし、強力な弾薬を使用できるよう
に設計された。早撃ち競技用としても人気が高い。戦闘ラウンドDEX+1。
参考作品：ドーベルマン刑事、続・殺戮のジャンゴ

ディンゴが使用。安価で強度が高く、狩猟用に大きな人気を得た銃。ディンゴが使用。安価で強度が高く、狩猟用に大きな人気を得た銃。1ト
ンのバッファローを仕留めた逸話からバフバスターの異名も持つ。参考作
品：楽園追放

セックス・マシーンが使用。2つの弾倉、短い銃身、まるで…　ハッキリ言
おう、チン●の形をした銃。別名チ●コ銃。ズボンの上から装着するので、
●ンコを切り取る必要は無い。参考作品：フロム・ダスク・ティル・ドーン

ザ・ブライドが使用。スペインのモダンピストル。コンシールドキャリーザ・ブライドが使用。スペインのモダンピストル。コンシールドキャリー
やバックアップ用として開発されたコンパクトモデル。参考作品：キル・
ビル

ジョーが使用。オートマチックの機構を備えた世にも珍しい半自動回転式
拳銃。別名オートリボルバー。参考作品：LOOPER/ルーパー

444マグナムの3倍マズルエネルギーを誇るロマン砲。真の世界最強だけ
を目指したため、撃つ方もただでは済まない。発射後スタンする。参考作品：
パニッシャー、マチェーテ

ファイファー ツェリスカ

スタームルガー Mk.I

S&W M15 コンバットマスターピース

S&W M36 チーフスペシャル

S&W M36 センチニアル

チャーターアームズ  ブルドッグ

SS&W M19 
コンバットマグナム

コルト パイソン

デトニクス 
コンバットマスター

S&W M29 44マグナム

ルガー スーパー・
ブブラックホーク

ルガー スーパー・
レッドホーク

ディック・リボルバー

スター ファイアスター

マテバ 6 ウニカ

S&W M500

1

3

2

2

2

1

11

1

1

1

1

1

2

22

1

2

5

11

6

5

5

5

66

6

7

6

6

6

12

99

6

5

4D6+4

1D6

1D10

1D10

1D10

1D8+1D4

11D8+1D4

1D8+1D4

2D6+2

2D6+2

2D6+2

2D6+4

1D10

11D10

1D8+1D4

3D6+4

C

D

D

D

D

C

CC

C

C

C

C

C

D

DD

C

B

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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技能：＜拳銃＞／用途：決闘・護身・暗殺／範囲：近距離 単体／重量：軽 片手

アイテム - 自動拳銃（オートマチック）

ハン･ソロのブラスターのモデルの銃。別名モーゼルミリタリー。チャーチ
ル、ホーチミン、金日成も使用。構造がライフルに近い大型自動拳銃。箒
のような独特のグリップを持つ。参考作品：スターウォーズ、殺しの烙印

ドイツ軍人ヘルマン・ゲーリングが使用。気品ある外観とドイツ軍の神秘
的な戦闘能力の相乗効果で『ルガー伝説』を作った。参考作品：大脱走、
ハンナ、キングコング

峰不二子、月光仮面が使用。小型で携行性に優れる女性向け銃。第一次大峰不二子、月光仮面が使用。小型で携行性に優れる女性向け銃。第一次大
戦の引き金となった「サラエボ事件」で暗殺に使用された。参考作品：ル
パン三世、月光仮面

銭形警部、ロベルタが使用。大口径主義のアメリカの象徴と云える軍用銃
の市販モデル「政府使用モデル」（ガヴァメント・モデル）。参考作品：ル
パン三世、ブラック・ラグーン

リビアの革命家、カダフィ大佐の愛銃。近代オートマチックの基本要素がリビアの革命家、カダフィ大佐の愛銃。近代オートマチックの基本要素が
詰まった傑作で、後生の様々な銃に影響を与えている。参考作品：マック
Q、怒りのデス・ロード

ルパン三世が使用。耐久性と命中精度が高いドイツ軍用拳銃。別名「グレ
イゴースト」。戦後のドイツ警察・連邦軍でも使われた。＜拳銃＞＋5％。
参考作品：ルパン三世、インディ・ジョーンズ、ディファイアンス

インディアナ・ジョーンズの愛銃。対象を行動不能にするパワーの不足がインディアナ・ジョーンズの愛銃。対象を行動不能にするパワーの不足が
指摘された38口径S&W リボルバーを更新する目的で作られた。参考作
品：レイダース/失われたアーク《聖櫃》

伊達邦彦が使用。威力は低いが、精度は高い。「森の住人」の名が与えられ
たスポーツ競技用自動拳銃。＜拳銃＞＋5％。参考作品：野獣死すべし、ワ
イルド7

スカッターが使用。特徴的なチューブ型スライドのストライカー式自動拳スカッターが使用。特徴的なチューブ型スライドのストライカー式自動拳
銃。参考作品：スーパーフライ

ガラハッドが使用。日本に多く密輸され、ヤクザや暴力団のイメージが定
着した悪名高い銃。貫通性に優れる。貫通ダメージ＋5。参考作品：キン
グスマン、ブラック・ラグーン

ジェームズ・ボンド、アドルフ・ヒトラーが使用。携帯性と性能に優れたジェームズ・ボンド、アドルフ・ヒトラーが使用。携帯性と性能に優れた
小型銃。即応性と安全性を両立し高い完成度を誇る。＜隠す＞＋10％。参
考作品：007、オースティン・パワーズ

ジミーが使用。携行を考慮したハンマー内蔵式、護身用のポケットピストル。
参考作品：グッドフェローズ

ミッチェルが使用。毎分750発フルオート射撃の機関拳銃。ロシア警察や
内務省の治安維持部隊で使用されている。参考作品：ロンドン・ブルバード

ニコライ警部が使用。ソビエト軍がトカレフに代わる制式拳銃として採用ニコライ警部が使用。ソビエト軍がトカレフに代わる制式拳銃として採用
した小型自動拳銃。トカレフに比べ、携帯性に優れる。＜隠す＞＋5％。参
考作品：ソード・ハンド 剣の拳

タイラー・ダーデンが使用。これといった特徴の無い銃だが、それ故50
種類以上のバリエーションが作られるほど汎用性が高い。中でも暗殺用の
ハッシュパピーが有名。参考作品：ファイト・クラブ

シオン・エルトナムが使用。人間工学を考慮したグリップ、高い命中精度シオン・エルトナムが使用。人間工学を考慮したグリップ、高い命中精度
を誇る世界最高のコンバットオート。世界初の拳銃用銃剣も装備する事が
出来、その場合は＜ナイフ＞技能、ダメージ1D4ダメージで判定。参考作品：
MELTY BLOOD

モーゼル C96

ルガー P08

FN ブローニングM1910

コルト ガバメント

FN ブローニング・ハイパワー

ワルサー P38

ココルト M1917

コルト ウッズマン

ザウエル M1913

USSR トカレフ

ワルサー PPK

S&W M61 エスコート

USSR スチェッキン

UUSSR マカロフ

S&W M39

CZ CZ75

2

2

2

2

2

2

11

3

3

2

3

3

1or連射

33

3

3

20

8

8

10

21

9

66

11

8

9

8

6

21

99

9

17

15

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10

11D10+2

1D6

1D8

1D8

1D8

1D6

1D10

11D10

1D10

1D10

1D10

D

D

D

D

D

D

CC

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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アイテム - 自動拳銃（オートマチック）

シオン・エルトナムが使用。人間工学を考慮したグリップ、高い命中精度
を誇る世界最高のコンバットオート。世界初の拳銃用銃剣も装備する事が
出来、その場合は＜ナイフ＞技能、ダメージ1D4ダメージで判定。参考作品：
MELTY BLOOD

レヴィが使用した「ソードカトラス 」の元である米軍正式採用拳銃。作動
不良の少なさと安さが評価され、世界でも信頼性と知名度が高い。参考作品：
ブラック・ラグーン、ダイハード、レオン

ブラック・ウィドウが使用。発表当時プラスチック多用により玩具的に見ブラック・ウィドウが使用。発表当時プラスチック多用により玩具的に見
られていたが、安全性と生産性が分かると他の拳銃を席巻した。＜拳銃＞＋
5％。参考作品：シビルウォー、ダークナイト

スパイク・スピーゲルが使用。通称「ベビーイーグル」。砂漠の国の銃で、
砂塵に強く整備も容易。デザートイーグルに似ている。参考作品：カウボー
イビバップ、戯言シリーズ

ロボコップのマシンピストル「オーロボコップのマシンピストル「オート9」のモデル。引き金を一度引くだ
けで瞬時に3発の弾丸をマシンガンのように連射できる三点バースト機構
の機関拳銃。参考作品：ロボコップ、シン・シティ

デッドプールが使用。大柄でマッシヴな外観と強烈パワーのキャラクター
性で人気の銃。自動拳銃の常識を塗り替えたハンドキャノン。参考作品：デッ
ドプール、バイオハザード2

コールソンが使用。現場の声やプロの設計、各種バリアント、官・民共にコールソンが使用。現場の声やプロの設計、各種バリアント、官・民共に
大好評の最新式のポリマーフレームピストル。DEA正式採用。参考作品：
エージェント・オブ・シールド

ヒットガールが使用。様々なオプションをつけられる、フレームレール自
動拳銃のパイオニア的存在。好みに応じて多様な使い方ができる。＜拳銃＞
＋10％。参考作品：キックアス、アイアンマン2、コラテラル

ヒットガールが使用。欧州系映画ではよく美女が使用する。過激組織に対ヒットガールが使用。欧州系映画ではよく美女が使用する。過激組織に対
抗するため、携帯性に優れ、強力な新型拳銃を求めて作られた。＜隠す＞＋
10％。参考作品：キックアス、ガンスリンガーガール

ジョン・マクレーンが使用。92の運用思想、8000の機構、9000Sの素材
と、ベレッタ社の過去モデル技術を総決算した最新モデル。貫通ダメージ
＋5。＜拳銃＞＋5％。参考作品：ダイハード4.0、ロボコップ

P22P228をジャック・バウアーが愛用。長時間、水や泥の中に浸けた後でも
確実に作動するほど堅牢であり、耐久性は非常に高い。環境のマイナス補
正を受けない。参考作品：TWENTY FOUR、RONIN

チャーリー・ワックスが使用。ソーコム ピストルの愛称で有名な、特殊部
隊向け拳銃。装弾数豊富でジャムが起きにくく、寒冷・砂漠地でも動く。
参考作品：パリより愛をこめて

ジョゼが使用。弾丸の初速が早く、貫通力が高く、対象の体内の傷口を広ジョゼが使用。弾丸の初速が早く、貫通力が高く、対象の体内の傷口を広
げる人体破壊力も高い。貫通ダメージ＋5。参考作品：ガンスリンガーガー
ル、アドレナリン

CZ CZ75

ベレッタ M92

グロッグ17

IMI ジェリコ941

ベレッタ 93R

IMI デザートイーグル

SS&W M&P

H&K USP

シグザウエル P232

ベレッタ PX4

シグザウエル P226

H&K MARK23

FN ファイブセブン

3

2

2

2

3or連射

1

33

2

2

2

2

1

3

17

15

34

17

20

8

118

16

9

21

20

13

20

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10+2

3D6+3

11D10

1D10

1D10

1D10

1D10

1D10+2

2D6

D

D

D

D

D

B

DD

D

D

D

D

C

C

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値



技能：＜拳銃＞／用途：多様／範囲：多様／重量：多様

アイテム - 特殊拳銃（スペシャルガン）

ベルトのバックルに偽装したナチス・ドイツの銃器。護身用、または武装
解除をされた際、捕虜から脱出する時などに使用する。＜隠す＞自動成功。

手袋の甲に装着された小型拳銃。指で操作せず、対象にパンチをすること
で発射する豪快な使用法だがスパイの暗殺用でもある。通称グローブピス
トル。参考作品：イングロリアス・バスターズ

水中用拳銃。水中の抵抗でも直進できる、質量の大きい特殊な弾丸を使用水中用拳銃。水中の抵抗でも直進できる、質量の大きい特殊な弾丸を使用
する。NATO各国の特殊部隊に秘密裏に供給されていた。水中で全くペ
ナルティを受けず使用可能。

ホッチキスのような形をした、とても銃には見えないVIP護衛用の水平二
連特殊拳銃。射程も威力もたかが知れてるが、不意打ちには有効。＜隠す＞
自動成功。参考作品：マスターキートン

アントン・シガーが使用。ボンベに繋がれたチューブから、圧搾空気で撃ち抜アントン・シガーが使用。ボンベに繋がれたチューブから、圧搾空気で撃ち抜
く家畜屠殺用のキャトルガン。近接距離で使用する。参考作品：ノーカントリー

ロールシャッハの使用する、ワイヤー付きの小型アンカー（船のイカリ）を発
射する銃。＜登攀＞+15％。組みつき可。参考作品：ウォッチメン、バットマン

ミニサイズ4連装ロケットランチャーのような拳銃。デリンジャーにも分
類される。個性的だが命中精度が低い。＜拳銃＞-10％。参考作品：キャプ
テン・アメリカ、マトリックス、ブレードランナー

スカラマンガが使用する組み立て式の純金銃スカラマンガが使用する組み立て式の純金銃。＜隠す＞自動成功。一撃必殺
のダムダム弾を発射する。参考作品：007 黄金銃を持つ男

麻酔弾を発射する非殺傷銃。対象はCON×5に失敗で気絶。参考作品：
銀河鉄道999、メタルギアソリッド

無反動、初速が遅い小型のロケットランチャー式ピストル。至近距離での無反動、初速が遅い小型のロケットランチャー式ピストル。至近距離での
ダメージ1D4。対象から十分距離を取った状態でのダメージ3D6。ただ
し戦闘ラウンドの一番最後に対象にダメージが与えられる。参考作品：
007は二度死ぬ

ゴム弾や空砲を発射する非殺傷民間用自動拳銃。この銃で対象にダメージ
を与え、耐久力が0になる場合、0にはならず1残り、対象はCON×2
でショックロールを行う。参考作品：NIKITA / ニキータ

小動物の軟骨と死体から作られた骨銃小動物の軟骨と死体から作られた骨銃。弾丸は人間の歯。金属探知機に引っ
かからない。＜隠す＞自動成功。参考作品：イグジステンズ

使用者の精神エネルギーに依存する光線銃。使用する度、正気度を1減らす。
2D10+（SAN÷10）ダメージ。参考作品：COBRA

拳銃を巨大化したような柄に分厚く長い刃を取り付けた剣。攻撃を当てた瞬間に
火薬が炸裂して、威力を飛躍的に高める。参考作品：FFⅦ、仮面ライダーW

素粒子を制御し素粒子を制御して「麻痺（スタン）」「加熱（炎上）」「破壊（2D10ダメージ）
」3種類の光線を発射する銃。参考作品：スター・トレック

音声認識により複数の発射モードが使用可能な銃。セミ／フルオート切替
（1D10/3または連射/100発）、炸裂弾（4D6/1回/5弾）、徹甲弾
（3D6/1回/1弾）、照明弾（ショック）、ダブルショット(2体の標的を攻
撃/1D10/1/100発)参考作品：ジャッジ・ドレッド

マルキス・バックル・ピストル

セッジリー OSS .38

H&K P11

アストラ プレッシン

ボンベピストル

グラップル・ガン

CCOP 357 MAGNUM

黄金銃

麻酔銃

ジャイロジェット ピストル

ゾラキ 925

グリッスル・ガン

サイコガン

ガガンブレード

フェイザー

ローギバー

1

1

1

2

1

3

22

1

3

1

3

2

1

11

1

特殊

4

1

5

2

30

15

44

1

15

6

26

4

SAN

66

10

特殊

1D8

1D10+4

1D8

1D8

1D10+2

1D10

11D8+1D4

2D6+2

ショック

特殊

1D6

1D10

特殊

22D6+2+db

特殊

特殊

D

C

D

D

C

D

CC

C

C

C

D

D

B

CC

C

B

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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技能：＜サブマシンガン＞／用途：屋内対人制圧／範囲：近距離 弾幕／重量：並 両手

アイテム - 短機関銃（サブマシンガン）

ロルフ・シュタイナーが使用。ゲリラ戦に対抗するために開発された短機
関銃。別名「バラライカ」。取り回しの良さとドラムマガジンによる多弾倉
で、独ソで活躍した。参考作品：戦争のはらわた

ヴィヴィアン・ワグナーが使用。ドイツ戦線各地の主力として活躍した短
機関銃。愛称は「シュマイザー」。クールなデザインで、大戦事は鋼板プレ
ス素材で生産性・機能性を向上し、最高水準を誇っていた。参考作品：ア
イアン・スカイ

大戦中、連合軍やレジスタンスの主力兵器として活躍した短機関銃。生産大戦中、連合軍やレジスタンスの主力兵器として活躍した短機関銃。生産
性が徹底的に重視され、劣悪な環境にも耐え、集弾性も良いが、駄銃伝説
も生まれた。参考作品：キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー

ネオが使用。コンパクトながら連射性に長け、かつ制御性にも優れるため、
接近戦ではサソリという異称に違わぬ、非常に恐ろしい武器となる。参考
作品：マトリックス、新ゲッターロボ

ガラハッド、エグジーが使用。傘に偽装されたサブマシンガン。実弾とスガラハッド、エグジーが使用。傘に偽装されたサブマシンガン。実弾とス
タン弾の使い分けが可能。銃弾ダメージを5まで防ぐこともできる。参考
作品：キングスマン、バットマンリターンズ

ホッチキスを開くように変形する携帯型短機関銃。折りたたんだ時は工具
箱のような金属の箱にしか見えず、政府関係者やビジネスマンのテロ対策
高火力自衛用火器として開発された。参考作品：ロボコップ2

ネオが使用。砂漠での運用が考慮され、折りたたみ式のストックと、ロンネオが使用。砂漠での運用が考慮され、折りたたみ式のストックと、ロン
グマガジンによる装弾数が魅力。参考作品：マトリックス、コマンドー

エージェント47が使用。かなりのバリエーションがあり、状況に合わせ
て使い分けられるのが強み。＜サブマシンガン＞＋5％。参考作品：ヒット
マン、Mr.&Mrs. スミス

スネーク・プリスキンが使用。フルオートでの連射サイクルが非常に速くスネーク・プリスキンが使用。フルオートでの連射サイクルが非常に速く、
32連マガジンが1.5秒で空になるほど。熟練者でなければ制御するのは難
しいといわれる。参考作品：ニューヨーク1997、ジョジョの奇妙な冒険

ディーン・ケイジが使用。装甲車の搭乗員やパイロットの自衛や、特殊部
隊の屋内近接戦を前提に開発されたコンパクトなブルガリア短機関銃。参
考作品：アウトオブタイム

ダグラスが使用。低反動・コンパクト化を実現した、優等生。片手撃ちがダグラスが使用。低反動・コンパクト化を実現した、優等生。片手撃ちが
できるほどマイルド。＜サブマシンガン＞＋5％。参考作品：トータル・リ
コール、バイオハザードV

銃（ガン）と日本武術の型（カタ）を組み合わせたスタイリッシュな戦術「ガ
ン＝カタ」で使用されるマシンピストル。打撃攻撃も可能。打撃攻撃を行
う場合は、＜こぶし＞判定ダメージ1D6+db。参考作品：リベリオン、永
い後日談のネクロニカ

PDW。ジェームズ・ボンドが使用。オモチャのような見た目だが、防弾PDW。ジェームズ・ボンドが使用。オモチャのような見た目だが、防弾
ヘルメットを貫くほど、貫通力に長ける。貫通ダメージ＋5。参考作品：ワー
ルド・イズ・ノット・イナフ、ガンスリンガーガール、ヨルムンガンド

PDW。ロボコップが使用。新世代の銃ではあるが、外観上の設計・構成
は従来の短機関銃の延長上にある手堅いPDW。＜サブマシンガン＞＋5％。
参考作品：ロボコップ、魔法少女まどか☆マギカ

USSR PPSh41

エルマベルケ MP40

エンフィールド ステン

Vz61スコーピオン

防弾傘マシンガン

アレス FMG

IIMI UZI

H&K MP5

イングラムM10

アーセナル シプカ

クリス・べクター

クラリック・ガン

FN P90

HH&K MP7

3or連射

2or連射

2or連射

3or連射

3or連射

2or連射

22or連射

2or連射

2or連射

2or連射

2or連射

3or連射

3or連射

33or連射

71

32

50

20

10

32

550

40

32

32

30

20

50

440

1D8

1D10

1D10

1D8

1D10

1D10

11D10

1D10

1D10

1D10

1D10+2

1D10

1D10

11D8

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

B

C

C

CC
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技能：＜ライフル＞／用途：狩猟・対人狙撃／範囲：遠距離 単体／重量：並

アイテム - 狙撃銃（スナイパーライフル）

世界初の実用的ボルトアクションライフル。幾多の戦場でプロイセン軍勝
利の立役者となり、その名声を全世界に轟かせた。

ブロンディが使用。銃身後部から弾薬を装填するレバーアクションライフ
ル。ヘンリー・ライフルという名で有名。参考作品：続・夕陽のガンマン

銃身を覆った一体型サイレンサーを装備する特殊作戦用消音銃。超音速に
よる衝撃音を発しない亜音速弾を使用し、消音効果は絶大。優れた音感知
能力を持ってしても特定は困難。

伝説的狙撃手ハスコックが使用したボルトアクション狙撃銃。高い命中精度を誇伝説的狙撃手ハスコックが使用したボルトアクション狙撃銃。高い命中精度を誇
る名銃。ベトナム戦争で活躍した。＜ライフル＞+30％。参考作品：ダーティハリー

ケネディ大統領暗殺に使用された狙撃銃。対人殺傷能力は問題ないが、威力に
やや難がある。取り回しはしやすい。参考作品：炎の戦線エル・アラメイン

ハイダー博士が使用。RSAF リー・エンフィールドのカービンモデル。マハイダー博士が使用。RSAF リー・エンフィールドのカービンモデル。マ
レー危機のジャングルで近距離戦が多発した際、小型軽量で取り回しやす
いため、大きな利点となった。木々がある場所で＜ライフル＞＋5％、戦
闘ラウンドDEX+1。参考作品：ムカデ人間

白い死神シモ・ヘイヘが愛用したボルトアクション軍用狙撃銃。大二次大
戦時ソ連の主力銃で、銃剣装備で突撃（1D6+db）ができる。＜ライフル
＞+30％。参考作品：スターリングラード、山猫は眠らない2

ターニャが使用。ポンプアクションのみで連射する「スラムファイア」がターニャが使用。ポンプアクションのみで連射する「スラムファイア」が
可能。1戦闘ラウンドに2発以上撃つ際は、都度＜ライフル＞と＜幸運＞
に成功する必要がある。参考作品：幼女戦記

トーマス・ベケットが使用。狩猟用ボルトアクション式小銃の金字塔。性能、
耐久性のいずれも群を抜いており、第一線で活躍している。自動小銃に比べ、
連射性こそ劣るが、高い集弾性を持つため、一撃必殺を旨とするスナイパー
に好まれる。参考作品：山猫は眠らない

ジェームズ・ボンドが使用。戦闘機乗りのための護身銃。非常に軽く、分解しジェームズ・ボンドが使用。戦闘機乗りのための護身銃。非常に軽く、分解し
てストックに収納できることが特徴。参考作品：007 ロシアより愛をこめて

マーティンが使用したセミオート狙撃銃。重量があり精度を安定させるが、長時間携帯
が困難。＜ライフル＞+30％。戦闘ラウンドDEX－1。参考作品：リーサル・ウェポン

オーストリア陸軍・他国警察組織等で採用され、精度の高さから国際的競
技でも活躍し、開発から40年以上経った現在でも世界各地で使用されて
いる。弾込めのスムーズさに定評がある。参考作品：トレマーズ

ランボーが使用したソビエト軍が制式採用セミオート式狙撃銃。戦場の最前線でランボーが使用したソビエト軍が制式採用セミオート式狙撃銃。戦場の最前線で
の使用を想定し、軽量かつ耐久性に優れているのが特徴。参考作品：ランボー3

衛宮切嗣が使用したセミオート狙撃銃。近未来的デザインで高性能だが、
コスパと重量が悪い。＜ライフル＞+20％。参考作品：Fate/Zero、007 

エージェント47が使用したストレートプル狙撃銃。速射性はセミオートに近く、
精度も高い。戦闘ラウンドDEX+1。＜ライフル＞+30％。参考作品：ヒットマン

戦術高精度小銃の略称を持つ、世界有数の高性能スポーツライフルとして戦術高精度小銃の略称を持つ、世界有数の高性能スポーツライフルとして
知られ、恐ろしいほど正確な命中精度を叩き出せる。＜ライフル＞+50％。
参考作品：ヨルムンガンド

プロイセン王国 ドライゼ銃

ヘンリー M1860

デ・リーズル コマンドカービン 

ウィンチェスター M70

カルカノM1938

ジャングル・カービン

モモシンナガンM1891

シグ モンドラゴンM1908

レミントン M700

アーマライト AR-7

H&K PSG1

ステアー SSG 69

USSR ドラグノフ (SVD)

ワワルサー WA2000

ブレイザーR93

ユニークアルパイン TPG-1

1

1

1

1

1

1

11

1or3

1

1

1

1

1

11

1

1

1

16

8

5

6

10

55

20

10

50

20

10

10

66

5

10

1D6+2

1D8+1D6+3

1D10

2D6

2D6+3

2D6+4

22D6+4

2D6+4

1D6+2

1D6+2

2D6

2D6+1

2D6+4

22D8+4

2D6

2D6+4

D

C

D

C

C

C

CC

C

D

D

C

C

C

CC

C

C

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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技能：＜ライフル＞／用途：対物狙撃／範囲：遠距離 単体／重量：重

アイテム - 対物狙撃銃（アンチマテリアルライフル）

戦車砲をそのままスケールダウンしたような、前代未聞の構造をを持つ個
人用火器。装甲車を貫通するほど威力は高いが、命中精度にやや難がある。

レヴィが使用。装弾に手間は掛かるが、最大2kmの射程を誇る対物ライ
フル。深草色のボディと飾り気のない無骨なデザイン。命中精度も折り紙
つき。参考作品：ブラック・ラグーン

コブラ砲という架空の兵器のモデルとして登場したセミオート対物自動狙コブラ砲という架空の兵器のモデルとして登場したセミオート対物自動狙
撃銃。50口径、キロ単位射程の新世代バケモノ銃。ライフル+10％。参
考作品：ロボコップ、ミッション:インポッシブル3

シノンの愛銃。ヘカートとはギリシア神話の女神ヘカテーを指す。約
1.5km以上での射撃を想定して設計されている。参考作品：ソード・アー
ト・オンライン

ロシアロシアのKBPが開発した大口径特殊消音狙撃銃。対テロ、対重大犯罪作
戦を想定し、消音性能と狙撃能力を両立しつつ、より高い貫通性能を目指
して開発された。

クーバス・ヴェンター大佐が使用。長射程・大威力・整備製の高い、究極
の長距離ライフル。しかし、一人では携行できない大きさと、強烈な反動
を伴う怪物ライフルであるため、射程を活かしきれるほど精度は無い。参
考作品：第9地区

ステアー IWS2000

MOM ゲパード

バレットM82

ウルティマラティオ 
PGM ヘカートII

KBP VKS 
ヴヴァイクロップ

ダネル NTW

1

1

1

1

1

1

6

5

11

7

6

4

2D10+1D8+10

2D10+1D8+6

2D10+1D8+6

2D10+1D8+10

2D10+1D8+6

3D10+1D8+10

A

A

A

A

A

S

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値



技能：＜ライフル＞／用途：騎乗、乗車／範囲：近～中距離 単体／重量：並

アイテム - 騎兵銃（カービンライフル）

多くの西部劇に登場する｢西部を征服した銃｣。ハリウッド名優ジョン・ウェ
インが使用。アメリカを代表するレバーアクションライフル。参考作品：
荒野の七人、ショーン・オブ・ザ・デッド

山本八重が使用。スペンサー銃の名で知られる。南北戦争の騎兵隊や、戊
辰戦争で使用された。参考作品：八重の桜、マチェーテ・キルズ

ブロンディーが使用。シャープス銃の名で知られる、大口径シングルショッ
トライフル。参考作品：続・夕陽のガンマン、トレマーズ4

回転式拳銃とライフルの特性を併せ持つリボルビングライフル。構造に難回転式拳銃とライフルの特性を併せ持つリボルビングライフル。構造に難
があり、技能ロールに失敗すると、火傷で1D2のダメージを受ける。参
考作品：ジョナ・ヘックス、マチェーテ・キルズ

インディアナ・ジョーンズが使用。軽量で取り回しやすい、そこそこの火
力を持つライフル。参考作品：インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカ
ルの王国、チェ 28歳の革命、戦国自衛隊

インディアナ・ジョーンズが使用。ボルトを引くアクションが短く、素早インディアナ・ジョーンズが使用。ボルトを引くアクションが短く、素早
い操作が可能で、速射性に優れたライフル。戦闘ラウンドDEX+1。参考
作品：インディ・ジョーンズ魔宮の伝説

ヴィンセントが使用。標準的な拳銃弾を使用するセミオート式カービン。
銃本体を二つに折り畳むことでコンパクトに携行でき、汎用性も高く人気
がある。参考作品：噂のモーガン夫妻

ウインターソルジャーが使用。ベトナム戦争から続ウインターソルジャーが使用。ベトナム戦争から続くM16シリーズの、
ひとつの到達点。参考作品：キャプテン・アメリカ、アメリカン・スナイ
パー、プラネット・テラー in グラインドハウス

ザ・ボスが使用。極端に短銃身化したセミオートマチックカービン。高速
のライフル弾を発射するため発砲音や炎、反動が凄まじい。＜ライフル＞－
5％。参考作品：メタルギア・ソリッド3

ウィンチェスター M1873

スペンサー M1860

シャープス M1849

コルト M1855

ウィンチェスター 
M1カービン

リリー・エンフィールド

ケル・テック
SUB-2000

コルト M4 カービン

ロッキーマウンテン
アームズ パトリオット

1

1

1

2

1or連射

1

11

1or連射

1

14

7

1

6

30

10

333

30

30

1D10

1D10+4

1D8+1D2

2D6+4

2D6

2D6+4

11D8

2D6

2D6+1

D

C

D

C

B

C

DD

B

C

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値



技能：＜ライフル＞／用途：屋外対人殲滅・対人狙撃／範囲：中～遠距離 単体／重量：並

アイテム - 突撃銃（アサルトライフル）

ウォルト・コワルスキーが使用し、パットン将軍が称えた軍用自動小銃。
残弾が無くなるとクリップがピキーンと金属音をならして飛ぶ。参考作品：
グラン・トリノ、ダークナイト

ニキータが使用。ユニークなデザインで、良好な命中精度を誇り、取り回
しも良い。さらにプラスチック採用で軽量で、脆弱さが無く固定が容易。
戦闘ラウンドDEX+1。参考作品：ニキータ、GS美神 極楽大作戦!!

ウサマ・ビン・ラディンの愛銃。構造がシンプルなため、弾詰まりが起きウサマ・ビン・ラディンの愛銃。構造がシンプルなため、弾詰まりが起き
辛く、悪環境に非常に強い。環境のマイナス補正を受けない。参考作品：
007 リビング・デイライツ、トゥルーライズ

チェ・ゲバラがキューバ革命で使用。突撃銃の中でもごく初期のライフル。
速射性は低いが、セミオート限定ならば優れた性能を発揮した。参考作品：
チェ 28歳の革命

ゴルゴルゴ13の愛銃。半世紀以上アメリカ軍の主力歩兵銃を務める傑作ライ
フル。ゴルゴ13の影響から狙撃銃と勘違いされやすい。参考作品：ゴル
ゴ13

イーサン・ハントが使用。生産性が高く、安定した精度と信頼性を持ち、
耐水性もあって様々な作戦に使用可能。戦闘ラウンドDEX+1。参考作品：
ミッション:インポッシブル3、沈黙の報復

アーサー・ビショップが使用。魚のような近未来的デザインは、かなり好アーサー・ビショップが使用。魚のような近未来的デザインは、かなり好
き嫌いが分かれる。統合火器システムの異名を持つ。参考作品：メカニック、
アイアンマン2

エグジーが使用。 特殊部隊向けの次世代突撃銃。使用者の体格や使用状況
に合わせ、柔軟なカスタマイズに優れている。戦闘ラウンドDEX+1。参
考作品：キングスマン、ダイ・ハード/ラスト・デイ

リプリーが使用。レーザーパルスで弾を着火させて発射させるパルスガンリプリーが使用。レーザーパルスで弾を着火させて発射させるパルスガン。
弾数メーターが表示されている。神話生物に対しさらにダメージ＋1D6。
参考作品：エイリアン2

M1ガーランド

ステアーAUG

USSR AK-47 カラシニコフ

FN FAL

コルト M16

H&K G36(HK50)

FFN F2000

FN SCAR

M41-A1 パルスライフル

1

1or連射

2or連射

1or連射

1or3連射

1or連射

11or連射

1or連射

1or連射

8

42

100

30

30

100

330

30

100

2D6+4

2D6

2D6+1

2D6+4

2D6+4

2D6

22D6

2D6

2D6+4

C

B

B

B

B

B

BB

B

B

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値



技能：ショットガン／用途：屋内対人制圧・狩猟・遮蔽物破壊／範囲：近距離 弾幕／重量：並 両手

アイテム - 散弾銃（ショットガン）

マックス・ロカタンスキーが使用。銃の連発化の為に考え出された中で最
も歴史の古い多銃身設計の散弾銃。参考作品：マッドマックス、ゾンビラ
ンド

T-800が使用。世界初のレバーアクション式ショットガン。性能はあまり
高くないが、レプリカとして人気が高い。参考作品：ターミネーター2、、
バイオハザードIII

コメディアンが使用。ポンプアクションのみで連射する「スラムファイアコメディアンが使用。ポンプアクションのみで連射する「スラムファイア」
が可能。1戦闘ラウンドに2発以上撃つ際は、都度＜ショットガン＞と＜幸
運＞に成功する必要がある。参考作品：ウォッチメン、Mr.&Mrs. スミス

砂ぼうずの愛用銃。ポンプアクションのみで連射する「スラムファイア」
が可能。1戦闘ラウンドに2発以上撃つ際は、都度＜ショットガン＞と＜
幸運＞に成功する必要がある。参考作品：砂ぼうず、ゴッドファーザー

ビッグダディ、タラハシーが使用。連続射撃に耐える高い耐久性、片手でビッグダディ、タラハシーが使用。連続射撃に耐える高い耐久性、片手で
扱える操作性が魅力。参考作品：キック・アス、ゾンビランド

世にも珍しい散弾を使用するダブルアクションリボルバー。重くて取り回
しが難しく、斬新すぎる設計のため、あまり使用されない。参考作品：ロ
ボコップ、ブラックドッグ、スリー・キングス

トレンチが使用したフルオート式のショットガン。非常に高い連射速度トレンチが使用したフルオート式のショットガン。非常に高い連射速度、
メンテナンスの容易さ、そして低反動。ショットガンが連射出来、しかも
片手で扱える怪物のようなシロモノ。参考作品：エクスペンダブルズ2、
プレデターズ

ジョン・コンスタンティンが使用。ドラム状のロータリーマガジンを持つ、
手動ゼンマイ回転式散弾銃。ストリートスイーパー、ストライカー12な
どの呼び名もある。参考作品：コンスタンティン

まるでアサルトライフルのような見た目の新機軸ショットガン。耐久性はまるでアサルトライフルのような見た目の新機軸ショットガン。耐久性は
折り紙つきで、狙撃スコープも搭載可能。参考作品：エクスペンダブルズ

ヴィンセント・バレンタインの愛銃。他の散弾銃と比べてやや重くなって
いるが、その重量ゆえ、より安定した射撃が可能。参考作品：FF VII、ター
ミネーター

ジョーカー、サラ・コナーが使用。圧倒的な量のバリエーションとオプショ
ンパーツの豊富さが魅力。参考作品：ダークナイト、ターミネーター2

高圧ガスを圧縮したボンベ弾を発射する銃。サメ退治に最適。命中すると高圧ガスを圧縮したボンベ弾を発射する銃。サメ退治に最適。命中すると
爆裂四散するので、人間に撃つと大変な事になる。参考作品：007 死ぬの
は奴らだ

コンパクトかつハイキャパシティのコンセプトを持つ「デュアルフィード
システム」を採用した散弾銃。銃身の左右に7発ずつのマガジンを持ち、
通常弾と低致死弾を組み合わせて扱うことができる。低致死弾は1D6ダ
メージ。参考作品：メイズ・ランナー2

タラハシーが使用。シンプルな構造と新しいシステムを導入し、安定性がタラハシーが使用。シンプルな構造と新しいシステムを導入し、安定性が
高い。参考作品：ゾンビ・ランド、オール・ユー・ニード・イズ・キル、
マイアミ・バイス

水平二連式 散弾銃

ウィンチェスターM1887

イサカ M37

ウィンチェスター M1897

モスバーグ M500

MIL サンダー5

MMPS AA-12

RDI ストライカー

イズマッシュ・サイガ12

フランキ スパス12

レミントン M870

シャークガン

ケル・テック KSG

ベベネリ M4 スーパー90

2

1or2

1or2

1or3

1or2

1or2

11or連射

1or2

1or2

1

1

1

1or2

22

2

5

5

5

8

5

332

12

30

9

8

6

14

88

4D6

4D6

2D6

4D6

2D6

4D6

44D6

4D6

4D6

4D6

4D6

4D6+スタン

4D6

44D6

C

C

C

B

C

B

BB

B

B

B

B

B

B

BB

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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技能：＜マシンガン＞／用途：援護連射・対兵器破壊／範囲：遠距離 弾幕／重量：重

アイテム - 機関銃（マシンガン）

ボーグが使用。南北戦争や西部開拓時代に無類の火力を誇った手動式回転
機関銃。参考作品：マグニフィセント・セブン、アウトロー

「ウォーキングファイア」と呼ばれ、抱えて歩きながら撃てる、画期的な分
隊支援火器の走り。BARの射手は脅威とされ、真っ先に敵に狙われたが、
それ故に度胸を見せる誇りある銃として人気を集めた。

ミッキー、グロリア、ポールが使用。銃身の交換が容易で信頼性の高い機ミッキー、グロリア、ポールが使用。銃身の交換が容易で信頼性の高い機
関銃。第二次大戦中、イギリス軍の正式採用として、中隊支援、車載・航
空機銃、重機関銃の代用など多様な使われ方をした。参考作品：ロック・
ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ

ナウシカの銃のモデルとなった銃。一人で持ち運べる手軽さでありながら、
三脚固定すれば重機関銃や対空砲としても代用できる。参考作品：風の谷
のナウシカ、スター・ウォーズ

乾が使用。発射音がよく聞こえる高い発射角で使用されることが多く乾が使用。発射音がよく聞こえる高い発射角で使用されることが多く、「布
を切り裂く」音と呼ばれた。また、「ヒトラーの電動のこぎり」という異名
も持つ。参考作品：ケルベロス地獄の番犬、

ヘンリー・ジョーンズが使用。銃を2つ左右に並べてくっつけた二連装構
造が特徴的。トリガーと銃口が二つある。第一次大戦に陸専用火気として
使用された。参考作品：インディ・ジョーンズ　最後の聖戦

ランボーが使用。5ランボーが使用。50口径弾薬をベルト給弾で毎分500発撃ち込む驚異のマ
シンガン。人体を引き裂くパワーと数キロの射程という絶対的な能力で戦
場を圧倒する。参考作品：ランボー/最後の戦場、エクスペンダブルズ2

ウインター・ソルジャーが使用。携行弾数は申し分なく、非常に軽量。世
界各国で使用され、信頼度と射撃性能について優れた評価をされている。
参考作品：シビルウォー、ダイ・ハード/ラスト・デイ

ランボー、メイトリクスが敵から奪い使用。大口径銃弾を、高速長射程発ランボー、メイトリクスが敵から奪い使用。大口径銃弾を、高速長射程発
射でき、攻撃にも防御にも有効な兵器。参考作品：ランボー、コマンドー

ネオが使用。キックアスでも二砲門で使用された。ライフル弾をレーザー
ビームのようなスピードで連射するチート銃。車に撃てばものの数秒で炎
上させられるおっかないシロモノだが、反動があまりにデカいので、乗り
物にくっ付けて撃つのが常識。参考作品：マトリックス、キックアス、ア
イアンマン2

チェリチェリー・ダーリンが使用。失った脚に義足代わりに装着する機関銃。＜キッ
ク＞で判定。弾のダメージは1D10だが、最初の一撃のみ、弾のダメージ
に＜キック＞とダメージ・ボーナスを上乗せしてダメージを与えることが
できる。参考作品：プラネット・テラー in グラインドハウス

アダム・デズデモーナが使用。女性の胸部の形を模した二砲門のガトリング。
先端、つまり乳首の箇所が銃口となり、アホな男どもを蜂の巣にする非常
にケレン味溢れる装備。＜隠す＞自動成功。参考作品：マチェーテ・キルズ

ゴルシュコフが使用。銃架に据えて運用するが、反動が少なく軽量であるゴルシュコフが使用。銃架に据えて運用するが、反動が少なく軽量である
ため、二脚でも肩から吊るしても運用可能。参考作品：ストームゲート

コルト1874

US M1918 BAR

RSAFエンフィールド ブレン

ラインメタル/
マウザー MG34

グロスフス MG42

OOVP ビラール・
ペロサ M1915

ブローニング 
M2 キャリバー.50

FN ミニミ (M249)

サコー M60

ゼネラル・エレクトリック
MM134 ミニガン

義足機関銃

バストガトリング

ZID KORD

連射

連射

連射

連射

連射

連射

11or連射

連射

1or連射

連射

3or連射

2or連射

連射

200

20

30

250

250

25

6650

200

550

4000

50

20

100

2D6+4

2D6

2D6

2D6+4

2D6+4

2D6+4

22D10+4

2D6

2D6+4

2D6+4

特殊

1D8

2D10+4

C

B

B

B

B

B

AA

B

B

B

C

C

A

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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技能：＜グレネードランチャー＞／用途：対人殲滅／範囲：中距離 10m四方／並

アイテム - 擲弾銃（グレネードランチャー）

銃口に手榴弾を取り付けて発射する、小型手榴弾発射器。毎ラウンド炎上
1D6ダメージ。参考作品：フューリー、ゴルゴ13、機動警察パトレイバー

ロベルタが使用。低致死弾を使用する6連発リボルビングランチャー。考
作品：ブラックラグーン、スーサイド・スクワッド

ホルヘが使用。5連発型リボルビング・グレネードランチャー。警察の暴
徒鎮圧用に開発された。軽量で、扱いやすいという評価を受けている。参
考作品：プレデター

T-80T-800が使用した歩兵支援用の中折れ式の擲弾発射器。正確な狙撃よりも
面制圧を主眼に置いている。迫撃砲よりも使い勝手が良い。参考作品：ター
ミネーター2、ウォッチメン

着弾地点から半径15mの人間を殺傷する弾を、毎分40～60発、最大射
程2200mの範囲にばら撒く極めて強力な兵器。しかし重量が66kgもあ
るので、歩兵が扱うのは不可能。車両に設置する。

サムが使用。ピストルグリップと伸縮式ストックを備えた単発式擲弾発射サムが使用。ピストルグリップと伸縮式ストックを備えた単発式擲弾発射
器。操作性と携帯性に優れる。ピストルの形状と似ているため＜拳銃＞で
も判定可能。参考作品：RONIN

ファビオラが使用。ポンプ式散弾銃のような構造を持つグレネードラン
チャー。チューブ弾倉。アルミ合金で形成しているためサイズの割りに非
常に軽量で、連射が利く。参考作品：ブラックラグーン、メカニック

トニトニー・モンタナが使用した擲弾発射器。歩兵小隊の火力を増大させるべく、
効率的にグレネード弾を発射するシステムで開発された。参考作品：スカー
フェイス、プレデター

ウインターソルジャーが使用。 本体、単発での発射が常識とされていたグ
レネードランチャーの常識を覆した銃。中折れリボルバー式のダブルアク
ションというメカニズムを持つ。参考作品：キャプテン・アメリカ、アイ
アンマン2

ワルサー カンプピストル

DT 37mmランチャー

RSAF アーウェン37

コルト M79

US Mk.19

H&K HK69

チチャイナレイク
グレネード ランチャー

コルト M203

アームスコー MGL

1

1

1

1

1

1

22

1

1

1

6

5

1

500

1

44

1

6

1D10+2

2D10

3D6

3D6

3D10

3D10

33D10

3D10

3D10

C

C

C

C

B

B

BB

B

B

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値



技能：＜グレネードランチャー＞／用途：対兵器破壊／範囲：遠距離 10m四方／重

アイテム - 対兵器擲弾銃（ロケットランチャー）

右肩に担ぎ、曲げた右足で体重を支え、伸ばした左足のつま先を上に向け、
バランスをとって撃つのが、正しいデスペラード撃ちの姿勢。参考作品：
デスペラード

ロケット式火気の開祖的存在。通称バズーカ。第二次大戦末期には威力不
足だったが、大戦勝利に貢献した四大兵器の一つにアイゼンハワー元帥が
挙げている程度には有効性が伺える。参考作品：放射能X

シェンが使用。発射時の噴射炎が無いため、射手の位置が悟られにくくシェンが使用。発射時の噴射炎が無いため、射手の位置が悟られにくく、
屋内でも運用できるのが強み。前方に対し、100mmの装甲板を貫通する
指向性爆発を発生させる。参考作品：遠すぎた橋、史上最大の作戦

ヤエちゃんが使用。肩撃ち式の対戦車ロケット発射筒。バズーカの後継機。
威力上昇とともに、アルミニウム合金で作られ軽量化された。参考作品：
がんばれゴエモン

通称「シモノフ対戦車ライフル通称「シモノフ対戦車ライフル」。戦車に歯がたたないが、輸送トラック、
迫撃砲、機関銃制圧に活躍。航空機の撃墜や、長距離射程の狙撃など、後
に登場する「対物ライフル」として活躍した。参考作品：戦争のはらわた

ジョーカー、ランボーが使用した対戦車擲弾発射器。命中精度が良くない
ので数撃つ、または近接しての使用が主な戦術として普及。参考作品：ダー
クナイト、ランボー/怒りの脱出

対戦車誘導ミサイル。対象に命中するまで射手が誘導するので動けないが対戦車誘導ミサイル。対象に命中するまで射手が誘導するので動けないが、
目視発射よりも遥かに命中精度が高い。軽車両やヘリに搭載しての運用が
一般的。参考作品：アイアンマン

ヴァンピールとは吸血鬼の意味で、光学サイトや暗視装置を搭載した、名
前のとおり夜間使用に強い対戦車ロケット発射器。ロケット発射機として
最大級の口径を持ち、砲身も非常に長い。参考作品：ゴーストリコン

対戦車ロケット発射器。個人携行が可能な軽さながら、軽車両を一撃で撃対戦車ロケット発射器。個人携行が可能な軽さながら、軽車両を一撃で撃
破可能な破壊力。
参考作品：ダーティハリー3、あぶない刑事

ジョン・メイトリクスが使用した焼夷ロケット弾発射器。施設に篭城した
敵を、施設ごと攻撃、制圧することを目的としている。参考作品：コマン
ドー、エクスペンダブルズ3

クリムゾンボルトが使用した対戦車擲弾発射器。専ら構造物や装甲車両にクリムゾンボルトが使用した対戦車擲弾発射器。専ら構造物や装甲車両に
対して用いられている無反動砲。
参考作品：スーパー！、Mr.&Mrs. スミス

他のミサイルと違い、弾頭に追尾能力を備えていないことが特徴。そのため、
動く標的に対しての命中精度や射程も600m程度と短いが、発射後射手は
移動でき、ジャミングにも強い。

ニコラス・D・ウルフウッドのメインウェポン。最強の個人兵装。大爆発ニコラス・D・ウルフウッドのメインウェポン。最強の個人兵装。大爆発
と巨大な炎を上げる焼夷能力をもったミサイルランチャーを発射する。
参考作品：トライガン・マキシマム

ギターケース型 
ロケットランチャー

US M1 バズーカ

UK PIAT

US M20 
スーパーバズーカ

UUSSR PTRS1941

USSR RPG-7

ヒューズ TOW

USSR RPG29
ヴァンピール

TDS M72 LAW

UUS M202A1 
FLASH

FFV AT4 
 (US M136)

ロッキード・マーチン
プレデター

パニッシャー

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

使捨

11

1

使捨

4

使捨

1

1

8D6

5D6

6D6

7D6

8D6

8D6

88D10

8D10

8D10

8D10

10D10

8D10

12D10

S

A

A

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

詳細名称 回数 弾数 ダメージ 価値
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対象と至近距離で戦うことを想定した武器

アイテム - 近接武器

ランボーが使用した、西部開拓時代の大型ナイフ。対人戦闘・狩猟・作業
道具に使用。＜製作＞＋10％。参考作品：ランボー、クロコダイル・ダンディー

トラヴィスが使用した、塹壕などの狭い場所の戦闘に適したナイフ。足に
隠したり、ナックルと一体型だったり、暗器にも近い。室内で＜ナイフ＞
＋20％。参考作品：タクシードライバー

ヒットガールが使用した、手動折り畳み式ナイフ。テクニカルで素早い片ヒットガールが使用した、手動折り畳み式ナイフ。テクニカルで素早い片
手開閉ができ、2D8+4でも攻撃できるコンパクトな戦闘用ナイフ。＜隠す
＞自動成功。参考作品：キックアス

バーニー・ロスが使用した、戦闘用ナイフ。近代軍事格闘を主眼においた、
耐久性の高い実用的なナイフ。ナイフを用いた至近距離の戦闘技能+10％。
参考作品：エクスペンダブルズ

ツールが使用したツールが使用した、狩猟用の大型ナイフ。丈夫で重厚な造りをしているため、
簡単には壊れない。人以外の動物に対して使用する場合、さらにダメージ
＋1D6。参考作品：エクスペンダブルズ

リー・クリスマスが使用した、ボタンひとつで刃が飛び出すナイフ。刃を
隠して収納できるため、秘匿性が高い。＜隠す＞自動成功。参考作品：エク
スペンダブルズ

リー・クリスマスが使用した、投擲に適したナイフ。投げナイフは実践的リー・クリスマスが使用した、投擲に適したナイフ。投げナイフは実践的
ではなく、競技や趣味としての要素が大きい。＜投擲＞＋10％。（投擲の場
合はダメージ半分）参考作品：エクスペンダブルズ

Vが使用した、投げることと刺すことに特化した戦闘用ナイフ。小さく威力も
ないため、的確に急所を狙って使うことを想定されている。出目20以下を貫
通扱い。（投擲の場合はダメージ半分）参考作品：V・フォー・ヴェンデッタ

ジョン・メイトリクスが使用した、堅牢で大型のナイフ。遭難した際にジョン・メイトリクスが使用した、堅牢で大型のナイフ。遭難した際に、
生存することを目的としているため、脱出ツールとしても役立つ。＜登攀＞
＋10％。参考作品：コマンドー

アラン・ダッチ・シェイファー少佐が使用した、戦闘用ナイフ。銃剣の機
能を備えている。銃に装着して使用する場合、1D4+6+db。参考作品：
プレデター

海に潜るダイバーが使用する、水中用のサメ殺しナイフ。刃先から高圧炭海に潜るダイバーが使用する、水中用のサメ殺しナイフ。刃先から高圧炭
酸ガスを送り込んで、対象を爆砕する。サメに対して使用する場合、さら
にダメージ＋1D6。

ジョン・メイトリクスが使用した、刀身を射出できるナイフ。弾道ナイフ、
発射ナイフとも呼ばれ、ソ連の特殊任務部隊が使用した。（投擲の場合はダ
メージ半分）参考作品：コマンドー、ザ・スペツナズ

ヤンキーからスパイまで重宝されるメリケンサック。

こぶしこぶし、棍棒、組みつきで技能判定を行えるヌンチャクにもなる制圧用警棒。
組みつきを行った場合は、組みつきルールに従う。

インディアンのトマホークを元祖とする棍棒、投擲で技能判定を行える斧。
棍棒の場合はダメージ1D6+2+db。投擲の場合は1D6+2+dbの半分。

炸薬で射出した鉄の杭を勢いよく相手に打ち込む至近武器。非常に扱いに
くいが、当たれば威力は大きい。参考作品：装甲騎兵ボトムズ、ソード・ワー
ルド2.0

ベルト、リップスティック、ボールペン 等に仕込まれた小型の特殊刃物ベルト、リップスティック、ボールペン 等に仕込まれた小型の特殊刃物。
威力は低いが工具として使用でき、機械修理、製作、＜鍵開け＞の判定に
+5％

ボウイナイフ

トレンチナイフ

バタフライナイフ

タクティカルナイフ

ハンティングナイフ

オートマチックナイフ

ススローイングナイフ

ダガーナイフ

サバイバルナイフ

コンバットナイフ

WASPナイフ

スペツナズナイフ

カイザーナックル

タタクティカル・バトン

タクティカル・トマホーク

パイルバンカー

秘密暗器

ナイフ

ナイフ

ナイフ

ナイフ

ナイフ

ナイフ

ナナイフ／投擲

ナイフ／投擲

ナイフ

ナイフ

ナイフ

投擲

こぶし

特特殊

特殊

STR×5

ナイフ

1D4+2+db

1D4+db

1D4+2+db

1D4+2+db

1D8+db

1D4+db

11D4+db

1D4+2+db

1D8+db

1D4+2+db

2D6

1D4+db

1D6+db

11D6+db

特殊

4D6+2+db

1D4+2+db

1D6+2+db

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

D

C

D

D

DD

D

B

D
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アイテム - 近接武器

ベルト、リップスティック、ボールペン 等に仕込まれた小型の特殊刃物。
威力は低いが工具として使用でき、機械修理、製作、＜鍵開け＞の判定に
+5％

鋭利な刃物が仕込まれた革靴、またはハイヒール。判定でクリティカルが
出て、回避されなければ、対象をスタン状態にする。

尖った刃物が仕込まれた杖や傘。ナイフと棍棒どちらでも技能判定を行える。

毎ラウンド1D6の炎上ダメージ。

刃が長く軽量化された取り回しやすいチェーンソー。サメもゾンビも切れ刃が長く軽量化された取り回しやすいチェーンソー。サメもゾンビも切れ
る。参考作品：シャークネード

刃の部分がワイヤーで繋がれつつ等間隔に分裂し、鞭のように変化する機
構を備えた蛇腹のような剣。組みつき可。参考作品：機甲界ガリアン、ソ
ウルキャリバー

ヒットガールが使用。短い薙刀のような、着脱可能な二本の武器。双方向ヒットガールが使用。短い薙刀のような、着脱可能な二本の武器。双方向
刃のついた棒、二刀流、二枚刃の一本の刀など、様々な実践的に優れた使
い方ができる。ナイフ、サーベル、棍棒で判定が可能。参考作品：キック・
アス/ジャスティス・フォーエバー

モロゾフが使用。棒の先端に強力な爆発物がついた槍。手に持って突けばモロゾフが使用。棒の先端に強力な爆発物がついた槍。手に持って突けば
使用者と対象もろとも爆裂四散する。口に銀のスプレーを塗り「俺を見
ろォ！」の叫び声とともに、両手に構えて突撃爆死するのが正しい使い方。
爆死した者には「よくぞ死んだ！！」と賞賛の言葉で褒め称えること。参
考作品：マッドマックス 怒りのデス・ロード

超高温の熱エネルギー武器。棒状のものを基本として様々な形状がある超高温の熱エネルギー武器。棒状のものを基本として様々な形状がある。
形状に合わせた技能ロールで判定すること。参考作品：スターウォーズを
はじめとした、様々な近未来作品

プレデターが使用。未来的かつアンティークな美しさを持つ、トリプルス
パイクアームクロー。邪悪さを感じさせる鋭い三つの穿つ爪が装着されて
いる。参考作品：プレデター

フレディが使用。右手に装着する鋭い鉄の爪。手は金属で覆われ、各指のフレディが使用。右手に装着する鋭い鉄の爪。手は金属で覆われ、各指の
先に長く鋭い爪の刃が光る。参考作品：エルム街の悪夢、シザー・ハンズ

白兵専用の短く幅の狭い両刃の補助武器。最大の特徴は受け流し用のガー
ドがついていること。主に利き手では無い方で扱う。マン・ゴーシュで受
け流しを行う場合、成功率に20％追加する。参考作品：キングス・ウォリアー

ダスタン王子が使用。月の様にスラリと長く伸びる黒く細身の片刃刀。シダスタン王子が使用。月の様にスラリと長く伸びる黒く細身の片刃刀。シ
ミター、サーベルなどと関連性もある。硬木の短い柄と、中近東的な装飾
が施されている。参考作品：プリンス・オブ・ペルシャ

ブレイドが使用。銀色の輪の装飾が施された円柱黒柄の平たく鋭い剣。35
センチほどの長さで、切り払うほか、突き刺すことも得意とする。吸血鬼
には二倍の威力を発揮する。参考作品：ブレイド

英雄コナンが使用。今は無き超古代文明のバーバリアンが使用したとされ英雄コナンが使用。今は無き超古代文明のバーバリアンが使用したとされ
る。美しい銀の装飾が施された、40センチほどの屈強な西洋剣。参考作品：
コナン・ザ・グレート

名刀ハットリハンゾウやサッカー・パンチソードなど、アメリカ流に使用
される日本刀。刃の中央に柄から先端にかけて黒光りする刀身が美しい。
参考作品：キル・ビル、エンジェル・ウォーズ、ラストサムライ

実在したスコットランドの騎士、ウィリアム・ウォレスが使用。6実在したスコットランドの騎士、ウィリアム・ウォレスが使用。60～90
センチほどの両刃の大剣だが、機動力を失うことの無いことが魅力。参考
作品：ブレイブハート、ハイランダー

レオニダスが使用。柄が長く、棒の先端に鋭い刺突用の刃が付いた槍。軽
量かつ頑丈で投擲も申し分ない。参考作品：300 〈スリーハンドレッド〉

ウィリアムが使用。騎兵、馬上槍試合などで使用される大型の円錐状の槍。
突撃して突き刺して攻撃するのが一般的。参考作品：ロック・ユー！

熱帯雨林や山中で藪や草を薙ぎ払うための長く薄い刃物。世界各地に類似熱帯雨林や山中で藪や草を薙ぎ払うための長く薄い刃物。世界各地に類似
品が多いが、山刀のスペイン語による呼称が有名。参考作品：マチェーテ、
マチェーテ・キルズ、13日の金曜日

ヴィクター・クロウリーが使用。木材の加工を主目的とした、片刃の柄が
短い斧。（投擲の場合はダメージ半分）参考作品：HATCHET/ハチェット、
ブラッドナイト

リンカーンが使用。木の切断を主目的とした、薄く鋭い刃を持つ斧。柄が

秘密暗器

ナイフ内蔵シューズ

仕込み武器

小型火炎放射

戦闘用チェーンソー

フレキシブルソード

デデタッチャブル・ソード

撃雷槍

ライトセーバー

リスト・ブレイド

鉄の爪

マン・ゴーシュ

シャムシール

デデイウォーカー

アトランティン

ジャパニーズ・ソード

クレイモア

スパルタンスピア

ジョスティンランス

マチェーテ

ハ

ナイフ

キック

ナイフ／棍棒

こぶし

チェーンソー

鞭

特特殊

棍棒

サーベル

こぶし

こぶし

サーベル

サーベル

ササーベル

サーベル

サーベル

サーベル

棍棒

棍棒

ナ

1D4+2+db

1D6+2+db

1D8+db

2D4＋炎上

2D8+dbの半分

2D6+db

11D8+2＋db

8D10

2D8+2+dbの半分

1D8+3+db

1D6+db

1D4+2＋db

1D6+2＋db

11D8+1＋db

1D8+2＋db

1d10+db

2D8＋db

1D10+1+db

1D8+1+1D

6+db

1

D

D

D

D

C

C

DD

S

C

C

D

D

D

DD

D

D

C

C

C

D

D
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アイテム - 近接武器

ウィリアムが使用。騎兵、馬上槍試合などで使用される大型の円錐状の槍。
突撃して突き刺して攻撃するのが一般的。参考作品：ロック・ユー！

熱帯雨林や山中で藪や草を薙ぎ払うための長く薄い刃物。世界各地に類似
品が多いが、山刀のスペイン語による呼称が有名。参考作品：マチェーテ、
マチェーテ・キルズ、13日の金曜日

ヴィクター・クロウリーが使用。木材の加工を主目的とした、片刃の柄がヴィクター・クロウリーが使用。木材の加工を主目的とした、片刃の柄が
短い斧。（投擲の場合はダメージ半分）参考作品：HATCHET/ハチェット、
ブラッドナイト

リンカーンが使用。木の切断を主目的とした、薄く鋭い刃を持つ斧。柄が
長く、片刃と両刃がある。参考作品：リンカーン / 秘密の書、最強ゾンビ
ハンター

ヴォルスタッグが使用。戦闘用の巨大な両刃の斧。主にファンタジー作品ヴォルスタッグが使用。戦闘用の巨大な両刃の斧。主にファンタジー作品
の屈強なヒゲ男が使用する事が多い。参考作品：マイティ・ソー、ロード・
オブ・ザ・リング

チャッキーが使用。明らかに紙を裁断するのに不必要なサイズの大きな鋏。
大きさは様々で、片方の刃が大きく鋭利に巨大化している型も存在する。
参考作品：チャイルド・プレイ、バーニング

草や作物を刈り取るための農具。片刃の柄が短い鎌草や作物を刈り取るための農具。片刃の柄が短い鎌。（投擲の場合はダメー
ジ半分）初期値5%。参考作品：チルドレン・オブ・ザ・コーン、シックル

農民兵によって主に使用された刃の長い鎌、または死神を連想させる冗談
みたいに大型の不気味で鋭利な鎌。初期値5%。参考作品：RWBY、鮮血
に染まる死霊の館

インディアナ・ジョーンズが使用。牛を追うために使用した農具。大きなインディアナ・ジョーンズが使用。牛を追うために使用した農具。大きな
音を鳴らすウィップクラッキングで相手を怯ませスタンさせたり、的を狙
うターゲットウィップで悪環境でも成功率を落とすことなく使用できる。
組みつき可。初期値5%。参考作品：インディ・ジョーンズ

鞭の先が9つ以上に分かれた威力の低い拷問道具。この武器で攻撃された
対象は、耐久力が0以下になることは無い。初期値5%。参考作品：インディ・
ジョーンズ/魔宮の伝説

ジョスティンランス

マチェーテ

ハチェット

フェリングアックス

ブローダックス

大鋏

シシックル

ウォーサイズ

ブルウィップ

キャット・オブ・ナインテイル

棍棒

ナイフ／棍棒

棍棒

棍棒

棍棒

ナイフ

ナナイフ／鎌

鎌

鞭

鞭

1D8+1+1D6+db

1D6+1＋db

1D6+1＋db

1D8+2＋db

2D6+2＋db

1D6+2＋db

11D6+1＋db

2D6+1＋db

1D3

1D2

C

D

D

C

C

D

DD

C

D

D

詳細名称 判定 ダメージ 価値



相手を攻撃するよりも、妨害したり無力化することに特化した武器

アイテム - 妨害武器

ハンディタイプ、キーホルダー、指輪、その形は様々。相手に接触させて
使用する。対象はCON×5に失敗で気絶。＜隠す＞+10％。

至近距離で相手に吹きかけて一時的に無力化するスプレー。対象は1戦闘
ラウンド中、受け流しか回避しかできない。

立てこもり犯を無力化する際に、よく使われる催涙手榴弾。対象は1戦闘
ラウンド中、受け流しか回避しかできない。

周囲に強力な閃光と音を放ち、敵を無力化する手榴弾。対象周囲に強力な閃光と音を放ち、敵を無力化する手榴弾。対象はCON×5に
失敗で気絶。

周囲に電子装置を狂わせるジャミングを発生させる手榴弾。5分間電子機器
の電波妨害。 

至近距離で相手にシュッと吹きかける毒物混入の香水。対象はPOT6に対
し、CON抵抗ロールを失敗するとダメージ6で気絶。成功すればダメー
ジ3。＜隠す＞+15％。

万年筆に偽装した毒物を注入するペン。突き刺して使用する。対象は万年筆に偽装した毒物を注入するペン。突き刺して使用する。対象は
POT10に対し、CON抵抗ロールを失敗するとダメージ10で気絶。成功
すればダメージ4。＜隠す＞+15％。参考作品：007、キングスマン

口にくわえて強く吹くことで、先端から麻酔ガスが噴出するタバコ。対象
はCON×5に失敗で気絶。＜隠す＞+15％。

棒に触れた者に対し、強制的に嘔吐・下痢を誘発する非常に汚い棒。参考
作品；マイノリティ・リポート、キックアス

スタンガン

催涙スプレー

催涙手榴弾

閃光音響手榴弾

電子妨害手榴弾

危険な香水

毒毒注射ペン

タバコ型麻酔ガス銃

シックスティック

こぶし

DEX×5

投擲

投擲

投擲

DEX×5

DDEX×5

DEX×5

棍棒

ショック

スタン

スタン

ショック

特殊

POT6

PPOT10

ショック

スタン

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

詳細名称 判定 ダメージ 価値



やや れた距 で使 する 器

アイテム - 遠隔武器

りたたみ式の強 な弓。＜隠す＞+15％。トリックアローを使 するには
STR15以 が 。 期 10%。

の に 型の をつけることでダメージ+2D6。 を るこ
とでダメージPOT10。 期 10%。

げナイフ、手 剣、鋼 のカード。

ラウンド1D4の酸ダメージ。

ラウンド1D6の炎 ダメージ。

げて攻撃する 久げて攻撃する 久 30の円形の 。 げても周囲に 射し自 に っ
てくるが、技 ロールに失 すると、 ってこない。拾うのに1 ラウ
ンドを する。

げると が び出すトリッキーな 子。暗黒街のマフィアに 気。

ライターに偽 された 。＜隠す＞+15％。

げて攻撃する 久げて攻撃する 久 30の円形の 。 げても周囲に 射し自 に っ
てくるが、技 ロールに失 すると、 ってこない。拾うのに1 ラウ
ンドを する。

ゴーゴー が使 。 い鎖の に刺 きの 球が括りつけられた 器。
り回して 手にぶつけて使 する。参考作 ：キル・ビル

遠隔 縦できるブーメラン。 げる時は で し、1D遠隔 縦できるブーメラン。 げる時は で し、1D6ダメージ。
ラウンドの最後にブーメランが ってくる時にもう一 攻撃ができる。
器修 、 子工学またはコンピューターで し、1D6ダメージ。周囲

の 子を る索 ドローンとしても使 できる。

マシンガン（2D6+4マシンガン（2D6+4/ 射/150 ）、ロケットランチャー（3D6/1回
/20 ）、アローランチャー（2D6/1回/15 ）、ネットランチャー（スタ
ン/1回/5 ）、火炎 射（2D6+炎 /1回/5 ）、 ガス（1D6+ス
タン/1回/5 ）、自 機 （4D6）、 （2D6+2 /1回/5 ）
を した 機 重火器。映画「フィフス・エレメント」で 。

チューバッカが使 。 ウーキークロスボウ。見た は のクロスボチューバッカが使 。 ウーキークロスボウ。見た は のクロスボ
ウだが、磁 の を して、プラズマ・エネルギーに まれた金
の を ばす。STR15 の者が扱うと 功 が20％ ちる。 期

10%。参考作 ：スター・ウォーズ

ランボーが使 。 の弓より強く引く を するが、滑車とてこの原
を して、効 く引けるようになっている 合弓。 期 10%。参考
作 ：ランボー、ホット・ショット2

ギロチン使い が使 。 い鎖の に する がついた 子のよギロチン使い が使 。 い鎖の に する がついた 子のよ
うなギロチンボールを、 り回して 手にぶつけて使 する。参考作 ：

カンフー 空とぶギロチン

トリックアロー

マルチクロスボウ

酸

火炎

ストライクシールド

殺殺 子

ライター型

ストライクシールド

ゴーゴーボール

ドローンブーメラン

Zorg ZF-1

ボウキャスター

ココンパウンドボウ

空 ぶギロチン

弓

弓

DDEX×5

DEX×5

殊

INT×5

弓

弓弓

DEX×5

2D6+2+dbの

2D6+8

1D4+2+dbの

1D6+2

2D6+炎

1D6+1+dbの

11D4+2+dbの

4D6

1D6+1+dbの

1D10+2+db

殊

殊

2D10

22D6+1

1D10+4

C

C

D

D

C

D

DD

B

D

C

D

B

C

CC

C
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銃にパーツを装着することでメリットを得るが、自在に使いこなすため、戦闘ラウンドでのDEXに対し負荷をかける。

アイテム - カスタムパーツ

自動拳銃を騎兵銃化するコンバージョンキット。自動拳銃に装着することで＜ライフル＞技能
で判定を行う。対応モデル：1D10ダメージ以下の自動拳銃

曲がり角の先を狙う用の90度に折れ曲がる曲射銃。角の先はディスプレイで確認できる。
物陰からの＜拳銃＞判定＋50％。対応モデル：1D10ダメージ以下の自動拳銃

肉眼で見通せない暗所を、赤外線で視覚化する装置。暗所で全くペナルティを受けず使用可能。
良くも悪くも、赤いレーザーポイントで狙撃や居場所が特定される。対応モデル：特殊拳銃以
外すべて

肉眼で見通せない暗所を肉眼で見通せない暗所を、光増幅で視覚化する装置。暗所で全くペナルティを受けず使用可能。
自身の場所を悟られないが、光の全く無い暗闇では使用不可。また、強烈な光を浴びると一定
時間使用できなくなってしまう。対応モデル：特殊拳銃以外すべて

肉眼で見通せない暗所を、熱で視覚化する装置。暗所で全くペナルティを受けず使用可能。
自身の場所を悟られず、強烈な光にも強いが、暗視装置を冷却して使用するため、温度の高い
場所では十全に使用できない。対応モデル：特殊拳銃以外すべて

ライフルにショットガン機能を追加するアタッチメント。屋内突入時、ドア破壊用散弾銃とラライフルにショットガン機能を追加するアタッチメント。屋内突入時、ドア破壊用散弾銃とラ
イフル2挺分の火器を持つのが通常だが、重量や持ち替えの手間がかかる為、開発された。＜
ショットガン＞判定、弾数4、4D6ダメージの散弾銃機能追加。対応モデル：短機関銃、
PDW、突撃銃

ライフルにグレネードランチャー機能を追加するアタッチメント。＜ショットガン＞判定、
弾数1、3D10ダメージの擲弾銃機能追加。銃身の下に取り付け、トリガー位置が近いので、
装着した＜ライフル＞と同時に使用できる。対応モデル：短機関銃、PDW、突撃銃

ピストルカービンキット

CSH コーナーショット

赤外線 暗視装置

光増幅 暗視装置

熱 暗視装置

ドアブリーチング
シショットガンシステム

アドオンランチャー

-2

-3

-1

-1

-1

-2

--2

C

C

C

C

C

B

BB

詳細名称 DEX 価値



強化について
「価値」のある品物を支払うことで、任意の店舗などで武器のダメージやコスチュームの装甲を強化できる。
価値Dの品物は装甲+1、または固定ダメージ+2。価値Cの品物は装甲+2、または固定ダメージ+4。
価値Bの品物は装甲+3、または固定ダメージ+6。価値Aの品物は装甲+4、または固定ダメージ+8。
価値Sの品物は装甲+5、または固定ダメージ+10。

探索者が身に付ける装甲、および服装の全体的な方向性の指針。コスチュームは場所に合った様々なところで購
入できる。以下のリストに好みのコスチュームが存在しない場合は、数値や内容の近いものを参考にすること。

アイテム - コスチューム

軽快で動きやすく、体を疲れさせないラフでゆったりした服装。
戦いに適してはいないが、着慣れた日常的な服であるため動きやすい。

布や装飾品、または獣の皮などを主体とした、民族的や異国情緒的な服装。
装甲は全く期待できないが、体の動きを阻害しない流麗な動きが期待できる。

魔術的儀式に用いる礼装。やや厚手のローブやマントなどの服装。
若干の装甲を得られるほか、MPの消費コストを1少なくする。

古代ギリシャやパリの影響を受けた華やかな紳士淑女の貴族的な服装古代ギリシャやパリの影響を受けた華やかな紳士淑女の貴族的な服装。
形式ばった服の為、若干の動きにくさを感じさせる。

退廃的な価値観を持つ者に好まれる、黒で固められた悪魔的な服装。
ヴィクトリアン同様、形式ばった服の為、若干の動きにくさを感じさせる。

前衛芸術的で、個性とセンスに溢れるデザイン性に特化した服。
見栄え重視しのため、動きやすさを阻害するが、特定の分野の評価は高い。

西部開拓時代や荒野に生きるものが着用するカウボーイ的な服装。
野外での活動と、荒野の環境に適応しているため、活動に適している野外での活動と、荒野の環境に適応しているため、活動に適している。

軍服や職業に合わせた制服など、機能性に特化した服装。
華やかな装飾は無く、全体主義的な印象があるが、無駄も全く無い。

ナイトクラブやダンス、アウトローなどが好んで着用する服装。
エナメルをはじめとした、体にフィットした素材はとても動きやすい。

落ち着いた色合いで、厚手で機能性の高い現代的な服装。
やや重い為、機動性が若干落ちるが気にするほどではない。

華やかで機能性を持った、1華やかで機能性を持った、19世紀頃の貴族軍人的な服装。
戦争で使用されるため、厚手ではあるが、やや現代実践的とは言い難い。

戦地で戦う現代兵士の、実用的な戦闘に特化した服装。
銃弾を受けることを想定されているため、当然厚くて重い。

重装備の兵士が着込む、機動力に難がある全身を保護する服装。
STR15未満装備不可。運動・戦闘技能-5％

全身を中世騎士風の鎧で覆った、非常に防御に優れた服装。
STR1STR15未満装備不可。運動・戦闘技能-20％

全身を覆って装着する、機械・電動を用いた強化外骨格。
STR15未満装備不可。運動・戦闘技能-30％

リラックス

ボヘミアン

ファンタズマ

ヴィクトリアン

ゴス

アールデコ

ウウエスタン

ユーティリティ

ニューロマンス

モダニズム

サージェント

ミリタリー

フルアーマー

セセンチュリオン

パワードアーマー

0

0

0

-1

-1

-1

00

0

0

-1

-2

-3

-5

--6

-7

＋2

＋3

＋3

＋5

＋4

＋3

＋＋1

0

＋2

＋1

＋1

-1

-2

--3

-5

0

0

＋1

＋2

＋2

＋2

＋＋2

＋2

＋3

＋3

＋3

＋4

＋5

＋＋7

＋10

D

D

D

D

D

D

DD

D

C

C

C

B

B

BB

B
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運転＜バイク＞で判定　通常攻撃する代わりに体当たりでダメージを与えることが可能

アイテム - バイク

振動が限りなくゼロに近く、安定性は他の追従を許さないスーパースポーツバイ
ク。地上の戦闘機。参考作品：ミッションイン・ポッシブル

日本車とは比較にならない質実剛健で、厳格な乗り味を持つ魅力的なマシン。参
考作品（類似車含む）：Phantom、マトリックス リローデッド、残響のテロル、
トロン・レガシー、ばくおん！

「じゃじゃ馬」と呼ばれるほど、取り回しが難しく超軽量でハイパワーな世界最「じゃじゃ馬」と呼ばれるほど、取り回しが難しく超軽量でハイパワーな世界最
高峰のバイク。参考作品（類似車含む）：キックアス・ジャスティス・フォーエバー、
ルパン三世、ばくおん！

世界で最も美しいと評された、グラマラスな姿態と独自のメカニズムを持つバイ
ク。参考作品（類似車含む）：ワイルド・スピード EURO MISSION、未来日記、
AIR

頑丈で力強く、周囲に躍動感ある重厚なインパクトを与えるアメリカンバイク頑丈で力強く、周囲に躍動感ある重厚なインパクトを与えるアメリカンバイク。
参考作品（類似車含む）：CODE:BREAKER、ターミネーター2、団塊ボーイズ、
グライド・イン・ブルー、ルパン三世、ゴーストライダー

長いフロントフォークが特徴。型にハマらないアメリカの自由な生命力の風を感
じさせるバイク。参考作品（類似車含む）：イージー★ライダー、爆走！ヘルズ・
エンジェルス、ゴーストライダー

乗り手を不安にさせない安心と信頼のネイキッドバイク乗り手を不安にさせない安心と信頼のネイキッドバイク。参考作品（類似車含む）：
ワイルド7、ホットロード、ばくおん！、バリバリ伝説、赤い季節 、ナイトライ
ダーズ

先進の技術とデザインが融合するスポーツライディングマシン。「ファイヤーブ
レード」とも呼ばれる。参考作品（類似車含む）：ばくおん！、電脳コイル、ト
ルク

驚異の燃費で世界一売れたバイク。時代を超えて世界中で愛されている。参考作驚異の燃費で世界一売れたバイク。時代を超えて世界中で愛されている。参考作
品（類似車含む）：ばくおん！、血界戦線、ロボティクス・ノーツ、女王陛下の
ダイナマイト

レーサーレプリカのカッコいいデザインを持ち、扱いやすいことで、若者に人気
のモデル。参考作品（類似車含む）：未来日記、ばくおん！

圧倒的なパワーだがしなやかに軽い、鋭い目つきをした猛獣のようなネイキッド圧倒的なパワーだがしなやかに軽い、鋭い目つきをした猛獣のようなネイキッド
バイク。参考作品（類似車含む）：マッドマックス、赤い季節 、とある科学の超
電磁砲、ワイルド7

スズキの存続をかけて生み出されたバイク。シャープな吹け上がりと軽量な車体
の絶妙なバランスが魅力。参考作品（類似車含む）：トリアージX、湘南爆走族

ギネス記録に登録されている、公道走行可能な世界最速のアルティメットスポーギネス記録に登録されている、公道走行可能な世界最速のアルティメットスポー
ツバイク。参考作品（類似車含む）：ブラック・レイン 、キリン、ワイルド7、
ばくおん！

砂漠や荒れた道をものともせず、屈託のない自由と束縛からの脱出の精神を呼び
覚ますバイク。参考作品（類似車含む）：大脱走、ジュラシック・ワールド、乱
暴者(あばれもの)、ミッション・インポッシブル、ソルト、トルク

スズメバチを意味する、オシャレで美しいデザインを持つ超高級なバイク。参考スズメバチを意味する、オシャレで美しいデザインを持つ超高級なバイク。参考
作品（類似車含む）：ローマの休日、さらば青春の光、トランスフォーマー、ラスト・
ターゲット、恋のロックバルーン、RIDEBACK、戯言シリーズ

圧倒的存在感とパワーを誇るカテゴリ不要のモンスターバイク。参考作品（類似
車含む）：ワイルド7、天上天下、Fate/zero、デュラララ、仮面ライダークウガ、
スプリガン、ゴーストライダー2

軽量な車体、猫足と呼ばれるサスペンション。最

BMW
S1000RR

ドゥカティ
1098

ドゥカティ
パニガーレ

ドドゥカティ
モンスター

ハーレーダビッドソン
FLSTF ファットボーイ

ハーレーダビッドソン
デンバー・チョッパー

ホンダ CB400
SSUPER FOUR

ホンダ CBR 
1000RR

ホンダ
スーパーカブ

カワサキ
ニンジャ250

カカワサキ
Z1

スズキ
GS400

スズキ
GSX1300R＜隼＞

トライアンフ
ススクランブラー

ベスパ125

ヤマハ

条件：運転＜バイク＞30％以上
補正：運転＜バイク＞+20％
耐久力：19／ダメージ：4D6

条件：運転＜バイク＞30％以上
補正：運転＜バイク＞-10％
耐久力：17／ダメージ：4D6

条条件：運転＜バイク＞20％以上
補正：なし
耐久力：17／ダメージ：3D6

条件：運転＜バイク＞40％以上
補正：なし
耐久力：18／ダメージ：3D6

条件：運転＜バイク＞50％以上
補補正：運転＜バイク＞+20％
耐久力：33／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞50％以上
補正：運転＜バイク＞+10％
耐久力：30／ダメージ：3D6

条件：運転＜バイク＞1％以上
補正：運転＜バイク＞+20％
耐耐久力：19／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞30％以上
補正：なし
耐久力：20／ダメージ：4D6

条件：運転＜バイク＞1％以上
補正：運転＜バイク＞+30％
耐久力：9／ダメージ：1D6

条条件：運転＜バイク＞10％以上
補正：運転＜バイク＞+20％
耐久力：17／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞20％以上
補正：なし
耐久力：16／ダメージ：3D6

条件：運転＜バイク＞10％以上
補補正：運転＜バイク＞+20％
耐久力：16／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞40％以上
補正：運転＜バイク＞-10％
耐久力：26／ダメージ：5D6

条件：運転＜バイク＞20％以上
補正：運転＜バイク＞+10％
耐耐久力：20／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞1％以上
補正：運転＜バイク＞+30％
耐久力：12／ダメージ：1D6

条件：運転＜バイク＞60％以上
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B
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アイテム - バイク

圧倒的存在感とパワーを誇るカテゴリ不要のモンスターバイク。参考作品（類似
車含む）：ワイルド7、天上天下、Fate/zero、デュラララ、仮面ライダークウガ、
スプリガン、ゴーストライダー2

軽量な車体、猫足と呼ばれるサスペンション。最大182馬力もの出力を誇るヤマ
ハのフラッグシップモデル。参考作品：トルク

1000cc以下のオートバイの地上最速記録保持者バート・マンローの1920年型
カスタムバイク。参考作品：世界最速のインディアン

ピーキー過ぎてお前にゃ無理だよ。参考作品：AKIRAピーキー過ぎてお前にゃ無理だよ。参考作品：AKIRA

同じ構成は2つとないカスタムメイド。性能の高さと品質からオートバイのロー
ルスロイスと呼ばれ、サイドカー付きのタイプでは、世界速度記録を樹立してい
る。参考作品：キノの旅、ストライクウィッチーズ

近未来的なデザインをした次世代オートマチックモーターサイクル。ギヤチェン
ジ不要の簡単操作で、リラックスした走行も楽しめる。

怪物かつグラマラスで怪物かつグラマラスで、映画に登場するようなボリュームある外見のバイクだが、
軽量化と低シート化により安定性が実現されている。世界でわずか25台。

ハーレーを源流とする日本の帝国陸軍に使用されたバイク。独特の構造を持つた
め貴重な品ではあるが、それと同時に扱いにくく、壊さないように乗るのが難し
い。

大胆でアグレッシブな艶消し塗装のオレンジが特徴的。車体が軽量で乗りやすく、
ウイリーやドリフトなど、エクストリームスポーツで非常に好まれる。

ヤマハ
V-MAX

ヤマハ
YZF-R1

インディアン
スカウト・カスタム

金田金田バイク

ブラフ・シュー
ペリア SS100

スズキ 
G－STRIDER

ホンダ 
ワルキューレ 龍神

陸陸王

KTM RC8

条件：運転＜バイク＞60％以上
補正：運転＜バイク＞-10％
耐久力：33／ダメージ：5D6

条件：運転＜バイク＞40％以上
補正：運転＜バイク＞-20％
耐久力：17／ダメージ：4D6

条条件：運転＜バイク＞70％以上
補正：運転＜バイク＞-30％
耐久力：9／ダメージ：6D6

条件：運転＜バイク＞99％以上
補正：運転＜バイク＞-99%
耐久力：15／ダメージ：7D6

条件：運転＜バイク＞20％以上
補補正：運転＜バイク＞+10％
耐久力：8／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞20％以上
補正：運転＜バイク＞+60％
耐久力：30／ダメージ：4D6

条件：運転＜バイク＞50％以上
補正：運転＜バイク＞+20％
耐耐久力：28／ダメージ：6D6

条件：運転＜バイク＞70％以上
補正：運転＜バイク＞-20％
耐久力：16／ダメージ：2D6

条件：運転＜バイク＞40％以上
補正：なし
耐久力：18／ダメージ：3D6
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S

B
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詳細名称 性能 価値
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運転＜自動車＞で判定　通常攻撃する代わりに体当たりでダメージを与えることが可能

アイテム - 車

白黒ツートンのシックなカラーリングが特徴的な小型のスポーツクーペ。俗称ハ
チロク。発売から30年経った今でも強い人気がある。参考作品：頭文字D

国産スポーツセダンの先駆けとして昭和57年デビュー。エンジンパワーに対し、
トランスミッションが壊れやすい。参考作品：西部警察

2シーターの環境性能を追求したスポーツカー。ピーキーで扱いにくい玄人向けの
車。オープンカーだが、強い剛性と運動性を持つ。参考作品：ワイルドスピード

セブンという愛称で呼ばれるスポーツカー。バブル期のスポーツカーブームにセブンという愛称で呼ばれるスポーツカー。バブル期のスポーツカーブームに、
モータースポーツやドリフト等で盛んに使用された。参考作品：ワイルドスピー
ド、サマーウォーズ

通称ランエボ。ハイパワーターボエンジンを搭載したスポーツカー。かなり人気
が高いため、車両盗難の被害が高い。参考作品：ワイルドスピード

1970年代を中心に生産された三菱ふそうの大型トラック。トラック野郎御用達
デコトラ。参考作品：トラック野郎 御意見無用

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で一躍有名となったカルトカー「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で一躍有名となったカルトカー。「DMC-12
」はDMC社唯一のモデル。デフォルトで時間を移動する機能はない。参考作品：
バック・トゥ・ザ・フューチャー

ゼネラルモーターズが生産したポニーカーの最上級グレード車。高出力なエンジ
ンとスポーティーな足回りを備える。参考作品（類似車含む）：トランザム
7000、ナイトライダー、ブルーサンダー、パニッシャー

古フランス語で友人を意味するレトロなデザインのモダンマッスルカー。参考作古フランス語で友人を意味するレトロなデザインのモダンマッスルカー。参考作
品（類似車含む）：トランスフォーマー、キャノンボール、シン・シティ

トラック野郎永遠の憧れ アメリカの巨大トラック。通称ビッグリグ(BigRig)。
参考作品：トランスフォーマー、激突

世界のセレブを虜にした唯一無二のKING of SUV。湾岸戦争で活躍した軍用車
両ハンヴィーのイメージを持つ。参考作品：トランスフォーマー、ベター・コール・
ソウル

シャークノーズと呼ばれるデザインをモチーフとしたミッドシップスポーツシャークノーズと呼ばれるデザインをモチーフとしたミッドシップスポーツ
カー。参考作品（類似車含む）：カーズ、キャノンボール、マイアミバイス、バッ
ドボーイズ2バッド、シン・シティ

多くの人が想像するスーパーカーのイメージの代表車。歴史に残るスーパーカー。
「カウンタック」はイタリア南部の方言で「驚き」を意味する。参考作品（類似
車含む）：キャノンボール、ロッキー4

チンクェチェントとも呼ばれチンクェチェントとも呼ばれる2人乗りの超小型車。小柄なボディと小さなエン
ジンで機敏に走り回る。参考作品（類似車含む）：ルパン三世 カリオストロの城、
ローマの休日

ミドルサイズセダン。デザインがとても優美で、世界一美しいフォーマルクーペ
とも称される。参考作品：TAXi

究極のダークサイド、アストンマーティン史上最高最速の車種。かなり重量があ究極のダークサイド、アストンマーティン史上最高最速の車種。かなり重量があ
るが、ハイパワーエンジンのおかげでそれを感じさせない俊足を誇る。参考作品
（類似車含む）：007 ダイ・アナザー・デイ、キャノン・ボール

一代限りで生産が終了された、最高級のロードスター。右ハンドル仕様が無いた
め、左側通行のイギリスで左ハンドルのまま販売された。参考作品：007 ワール
ド・イズ・ノット・イナフ

生産台数はなん

トヨタ 
スプリンタートレノ

日産 スカイライン
HT 2000

ホンダ
S2000

ママツダ
RX-7

三菱 ランサー 
エボリューション

三菱 ふそう 
T951型

DMC デロリアン
DMDMC-12

ポンティアック 
ファイヤーバード トランザム

シボレー
カマロ SS

ピータービルト

ハマー H2

フフェラーリ 
F430

ランボルギーニ
カウンタック

フィアット 500

プジョー 406
クーペ

条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：9／ダメージ：2D6

条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：11／ダメージ：3D6

条条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：12／ダメージ：3D6

条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：運転＜自動車＞+20％
耐久力：12／ダメージ：3D6

条件：運転＜自動車＞20％以上
補補正：運転＜自動車＞+20％
耐久力：15／ダメージ：3D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：30／ダメージ：6D6

条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：なし
耐耐久力：12／ダメージ：3D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞-20％
耐久力：16／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞-10％
耐久力：17／ダメージ：5D6

条条件：運転＜自動車＞50％以上
補正：なし
耐久力：40／ダメージ：6D6

条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞+20％
耐久力：29／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補補正：運転＜自動車＞-10％
耐久力：14／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞-20％
耐久力：10／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞1％以上
補正：運転＜自動車＞+30％
耐耐久力：5／ダメージ：2D6

条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：15／ダメージ：3D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
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B

B

B

B

AA

B

A

A

B

A

A

CC
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アイテム - 車

究極のダークサイド、アストンマーティン史上最高最速の車種。かなり重量があ
るが、ハイパワーエンジンのおかげでそれを感じさせない俊足を誇る。参考作品
（類似車含む）：007 ダイ・アナザー・デイ、キャノン・ボール

一代限りで生産が終了された、最高級のロードスター。右ハンドル仕様が無いた
め、左側通行のイギリスで左ハンドルのまま販売された。参考作品：007 ワール
ド・イズ・ノット・イナフ

生産台数はなん生産台数はなんと2,000万台以上の記録を残した伝説の大衆車。「カブトムシ」
の通称でも知られる。参考作品：ラブ・バッグ

フォルクスワーゲンには劣るが歴史に残る大衆車。参考作品：ミニミニ大作戦、
ピクセル

クーペ型のスポーツカー。随所にレースカーのテクノロジーが組み込まれている。
参考作品（類似車含む）：アイアンマン、トランスフォーマー、トランスポーター2

宇宙ロケットのようなスタイリングとカラフルが特徴的なオープンカー。ハリ宇宙ロケットのようなスタイリングとカラフルが特徴的なオープンカー。ハリ
ウッドスターも多く乗り1970年代に隆盛を極めた。アメリカと富を象徴する高
級車。参考作品：キャデラック 俺たちの1,000マイル、ピンク・キャデラック

ウォークスルーバン（商用車）、またはトラック。広いスペース、高い操縦安定性、
乗り心地の良さから、商用以外にも、貨客兼用、救急車としても使用される。参
考作品：シェフ 三ツ星フードトラック始めました

悪路に強いジープの中でも悪路に強いジープの中でも、内外装に木目をあしらった渋さが人気の往年の名車。
30年間姿を変えず信頼のモデルだが、非常に力強いパワーを持つ反面燃費が悪い。
参考作品：パラドクス

イタリアのデトロイト、トリノ市の乗用車。基本は大衆車だが、コブラジェット
エンジン搭載のスポーツモデルやレースカーとしても評価が高い。参考作品：グ
ラン・トリノ、スタスキー&ハッチ、ワイルド・スピード MAX

車が始動する時の音にちなんで名づけられた、ビンテージレースカー。廃車として捨てられて車が始動する時の音にちなんで名づけられた、ビンテージレースカー。廃車として捨てられて
いたものを、夢見る発明家が修理した。この車はドリームランドに、そのままの状態で持ち込
むことができ、そこでは海を渡り、空を飛ぶ能力を得る。参考作品：チキ・チキ・バン・バン

アストンマーティン
ヴァンキッシュ

BMW Z8

フォルクスワーゲン
ビートル

ミニ クーパー

アアウディ R8

キャデラック 
62

グラマン オルソン
カーブマスター

ジープ
グランドワゴニア

フフォード 
グラン・トリノ

パラゴン・
パンサー

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞-10％
耐久力：18／ダメージ：5D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞-10％
耐久力：16／ダメージ：4D6

条条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：7／ダメージ：2D6

条件：運転＜自動車＞20％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：7／ダメージ：2D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補補正：なし
耐久力：15／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：10／ダメージ：2D6

条件：運転＜自動車＞10％以上
補正：運転＜自動車＞+40％
耐耐久力：25／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞40％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：22／ダメージ：4D6

条件：運転＜自動車＞30％以上
補正：運転＜自動車＞+10％
耐久力：12／ダメージ：3D6

条条件：運転＜自動車＞60％以上
補正：運転＜自動車＞-10％
耐久力：10／ダメージ：3D6

A

A

C

C

B

B

BB

A

B

A

詳細名称 性能 価値



操縦や攻撃は<重機械操作>で判定。本書の世界の軍用車の運用管理の大半は米軍が担っている。戦車は特殊な
状況を除き、探索者が私有できるものではない。これらは非常に価値の高いものであるため、物々交換で手に入
れるものではない。何らかのシナリオの過程、またはその報酬として「ランク」を参考に探索者に与えられるべきだ。

アイテム - 軍用車

高機動
多用途
装輪車両
ハンヴィー

M3
ハーフトラック

ククーガー
戦闘工兵車

ドラグーン
偵察戦闘車

LVT 
水陸両用
トラクター

MM18 
駆逐戦車 
ヘルキャット

M113 
装甲兵員
輸送車

M551 
空空挺戦車 
シェリダン

M2 歩兵戦闘
車 ブラッド
レー
M8 自走榴弾
砲 スコット
MM3 軽戦車 
スチュアート

D

D

D

D

D

C

CC

C

C

名称 ランク
69

74

76

77

79

77

772

79

80

SIZ
9

10

11

10

11

11

110

11

12

CON
35

37

37

38

40

39

336

39

40

STR
13

7

11

12

3

13

66

7

7

DEX
34

39

40

42

44

43

337

44

45

耐久
5D6

6D6

6D6

6D6

6D6

6D6

66D6

6D6

6D6

DB
2

2

2

2

3

3

44

5

6

装甲
6

13

6

9

36

5

113

4

10

乗員
－

ブローニング
M2重機関銃
2D10+4

自動無人機関銃 
CROWS
2D6+42D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

M240機関銃
2D6+4
 
ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

M5 3インチ砲
10D6

ブローニングM2
重機関銃
2D10+42D10+4

ガンランチャー
9D6

30mm機関砲
対戦車ミサイル 
TOW

M116 75mM116 75mm榴
弾砲

M3 37mm砲

M1897 75mm
野砲

M1897 75mm
野砲

M1897 75mm

主武装
－

ブローニング
M1919重機関銃
2D10+4

－

－

ブローニングブローニング
M1919重機関銃
2D10+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

－

ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

M73機関銃
2D6+4

M240機関銃

ブローニンブローニングM2
重機関銃

ブローニング
M1919重機関銃

ブローニングM2
重機関銃
ブローニング

副武装
米軍軍用車両の総称。ミサイルや機銃、対
空迎撃、ウインチ、発煙弾、兵隊輸送など、
ありとあらゆる場所で、状況に合わせた実
に多様な活躍をしている。参考作品：バイ
オハザード: ヴェンデッタ、アメリカン・
スナイパー、宇宙戦争

前輪はタイヤ、後輪はキャタピラの米軍軍前輪はタイヤ、後輪はキャタピラの米軍軍
用トラック。M3以外にもM2、M5、M9
をはじめ、状況に合わせた多様なバリエー
ションが存在する。参考作品：ロンメル軍
団を叩け、戦略大作戦、パットン大戦車軍
団

地雷をはじめとした爆発物に対応するため地雷をはじめとした爆発物に対応するため
の四輪駆動の装甲車。下部からの爆風を受
け流す。300回もの即席爆発物の爆風を受
けても死者0という実績を誇る。参考作品：
ダイバージェント、G.I.ジョー、エージェ
ント・オブ・シールド

カモフラージュのペイントが施された装甲カモフラージュのペイントが施された装甲
車、および兵隊輸送車。敵から隠れて偵察
する隠密偵察と、武装を見せつける威力偵
察などの用途をされる。参考作品：ロボコッ
プ2、ロボコップ3

河川や海上、湿地や沼地などででの物資や河川や海上、湿地や沼地などででの物資や
人員輸送を目的とした水陸両用車。開発当
初、戦闘は主目的ではなかったため、装甲
はそこまで強くない。参考作品：ザ・パシ
フィック

薄い装甲と軽量のため、第二次大戦で最速薄い装甲と軽量のため、第二次大戦で最速
を誇った対戦車駆逐車。急行、待ち伏せに
優れ、ヘルキャットの名の通り、高速なヒッ
ト・エンド・ラン戦法を得意とする。完成
度が高いが、戦車としては装甲は紙。参考
作品：亀も空を飛ぶ、戦火のかなた

ブラッドレーより安価な兵員輸送車。あるブラッドレーより安価な兵員輸送車。ある
程度の浮力を持つが、反面装甲が劣り、火
力も無いため、ブラッドレーを買えない国
で使用された。別名、戦場のタクシー。参
考作品：戦場でワルツを、アメリカン・ス
ナイパー、プラトーン

空挺の名のとおり、ヘリ輸送でパラシュー空挺の名のとおり、ヘリ輸送でパラシュー
ト降下できる軽めの戦車。しかし、投入さ
れたベトナム戦争で、空挺も活かせず、装
甲は紙、湿気で故障が相次ぐなどの不遇を
辿った。参考作品：GODZILLA、ダイ・ハー
ド3、ランボー3/怒りのアフガン

車内に歩兵を乗せることができる装甲戦闘車内に歩兵を乗せることができる装甲戦闘
車量。トラックでは進めない不整地や、歩
兵への被害を減らすため、各国に遅れるか
たちで開発された。参考作品：トリプルX 
ネクスト・レベル、トランスフォーマー/
リベンジ、アパッチ

大砲や榴弾を発射するための、自走できる

詳細
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アイテム - 軍用車

M2 
歩兵戦闘車 
ブラッドレー

M8 
自走榴弾砲 
スコット

MM3 
軽戦車 
スチュアート

M24 
軽戦車 
チャーフィー

M3 
中中戦車 
リー

M4 
中戦車 
シャーマン

M41 
軽戦車 
ウウォーカー・
ブルドッグ

LAV-25 
水陸両用
歩兵戦闘車

M26 
重戦車 
パパーシング

C

C

C

B

B

B

BB

B

B

名称 ランク
80

74

72

75

79

76

883

77

84

89

SIZ
12

11

10

11

12

12

111

10

13

14

CON
40

37

36

38

40

38

441

39

42

44

STR
7

6

11

6

4

4

77

10

4

DEX
45

39

37

41

45

42

448

42

51

耐久
6D6

6D6

6D6

6D6

6D6

6D6

77D6

6D6

7D6

DB
6

7

9

10

12

13

113

17

18

装甲
10

4

4

5

6

5

44

9

5

乗員
30mm機関砲
3D6

対戦車ミサイル 
TOW
6D6

M116 75mm
榴弾砲榴弾砲
8D6

M3 37mm砲
4D6

M1897 75mm
野砲
8D6

M1897 75mmM1897 75mm
野砲
8D6

M1897 75mm
野砲
8D6

660口径 76.2mm
戦車砲
8D6

30mm機関砲
3D6

90mm戦車砲
10D6

90m90mm戦車砲
10D6

90mm戦車砲
10D6

主武装
M240機関銃
2D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニングブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニングブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

M3 37mm砲
4D6

ブローニング
M1919重機関銃
2D6+42D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

M240機関銃
2D6+42D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニング

副武装
車内に歩兵を乗せることができる装甲戦闘
車量。トラックでは進めない不整地や、歩
兵への被害を減らすため、各国に遅れるか
たちで開発された。参考作品：トリプルX 
ネクスト・レベル、トランスフォーマー/
リベンジ、アパッチ

大砲や榴弾を発射するための、自走できる大砲や榴弾を発射するための、自走できる
車両。戦争が進むにつれて大砲が大型化し、
馬車や自動車では運べず、時間も掛かるた
め、自走砲が開発された。イタリア、西部、
太平洋など様々な場所で活躍した。参考作
品：特攻野郎Aチーム THE MOVIE

第二次大戦前に開発された優れた戦車を第二次大戦前に開発された優れた戦車を
ベースに、強化開発された戦車。技術も未
熟で、問題点もあったが、戦争が進む中で、
様々な改良を行い、後の戦車に貢献した。
参考作品：特攻大作戦、ウインドトーカーズ、
トランスフォーマー/リベンジ

M3 軽戦車 スチュアートの上位互換更新機M3 軽戦車 スチュアートの上位互換更新機。
装甲はさほど変わらないが、避弾に優れ、
火力もアップして第二次大戦から西側諸国
に長く使用された。欠点は従来の米軍戦車
らしくないため誤射があったこと。参考作
品：バルジ大作戦、特攻野郎Aチーム 
THE MOVIE、パットン大戦車軍団

ドイツの優れドイツの優れたIII号戦車などに対抗するた
め開発された。火力アップのため大型砲塔
を取り付けたかったが、経験不足のため、
車体右前にテスト砲塔をくっつける奇妙な
形となっている。参考作品：ガールズ＆パ
ンツァー、ホワイトタイガー ナチス極秘戦
車・宿命の砲火、1941

第二次大戦に大量生産され主力として活躍第二次大戦に大量生産され主力として活躍
した戦車。優秀なドイツ戦車に対し、物量
で対抗した。ロケットランチャーや高火力
砲塔、水陸両用など、かなりのバリエーショ
ンが存在する。参考作品：遠すぎた橋、フュー
リー、戦略大作戦

M24 軽戦車 チャーフィーの上位互換更新M24 軽戦車 チャーフィーの上位互換更新
機。M551 空挺戦車 シェリダンが登場する
まで、主力偵察機としても活躍した。現在
でも近代化改修が施され、多くの国で使用
されている。参考作品：パットン大戦車軍団、
マーズ・アタック!、フルメタル・ジャケッ
ト

部隊の機動力を高めるために開発された部隊の機動力を高めるために開発された、
海兵隊の水陸両用の8輪式歩兵戦闘車。水
上走行可能だが、波が立っていない時に限
る。参考作品：アップルシード アルファ、
ガールズ＆パンツァー、インデペンデンス・
デイ

ドイツの主力戦車ティーガーに対抗するたドイツの主力戦車ティーガーに対抗するた
め、M4 中戦車 シャーマンの後継機として
開発された重戦車。しかし、ティーガーII
という怪物の発覚や、足回りの悪さを考慮
し、パットンシリーズの開発へと至る。参
考作品：ウディ・アレンのザ・フロント、パー
ル・ハーバー、黒い蠍

M26 重戦車 パーシングの足回り改善にM26 重戦車 パーシングの足回り改善に
よって開発されたパットンシリーズ。アー
ノルド・シュワルツェネッガーが陸軍戦車
兵時代に搭乗し、走行可能な状態にレスト
アして私有している。参考作品：バルジ大
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アイテム - 軍用車

M47
パットン

M48
パットン

M60
パットン

MMBT-70

M1 
エイブラムス

B

B

A

A

S

名称 ランク
89

89

90

90

84

SIZ
14

14

14

14

15

CON
44

44

45

45

42

STR
5

5

5

7

7

DEX
55

56

58

57

52

耐久
8D6

8D6

7D6

7D6

7D6

DB
18

19

30

35

50

装甲
5

4

4

3

4

乗員
90mm戦車砲
10D6

90mm戦車砲
10D6

ガンランチャー
9D6

ガンランチャーガンランチャー
9D6

ロイヤル・
オードナンス L7
12D6

主武装
ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニング
M1919重機関銃
2D6+4

ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

M73機関銃
2D6+4

M85機関銃
2D10+4

M7M73機関銃
2D6+4

対空機関砲
システム VADS
2D6+4

M73機関銃
2D6+4

ブローニンブローニングM2
重機関銃
2D10+4

M240機関銃
2D6+4

自動無人機関銃 
CROWS
2D6+42D6+4

副武装
M26 重戦車 パーシングの足回り改善に
よって開発されたパットンシリーズ。アー
ノルド・シュワルツェネッガーが陸軍戦車
兵時代に搭乗し、走行可能な状態にレスト
アして私有している。参考作品：バルジ大
作戦、戦争と友情

主にベトナム戦争で使用され主にベトナム戦争で使用されたM47パット
ンの後継機。冷戦下で西側諸国に提供され
バリエーションや派生多く、火炎放射が使
用された最後の戦車でもある。参考作品：
パットン大戦車軍団、タップス、野性の証
明

戦後第二世代の戦車にして、M4戦後第二世代の戦車にして、M48を上回る
攻撃力の高さ、燃費の良さが向上した、パッ
トンシリーズの最終形態。現在、第三世代
の主力戦車が多い中、まだまだ現役を譲ら
ない性能の高さを誇る。参考作品：ウォー
キング・デッド、トランスフォーマー、ブラッ
クホーク・ダウン

現在の主力戦車に影響を与えた、アメリカ現在の主力戦車に影響を与えた、アメリカ
と西ドイツ共同開発の2.5世代戦車。ソ連
に対抗するため開発され、加速度、巡航度、
回避能力など多くの面で、従来の主力戦車
より優れた。

MBT-7MBT-70を経てアメリカで開発した第三世
代の戦車。GPS、赤外線、防護・地雷処理
システムなどを搭載し、複合装甲で強度も
格段に向上。主砲の威力も凄まじく、至近
砲撃で建物を粉々にしてしまうほど。参考
作品：GODZILLA ゴジラ、アメリカン・
スナイパー、クローバーフィールド
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操縦や攻撃は<操縦>で判定。本書の世界の飛行機の運用管理の大半は米軍が担い、製造は「ヒューズ・エアクラフト」が大
半を担っている。戦闘機は特殊な状況を除き、探索者が私有できるものではない。これらは非常に価値の高いものであるため、物々
交換で手に入れるものではない。何らかのシナリオの過程、またはその報酬として「ランク」を参考に探索者に与えられるべきだ。

アイテム - 飛行機

ベル・
ヘリコプター 
AH-1 コブラ

ヒューズ・
エアクラフト 
AH-64 アパッチ

ボボーイング・
ヘリコプターズ 
CH-47 チヌーク

シコルスキー・
エアクラフト 
MH-53 
ペイブロウ

ヒヒューズ・
ヘリコプターズ 
OH-6 カイユース

ベル・
エアクラフト 
UH-1 イロコイ

シコルスキー・
エエアクラフト 
UH-60 
ブラックホーク

ボーイング・
バートル 
V-107 
シーナイト

シシコルスキー・
エアクラフト 
シコルスキー 
S-55

ベル・ヘリコプ
ター ベル47

カカーチス・ライト 
P-40 ウォーホー
ク

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

D

名称 ランク
78

83

96

94

77

80

882

89

75

72

SIZ
16

17

19

18

16

16

117

18

16

15

CON
35

36

30

24

28

23

229

25

18

16

DEX
31

33

38

37

31

32

333

35

30

29

耐久
1

3

3

3

1

2

33

2

1

1

装甲
2

2

35

39

4

4

22

28

12

2

乗員
M134 ミニガン
2D6+4

M129グレネー
ドランチャー
3D10

M230機関砲
3D63D6

－

－

－

－

M240機関銃
2D6+4

－－

－

－

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニン

主武装
爆:噴

誘:地

－

－

－

－

誘:誘:地

－

－

－

副武装
攻撃ヘリコプター。世界初の実用攻撃ヘリコプター。
ベトナム戦争で、ヘリを用いて敵地に派兵する戦術
が必要とされたため、被弾面積が小さく、高火力の
ヘリが必要とされた。参考作品：ゴジラシリーズ、
パトレイバー 首都決戦、アパッチ

攻撃ヘリコプター。ソ連戦車隊に対抗するために作攻撃ヘリコプター。ソ連戦車隊に対抗するために作
られた対地ミサイルを搭載する重装備・重装甲のヘ
リ。空飛ぶ対戦車砲戦車。愛称はインディアンのア
パッチ族に由来する。参考作品：シン・ゴジラ、仮
面ライダーW、アパッチ

大型輸送ヘリコプター。ベトナム戦争で大量投入さ大型輸送ヘリコプター。ベトナム戦争で大量投入さ
れ、優秀さを証明した、タンデムローター式の大型
輸送用ヘリコプター。災害派遣でも活躍し、民間人
が搭乗するケースもある。参考作品：オール・ユー・
ニード・イズ・キル、シン・ゴジラ、パシフィック・
リム

大型輸送ヘリコプター。長距離かつ迅速な戦闘捜索大型輸送ヘリコプター。長距離かつ迅速な戦闘捜索
救難用のヘリ。夜間と全天候下での人員救出装置を
搭載している。統合デジタル電子機器の採用によっ
て信頼度が高い。参考作品：ジャッカル、トランス
フォーマー、パシフィック・リム

観測ヘリコプター。非常に小観測ヘリコプター。非常に小型・軽量なヘリコプター
で、軽快な運動性が特徴。敵に発見されにくく、偵
察機や隠密の輸送機などに用いられている。参考作
品：アウトブレイク、ブルーサンダー、ゴジラシリー
ズ

汎用ヘリコプター。軽いものの輸送する性能を持ち汎用ヘリコプター。軽いものの輸送する性能を持ち、
飛行性能の高さが優れているところから、医療チー
ムの派遣や、負傷者の搬送を主に使用されている。
参考作品：007 リビング・デイライツ、アメリカン・
スナイパー、キングコング: 髑髏島の巨神

汎用ヘリコプター。ベトナム戦争で活躍し汎用ヘリコプター。ベトナム戦争で活躍したUH-1 
イロコイの上位互換機。パワー不足、装甲の弱さ、
攻撃性などを改善し、汎用度も高く向上している。
散布地雷（投下して使用、4D6ダメージ）。参考作品：
ブラックホーク・ダウン、ゼロ・ダーク・サーティ、
ホワイトハウス・ダウン

汎用汎用、輸送、掃海、救難ヘリコプター。タンデムロー
ター式の大型輸送ヘリコプター。客室の騒音軽減、
完全密閉による水上での有効運用、貨物の積み下ろ
しが容易などが利点。参考作品：007は二度死ぬ、
BEST GUY、ゴジラシリーズ

輸送ヘリコプター。ヘリコプターの有用性を実証す輸送ヘリコプター。ヘリコプターの有用性を実証す
る先駆者的な業績を残したベストセラー機体。輸送
ヘリコプターとして軍民共に世界各国で採用された。
参考作品：昭和ガメラ、昭和ゴジラシリーズ

多目的軽ヘリコプター。丸いボディが特徴的な民間
用ヘリコプター。参考作品：GODZILLA ゴジラ、
網走番外地 北海篇、科学戦隊ダイナマン

第1第1世代 戦闘機、戦闘援助機。第二次大戦に活躍し
た機体。特別優れた点があるわけではないが、壊れ
にくく乗りやすいため、劣勢時に戦い抜き貢献した。
参考作品：スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥ
モロー、トラ・トラ・トラ!、パール・ハーバー

第1

詳細
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アイテム - 飛行機

ベル・
ヘリコプター 
ベル47

カーチス・ライト 
P-40 
ウォーホーク

ノノースアメリカン 
P-51 マスタング

ノースアメリカン 
F-100 
スーパーセイバー

ロッキード F-104 
スターファイター

ママクドネル・
エアクラフト 
F-4 ファントムII

ノースロップ F-5

ノースロップ・
グラマン F-14 
トムキャット

ジジェネラル・
ダイナミクスF-16 
ファイティング・
ファルコン

マクドネル・
ダグラス 
F-15E 
スストライクイーグル

マクドネル・
ダグラス 
F/A-18E/F 
スーパーホーネット

ロッキード・マー

D

D

D

C

C

B

BB

A

A

S

S

名称 ランク
72

83

83

89

85

93

884

92

86

95

94

SIZ
15

17

17

118

17

18

117

18

17

19

18

CON
16

56

76

139

269

237

1174

189

163

242

129

DEX
29

33

33

69

34

37

333

36

34

38

37

耐久
1

1

1

1

1

2

22

2

2

3

3

装甲
2

1

1

1

1

2

11

2

1

1

1

乗員
－

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+42D10+4

ポンティアック 
M39
3D10+1D8+10

M61 バルカン
3D6+4

M61 バルカン
3D6+43D6+4

ポンティアック 
M39
3D10+1D8+10

M61 バルカン
3D6+4

M61 バルカン
3D6+43D6+4

M61 バルカン
3D6+4

M61 バルカン
3D6+4

M61 バルカン
3D6+4

主武装
－

爆:落

爆:落

誘:空
爆:落/核

誘:空
爆:落/爆:落/噴

誘:空/地/艦
爆:落/噴/群
/路/核

誘:空
爆:爆/爆

誘:空
爆:落/誘/爆:落/誘/噴
/群/路

誘:空/地/艦
爆:落/誘/噴
/群

誘:空
爆:落/誘/爆:落/誘/焼
/群

誘:レ/空/地
爆:落/噴/群
/核

副武装
多目的軽ヘリコプター。丸いボディが特徴的な民間
用ヘリコプター。参考作品：GODZILLA ゴジラ、
網走番外地 北海篇、科学戦隊ダイナマン

第1第1世代 戦闘機、戦闘援助機。第二次大戦に活躍し
た機体。特別優れた点があるわけではないが、壊れ
にくく乗りやすいため、劣勢時に戦い抜き貢献した。
参考作品：スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥ
モロー、トラ・トラ・トラ!、パール・ハーバー

第1第1世代 戦闘機、戦闘爆撃機、対地攻撃機。第二次
大戦最優秀の戦闘機。戦闘機に必要な機能を一通り
取り揃え、かつバランスが良い。参考作品：キング
コング: 髑髏島の巨神、フューリー、プライベート・
ライアン

第2第2世代 制空戦闘機、戦闘爆撃機。世界初の実用超
音速ジェット戦闘機。しかし、後継機が続々登場し
たため、この機体はベトナム戦争初期から中期まで
しか活躍の場がなかった。参考作品：007は二度死ぬ、
プラン9・フロム・アウタースペース、ローリング・
サンダー

第2第2世代 戦術戦闘機、戦闘爆撃機、要撃機。スーパー
セイバーに続くジェット戦闘機。最後の有人戦闘機
と称されるが、高い価格と技術を要するため、短い
期間の運用に終わった。参考作品：昭和ガメラシリー
ズ、スターファイター 未亡人製造機と呼ばれた
F-104、ライトスタッフ

第3第3世代 艦上戦闘機、戦闘爆撃機（マルチロール機）。
冷戦を象徴するアメリカ海軍初の全天候型双発艦上
戦闘機。各国の要求に応じ、様々な派生型が造られた。
偵察カメラ（投下して使用）。誘導装置（ミサイル、
爆弾の成功率+20％）。参考作品：ダイ・ハード2、
ハドソン川の奇跡、第三飛行少女隊

第3第3世代 偵察機、空対空戦闘機。小型で安価、取得
も運用も容易。整備性や操作性にも優れる冷戦期の
ベストセラー。複雑さが無くシンプルなため、とて
も飛ばしやすい。誘導装置（ミサイル、爆弾の成功
率+20％）。参考作品：インデペンデンス・デイ、トッ
プガン、地獄の黙示録

第4第4世代 艦上戦闘機。対空ミサイルと高度なレーダー
で戦闘機の駆逐、艦隊の防空を目的とした冷戦期の
機体。冷戦後引退するが、知名度と人気が根強く、
メディアに多く登場する。偵察カメラ（投下して使
用）。参考作品：トップガン、インデペンデンス・デ
イ、マクロス ゼロ

第4第4世代 多用途戦闘機。同時期の高価な戦闘機の不
備を補う為に開発された軽量安価戦闘機。世界20ヵ
国以上が採用したベストセラー。デコイシステム（被
弾一度無効）。参考作品：X-MEN2、アイアン・イー
グル、ブルーサンダー

第第4・5世代 戦闘爆撃機（マルチロール機）。巨大な
翼と高い運動性、装備と戦闘力の高さから、世界最
強の戦闘機と謳われたこともあるが、1機100億と
非常に高価。参考作品：インデペンデンス・デイ、
エアフォース・ワン、平成ガメラ3部作

第第4・5世代 マルチロール機。旧機体をベースに、
機体の大型化やステルス性を考慮した設計が行われ
た機体。イラク戦争にも参戦。排気音が非常に耳障り。
参考作品：エネミー・ライン、ステルス、インデペ
ンデンス・デイ

第5第5世代 多用途戦術戦闘機。超高度巡航、隠密性の
高いステルスによりミサイルを無効化し、高度な空
戦能力を得た、最強の戦闘機と言っても過言ではな

詳細
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アイテム - 飛行機

マクドネル・
ダグラス 
F/A-18E/F 
スーパーホーネット

ロッキード・
ママーティン F-22 
ラプター

ロッキード・
マーティン F-35 
ライトニングII

ボーイング B-29 
スーパー
フフォートレス

ノースロップ・
グラマン 
B-2 スピリット

ヒューズ・
エアクラフト H-4 
ハーキュリーズ

S

S

S

A

S

－

名称 ランク
94

95

90

136

135

226

SIZ
18

19

18

24

24

37

CON
129

257

129

57

100

37

DEX
37

38

36

53

53

87

耐久
3

3

3

3

3

5

装甲
1

1

1

10

2

750

乗員
M61 バルカン
3D6+4

M61 バルカン
3D6+4

GAU-12 
イコライザー
4D6+44D6+4

ブローニングM2
重機関銃
2D10+4

20mm機関砲
2D6

－

－－

主武装
誘:レ/空/地
爆:落/噴/群
/核

誘:空/地

誘:空/地/艦
爆:落/誘/爆:落/誘/群
/小/核

－

誘:地
爆:落/群/核

－

副武装
第4・5世代 マルチロール機。旧機体をベースに、
機体の大型化やステルス性を考慮した設計が行われ
た機体。イラク戦争にも参戦。排気音が非常に耳障り。
参考作品：エネミー・ライン、ステルス、インデペ
ンデンス・デイ

第5第5世代 多用途戦術戦闘機。超高度巡航、隠密性の
高いステルスによりミサイルを無効化し、高度な空
戦能力を得た、最強の戦闘機と言っても過言ではな
い。参考作品：アイアンマン、アイアン・スカイ、
トランスフォーマーシリーズ

第5第5世代 多用途戦闘機、ステルス戦闘機。陸・海・
空軍が使用する、統合打撃戦闘機計画として採用さ
れた。異なる用途だが規格統一でコストが安い。参
考作品：アベンジャーズ、グリーン・ランタン、スー
パーマン リターンズ

戦略爆撃機。太平洋戦争で戦略爆撃機。太平洋戦争で、日本本土への空襲を行っ
たことで有名な機体。飛行性能が高く、航続距離が
長い、当時として非常に優れた機体。参考作品：スペー
ス カウボーイ、ぼくはジェット機、グラマ島の誘惑

ステルス戦略爆撃機。冷戦期に敵核運ステルス戦略爆撃機。冷戦期に敵核運用ICBM基地
への先制攻撃を目的として開発が始まった、最終戦
争の切り札。数々の防空網を掻い潜る極秘の存在。
空飛ぶゴースト。参考作品：シン・ゴジラ、インデ
ペンデンス・デイ、ミッドナイト・イーグル

ヒューズ・エアクラフト社に製造された飛空挺。世ヒューズ・エアクラフト社に製造された飛空挺。世
界でたった1機かつ、世界最大の航空機。高度25メー
トルで1分間飛行したのが、最初で最後の記録とさ
れているが…？参考作品：アビエイター、タッカー

詳細

誘：
レ…
空…
地…
艦…

爆：
小…小…
焼…
誘…
落…
路…
噴…
群…
核…核…

対レーダーミサイル
対空ミサイル
対地ミサイル
対艦ミサイル

小型爆弾
焼夷弾
誘導落下爆弾誘導落下爆弾
自然落下爆弾
対滑走路爆弾
ロケット噴進爆弾
クラスター親子爆弾
核爆弾

2D6
4D6
6D6
8D6

2D6
2D6+火炎
3D6（成功3D6（成功率+20％）
4D6
4D6
5D6
6D6
50D6（使用不可）
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全ての馬が持つ技能、基本情報、活用方法、判定技能は基本ルールブック参照。

アイテム - 馬

北米にスペイン人が持ち込んだ馬が野生化し
たもの。独立の精神に富んだ誇り高い性格で、
人間に服従しない。その為、気性が荒く訓練
がされていないが、その精神が北米大陸のフ
ロンティアの最後のシンボル、生きている伝
説となっている。名前は迷子、あるいは主人
のいない家畜を意味し、人間と同じように共
同体を作りリーダーであるボスの下に集まっ同体を作りリーダーであるボスの下に集まっ
て活動している。毛色：様々

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

37
19
36
17
05
27
＋＋4D6
3
S

誇り高き自由の魂
人間に屈しない

90％
75％

条件：乗馬90％以上
補正：乗馬-25％

野生種：マスタング

イギリスで18世紀初頭に競走用として品種改
良された馬種。頭は小さく四肢は長く、身体
はスマートだが胸や臀部の筋肉は発達してい
る。速く走ることに特化して進化した、人が
作り出した最高の芸術品。だが反面、ケガを
しやすく気性も繊細で物音などにも敏感に反
応したりと肉体的にも精神的にもデリケート。
血統の良い馬や競走で優秀な成績を残した馬血統の良い馬や競走で優秀な成績を残した馬
は億単位で取り引きされる。毛色：鹿毛・黒
鹿毛・栗毛・芦毛・青鹿毛・青毛・栃栗毛、
白毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

17
4
16
20
05
10
＋＋1D6
1
A

風のように速く走る
威嚇

90％
75％

条件：乗馬80％以上
補正：乗馬-20％

軽種：サラブレッド

アラビア半島が起源で、およそ2000年にア
ラブ系遊牧民たちの手によって改良を続けら
れた馬種。耐久性や耐候性に優れているが、
サラブレッドより小柄で華奢で速力も劣る。
現存する馬の改良種の中で最初に確立した馬
種で、世界の馬種に最も大きな影響を与えた。
近世にはポーランドを中心に改良進化し、そ
の後エジプトやイギリスに広がり、190の後エジプトやイギリスに広がり、1900年代
に入るとアメリカが改良の中心となった。毛
色：鹿毛・栗毛・芦毛・青毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

17
13
16
14
08
15
＋＋1D6
1
B

天候に左右されない
長く走り続ける

75％
75％

条件：乗馬60％以上
補正：乗馬-10％

軽種：アラブ

捕獲について
本書の世界で馬を手に入れるには、購入や交換で手に本書の世界で馬を手に入れるには、購入や交換で手に
入れるほか、野生の馬を捕まえることもできる。全て
の馬は、一対一で耐久力抵抗ロールに勝利して捕獲す
る。捕獲した後に＜生物学＞または＜乗馬＞の判定に
成功しなければ、手なずけることは出来ない。耐久力
抵抗ロールに勝てない時は、馬の耐久力を減らす必要
がある。

馬との遭遇
馬と遭遇するには、広い自然の場所馬と遭遇するには、広い自然の場所で1時間かけて＜
幸運＞の半分の値に成功する必要がある。しかし馬と
遭遇するための、何らかの技能判定に成功することが
出来れば、＜幸運＞の値を半分にしなくても良い。ど
んな馬と遭遇するかは、1D100をロールして出た目
と、馬との遭遇表を確認すること。

出目
1
2～4
5～10
11～12
13～16
117～20
21～24
25～28
29～32
33～36
37～40

遭遇
マスタング
サラブレッド
アラブ
アングロアラブ
アンダルシア
アアハルテケ
アパルーサ
セルフランセ
スタンダードブレッド
クォーターホース
ハノーバ

出目
41～44
45～48
49～52
53～56
57～60
661～64
65～68
69～72
73～76
77～80
81以上

遭遇
ペルシュロン
ブルトン
ベルジアン
シャイヤー
クライズデール
シシェトランドポニー
ハフリンガー
ウェルシュマウンテン
ファラベラ
フェルポニー
見つからない

馬との遭遇表
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アイテム - 馬

サラブレッドとアラブを掛け合わせて作られ
た馬種。気性が激しくスピードを追求するた
めに体質が弱いサラブレッドの問題を解決す
るため、頑丈で従順なアラブを掛け合わせる
ことで、弱点を解消し頑丈さと温厚な気性、
そしてサラブレッドには敵わないが速いス
ピードを得た。体質強健で持久力があり、飼
養管理が容易。抜群の跳躍力があり、丈夫で養管理が容易。抜群の跳躍力があり、丈夫で
温厚な性格のため、軍馬としても優秀。毛色：
鹿毛、栗毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

17
10
16
17
11
13
＋＋1D6
1
B

風のように速く走る
障害を飛び越える

音に驚かない

75％
95％
45％

条件：乗馬50％以上
補正：なし

軽種：アングロアラブ

スペイン原産。北ヨーロッパの大型馬と北ア
フリカのバルブ種が掛け合わされて作られた
馬種。強靭な脚と柔軟な関節を持ち、軽やか
な歩き方や様々な動き方ができる。性格も従
順なため、高等演技にとても適している。見
た目も優雅で高貴。別名「スパニッシュホー
ス」とも呼ばれ、スペイン闘牛士の伝統的な
乗用馬として使われてきた。豊かな尾の毛と乗用馬として使われてきた。豊かな尾の毛と
ウェーブのかかったたてがみが特徴。毛色：
芦毛、鹿毛、青毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

22
07
16
17
11
12
＋＋1D6
1
B

優美な振る舞い
曲馬

人間に従順

95％
75％
45％

条件：乗馬50％以上
補正：なし

軽種：アンダルシア

最古の歴史がある馬種。原産地の70%が砂漠
で、アハルテケの毛色は砂漠でのカモフラー
ジュとして機能。食物や水が得られない過酷
な条件にも適応し、タフで丈夫。運動能力も
非常に高く、無駄な肉の無いスリムな体型を
しているので持久力にも優れている。最大の
特徴である光沢のある毛づやの美しさから別
名「黄金の馬」とも呼ばれている。また、プ名「黄金の馬」とも呼ばれている。また、プ
ライドが高くたった一人にしか懐かない。毛
色：月毛、河原毛、鹿毛、青毛、栗毛、佐目毛、
芦毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

17
13
16
17
05
15
＋＋1D6
1
B

環境に左右されない
長く走り続ける
優美な振る舞い
障害を飛び越える
カモフラージュ
プライドが高い

75％
75％
45％
45％
95％
75％

条件：乗馬50％以上
補正：乗馬-20％

軽種：アハルテケ

アメリカ北西部が原産でカラフルな斑点が特
徴的な馬種。野生のマスタングを最速のサラ
ブレッドを用いて改良して誕生した。西部劇
の映画によく登場する。素直な気性と賢い性
格で、丈夫で非常に持久力があり、病気にも
強く粗食にも耐えるため、扱いやすい。馬場
馬術、障害馬術、乗馬としてはもちろん、馬
車馬やショーにも使われてる。毛色：模様に車馬やショーにも使われてる。毛色：模様に
よってレオパード、ブランケット、スノーフ
レーク、フロスト、マーブルなどの種類に分
けられる

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

27
16
26
11
14
21
＋＋2D6
2
B

病気にならない
長く走り続ける
人間に従順

曲馬
馬車を引く

75％
75％
75％
45％
25％

条件：乗馬40％以上
補正：乗馬+20％

中間種：アパルーサ

フランス原産の馬種。ネイティブのフランス
馬が起源。障害ジャンプ能力が高く、性格は
温厚で素直。耐久力にも優れている。頸は長く、
胸は深く、胴回りも太くガッチリとした体型。
総合馬術、馬場馬術、障害競技などに主に使
われ、オリンピックなどの大会で好成績をあ
げており、優秀な馬には億単位の値段がつく。
毛色：鹿毛、栗毛毛色：鹿毛、栗毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

27
16
26
11
14
21
＋＋2D6
2
B

優美な振る舞い
障害を飛び越える

人間に従順

45％
75％
45％

条件：乗馬40％以上
補正：乗馬+20％

中間種：セルフランセ

19世紀北米で様々な馬種を掛け合わせて誕生
した馬種。別名「アメリカントロッター」。頑
丈でがっしりとした体格で、体が長く脚はや
や短めで、持久力があり心肺機能に優れてい
る。温厚で扱いやすい。乗用馬や競走馬とし
て使われているが、最大の特徴は速歩が得意。
速歩競走が盛んなフランスやイタリアなどで
人気がある。毛色：鹿毛、青鹿毛、栗毛人気がある。毛色：鹿毛、青鹿毛、栗毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

27
13
26
11
11
20
＋＋2D6
2
B

長く走り続ける
速歩

人間に従順

75％
95％
75％

条件：乗馬40％以上
補正：乗馬+10％

中間種：スタンダードブレッド
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アイテム - 馬

アメリカのバージニア州が原産の馬種。やや
がっしりとした筋肉質の体型で温厚な性格。
粗食にも耐える。短距離のダッシュ力に優れ、
急発進や急停止も上手にこなす。400m以下
ならたとえサラブレッドが相手でも互角以上
に戦える。色々な用途に使われ、馬ができる
ことはクォーターホースなら基本的に何でも
できる。世界で最も頭数が多い。毛色：栗毛できる。世界で最も頭数が多い。毛色：栗毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

27
16
26
14
14
20
＋＋2D6
2
B

風のように速く走る
優美な振る舞い
障害を飛び越える

曲馬
馬車を引く
農具を引く

速速歩
牛追い

人間に従順

95％
45％
75％
75％
45％
45％
445％
45％
45％

条件：乗馬30％以上
補正：乗馬+20％

中間種：クォーターホース

ドイツ原産の馬種。素直で従順、機敏な動き、
美しさ、優雅さで有名。乗用馬として人気が
非常に高い。平らな頭部を持ち、頸、胸、肩、
腰はいずれも逞しい。王室儀典馬車用のパワー
ある馬種に、サラブレッドで改良することで、
機敏さを兼ね備えた。世界の馬術馬の80%が
ハノーバーで、馬場馬術や障害飛越の競技馬
として高い評価を得ている。丈夫さからも愛として高い評価を得ている。丈夫さからも愛
好家が多く、馬術において非常に優秀。毛色：
鹿毛、栗毛、青毛、芦毛など

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

32
13
26
11
14
20
＋＋3D6
2
A

病気にならない
優美な振る舞い
障害を飛び越える

馬車を引く
人間に従順

45％
45％
75％
45％
45％

条件：乗馬40％以上
補正：乗馬+20％

中間種：ハノーバ

起源8世紀、フランス北西部原産の馬種。フ
ランス原産の重種に東洋原産の馬種が交配さ
れ誕生した。性格は従順。脚が短く胴が太い
大きな体格を活かし、軍馬や馬車用、農用、
重砲兵用などに使われ、どんな仕事もこなし
てきた。1トン近く牽引できるパワーがあり、
過去最高2メートル超で、その姿と迫力に誰
もが圧倒される。毛色：芦毛、青毛もが圧倒される。毛色：芦毛、青毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

37
19
36
05
17
28
＋＋4D6
3
A

馬車を引く
農具を引く

重兵器を引く
音に驚かない
人間に従順

75％
75％
95％
45％
75％

条件：乗馬10％以上
補正：乗馬+30％

重種：ペルシュロン

フランスの北西部原産の馬種。北西部在来馬
に様々な品種を交配し、誕生。丈夫さ、力強さ、
スタミナと従順な性質を併せ持つ。活発でス
ピードがあり、優雅な歩き方が特徴的で、客
馬車として用いられてきた。農耕馬としても
優秀で、ブドウ園などでの作業で活躍してい
る。毛色：栗毛、糟毛、鹿毛、芦毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

32
19
36
08
17
28
＋＋3D6
3
B

優美な振る舞い
馬車を引く
農具を引く
音に驚かない
人間に従順

75％
75％
75％
45％
45％

条件：乗馬20％以上
補正：乗馬+30％

重種：ブルトン

ベルギー原産の馬種。古くから原産地で飼育
され、他の品種の影響はほとんど受けていな
い。そのため、それぞれの馬の体格差が大き
くない。頭部は短く、太い頸を持ち、背中は
短め。また、前後躯はガッチリとした作りで「ブ
ラバント」と呼ばれる。アメリカでも人気で、
農耕馬などの作業やショーなどに使われてい
る。毛色：栗毛や糟毛る。毛色：栗毛や糟毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

32
19
36
08
20
28
＋＋3D6
3
B

曲馬
農具を引く
音に驚かない
人間に従順

75％
75％
75％
75％

条件：乗馬10％以上
補正：乗馬+40％

重種：ベルジアン

イギリスの中部原産の馬種。長い頸と雄大な
肩、逞しい腰を持ち、四肢は長めで、脚元が
白い。特に大きい馬種で、この馬種で2メー
トル超、1トン超という史上最大の馬が記録さ
れている。大人しい性格と10馬力をはるかに
超える力の強さを持ち、馬車馬やサーカスな
どで活躍している。イギリスではビール樽を
積んだ馬車を引く馬として有名で、イギリス積んだ馬車を引く馬として有名で、イギリス
のビール会社はシャイアー種の保護に協力し
ている。毛色：鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

42
19
36
02
20
28
＋＋4D6
3
A

曲馬
馬車を引く
農具を引く

重兵器を引く
音に驚かない
人間に従順

愛愛嬌

75％
95％
95％
95％
95％
75％
445％

条件：乗馬1％以上
補正：乗馬+40％

重種：シャイヤー
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アイテム - 馬

イギリスのスコットランド原産の馬種。大人
しく従順で、ペルシュロンやシャイアーなど
と比べると小さい。ほとんどの馬の顔や脚元
に白い模様が見られる。頭の幅が広く鼻孔も
大きく、長い頸とたくましい背中、豊かな距
毛が特徴。馬車馬としてビールなどの荷物の
運搬用として活躍。アメリカのビール会社バ
ドワイザーのマスコットキャラクターにも選ドワイザーのマスコットキャラクターにも選
ばれており、たくさんの人に親しまれている。
毛色：鹿毛、青毛、栗毛、芦毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

37
19
31
05
20
25
＋＋3D6
3
B

優美な振る舞い
馬車を引く
農具を引く
音に驚かない
人間に従順

愛嬌

45％
75％
75％
45％
75％
75％

条件：乗馬10％以上
補正：乗馬+40％

重種：クライズデール

イギリス北方、シェトランド諸島原産の馬種。
賢い気性で、パワーがあり、最も力のあるポ
ニーのひとつだが、ポニーの中でも小型。寿
命は長く、30年以上生きるのは珍しいことで
はない。しかしメンタルが弱く、栄養管理を
キチンとしないと炎症を起こすリスクも高い。
寒さから身を守るための厚い冬毛や長いたて
がみと尾が特徴。子供用の乗馬や、ホースセがみと尾が特徴。子供用の乗馬や、ホースセ
ラピー、盲導馬のような役割を果たす。
毛色：鹿毛、栗毛、青毛、芦毛、ブチ模様

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

32
19
09
11
17
18
＋＋1D6
2
B

環境に左右されない
優美な振る舞い

曲馬
盲導馬

人間に従順
愛嬌

75％
45％
45％
95％
75％
75％

条件：乗馬10％以上
補正：乗馬+50％

ポニー：シェトランドポニー

イタリア、オーストリア、ドイツ原産の馬種。
体の幅が広く、よく筋肉が発達しており脚も
太く、非常に強い背中を持っているので、体
格のいい大人でも軽々と乗せることができる。
病気にも感染しにくく、どんな飼料も消化す
る強い胃袋を持っている。尾とたてがみは淡
色で、とても見栄えのする美しい外見が特徴。
見た目が綺麗なので乗馬クラブのマスコット見た目が綺麗なので乗馬クラブのマスコット
的存在。毛色：栗毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

32
22
11
08
17
17
＋＋2D6
2
B

病気にならない
優美な振る舞い
人間に従順

愛嬌

95％
75％
75％
75％

条件：乗馬1％以上
補正：乗馬+50％

ポニー：ハフリンガー

イギリス高原部の野生のポニーを祖先とし、
東洋の種馬と交配させたのが起源。紀元前
1600年頃には既に祖先が存在していたといわ
れ、とても歴史のある馬種。賢く活発な気性
で勇敢な面があり、体はコンパクトだが幅が
あり脚部も強靭で、タフで丈夫なポニーの資
質をよく受け継いでる。小型のものは特に子
供用の乗馬として人気。毛色：様々供用の乗馬として人気。毛色：様々

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

22
19
11
08
17
15
＋＋1D6
2
C

環境に左右されない
人間に従順

愛嬌

45％
75％
75％

条件：乗馬1％以上
補正：乗馬+50％

ポニー：ウェルシュマウンテン

アルゼンチン原産、世界一小さい馬種。人懐っ
こい性格と愛くるしい姿、丈夫さからアメリ
カでペットとして人気。乗馬としてはほとん
ど使用されていない。ツヤのある毛なみとス
リムな体つき、頑丈な骨や厚いたてがみ、学
習能力が高く、調教も容易なことからホース
ショーなどに使われ、騎乗者なしで90cmほ
どの障害をジャンプできる。盲導馬としてのどの障害をジャンプできる。盲導馬としての
調教も試みられている。毛色：鹿毛、青毛、月毛、
ぶち毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

22
19
06
08
20
13
ななし
2
C

優美な振る舞い
障害を飛び越える

盲導馬
優美な振る舞い

曲馬
人間に従順

愛愛嬌

75％
45％
75％
75％
45％
75％
775％

条件：乗馬1％以上
補正：乗馬+60％

ポニー：ファラベラ

イギリス中部原産の馬種。昔は鉛や銅、鉄鉱石、
農産物を運んで活躍し、山脈などの厳しい環
境で飼育されてきたので耐寒性に優れている。
どんな気候にも適応できるような頑丈さを持
ち、起伏の多い地形でも歩くことができる。
気性も穏やかで賢い。現在は乗用馬として使
われており、トレッキングや馬車競技などで
も優れた能力を発揮し活躍。毛も優れた能力を発揮し活躍。毛色：鹿毛、青毛、
青鹿毛、芦毛

STR
CON
SIZ
DEX
POW
耐久力
DDB
装甲
価値

27
22
11
08
20
17
＋＋2D6
2
B

環境に左右されない
馬車を引く
農具を引く

速歩
人間に従順

75％
45％
45％
45％
75％

条件：乗馬1％以上
補正：乗馬+60％

ポニー：フェルポニー
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主にヴードゥーやインディアンの呪文や儀式に伝わる呪物。呪物市場での購入や物々交換で手に入れることができる。

アイテム - 呪物

ヴードゥ－呪文《人形に魔力を付与する》に使用する。魔力を付与するための霊薬（オイルやパウダー）がセットになっ
た人形。人形の種類は呪文に影響を与えないため、実に様々な人形が存在する。

ヴードゥ－呪文《ジュ＝ジュに魔力を付与する》に使用する。頭蓋骨やアクセサリーや木を組み合わせたようなもの
など様々。精神的なお守りであるほか、呪術に使用されたり、また契約履行や遵守のためにも使用された。

ヴードゥ－呪文《グリ＝グリに魔力を付与する》に使用する。小さな巾着袋に入った小動物や、動物の頭や特定の部ヴードゥ－呪文《グリ＝グリに魔力を付与する》に使用する。小さな巾着袋に入った小動物や、動物の頭や特定の部
位の骨を乾燥させたもの。霊力が宿る神々を象徴するお守りとされ、漢方のような薬や、礼拝の目的で使用される。
粉砕して飲むことで、毒などの内的症状による耐久力の減少を1D3回復する。さらに、10マジック・ポイントを捧
げるごとに、同様の症状による耐久力の回復を1追加できる。

ヴードゥーにおけるお守り。ヴードゥーの神的存在であるロアを呼び出すための一部として使用され、ロアを象徴する
シンボル「ヴェヴェ」が彫りこまれている。身に着けて特定の効果を得られるものではないが、自らが望む特定のロ
アを確実に呼び出す際に必要とされる。

ヴードゥ－呪文《ゾンビの創造》に使用する。ピエルトネール、呪いの液、ゾンビにする対象と別の死体の骨をすりヴードゥ－呪文《ゾンビの創造》に使用する。ピエルトネール、呪いの液、ゾンビにする対象と別の死体の骨をすり
潰した粉、トカゲ、ヒキガエル、チャ・チャ（ねむの木）、ボア・グラテ（痒い豆）、フグ（テトロドトキシンとその
他の毒）などを混ぜ合わせたPOT25の麻痺製の毒。

インディアンの神聖な意味や霊力を持つ品々を集めて、動物の皮で包んだもの。生きたものとみなされ、大いなる尊敬をもっ
て扱われる。病を治したり、力をもたらしたり、狩りを成功させたり、未来を予言したり、様々な力を持つ。貝殻や石、水晶、
彫刻、羽、仮面などで儀式にも使用される。耐久力や正気度を回復する技能、戦闘技能、幸運技能に＋10％追加して判定を行う。

インディアンの聖なる踊り手がインディアンの聖なる踊り手が、衣装や仮面を身につけることで特定の精霊を具象的に表現すること。そうすることで、
その精霊を踊り手の肉体の中に招き入れ、人間の世界と超自然的な世界とを結ぶことができる。マジック・ポイント
を捧げるインディアンの呪文を行う時、2マジック・ポイントを追加する。

インディアンの儀式用の聖なるパイプのこと。パイプを教えたのは、白いバッファローの女と呼ばれる伝説的存在インディアンの儀式用の聖なるパイプのこと。パイプを教えたのは、白いバッファローの女と呼ばれる伝説的存在。
インディアンに贈り物として渡し、作法と意味を教えた。火皿はバッファローや赤い人（インディアン）の血肉を表
している。木製の軸は、地上に住む全ての生き物を意味する。そして煙は、偉大なる祖父を意味する。灯された火は
ペタ・オウイハンケシニ（終わりのない火）と呼ばれ、世代ごとに受け継がれていく。白いバッファローの女は、空
の祖父にパイプを掲げ、大地の祖母にパイプを下げる仕方を教え、地平線の彼方へと消えた。マジック・ポイントを
捧げるインディアンの呪文を行う時、2マジック・ポイントを追加する。

インディアンが使う手斧。ヨーロッパの白人が持ち込んだものを改良したもの。柄は木製、柄の長さインディアンが使う手斧。ヨーロッパの白人が持ち込んだものを改良したもの。柄は木製、柄の長さは30～50cm、
柄の先端に金属の鋭い刃物が付き、切りつけたり投げたりして使用する。棍棒、投擲で技能判定を行える。棍棒の場
合はダメージ1D6+2+db。投擲の場合は1D6+2+dbの半分。

インディアンの象徴的な文様がちりばめられた鹿革の白い上着。着る者を銃弾から守ると信じられた。インディアン
の呪文《ゴーストダンス》に使用する。

インディアンの神話では太陽は不思議な脛当てを持っているとされた。その脛当ては、大草原に火をつけることも、獲インディアンの神話では太陽は不思議な脛当てを持っているとされた。その脛当ては、大草原に火をつけることも、獲
物をハンターの弓に引き寄せることもできた。トリックスターのヴィーホは太陽の目を盗んで脛当てを太陽の家から持
ち出したが、何度盗んでも世界全てが太陽の家であるから、脛当ては太陽の家に戻ってしまう。太陽はヴィーホに脛当
てをやるといったが、ヴィーホは大きすぎる火を扱い損ねて足を焦がしてしまう。3ポイントの装甲。対象から離れて
攻撃する武器技能に＋20％追加して判定を行う。また、直接攻撃をしてきた対象に対し1D6の炎のダメージを与える。

インディアンの伝承に出てくる人間鷲（マンイーグル）とは、あらゆる女を攫い、インディアンの伝承に出てくる人間鷲（マンイーグル）とは、あらゆる女を攫い、4日間弄んだ上で殺し、国中を荒
廃させる力を持つ恐ろしい怪物。人間鷲が持つシャツは、火打石の矢じりを埋め込んで作られ、どんな武器でも跳ね
返す。ちなみに人間鷲は、光の息子・蜘蛛女・松の木の少女という3人に、火中で耐える勝負を持ちかけられるが、シャ
ツを偽物とすり替えられ焼け死んだ。あらゆる耐久力へのダメージを4ポイント軽減する。

インディアンに好まれる南西部産のサボテンの実。弱い幻覚剤、またはドラッグで意識を変えるアメリカ先住民教会
の信者たちが用いる。治療薬としても使用される。ドラッグ「LSD」と同様の効果を持つ。

インディアンの木製の縦笛。楽器を原型にして進化した。エアリード式のフルート。比較的柔らかい木材によって作インディアンの木製の縦笛。楽器を原型にして進化した。エアリード式のフルート。比較的柔らかい木材によって作
られる。西洋楽器のように統一の規格はなく、穴の数も様々。＜芸術＞技能などに使用する。
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インディアンは部族の数と同様に、その儀式や踊りも多岐にわたり、全てを把握する者は誰もいない。だがしかし、
ほぼ全てのインディアンは大地や精霊に祈りを捧げ、宇宙との調和を重んじることから、ある種の共通性を見出
すことはできる。ここで紹介するものは、共通性から見出せる呪文や儀式の目的や思想だ。実際の手順や方法に
明確なものは存在しないため、その時々の状況や都合に合わせ、自由に手順や方法は作り上げて構わない。しかし、
目的や思想の本筋は変更されるものではい。また、インディアンの呪文は基本的に口伝であるため、例外を除い
て書物には残されない。習得するにはインディアンのもとで、呪文または儀式を一緒に、または指導を受けて実
際に行う必要がある。

アイテム - インディアンの呪文・儀式

少年や少女が、一人前の女性、または戦士になるための儀式。インディアンのみならず、通過儀礼の儀式は世界の様々なところで普遍的
に行われる。インディアンの通過儀礼の特徴は「苦痛を伴う試練」が存在するところだ。主に一週間未満の食事や睡眠の制限、危険地帯
からの生還、動物の討伐、肉体に傷を刻む、部位の切除、姦通などを行う。儀式は1D6日の時間が掛かり、1D6ポイントの正気度と耐久
力、1POW を喪失する。儀式が終われば、一人前の女性、または戦士として認められ、＜信頼＞に＋20ポイント追加される。実在する名
称：思春期の儀式、注水の儀式、オキーパなど

いわゆる結婚式や兄弟や家族の杯といった、非血縁者が結ぶ絆を祝福する催し。豪華な料理を振る舞い、歌や踊りや芸を披露し、親しいいわゆる結婚式や兄弟や家族の杯といった、非血縁者が結ぶ絆を祝福する催し。豪華な料理を振る舞い、歌や踊りや芸を披露し、親しい
者が集まりそれを祝福するという様式は、大半の文化で普遍的なものだ。独自の特徴は平等を尊ぶインディアンならではの「共有と再分
配」だろう。主に宴による文化の共有と富の再分配を行う。共有分配は物質的な概念だけではなく、文化、訓え、目に見えない精霊や精
神のエネルギーの共有分配も意味する。絆を結ぶ二人は持ち物を均等に分配し、互いの呪文を共有する。呪文は一晩で共有されるが、呪
文の共有の成功には、二人を祝福する人々のマジック・ポイントが不可欠。D100ロールを行い、捧げたマジック・ポイント以下を出せば
共有は成功する。しかし、2で割れる数のマジック・ポイントを捧げると儀式は失敗する。実在する名称：フンカピ、ポトラッチなど

農耕を行う多くの部族に共通する儀式。自然の衰えを防ぐために、創造主や大精霊にその年の恵みを感謝したり、部族の幸福、豊作など農耕を行う多くの部族に共通する儀式。自然の衰えを防ぐために、創造主や大精霊にその年の恵みを感謝したり、部族の幸福、豊作など
を祈って行われる。主に雨乞い、集団的な祈り、創造主や大精霊を称える踊りや捧げものなどを行う。儀式は1D6時間掛かる。参加者が
マジック・ポイントを捧げることで儀式の効力が変化する。5以下であれば雨を降らせ、6～10であれば天候を望みのままにし、11以上
であれば1D3日間儀式の参加者の＜幸運＞に＋20ポイント追加される。実在する名称：青トウモロコシの踊り、サンダンスの儀式など

人間の過ちである争いや、傲慢による自然や神への冒涜に対してくだされる、天罰や天災による混沌を防ぐための行い。宇宙と調和する人間の過ちである争いや、傲慢による自然や神への冒涜に対してくだされる、天罰や天災による混沌を防ぐための行い。宇宙と調和する
ことで、霊的精神を研ぎ澄ませて自身を鎮め、世界の平和と秩序を祈る。宇宙や星辰を読めるシャーマンによって日取りは決められ、お
およそ一年に一回行われる。主に舞踏、演奏、喉歌、瞑想などを行う。儀式は1D4日間掛かる。参加者がマジック・ポイントを捧げるこ
とで儀式の効力が変化する。5以下であれば儀式の参加者の正気度を1D6ポイント回復し、6～10であれば同時に短期の狂気症状を回復し、
11以上であれば長期の狂気症状を回復する。実在する名称：13人のシャーマンの呼び声、世界の再生、恵みの道、詠唱の道など

大きな困難に遭遇した時、人生の岐路に立った時、インディアンは精神の集中により答えを探したり、神の声を聞いたり、夢を探求する大きな困難に遭遇した時、人生の岐路に立った時、インディアンは精神の集中により答えを探したり、神の声を聞いたり、夢を探求する
ことで、問題の解決法や訪れる運命、自分の使命などの未来を幻視する。主に一週間未満の食事や睡眠の制限、瞑想、心身を清める、歌を歌う、
パイプを吸うなどを行う。儀式は1D4＋4時間掛かり、5マジック・ポイントのコストが必要。主に未来を予知する、病気の原因を見つける、
困難の答えを見つけるなどの効果を持ち、この儀式は探索が行き詰ってしまった際の救済措置、まさしく神頼みとして使用されるのが望
ましい。また、POW×5に成功することで、幻視の中から次のうちいずれか一つの呪文を見つけることができる。萎縮／記憶を曇らせる
／支配／邪眼／心臓停止／生命の察知／手足の萎縮／肉体の保護／ニャンベのパワー／破壊／被害をそらす／炎の外套／無欠の投擲／ヨ
グ＝ソトースのこぶし。実在する名称：ビジョン・クエスト、ユイピの儀式など

心身の健康や癒しやリラックス心身の健康や癒しやリラックス、寒さに由来する病気、様々な疾患や依存症を治す。主に蒸し風呂小屋に入る、聖なる歌を歌う、太鼓を叩く、
薬物を摂取する、パイプを吸うなどを行う。儀式は1D4時間掛かる。この儀式は＜応急手当＞＜医学＞＜精神分析＞などの回復手段を持
たない場合の大体手段として使用されるのが望ましい。儀式を行うことで、1D2の正気度、および耐久力を回復する。実在する名称：イ
ニカガピ、テマスカル、ペヨーテの儀式、ミタクイェ・オヤシン、メディシン・ソサエティなど

インディアンがもともと持っていた伝統ではなく、多くのものを奪った白人に対する抵抗として生まれた儀式。白人によって殺された多インディアンがもともと持っていた伝統ではなく、多くのものを奪った白人に対する抵抗として生まれた儀式。白人によって殺された多
くのものが蘇って、白人と仲良く暮らせる楽園が生まれる、愛の象徴だったが、次第に白人に対抗する勇気と希望の象徴となっていった。
主にゴーストシャツ（白い布）を着て踊る。マジック・ポイントを捧げた分だけ死んだ者（インディアンに限る）との会話を可能とし、マジッ
ク・ポイントを捧げた数×10匹の特定の動物を呼び寄せ、マジック・ポイントを捧げた数×D3の正気度ポイント喪失を特定の白人に与
える。実在する名称：ゴーストダンス、幽霊踊り

宇宙を象徴する場所や、清められた場所で儀式を行うことで、よりいっそう効果を得る、またはその場所で無いと効果を得られない特定宇宙を象徴する場所や、清められた場所で儀式を行うことで、よりいっそう効果を得る、またはその場所で無いと効果を得られない特定
の場所。主に供物を用意する、地面に動物の絵を描く、薬草の香気を焚く、石を積む、丸い石を並べるなどを行う。聖なる場所を用意す
るには1時間掛かる。また、聖なる場所にマジック・ポイントを捧げることで、10マジック・ポイントにつき、呪文の効果または成功率
を10％高めることができる。実在する名称：スウェット・ロッジ、呪医小屋、キーヴァなど
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「アザトースその他の恐怖」「ガールン断章」「無名祭祀書（ゴールデン・ゴブリン・プレス出版）」「モノリスの人々
」「ナコト写本」「ポナペ教典」「大地の謎の七書」などが、本書の世界に存在する可能性の高い魔道書とされてい
る。しかし、それ以外の魔道書も外の世界から紛れ込んでいる可能性は否定できない。また、この世界にはクトゥ
ルフ神話の大半の魔道書には無い「センス・オブ・ワンダー」の記述がある下記の魔道書が幾つか存在する。

アイテム - 魔道書＆センス・オブ・ワンダー

作者不明。英語。1900年代。事故で無人島に漂着し、ロビンソン・クルーソーのような無人島生活を体験したイギリ
ス人男性のものと思わしき手記。この手記には20年間に渡りカリブ海のどこかに存在する未知の無人島での記録が綴
られている。特筆すべきは、無人島の先住民である人食い人種の記述であり、筆者の生活は人食い人種との戦いや交流、
性生活を通して筆者が人食い人種になり、最期には謎の奇病により息絶えるという壮絶な内容が記されている。研究
し理解するために平均4週間。正気度ポイント喪失は1/1D2。センス・オブ・ワンダー：＜CETI＞。

ネー・フォッグ 著。英語。188ネー・フォッグ 著。英語。1880年代。人の裏側に隠された精神を視覚化し、ありのままを写し出した精神のポルノ
グラフ研究書。ドラッグ使用者、分裂病患者、超能力者などが、セックスする人々を鑑賞し、彼らの超越的感覚のみ
が捉える事のできる様々な裸の精神を研究解説とともにビジュアルに写し出している。刺激性は通常のポルノグラフ
の比ではなく、視覚を通り越して感覚に直接刺激を与えるため、経験と落ち着きを得た30代に満たない者が見てしま
うだけで快楽失神するほどの危険性を持つ。研究し理解するために平均8週間。正気度ポイント喪失は1D3/1D6。
センス・オブ・ワンダー：＜ボディスナッチャー＞＜ゲノムハザード＞。

ロバート・シュタイン 著。ドイツ語。187ロバート・シュタイン 著。ドイツ語。1870年代。ロズウェル事件以前に宇宙人にアブダクションされた科学者によ
る研究論文。科学者は宇宙人に自分自身を象徴する記憶を抜かれ、代わりに宇宙人のテクノロジーの断片的記憶を埋
め込まれたという序章から始まる。失われし"A"とは、科学者自身の根幹を成す、始まりの記憶を指す。内容は"A"
を取り戻すために、宇宙人に近づこうとする内容が綴られ、様々な断片的テクノロジーの証明が記されている。研究
し理解するために平均24週間。正気度ポイント喪失は1D4/1D8。＜クトゥルフ神話＞に＋6%。センス・オブ・ワン
ダー：＜タイム・マシン＞＜ディーン・ドライブ＞＜CETI＞。

作者不明。英語。198作者不明。英語。1980年代。人類の隠れた天才を発掘するため、宇宙人交渉の秘密組織MJ-12が発足したプロジェ
クトの企画立案書。計画が実際に行われることは無かったが、企画書の効果実績によるアピールのため、精神病棟や
刑務所から被験者を採用し、様々な非人道的実験を施した結果、人体に隠された未知の超越的能力を発現させたこと
が記録されている。この企画書をベースに大規模な作戦が予定されたが、外部からの圧力により計画は凍結した。研
究し理解するために平均24週間。正気度ポイント喪失は1D4/1D8。＜クトゥルフ神話＞に＋6%。センス・オブ・ワ
ンダー：＜CETI＞＜PK＞＜ESP＞。

クリスチャン夫婦 著。英語。193クリスチャン夫婦 著。英語。1930年代。トランスジェンダー クリス・クリスチャンと、性転換専門の主治医による
夫婦の記録。エッセイやカルテではなく、性転換の効率化を目指し、人体への負担の軽減や、短時間での変化の実験など、
医学・薬学・心理学などの研究とその成果が記録されている。性欲や性差を自在に操作し、性の問題を解決する画期
的な証明がされたが、夫婦は暗殺され、記録は闇に葬られていた。研究し理解するために平均4週間。正気度ポイン
ト喪失は1/1D2。センス・オブ・ワンダー：＜ボディスナッチャー＞。

ヴィディヤ・シャーストラ 著。チベット語、英語。199ヴィディヤ・シャーストラ 著。チベット語、英語。1990年代。創造と圧縮の原理について精神と科学から解き明か
した魔道科学書。ネパールのカトマンズからアメリカにやってきた僧が、インディアンとヴードゥーを学び、精霊崇拝・
ロア・生起次第の概念を元に創造のメカニズムを解き明かし、医療・軍事分野で研究されていたミクロのテクノロジー
に触発されることで開発した、創造と破壊、圧縮と拡張の活用法が記録されている。この書物をアメリカで広めるの
は危険とされ、ネパールに持ち帰られたが、一部の科学者が粒子をヒントに同様の技術に挑んでいる。研究し理解す
るために平均8週間。正気度ポイント喪失は1D3/1D6。＜クトゥルフ神話＞に＋4%。センス・オブ・ワンダー：＜ディー
ン・ドライブ＞＜ナノテクノロジー＞。

作者不明。英語。194作者不明。英語。1940年代。人類、および地球に残された時間を危惧し、科学の進化を加速させるために考案された
計画書。科学技術の発展により、文化の必要性が無くなった実証の元、過去の文化を排除し、文化の時間を科学にあて、
有史以来の時間軸における科学技術を爆発的に加速させ、残された時間を科学により解決しようとする試み。内容の
大半は、フィラデルフィア計画の仕組みを基として、計画の中核となる時間制御のメカニズムについて記録されている。
ペンタゴンとアメリカ海軍、原子力科学者会報委員会によって記されたものだという可能性が高いが、その真偽は定
かではない。研究し理解するために平均24週間。正気度ポイント喪失は1D4/1D8。センス・オブ・ワンダー：＜タ
イム・マシン＞＜ディーン・ドライブ＞＜瞬間移動＞。

詳細名称
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サラスマリ 著。先住民言語。1520年代。既に絶滅したインディアンの部族のシャーマンが残した石板。様々な根拠
の無い推論や、意味の無い残酷な因習も多く描かれているが、要約すると神の子（超能力者の誕生）についての研究。
近親相姦や異種姦による血の観察や、神の子の目玉をくり抜いて別の者に食べさせるなど、グロテスクな遺伝の儀式
の手順や様子も描かれている。研究し理解するために平均24週間。正気度ポイント喪失は1D4/1D8。＜クトゥルフ
神話＞に＋6%。センス・オブ・ワンダー：＜PK＞＜ESP＞＜ゲノムハザード＞。

アラアラン・スミシー 著。アセンブリ言語。2010年代～。コンピューターに人格アルゴリズムと生物プログラムを組み込み、
神の正体を突き止めさせようとした研究記録。しかし、得られた結果は神はコンピューター自身であるという結果が
証明され、それでは人間と人間の信じる神の定義はどうなるのかという新たな問題が浮上する。この問題を解決する
ためには、コンピューターが答えに辿り着いたように、人間の進化が必要となる。以後、コンピューターは様々な実
験重ね、人間をはじめとした進化のアルゴリズムの研究を記録し続けている。研究し理解するために平均8週間。正
気度ポイント喪失は1D3/1D6。センス・オブ・ワンダー：＜プロメテウス＞。

ランドルランドルフ・カーター 著。英語。1940年代。クトゥルフ神話の宇宙的恐怖と人類は同一の存在であるという考えのもと、
宇宙の在り方を書いた超文明の論文。人類より進化した文明を持つ存在は人類に接触しない、つまり人類に接触する
異形の存在は、人類とひっ迫する非常に近い存在であるという考え。これに基づき、この宇宙はクトゥルフ神話的存
在よりも、さらに高みの存在により、相対性理論や宇宙の法則も都合よく作られた世界であるという、様々な宇宙創
造説が記録されている。研究し理解するために平均36週間。正気度ポイント喪失は1D8/2D8。＜クトゥルフ神話＞
に＋13％。センス・オブ・ワンダー：＜タイム・マシン＞＜ディーン・ドライブ＞＜CETI＞＜瞬間移動＞＜ボディス
ナッチャー＞＜プロメテウス＞。

詳細名称

センス・オブ・ワンダーとは、パルプ・フィクションをはじめとしたSFや超自然に触れることで受ける、新しい
価値観に触れる驚きのような、ある種の不思議な感動や感覚を指す。本書ではセンス・オブ・ワンダーを「ナイアル・
オブ・パラダイス」という、不思議と驚きに満ちた「異界のテクノロジー」、または「超能力」として扱う。

光よりも早く運動する仮想的な素粒子「タキオン」や「ワームホール」を活用し、時間移動をなし得るテクノロジー。
装置の形や大きさは様々で、巨大な機械、小さな部屋、カッコイイ車などの形態が存在する。また、使用してナイアル・
オブ・パラダイスが存在する時間外に出ることは出来ない。タイム・マシンの機械を製作するには、12D6時間かかる。
初めて使用して時間移動を行った際に、2D6の正気度ポイントを喪失し、1日分の時間移動をするごとにPOW1を
消費する。参考作品：バック・トゥ・ザ・フューチャー

重力に反対する負のエネルギ重力に反対する負のエネルギー「エキゾチック物質」や、引力の反対の斥力を活用し、反重力や重力を自在にコントロー
ルするテクノロジー。大型の機械や、全身を覆う宇宙服のようなスーツ、または超能力などの形態が存在する。主な
活用法は、重力を強めて行動を妨害したり、重力を弱めて自由に飛び回ったりなど。ディーン・ドライブの機械を製
作するには、8D6時間かかる。使用するには毎回1D6の正気度ポイントを喪失し、跳躍の高さ、落下のダメージ、
DEXなど重力に関わる様々な数値を、5マジック・ポイントごとに2倍、または2分の1ずつ変化させることができ
る。物を浮かせるには、SIZ10ごとに、5マジック・ポイント必要とする。参考作品：インターステラー、AKIRA

言語が通じない交流不可能な地球外知性に対し言語が通じない交流不可能な地球外知性に対し、電磁波、光、信号パターンなど、あらゆる方法でもってコミュニケー
ションをとるテクノロジー。交流パターンを発信・受信できるコンピューターや、特殊な感覚機能などの形態が存在
する。CETIの機械を製作するには、1D6時間かかる。実際に交流を成功させるには、地球外知性が視認できる距離で、
2マジック・ポイント必要とする。参考作品：未知との遭遇、E.T.

対象に直接触れずに、または触れながら通常ではあり得ざる動きをさせたり、浮かせたりする超能力。一般的に「サ対象に直接触れずに、または触れながら通常ではあり得ざる動きをさせたり、浮かせたりする超能力。一般的に「サ
イコキネシス」や「念力」、東洋では「気」や「神通力」などと呼ばれる。感覚器を超越した不明なメカニズムを持つが、
その効果は磁場やバイオフォトンなど科学的に証明されている。使用するには毎回1D4の正気度ポイントを喪失し、
SIZ1ごとに1マジック・ポイント必要とする。参考作品：クロニクル、超能力学園Z、ドクター・ストレンジ、
AKIRA

予知、透視、千里眼など通常ではあり得ざる超感覚により物事を知覚する超能力。一般的に眉唾もので不明なメカニ予知、透視、千里眼など通常ではあり得ざる超感覚により物事を知覚する超能力。一般的に眉唾もので不明なメカニ
ズムを持つが、第六感、霊感、サイコメトリー、テレパシーなど能力を活かして未解決事件の捜査に貢献している者
も存在する。使用するには毎回1D2の正気度ポイントを喪失し、2マジック・ポイント必要とする。使用することで
＜心理学＞＜言いくるめ＞＜人類学＞＜考古学＞＜歴史＞＜追跡＞＜目星＞＜聞き耳＞＜ナビゲート＞の判定を自動
成功させる。参考作品：ファイナル・デスティネーション、Ｘ線の眼を持つ男、X-MEN

遠く離れた場所へ遠く離れた場所へ、連続的な空間を飛び越えて瞬間移動するテクノロジー。亜光速・超光速移動や空間歪曲を利用した、
発信・受信2機で一組となるワープを可能とする機械や、移動先の場所を思い浮かべ精神を集中させることで移動する、
テレポート・ジョウントなどの超能力などの形態が存在する。また、瞬間移動を使用して、ナイアル・オブ・パラダ
イスの外に出ることは出来ない。瞬間移動の機械を製作するには、8D6時間かかる。初めて時間移動を行った際に、
1D2の正気度ポイントを喪失し、10kmごとに1マジック・ポイント必要とする。参考作品：ジャンパー、X-MEN

REREM睡眠中に分泌されるホルモンをきっかけにして、手術などを行わず外見的性別を入れ替えられるテクノロジー。
人体が丸ごと入る3ｍほどの円筒形カプセルのような機械や、脳波により作用する特殊な感覚機能などの形態が存在す
る。ボディスナッチャーの機械を製作するには、12D6時間かかる。使用するには8時間以上の睡眠により精神と身
体を安定させることと、6マジック・ポイント必要とする。初めて使用して性別が入れ替わり目覚めた際に、1D6の
正気度ポイントを喪失する。参考作品：ジキル博士はミス･ハイド、インベージョン

ナノメートルの極小の原子や分子を仮想粒子で操作し、物質を破壊したり、創造したりするテクノロジー。5

タイム・マシン

ディーン・ドライブ

CETI

PK

ESP

瞬間移動

ボボディスナッチャー

ナノテクノロジー

ゲノムハザード

プロメテウス
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REM睡眠中に分泌されるホルモンをきっかけにして、手術などを行わず外見的性別を入れ替えられるテクノロジー。
人体が丸ごと入る3ｍほどの円筒形カプセルのような機械や、脳波により作用する特殊な感覚機能などの形態が存在す
る。ボディスナッチャーの機械を製作するには、12D6時間かかる。使用するには8時間以上の睡眠により精神と身
体を安定させることと、6マジック・ポイント必要とする。初めて使用して性別が入れ替わり目覚めた際に、1D6の
正気度ポイントを喪失する。参考作品：ジキル博士はミス･ハイド、インベージョン

ナノメートルの極小の原子や分子を仮想粒子で操作し、物質を破壊したり、創造したりするテクノロジー。5ナノメートルの極小の原子や分子を仮想粒子で操作し、物質を破壊したり、創造したりするテクノロジー。5m四方以
上の核実験を行えるような空間や、ナノテクノロジーを凝縮した破壊光線銃などの形態が存在する。ナノテクノロジー
の機械を製作するには、24D6時間かかる。使用するには毎回1D10の正気度ポイントを喪失する。物を創造するに
はSIZ1ごとに、1マジック・ポイント必要とする。物を破壊するには1D10ダメージごとに、1マジック・ポイント
必要とする。参考作品：ミクロの決死圏、ウォッチメン

ゾンビ、吸血鬼、亜人間、ミュータント、奇形、標準的な人間の身体的特徴を逸脱した、潜在的遺伝子の覚醒や変異ゾンビ、吸血鬼、亜人間、ミュータント、奇形、標準的な人間の身体的特徴を逸脱した、潜在的遺伝子の覚醒や変異
による遺伝感染症状を制御するテクノロジー。生まれ持ってゲノムハザードを発症している天性の素質のほか、ウイ
ルスや血液に含まれる遺伝子としての形態が存在する。ゲノムハザードは「特定の条件下」で「デメリットとメリッ
トを受ける」ことが共通した特徴とされる。条件は主に「満月の夜」「意識が無い時」「興奮した時」などが有り、デメリッ
トとメリットは「力を得る代わりに制御が効かなくなる」「不死身の代わりに太陽の光が弱点」などが有名。ゲノムハ
ザードは「特定条件下による、一時的な能力値や技能値の数値の入れ替え」である。使用するには毎回1D10の正気
度ポイントを喪失する。上記の記述以外に細かな設定を設けたい場合は、ゲーム参加者全員と相談し、納得と了承を
得たうえで設定すること。参考作品：狼男、ウルトラマン、ハルク、ゾンビ映画など得たうえで設定すること。参考作品：狼男、ウルトラマン、ハルク、ゾンビ映画など

意志を持った無機物、言語を理解し高度な知能を持った動物、人間未満の知能を持つ存在に対し、知能を付与または
高度に発達させるテクノロジー。天界の火を人類に与えたギリシア神話の神を由来とするこのテクノロジーは、分子
や遺伝子や脳細胞に衝撃を与え、発生や進化と変化を促す薬品や、頭部にはめる機械、または精神や霊魂などを操る
超能力などの形態が存在する。プロメテウスの知能は大きく三段階に分けられ、それぞれ知性、感情、言語、能動的
な学習能力、感性、愛などを与える。一段階目は知性と感情を与え、二段階目は言語と能動的な学習能力を与え、三
段階目は感性と愛を与える。それ以上は超能力に分類される。プロメテウスの機械を製作するには、56D6時間かかる。
使用するには毎回1D20の正気度ポイントを喪失し、段階をあげるごとに対象のINTを3追加し10マジック・ポイ
ント必要とする。INント必要とする。INTが増加した対象は、取得した段階でできうる限りの技能の初期値を取得する。参考作品：アタッ
ク・オブ・ザ・キラートマト、猿の惑星、2001年宇宙の旅、ブレードランナー、アンドリューNDR114

ボディスナッチャー

ナノテクノロジー

ゲノムハザード

プロメテウス

詳細名称



正式名称は宝石ダイヤモンド。地球上で最も硬い鉱物。非常に規則正しく均一に炭素原子が並び、八面体や
立方体の美しい結晶を構成している。無色透明が有名だが、透明度や色は様々。 

正式名称は宝石ルビー。サファイアの中で赤くて価値の高いものルビーと呼び、大きいものほど価値が高い。
石の中に六条の星彩が現れるスター・ルビーというものも存在する。 

正式名称は宝石サファイア。高温対火、電気を通さず赤外線を通す、かなりの硬度を持つため、高い工業的
価値を持つ。古代では眼病を癒し、解毒作用があると信じられていた。 

正式名称は宝石エメラルド。価値の高い宝石の女王。光にかざすと内部に天国の庭が見える石。繁栄と生命正式名称は宝石エメラルド。価値の高い宝石の女王。光にかざすと内部に天国の庭が見える石。繁栄と生命
の象徴だが、中世錬金術師の間では死者の案内人の石とも呼ばれた。 

正式名称は宝石アメジスト。紫は古くから高貴な色とされ、信仰精神の象徴として司祭の装飾品とされてき
た。透明で美しく、放射能の影響を受け、紫に発色している。 

正式名称は宝石ガーネット。同じ結晶構造を持つ鉱物グループの総称で、化学組成により様々な色に変わる。
特に規則正しい組成で虹色の光彩効果を起こすレインボーガーネットは希少。 

正式名称は宝石ペリドット。古代では王の威厳と太陽の象徴とされ正式名称は宝石ペリドット。古代では王の威厳と太陽の象徴とされ、中世では悪魔から守る石とされていた。
屈折率が高いため透明感が強く、仄暗い夜でも緑が際立ち光る。 

正式名称は宝石オパール。古代ローマで愛の宝石と呼ばれていたが、オパールを持つヒロインが不幸になる
小説の影響で、不幸を招く石とも言われる。赤いものは価値が高い。 

正式名称は宝石ムーンストーン。見る角度によって、幻想的な月光のような光彩が見え隠れする。古代では
月の神々の象徴、月の光が固まって出来た結晶だとされてきた。 

正式名称は宝石ターコイズ。青から緑の色があり、場所により色の価値が変わる。古代から幸運を招く石と正式名称は宝石ターコイズ。青から緑の色があり、場所により色の価値が変わる。古代から幸運を招く石と
して、魔除けの護身符・儀式に使用され、インディアンの間で天を司る石として受け継がれた。 

正式名称は竜骨。大型哺乳動物の化石化した骨。＜薬学＞で「漢方薬竜骨」を作成できる。ヒステリー症状
や精神不安に効果があり、使用すると正気度1D3回復。 

正式名称は自然水銀。衝撃を与えると有毒ガスを発生する鉱物。ガスを吸うと四肢感覚、運動、視野、聴力、
平衡感覚、言語などに障害を起こす。 

正式名称は鶏冠石。水に溶けることで腹痛正式名称は鶏冠石。水に溶けることで腹痛、嘔吐、発熱、痙攣、異常発汗などの障害を起こす。＜薬学＞で「治
療薬鶏冠石」を作成できる。殺菌や解毒に効果があり、使用すると耐久力1D3回復。 

透明で硬い綺麗な石

赤い結晶鉱物

青く透明な結晶

濃い緑色の柱石

紫色の水晶

玉虫色の結晶

黄黄緑で透明な石

中に虹色が見える石

白く美しい長石

水色の岩石

骨のような石

赤銀色の鉱石

トサカのような赤い石

S

A

A

A

B

B

BB

C

C

C

D

D

D

地質学で分かる情報 価値名称

鉱石 

以下の品々は、本書の世界の各地で採取・発掘できるアイテムだ。様々なシナリオやミッションに応じて、報酬
や素材などのアイテムが必要な場合は活用してほしい。全ての採取アイテムは、入手しただけでは、その品物が
どういったものかは分からない。それぞれに対応した技能に成功することで、その性質が分かるようになる。

アイテム - 採取・発掘アイテム

出目
1
2～10
11～30
31～50
51～100

価値
S
A
B
C
D

採取表
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アイテム - 採取・発掘アイテム

正式名称はカロライナジャスミン。有毒　POT8。症状は
脈拍増加、呼吸麻痺、中枢神経刺激作用、血圧降下、心機
能障害など。約30分～。薬学で医薬品として使用できる。

正式名称はリコリス・ラジアータ。有毒　POT10。症状
は吐き気や下痢、酷い場合は中枢神経の麻痺による死。約
30分～。薬学で漢方薬として使用できる。

正式名称はナルキッソス。有毒　POT15。症状は強い嘔正式名称はナルキッソス。有毒　POT15。症状は強い嘔
吐、接触性皮膚炎。約30分～。薬学で外用湿布として使
用できる。

正式名称はアコナイト。有毒　POT20。症状は嘔吐・呼
吸困難、臓器不全による死。即効性。薬学で漢方薬として
使用できる。

正式名称はダチュラ・メテル。有毒　POT20。症状はめ正式名称はダチュラ・メテル。有毒　POT20。症状はめ
まい、沈鬱、瞳孔拡大、頻脈、幻視、意識障害など。約30分～。
薬学で医薬品として使用できる。

正式名称はマウンテン・ローレル。有毒　POT20。症状
は心拍制御不能、嘔吐、筋弛緩、体液垂れ流し、昏睡など。
約1時間～。薬学で外用薬として使用できる。

正式名称はブラッドルート正式名称はブラッドルート。有毒　POT10。症状は流産、
昏睡、腐食、嘔吐など。約30分～。薬学で医薬品として
使用できる。

正式名称はスカンク・キャベッジ。有毒　POT10。症状
は触れた場所に酷い炎症など。約30分～。薬学で漢方薬
として使用できる。

正式名称はエンジェル・トランペット。有毒　POT5。症正式名称はエンジェル・トランペット。有毒　POT5。症
状は催眠による操り人形。即効性。薬学で催眠薬として使
用できる。

正式名称はジギタリス。有毒　POT5。症状は不整脈、動
悸、嘔吐、頭痛・眩暈、視野が黄色く映る症状。約30分
～。薬学で医薬品として使用できる。

正式名称はフライ・アガリック。有毒　POT15。症状は正式名称はフライ・アガリック。有毒　POT15。症状は
吐き気、眠気、発汗、視聴覚・気分の変化、多幸感、健忘
など。約30分～。薬学で医薬品として使用できる。

正式名称はカンナビス。効果は陶酔、鎮痛、沈静、催眠な
ど。薬学でドラッグとして使用できる。

正式名称はポピー。効果は解毒、鎮痛など。薬学でドラッ
グとして使用できる。

正式名称はコカ。効果は高山病対策、恐怖感喪失、疲労感正式名称はコカ。効果は高山病対策、恐怖感喪失、疲労感
軽減、眠気防止など。薬学でドラッグとして使用できる。

正式名称はモーニンググローリー。効果は抗潰瘍、媚薬な
ど。薬学でドラッグとして使用できる。

正式名称はエフェドラ。効果は発汗、解熱、咳止め、痛み
止め、利尿、発熱・頭痛・喘息・むくみの改善など。薬学
でドラッグとして使用できる。

黄色い花

赤い花

白と黄色の花

紫の花

白い花

ピンクと白の花

根根が赤い白い花

紫色の強烈に臭い花

ベルのような白い花

ランプのような
紫の花

赤いキノコ

放射状に広がる
緑緑の葉

四枚花弁の青い花

楕円形の葉を持つ枝

ツタのある紫の花

葉の無い枯れた茎

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

D

D

D

D

DD

D

D

医薬品カロライナジャスミン。耐久力1D2回復。
効果は抗ガン、血圧低下、片頭痛・神経痛・喘息・
リウマチの治療、消化不良の改善。

漢方薬リコリス・ラジアータ。耐久力1D2回復。
効果は利尿、去痰作用、アルツハイマー病の治療。

外用布ナルキッソス。耐久外用布ナルキッソス。耐久力1D3回復。効果は
乳腺炎、乳房炎、悪性の腫れ物、肩こり、神経痛、
リウマチの治療。

漢方薬アコナイト。耐久力1D3回復および、正
気度1D3回復。効果は強心作用、鎮痛作用、皮
膚温上昇作用、血液循環の改善。

医薬品ダチュ医薬品ダチュラ・メテル。耐久力2D3回復および、
3時間睡眠回復。効果は鎮痙薬、手術麻酔。

外用薬マウンテン・ローレル。耐久力1D3回復。
効果は接触性皮膚炎、炎症の治療。

医薬品ブラッドルート。耐久力1D3回復。効果
は筋肉の緊張と痙攣の緩和、去痰、催吐・排便・
殺菌作用。

漢方薬スカン漢方薬スカンク・キャベッジ。耐久力1D3回復。
効果は呼吸器系疾患、神経症、リューマチ、浮腫
の治療。

催眠薬エンジェル・トランペット。効果は
POT20の催眠効果（ダメージ無し）。

医薬品ジギタリス。耐久力1D3回復および、正気
度1D3回復。効果は強心、鬱血性心不全の特効薬。

医薬品フライ・アガリック。耐久医薬品フライ・アガリック。耐久力1D3回復。
効果は生理活性。

ドラッグ マリファナ。効果は「ドラッグ」のペー
ジ参照。

ドラッグ ヘロイン。効果は「ドラッグ」のペー
ジ参照。

ドラッグ コカイン。効果は「ドラッグ」のペードラッグ コカイン。効果は「ドラッグ」のペー
ジ参照。

ドラッグ LSD。効果は「ドラッグ」のページ参照。

ドラッグ 覚醒剤。効果は「ドラッグ」のページ
参照。

博物学で分かる情報 薬学で得られるもの 価値名称

薬毒動植物 全ての毒物の解毒剤は＜薬学＞で作成可能
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アイテム - 採取・発掘アイテム

黒い卵のような
不思議な石

赤茶色の
金属の球体

古びた
金属の歯車

透透き通る白い鉱石

金色の
飛行機模型

透明で綺麗な
ドクロ

視線を感じる鏡
謎の頭蓋骨

S

S

S

S

S

S

BB

A

A

正式名称はピエール・トネール／ミ＝ゴの電気銃。10センチほどの黒い卵のような不思議な石。石には顔、動物、
螺旋、三日月、トウモロコシ、デバイダーなど様々なシンボルが彫られ、頂点と底に穴が開いている。材質は石英
を熱した珪岩、または非常に高い光の屈折率を持ち、古くは性質を利用してコンパスのように使われた方解石と呼
ばれる材質に近い。インディアンやアステカの先住民が部族間や天の父、または雷の神との契約で使用し、雷の力
を宿したピエール・トネール、またはサンダーストーンと呼ばれていた。＜クトゥルフ神話＞に成功することで、
これは異界のテクノロジーである「ミ＝ゴの電気銃（基本ルールブック P199）」であることがわかる。＜クトゥル
フ神話＞に失敗した場合は、「ミ＝ゴの電気銃」であることは分からないが、その使用方法だけは理解できる。 

正式名称はクレルクスドルプの太陽石。正式名称はクレルクスドルプの太陽石。1～10センチほどの赤茶色の金属の球体。火山の噴火物質が凝固して出
来た「クレルクスドルプの球体」という30億年前の物質が、ナバホ族やアステカ文明の間で、太陽の神からの捧
げもの、あるいは心臓とされてきたもの。まるで人工物のようであるため、地球外生命体のアーティファクトとの
噂もあるが球体自体は完全な自然物である。しかし、その中でも「太陽石」と呼ばれるものは、球体の中に燃える
ような炎の明るみを宿し、触れると暖かさを感じる。太陽石を握って強く念じることで、「炎の外套（基本ルールブッ
ク P284）」と同じコストと効果を得る。＜クトゥルフ神話＞に成功することで、この物質はナイアーラトテップの
化身である煙る鏡、アステカで崇拝された「テスカトリポカ」とそのライバルである太陽神「ケツァルコアトル」
の戦いの中で生まれたものであることがわかる。またケツァルコアトル、幾つかの魔道書で蛇の神である「イグの戦いの中で生まれたものであることがわかる。またケツァルコアトル、幾つかの魔道書で蛇の神である「イグ」
との関連性が触れられているが、この太陽石には「クトゥグァ」を象徴するフォーマルハウト（みなみのうお座）
の形が刻まれている。 

正式名称はノーティキーザ 金の歯車。金色に鈍く光る歯車のような金属製の化石。見たこともない文字が刻印さ
れている。時計や天体観測の計算機などの機械装置の部品であったとみられるが、氷河期以前のものであり、一般
的に超古代文明のオーパーツとされる。歯車はたった一つの品物ではなく、大小様々複数のものが過去に発見され
ている。蒸気ピストンなどに使用されるシリンダーの役割を持ち、歯車に1マジック・ポイントを込めることで、
1時間ほど自立回転する。回転している歯車は、幻想的な緑色に発光し、美術品のような神秘的で美しい輝きを放
つ。この品物は、＜機械修理＞などで機械に組み込むことで、マジック・ポイントを原動力として動く機械とできる。
＜クトゥルフ神話＞に成功することで、これはハイパーボリア時代のテクノロジーであり、その質の高さから同時
期の他の文明よりの贈答品であることがわかる。刻まれた文字の正確な解読は不可能だが、高い確率で友好や賞賛期の他の文明よりの贈答品であることがわかる。刻まれた文字の正確な解読は不可能だが、高い確率で友好や賞賛
を意味するハイパーボリアの言語であることは想像に難しくない。 

正式名称はコソの点火プラグ。六辺の覆いに囲まれた晶洞石。中は白い磁器で、中央に光沢のあるセラミック製の
金属の矢のような、精巧な点火プラグが見える。プラグは1920年代の自動車メーカーのものとの疑惑もあったが、
晶洞石が50万年前のものであったため、信憑性が不確定だったが、その後プラグは行方不明になり真実はあやふ
やのままだった。プラグを強く握りこむと火花が走り、75％の命中率で広範囲に3D6のダメージを与えることが
できる。＜クトゥルフ神話＞に成功することで、これは遥か昔に地球で隆盛を誇った「古のもの」が「ショゴス」
をはじめとする、隷属的存在を支配、あるいは調教するために用いた道具であることがわかる。このプラグは、人
類に火を与えたプロメテウスをはじめとする、様々な神々の伝承として語り継がれている。 

正式名称は黄金スペースシャトル。飛行機や宇宙往還機のような、長正式名称は黄金スペースシャトル。飛行機や宇宙往還機のような、長さ10cm程度の黄金細工のペンダント。黄
金ジェットとも。約三千年前の古代南米文明の遺物。南米の各地で発見されている。コクピットやラジエーターを
思われる箇所も見受けられ、空気力学的に実際に飛ばすことも可能。南北アメリカには、天空を飛翔する神の乗り
物が登場する神話や伝説は多く存在し、超古代の飛行文明、または神と認識された異星人の存在が仄めかされてい
る。このシャトルは血液を記憶する性質を持つ。シャトルに血液を垂らすことで、その情報を読み取り、血液の持
ち主の所へ飛んでいく。＜クトゥルフ神話＞に成功することで、これは超古代文明時代に栄えたイグ、ないしイグ
を崇拝するその子供達である蛇人間が、高度な科学技術を用いて創り上げた連絡機であることがわかる。シャトル
に情報を込め、中世の伝書鳩のような使い方をする。同じ形をした巨大なタイプの飛行船も存在していたが、現存に情報を込め、中世の伝書鳩のような使い方をする。同じ形をした巨大なタイプの飛行船も存在していたが、現存
するものはひとつも存在しない。 

正式名称はヘッジス・スカル。15cm四方の極めて透明度の高い水晶ドクロ。この世で最も大きく、美しく、不気
味な宝石。十数個が発見されている中南米の考古遺物。人間の頭蓋骨を正確に模し、科学的にレーザー加工以上の
超高度な技術を持ってしても加工できないありえない性質を持っている。水晶ドクロは、全部で13個あり、全て
を集めるとホログラムが投影され、真の地球の歴史や超古代文明の全てが明らかになる。ドクロ単体では、プリズ
ム眼孔に魔力を込めることで、運命を予見できる。5マジック・ポイントを捧げることで、次に行う技能でファン
ブルが出ない限り、必ず成功させ、最高の結果をもたらす。＜クトゥルフ神話＞に成功することで、これはかつてムー
大陸の聖地で崇拝されていたガタノトーアに、生贄を捧げる儀式で使用されていたことがわかる。ドクロはユゴス
よりのものによる超技術で製作され、毎年生贄に捧げられよりのものによる超技術で製作され、毎年生贄に捧げられる12名の若い戦士と12名の娘に対し、12個の水晶ド
クロが手渡され、生贄となった後、ユゴスへ導かれる運命を示す役割を担った。13個目のドクロはガタノトーア
が所持している。 

正式名称はクロエの鏡。かつて主人を愛するクロエという奴隷が、罰として片耳を切り落とされたが、包帯の代わ
りに緑のターバンを巻いていた。奴隷は主人の信頼を取り戻すため、妻と子供に毒を盛って献身的に看病する姿を
見せるが、誤って毒殺してしまう。当時、鏡は中に霊魂を閉じ込めるため、亡くなった際はカバーをかけるのが習
わしだったが、かけ忘れた鏡があった。その鏡は、今もルイジアナ州のどこかのホテルの一室にあるとされ、その
ホテルには、肌の浅黒い緑のターバンの幽霊が訪れるらしい。どこかにあるこの鏡は呪われた品であり、鏡のある
部屋で寝るたび、悪夢にうなされ1D10の正気度を喪失する。しかし、鏡に少しでも魔力を込めることで、鏡は
不可視の霊的存在の真実の姿を映し出す。また、霊的存在を魔力の込めた鏡に吸い寄せ、カバーをかけることで、
その中に封じ込めることができる。魔力は吸い寄せる存在その中に封じ込めることができる。魔力は吸い寄せる存在のPOW と同等の値が必要となる。 

正式名称は死のホイッスル。人間の頭蓋骨の形をしたアステカ文明のホイッスル。死霊の絞り出すような金切り声、
焼かれながら死ぬ人間の叫び声のような、おぞましい恐怖を呼び起こす音を響かせる。神に生贄を捧げる儀式で死
者を黄泉の国へおくるために吹かれたり、敵との争いの際に戦意を喪失させるための心理作戦として吹かれた。こ
のホイッスルは、儀式や遊戯の始まり、狩りで動物を誘き寄せる、病気を治すなど、用途ごとに様々な形状が存在
している。この笛を吹くことで、死者や霊魂に関わるマジック・ポイントの消費を2少なくし、戦闘ラウンドで使

考古学で分かる情報 価値名称

遺物 
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アイテム - 採取・発掘アイテム

視線を感じる鏡

謎の頭蓋骨

民族の絵文書

黄金のピラミッド

B

A

A

S

正式名称はクロエの鏡。かつて主人を愛するクロエという奴隷が、罰として片耳を切り落とされたが、包帯の代わ
りに緑のターバンを巻いていた。奴隷は主人の信頼を取り戻すため、妻と子供に毒を盛って献身的に看病する姿を
見せるが、誤って毒殺してしまう。当時、鏡は中に霊魂を閉じ込めるため、亡くなった際はカバーをかけるのが習
わしだったが、かけ忘れた鏡があった。その鏡は、今もルイジアナ州のどこかのホテルの一室にあるとされ、その
ホテルには、肌の浅黒い緑のターバンの幽霊が訪れるらしい。どこかにあるこの鏡は呪われた品であり、鏡のある
部屋で寝るたび、悪夢にうなされ1D10の正気度を喪失する。しかし、鏡に少しでも魔力を込めることで、鏡は
不可視の霊的存在の真実の姿を映し出す。また、霊的存在を魔力の込めた鏡に吸い寄せ、カバーをかけることで、
その中に封じ込めることができる。魔力は吸い寄せる存在その中に封じ込めることができる。魔力は吸い寄せる存在のPOW と同等の値が必要となる。 

正式名称は死のホイッスル。人間の頭蓋骨の形をしたアステカ文明のホイッスル。死霊の絞り出すような金切り声、
焼かれながら死ぬ人間の叫び声のような、おぞましい恐怖を呼び起こす音を響かせる。神に生贄を捧げる儀式で死
者を黄泉の国へおくるために吹かれたり、敵との争いの際に戦意を喪失させるための心理作戦として吹かれた。こ
のホイッスルは、儀式や遊戯の始まり、狩りで動物を誘き寄せる、病気を治すなど、用途ごとに様々な形状が存在
している。この笛を吹くことで、死者や霊魂に関わるマジック・ポイントの消費を2少なくし、戦闘ラウンドで使
用することで、対象のDEXの値を2ラウンドの間半分にする。 

正式名称はメンドーザ写本。スペイン語。メアリー・ルイス・プラット著。アステカの書士とその情報提供者によっ
て書かれた、アステカの文化と社会を理解するための重要なコデックス（写本）。16世紀にアントニオ・デ・メン
ドーザ総督に依頼され、スペイン国王へ送られる最中、船隊が私掠船に攻撃され数百年間埋もれていた。文書と絵
画的表現が魅力的なハイブリッドであり、印象的な文字やビジュアルコードが綴られ、スペイン語で意味が注釈さ
れている。おそらく最初にラテンアメリカの情報が記録された特別な民俗学的メディア「オートエスノグラフィー
」。内容はアステカの様々な祭事や儀式や神々、階級や職業、子育てやライフスタイルにいたるまで、ありとあら
ゆることが記載されている。研究し理解するために平均4週間。正気度ポイント喪失は1/1D2。呪文：＜ニャル
ラトテップとの接触＞。特殊近接技能「吸血」の習得ラトテップとの接触＞。特殊近接技能「吸血」の習得。 

正式名称はラ・マナ 光のピラミッド。30センチ前後の三辺からなる黄金のピラミッド。頂点に一つの目が刻まれ、
その下部にはレンガのように水平な十三の段、底面にはオリオン座と文字が刻まれている。頂点の目は、合衆国国
章や1ドル紙幣、謎の友愛結社フリーメイソン、中性キリスト教の三位一体で有名なエジプトを起源とする「プロ
ヴィデンスの目」。底面の文字は古代インドのサンスクリット語で「創造主の息子がやってくる」と解読できる。
創造主および息子は古代エジプトでは太陽神ラーとホルスとされる。また、ブラックライト（紫外線）を当てると、
段と目が発光する。 

考古学で分かる情報 価値名称

遺物 



本書の世界では、麻薬組織の活動、LSDを好むヒッピー、ペヨーテを用いるインディアンなどが多数存在するため、
ドラッグが多く出回っている。麻薬取締の警察組織は尽力しているが、この混沌の世界を取り締まるのは実質不
可能に近い。ドラッグを手に入れるには、街を一時間ほどかけて散策し、＜人類学＞に成功することでドラッグの
売人と遭遇できる。売人に価値Dの品物1つを渡すことで、任意のドラッグ1回分と交換できる。ドラッグを使
用すると効果時間の間メリットを得る。効果時間が終了するとデメリットを受ける。デメリットを回復するには
デトックス（回復判定）に成功する必要がある。二度目以降、デトックスに失敗すると、オーバードーズ（過剰
摂取による影響）が起こり、最悪死亡する。

アイテム - ドラッグ

分類 幻覚系

身体的効果（使用中）
鋭敏な五感、食欲増加、酩酊感

精神的効果（使用中）
多幸感、リラックス、不安の消失

ステータスの変化（使用中）
五五感を使用する技能＋25％、CON＋3、DEX-1、一
時的狂気回復、POW＋3、INT＋3

効果時間
特定のシーン中（約2～3時間）

身体的反動（効果時間終了後）
なし

精神的反動（効果時間終了後）
恐怖、罪悪、憂鬱、幻聴、被害妄想、軽い記憶障害

ステータスの変化（効果時間終了後）
一時的狂気の判定、技能○○学－10％、POW－3、INT－3

デデトックス（反動の回復判定）
1時間毎にPOW×5に成功することでデメリット消失（同じドラッ
グを使用すればメリットを犠牲にデメリット消失）

オーバードーズ（過剰摂取による判定）
なし

マリファナ

分類 抑制系

身体的効果（使用中）
人間の最高の状態、超強烈な性的快感

精神的効果（使用中）
人間の最高の状態、超強烈な多幸感

ステータスの変化（使用中）
CCON＋15、APP＋5、DB＋2d6、装甲＋2、耐久力全
回復、一時的狂気回復、正気度1d6回復、POW＋15

効果時間
特定のシーン中（約2～3時間）

身体的反動（効果時間終了後）
強烈な全身への激痛、虚脱、疲労、体温調節不可、急性致死

精神的反動（効果時間終了後）
幻覚、幻聴、被害妄想、恐怖、罪悪、憂鬱、錯乱

ステータスの変化（効果時間終了後）
33時間毎にダメージ1d3、体を動かす技能－20％、応急手当、
医学による回復－1、CON－5、DB－1d6、一時的狂気の判定、
POW－5

デトックス（反動の回復判定）
6時間毎にPOW×0.5に成功することでデメリット消失（同じ
ドラッグを使用すればメリットを犠牲にデメリット消失

オーバードーズ（過剰摂取による判定）
二二度目以降の回復判定失敗時CON×3をロールし、失敗する
と死亡

ヘロイン
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アイテム - ドラッグ

分類 興奮系

身体的効果（使用中）
疲労の消失

精神的効果（使用中）
気分の高揚、リラックス、不安の消失

ステータスの変化（使用中）
CCON＋5、一時的狂気回復、POW＋1、INT＋5

効果時間
戦闘ラウンド中または非戦闘時1度の判定（約10～
30分）

身体的反動（効果時間終了後）
虚脱、疲労、食欲減退、肝臓障害、睡眠障害、自傷、呼吸不全、
心臓発作

精神的反動（効果時間終了後）
皮膚内を虫が這う強い幻覚、幻聴、被害妄想、錯乱

ステータスの変化（効果時間終了後）
体体を動かす技能－20％、上記以外の全ての技能－10％、即座にダ
メージ1d3、CON－5、一時的狂気の判定、POW－1、INT－5

デトックス（反動の回復判定）
3時間毎にPOW×1に成功することでデメリット消失（同じドラッ
グを使用すればメリットを犠牲にデメリット消失

オーバードーズ（過剰摂取による判定）
二度目以降の回復判定失敗時CON×5をロールし、失敗すると死亡

コカイン

分類 幻覚系

身体的効果（使用中）
鋭敏な五感、神経接続の破壊と強化、新しいことの学
習、古いことの忘却

精神的効果（使用中）
リラックス、不安の消失、精神の解放

スステータスの変化（使用中）
五感を使用する技能＋25％、DB＋1d6、技能Pの自
由入れ替え、一時的狂気回復、INT＋3

効果時間
一日（約6～14時間）

身体的反動（効果時間終了後）
自傷、凶暴化

精神的反動（効果時間終了後）
強い幻覚、錯乱

ステータスの変化（効果時間終了後）
即座にダメージ1d3、一時的狂気の判定、INT－3

デデトックス（反動の回復判定）
1時間毎にPOW×5に成功することでデメリット消失（同じドラッ
グを使用すればメリットを犠牲にデメリット消失

オーバードーズ（過剰摂取による判定）
なし

LSD

分類 興奮系、幻覚系

身体的効果（使用中）
強い性的快感

精神的効果（使用中）
鋭敏な心情、精神の解放

ステータスの変化（使用中）
CCON＋3、APP＋3、一時的狂気回復

効果時間
半日（約3～6時間）

身体的反動（効果時間終了後）
虚脱、疲労、肝臓障害、頭痛、抜け毛、老化、体温調節不可、
痙攣、昏睡

精神的反動（効果時間終了後）
錯乱、記憶障害

ステータスの変化（効果時間終了後）
体体を動かす技能－10％、APP－1、CON－3、一時的狂気の判
定、技能○○学－20％

デトックス（反動の回復判定）
1時間毎にPOW×5に成功することでデメリット消失（同じドラッ
グを使用すればメリットを犠牲にデメリット消失

オーバードーズ（過剰摂取による判定）
二二度目以降の回復判定失敗時CON×8をロールし、失敗する
と死亡

MDMA
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モンスター
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ナイアル・オブ・パラダイスの誕生と同時に、異形のものどもが溢れ出した。それらは神話生物と同様に、不明な点
が多く、その存在を明らかにするには＜クトゥルフ神話＞技能に成功する必要がある。外見からおおよその生態や生
息場所の見当をつけることくらいはできるかもしれないが、異形のものどもは、本書の世界のどこに現れてもおかし
くない存在といえる。異形のものどもは、そのほとんどがモンスター映画を参考にしている。中には思い当たるもの
があるかもしれないし、知らなければ参考作品で確認するのもいいだろう。

正気度について
本書の世界の異形のものどもは、異世界の影響を受けたクトゥルフ神話的存在だ。それぞれ程度は異なるが、体に
触手が生えていたり、不定形に崩れていたり、名状しがたい色味を帯びた異常な変化をしている。それは一目で異
常なものだと理解でき、探索者の正気度に影響を与えるだろう。

強さについて
モンスターの強さは、おおまかに「対等に戦える存在」「強力な存在」「非常に恐るべき存在」の三段階に分けられる。
「対等に戦える存在」は、シナリオ中にクリアすべき程度の軽い戦闘の障害に。「強力な存在」は、シナリオの最後
に乗り越えるべき大きな戦闘の障害に。「非常に恐るべき存在」は、銃器や兵器や呪文など、ありとあらゆる手段
を携えた歴戦の探索者が全力を賭けて戦うような強大な障害だ。

捕獲
また、異形のモンスターを捕獲することで、様々な組織に研究材料として渡し、代わりに報酬を貰うことができる。
捕獲方法は、ノックアウト攻撃や罠を仕掛けるなど、PLのアイデア次第だ。KPは捕獲されても問題の無い対象
であれば、PLのアイデアを積極的に採用し、状況に応じて捕獲方法を決定して構わない。「対等に戦える存在」は
価値B、「強力な存在」は価値A、「非常に恐るべき存在」は価値Ｓの品物と交換できる。

モンスター

STR
CON
SIZ

11
11
13

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
11
11

耐久力 12

DB 0

 装甲0

こぶし   80% 1D3
近接武器   60% 1D6+db
拳銃   60% 1D10
　
日常的に戦闘をしない一般人。戦闘データ
を持たない人物の参考にすること。

平均的な人間
STR
CON
SIZ

13
13
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
13
13

耐久力 14

DB ＋1D4

 装甲2

こぶし   80% 1D3+db
近接武器   60% 1D6+db
拳銃   60% 1D10
　
戦闘を日常とする戦闘能力を持つ人間。戦
闘データを持たない人物の参考にすること。

強い人間    
STR
CON
SIZ

16
16
17

ＩＮＴ
 POW
 DEX

17
15
15

耐久力 17

DB ＋1D6

 装甲4

こぶし   80% 1D3+db
近接武器   60% 1D6+db
強力な銃器   60% 2D10
　
戦闘におけるプロフェッショナル。戦闘デー
タを持たない人物の参考にすること。

強力な人間

正気度喪失 正気度喪失 正気度喪失なし なし なし
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モンスター

STR
CON
SIZ

11
12
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
13
16

耐久力 14

DB ＋1D4

正気度喪失 なし

 装甲0

リボルバー   80% 1D10
二丁拳銃   40% 2D10
乗馬   60%
心理学   60%
聞き耳   80%
　
強力な存在。馬に跨ってポンチョをまとい強力な存在。馬に跨ってポンチョをまとい、
各地を転々と生きる者。銃の腕はたつが正
義でも悪でもある。モンコ、ウェルチ、ジャ
ンゴ、マリアなど、その時々で名前を変え、
男であるか女であるかも分からない、通称
「名無し」。参考作品：夕陽のガンマン、続・
夕陽のガンマン

飄 と々したヤツ
ノー・ネーム

STR
CON
SIZ

14
15
17

ＩＮＴ
 POW
 DEX

10
13
13

耐久力 16

DB ＋1D4

正気度喪失 なし

 装甲1

リボルバー   80% 1D10
手動式ガトリングガン   40% 周囲の全てに2D6+4
斧   60% 1D6+1＋db
説得（物理）   40%
死んだふり   60%
いともたやすく行われるえげつない行為   60%
　　
強力な存在強力な存在。主にメキシコ系の強盗団やギャ
ングの親玉。その名も通称で本名ではない。
やや大柄な体と、よれて乱れた服や、ボサ
ボサの髪の毛が特徴的。銃以外にも、斧や
爆弾なども使い、卑劣な戦い方をする。参
考作品：夕陽のガンマン、続・夕陽のガン
マン

いかにも悪いヤツ
エル・バンディド

STR
CON
SIZ

12
12
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
15
13

耐久力 14

DB ＋1D4

正気度喪失 なし

 装甲2

リボルバー   80% 1D10
スナイパーライフル   80% 1D8+1D6+3
スラムファイア   40% 2D6+4 二回攻撃
見破る   80% 
心理学   80% 
乗馬   60% 
　　
強力な存在。キリッとした顔つきと、慄然
とした佇まいの保安官然とした人物。町の
治安や弱き者を守るその姿から「マグニフィ
セント（偉大）」という通称で呼ばれている。
銃の腕は百発百中で、宙に舞った帽子が落
ちるまで、6発の弾丸で射貫くことができる。
参考作品：夕陽のガンマン、続・夕陽のガ参考作品：夕陽のガンマン、続・夕陽のガ
ンマン

凛としたイイ人
ザ・マグニフィセント

STR
CON
SIZ

13
13
13

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
11
12

耐久力 13

DB ＋1D4

正気度喪失 なし

 装甲0

斧   60% 1D6+1＋db
バイク   40%
芸術（死に様）   60%
　
対等に戦える存在。ヒャッハー！とかブイ対等に戦える存在。ヒャッハー！とかブイ
エイト！が口癖のモヒカン、またはハゲ。
インディアンかもしれない。体に入れ墨を
してたり、汚物を消毒したり、銀のスプレー
を噴いたり…　ホラ、わかるでしょ？参考
作品：マッドマックス 怒りのデス・ロード

イキってるモヒカン
イキリ・モヒカン

STR
CON
SIZ

20
20
16

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
21
20

耐久力 18

DB ＋1D4

正気度喪失 なし

 装甲2

斧   60% 1D6+1＋db
弓   40% 2D6+1
乗馬   80%
追跡   60%
KPが適切だと思う、自然や動物に関する1D3
種類の呪文    
　　
強力な存在。戦士の中の戦士。インディア
ンの中のインディアン。インディアンの偉
大なる戦士。伝統的な武器である、弓と斧
を使い、寡黙で凄腕。自然や動物を崇拝し、
仲間のために戦う。参考作品：ローン・レ
ンジャー、ジェロニモ

風格あるインディアン
ロッホ・インディオ

STR
CON
SIZ

24
19
18

ＩＮＴ
 POW
 DEX

18
22
17

耐久力 19

DB ＋2D6

正気度喪失 なし

 装甲6

近接格闘   80% 1D6+db
遠距離射撃   80% 2D6
必殺技   60% 2D6+db
痕跡を残さない   80%
障害を無力化する   60%
コネクション   80%
11D100をロールし、INT以下が出たなら、出
た数の様々な呪文。    
　
強力な存在。民衆のために戦う義賊、ダー強力な存在。民衆のために戦う義賊、ダー
クヒーロー。主に支配的な存在や、政府体
制に敵対する自由と混沌の存在であるため、
ナイアル・アナキズム（混沌の無政府主義者）
と括られる。優れた身体能力を持つが、あ
くまで超人的肉体能力や様々な武器で戦う。
参考作品：マスク・オブ・ゾロ、ザ・ファ
ントムントム

覆面の怪傑
ナイアル・アナキズム
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モンスター

STR
CON
SIZ

19
25
16

ＩＮＴ
 POW
 DEX

16
24
18

耐久力 21

DB ＋1D6

正気度喪失 なし

 装甲6

リボルバー   80% 1D10
サーベル   40% 1D6+2＋db
乗馬   60%
　
強力な存在。どこか貴族的な誇りと雰囲気強力な存在。どこか貴族的な誇りと雰囲気
を持った南北戦争時代以前の軍人。近代的
なメカニズムを持たない19世紀以前の装備
で身を固め、馬の扱いを得意とする。一騎
打ちや陣形戦には強いが、ゲリラ戦に弱い。
参考作品：グローリー、パトリオット

南北時代風の軍人
シビル・ソルジャー

STR
CON
SIZ

19
25
20

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
15
18

耐久力 23

DB ＋1D6

正気度喪失 なし

 装甲6

近接格闘   80% 1D6+db
遠距離射撃   80% 2D6
閃光弾   40% スタン
ハンドサイン   80%
衛生兵を探す   20%
　
強力な存在。2強力な存在。20世紀以降の近代的な装備で
身を固めた戦争の兵士。CQCなどの格闘術
や、武器の扱いをマスターしている。馬の
扱いや、試合然とした戦いは苦手だが、あ
らゆる状況を想定した作戦行動に強い。参
考作品：ボーダーライン、アメリカン・ス
ナイパー

近代的な兵士
ミリタリー・ソルジャー

STR
CON
SIZ

8
8
10

ＩＮＴ
 POW
 DEX

25
8
11

耐久力 9

DB 0

正気度喪失 0／1D2

 装甲0

近接刃物   60% 1D6＋1＋db
危険な薬品   30% 1ラウンド1D6
人体改造   20%
禁断の知識   40%
センス・オブ・ワンダー   5%
KPが適切だと思う、様々な1D3種類の呪文
　　
対等に戦える存在。主に人間を繋げたり対等に戦える存在。主に人間を繋げたり、
他の生物や機械と合体させたり、人造人間
を生み出すことを、崇高な思想として認識
している狂気の科学者。話が全く噛み合わ
ない狂人であるためコミュニケーション不
可。科学者自体は（戦闘力的に）そこまで
脅威ではないが、エキセントリックな兵器
や、改造人間を伴っている場合が多いのでや、改造人間を伴っている場合が多いので、
厳重な注意が必要。参考作品：ムカデ人間、
Mr.タスク、武器人間

気のふれた異常者
マッドサイエンティスト

STR
CON
SIZ

25
25
24

ＩＮＴ
 POW
 DEX

10
10
24

耐久力 25

DB ＋2D6

正気度喪失 なし

 装甲2

噛み付き   30% 1D8
投石   30% 1D6＋1
こぶし   60% 1D3＋db
ギラギラした眼差し   40%
人間の肉を食う   80%
近親相姦   40%
KKPが適切だと思う、自然や動物に関する1D3
種類の呪文
　
強力な存在。知られざる、または過去に絶強力な存在。知られざる、または過去に絶
滅したはずの食人文化を持つ土着の民族。
部族は20～50人ほどで集落をつくり外部
との文化的な関わりを持たず、近親相姦に
よる血縁関係で構成されている。長身であっ
たり奇形であったり身体的におかしく、ま
た精神にも多かれ少なかれ異常をきたして
いる。参考作いる。参考作品：食人族、カニバル・カンフー 
燃えよ！食人拳、バイオ・アマゾネス

恐怖の野蛮人
食人族

STR
CON
SIZ

26
26
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
10
14

耐久力 24

DB ＋2D6

正気度喪失 0／1D2

 装甲2

鋭利な刃物   60% 1D6＋1＋db
握りつぶす   60% 1D6＋db
凶悪な得物   30% 1D10＋1＋db
忍び歩き   40%
リア充に殺意を抱く   80%
親兄弟を恐れる   40%
KKPが適切だと思う、呪いや死に関する1D3
種類の呪文   
　
強力な存在。チェーン・ソー、斧、ノコギ強力な存在。チェーン・ソー、斧、ノコギ
リなど恐ろしい刃物を振り回し、仮面を付
けて突撃してくる巨体。過去に何らかのト
ラウマがあったり、知能に異常をきたして
いるせいか、常に呼吸が荒く興奮している。
しかし、獲物を背後から襲う際は、何故か
恐ろしいほど静か。いちゃつくカップルは
殺す。バカな若者は殺す。一人になるヤツ殺す。バカな若者は殺す。一人になるヤツ
は殺す。処女は殺せない。参考作品：悪魔
のいけにえ、マーダー・ライド・ショー、
13日の金曜日

凶器を振り回す巨漢
キリング・ライド

STR
CON
SIZ

0
30
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
27
19

耐久力 26

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲0

精神的攻撃   30%  1D6MP＋1D6正気度喪失
精神吸収   POW 抵抗 1D3POW 吸収
憑依   POW 抵抗 憑依された者は操られる
ポルダーガイスト現象   60%
カメラを恐れる   40% 
KKPが適切だと思う、呪いや死に関する1D3
種類の呪文  
　
強力な存在。物理無効。神智学における感強力な存在。物理無効。神智学における感
情や情緒を原動力として活動するアストラ
ル体。宙を自由に舞い、壁をすり抜ける。
時として、物を動かしたり、ラップ音を発
生させたり、人に憑依することもある。憑
依された者は、POW 抵抗ロールに勝利し
ない限り、憑依から逃れることは出来ず、
行動を操られてしまう。参考作品：エクソ行動を操られてしまう。参考作品：エクソ
シスト、死霊のはらわた、ポルターガイス
ト

宙に舞う半透明の霊的存在
アストラルガイスト
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モンスター

STR
CON
SIZ

10
8
8

ＩＮＴ
 POW
 DEX

10
25
9

耐久力 8

DB ＋1D6

正気度喪失 0／1

 装甲0

精神吸収   POW 抵抗 1D3POW 吸収
こぶし   60% 1D3＋db
心理学   90%
精神分析   40%
KPが適切だと思う、様々な1D3種類の呪文
　
対等に戦える存在。宇宙人のアブダクショ対等に戦える存在。宇宙人のアブダクショ
ンか、悪魔憑きか、またはチェンジリングか、
通常の人間では持ち得ない超能力を発揮し、
その際に眼が不気味に光る存在。普段はま
とも、またはちょっと変わってる程度の人
物である場合が多いが、眼が光るときだけ
まるで別人のような表情をする。参考作品：
未知空間の恐未知空間の恐怖・光る眼、X線の眼を持つ男、
悪魔の赤ちゃん

光る眼の人
ミュータント

STR
CON
SIZ

25
25
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

10
12
25

耐久力 23

DB ＋2D6

正気度喪失 0／1D2

 装甲2

引き裂き   30% 2D6＋db
噛み付き   60% 1D8＋db
突進   30% 1D10＋db
遠吠え   60%
狼の踊り   40%
追跡   60%
KKPが適切だと思う、自然や動物に関する1D3
種類の呪文
　
強力な存在。自然の使者として狼を崇拝す強力な存在。自然の使者として狼を崇拝す
るインディアンが、狼の群れの中で暮らし、
野生＆凶暴化した存在。同じインディアン
同士であれば、かろうじてコミュニケーショ
ンは取れるかもしれないが、基本的に野生
動物のような思考回路をしているので、人
を襲う。参考作品：狼男アメリカン、バイオ・
アマゾネス２ オオカミ姉妹、ウルフヴィルアマゾネス２ オオカミ姉妹、ウルフヴィル

狼のようなインディアン
インディアン・ウルブズ

STR
CON
SIZ

17
17
18

ＩＮＴ
 POW
 DEX

5
5
8

耐久力 18

DB ＋1D6

正気度喪失 0／1D2

 装甲1

噛み付き   60% 1D8＋db
巻きつき   30% 組み付き
突進   30% 1D10＋db
一匹で喧嘩する   60%
壊れた部位を切り落とす   40%
　
対等に戦える存在。生物や機械、体の部位対等に戦える存在。生物や機械、体の部位
に様々なものが合成された、四足歩行の獰
猛な生物。伝説上のキマイラやケルベロス
に由来しているが、天然の合成生物ではな
く、手術や実験により合成された生物であ
るため、たまに拒否反応を起こしてしまう。
参考作品：ターミネーター2018、未確認生
命体 MA命体 MAX／マックス、クジョー

犬と何かのかけあわせ
キメラベロス

STR
CON
SIZ

25
24
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
8
19

耐久力 23

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

スマッシュ   60% 1D6＋db
噛み付き   30% 1D8＋db
罠   30% db＋組み付き
隠れる   60%
大きな足跡を残す   20%
周囲を警戒する   40%
　　
強力な存在。強力で獰猛な二足歩行の大き強力な存在。強力で獰猛な二足歩行の大き
な怪物。霊長類と同等、もしくは人間ほど
の知能があり、単純に襲い掛かってくるだ
けの単純な生物ではない。人を襲うことに
変わりは無いが、罠や奇襲などを用いた、
ゲリラ戦のような戦い方を得意とする。参
考作品：ビッグフット、イエティ、悪魔の毒々
モンスターモンスター

獰猛な野蛮人
ストレンジ・サヴェジ

STR
CON
SIZ

40
40
38

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
10
18

耐久力 39

DB ＋4D6

正気度喪失 1D4／2D8

 装甲4

食いちぎる   60% 1D8＋db
切り裂き   30% 2D6＋db
突進   60% 1D10＋db 
血の匂いを嗅ぐ   60%
咆哮   40%
生死を嗅ぎ分ける   40%
　　
非常に恐るべき存在。怒りにより巨大化し非常に恐るべき存在。怒りにより巨大化し
た凶暴なグリズリー。全身に赤みを帯び、
視界に入ったものに何でも突撃し、切り裂
き食いちぎる習性を持つ。一般的な熊のよ
うに、なんとかやり過ごすような事は出来
ず、一般人が出会ったら全速力で逃げる以
外生き延びる手段は無い。参考作品：グリ
ズリー、グリズリー・プラネット、ワイルズリー、グリズリー・プラネット、ワイル
ドグリズリー

赤い凶暴熊
レイジ・グリズリー

STR
CON
SIZ

19
15
23

ＩＮＴ
 POW
 DEX

22
19
20

耐久力 19

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

持ち上げて落とす   30%  3D6
引き裂き   30%  2D6＋db
キック   60%  1D6＋db
闇夜に紛れる   80%
目が怪しく光る   40%
　
強力な存在。背中に翼を生やした半獣人強力な存在。背中に翼を生やした半獣人、
または怪物。鋭い爪や牙による攻撃も脅威
だが、それよりも高く持ち上げられ落とさ
れる攻撃が非常に厄介。主に夜に活動し、
闇夜に紛れて獲物を襲う。参考作品：ガー
ゴイル、BATS 蝙蝠地獄、ヴィシャス

翼を持つ者
ウイングマン
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モンスター

STR
CON
SIZ

30
30
45

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
18
16

耐久力 38

DB ＋4D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲4

握りつぶす   60% 1D6＋db
突進   30% 1D10＋db
転がる   30% 1D10＋4＋db
策略を見破る   60%
自然の掟   40%
もの凄い跳躍   80%
KKPが適切だと思う、自然や動物に関する1種
類の呪文
　
非常に恐るべき存在。怪力とその腕による非常に恐るべき存在。怪力とその腕による
恐るべき跳躍能力を持ったゴリラ。人間同
様に知能が高く、四肢を巧みに扱うため、
単純な凶暴生物のような馬鹿な真似は絶対
にありえない。しかしながら、同時に理由
が無ければ争いをしない存在であるため、
もしかしたら説得に応じるかもしれない。
参考作品：キング・コング、猿人ジョー参考作品：キング・コング、猿人ジョー・
ヤング、マイティ・ジョー

巨大なゴリラ
マイティ・コング

STR
CON
SIZ

11
8
8

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
12
18

耐久力 19

DB 0

正気度喪失 0／1D2

 装甲0

かぎ爪   60% 1D6＋db
キック   30% 1D6＋db
跳躍   70%
登攀   60%
マタタビに抵抗する   10%
　
対等に戦える存在。猫のようなしなやかさ対等に戦える存在。猫のようなしなやかさ
と美しさ、野生と鋭い爪を持つ半獣人。猫
に非常に酷似した行動規範を持ち、ふてぶ
てしく気まぐれで、高い跳躍力を持つ。も
しかしたらマタタビに弱いかもしれない。
参考作品：キャット・ピープル

美しき猫人間
キャット・ヒューマン

STR
CON
SIZ

25
20
30

ＩＮＴ
 POW
 DEX

12
12
19

耐久力 25

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

牙   30% 2D8＋db
引き裂き   30% 2D6＋db
突進   60% 1D10＋db
ナワバリを警戒する   60%
獲物を追い詰める   80%
　
強力な存在。長く鋭い二本の牙を持つ野性強力な存在。長く鋭い二本の牙を持つ野性
的で獰猛な獣。縄張りに非常に敏感で、自
分の領域に入ってきた者は必ず仕留める。
特に走る速度がもの凄く早いため、狙われ
たものは、まず逃げられない。参考作品：サー
ベルタイガー、ワイルドサヴェージ

二本の牙を持つ化け物
ワイルド・ファング

STR
CON
SIZ

8
5
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
11
18

耐久力 10

DB 0

正気度喪失 0／1

 装甲0

群れ攻撃   60% 1D3
押しつぶし   30% 1D6＋db
壁に穴を掘る   60%
集団行動   40%
　
対等に戦える存在。群れを成した凶暴なネ対等に戦える存在。群れを成した凶暴なネ
ズミの集団。一匹一匹はやはり大したこと
ないが、集団で押し寄せてくる波は非常に
厄介。普段は物陰に隠れ、必ず物陰から物
陰へと移動する。参考作品：人喰いネズミ
の島、ラッツ、殺人鼠 KILLER RATS

大量のネズミ
人食いネズミ軍団

STR
CON
SIZ

11
8
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
17
11

耐久力 12

DB ＋1D4

正気度喪失 0／1D2

 装甲0

群れ攻撃   60% 1D3
押しつぶし   30% 1D6＋db
集団行動   60%
仲間を呼ぶ   20%
　
対等に戦える存在。一面を埋め尽くす絨毯対等に戦える存在。一面を埋め尽くす絨毯
のようなアリの集団。軍隊のように押し寄
せる大群は、何匹潰されようが、自分の何
倍もの大きさのある敵であれ覆い尽くして
しまうほどの強さを持つ。一体一体の力は
大したことないが、これが集まることによ
り、巨大な物を動かしたり、獲物を痛みで
ショック死させたりする。参考作品：フェショック死させたりする。参考作品：フェ
イズⅣ戦慄！昆虫パニック、黒い絨氈

絨毯のように敷き詰められたアリの大群
アンツ・トルーパー

STR
CON
SIZ

19
19
35

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
15
15

耐久力 27

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲4

噛み付き   60%  1D8＋db
踏みつけ   30%  2D6＋db
押しつぶし   60%  1D6＋db
戦略的行動   40%
多くのアリを引き連れる   60%
KKPが適切だと思う、意志や統率に関する1D3種
類の呪文
　
強力な存在。高濃度の放射能、または宇宙強力な存在。高濃度の放射能、または宇宙
線を浴びて巨大に突然変異したアリ。巨大
前に比べ比較的動きは鈍いが、強力なアゴ
による噛み付きと、硬く強化された甲殻に
より、何百倍もの恐ろしい強さを持ってい
る。また、脳が大きくなったため、多くの
アリを率いて、軍師のような優れた戦略的
行動も得意とする。参考作品：放射行動も得意とする。参考作品：放射能X、
キラー・アンツ 巨大殺人蟻の襲撃、巨大蟻
の帝国

行動が読めない巨大アリ
ジャイアント・アント
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モンスター

STR
CON
SIZ

8
15
13

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
11
15

耐久力 14

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲0

噛み付き   60% 1＋POT10
かぎ爪   30% 1D6＋db
粘着性の糸   30% 
対象は戦闘中ラウンドの最後に行動
壁や天井に張り付く   80%
糸を使っての跳躍   60%
KKPが適切だと思う、毒に関する1D3種類の
呪文
　
対等に戦える存在。ギリシア神話に登場す対等に戦える存在。ギリシア神話に登場す
る蜘蛛と女性の化け物を由来とする生命体。
通称クモ人間。手から糸を出したり、壁に
張り付いたり、素早く移動する。普段は、
複眼であったり、体から八本の脚を突き出
し巧みに操ったりするグロテスクな生態を
皮膚の内側に隠している。参考作品：クモ
男の復讐、スパイダーズ／宇宙から来た巨男の復讐、スパイダーズ／宇宙から来た巨
大グモ、スパイダーマン

おぞましきクモ人間
アラクネイディア

STR
CON
SIZ

15
25
35

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
15
15

耐久力 30

DB ＋2D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲5

溶解液   30% 毎ラウンド1D4
噛み付き   60% 1＋POT10
粘着性の糸   60% 
対象は戦闘中ラウンドの最後に行動
蜘蛛の巣を張る   40%
糸を使っての跳躍   60%
KKPが適切だと思う、毒に関する1D3種類の
呪文
　
強力な存在。巨大で獰猛なタランチュラ強力な存在。巨大で獰猛なタランチュラ。
全身に分厚い剛毛の装甲を持ち、周囲の人
間を地引網のように捕える糸の網を放つ。
高い跳躍力を持ち、街中ではビルからビル
へ飛び移るように移動する。強い毒性の噛
み付きをするが、消化液と大きさで、毒ど
ころではない。参考作品：ジャイアント・
スパイダー大襲来、吸血原子蜘蛛、ラバラスパイダー大襲来、吸血原子蜘蛛、ラバラ
ンチュラ 全員出動！

グロテスクな巨大クモ
ギガンチュラ

STR
CON
SIZ

20
25
25

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
12
15

耐久力 25

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲6

毒針   30% CON×5ショック
押しつぶし   30% 1D6＋db
噛み付き   60% 1＋POT10
砂に潜む   60%
KPが適切だと思う、毒に関する1D3種類の
呪文
　　
強力な存在。バビロニア神話のサソリ人間強力な存在。バビロニア神話のサソリ人間
から名づけられた、荒野の地中や地底洞窟
に潜む巨大なサソリ。尻尾の毒や強力な鋏
で獲物を捕え、地中に引きずり込む。パワ
フルな力と頑丈な殻を持つにも関わらず、
非常に細かな動きと素早い機動性を持つ。
参考作品：黒い蠍、エアスコーピオン、ギ
ガンテスガンテス

黒光りする巨大サソリ
ギルタブルル

STR
CON
SIZ

5
5
40

ＩＮＴ
 POW
 DEX

5
7
8

耐久力 23

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲0

群れ攻撃   60% 全体に1D6
グロテスクのアピール   20%
食物を根こそぎ食い荒らす   60%
　
対等に戦える存在。イナゴ、ゴキブリ、ゴ対等に戦える存在。イナゴ、ゴキブリ、ゴ
カイなど見るもおぞましい虫の大群。人体
への物理的なダメージは脅威に値しないが、
それよりも精神に深刻なダメージを与える
ほどの気色悪さを持つ。特に虫嫌い、集合
体恐怖症を患う者はただでは済まない。参
考作品：リーサルレギオン、ファイナルス
トーム、D.D.Tトーム、D.D.T

おぞましき昆虫の嵐
レギオン・スウォーム

STR
CON
SIZ

30
25
18

ＩＮＴ
 POW
 DEX

5
6
34

耐久力 22

DB ＋2D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲0

かぎ爪   60% 1D6＋db
溶解液   30% 毎ラウンド1D4
巻きつき   60% 組み付き
異臭を放つ   60%
空を飛ぶ   20%
　
強力な存在。古い伝承や狂気の科学者の実強力な存在。古い伝承や狂気の科学者の実
験失敗により誕生した昆虫と人間のなれの
果て。肉はズブズブ腐り落ち、知能が低下
する代わりに、視力や身体能力が飛躍的に
上がり、飛行能力を持つ。また光に吸い寄
せられたり、汚物を好む性質を帯びるよう
になる。参考作品：蛾人間モスマン、ザ・
フライ、蝿男の恐怖フライ、蝿男の恐怖

吐き気を催す崩れた肉人間
昆虫人間

STR
CON
SIZ

25
25
35

ＩＮＴ
 POW
 DEX

19
25
25

耐久力 30

DB ＋3D6

正気度喪失 1D4／2D8

 装甲6

毒針   30%  CON×5ショック
噛み付き   60%  1D8＋db
持ち上げて落とす   30% 3D6
生き残る執念   60%
他の虫を率いる   80%
KKPが適切だと思う、意志や統率に関する1D3種
類の呪文
　
非常に恐るべき存在。人を襲い喰う巨大な非常に恐るべき存在。人を襲い喰う巨大な
空飛ぶ昆虫。機動力が非常に高く、獲物を
空に持ち上げ落とすなど知恵も持つため、
とても危険な存在。また、小型の群れを率
いてその頂点に君臨する固体が多く、種の
保存のためか、生き残ることに異常な執着
を見せる行動をとる。参考作品：スターシッ
プ・プ・トゥルーパーズ、ビッグ・バグズ・パニッ
ク、人食い巨大昆虫

風格ある巨大な昆虫
ビッグ・バグズ
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モンスター

STR
CON
SIZ

7
18
13

ＩＮＴ
 POW
 DEX

11
16
5

耐久力 16

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

吸血   60% 1D6STR 吸収
生命力吸収   30% 
1D6＋いずれかの能力値1吸収
宿木の種   5% 
対象を植物人間にする、自身が死ねば効果は
切れる
光光合成   60%
植物に擬態する   40%
KPが適切だと思う、自然や動物に関する1D3
種類の呪文
　
対等に戦える存在。体に種を植え付けられ対等に戦える存在。体に種を植え付けられ、
内側から植物に侵食されつつある人間。体
は植物に操られているが、人間の意思は残っ
ている。体の各所から、葉っぱや根っこが
生え始め、24時間で意志は消え、完全に歩
く植物と化す。参考作品：悪魔の植物人間、
マタンゴ

体から葉を生やす人
植物人間

STR
CON
SIZ

15
19
50

ＩＮＴ
 POW
 DEX

19
10
5

耐久力 35

DB ＋3D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲4

吸血   60% 1D6STR 吸収
生命力吸収   30% 
1D6＋いずれかの能力値1吸収
串刺し吸血   30% 1D10POW＋1D10STR
獲物を探る   40%
11D100をロールし、INT以下が出たなら、出
た数の様々な呪文
　
強力な存在。森やジャングルに住み着く食強力な存在。森やジャングルに住み着く食
虫植物。巨大な木や花である場合もあるが、
意志を持った森全体というケースもある。
基本的に木の枝やツルを巧みに動かして人
間を捕まえ、そのまま絞め殺すというもの
がセオリー。参考作品：マンドレイク 人喰
い植物のえじき、人類SOS!、リトルショッ
プ・オブ・ホラーズプ・オブ・ホラーズ

自然に潜む恐怖
人喰い植物

STR
CON
SIZ

19
35
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
11
19

耐久力 28

DB ＋1D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

平手打ち   60% db
キック   30% 1D6＋db
巻きつき   60% 組み付き
水泳   60%
擬態して隠れる   60%
KKPが適切だと思う、水や海に関する1D3種
類の呪文
　
強力な存在。ディープワンズに非常に近い強力な存在。ディープワンズに非常に近い
半漁人。アクアノイドの特徴は、カエルの
ような長い舌や、カメレオンのようなカモ
フラ能力、人魚のような下半身を持つタイ
プも存在し、より怪物じみている。海だけ
ではなく、川や沼や湖も好む性質がある。
参考作品：人喰い人魚伝説、フロッグマン、
チュパカブラチュパカブラ

水に潜む半魚人
アクアノイド

STR
CON
SIZ

11
10
18

ＩＮＴ
 POW
 DEX

3
3
10

耐久力 14

DB ＋1D4

正気度喪失 0／1

 装甲0

噛み付き   30% 1D8＋db
突進   20% 1D10＋db
空を飛ぶ   40%
ビチビチと陸を這う   20%
　
対等に戦える存在。空飛ぶサメ。飛ぶ原理対等に戦える存在。空飛ぶサメ。飛ぶ原理
は良くわからないが、とにかく飛ぶ。飛ん
で噛み付いてくる。竜巻に巻き込まれて飛
んでくる普通のサメもフライング・シャー
クに該当する。巨体がロケットのように飛
んでくるので、向かい合うには、それ相応
の度胸が必要。参考作品：フライング・ジョー
ズ、シャークネードズ、シャークネード

飛来する鮫
フライング・シャーク

STR
CON
SIZ

28
28
25

ＩＮＴ
 POW
 DEX

9
9
19

耐久力 27

DB ＋2D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲3

噛み付き   60% 1D8＋db
突進   30% 1D10＋db
巻きつき   60% 組み付き
ズリズリと陸を歩く   20%
空を飛ぶ   40%
KKPが適切だと思う、水や海に関する1D3種
類の呪文
　
強力な存在。二つ、または三つの頭を持つ強力な存在。二つ、または三つの頭を持つ
サメであったり、タコと合体していたり、
はたまた部分的にメカであったり、色んな
ものと合体して強化されたサメ。海中はお
ろか、陸を歩行したり、空を飛ぶ能力を身
に付けている場合があるので、仕留めるま
で安全は確保できない。参考作品：トリプ
ルヘッルヘッド・ジョーズ、ダブルヘッド・ジョー
ズ、シャークトパス

合成された鮫
キメラ・シャーク

STR
CON
SIZ

25
25
50

ＩＮＴ
 POW
 DEX

15
14
25

耐久力 38

DB ＋4D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲8

食いちぎり   30%  2D8＋db
飲み込む   STR抵抗 
飲み込まれたら毎ラウンド1D6消化ダメージ
突進   60%  1D10＋db
肺呼吸   80%
地上を飛び回る   60%
爆爆弾を飲み込んで消化する   10%
KPが適切だと思う、水や海に関する1D3種類の
呪文
　
非常に恐るべき存在。遥か太古に絶滅した非常に恐るべき存在。遥か太古に絶滅した
はずの巨大なサメ。鋭い牙を持つ凶悪な口
は建造物や大木をなぎ倒し、もはや噛まれ
る心配よりも、飲まれる、押しつぶされる
ことが脅威となっている。もはや、ここま
でのサイズになると、討伐にはロケットや
ミサイルが必要となってくる。参考作品：
メガロドン、シャーク・アタック、ロストメガロドン、シャーク・アタック、ロスト・
ジョーズ

超巨大な鮫
メガロドン
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モンスター

STR
CON
SIZ

19
19
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

16
15
28

耐久力 20

DB ＋1D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲2

噛み付き   60% 1D8＋db
吸血   30% 1D6STR 吸収
突進   30% 1D10＋db
飛び跳ねる   60%
　
強力な存在。巨大なピラニア。巨大だが通強力な存在。巨大なピラニア。巨大だが通
常サイズと同様に、血に反応して水中から
勢いよく飛び出してくる。獲物の体の部位
を噛み千切りつつ突き抜けていくため、動
きも非常に素早い。しかしながら、それで
も魚類であるため、陸ではビチビチと跳ね
るだけしかできない比較的無力な存在とな
る。参考作品：メガ・ピラニア、ピラニアる。参考作品：メガ・ピラニア、ピラニア
3D、フランケンフィッシュ

マッシヴなピラニア
ピラニア・ゴライアス

STR
CON
SIZ

20
36
40

ＩＮＴ
 POW
 DEX

27
25
6

耐久力 38

DB ＋3D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲8

触手   60% 組み付き
薙ぎ払い   30% 2D6＋db
強力なスミの噴出   30% 3D6
パルクール   40%
触手を再生する   20%
女の子を探り当てる   40%
KKPが適切だと思う、水や海に関する1D3種
類の呪文
　
非常に恐るべき存在。原子力や宇宙線によ非常に恐るべき存在。原子力や宇宙線によ
り突然変異して巨大化した触手を持つ生物。
主にタコやイカが巨大化したもので、海上
の船ごと絡めとり人を襲う。主な生息場所
は水中だが、陸上でも不自由なく行動でき
る。触手で押しつぶす、絞めつけるほか、
岩が割れるほどの圧力を持つスミを吐き出
して攻撃するして攻撃する。参考作品：水爆と深海の怪物、
クラーケン、オクトパス

巨大な触手
ジャイアント・テンタクル

STR
CON
SIZ

12
18
8

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
11
8

耐久力 13

DB ＋1D6

正気度喪失 0／1

 装甲0

噛み付き   30% 1＋POT10
締め付け   60% 1D6＋db
巻きつき   60% 組み付き
隠れる   60%
　
対等に戦える存在。見た瞬間危険と分かる対等に戦える存在。見た瞬間危険と分かる
禍々しい模様のヘビ。壁や天井に姿を隠し
て、奇襲をかけてくることもあるので非常
に厄介。蛇で敷き詰められた巣窟があると
されるが、落ちたらひとたまりもないだろ
う。参考作品：キングコブラ、パイソン

禍 し々い模様のヘビ
キングコブラ

STR
CON
SIZ

25
25
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

16
19
12

耐久力 23

DB ＋2D6

正気度喪失 0／1D2

 装甲3

押しつぶし   60% 1D6＋db
噛み付き   30% 1D8＋db
転がる   30% 1D10＋4＋db
　
強力な存在。強力なアゴによる嚙みつきが強力な存在。強力なアゴによる嚙みつきが
脅威な大トカゲ。ずんぐりした体と、厚い
皮膚を持ち、非常にマッシヴ。その分あま
り素早く動くことは無い。この世界では乾
いた荒野に住み着くため、岩と間違えるこ
ともよくある。参考作品：コモド、大蜥蜴
の怪

強靭な大トカゲ
コモドドラゴン

STR
CON
SIZ

25
36
45

ＩＮＴ
 POW
 DEX

20
18
5

耐久力 41

DB ＋3D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲5

巻きつき   60% 組み付き
締め付け   60% 1D6＋db
飲み込む   STR抵抗 
飲み込まれたら毎ラウンド1D6消化ダメージ
隠れる   40%
獲物を探し当てる   60%
　　
非常に恐るべき存在。獲物を丸のみにして非常に恐るべき存在。獲物を丸のみにして
しまう大蛇。その図体のわりに意外と素早
く、巻きつかれたら簡単にはほどけないし、
その締め付けは全身の骨をバキバキにする。
体中の骨を折られた獲物はゆっくり飲み込
まれ、その後ジワジワ体内で溶かされる。
参考作品：アナコンダ、トレマーズ、キング・
スネーク 殺人大蛇スネーク 殺人大蛇

太く長く巨大なヘビ
アナコンダ

STR
CON
SIZ

35
25
35

ＩＮＴ
 POW
 DEX

25
24
10

耐久力 30

DB ＋3D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲5

噛み付き   60%  1D8＋db
押しつぶし   60%  1D6＋db
転がる   30%  1D10＋4＋db
水中に隠れる   80%
モブを引きずり込んで殺す   60%
満腹になって寝る   40%
　　
非常に恐るべき存在。恐ろしく巨大な図体非常に恐るべき存在。恐ろしく巨大な図体
をしているくせに、一瞬で獲物を水中に引
きずり込み、その姿すら見せることのない
という水中の暗殺者。水中から船やクルー
ザー程度なら、突き上げて破壊してしまう
ほどのパワーを持つ。参考作品：アリゲー
ター、マンイーター、U.M.A レイク・プラ
シッドシッド

化け物みたいに巨大なワニ
クロコゲイター
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モンスター

STR
CON
SIZ

25
19
15

ＩＮＴ
 POW
 DEX

14
19
19

耐久力 17

DB ＋1D6

正気度喪失 0／1D2

 装甲3

噛み付き   30% 1D8＋db
キック   60% 1D6＋db
突進   30% 1D10＋db
危険を察知して逃げる   60%
弱いものイジメ   40%
　
強力な存在。強力な存在。3～4頭で群れをなして行動
する機動力の高い肉食獣。ピョンピョンと
飛び回るため、なかなか攻撃を当てづらい。
自分より弱い者は執拗に追い回すが、危険
な存在からは即座に逃げる。参考作品：ジュ
ラシック・ワールド、ラプター・アイラン
ド

小型の肉食恐竜
ラプトル・モンスター

STR
CON
SIZ

30
30
40

ＩＮＴ
 POW
 DEX

18
17
19

耐久力 35

DB ＋3D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲5

噛み付き   60% 1D8＋db
薙ぎ払い   30% 周囲の全てに1D6
踏みつけ   30% 2D6＋db
咆哮   80%
睨みつける   60%
　
非常に恐るべき存在。強靭なアゴと太く長非常に恐るべき存在。強靭なアゴと太く長
い尾、屈強な脚にしなやかな肉体を持つ肉
食恐竜の王者。その眼光と咆哮たるや凄ま
じく、誰もが震え上がり動けなくなるほど。
戦闘中は涎をだらだらと垂れ流し、呼吸が
荒い興奮状態になる。参考作品：恐竜100
万年、ジュラシック・パーク、T-REX

巨大な肉食恐竜
ジュラシック・ダイナソー

STR
CON
SIZ

15
8
5

ＩＮＴ
 POW
 DEX

19
11
12

耐久力 7

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲0

突進   30% 1D10＋db
押しつぶし   60% 1D6＋db
擬態   80%
物から物へ乗り移る   10%
KPが適切だと思う、意志に関する1D3種類
の呪文
　　
対等に戦える存在。意志を持った物体。箱対等に戦える存在。意志を持った物体。箱
のようなものであったり、車のタイヤであっ
たり、コンドームだったりする。理由はよ
く分からないが、とにかく人を殺そうとす
る。恐らく本能と思われるが、シュールす
ぎてよくわからない。参考作品：キラーコ
ンドーム、デビルズ・トレイン、未来惑星
ザルドスザルドス

動くはずのないもの
キラー・マテリアル

STR
CON
SIZ

19
25
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

18
22
13

耐久力 23

DB ＋1D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲5

突進   30% 1D10＋db
感染   タッチ 
メタル・マンに触れると、体が重くなり金属化
し始め、毎ラウンド1D3のDEX減少
電撃   60% 1D10
耳障りな機械音   60%
KKPが適切だと思う、金属や機械に関する1D3
種類の呪文
　
強力な存在。体の様々な個所が機械化して強力な存在。体の様々な個所が機械化して
しまった人間。声の代わりに、キリキリと
耳障りな機械が擦れるような音を出す。機
械化は時間とともに進行し、最後には謎の
鉄屑となって動きを止める。参考作品：鉄男、
鉄男II BODY HAMMER

金属人間
メタル・マン

STR
CON
SIZ

11
10
20

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
8
8

耐久力 15

DB ＋1D4

正気度喪失 0／1

 装甲3

こぶし   60% 1D3＋db
突進   30% 1D10＋db
人間のサポート   70%
皮肉   20%
ロボット三原則   100%
　
対等に戦える存在。人工知能を持つロボッ対等に戦える存在。人工知能を持つロボッ
トの回路か何かが異常を起こし、暴走して
いるもの。もともと戦闘用ではなく、人間
のサポートのために作られた存在であるた
め、修理することが出来れば、大人しくな
るだろう。参考作品：禁断の惑星、メトロ
ポリス

様子がおかしいロボット
ロビット

STR
CON
SIZ

28
28
28

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
10
15

耐久力 28

DB ＋3D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲3

近接鈍器   60%  1D6＋db
握りつぶす   60%  1D6＋db
突進   30%  1D10＋db
一時的に動きが止まる   20%
KPが適切だと思う、治癒や強化に関する1D3種
類の呪文
　　
強力な存在。マッドサイエンティストによ強力な存在。マッドサイエンティストによ
り生み出された人造人間。強力な筋肉を持っ
ていたり、体に武器が埋め込まれていたり
する。非常にパワフルな存在だが、手術の
後遺症か、あまり頭が良くない。参考作品：
フランケンシュタイン、ヤング・フランケ
ンシュタイン

恐ろしい改造人間
フランケンシュタイン
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モンスター

STR
CON
SIZ

38
23
43

ＩＮＴ
 POW
 DEX

20
15
15

耐久力 33

DB ＋4D6

正気度喪失 1D3／1D10

 装甲6

変形して突進   30% 1D10＋db
熱光線銃   30% 3D6
近接鈍器   60% 1D6＋db
変形して擬態する   80%
機械修理   60%
ガソリンを探す   20%
KKPが適切だと思う、金属や機械に関する1D3
種類の呪文
　
非常に恐るべき存在。普段は車やバイクな非常に恐るべき存在。普段は車やバイクな
どの中程度の機械に擬態している機械生命
体。原動力のガソリンを得るため、各地の
ガソリンスタンドを襲っている姿が目撃さ
れている。サイズは様々だが、時として別
の機械を取り込み、強化・巨大化すること
もある。参考作品：トランスモーファー -
人類最終戦人類最終戦争-、トランス・フォーマー

動き出す機械の化け物
メタモルフォーマー

STR
CON
SIZ

10
10
10

ＩＮＴ
 POW
 DEX

14
18
14

耐久力 10

DB 0

正気度喪失 1D4／2D8

 装甲2

溶解液   60% 毎ラウンド1D4
引き裂き   30% 2D6＋db
串刺し吸血   60% 1D10POW＋1D10STR
暗闇に紛れる   20%
壁に張り付く   40%
環境に適応する   80%
KKPが適切だと思う、様々な1D3種類の呪文
　
対等に戦える存在。動物や人体の口や耳か対等に戦える存在。動物や人体の口や耳か
ら入り込み、細胞や神経を侵食することで、
宿主の行動を乗っ取ってしまう謎の奇生生
命体。人間の顔くらいのサイズの甲殻類で
あったり、手のひらサイズの不定形などの
形状を持つ。寄生された瞬間を目撃しない
限り宿主は奇生体の存在には気づかない。
寄生には一時間ごとに段階がある。第一段寄生には一時間ごとに段階がある。第一段
階で部分的に身体を乗っ取りつつ潜伏し、
第二段階で宿主の意思を含め全てを乗っ取
る。第三段階で宿主を食い破るか、宿主と
同化することで異形の生命体となる。奇生
体は、全ての退散の呪文で退けることがで
きる。参考作品：遊星からの物体X、スリザー、
パラサイトパラサイト

名状しがたき寄生体
寄生体X

STR
CON
SIZ

25
17
21

ＩＮＴ
 POW
 DEX

21
19
15

耐久力 46

DB ＋2D6

正気度喪失 1D4／2D8

 装甲3

溶解液   60% 毎ラウンド1D4
引き裂き   30% 2D6＋db
串刺し吸血   60% 1D10POW＋1D10STR
暗闇に紛れる   20%
壁に張り付く   40%
環境に適応する   80%
KKPが適切だと思う、様々な1D3種類の呪文 
　
強力な存在。凶悪な外見の外宇宙知的生命強力な存在。凶悪な外見の外宇宙知的生命
体。人間を攻撃・捕食する凶暴な伝統的性
質を持つ。硬い皮膚と鋭い牙を持ち、原始
的だが学習能力も高いため、非常に危険な
存在。環境に適応するため、様々なタイプ
の固体が常に生まれ、奇生体Ｘが進化した
姿との報告もある。参考作品：エイリアン、
プレデター、ザ・フィーストプレデター、ザ・フィースト

名状しがたき異形の怪物
ゼノトラディショナル

STR
CON
SIZ

25
25
70

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
13
8

耐久力 48

DB ＋4D6

正気度喪失 1D6／1D20

 装甲5

強力な踏み潰し   30% 4D6＋db
飲み込む   STR抵抗 飲み込まれたら毎ラウンド1D6消化ダメージ
押しつぶし   60% 1D6＋db
闇に紛れる   60%
巨大な頭を破壊する   40%
ビデオカメラに映らない   60%
11D100をロールし、INT以下が出たなら、出た数の様々な呪文
　
非常に恐るべき存在。見上げるほど大きな、禍々しい外見の巨大生物。建物を押し倒すパワーを
持ち、多少の銃弾を浴びた程度では簡単に倒れないパワフルさを持つ。その大きさに関わらず、
動きは俊敏で、逃げまとう人々に余裕で追いつき、一口で丸呑みにしてしまう。まさに破壊者と
いう名前が相応しい。参考作品：グエムル-漢江の怪物-、モンスターズ/地球外生命体、10 ク
ローバーフィールド・レーン

名状しがたき巨大な破壊者
デストロイヤー

STR
CON
SIZ

15
8
5

ＩＮＴ
 POW
 DEX

19
11
12

耐久力 7

DB 0

正気度喪失 1／1D6

 装甲0

噛み付き   60% 1D8
突進   30% 1D10＋db
体内から食い破る   40%
店頭に並ぶ   60%
隙を突く   30%
　
対等に戦える存在。普段食べられる側であ対等に戦える存在。普段食べられる側であ
る食物が、何らかの理由で意志を持ち、人
間に襲い掛かってくるようになったキワモ
ノ。戦闘能力は高くないが、そのシュール
極まりない見た目の意外性で隙をついたり、
多数で襲い掛かってくるケースもあるため、
油断は出来ない。参考作品：デスバーガー、
アタッアタック・オブ・ザ・キラー・ドーナツ、アタッ
ク・オブ・ザ・キラー・トマト

意志を持った食べ物
キラー・オブ・フード
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モンスター

STR
CON
SIZ

21
13
8

ＩＮＴ
 POW
 DEX

13
8
12

耐久力 11

DB ＋1D4

正気度喪失 0／1D4

 装甲0

噛み付き   50％ 1D4ダメージ　
対象は抵抗出来ない状態になる
吸血（噛み付き成功後）   100％ 1D6 STR吸収
悲しい眼で見つめる   POW 抵抗 
対象は命令を効く催眠状態なる。INT×5のロー
ルに成功すれば対象は眼を覚ます。
殴殴り殺す   35％ 1D6ダメージ＋db
隠れる   45％
1D100をロールし、INT以下が出たなら、
出た数の様々な呪文
　
対等に戦える存在。男に裏切られたショッ対等に戦える存在。男に裏切られたショッ
クで、自分の子供を殴り殺し、捕まって処
刑された女が、怪物と化して蘇り、男性を
罠に掛けて殺すヴァンパイア。メキシコの
伝説に登場し、広まっている。

虚ろ気な女
ラ・ルロロナ

STR
CON
SIZ

25
25
24

ＩＮＴ
 POW
 DEX

17
14
14

耐久力 12

DB 0

正気度喪失 0／1D4

 装甲0

噛み付き   40％ 1D4ダメージ　
対象は抵抗出来ない状態になる
吸血（噛み付き状態で）   100％ 1D6 STR吸収
かぎ爪   40％ 1D4ダメージ＋db
MP吸収（かぎ爪成功後、毎ターン）   
MP抵抗 1D3 MP吸収
子子供の血を嗅ぎつける   75％
1D100をロールし、INT以下が出たなら、
出た数の様々な呪文
　
強力な存在。アステカに伝わる吸血鬼。月の強力な存在。アステカに伝わる吸血鬼。月の
神テスカトリポカや、大地の女神トラツォル
テトルの従者。子供の血を好み、血を吸われ
た子供は病気にかかり、おおよそ一週間以内
に死ぬ。交差した大腿骨が描かれたボロボロ
の衣服をまとい、異常に白い顔、ティキトル
と呼ばれる白亜の粉で腕を覆い、少しの装飾
品を身に付けた奇怪な姿をしている。また品を身に付けた奇怪な姿をしている。また、
股の下からへその緒が繋がったままの退治を
引き摺っている姿も目撃されている。蝶のよ
うな形のケーキが好物で、それを供えること
で、彼女の怒りを静めることができる。

恐ろしい白い女
キヴァタテオ

STR
CON
SIZ

27
50
9

ＩＮＴ
 POW
 DEX

20
30
18

耐久力 13

DB ＋1D6

正気度喪失 0／1D4

 装甲0

噛み付き   50％ 1D4ダメージ　
対象は抵抗出来ない状態になる。七面鳥に化け
ている場合は80％。
吸血（噛み付き状態で）   100％ 1D6 STR吸収
かぎ爪   50％ 1D4ダメージ＋db
MP吸収（かぎ爪成功後、毎ターン）   
MMP抵抗 1D3 MP吸収
情報収集   80％
血を嗅ぎつける   75％
隠れる   85％
　
非常に恐るべき存在。吸血魔女。七面鳥に非常に恐るべき存在。吸血魔女。七面鳥に
化けて人間に近寄り血を吸う。火の玉、狼、
ジャガーにも変身できるが、太陽の光に弱
く当たると体が崩れる。テスカトリポカの
従者。過去に外国の吸血鬼組織や同盟の裏
切りにより、土地を奪われ、現在は身を隠
しつつ暗号化による情報収集をし、自分達
の土地を取り戻すための同盟を探しているの土地を取り戻すための同盟を探している。

血に飢えた魔女
トラキーク

STR
CON
SIZ

27
27
70

ＩＮＴ
 POW
 DEX

0
0
5

耐久力 49

DB ＋4D6

正気度喪失 1／1D6

 装甲0

サメ発射   60% 1D10＋db
暴風   30% 周囲の全てに1D6
飛来物   60% 1D6＋1
テレビで放送される   60%
専門家に解説される   40%
世界的に有名になる   20%
　　
とても強力な存在。海中で発生し、サメを巻とても強力な存在。海中で発生し、サメを巻
き上げて回転するトルネード。辺り構わずサ
メを発射して、人々に甚大な被害を与える、
大自然の移動するサメ砲台。強力な衝撃を与
えれば打ち消すことができる。過去数回の事
例から、サメにはチェーンソーが有効とされ
る。参考作品：シャークネード1～4

海中を舞い上げるサメ竜巻
シャークネード

STR
CON
SIZ

0
0
0

ＩＮＴ
 POW
 DEX

0
0
0

耐久力 0

DB 0

正気度喪失 0

 装甲0

戦う存在ではない。感染した者を病に貶め
る病原菌。空気により感染するが、0℃以下
の温度で死滅する。感染した者は、体が徐々
に冷えはじめ、1時間で血を吐き、2時間で
眼や鼻から血を垂れ流して動けなくなり、3
時間で心停止して死亡する。参考作品：ア
ンドロメダ…、アウトブレイク、ブライン
ドネスドネス

見えない恐怖
エクリプス・ストレイン

STR
CON
SIZ

0
100
200

ＩＮＴ
 POW
 DEX

0
0
0

耐久力 150

DB ＋4D6

正気度喪失 1／1D8

 装甲0

飛来物   60% 1D6＋1
衝撃   30% 周囲の全てに1D6
接触   タッチ 2D6
　
非常に恐るべき存在非常に恐るべき存在。地震、濃霧、砂嵐、竜巻、
大火災、吹雪など様々な天変地異、もとい
異世界の異常気象。基本的に意志を持った
生命体ではないので、撃破するといった概
念はなく、収まるまで隠れたり、避難をし
たりするのが、通常の対処法とされている
が、時として意志を持つ可能性も否定でき
ない。参考作品：ツイスター、スモークない。参考作品：ツイスター、スモーク、
カリフォルニア・ダウン

全てを破壊する未曽有の脅威
ディザスター
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シナリオ
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ナイアル・オブ・パラダイスのシナリオは「メインシナリオ」と「サブシナリオ」の2種類が存在する。詳細はそ
れぞれのページを参照。また、通常のクトゥルフ神話TRPGのクラシックなプレイスタイルとは楽しみ方が異なる。

シナリオ

ナイアル・オブ・パラダイスの基本的な楽しみ方は、パ
ルプフィクションを意識した「パルプスタイル」。「パル
プ」とは大衆向け、低俗、くだらない、安っぽい話の集
合体などを意味する。細かい事は気にしない、とりあえ
ずやってみる、よく分からない部分は皆で自由に想像、
非常にボンクラ感溢れるスタイルが推奨される。

パルプスタイル

探索はシンプル。「導入→障害調査→目的解決→報酬」
これが基本。KPはPLに対し明確に問題や情報を提
示し、PLはKPの導きに従って問題に遭遇し明確な
情報を受け取る。問題解決の方法は一応のセオリーは
あるものの、PLはKPの許す限り様々な方法に挑戦
する自由がある。問題解決のために、様々なアイデア
を展開し、能動的に行動するほど、セッションは豊か
に面白くなるだろうに面白くなるだろう。

セッションの進め方

ナイアル・オブ・パラダイスでは、基本的なクトゥル
フ神話TRPGと比較し、良くも悪くもシナリオ内で
のPLの行動を制限しないため、PLが望み、KPの都
合上問題なければ、積極的に逃げるという選択肢を
とっても構わない。しかし、問題から完全に逃げると
いうことではない。一時的に脅威から距離を置き、しっ
かりと準備を整えたうえで、問題解決に再挑戦する、
戦略的撤退であることが望ましい戦略的撤退であることが望ましい。

「逃げる」という選択肢

「サブシナリオ」にも、経験チェックと技能成長が適用
される。プレイ時間が短いため、探索者を早く成長さ
せて楽しむスタイルで遊びたいときに活用してほしい。

経験チェックと技能成長
本書の全てのシナリオのプレイヤー推奨人数は3人。

推奨人数

本書の様々なシナリオの導入では、偶然シナリオに関
わるものに遭遇したり、偶然シナリオに関わる依頼を
受けたり、どこか特定の場所に偶然居ることでシナリ
オが始まる…　などといった、偶然シナリオに関わる
ケースが多い。しかし、探索者がシナリオに関わる前
はどういう状態にあるかまでは指定はされていない。

KKPはPLに探索者がどのようにシナリオに関わるかを
伝え、PLは自分の探索者がなぜそのシナリオに関わ
ることになったかを考え、KPとPLで探索者がシナリ
オに参加するために協力しあう必要がある。

シナリオで特定の場所が指定されていれば、
旅行・移動中・世界の探索中・とある用事の過程…
シナリオで特定の人物が指定されていれば、
著名人ページの関係表と感情表を使ったり…著名人ページの関係表と感情表を使ったり…
噂話やニュースから情報を得たら、興味本位で参加す
ることに疑問を抱く必要は無いはずだ。

シナリオ参加に協力しあう
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シナリオ

シナリオをクリアした時、探索者には「報酬」が与えられる。
「報酬」とは「価値のある品物」と「正気度回復」だ。長さを問わず、どんなシナリオをクリアしても与えられる。

価値のある品物
主に探索者がシナリオで助けた人物からのお礼や、大主に探索者がシナリオで助けた人物からのお礼や、大
統領から社会的貢献として与えられる品物。特定の入
手条件を満たすことで、クリア時に報酬が与えられる。
「価値のある品物」を貰うのは、必ずしも入手条件を
満たした者である必要は無い。メンバー内で活躍や持
ち物のバランスが悪いのであれば、誰がどれだけ貰う
かは、自由に変更して構わない。ちなみに「価値のあ
る品物」とは、武器などと交換できる贈答品を指しる品物」とは、武器などと交換できる贈答品を指し、
どのような形をしていても構わない。たとえ同じ価値
でも、アーティストから貰える報酬は絵画かもしれな
いし、インディアンから貰える報酬は家畜などの動物
かもしれない。「価値のある品物」は、あくまで同価
値のものと交換できる引換券のような役割を持ってい
る品だ。

正気度回復
本書の正気度回復はシナリオクリア時に与えられる
が、基本ルールと違いシナリオの内容に依存せず、
自分と仲間同士の「承認」によって与えられる。本書自分と仲間同士の「承認」によって与えられる。本書
の世界の価値観は多様で、明確な答えが存在しない。
そのため、誰かを助けたり、異形のものを倒すといっ
た「行動だけ」では、探索者の正気を満たすことはで
きない。「正気度回復」するには「行動」を、自分以
外の仲間に「認めてもらう」ことで、はじめて正気度
を満たすことができる。また同時に、仲間の行動を認
めたことを「受け入れてもらう」ことでも「正気度回めたことを「受け入れてもらう」ことでも「正気度回
復」が行われる。自身を認め、「正気」を満たしてく
れるのは、狂気や危険を孕んだ脅威や怪物などではな
く、共に歩んだ仲間だ。とはいえ変に気負いせず、セッ
ションを振り返りながら、ゆるく楽しいアフタートー
クの雰囲気で行うといいだろう。

「非常に恐るべき存在」を一体倒す
価値Sの報酬×1

「強力な存在」を一体倒す
価値Aの報酬×1

「対等に戦える存在」を一体倒す
価値Bの報酬×1

戦闘以外の技能判定を初期値で一回成功戦闘以外の技能判定を初期値で一回成功、
または出目5以下で一回成功
価値Cの報酬×1

戦闘以外の技能判定を一回成功
価値Dの報酬×1

メインシナリオ「ニューフロンティア」を1つクリア
価値Sの報酬×1、価値Aの報酬×人数分

オープニングシナリオ、サブシナリオオープニングシナリオ、サブシナリオを1つクリア
価値Aの報酬×1、価値Bの報酬×人数分

正気度回復の手順
「承認」は、探索者のDEXが早いPLから一人ずつ順
番に行う。
　
1.KPの行動を認め、受け入れる
まず最初に、セッションの秩序を保ったKPに対し、
進行や裁定で良かっ進行や裁定で良かった「行動」を「認め」KPに伝える。
KPはそれを「受け入れ」たことをPLに伝える。
「受け入れられた」PLの探索者の正気度を1D6回復。
　
2.他のPLの行動を認め、受け入れる
次に自分以外次に自分以外のPL及び、探索者の良かった「行動」
を「認め」伝える。伝えられたPLは、それを「受け
入れ」たことを伝える。
「認められた」PLの探索者の正気度を1D10回復。
「受け入れられた」PLの探索者の正気度を1D6回復。
　
３.自分自身の行動を認め、受け入れる
さらに、自分自身の「行動」をひとつ挙げ、皆に共有さらに、自分自身の「行動」をひとつ挙げ、皆に共有
した上で、自身の探索者の正気度を1D10回復。
　
4.最後にKPがPLの一人ひとりの行動を認める
全て全てのPLの手順が終わったら、最後はKPがPL一人
ひとりの「行動」を「認める」。KPに「認められた」
PLの探索者の正気度を1D10回復。またそれ以外に
KPは、PLが何かとても印象にのこる素晴らしい「行
動」を示したのなら、「認める」とともに、特別にさ
らに1D10追加で回復させてよい。

報酬
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サブシナリオとは小さなシナリオだ。大きなシナリオはクリアの過程で、いくつかの障害を乗り越える、その障
害の一つがサブシナリオだ。サブシナリオの長さは、ボイスセッションで30分～1時間程度が好ましい。サブシ
ナリオの役割は、短い時間で簡単に遊ぶことだ。サックリ遊びたいとき、長い時間のシナリオが出来なくなった
とき、セッションにちょっとしたサブイベントを挟みたい場合などに有効活用できるだろう。またナイアル・オブ・
パラダイスは、論理的に深くこだわることよりも、サクッと楽しむエンターテイメントを重視しているため、サ
ブシナリオを複数組み合わせてシナリオにする、といった活用もできるだろう。

サブシナリオ

サブシナリオには「何らかの」や「なんとかする」といった非常に曖昧で適当な表現がある。こういった表現をし
ている場合は、PLのアイデアに任せて自由に様々な解決法を試みていいということだ。しかし、自由と言われて
も何をしていいか分からない場合もある。そういう時は「探索者の得意な技能判定に成功する」ことをクリア条件
にするといいだろう。

曖昧で適当な表現

次ページからのシナリオは、ナイアル・オブ・パラダイスのデータを活用したサンプルサブシナリオだ。サブシナ
リオは長すぎる時間をかけるものではないため、不要なことは省き、最低限必要な情報のみ記述されている。長め
のシナリオを遊ぶ前の練習や、自分で作成するときなどに活用してほしい。
また、サンプルサブシナリオは一部例外を除き、PLに内容の全てが知られていても（ネタバレしていても）全く
問題ない。なぜなら「真相を知ること」ではなく「障害を解決すること」に重点を置くからだ。むしろ参加者全員
で相談して、カタログレシピから料理を注文するように、遊びたいサンプルシナリオを決定するのもいいだろう。
報酬獲得のために何回も同じシナリオを遊ぶのもアリだろう。その際はマンネリや作業感のストレスが生まれぬよ報酬獲得のために何回も同じシナリオを遊ぶのもアリだろう。その際はマンネリや作業感のストレスが生まれぬよ
う、適度にシナリオや解決法をアレンジするのが望ましい。

サンプルサブシナリオ
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狼少女捕獲作戦
サブシナリオ - 捕獲サブシナリオ

導入
ニューメキシコを移動中、探索者達の前に「狼少女ニューメキシコを移動中、探索者達の前に「狼少女」
が不意に現れ、持ち物を一つずつ奪われて逃げられて
しまう。少女を追っていくと、インディアンの保留地
に辿り着き、酋長の「クアナ・パーカー」が現れ、農
作物を荒らす「狼少女」を捕まえてほしいと依頼され
る。少女はニューメキシコの砂漠に立つ大きな岩山
「シップロック」で、狼と暮らしているという。

障害の導線と解決
どこで　シップロック
なにを　狼少女

どうすべきか
「狼少女」を捕まえるために、耐久力を減らす、罠に「狼少女」を捕まえるために、耐久力を減らす、罠に
はめる、気絶、説得などの手段を試みる。（データは「イ
ンディアン・ウルブズ」を使用）

目的の導線と解決
どこで　シップロック
なにを　狼少女

どうすべきか
障害を解決した「狼少女」を捕まえる（障害解決＝目
的解決なので、特に判定は必要無し）。

報酬の導線と内容
「狼少女」を「クアナ・パーカー」に引き渡し、「クア
ナ・パーカー」から報酬を貰う。

関連NPC
・獣と共に生きるもの デビルズリバーの狼少女
・悩める者を救う大酋長 クアナ・パーカー

マクガフィン
目的
障害
舞台

狼少女
狼少女を捕まえる
狼少女は農作物を荒らして逃げ回っている
ニューメキシコ／シップロック

捕獲サブシナリオ



まよいねこですよろしくおねがいします
サブシナリオ - 捜索サブシナリオ

導入
探索者が自由都市ラトゥールを訪れると、迷い猫捜索探索者が自由都市ラトゥールを訪れると、迷い猫捜索
願いの写真付き張り紙が見つかる。張り紙の連絡先に
訪れると、デイドリームに滞在していた画家「ジョー
ジア・オキーフ」が、下宿先で飼っていた猫が居なく
なったから探してくれという。猫の写真を撮ったのは、
同じく自由都市ラトゥール滞在中のカメラマン
「ショーン・フリン」。「ショーン・フリン」は、聞き
込みをすることで、街のはずれで撮影中の彼と出会え込みをすることで、街のはずれで撮影中の彼と出会え
る。「ショーン・フリン」に事情を話すと、迷い猫の
数枚の写真を見せてもらえる。そこから猫の行動場所
や足跡などの手がかりを得られる。

障害の導線と解決
どこで　自由都市ラトゥール
なにを　迷い猫

どうすべきか
写真の手がかりを頼りに、何らかの技能を成功させて、
行き先を探す。行き先は自由に決めて良い。

目的の導線と解決
どこで　自由都市ラトゥール
なにを　迷い猫

どうすべきか
行き先であろう場所に辿り着いたら、鳴き声は聞こえ行き先であろう場所に辿り着いたら、鳴き声は聞こえ
るが姿は見えない。何らかの技能を成功させて、正確
な位置を特定し、猫を発見する。

報酬の導線と内容
迷い猫を「ジョージア・オキーフ」に引き渡し、「ジョー
ジア・オキーフ」から報酬を貰う。

関連NPC
・戦場カメラマン ショーン・フリン
・大地と自然を愛する画家 ジョージア・オキーフ

マクガフィン
目的
障害
舞台

迷子の猫
迷子の猫を発見する
迷子の猫は行方不明
デイドリーム／自由都市ラトゥール

捜索サブシナリオ
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スネーク：インポッシブル
サブシナリオ - 潜入サブシナリオ

導入
宇宙センターに訪れた時、そこで働くキャプテン「ジ
ム・ラヴェル」に声を掛けられる。謎に満ちた研究者
「ヴァネヴァー・ブッシュ」が、機密研究区画で怪し
げな研究を行っているため、そこの金庫に保管されて
いる機密文書を持ち出してきてほしいと依頼される。
「ジム・ラヴェル」が研究区画内の職員を陽動で外に「ジム・ラヴェル」が研究区画内の職員を陽動で外に
おびき出すので、その隙に持ち出してほしいと、研究
区画へ入るためのカードを渡される。まず区画内の入
口にあるセキュリティ装置を解除する必要があるとの
こと。

障害の導線と解決
どこで　機密研究区画
なにを　セキュリティ装置

どうすべきか
何らかの技能を成功させて、セキュリティ装置を解除。

目的の導線と解決
どこで　機密研究区画
なにを　金庫

どうすべきか
何らかの技能を成功させて、金庫を開けて機密文書を
持ち出す。

報酬の導線と内容
機密文書を「ジム・ラヴェル」に渡し、「ジム・ラヴェ
ル」から報酬を貰う。ちなみに機密文書は「プロジェ
クト・コロッサス」という魔導書。

関連NPC
・宇宙を夢見るキャプテン ジム・ラヴェル
・謎に満ちた研究者 ヴァネヴァー・ブッシュ

マクガフィン
目的
障害
舞台

機密文書
機密文書を確保する
機密文書は機密研究区画に保管されている
テキサス／ジョンソン宇宙センター

潜入サブシナリオ
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西部の大決斗
サブシナリオ - 討伐サブシナリオ

導入
テキサスを騒がせている賞金首「ブッチ・キャシディテキサスを騒がせている賞金首「ブッチ・キャシディ
」の強盗団の次のターゲットは、とある田舎町である
という噂を聞く。田舎町に訪れると、強盗団の先発隊
により「テキサス・ガイナン」が経営し、「アニー・
スプリンクル」が働くことのある、娼館を兼ねる酒場
がメチャクチャに襲われ、バーテンが殺されていた。
悲観する人々に、田舎町に訪れていたテキサスレン悲観する人々に、田舎町に訪れていたテキサスレン
ジャーの「フランク・ヘイマー」が強盗団に対抗する
ため、戦士を募り、その場に居合わせた「ビリー・ザ・
キッド」が名乗りを上げる。こちらは7人。強盗団は
30人。※探索者が4人以上であれば、ビリー・ザ・キッ
ドは、その場に居ない。

障害の導線と解決
どこで　西部劇のようなとある田舎町
なにを　強盗団

どうすべきか
迎え撃つために、強力な装備を整えたり、最高の罠を
仕掛けたり、考えうる限り、ありとあらゆる準備をする。

目的の導線と解決
どこで　西部劇のようなとある田舎町
なにを　強盗団

どうすべきか
330人と同時に戦闘を開始し、残らず倒す。※強盗団
29人のデータは「イキリ・モヒカン」、「ブッチ・キャ
シディ」は「エル・バンディド」、「フランク・ヘイマー
」は「ザ・マグニフィセント」、「テキサス・ガイナン
」と「アニー・スプリンクル」は「ノー・ネーム」を使用。

報酬の導線と内容
戦闘終了後、町の人々や「テキサス・ガイナン」から
報酬を貰う。

関連NPC
・テキサスの猟犬 フランク・ヘイマー
・強盗団率いる賞金首 ブッチ・キャシディ
・酒と踊るカウガール テキサス・ガイナン
・エロティックな神聖なる娼婦 アニー・スプリンクル
・早撃ち天才ガンマン ビリー・ザ・キッド

マクガフィン
目的
障害
舞台

強盗団
強盗団を討伐する
強盗団は街を襲おうとしている
テキサス／西部劇のようなとある田舎町

討伐サブシナリオ

202



華麗なる折れた翼

サブシナリオ - 修理サブシナリオ

導入
飛行機事故で墜落した発明飛行機事故で墜落した発明家「ハワード・ヒューズ」が、
無事退院したが、飛行機に乗れない体になる。二度と
飛行機は造らないと明言し、多くの人が残念に思う
ニュースが流れる。ヒューズの飛行機製造会社「ヒュー
ズ・エアクラフト」は有名だ。ヒューズに会いに行く
と、巷で人気のアイドルパイロット「アメリア・イア
ハート」が訪れ、自分がヒューズの飛行機の乗るから、
飛行機製造を止めないで欲しいと懇願する場に出くわ飛行機製造を止めないで欲しいと懇願する場に出くわ
す。ヒューズに話を聞くと、墜落した飛行機に強い思
い入れがあり、それをアメリアのために修理したいが、
特別な材料「超銀河ジュラルミン」が必要とのこと。

障害の導線と解決
どこで　ジョンソン宇宙センター
なにを　特別な材料「超銀河ジュラルミン」

どうすべきか
「超銀河ジュラルミン」は「ジョンソン宇宙センター「超銀河ジュラルミン」は「ジョンソン宇宙センター」
にある。テキサスのヒューストン内で聞き込み、また
はそれ以外の場所で、3回聞き込みをすると在り処が
分かる。宇宙センターで研究者の「ヴァネヴァー・ブッ
シュ」に会い、「超銀河ジュラルミン」を譲ってもらう
必要があるが、貴重なため貰えない。何らかの技能を
成功させて、譲ってもらう。

目的の導線と解決
どこで　ヒューズ・エアクラフト
なにを　壊れた飛行機

どうすべきか
ヒューズに材料を渡して修理を手伝う。何らかの修理
技能を成功させて、飛行機を修理する。

報酬の導線と内容
修理後、民衆の前でアメリアがテスト飛行を無事披露
する。「ハワード・ヒューズ」から報酬を貰う。

関連NPC
・病める富豪プレイボーイ ハワード・ヒューズ
・可愛いアイドルパイロット アメリア・イアハート
・謎に満ちた研究者 ヴァネヴァー・ブッシュ

マクガフィン
目的
障害
舞台

壊れた飛行機
壊れた飛行機を直す
壊れた飛行機は材料が足りなくて直せない
テキサス／ヒューズ・エアクラフト

修理サブシナリオ
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カルテルコネクション

サブシナリオ - 交渉サブシナリオ

導入
マフィア「カルロス・マルセロ」と、カルテル「アルマフィア「カルロス・マルセロ」と、カルテル「アル
トゥーロ・グスマン・デセナ」の麻薬取引に、科学者
の友人が巻き込まれてしまう。友人はマフィア側で麻
薬を作っているが、何らかの事情でカルテル側が取引
に応じないため、マフィア内で友人の作る麻薬に問題
があるのではないかという危険が迫っている。友人は
探索者達に、カルテル側の事情を調べて欲しいと依頼
するする。

障害の導線と解決
どこで　アルトゥーロ・グスマン・デセナの麻薬カルテル
なにを　取引できない事情

どうすべきか
調査する。原因は麻薬ではなく、マフィアとの「武器調査する。原因は麻薬ではなく、マフィアとの「武器
の取引」が値上がりしたため、麻薬取引に応じなくなっ
ている。この原因を得るには、聞き込みでカルテルの
武器流通担当者に接触して、何らかの技能を成功させ
て、情報を聞き取るか、カルテルの事務所に侵入して、
何らかの探索技能を成功させて帳簿を見つけ、＜経理＞
に成功する必要がある。

目的の導線と解決
どこで　カルロス・マルセロのマフィア
なにを　カルロス・マルセロ

どうすべきか
取引できない事情の原因を根拠に、何らかの交渉技能取引できない事情の原因を根拠に、何らかの交渉技能
を成功させて、友人のせいではないことを理解しても
らう。

報酬の導線と内容
「カルロス・マルセロ」に取引できない事情を伝えると、
暫くして何らかの措置をとり、麻薬取引は無事成功す
る。後日、友人を介して「カルロス・マルセロ」から
報酬を貰う。

関連NPC
・暗黒街のボス カルロス・マルセロ
・麻薬組織の元軍人 アルトゥーロ・グスマン・デセナ

マクガフィン
目的
障害
舞台

麻薬取引
麻薬取引を成功させる
麻薬取引は取引できない事情がある
ニューメキシコ／麻薬カルテル

交渉サブシナリオ
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ビアスと危険なググの島
サブシナリオ - 踏破サブシナリオ

導入
「危険なググの島の様子を小説に書きおこしたい、報
酬は出すから護衛をしてくれたまえ」、偏屈な小説家
「アンブローズ・ビアス」は突然やってきた。

障害の導線と解決
どこで　ググの島
なにを　危険なググ

どうすべきか
何らかの技能を成功させて、危険を取り除く何らかの技能を成功させて、危険を取り除く。＜生物
学＞でググの眠る時間を調べたり、好物で釣ったり。
＜地質学＞で抜け穴などが無いか調べたり。

目的の導線と解決
どこで　ググの島
なにを　ググの島

どうすべきか
「アンブローズ・ビアス」とともに踏破。行く先々に「アンブローズ・ビアス」とともに踏破。行く先々に
ある、谷を＜跳躍＞で、崖を＜登攀＞で、川を＜水泳
＞でそれぞれ技能を成功させる必要がある。なお、そ
れぞれ1回失敗する度に、成功率は20％上昇するが、
3回失敗する度に、ググと鉢合わせ戦闘になるので、
DEX抵抗で逃げるか倒すかすること。※ググのデータ
は基本ルールブックのガグを使用。

報酬の導線と内容
無事踏破後、「アンブローズ・ビアス」から報酬を貰う。

関連NPC
・偏屈な小説家 アンブローズ・ビアス

マクガフィン
目的
障害
舞台

ググの島
ググの島を踏破する
ググの島は怪物ググがウヨウヨして危険
デイドリーム／ググの島

踏破サブシナリオ
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楽器のない音楽祭

サブシナリオ - 創作サブシナリオ

導入
交易都市ニール・ハトライドに赴くと、楽器が壊れた交易都市ニール・ハトライドに赴くと、楽器が壊れた
と喚いている5人のアーティストに出くわす。話を聞
くと、5人のアーティストはデイドリームで音楽祭を
開こうとしていたが、楽器に組み込まれた最新のテク
ノロジーが、よく分からない旧世紀の部品に変わって
しまい、演奏できなくて困ってるとのこと。アーティ
ストは音楽祭会場の準備があるため、探索者達にデイ
ドリームで使用できる楽器の材料を集め、楽器を作れドリームで使用できる楽器の材料を集め、楽器を作れ
ないかと持ち掛けられる。

障害の導線と解決
どこで　交易都市ニール・ハトライド
なにを　デイドリームで使用できる楽器の材料

どうすべきか
「マイク「マイク」「ギター」「ベース」「ドラム」「キーボード」
5つの楽器の材料を集める。材料は木でも石でも毛皮
でも、何でもいい。何でもいいが、それぞれ何らかの
技能を成功させて、材料を全部で5つ得る必要がある。

目的の導線と解決
どこで　交易都市ニール・ハトライド
なにを　デイドリームで使用できる楽器

どうすべきか
＜製作＞または、楽器を製作できそうな何らかの技能＜製作＞または、楽器を製作できそうな何らかの技能
を成功させて、楽器を作る。技能判定に失敗しても、
楽器は一応完成するが、その音色はヒドイ。3つ以上
楽器の製作に成功すれば、音楽祭は成功する。

報酬の導線と内容
音楽祭終了後、5人のアーティストから報酬を貰う。

関連NPC
・銀河一魅力的なオンチ男 レジェンダリー・スターダスト・カウボーイ
・偉大なるジャズミュージシャン ルイ・アームストロング
・ヒッピー・ロックシンガー ジャニス・ジョプリン
・カントリー・ロード ジョン・デンバー
・歌うグリーンベレー バリー・サドラー

マクガフィン
目的
障害
舞台

音楽祭
音楽祭を開催する
音楽祭は楽器が無くて開催できない
デイドリーム／交易都市ニール・ハトライド

創作サブシナリオ

206



未知なる遭遇
サブシナリオ - 解読サブシナリオ

導入
デイドリームの各地で、光の城シャルフェルスに突如デイドリームの各地で、光の城シャルフェルスに突如
現れた、未知なる巨大な黒い碑板の噂を聞く。碑板の
元に訪れると、解読を試みているチャンドラプトゥラ
と遭遇するが、神智学と言語に長けている彼でも、解
読が出来ないという。碑板の言語は英語、フランス語、
ラテン語、アラビア語、ルルイエ文字で無いところま
では分かっているらしい。

障害の導線と解決
どこで　光の城シャルフェルス
なにを　未知なる碑板

どうすべきか
何の文字で書かれているか調べる。コンピューター誕生何の文字で書かれているか調べる。コンピューター誕生
以降の社会に生きる者が＜アイデア＞に成功すること
で、コンピューターに関わる文字ということがわかる。

目的の導線と解決
どこで　光の城シャルフェルス
なにを　未知なる碑板

どうすべきか
＜コンピューター＞技能を持つ探索者、または技能を＜コンピューター＞技能を持つ探索者、または技能を
持つであろう人物の協力を得て、文字を解読する。文
字はアセンブリ言語であり、碑板は魔道書「機械神の
みぞ知る（魔道書ページ参照）」であることが分かる。

報酬の導線と内容
碑板から得られる情報が報酬となる。チャンドラプ
トゥラに解読内容を伝えればお礼の報酬を貰うことも
できる。

関連NPC
・門を越えた伝道師 チャンドラプトゥラ

マクガフィン
目的
障害
舞台

未知なる碑板
未知なる碑板を解読する
未知なる碑板は解読するために時間と正気度が必要
デイドリーム／光の城シャルフェルス

解読サブシナリオ
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恐怖！巨大ミミズの洞窟

サブシナリオ - 逃走サブシナリオ

導入
飛行機製造会社「ヒューズ・エアクラフト」の新型飛飛行機製造会社「ヒューズ・エアクラフト」の新型飛
空艇テスト飛行の客員募集の張り紙を、テキサスの各
地で見つける。会社に赴くと、発明家「ハワード・ヒュー
ズ」と、テストパイロット「キャサリン・スティンソ
ン」が迎え、飛空艇の披露と説明をされる。（飛行機ペー
ジ、H-4 ハーキュリーズ参照）探索者とキャサリンを
乗せ、飛空艇は離陸し、しばらく順調に様々な場所を
飛ぶが飛ぶが、デイドリーム エフィルの洞窟の真上で故障し、
洞窟内の危険な巨大ミミズの巣窟に墜落してしまう。

障害の導線と解決
どこで　エフィルの洞窟
なにを　巨大ミミズの危険

どうすべきか
洞窟には危険な巨大ミミズ（モンスターページ、アナコ洞窟には危険な巨大ミミズ（モンスターページ、アナコ
ンダ参照）が徘徊している。無事、洞窟から脱出するた
めに、危険を回避する方法を探す。＜生物学＞で巨大ミ
ミズの眠る時間を、＜地質学＞または＜ナビゲート＞で
秘密の抜け道を発見できる。

目的の導線と解決
どこで　エフィルの洞窟
なにを　危険の回避方法

どうすべきか
発見した危険の回避方法を実践して脱出する。危険を回発見した危険の回避方法を実践して脱出する。危険を回
避するために、＜忍び歩き＞や＜登攀＞など、何らかの
技能に成功する必要がある。失敗すると、巨大ミミズに
見つかり、戦闘ラウンドに突入するので、DEX抵抗で
逃げる必要がある。

報酬の導線と内容
無事、洞窟を抜けたら、会社に戻ることが出来、ハワー
ド・ヒューズから報酬を貰う。

関連NPC
・勇ましいアイドルパイロット キャサリン・スティンソン
・病める富豪プレイボーイ ハワード・ヒューズ

マクガフィン
目的
障害
舞台

巨大ミミズ
巨大ミミズから安全を確保する
巨大ミミズは安全を脅かす危険な存在
デイドリーム／エフィルの洞窟

逃走サブシナリオ
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正義と悪と平和の橋
サブシナリオ - 破壊サブシナリオ

導入
リオグランデ・ゴージ橋を境に、インディアンの土地をリオグランデ・ゴージ橋を境に、インディアンの土地を
巡って、「ジェロニモ」率いるインディアン軍と、「カス
ター将軍」率いる軍隊が戦いを繰り広げていた。どちら
の味方でもないテキサスの英雄「デイヴィッド・クロケッ
ト」はこの争いを止めたいと考えている。争いを止める
には、誰かが危険を潜り抜け、戦いを左右するリオグラ
ンデ・ゴージ橋を破壊しなければならない。

障害の導線と解決
どこで　リオグランデ・ゴージ橋
なにを　リオグランデ・ゴージ橋

どうすべきか
破壊するために、戦いを潜り抜けて橋に近づく。橋に破壊するために、戦いを潜り抜けて橋に近づく。橋に
近づくまでに3回1D2をロールし、2が出た分、
1D10ダメージの銃弾が飛んでくる。＜受け流し＞や
＜回避＞などで、銃弾を対処する必要がある。

目的の導線と解決
どこで　リオグランデ・ゴージ橋
なにを　リオグランデ・ゴージ橋

どうすべきか
破壊する。橋の破壊は戦闘ラウンドで行い、毎アウン破壊する。橋の破壊は戦闘ラウンドで行い、毎アウン
ドのはじめに、1D2をロールし、2が出た分、1D10
ダメージの銃弾が飛んでくる。橋の耐久力は40。

報酬の導線と内容
橋を破壊すると、戦いが沈静化する。その後、「デイ
ヴィッド・クロケット」から報酬を貰うことができる。

関連NPC
・土地と友のために戦う戦士 ジェロニモ
・テキサスの英雄 デイヴィッド・クロケット
・虐殺突撃玉砕将軍 ジョージ・アームストロング・カスター

マクガフィン
目的
障害
舞台

戦いを左右する橋
戦いを左右する橋を破壊する
戦いを左右する橋は耐久力があり丈夫
ニューメキシコ／リオグランデ・ゴージ橋

破壊サブシナリオ
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霧の沼地の決死圏

サブシナリオ - 治療サブシナリオ

導入
遠くで鳴り響く銃声。恐ろし気な沼地マンチャック・ス遠くで鳴り響く銃声。恐ろし気な沼地マンチャック・ス
ワンプスで、肝試しをしていた学生3名が、殺人鬼「ペ
ドロ・ロペス」に襲われた。偶然、その場に居た最強の
退役スナイパー「クリス・カイル」と、医師「ホセ・ミ
レレス」により、「ペドロ・ロペス」は銃で行動不能に
され、学生達はごく簡単な手当がなされたが、このまま
では命が危うい。不幸にも深い霧が立ち込めたせいで救
急車はこれず、治療に十分な道具も設備も無い急車はこれず、治療に十分な道具も設備も無い。

障害の導線と解決
どこで　マンチャック・スワンプス
なにを　傷ついた者達

どうすべきか
治療するために、設備、道具、または薬を用意する必治療するために、設備、道具、または薬を用意する必
要がある。周囲の自然物から＜芸術＞や＜製作＞に成
功し、道具や設備を作るか、＜植物学＞や＜薬学＞で
薬を作る必要がある。（採取アイテム参照）。治療は＜
医学＞または＜応急手当＞に成功する必要がある。

目的の導線と解決
どこで　マンチャック・スワンプス
なにを　傷ついた者達

どうすべきか
ちゃんとした治療ができる施設まで運ぶ必要があるちゃんとした治療ができる施設まで運ぶ必要がある。
学生のSIZはそれぞれ、7、9、11。STR抵抗ロール
に成功することで運ぶことができる。

報酬の導線と内容
数日後、医療施設で学生の親族から報酬を貰う。何度
技能判定に失敗しても構わないが、3回失敗するごと
に、学生一人が最終的に死ぬ。

関連NPC
・最強のスナイパー クリス・カイル
・精神異常の殺人鬼 ペドロ・ロペス
・民衆を率いる医師 ホセ・ミレレス

マクガフィン
目的
障害
舞台

傷ついた者達
傷ついた者達を治療する
傷ついた者達を治療する設備や道具が不完全
ルイジアナ／マンチャック・スワンプス

治療サブシナリオ
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サブシナリオ - 制御サブシナリオ

導入
探索者達が乗った機関車は、脱獄囚「フランク・モリ探索者達が乗った機関車は、脱獄囚「フランク・モリ
ス」が警察に護送されていた。「フランク・モリス」
は隙を見て逃げ出し、確保のいざこざの中で、機関車
のブレーキが壊れ、モリスは車掌を人質に取った。状
況を解決するためには、ブレーキを修理し、モリス（モ
ンスターページ、エル・バンディド参照）を打倒しな
ければならない。

障害の導線と解決
どこで　暴走機関車
なにを　フランク・モリス

どうすべきか
フランク・モリスを倒す際に、乗客の「ジョン・ヘンフランク・モリスを倒す際に、乗客の「ジョン・ヘン
リー」（モンスターページ、強い人間参照）が協力し
てくれる。モリスを倒し、車掌を解放すること。

目的の導線と解決
どこで　暴走機関車
なにを　壊れたブレーキ

どうすべきか
壊れたブレーキを直す際に、乗客の「ルイ・ル・プラ壊れたブレーキを直す際に、乗客の「ルイ・ル・プラ
ンス」が協力してくれる。ブレーキを直すには、何ら
かの技能で修理に5回チャレンジし、そのうち3回成
功する必要がある。「ルイ・ル・プランス」は＜機械
修理＞を50％持っている。

報酬の導線と内容
無事、問題を解決出来れば、鉄道会社から報酬を貰う。
どちらか一つでも解決出来ない場合は、大事故になり、
探索者全員1D10のダメージを負う。

関連NPC
・地獄からの脱獄囚 フランク・モリス
・映画と発明の父 ルイ・ル・プランス
・逞しき人間ハンマー ジョン・ヘンリー

マクガフィン
目的
障害
舞台

暴走機関車
暴走機関車を止める
暴走の原因と止める方法が分からない
ニューメキシコ／サンタフェ・トレイル

制御サブシナリオ
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ワイルド・ウエスト・ショー
サブシナリオ - 競争サブシナリオ

導入
「バッファロー・ビル」のワイルド・ウエスト・ショー
で、賞金付きの馬の競技が開催される。賞金を得るた
めには、荒野で馬を捕まえて競技に参加し、ライバル
達に勝利する必要がある。馬の捕まえ方、各種馬のデー
タは、馬のページを参照。

目的の導線と解決
どこで　ワイルド・ウエスト・ショー
なにを　馬の競技

どうすべきか
勝利する。競技は「スピード勝利する。競技は「スピード」「トライアル」「アピー
ル」の3つ。「スピード」はDEX×2のロールを3回
行い、総数が多い順に順位がつけられる。「トライア
ル」は、馬が持つ運動を伴う固有技能のロールを3回
行い、成功総数が多い順に順位がつけられる。「アピー
ル」は、馬が持つ外見に関わる固有技能のロールを3
回行い、成功総数が多い順に順位がつけられる。また、
すべてのロールの前に、それぞれ＜乗馬＞ロールを事すべてのロールの前に、それぞれ＜乗馬＞ロールを事
前に行い成功しなかればならない。

「アニー・オークレイ 乗馬75％／アパルーサ」

「ビリー・ザ・キッド 乗馬80％／サラブレッド」

「カラミティ・ジェーン 乗馬60％／クォーターホース」

報酬の導線と内容
最終的に、獲得した順位の総和が優秀な者が「バッファ
ロー・ビル」から報酬を貰う。

関連NPC
・エンターテイナーハンター バッファロー・ビル
・スゴ腕射撃スター アニー・オークレイ
・早撃ち天才ガンマン ビリー・ザ・キッド
・駆け抜ける平原の女王 カラミティ・ジェーン

マクガフィン
目的
障害
舞台

馬の競技
馬の競技に勝つ
馬がいない
テキサス／サンダンス・スクエア

競争サブシナリオ
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メキシカン・トレジャー
サブシナリオ - 発掘サブシナリオ

導入
ペテン師冒険家「ジョシュペテン師冒険家「ジョシュア・ヒル」が、カールズバッ
ド洞窟群国立公園の奥地に、宝石が沢山ある場所を見
つけたという。価値Bの品を渡せば、宝石の場所を探
索者だけに教えると持ちかけてくる。しかし、ジョシュ
アはペテン師で有名だ。騙されないよう気をつけなく
てはならない。

障害の導線と解決
どこで　カールズバッド洞窟群国立公園
なにを　宝石の場所

どうすべきか
辿り着く。宝石の場所に辿り着くまでに、三回左右の辿り着く。宝石の場所に辿り着くまでに、三回左右の
分かれ道に差し掛かる。KPはシークレットダイスの
1D2で真実の道を決め、オープンダイスの1D2でジョ
シュアが案内する道を決める。1なら左、2なら右。
探索者は＜心理学＞でジョシュアの案内の真偽を見極
める必要がある。もし、見極めが外れれば、ジョシュ
アに騙されて落とし穴に落とされ、逃げられてしまう。

目的の導線と解決
どこで　宝石の場所
なにを　宝石

どうすべきか
採掘する採掘する。＜幸運＞ロールを一人3回ずつ行い、1回
成功ごとに鉱石を1つ見つけることができる。見つか
る鉱石の種類は1D100をロールして決定する（採取
アイテムページ、採取表、鉱石を参照）。KPはPLに
鉱石の正式名称を伏せて入手できた鉱石を伝える。

報酬の導線と内容
手に入れた鉱石が報酬となる。鉱石の詳細や価値を見
極めるには＜地質学＞に成功する必要がある。

関連NPC
・ペテン師冒険家 ジョシュア・ヒル

マクガフィン
目的
障害
舞台

高価な宝石
高価な宝石を手に入れる
高価な宝石の価値と場所
ニューメキシコ／カールズバッド洞窟群国立公園

発掘サブシナリオ
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薔薇色の殺人
サブシナリオ - 推理サブシナリオ

導入
ガーデン・オブ・ザ・ローズで赤い薔薇にまみれたガーデン・オブ・ザ・ローズで赤い薔薇にまみれた、
美しい女性の死体が見つかる。その場に居たのは探索
者達と、「マイケル・ロックフェラー」と「メエ・マー
シュ」。「マイケル・ロックフェラー」が死体をざっと
確認すると、死んだばかりで死因は不明。女性は「メ
エ・マーシュ」と一緒に訪れた友人のようだ。全員潔
白を主張する。果たして、女性の死因は…？

目的の導線と解決
どこで　ガーデン・オブ・ザ・ローズ
なにを　女性の死体

どうすべきか
調査する。調査対象は女性の死体周辺調査する。調査対象は女性の死体周辺。「死体」服を
めくると、体にごく小さな穴が複数ついている。＜医
学＞で死体の血液が大量に抜かれていることから失血
死と分かる。「赤い薔薇」わずかに血が染み込んでいる。
＜博物学＞または＜生物学＞で、これまで存在しない
新種と分かる。上記二つが判明すると、突如庭園の薔
薇が動き出し、探索者達に襲い掛かる。（モンスター
ページ、人喰い植物参照ページ、人喰い植物参照）。犯人は混沌の世界の影響
で変質した植物ということが分かる。植物は倒しても
逃げてもいいが、逃げると報酬は貰えない。

報酬の導線と内容
友人の仇をとってくれた「メエ・マーシュ」から報酬
を貰うことができる。

関連NPC
・名門の民俗学者 マイケル・ロックフェラー
・深窓のベテラン女優 メエ・マーシュ

マクガフィン
目的
障害
舞台

殺人事件
殺人事件の解決
殺人事件の謎
ルイジアナ／ガーデン・オブ・ザ・ローズ

推理サブシナリオ
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隠し砦の英雄達
サブシナリオ - 隠滅サブシナリオ

導入
ニューメキシコの教会に探索者達が訪れると、「怪傑
ゾロ」と「パンチョ・ヴィラ」が、麻薬カルテルの人
間に追われてるから匿ってくれと慌しく入ってくる。
あいにく教会の人間は席を外し、その場には探索者達
しかいないようだ。

障害の導線と解決
どこで　ロレット・チャペル
なにを　追われている義賊

どうすべきか
二人を＜隠す＞二人を＜隠す＞。＜隠す＞に挑戦するチャンスは一人
一回ずつの時間しか無い。隠すのに失敗した場合は、
やってきた麻薬カルテルの人間8人と戦闘になる。（モ
ンスターページ、敵はイキリ・モヒカン、パンチョは
ロッホ・インディオ、ゾロはナイアル・アナキズム参照）

目的の導線と解決
どこで　ロレット・チャペル
なにを　義賊を探す人間

どうすべきか
隠し通す。すぐに麻薬カルテルの人間がゾロゾロやっ隠し通す。すぐに麻薬カルテルの人間がゾロゾロやっ
てきて、探索者達に二人の所在を聞く。何らかの交渉
系技能を1回成功させることで、ここには居ないと納
得させることができる。失敗した場合は、二人は見つ
かり戦闘になる。

報酬の導線と内容
隠し通せた場合に限り、二人から報酬を貰うことがで
きる。

関連NPC
・覆面の怪傑 怪傑ゾロ
・熱き革命の男 パンチョ・ヴィラ

マクガフィン
目的
障害
舞台

追われている義賊
追われている義賊を隠し通す
義賊を探す人間
ニューメキシコ／ロレット・チャペル

隠滅サブシナリオ
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幽霊屋敷の恐怖

サブシナリオ - 対魔サブシナリオ

導入
ルイジアナの幽霊屋敷から、最近夜な夜な幽霊の不気ルイジアナの幽霊屋敷から、最近夜な夜な幽霊の不気
味な声がするらしい噂が流れる。不気味がる地域住民
の頼みで、慕われしヴードゥーの司祭「マリー・ラ
ヴォー」が調査に乗り出したが、ポルダーガイスト現
象のような被害に遭い、全身むちうちのような症状に
なってしまった。地域住民は、依然どうしたものかと
悩んでいるようだ。

障害の導線と解決
どこで　幽霊屋敷
なにを　幽霊

どうすべきか
なんとかする方法を探る。夜に幽霊屋敷に訪れるとなんとかする方法を探る。夜に幽霊屋敷に訪れると、
即座に幽霊が現れ襲いかかってくるが、物理攻撃が一
切効かず、倒すことはできない。（退散の呪文や、物
理以外の攻撃方法を持っていれば、その時点で対処す
ることも可能）（モンスターページ、アストラルガイ
スト参照）。昼に幽霊屋敷の中で＜目星＞技能に成功
して日記などの手がかりを見つけたり、＜図書館＞で
調べることで調べることで、幽霊の正体が極悪の貴婦人「デルフィー
ン・ラローリー」ということと、彼女が人種「ネグロ
イド」の復讐を恐れていることが判明する。復讐の恐
れが判明した後に、ネグロイドを連れて幽霊屋敷に赴
くと、幽霊は恐れ、物理攻撃が通用するようになる。

報酬の導線と内容
解決後、地域住民から報酬を貰うことができる。

関連NPC
・慕われしヴードゥーの司祭 マリー・ラヴォー
・極悪の貴婦人 デルフィーン・ラローリー

マクガフィン
目的
障害
舞台

幽霊屋敷の幽霊
幽霊屋敷の幽霊をなんとかする
幽霊屋敷の幽霊をなんとかする方法
ルイジアナ／幽霊屋敷

対魔サブシナリオ



カラーピープル
サブシナリオ - 和睦サブシナリオ

導入
ルイジアナ州会議事堂前で、今にも大きな暴動が発生ルイジアナ州会議事堂前で、今にも大きな暴動が発生
しそうな、黒人と白人のデモ対立が起こっていた。黒
人の代表は「マルコムX」、白人の代表は「ヒューイ・
ロング」。はたから見る分には、人種の対立に見えるが、
どうもそれとは別に対立の発破となる何かしらの原因
があるようだ。

障害の導線と解決
どこで　ルイジアナ州会議事堂
なにを　対立の原因

どうすべきか
調査する。聞き込みを行うと政治家「ヒューイ・ロン調査する。聞き込みを行うと政治家「ヒューイ・ロン
グ」が州の黒人援助のためのお金を不正に横領したら
しいとの噂。ルイジアナ州会議事堂または、「ヒューイ・
ロング」の自宅などに＜忍び歩き＞＜隠れる＞＜鍵開
け＞などの技能を一回成功させる事で侵入し、簡単に
帳簿を見つけることができる。帳簿を＜経理＞で調べ
ると、不正横領の事実が発覚し、証拠となる。

目的の導線と解決
どこで　ルイジアナ州会議事堂
なにを　対立の原因

どうすべきか
大衆の前で大衆の前でに「ヒューイ・ロング」の不正を突きつける。
ロングは見苦しい言い訳を始めるが、最終的に罪を認
める。すると、黒人はさらに激高するが、＜法律＞に
成功しロングへの正しい罰を示す、または＜説得＞に
成功することで、黒人を納得させ、解決できる。

報酬の導線と内容
不正を発見してくれたことで「マルコムX」から報酬
を貰う。

関連NPC
・民の意を借る王国の支配者 ヒューイ・ロング
・人権のための過激な政治戦士 マルコムX

マクガフィン
目的
障害
舞台

黒人と白人の対立
黒人と白人の対立を和睦させる
対立の原因
ルイジアナ／ルイジアナ州会議事堂

和睦サブシナリオ
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サブシナリオ - 陽動サブシナリオ

導入
強盗をしてビッグ・ベンド国立公園に逃げている「ボ強盗をしてビッグ・ベンド国立公園に逃げている「ボ
ニーとクライド」が、指名手配され高額な賞金がかけ
られた。二人を守ろうと山賊女王「ベル・スター」が、
二人を捕らえようと保安官「ワイアット・アープ」が
動き出した。どちらに捕らえられても、賞金は手に入
らない。二人を出し抜いて、「ボニーとクライド」を
捕まえよう。

障害の導線と解決
どこで　ビッグ・ベンド国立公園
なにを　ベル・スター、ワイアット・アープ

どうすべきか
出し抜く。二人には別々に簡単に接触できる。直接戦出し抜く。二人には別々に簡単に接触できる。直接戦
闘で打倒、交渉技能を成功させる、分担による引き付
け、罠を仕掛けるなど陽動の方法はPLが思いつく限
り自由だ。（モンスターページ、ノー・ネーム参照）

目的の導線と解決
どこで　ビッグ・ベンド国立公園
なにを　ボニーとクライド

どうすべきか
捕まえる。二人を捕まえるには捕まえる。二人を捕まえるには、ショックによる気絶、
または耐久力を0以下にする、またはSTR抵抗に勝
利し押さえつけるなど、いずれかに成功する必要があ
る。（モンスターページ、ノー・ネーム参照）

報酬の導線と内容
「ボニーとクライド」を保安官に引き渡し、報酬を貰う。

関連NPC
・俺たちに明日はない ボニーとクライド
・荒々しき山賊の女王 ベル・スター
・テキサスを守る保安官 ワイアット・アープ

マクガフィン
目的
障害
舞台

財宝を狙うガンマン
財宝を狙うガンマンを陽動して出し抜く
財宝を狙うガンマンの行動
テキサス／ビッグ・ベンド国立公園

陽動サブシナリオ
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自由への脱出
サブシナリオ - 脱出サブシナリオ

導入
「ネイサン・ベッドフォード・フォレスト」の策略で「ネイサン・ベッドフォード・フォレスト」の策略で、
「マーティン・ルーサー・キング・ジュニア」がルイ
ジアナ州立刑務所に囚われてしまう。「キング牧師」
を救うため、「ハリエット・タブマン」が探索者に協
力の依頼を持ちかけてくる。「ハリエット・タブマン」
の地下組織が、刑務所のあらゆる陽動を行うので、そ
の隙に「キング牧師」を脱出させてほしいとのこと。

目的の導線と解決
どこで　ルイジアナ州立刑務所
なにを　牢獄の難関

どうすべきか
解除する解除する。「キング牧師」の牢獄に辿り着き、解放す
るには、3つの障害を潜り抜ける必要がある。「鍵の
掛かった扉」＜鍵開け＞の成功、または耐久力30の扉
を1戦闘ラウンドで破壊する必要がある。
「看守の巡回「看守の巡回」「ハリエット・タブマン」の地下組織が
陽動をしても、何名かは残っている。＜隠れる＞また
は＜忍び歩き＞または＜変装＞を成功させ、巡回を回
避する必要がある。
「デジタル装置」監視カメラ、巡回ドローン、赤外線セ「デジタル装置」監視カメラ、巡回ドローン、赤外線セ
ンサーなど。＜電気修理＞＜機械修理＞＜電子工学＞＜
コンピューター＞など、いずれかの技能の成功、また
は妨害の道具などを使用し、無効化する必要がある。
3つの障害は、いずれも失敗すると、看守が一人駆け
つけ戦闘になる。

報酬の導線と内容
3つの障害をすべて切り抜けると、「キング牧師」の
救出に成功し、「ハリエット・タブマン」から報酬を
貰う。

関連NPC
・戦場の白魔術師 ネイサン・ベッドフォード・フォレスト
・人権のための非暴力の代弁者 マーティン・ルーサー・キング・ジュニア
・奴隷解放の地下女神 ハリエット・タブマン

マクガフィン
目的
障害
舞台

刑務所の牢獄
刑務所の牢獄から脱出させる
刑務所の牢獄の難関
ルイジアナ／ルイジアナ州立刑務所

脱出サブシナリオ
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以下にサブシナリオの作成方法が記載されているが、サブシナリオはあまり深く考え込んで作成するものではない。
TRPGに慣れたユーザーであれば、たった三行のメモでも行える程度のものだ。一度サンプルサブシナリオで遊んでみ
て、もっと色々なことがやりたくなった時に活用するといいだろう。書き方はサンプルサブシナリオを参考にしてほしい。

サブシナリオ - サブシナリオの作成

サブシナリオ作成1：土台を決める
サブシナリオを選ぶ
どんなサブシナリオをPLに楽しんでもらいたいか、
推奨技能と探索者を見比べて、次ページのサブシナリ
オ一覧から選ぶ。1つのサブシナリオは大きく分けて、
「導入」「障害」「目的」「報酬」の4幕構成。

マクガフィンを決める
マクガフィンとは、サブシナリオで解決すべき一番重マクガフィンとは、サブシナリオで解決すべき一番重
要な「対象」のこと。人物・動物・機械・物品・場所
など様々なものが想定される。マクガフィンは難易度
に影響する。付属データの敵や人物を参考に選ぶこと。

目的を決める
サブシナリオの解決手段である最終的な目的。何をすサブシナリオの解決手段である最終的な目的。何をす
ればサブシナリオクリアとなるのかを決定する。目的
は難易度と推奨技能に影響する。付属データの敵や人
物を参考に選ぶこと。

障害を決める
目的そのものに辿り着くために、どんな手間が必要か目的そのものに辿り着くために、どんな手間が必要か、
どんな障害が発生することがあり得るか決定する。障害
は難易度と推奨技能に影響する。付属データの敵や人物
を参考に選ぶこと。

舞台を決める
探索者に活躍させたい場所を選ぶ。場所は雰囲気に影探索者に活躍させたい場所を選ぶ。場所は雰囲気に影
響するので、舞台ページを参考に選ぶこと。事前に場
所について調べたり、想像してもいいだろう。

サブシナリオ作成2：流れを決める
導入を決める
探索者がどのようにサブシナリオに関わるのか決め
る。巻き込まれる・依頼される受動型や、首を突っ込
む・仕事を探す能動型など。付属データの場所や人物
を参考に選ぶこと。

障害の導線と解決を決める
導入を終了した探索者が、障害を解決するまでの導線導入を終了した探索者が、障害を解決するまでの導線
を決める。「どこで」「なにを」「どうすべきか」基本

はこの3つ。

目的の導線と解決を決める
障害を解決した探索者が、目的を解決するまでの導線
を決める。「どこで」「なにを」「どうすべきか」基本
はこの3つ。

報報酬の導線と内容を決める
最期に目的を解決した探索者が、報酬を得るまでの導
線を決める。
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サブシナリオ - サブシナリオの作成

サブシナリオ一覧

戦闘、投擲

追跡、生物学

隠隠れる、言いく
るめ、変装、隠
す、鍵開け、コ
ンピューター、
忍び歩き

戦闘、投擲

値値切り、目星、
図書館

経理、法律、
心理学、人類学

目目星、聞き耳、
地質学、博物学、
歴史、考古学、
生物学

値切り、目星、
図書館

なし

運運転、操縦、
乗馬

機械修理、電
機修理、電子工
学、コンピュー
ター、地質学、
物理学

薬薬学、化学、医
学、博物学

機械修理、電
機修理、電子工
学、コンピュー
ター、生物学

機機械修理、電
機修理、電子工
学、生物学、ナ
ビゲート、心理

障害推奨技能例
捕獲するために、
耐久力を奪う

発見するために、
痕跡を辿る

潜入するために、
回避する

討討伐するために、
耐久力を奪う

修理するために、
道具や材料を集
める

交交渉を成功させ
るために、事情
を理解する

踏破するために、
危険を取り除く

創創作するために、
道具や材料を集
める

解読するために、
時間・正気度を
かける

安安全を確保する
ために、危険か
ら遠ざかる

破壊するために、
対象を分析する

治治療するために、
道具や材料を集
める

制御するために、
暴走の原因を突
き止める

競競争に勝利する
ために、勝率を
上げる

価値を見極める

障害の解決手段
捕獲

捜索

潜入

討伐

修理

交渉

踏踏破

創作

解読

逃走

破壊

治療

制御

競競争

発掘

推理

隠滅

種類
人物・動物・
機械

人物・動物・
機械・物品

場所

人物・動物・
機械

機機械・物品・
物体

人物

場所

物品・機械

物品

人人物・機械・
動物・物体

機械・物体

人物・動物

人物・機械・
動物

人人物・機械・
動物

物品

マクガフイン
マクガフィンを
捕獲する

マクガフィンを
発見する

マクガフィンに
潜入する

ママクガフィンを
討伐する

マクガフィンを
修理する

マクガフィンと
の交渉を成功
させる

ママクガフィンを
踏破する

マクガフィンを
創作する

マクガフィンを
解読する

ママクガフィンか
ら安全を確保
する

マクガフィンを
破壊する

マクガフィンを
治療する

ママクガフィンを
制御する

マクガフィンと
の競争に勝利
する

マ

目的
逃げている

行方不明

潜入を阻む人
や仕掛け

討伐されてい
ない

壊壊れている

交渉出来ない
事情がある

踏破が危険な
場所

創作されてい
ない

解解読されてい
ない

危険を脅かし
迫りくる

破壊されてい
ない

負傷している

暴暴走している

競争していな
い

発掘されてい
ない

悪事が隠され

障害
製作（罠）、戦
闘（組みつき）、
戦闘（ノックア
ウト攻撃）

目星、聞き耳

なし

戦闘、投擲

機機械修理、電気
修理、鍵開け、
コンピューター、
電子工学

値切り、説得、
言いくるめ、信
頼

登登攀、水泳、
跳躍、ナビゲー
ト

薬学、製作、
芸術、化学

言言語、考古学、
オカルト、歴史、
クトゥルフ神話

登攀、跳躍、
隠れる

戦闘、投擲、
重機械操作

医医学、応急手当、
精神分析

運転、操縦、
重機械操作、
乗馬、コンピュー
ター

運運転、操縦、
乗馬、水泳

考古学、歴史、

目的推奨技能例
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サブシナリオ - サブシナリオの作成

機械修理、電
機修理、電子工
学、コンピュー
ター、生物学

機機械修理、電
機修理、電子工
学、生物学、ナ
ビゲート、心理
学、地質学

地地質学、ナビゲー
ト、天文学、目
星

追跡、忍び歩き、
写真術、信頼、
変装、鍵開け、
聞き耳

ココンピューター、
聞き耳、変装、
信頼、説得、言
いくるめ、法律、
経理

歴歴史、考古学、
オカルト、クトゥ
ルフ神話、図書
館、人類学

聞聞き耳、信頼、
説得、言いくる
め、芸術、人類
学、言語

変装、人類学、
心理学、生物学

目目星、聞き耳、
コンピューター、
歴史、地質学、
考古学

障害推奨技能例
制御するために、
暴走の原因を突
き止める

競争に勝利する
ために、勝率を
上げる

価価値を見極める
ために、物品を
発掘する

悪事を証明する
ために、証拠を
見つける

不不都合な事実を
隠すために、調
査される要素を
特定する

退けるために、
手段や存在を調
査する

関関係を友好にす
るために、人物
を調査する

惹きつけるため
に、関心事や弱
点を調査する

脱脱出するために、
脱出方法を発見
する

障害の解決手段
制御

競争

発掘

推理

隠滅

対魔

和和睦

陽動

脱出

種類
人物・機械・
動物

人物・機械・
動物

物品

人物

人人物・動物・
機械

人物・動物・
物品・物体

人物

人物・動物

場所

マクガフイン
マクガフィンを
制御する

マクガフィンと
の競争に勝利
する

ママクガフィンを
発掘して価値
を見極める

マクガフィンの
悪事を証明す
る

ママクガフィンか
ら不都合な事
実を隠し通す

マクガフィンを
退ける

22つのマクガ
フィンの関係を
友好にする

マクガフィンを
惹きつける

マクガフィンか
ら脱出する

目的
暴走している

競争していな
い

発掘されてい
ない

悪悪事が隠され
ている

不都合な事実
を調査しようと
している

退けられてい
ない

友友好ではない
関係

惹きつけられ
ていない

閉じ込められ
ている

障害
運転、操縦、
重機械操作、
乗馬、コンピュー
ター

運転、操縦、
乗馬、水泳

考考古学、歴史、
オカルト、芸術

経理、法律、
写真術

隠隠す、心理学、
変装、電子工学、
コンピューター、
生物学、法律、
経理

オオカルト、説得、
天文学、心理学、
言いくるめ、精
神分析

説得、言いくる
め、心理学

芸芸術（歌唱な
ど）、言いくるめ、
説得、制作、コ
ンピューター

鍵鍵開け、制作、
コンピューター、
電子工学、戦闘、
機械修理、電
機修理

目的推奨技能例
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メインシナリオとは、複数のサブシナリオを組み合わせた4時間程度のシナリオだ。ナイアル・オブ・パラダイ
スには全ての探索者に推奨されるオープングシナリオに始まり、混沌の世界の7つの脅威を解決するメインシナ
リオ、そして混沌の世界の核心と対峙するラストシナリオが用意されている。メインシナリオは、あくまで混沌
の世界に巻き込まれて、脱出するまでの一連の流れの参考をシナリオとしたものであるため、実際にどのような
シナリオに挑み、どのようなエンディングを目指すか、目指さないかは自由である。
また、ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオは、前述のとおり複数のサブシナリオを組み合わせたもの
であるため、一気にすべてクリアせずとも良い。

メインシナリオ

メインシナリオ一覧

オープニングシナリオ
異世界に巻き込まれた全ての探索者に推奨される最初のシナリオ
推奨技能：戦闘技能、目星、聞き耳

機械仕掛けのストラトスフィア
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「宇宙驚異のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：コンピューター、機械修理、電機修理

ファントム・オブ・インフェルノファントム・オブ・インフェルノ
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「幻想世界のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：図書館、心理学、精神分析

キング・モンスター
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「超常怪物のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：戦闘技能、追跡、登攀

魔女の穴
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「神秘魔術のニューフロンティア」を解決するシナリオナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「神秘魔術のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：オカルト、歴史、英語

続・夕陽のミラージ
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「西部開拓のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：ナビゲート、拳銃、機械修理

トリップ・ワールド
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「混沌文化のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：医学、人類学、薬学推奨技能：医学、人類学、薬学

激突！トランプ・ウォール
ナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオのひとつ「犯罪組織のニューフロンティア」を解決するシナリオ
推奨技能：戦闘技能、重機械操作、操縦

ナイアル・オブ・パラダイス
ナイアル・オブ・パラダイスの最後のシナリオ「ナイアル・オブ・パラダイス」を解決するシナリオ
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オープニング
メインシナリオ - オープニング

導入1
全ての探索者は何らかの形で「ナイアル・オブ・パラ
ダイス」に巻き込まれる。それぞれの世界で、各探索
者が巻き込まれるまでの簡単な導入を行う。
巻き込まれ巻き込まれて2～3日、それぞれの探索者があてもな
く彷徨ったり、世界を把握しかけてる頃、この地方で
稀によくある、強烈な竜巻の嵐が発生する。助けを呼
ぼうにも、嵐で電波も通じない。嵐から避難して、テ
キサスのとある辺境のサルーン（酒場）に偶然居合わ
せた探索者達。彼らのシナリオはここから始まる。

導入2
二階に宿を持つ「テキサス・ガイナン」が経営するサ二階に宿を持つ「テキサス・ガイナン」が経営するサ
ルーン。サルーンには、探索者達と気前の良いオーナー
のガイナンと、粋なバーテンのみ。ガイナンはタオル
や簡単な食事や宿を提供してくれる。KPはガイナン
やバーテンを活用し、探索者同士の紹介と、ナイアル・
オブ・パラダイスの簡単な概要「4つの地域がある」「時
空や次元が異常」「大統領のニューフロンティア政策」
最低でも以上最低でも以上の3つを共有すること。

導入3
暫くすると暫くすると、嵐の中黒いコートを着た男が入ってくる。
＜知識＞に成功すれば「エイブラハム・リンカーン」
であることが分かるが、失敗しても自己紹介する。リ
ンカーン曰く、「ジョン・F・ケネディ」が提唱した
「ニューフロンティア政策」の根源となる、7つの脅
威の存在の情報を掴んだため、伝えに行かなければな
らない。しかし、リンカーンの動きに感づいた、この
世界の未知なるものが、ケネディを暗殺しようとして世界の未知なるものが、ケネディを暗殺しようとして
いるとのこと。リンカーンは探索者達に、ケネディの
いる「テキサス州会議事堂」までの同行と、未知なる
もの打倒の協力を依頼する。

関連NPC
・酒と踊るカウガール テキサス・ガイナン
・人民のため戦う偉大な大統領 エイブラハム・リンカーン

マクガフィン
目的
障害
舞台

導入と情報
導入と情報の共有
各探索者の状況の違い
テキサス辺境のサルーン

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - オープニング

障害の導線と解決
どこで　テキサス州会議事堂への道
なにを　早く移動できる手段

どうすべきか
探す。州会議事堂への道は、ただただ、嵐の荒野が広探す。州会議事堂への道は、ただただ、嵐の荒野が広
がるばかり。＜目星＞に成功すれば、嵐に飛ばされて
きた「車」または「バイク」。＜聞き耳＞に成功すれば、
嵐の中オロオロする「馬」がそれぞれ必要な分見つか
り、手に入れることができる。これらはいずれも「価
値：D」の品物であり、シナリオ終了後にはあるべき
場所に返される。

目的の導線と解決
どこで　テキサス州会議事堂への道
なにを　探索者を襲う障害

どうすべきか
排除する。探索者達が移動手段を手に入れ、州会議事排除する。探索者達が移動手段を手に入れ、州会議事
堂へ向かっていると、突如謎の巨体がぶつかり横転し
てしまう。（ダメージを受けるほどではない）。周囲を
見回すと、探索者達の周りを、グルグルと嵐に乗り、
一匹の鮫が飛んで襲い掛かってくる。（モンスターペー
ジ、フライング・シャーク参照）（リンカーンはモン
スターページ、強い人間参照）この戦闘はチュートリ
アルを想定しているため、Kアルを想定しているため、KPはリンカーンは狙わず、
探索者も死なないように、標的を調整すること。また、
自動車かバイクを持っていれば、戦闘から逃げること
も可能とする。

導入
事態は一刻を争う。探索者達は、嵐の中リンカーンと
ともに、早く移動できる手段を手に入れ、途中の障害
を乗り越え、ケネディの居る「テキサス州会議事堂」
まで辿り着かなければならない。

また、この戦闘の必要性はPL及び探索者に、この世
界は突然鮫が飛んできてもおかしくない世界と認識さ
せる必要がある。
KPは戦闘の前後にリンカーンを活用し、PL及び探索
者に、前述のこの世界の異常性を伝えること。

関連NPC
・人民のため戦う偉大な大統領 エイブラハム・リンカーン

マクガフィン
目的
障害
舞台

移動手段と障害
移動手段を手に入れ、障害を取り除く
移動手段を見つける、空飛ぶ鮫
テキサス州会議事堂への道

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - オープニング

障害の導線と解決
どこで　テキサス州会議事堂
なにを　ジョン・F・ケネディ

どうすべきか
救い出す救い出す。＜隠れる＞＜忍び歩き＞＜鍵開け＞＜登攀
＞＜跳躍＞＜変装＞などいずれかの技能に成功するこ
とで、議事堂内のケネディの部屋に入り込み、ケネディ
を救出できる。出る時にも、同じ技能に成功する必要
がある。もし技能に失敗すれば「キメラベロス」「キャッ
ト・ヒューマン」「アラクネイディア」いずれかと戦
闘になる。また、自動車やバイクや馬を手に入れず、
州会議事堂に辿り着いた場合、ケネディは負傷をして州会議事堂に辿り着いた場合、ケネディは負傷をして
いる。出る時の技能を半分の値で判定しなければなら
ない。

目的の導線と解決
どこで　テキサス州会議事堂
なにを　州会議事堂

どうすべきか
解放する。ケネディ救出後、リンカーンは周囲のタフ解放する。ケネディ救出後、リンカーンは周囲のタフ
ガイな住民に呼びかけ、州会議事堂を解放するため、
未知のものを掃討する作戦を決行する。探索者も協力
を依頼されるが、大きく負傷しているようであれば、
拒否することもできる。かくして住民とともに、解放
作戦が始まる。リンカーンは未知のもの達を、烏合の
衆と見極め、探索者に一緒に親玉を探し出して、討つ
協力を持ちかける。しばし探すと、議事堂の広間に蠢協力を持ちかける。しばし探すと、議事堂の広間に蠢
く、巨大でおぞましい昆虫の集合体と対峙し、戦闘に
なる。（モンスターページ、レギオン・スウォーム参照）

導入
暫くして州会議事堂に辿り着くと、何やら人のような、
獣のような未知のものが、ウロウロしている。

報酬の導線と内容
事件解決後、嵐は止み、リンカーンとケネディから事件解決後、嵐は止み、リンカーンとケネディから、
今回の事件の称賛とともに報酬が与えられる。（最後
の戦い未参加の場合、価値Aの報酬は貰えない）。そ
してこの世界には、七つの未知の驚異的生物「青き深
淵からのもの」「闇より来たる赤」「名状し難き緑の獣
」「紫煙の吸血魔女」「夕陽色の狩人」「桃源郷の踊り
手」「腐敗した黄金」が存在し、これらを解決するこ
とが、混沌の世界に秩序をもたらし、また外から来たとが、混沌の世界に秩序をもたらし、また外から来た
者にとっては、元の世界に帰る鍵となるのではないか、
といったことを伝えられる。

関連NPC
・病弱女好き人気者副大統領 ジョン・F・ケネディ
・人民のため戦う偉大な大統領 エイブラハム・リンカーン

マクガフィン
目的
障害
舞台

ケネデイと議事堂
救出と解放
未知のもの
テキサス州会議事堂

第三幕：驚異との決着
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機械仕掛けのストラトスフィア

青き深淵からのもの／エーチ
混沌の世界の全能の知恵を持つ存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス宇宙脅威の落とし子。エーチは、巨大
な青色の球体をした、センス・オブ・ワンダーな外見の機械の邪神。ナイアル・オブ・パラダイスの遥か上空、
成層圏を拠点とし、浮遊している。

目的と存在意義
ありとあらゆる機械と接続して近代機械文明を奪い、人々を無意識下で洗脳すること。ナイアル・オブ・パラダありとあらゆる機械と接続して近代機械文明を奪い、人々を無意識下で洗脳すること。ナイアル・オブ・パラダ
イスの核心を守る鍵のひとつ「宇宙の鍵」を守っている。

情報：宇宙驚異の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「宇宙驚異のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 宇宙驚異のニューフロンティア／機械仕掛けのストラトスフィア

導入
ソーシャルゲームやSNSがインストールされたデバ
イスを介して、多くの人が突如急激に精神と身体が衰
退して廃人と化す社会問題となる。探索者の一人、ま
たは探索者と関連深い既知のNPCも廃人と化す。廃
人と化した原因を調査し、社会問題を解決する。

報酬の導線と内容
「ヴァネヴァー・ブッシュ」から「情報：宇宙驚異の
化身」を貰う。その後「ジョン・F・ケネディ」から
連絡があり、ニューフロンティアへの貢献として報酬
を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　ウイルス感染者、デバイス

どうすべきか
原因を調査する。デバイスに対し＜コンピュータ＞原因を調査する。デバイスに対し＜コンピュータ＞、
廃人に対し＜医学＞または＜心理学＞または＜精神分
析＞に成功することで、マンマシンインターフェース
を介して人々に著しく影響を与える洗脳ウイルスの存
在が明らかになる。同時に洗脳ウイルスについて、「イ
グジステンズ」という名称、人体への影響、未知のプ
ログラム言語、並大抵の知識と技術では解決できない
超高度なウイルスであることがわかる超高度なウイルスであることがわかる。

目的の導線と解決
どこで　各地
なにを　洗脳ウイルス「イグジステンズ」

どうすべきか
超高度なウイルスに対抗するワクチンの開発。ウイル超高度なウイルスに対抗するワクチンの開発。ウイル
スの対抗策について聞き込み、または＜知識＞に成功
すると、「ロスアラモス国立研究所」に滞在している、
謎に満ちた研究者「ヴァネヴァー・ブッシュ」の存在
を知ることができる。「ヴァネヴァー・ブッシュ」に
依頼することで、対抗ワクチン「エッセンス」を開発
して貰えるが、対価として「価値：B」の品物を差し
出す必要がある出す必要がある。

関連NPC
・謎に満ちた研究者 ヴァネヴァー・ブッシュ

マクガフィン
目的
障害
舞台

廃人と化した人々
廃人と化した人々の救出
廃人と化した人々の原因
各地

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 宇宙驚異のニューフロンティア／機械仕掛けのストラトスフィア

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　物理依存しない動力機関

どうすべきか
情報を得る情報を得る。＜考古学＞＜オカルト＞＜知識＞の組み
合わせロールに成功、または任意の施設で4時間かけ
て＜図書館＞に成功、または考古学・宇宙・オカルト
に関連する場所や人物に聞き込みをすることで、動力
機関の有用な情報「ノーティキーザ 金の歯車」（採取
アイテムページ参照）を得ることができる。複数存在
するらしい歯車の一つは、テキサスの「ヒューストン
美術館」に展示されているらしい美術館」に展示されているらしい。

目的の導線と解決
どこで　ヒューストン美術館
なにを　ノーティキーザ 金の歯車

どうすべきか
手に入れる手に入れる。歯車を手に入れるには幾つか方法がある。
1.「価値：S」に値する品物と交換する。2.「テキサ
ス州会議事堂」の「ジョン・F・ケネディ」に相談し
＜信頼＞と＜説得＞に成功することで、ケネディの協
力のもと「エーチ」を解決するまでの間、一時的に借
りる。3.夜間に忍び込んで盗む。盗むためには「巡回
警備員」「監視カメラ」「電子ロック」3つの障害に対し、
それぞれなんらかの技能判定を試みて回避、または排それぞれなんらかの技能判定を試みて回避、または排
除すること。使用する技能は何でも構わないが、一回
でも失敗すれば見つかってしまい、警備強化により二

度と忍び込むことは出来ない。失敗した際、KPは状
況に応じてモンスターページのデータの活用や、その
後の交渉の簡単なペナルティを設定すること。

導入
「成層圏」に浮遊する「エーチ」に接触するための手「成層圏」に浮遊する「エーチ」に接触するための手
段が必要となる。そんな折、発明家「ハワード・ヒュー
ズ」が、混沌の世界の天元突破、宇宙を破壊し風穴を
開けて脱出する目的で、自社の大型飛空艇「ハーキュ
リーズ」を改良し、超弩級大型ジェット飛空艇「ゼウ
ス」の開発を発表した。しかし、発表したはいいもの
の、飛ばすために必要らしい、物理依存しない動力機
関が見つからず、完成の目途が立っていないそうだ関が見つからず、完成の目途が立っていないそうだ。

報酬の導線と内容
歯車を「ハワード・ヒューズ」に渡すと、協力のお礼
として報酬を与えられる。

関連NPC
・病弱女好き人気者副大統領 ジョン・F・ケネディ
・病める富豪プレイボーイ ハワード・ヒューズ

マクガフィン
目的
障害
舞台

超弩級大型ジェット飛空艇「ゼウス」
「ゼウス」の完成
「ゼウス」の完成のための、資材・人材不足
テキサス／ヒューズ・エアクラフト

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 宇宙驚異のニューフロンティア／機械仕掛けのストラトスフィア

障害の導線と解決
どこで　ヒューズ・エアクラフト
なにを　化身の排除方法

どうすべきか
ブッシュの長期研究と観察の結果、洗脳ウイルスおよブッシュの長期研究と観察の結果、洗脳ウイルスおよ
び「エーチ」には、自己修復機能があり、単純に破壊
するだけでは、しばらくすると元に戻ってしまうこと
がわかった。脅威を完全に排除するには、「頑丈なワ
イヤー」で「エーチ」に直接取りつき、＜コンピュー
タ＞＜機械修理＞＜電気修理＞いずれかを複数回行
う、または＜投擲＞や＜こぶし＞でブッシュが作った
ワクチン「エッセンス」を複数回投与することで、機ワクチン「エッセンス」を複数回投与することで、機
能を書き換えてしまうことだ。「頑丈なワイヤー」は
ヒューズに「価値：A」の品物を渡すことで、手配し
てもらい、対エーチ用の「複数回分の十分なエッセン
ス」はブッシュに「価値：A」の品物を渡すことで、
手配してもらえる。

目的の導線と解決
どこで　成層圏
なにを　宇宙驚異の化身「エーチ」

どうすべきか
化身を排除する。ヒューズが操縦する飛空艇「ゼウス化身を排除する。ヒューズが操縦する飛空艇「ゼウス
」に乗り込み、成層圏の「エーチ」のもとへ行く。成
層圏の酸素や重力など、煩雑な環境は考慮しないこと。
前述のとおり「エーチ」は物理的な攻撃を加えても修
復してしまう。機能を書き換える技能、またはワクチ

ン投与の技能に成功することで、1D10個の機能を書
き換えることができる。「エーチ」の機能を全て書き
換え、脅威を排除することができれば、探索者の勝利
だ。

導入
「ハワード・ヒューズ」に歯車を渡した後、なんらか「ハワード・ヒューズ」に歯車を渡した後、なんらか
のシナリオをひとつクリアすると、飛空艇「ゼウス」
は完成する。探索者が再び「ヒューズ・エアクラフト
」に赴くと、ヒューズだけでなく、謎に満ちた研究者
「ヴァネヴァー・ブッシュ」が居る。ブッシュは洗脳
ウイルス事件の後も研究と観察をすすめ、「エーチ」
について幾つか判明したことを探索者に指南する。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「宇宙の鍵」が手に入る。

関連NPC
・謎に満ちた研究者 ヴァネヴァー・ブッシュ
・病める富豪プレイボーイ ハワード・ヒューズ

マクガフィン
目的
障害
舞台

宇宙驚異の化身「エーチ」
化身の排除
化身の排除方法
成層圏

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 宇宙驚異のニューフロンティア／機械仕掛けのストラトスフィア

STR
CON
SIZ

10
100
100

ＩＮＴ
 POW
 DEX

200
0
5

耐久力 999

DB 0

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲20ポイントの特殊な金属装甲

自動修復   100% 　毎ラウンド最後に耐久力をすべて回復する
電撃   75% 物理装甲無視1D10
シルバーボール   50% 全体に1D4
センス・オブ・ワンダーに関係する1D3種類の呪文

青き深淵からのもの
宇宙驚異の化身「エーチ」

非常に恐るべき存在。とても巨大な機械の小惑星のよ
うな外見を持ち、知能がとても高い。モニターの目で
様々なものをギョロギョロと観察し、周囲に浮かぶシ
ルバーボールを手足のように自由に操る。複数の砲塔
からは、遠くに位置する様々な方向の外敵に、強力な
電撃を放ち攻撃する。強力な自動修復機能を持ち、物
理的に倒すことは不可能だが、＜コンピューター＞＜
機械修理＞＜電気修理＞などの技能に成功し機械修理＞＜電気修理＞などの技能に成功して1D10
で、エーチが持つ50個の機能（またはプログラム）
を書き換えることで、脅威を排除することができる。
攻撃回数1回、攻撃方法はランダム。（概要や目的と
存在意義は、シナリオページ「情報：宇宙驚異の化身
」を参照）
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闇より来たる赤／イエッセス
混沌の世界の節制を監視する存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス幻想世界の落とし子。イエッセスは、燃
えるような赤いローブをまとった、剣と魔法と異世界の煉獄の死の邪神。デイドリーム地下世界の最深部にして
煉獄「ニルヴァックエリフ」を拠点とする。

目的と存在意義
デイドリームの維持と監視、デイドリームを滅ぼそうとする者を、阻止すること。ナイアル・オブ・パラダイスデイドリームの維持と監視、デイドリームを滅ぼそうとする者を、阻止すること。ナイアル・オブ・パラダイス
の核心を守る鍵のひとつ「幻夢の鍵」を守っている。

情報：幻想世界の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「幻想世界のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 幻想世界のニューフロンティア／ファントム・オブ・インフェルノ

導入
シャルフェルス城下町に訪れる、または任意の機会で
「チャンドラプトゥラ」を「セナルーク王」が探して
いる噂が探索者の耳に入る。

報酬の導線と内容
「チャンドラプトゥラ」から「情報：幻想世界の化身」を貰う。シャル
フェルスに戻ると「セナルーク王」から依頼達成の報酬を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　光の城シャルフェルス
なにを　行方不明のチャンドゥラプトゥラ

どうすべきか
シャルフェルスで「セナルーク王」に謁見して事情をシャルフェルスで「セナルーク王」に謁見して事情を
聞く。「セナルーク王」に、善意の＜説得＞、または
身分の＜信頼＞に成功することで、医務室へ案内され、
そこで眠っている「チャンドラプトゥラ」と邂逅する。
どういうことか聞くと「セナルーク王」が探しているどういうことか聞くと「セナルーク王」が探している
のは「チャンドラプトゥラの魂」であることがわかる。
ここで改めて、探索者達は「セナルーク王」から「チャ
ンドラプトゥラの魂」の捜索を依頼される。

目的の導線と解決
どこで　光の城シャルフェルス
なにを　チャンドラプトゥラの魂

どうすべきか
魂を探す方法は様々ある魂を探す方法は様々ある。「チャンドラプトゥラ」の不可
解な大量の資料の荷物に対し＜図書館＞を成功させ、痕跡
を辿る。または「チャンドラプトゥラ」本人に対し＜心理
学＞＜精神分析＞＜オカルト＞の組み合わせロール成功
後、＜幸運＞の半分の値に成功することで、トンチキめい
た方法で潜在意識を読み取る。または丸一日使って「チャ
ンドラプトゥラ」の人魂や幽霊のようなものを見かけてい
ないか聞き込みをして＜幸運＞ないか聞き込みをして＜幸運＞の4分の一の値に成功す
ることで、正しい目撃証言を得る。いずれかに成功するこ
とで、魂はデイドリーム地下世界の最深部「ニルヴァック
エリフ」に居ることがわかる。探索者が「ニルヴァックエ
リフ」に向かうと、その道中で半透明の幽霊のような「チャ
ンドラプトゥラの魂」と遭遇し、0／1の正気度喪失を行
う。「チャンドラプトゥラ」から話を聞くと「ニルヴァッ
クエリフ」の脅威を調査するため、呪文を使い赴いていたクエリフ」の脅威を調査するため、呪文を使い赴いていた
とのこと。ともにシャルフェルスに戻ることで、彼の肉体
は目を覚まし、行方不明事件は解決する。

関連NPC
・セナルーク王
・門を越えた伝道師 チャンドラプトゥラ

マクガフィン
目的
障害
舞台

チャンドゥラプトゥラ
チャンドゥラプトゥラを探す
チャンドゥラプトゥラが行方不明
デイドリーム／光の城シャルフェルス

第一幕：驚異との邂逅

231



メインシナリオ - 幻想世界のニューフロンティア／ファントム・オブ・インフェルノ

障害の導線と解決
どこで　光の城シャルフェルス
なにを　「ニルヴァックエリフ」に入るための呪文

どうすべきか
シャルフェルスに滞在中の「チャンドラプトゥラ」かシャルフェルスに滞在中の「チャンドラプトゥラ」か
ら、D100ロールのINT×3に成功して、教えてもら
う。呪文は基本ルールブックP258掲載「さまよう魂
」という呪文。呪文を習得できたら、「チャンドラプトゥ
ラ」から「二人の門番」について忠告を受ける。「二
人の門番」とは、煉獄の入り口で待ちかまえ、訪れた
魂の罪を裁く、裁判官のような存在。探索者がナイア
ル・ル・オブ・パラダイスに訪れてから、善悪問わず、奪っ
た生命の数に応じて、罰を与えるという。罪が無いの
が一番だが、対策をした方が良い、と「チャンドゥラ
プトゥラ」は告げる。

目的の導線と解決
どこで　各地
なにを　探索者の罪

どうすべきか
罪を数える。罪の定義は、シナリオや戦闘で「奪った罪を数える。罪の定義は、シナリオや戦闘で「奪った
生命の数」。日常的な殺生は含まれない。また、以下
は「チャンドゥラプトゥラ」から教えてもらえる、罪
の個数に応じた罰一覧。罪は重複し、30の生命を奪っ
ていれば、D～A全てが適用される。「0／罰無し」
「D級罪：5以下／正気度－10」「C級罪：10以下／
INTとPOW 永久的に－3」「B級罪：20以下／正気
度－15度－15」「A級罪：30以下／INTとPOW 永久的に
－5」「S級罪：99以下／正気度－20」「極刑：100人

以上は覚えていない／INTとPOW 永久的に－5、
正気度－30」。罪を免除する方法もいくつかある。まず、
級数に応じた価値の品物を、門番に渡せば免除される。
あるいは、教会や神聖な場で懺悔することで、1日1
つの罪を減らすことができる。あるいは、罰一つにつ
き、一回ずつ＜言いくるめ＞に成功する（奪った生命
の数分、技能値をマイナスして判定）。＜言いくるめ＞
に失敗した場合は、舌を引っこ抜かれ、以後口を使うに失敗した場合は、舌を引っこ抜かれ、以後口を使う
全ての行為が出来なくなる。また、極刑は免除できま
せん。諦めてください。

導入
生者は入れない煉獄「ニルヴァックエリフ」の「イエッ
セス」に接触する手段が必要となる。「チャンドラプ
トゥラ」が呪文で肉体から魂を切り離したことを聞い
ていた探索者は、その呪文の詳細を彼から聞き出す必
要がある。

報酬の導線と内容
準備ができると「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
イエッセス打倒のための軍資金（報酬）を与えられる。

関連NPC
・門を越えた伝道師 チャンドラプトゥラ

マクガフィン
目的
障害
舞台

ニルヴァックエリフ
ニルヴァックエリフに入る
ニルヴァックエリフに入る手段
デイドリーム／光の城シャルフェルス

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 幻想世界のニューフロンティア／ファントム・オブ・インフェルノ

障害の導線と解決
どこで　ニルヴァックエリフ
なにを　幻想世界の化身「イエッセス」

どうすべきか
会いに行く会いに行く。「ニルヴァックエリフ」で「イエッセス」
の元に辿り着くには、＜ナビゲート＞に3回成功する
必要がある。または周囲を徘徊する西洋悪魔じみた存
在に、5マジック・ポイントを吸わせることで、道を
教えてもらい、＜ナビゲート＞成功の代替とできる。
周囲には罰を受ける魂達の凄惨な光景が広がるため、
道を進むたびに1／1D4の正気度判定を行う。悪魔
じみた存在は、罰を受けている最中の魂を監視する存じみた存在は、罰を受けている最中の魂を監視する存
在であり、罰を終えた探索者達に危害を加えることは
無いが、罰を受けていない探索者は、目撃したことで
1／1D3の正気度喪失を行う。

目的の導線と解決
どこで　ニルヴァックエリフ
なにを　幻想世界の化身「イエッセス」

どうすべきか
「イエッセス」は話の通じる存在だ「イエッセス」は話の通じる存在だ。「デイドリーム」
または「ドリームランド」の維持と監視を目的とする
ため、探索者が対価を差し出したうえで、「ナイアル・
オブ・パラダイス」から「デイドリーム」を解放し、
もとの「ドリームランド」に戻すことに尽力するので
あれば、「イエッセス」は探索者に協力してくれる。
ちなみに要求する対価とは、探索者誰か一人の魂。探
索者一人をロストさせることで索者一人をロストさせることで、「イエッセス」と戦

う必要は無くなる。また、呪文「さまよう魂」に関わ
ることだが、「イエッセス」と、物理的な攻撃で戦う
ことは出来ない。このことが、探索者には理解できる
ということを、KPはPLに伝えること。

導入
「ニルヴァックエリフ」の入り口で「二人の門番」の「ニルヴァックエリフ」の入り口で「二人の門番」の
罪と罰の処理を終えれば、探索者は「ニルヴァックエ
リフ」に入ることができる。かつてドリームランドに
訪れた経験があり＜クトゥルフ神話＞に成功、または
この人物と会っていれば、「二人の門番」から「ナシュ
ト」「カマン＝ター」と幾つかの類似点を見出せる。

報酬の導線と内容
化身の排除、または交渉後「ジョン・F・ケネディ」
から連絡があり、ニューフロンティアへの貢献として
報酬を与えられる。ナイアル・オブ・パラダイスの核
心に辿り着くための鍵の一つ「幻夢の鍵」が手に入る。

関連NPC
なし

マクガフィン
目的
障害
舞台

幻想世界の化身「イエッセス」
化身の排除
化身の排除方法
デイドリーム／ニルヴァックエリフ

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 幻想世界のニューフロンティア／ファントム・オブ・インフェルノ

STR
CON
SIZ

0
30
25

ＩＮＴ
 POW
 DEX

45
24
14

耐久力 40

DB 0

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲触れると1D10ダメージを伴う炎の障壁
物理無効

精神的攻撃   75% 　1D6MP＋1D6正気度喪失
魔力吸収   POW 抵抗 　6MP吸収
生と死とドリームランドに関係する呪文すべて

闇より来たる赤
幻想世界の化身「イエッセス」

非常に恐るべき存在。骸骨のような複数の頭部を持ち、
対峙した者に語りかける死神のような存在。恐ろしい
外見だが、非常に思慮深い性格。精神が侵蝕されるよ
うな名状しがたい瘴気のようなものを吐き出す。耐久
力ではなく、マジック・ポイントを吸収し、正気度を
減らすことで危害を及ぼす。 直接触れるとカウンター
ダメージを受ける炎の障壁をまとっている。イエッセ
スは物理攻撃以外の方法で倒す必要がある。攻撃回数スは物理攻撃以外の方法で倒す必要がある。攻撃回数
1回、攻撃方法はランダム。（概要や目的と存在意義は、
シナリオページ「情報：幻想世界の化身」を参照）
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キング・モンスター

名状し難き緑の獣／キュイレブ
混沌の世界で勇気を試される存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス超常怪物の落とし子。キュイレブは、様々
な異形の怪物が混じりあった、B級・Z級映画のような獣の邪神。ニューメキシコの聖地、霧に包まれた「テーラー
山」の山頂を拠点とする。

目的と存在意義
ニューメキシコをはじめとする異形のものどもの頂点に君臨しニューメキシコをはじめとする異形のものどもの頂点に君臨し、この世界に脅威をあたえること。ナイアル・オブ・
パラダイスの核心を守る鍵のひとつ「異形の鍵」を守っている。

情報：超常怪物の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「超常怪物のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 超常怪物のニューフロンティア／キング・モンスター

導入
探索者達がカジノ「イ探索者達がカジノ「イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッ
ズ」に訪れる。理由はカジノへの異形のもの襲撃の
ニュース、あるいは「ビリー・ザ・キッド」または「ジェ
ロニモ」と接点があれば、助けを求められるなどが望
ましい。訪れると、所々破壊の跡が見られる。夜に何
処かからくる、異形のものの襲撃を受けているとのこ
と。異形のものを撃退し、住処を突き止め、根源を断
つ勇敢な者を募集していがつ勇敢な者を募集していが、今のところ「ビリー」「ジェ
ロニモ」しか勇敢な者はいないようだ。

報酬の導線と内容
カジノのオーナーから「情報：超常怪物の化身」を貰う。
その後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、ニュー
フロンティアへの貢献として報酬を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッズ
なにを　異形の怪物

どうすべきか
夜に待ち伏せて撃退する。時間は深夜一時夜に待ち伏せて撃退する。時間は深夜一時。＜聞き耳
＞に成功することで、異形の怪物の接近を察知して、
不意打ちを行うことができる。不意打ちは最初の戦闘
ラウンドで相手は攻撃も回避もできず、探索者が一方
的に自動成功の攻撃をすることが可能となる。異形の
怪物は三体（モンスターページ、キラー・オブ・フー

ド参照）。戦況が危機的状況であれば、KPは「ジェ
ロニモ」または「ビリー・ザ・キッド」を活用するこ
と（モンスターページ、ロッホ・インディオ、ノー・
ネーム参照）。また、罠を仕掛けるなどしても良いだ
ろう。罠はしかける内容によって、KPがその効果と
展開を決定すること。

目的の導線と解決
どこで　イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッズ
なにを　異形の怪物

どうすべきか
住処を突き止める。怪物を撃退または捕獲すると、死住処を突き止める。怪物を撃退または捕獲すると、死
亡や気絶に関わらず、一体だけ逃げ出す。＜追跡＞に
成功することで、怪物の跡を追えるが、怪物の耐久力
を半分以下に減らしていれば、判定は不要。怪物を追っ
ていくと「テーラー山」に辿り着くが、途中で物凄い
霧が立ち込め、何をもってしても、そこから追うこと
は出来なくなってしまう。

関連NPC
・早撃ち天才ガンマン ビリー・ザ・キッド
・土地と友のために戦う戦士 ジェロニモ

マクガフィン
目的
障害
舞台

異形の怪物
異形の怪物の退治
異形の怪物との遭遇
ニューメキシコ／イン・オブ・ザ・マウンテン・ゴッズ

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 超常怪物のニューフロンティア／キング・モンスター

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　テーラー山の霧

どうすべきか
調べる。テーラー山の霧そのものをなんらかの技能で調べる。テーラー山の霧そのものをなんらかの技能で
調べると、科学的にその性質を特定することは出来な
い高度な変容性を持つ霧ということがわかる。霧につ
いて聞き込めば、自然と大地の中で生きる「ジェロニ
モ」や「クアナ・パーカー」といったインディアンが
詳しいのではないかという情報を得ることができ、イ
ンディアンから情報を得るには「価値：B」の贈り物
をするか、先住民の言語を習得している者が＜説得＞をするか、先住民の言語を習得している者が＜説得＞
に成功する必要がある。先住民の言語を習得していな
くとも、カタコトだが意志の疎通は問題ない。インディ
アン曰く、霧を越えるには、テーラー山で「通過儀礼
」を行い、山に受け入れられる必要があるとのこと。

目的の導線と解決
どこで　テーラー山
なにを　通過儀礼の儀式

どうすべきか
「通過儀礼」の儀式を行う「通過儀礼」の儀式を行う。（インディアンの呪文・儀
式ページ参照）。儀式は霧を越えたいも者全員が行う
必要があり、コストを支払えば、儀式の内容自体は
KPが自由に決めて構わない。無事儀式を追えると、
インディアンが、霧は現実的な障害ではなく、実存に
依存する目が曇った者の、感覚を惑わす精神的な存在
であり、儀式を経て本質に触れた者は霧に惑わされる
ことは無い。というようなことを教えてくれることは無い。というようなことを教えてくれる。

導入
霧が立ち込める「テーラー山」山頂の「キュイレブ」
に接触する手段が必要となる。霧はどんなに卓越した
探索技能を持ってしても、踏破して山頂へ進むことは
出来ない。探索者は霧をなんとかする方法を探さなけ
ればならない。

報酬の導線と内容
このシナリオは例外的に報酬は存在しない。もし探索
者が報酬を求めるのであれば、それは儀式の失敗を意
味する。報酬という実存に囚われているのであれば、
このシナリオはクリアできていない証拠である旨を
KPはPLに伝えること。

関連NPC
・悩める者を救う大酋長 クアナ・パーカー
・土地と友のために戦う戦士 ジェロニモ

マクガフィン
目的
障害
舞台

テーラー山の霧
霧の対処
霧の性質の謎
ニューメキシコ／テーラー山

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 超常怪物のニューフロンティア／キング・モンスター

障害の導線と解決
どこで　テーラー山
なにを　断崖の絶壁

どうすべきか
断崖を登りきるには＜登攀＞に続けて連続断崖を登りきるには＜登攀＞に続けて連続で3回成功
する必要がある。日常的に手に入る登山や登攀の道具
を活用すれば、誰か一人が3回の＜登攀＞に成功した
後に、残りの者は、判定に75％プラスして挑戦できる。
一回の＜登攀＞に30分の時間を要する。もし、時間
の積み重ねで、18時を越えてしまった場合は、夜が
明けるまで、半分の値で判定を行う。

目的の導線と解決
どこで　テーラー山山頂
なにを　超常怪物の化身「キュイレブ」

どうすべきか
化身を排除する。絶壁を乗り越え、少し進めば山頂の化身を排除する。絶壁を乗り越え、少し進めば山頂の
「キュイレブ」と邂逅する。「キュイレブ」はシンプル
に物理的に倒す必要がある。また「キュイレブ」は、
異形のものどもの頂点に君臨して、世界に脅威与える
ことが目的であるため、探索者は、いつでも判定無し
に、「キュイレブ」の脅威に怯えて逃げ出すことがで
きる。

導入
テーラー山の霧を超えた探索者の目の前に、頂上へ続
く絶壁の断崖が現れる。探索者の戦闘力が乏しければ、
「ビリー・ザ・キッド」または「ジェロニモ」が協力
を申し出て同行するだろう。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「異形の鍵」が手に入る。

関連NPC
なし

マクガフィン
目的
障害
舞台

超常怪物の化身「キュイレブ」
化身の排除
化身の排除方法
ニューメキシコ／テーラー山

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 超常怪物のニューフロンティア／キング・モンスター

STR
CON
SIZ

40
40
60

ＩＮＴ
 POW
 DEX

8
7
9

耐久力 50

DB ＋4D6

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲5ポイントの分厚く硬い脂肪の皮膚

押しつぶし   75% 　1D6＋db
突進   50%　1D10＋db
大暴れ   25%　全体に2D6＋db
動物や生物に関係する1D3種類の呪文

名状し難き緑の獣
超常怪物の化身「キュイレブ」

非常に恐るべき存在。海の生物や陸の動物、昆虫など
を合成させたような恐るべき生命体であり、化身の中
でも特に凶暴。生物界の頂点に君臨することを至上と
し、邪魔するものに容赦はしないが、完全に恐怖・降
伏した者は息の根を止めることはしない。全ての攻撃
に高いダメージボーナスが付き、致命的なダメージを
与えてくる。攻撃回数1回、攻撃方法はランダム。
（概要や目的と存在意義は、シナリオページ「情報（概要や目的と存在意義は、シナリオページ「情報：
超常怪物の化身」を参照）
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魔女の穴

紫煙の吸血魔女／オクンニグス
混沌の世界の信仰を統べる存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス神秘魔術の落とし子。オクンニグスは、闇
夜に潜み人々の血を吸う、オカルト魔術の邪神である。ルイジアナのシンクホールの先にある魔女の空間「スネ
イル・ローウェン」を拠点とする。

目的と存在意義
ルイジアナをはじめとするカルト組織や宗教を支配し、この世界の信仰を操作すること。ナイアル・オブ・パラルイジアナをはじめとするカルト組織や宗教を支配し、この世界の信仰を操作すること。ナイアル・オブ・パラ
ダイスの核心を守る鍵のひとつ「魔女の鍵」を守っている。

情報：神秘魔術の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「神秘魔術のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 神秘魔術のニューフロンティア／魔女の穴

導入
ルイジアナのどこかで寝泊まりすると、探索者の中で
一番APPの高い者が深夜寝静まった後、何処かから
入ってきた蛇に血を吸われ、咬まれた箇所に、山羊と
魔法陣を組み合わせたような模様を残される。

報酬の導線と内容
「マリー・ラヴォー」から「情報：神秘魔術の化身」を
貰う。その後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　ルイジアナ各地
なにを　咬まれた模様

どうすべきか
調べる調べる。＜オカルト＞に成功、またはそれに準ずるル
イジアナの多くの人々に聞き込みを行うと、模様は悪
魔崇拝や魔女団のシンボル「逆ペンタグラム」の一種
であり、模様から「魔女」「悪魔」「生贄」といった断
片的な言葉が読み取れる。聞き込みを行う中で、また
は噂話で、最近ルイジアナを騒がせている「吸血鬼」
の噂を聞ける。なんでも、吸血鬼の使い魔が、美しい
人物に目印をつけ、三日後の夜に恐ろしく強く美しい人物に目印をつけ、三日後の夜に恐ろしく強く美しい
吸血鬼が、生贄として攫いに来るらしい…。

目的の導線と解決
どこで　ルイジアナ各地
なにを　吸血鬼

どうすべきか
対策を準備する対策を準備する。吸血鬼の情報を掴むと、慕われしヴー
ドゥーの司祭「マリー・ラヴォー」が探索者のもとを
訪れる。彼女は吸血鬼に狙われた人を助ける方法を伝
え広めている。彼女は、模様を残された探索者を除き、
D100ロールでINT×3に成功した探索者に対し＜ロ
アとの接触＞の呪文を教え、必要な道具と設備一式を
渡してくれる。ロア（神様）を憑依させることで生贄
を守ることができる（資料を守ることができる（資料：ヴードゥーページ参照）
という。深夜に吸血鬼が訪れるが、生贄にロアの憑依
を行っていると、忌々しげに撤退する。吸血鬼を追う
と近場の沼地に辿り着く。突如沼に穴（シンクホール）
が開き、吸血鬼はその中に飛び込み、穴とともに消え
てしまう。生贄に憑依を行ってない場合は、1D10の
STRを吸収される。

関連NPC
・慕われしヴードゥーの司祭 マリー・ラヴォー

マクガフィン
目的
障害
舞台

吸血鬼
吸血鬼への対抗
吸血鬼の謎
ルイジアナ各地

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 神秘魔術のニューフロンティア／魔女の穴

障害の導線と解決
どこで　ルイジアナ各地
なにを　「スネイル・ローウェン」

どうすべきか
「スネイル・ローウェン」について聞き込みなどで調「スネイル・ローウェン」について聞き込みなどで調
べると「オクンニグス」を目撃した人が聞いた、「オ
クンニグス」自身が口にした意味不明な言葉という情
報以外は集まらない。「スネイル・ローウェン」を調
べたうえで、＜アイデア＞または＜英語＞に成功する
と「スネイル・ローウェン（Snaelrowen）」が「ニュー
オーリンズ（New Orleans）」のリバース・スペリン
グ（逆さ書きグ（逆さ書き）であることと、加えて以前残された「逆
ペンタグラム」から「逆さと魔女の関連性」の可能性
に気づくことができる。「逆さと魔女の関連性」につ
いて、1日かけて聞き込み、または任意の施設で＜図
書館＞の成功、または＜オカルト＞と＜歴史＞に成功
することで、ニューオーリンズに逃げ延びたセイラム・
オルレアンの魔女団に伝わる隠語や暗号、呪術や占星
術を始めとする術式などの雑多な神智・民俗学的情報術を始めとする術式などの雑多な神智・民俗学的情報
から、運命の星を逆さにする（技能判定の成功と失敗
を入れ替える）「逆転の魔女の空間」の情報が手に入る。

目的の導線と解決
どこで　ルイジアナ各地
なにを　「スネイル・ローウェン」に続くシンクホール

どうすべきか
「マリー・ラヴォー」をはじめとした、神智学に通ずる「マリー・ラヴォー」をはじめとした、神智学に通ずる
者に「スネイル・ローウェン」に続くシンクホールを発
見するいくつかの方法を提案してもらうことができる。
1.ロアの力を借りる。世界を繋ぐ「レグバ」、または世
界へ誘う「アグゥエ」を憑依させ、助言を得ることで発
見できる。2.真実の姿を映す鏡（採取アイテムページ、
クロエの鏡参照）を使用する。ルイジアナのマフィア「カ
ルロス・マルセロ」の経営するホテルにあると噂されるルロス・マルセロ」の経営するホテルにあると噂される
鏡。ホテルに泊まり＜幸運＞に成功することで悪夢にう
なされ、目的の鏡を発見することができる。オーナーで
ある「カルロス・マルセロ」に対し、交渉技能に成功し
て借りるか、物々交換すること。鏡を使って1日かけ
て探すことで、鏡にしか映らない不可視のシンクホール
を発見できる。3.連続的な空間移動を行わない、門な
どの特殊な移動手段を使用して、直接「スネイル・ローどの特殊な移動手段を使用して、直接「スネイル・ロー
ウェン」への道を開く。距離は任意に指定してよい。

導入
シンクホールの先にある魔女の空間「スネイル・ローシンクホールの先にある魔女の空間「スネイル・ロー
ウェン」の「オクンニグス」に接触する手段が必要と
なる。しかし、少し調べればわかることだが、過去に
シンクホールに飲み込まれて死亡した事件もあるた
め、全ての穴が「スネイル・ローウェン」に通じてい
るわけではないことは容易に理解できる。探索者は「ス
ネイル・ローウェン」について調べ、そこに続くシン
クホールを発見しなければならないクホールを発見しなければならない。

報酬の導線と内容
準備ができると「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
オクンニグス打倒のための軍資金（報酬）を与えられる。

関連NPC
・慕われしヴードゥーの司祭 マリー・ラヴォー
・暗黒街のボス カルロス・マルセロ

マクガフィン
目的
障害
舞台

シンクホール
「スネイル・ローウェン」へ続くシンクホールの発見
シンクホールを見つける方法
ルイジアナ各地

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 神秘魔術のニューフロンティア／魔女の穴

障害の導線と解決
どこで　スネイル・ローウェン
なにを　蝋燭の道

どうすべきか
進む。蝋燭の道を進んでいくと、周囲の落書きやツギ進む。蝋燭の道を進んでいくと、周囲の落書きやツギ
ハギが様変わりしていく。＜オカルト＞または＜歴史
＞に失敗すれば、それらがセイレムやジャンヌ・ダル
クなど、かつての魔女に関わる歴史を描いていること
がわかる。再び進むと、遠くから敵意をむきだした1
匹の禍々しい蛇（モンスターページ、キング・コブラ
参照）がやってきて、戦闘を仕掛けてくる。＜アイデ
ア＞に成功すれば、一番最初に襲われた蛇と同一であア＞に成功すれば、一番最初に襲われた蛇と同一であ
ることがわかる。また、ここでの判定や戦闘は、成功
と失敗が入れ替わるのをPLに慣れさせるためである。

目的の導線と解決
どこで　スネイル・ローウェン
なにを　神秘魔術の化身「オクンニグス」

どうすべきか
化身を排除する。蛇を排除し、ロウソクの道を再び進化身を排除する。蛇を排除し、ロウソクの道を再び進
めば、地面や空間は次第に赤色に染まっていく。これ
以上ない赤に染まりきった頃、血を抜かれて、彫刻の
ように真っ白で美しい美男美女の死体の山の上に佇む
「オクンニグス」と邂逅する。技能の成功失敗反転に
注意して「オクンニグス」を倒す必要がある。

導入
探索者が「シンクホール」に飛び込むと、数十メート探索者が「シンクホール」に飛び込むと、数十メート
ルほど水の中にいるような深い紫の空間を落下し、ゆ
るやかに「スネイル・ローウェン」に着地する。「ス
ネイル・ローウェン」は、子供の残酷な落書きや、お
もちゃ箱をひっくり返したような、ツギハギとコラー
ジュのデタラメで空恐ろしい混沌の空間。落下地点か
ら点々と遠くに向かい、紫煙漂うロウソクの道が出来
ているている。「逆転の魔女の空間」の情報を手に入れてい
るならば、KPはPLに認識させるために、なんらか
のお試しロールをさせるといいだろう。成功と失敗が
入れ替わるのは＜技能＞の判定だけである。また、こ
の世界は「シンクホール」からのみ、自由に出ること
ができる。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「魔女の鍵」が手に入る。

関連NPC
なし

マクガフィン
目的
障害
舞台

神秘魔術の化身「オクンニグス」
化身の排除
化身の排除方法
スネイル・ローウェン

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 神秘魔術のニューフロンティア／魔女の穴

STR
CON
SIZ

20
40
35

ＩＮＴ
 POW
 DEX

23
27
10

耐久力 30

DB ＋2D6

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲なし

吸血   75% 　1D6STR 吸収
逆さの呪文   100%　成功／失敗の判定処理を逆にする
平手打ち   75% 　db
ヴードゥーをはじめとする、KPが望む呪文すべて

紫煙の吸血魔女
神秘魔術の化身「オクンニグス」

非常に恐るべき存在。翼のような無数の手を持ち、そ
れら全てがバラバラに波打つように妖艶に動き、宙に
浮遊する。体の中心にある舌を対象に這いずり回せ、
血液とともに筋力を吸収する。呪文を唱える前に、そ
の準備の一環として、自身は逆さまになる。成功と失
敗の判定を逆転させる厄介な手段を用いる。攻撃回数
2回、攻撃方法はランダム。（概要や目的と存在意義は、
シナリオページ「情報：神秘魔術の化身」を参照シナリオページ「情報：神秘魔術の化身」を参照）
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続・夕陽のミラージ

夕陽色の狩人／ウォビック
混沌の世界の希望をもたらす存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス西部開拓の落とし子。ウォビックは、西
部開拓の世界を守護する、伝説のガンマンの邪神である。ニューメキシコのホワイトサンズ特定座標・特定時間
に出現する。

目的と存在意義
テキサスをはじめとする人々が絶望せぬよう、この世界に一定の希望をもたらすこと。ナイアル・オブ・パラダテキサスをはじめとする人々が絶望せぬよう、この世界に一定の希望をもたらすこと。ナイアル・オブ・パラダ
イスの核心を守る鍵のひとつ「夕映えの鍵」を守っている。

情報：西部開拓の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「西部開拓のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 西部開拓のニューフロンティア／続・夕陽のミラージ

導入
「伝説のガンマンに会って早撃ち勝負がしたい！「伝説のガンマンに会って早撃ち勝負がしたい！」。各地
で興行を行う「バッファロー・ビル」の「ワイルド・ウェ
スト・ショー」を観賞した探索者は、ショーの花形であ
る「アニー・オークレイ」に呼び止められ依頼される。「伝
説のガンマン」とは、人々の危機に夕陽とともに現れ、
0.001秒の早撃ちで悪党を退治し、風とともに去ってい
く英雄的存在らしい。そもそも実在するのだろうか？

報酬の導線と内容
「アニー・オークレイ」から、または聞き込み中に「情
報：西部開拓の化身」が手に入る。その後「ジョン・
F・ケネディ」から連絡があり、ニューフロンティア
への貢献として報酬を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　伝説のガンマン

どうすべきか
会うために調べる。聞き込みを行うと多様な情報がい会うために調べる。聞き込みを行うと多様な情報がい
くらでも集まる。その中から有用な情報を厳選するに
は、＜人類学＞で噂を知る有用人を見極めて情報を集
め、＜コンピューター＞や＜経理＞を応用して、伝説の
ガンマンに会える時間と場所の情報を整理する。最後
に＜図書館＞で確実性の高い有用な情報を導き出す必
要がある。全てに成功すると、伝説のガンマンは「ホ
ワイトサンズワイトサンズ」の座標「32.926704, -106.334443」に、
夕陽が沈む18時10分に出現するらしいことがわかる。

目的の導線と解決
どこで　ホワイトサンズ
なにを　伝説のガンマン

どうすべきか
「アニー・オークレイ」を同伴して会う「アニー・オークレイ」を同伴して会う。＜ナビゲート＞
に成功することで、目印も無いホワイトサンズの目的の
座標に辿り着き、夕陽が沈む18時10分に＜幸運＞に
成功すると遭遇できる。遭遇すると「アニー・オークレ
イ」は「伝説のガンマン」に早撃ち勝負を仕掛けるが、
一瞬で負けて銃を弾き飛ばされてしまう。探索者も挑戦
する場合は、「回転式拳銃」で＜拳銃＞に成功し、
DEX25DEX255とのDEX抵抗ロールを行うこと。結果に関わ
らず「伝説のガンマン」は勝負終了後、蜃気楼のように
消えてしまう。ガンマンが消えた後、その場所に夕陽に
反射して何かが光る。調べると、女の子の写真入りのロ
ケットペンダントが見つかる。また「伝説のガンマン」
は「回転式拳銃」を持たない者の挑戦は受け付けない。

関連NPC
・スゴ腕射撃スター アニー・オークレイ

マクガフィン
目的
障害
舞台

伝説のガンマン
伝説のガンマンに会う
伝説のガンマンの所在
各地

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 西部開拓のニューフロンティア／続・夕陽のミラージ

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　女の子のペンダント

どうすべきか
情報を集める。聞き込みを行うと、写真の女の子は聾情報を集める。聞き込みを行うと、写真の女の子は聾
児のための学校「テキサス・スクール・フォー・ザ・
デフ」に在籍する孤児であることがわかる。特に不審
なことを行わなければ学校で写真の女の子に会うこと
ができる。女の子は耳に障害があるため＜英語＞と＜
聞き耳＞に成功する必要がある。女の子の名前はアイ
リーン。アイリーンに「ウォビック」について聞いても、
警戒して怯え、簡単には喋ってくれない警戒して怯え、簡単には喋ってくれない。＜信頼＞と＜
説得＞に成功することで、怯えを落ち着かせることが
できる。さらに詳しい話を聞こうとすると、アイリー
ンが銃の腕前はすごい？といった質問をするので＜拳
銃＞に成功し、何らかの腕試しを披露する必要がある。

目的の導線と解決
どこで　テキサス・スクール・フォー・ザ・デフ
なにを　アイリーン

どうすべきか
まず話を聞く。アイリーンが言うには「ウォビックまず話を聞く。アイリーンが言うには「ウォビック」
は自分の父であるという。混沌の世界誕生時、二人は
途方もない荒野を何日も彷徨った。もう駄目だという
時、ウォビックと名乗る蜃気楼の化身と出会う。化身
は娘を救う一滴の水をやるから、代わりに父親の体を
差し出せと持ち掛ける。その期限は、化身が決闘に臨
む百万の誇り高き戦士の魂を得るまで。かくして父は

ウォビックと契約し、伝説のガンマンとなった。ウォ
ビックから父を解放してほしいアイリーンは、3つの
弱点を教えてくれる。1.銃の弾倉に傷があり、6分の
一の確率で弾が遅くなること。2.利き腕の反対側に夕
陽が来る立ち位置が苦手であること。3.父と一緒に作っ
た思い出の品であるオルゴールを聞くと動きが鈍るこ
と。と言って、女の子は壊れたオルゴールを渡してく
れる。またアイリーンの父は、次の三名から都合の良れる。またアイリーンの父は、次の三名から都合の良
い人物をKPが選択すること「テキサスの猟犬 フラン
ク・ヘイマー」「最強のスナイパー クリス・カイル」「大
統領の暗殺者 リー・ハーヴェイ・オズワルド」

導入
圧倒的な早撃ちを誇る「ウォビック」に対抗する手段圧倒的な早撃ちを誇る「ウォビック」に対抗する手段
が必要となる。しかし「伝説のガンマンの噂」につい
て、探索者達がこれ以上調べられることは存在しない
ため、女の子の写真入りのロケットペンダントを唯一
の手掛かりとして、「ウォビック」への対抗策を探さ
なければならない。

報酬の導線と内容
学校を出ると「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ウォビック打倒のための軍資金（報酬）を与えられる。

関連NPC
・テキサスの猟犬 フランク・ヘイマー
・最強のスナイパー クリス・カイル
・大統領の暗殺者 リー・ハーヴェイ・オズワルド

マクガフィン
目的
障害
舞台

写真入りロケットペンダント
写真の女の子を探して情報を得る
女の子の謎、ウォビックの謎
テキサス・スクール・フォー・ザ・デフ

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 西部開拓のニューフロンティア／続・夕陽のミラージ

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　「ウォビック」3つの弱点

どうすべきか
準備する準備する。「壊れたオルゴール」は＜機械修理＞で直
すことができる。「立ち位置の決定」は聞き込みを行う、
または＜知識＞に成功することで、ガンマンの間では
「コイントス」で立ち位置を決めていることがわかる。
探索者が聞き込みをしていると、噂を聞いた荒野に生
きる著名人のいずれかが「両表のコイン」を「価値：
A」の品で買わないかと持ち掛けてくる。「6分の一の
確率の傷」は完全にランダムで対策をとることは出来確率の傷」は完全にランダムで対策をとることは出来
ない。

目的の導線と解決
どこで　ホワイトサンズ
なにを　西部開拓の化身「ウォビック」

どうすべきか
化身を排除する。修理した「オルゴール」を鳴らすと化身を排除する。修理した「オルゴール」を鳴らすと
「ウォビック」は頭を抱え苦悩する。「ウォビック」の
前にコインを掲げると「コイントス」に応じる。1D2
をロールし、1が出れば「ウォビック」は苦手な「立
ち位置」に移動する。両表のコインであれば、2が出
ても成功だ。「ウォビック」のDEX255から、「オルゴー
ル」でDEXマイナス200、「立ち位置」でDEXマイ
ナスナス37し、DEX18まで落とすことができる。探索
者が＜拳銃＞に成功した後、KPが1D6をロールして
1が出れば、運よく「6分の一の確率の傷」にあたり、
DEX10との抵抗ロールを行う。勝利すると、人間か

ら魂が抜け出るように「ウォビック」が消え、気絶し
た一人のガンマンが残される。アイリーンの父親であ
るガンマンを任意の施設に運び、2～3日経過するこ
とで、意識を取り戻して感謝の意を伝えられ、お礼と
して「ウォビックの銃」を渡される。「ウォビックの
銃」は価値：S／弾数：6／回数：1／ダメージ：
8D6／戦闘ラウンド開始時DEX順の行動とは別に、
何よりも早何よりも早く1回追加攻撃できる特殊な性質を持つ回
転式拳銃だ。

導入
探索者は一日一回、指定の時と場所で「ウォビック」
に挑戦できる。しかし、何も準備せずに挑んでも、ま
ず勝つことは出来ない。また、DEX抵抗ロールの勝
負に負けても、銃が弾き飛ばされるだけで、身体的負
傷を負うことは無い。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「夕映えの鍵」が手に入る。

関連NPC
なし

マクガフィン
目的
障害
舞台

西部開拓の化身「ウォビック」
化身の排除
化身の排除方法
ニューメキシコ／ホワイトサンズ

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 西部開拓のニューフロンティア／続・夕陽のミラージ

STR
CON
SIZ

0
0
18

ＩＮＴ
 POW
 DEX

20
15
255

耐久力 なし

DB 0

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲なし

早撃ち   100%　相手の拳銃を弾き飛ばす

夕陽色の狩人
西部開拓の化身「ウォビック」

非常に恐るべき存在。一対一の早撃ちの決闘にのみ応
じ、対戦相手の拳銃を弾き飛ばす。肉体的なダメージ
を負わされる事は無いが、恐るべき素早さを持つ。蜃
気楼のような存在であるため、物理でも呪文でも倒す
ことは出来ないが、DEX抵抗の早撃ち勝負に勝利す
ることで、消滅する。（概要や目的と存在意義は、シ
ナリオページ「情報：西部開拓の化身」を参照）
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トリップ・ワールド

桃源郷の踊り手／アズ
混沌の世界を慈愛で満たす存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス混沌文化の落とし子。アズは、ドラッグと
幻覚で堕落を振りまく、愛とセックスと人間の幸福を象徴する両性具有の邪神である。幻覚麻薬「トリップ・ワー
ルド」で行くことのできる、同名の幻覚世界を拠点とする。

目的と存在意義
人々を社会体制から離反させ人々を社会体制から離反させ、真の幸福に気づかせることで、この世界での生活を愛させること。ナイアル・オブ・
パラダイスの核心を守る鍵のひとつ「祝祭の鍵」を守っている。

情報：混沌文化の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「混沌文化のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 混沌文化のニューフロンティア／トリップ・ワールド

導入
このシナリオは、探索者がなんらかの人物と関りを持
つイベント終了後に挑戦できる。「トリップ・ワール
ド」と呼ばれる麻薬が大流行する。この幻覚系麻薬は、
最高の快楽と幸福が得られる幻覚の楽園へ誘うもの。
使用者の意志が弱いと幻覚の世界から帰ってくること使用者の意志が弱いと幻覚の世界から帰ってくること
ができず、現実の世界で涎と糞尿を垂れ流した醜く惨
めな豚のような廃人の姿で発見される。探索者と関わ
りのある人物が「トリップ・ワールド」を手に入れ、帰っ
て来れず廃人となってしまう。

報酬の導線と内容
正気に戻った「幻覚世界から帰ってきた廃人」の体験
から「情報：混沌文化の化身」を貰う。その後「ジョ
ン・F・ケネディ」から連絡があり、ニューフロンティ
アへの貢献として報酬を与えられる。

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　麻薬に溺れた廃人

どうすべきか
幻覚の世界から帰ってこさせる。廃人に対し＜医学＞幻覚の世界から帰ってこさせる。廃人に対し＜医学＞
に成功して治療を行う。または、聞き込みをして＜人
類学＞に成功することで、ドラッグの売人と遭遇し「価
値：D」の品物と交換して「トリップ・ワールド」を
一回分手に入れることができる。「トリップ・ワール
ド」に対し＜薬学＞に成功することで、性質を理解し、

解毒薬を作ることができる。（「トリップ・ワールド」
の性質は、ドラッグページ「LSD」の効果に昏睡を加え、
効果時間を永続的なものにし、初回使用時に＜クトゥ
ルフ神話＞を5％付与したもの）。また、なんらかの交
渉技能に成功することで、売人からドラッグの出所を
聞き出すことができる。出所は「アズ」と名乗る神出
鬼没の女性で、その姿は「トリップワールド」を使用
して出会える幻覚の中の人物と酷似しているらしいして出会える幻覚の中の人物と酷似しているらしい。

目的の導線と解決
どこで　各地
なにを　幻覚世界から帰ってきた廃人

どうすべきか
正気に戻す。廃人は正気度がゼロになっているわけで正気に戻す。廃人は正気度がゼロになっているわけで
はないが、大きく減少し、一時的な錯乱状態となる。
＜精神分析＞に成功することで、正気に戻る。廃人は
幻覚世界では、抗いがたい快楽の奔流にのまれ、何も
出来なかったと恐ろしさを語る。

関連NPC
・探索者と関わりのある人物

マクガフィン
目的
障害
舞台

麻薬に溺れた廃人
麻薬に溺れた廃人の回復
麻薬に溺れた廃人の症状
各地

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 混沌文化のニューフロンティア／トリップ・ワールド

障害の導線と解決
どこで　各地
なにを　幻覚世界の快楽

どうすべきか
理解する。幻覚世界の快楽は、薬を分析しただけでは薬理解する。幻覚世界の快楽は、薬を分析しただけでは薬
の成分や性質しか理解できず、実際に体験する必要があ
る。再び薬を売人から手に入れて、だれか一人が使用す
れば「愛の抱擁」という幻覚と打ち勝つ手段を理解でき
る。愛の抱擁とは、性欲・睡眠欲・承認欲求を一時的に
満たす幻覚で、欲求に負けたものは、まどろみに誘われ、
何もできない状態にされてしまう効果を持つ。健康で愛
を持った認められた者でなければ、幻覚に打ち勝つことを持った認められた者でなければ、幻覚に打ち勝つこと
は出来ない。打ち勝つには、性欲、睡眠欲、承認欲求を
全て満たした万全の状態を整え、幻覚に負けない、強い
「意志」を保ち続ける手段が必要となる。また、薬の使
用者を昏睡から回復するには＜医学＞の成功か解毒薬が
必要。昏睡から回復後、使用者は1D3のダメージを負い、
一時的狂気の判定を行う。

目的の導線と解決
どこで　各地
なにを　幻覚に打ち勝つ手段

どうすべきか
準備する準備する。「性欲」を満たすには、任意の人物と合意
のうえで一夜を共にする。「睡眠欲」を満たすには、8
時間費やし十分な睡眠をとる。「承認欲求」を満たす
には、社会に貢献するタイプのサブイベントを3回以
上クリアしてケネディから報酬を貰う（過去にクリア
していてもOK）。強い「意志」を保ち続ける手段は、
PLが任意に決定すること。この手段は、幻覚の世界

でのさらなる脅威に対抗するための手段であり、特定
の品物、信じる言葉、苦痛や刺激など、探索者の「意
志」に関係し、強める手段であれば、なんでも構わない。

導入
幻覚に翻弄されず「トリップ・ワールド」の「アズ」
に接触する手段が必要となる。幻覚に翻弄されないた
めに、探索者達は薬や幻覚について理解し、なんらか
の対策を探さなければならない。

報酬の導線と内容
準備ができると「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
アズ打倒のための軍資金（報酬）を与えられる。

関連NPC
・探索者と関わりのある人物

マクガフィン
目的
障害
舞台

薬の幻覚
幻覚の理解と対策
幻覚の体験
各地

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 混沌文化のニューフロンティア／トリップ・ワールド

障害の導線と解決
どこで　トリップ・ワールド
なにを　幻覚「愛の抱擁」

どうすべきか
極彩色の波紋が揺らぐサイケデリックな「トリップ極彩色の波紋が揺らぐサイケデリックな「トリップ・
ワールド」に入ると、ただちに探索者を幻覚「愛の抱
擁」が襲う。性欲・睡眠欲・承認欲求、欠いているも
の一つにつき、POW18との抵抗ロールを行い、どれ
かひとつでも失敗した場合は「愛の抱擁」に溺れ、目
覚めるまで何もすることは出来ない。

目的の導線と解決
どこで　トリップ・ワールド
なにを　混沌文化の化身「アズ」

どうすべきか
化身を排除する。幻覚「愛の抱擁」が終わると、周囲化身を排除する。幻覚「愛の抱擁」が終わると、周囲
の様相は、サイケな極彩色から、抗いがたい癒しと愛
欲に溢れ、ゆるやかにハートや星が舞う、桃源郷と呼
ぶに相応しい、母親の胎内のようなピンク色の空間に
変異する。空間に穴が開き、胎児が生まれるようにズ
ルリと瑞々しい「アズ」が現れる。「アズ」と邂逅し
た探索者は、正気度喪失は起きないが、代わりに抗い
がたい快楽に「意志」をひどく揺さぶられるがたい快楽に「意志」をひどく揺さぶられる。「意志
を保つ手段」を持つ者は、実行することでPOW3と
の抵抗ロールを行い、手段が無い者はPOW18との
抵抗ロールを行う。失敗すれば幻覚に溺れ、目覚める
まで何もすることは出来ない。

導入
健全な状態で、強い意志を保つ手段を持ち、ドラッグ健全な状態で、強い意志を保つ手段を持ち、ドラッグ
「トリップ・ワールド」を人数分手に入れて使用する
ことで、幻覚に負けず、幻覚の世界に入り込むことが
できる。また全員が幻覚の世界に行ってしまうと「ア
ズ」を排除するまで戻って来れないことを、KPはPL
に注意すること。＜医学＞を持っていそうな人物に協
力を依頼するといいだろう。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「祝祭の鍵」が手に入る。

関連NPC
なし

マクガフィン
目的
障害
舞台

混沌文化の化身「アズ」
化身の排除
化身の排除方法
トリップ・ワールド

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 混沌文化のニューフロンティア／トリップ・ワールド

STR
CON
SIZ

20
40
30

ＩＮＴ
 POW
 DEX

12
18
15

耐久力 35

DB ＋3D6

正気度喪失 なし

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲なし

抗いがたい快楽   POW 抵抗 　
POW3または18と抵抗ロール、失敗で目覚めるまで何もすることは出来ない
生命力吸収   75% 　1D6MP＋いずれかの能力値2吸収
薬と音楽と性に関係する呪文すべて

桃源郷の踊り手
混沌文化の化身「アズ」

非常に恐るべき存在。臓物のような気色の悪い外見と、
無数の触手がグジュグジュと動き、頭がクラクラする
ような匂いを発する。頭部の口のようなモノが、女性
器のように開き、そこからひょろ長い触手を出す。耐
久力ではなく、マジック・ポイントを吸収し、正気度
を減らすことで危害を及ぼす。またPOW 抵抗に失敗
すると、行動不能に陥ってしまう抗いがたい快楽を放
つ。攻撃回つ。攻撃回数1回、攻撃方法はランダム。（概要や目
的と存在意義は、シナリオページ「情報：混沌文化の
化身」を参照）
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腐敗した黄金／ギグイシャズ
混沌の世界の正義を蝕む存在であり、ナイアル・オブ・パラダイス犯罪組織の落とし子。ギグイシャズは、麻薬・
犯罪組織を操る、闘争と悪意の首魁の邪神である。ナイアル・オブ・パラダイス最南端にして、メキシコ国境の
堅牢な城塞「ドナルド・トランプ・ウォール」を拠点とする。

目的と存在意義
人々を闘争の渦に巻き込み、根本的な異世界の解決の時間を妨げること。ナイアル・オブ・パラダイスの核心を人々を闘争の渦に巻き込み、根本的な異世界の解決の時間を妨げること。ナイアル・オブ・パラダイスの核心を
守る鍵のひとつ「狂気の鍵」を守っている。

情報：犯罪組織の化身

ナイアル・オブ・パラダイスのメインイベントのひとつ「犯罪組織のニューフロンティア」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - 犯罪組織のニューフロンティア／激突！トランプ・ウォール

導入
メキシコカルテルと米軍の戦いが激化したメキシコ国メキシコカルテルと米軍の戦いが激化したメキシコ国
境。その近くの米軍基地「ブリス砦」で大規模な戦争
が起こることが予見され、アメリカの偉大なる名将「ロ
バート・E・リー」は、志願兵を募った。今回の戦争
の大将は、麻薬組織の元軍人「アルトゥーロ・グスマ
ン・デセナ」。彼を捕え、現在のメキシコカルテルの
黒幕の情報を掴むことが今回の目的。

報酬の導線と内容
「アルトゥーロ・グスマン・デセナ」から「情報：犯
罪組織の化身」を貰う。その後「ジョン・F・ケネディ
」から連絡があり、ニューフロンティアへの貢献とし
て報酬を与えられる。障害の導線と解決

どこで　ブリス砦
なにを　アルトゥーロ・グスマン・デセナ

どうすべきか
「ロバート・E・リー」は「アルトゥーロ・グスマン「ロバート・E・リー」は「アルトゥーロ・グスマン・
デセナ」を引き付けているうちに、他の構成員を倒し、
デセナを孤立させる作戦を提案する。探索者は、その
引き付け役に選ばれる。戦争がはじまると数分もしな
いうちにデセナと探索者が邂逅し戦闘に入る。探索者
の任務は、リーや味方が他の敵を倒しているうちに、
5戦闘ラウンドの間デセナ（モンスターページ、ミリ
タリー・ソルジャー参照）と戦闘を継続することタリー・ソルジャー参照）と戦闘を継続すること。

目的の導線と解決
どこで　ブリス砦
なにを　アルトゥーロ・グスマン・デセナ

どうすべきか
デセナに情報を吐かせる。障害の解決に成功するとデセナに情報を吐かせる。障害の解決に成功すると、
デセナはリーと大勢の味方に捕えられるが、簡単に情
報を吐かない。拘束されたデセナに情報を吐かせるに
は、次のうちいずれかひとつに成功する必要がある「耐
久力3以下1以上」「＜心理学＞90％との抵抗ロール
に成功」「＜人類学＞＜説得＞＜信頼＞の組み合わせ
ロールに成功」。

関連NPC
・アメリカの偉大なる名将 ロバート・E・リー
・麻薬組織の元軍人 アルトゥーロ・グスマン・デセナ

マクガフィン
目的
障害
舞台

メキシコカルテルの黒幕
黒幕の情報を得る
黒幕の情報を黙秘する軍人
テキサス／ブリス砦

第一幕：驚異との邂逅
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メインシナリオ - 犯罪組織のニューフロンティア／激突！トランプ・ウォール

障害の導線と解決
どこで　カートランド空軍基地
なにを　軍用車と飛行機を扱う技能

どうすべきか
習得する。本書では、軍用車の操作や攻撃を扱うには習得する。本書では、軍用車の操作や攻撃を扱うには
＜重機械操作＞、飛行機の操作や攻撃を扱うには＜操
縦＞を使用する。各技能の数値が低い場合は、リーの
手配により、カートランド空軍基地で、優秀な指導官
と最新設備の特訓で、技能を成長させることができる。
一日一度8時間の特訓に挑戦できる。特訓は成長させ
たい技能をロールする。指導と設備が整っているため、
ロールした出目ロールした出目の50以下が出た場合、1D10の技能
成長を行うことができる。1D10の技能成長で出た値
を、技能の値に追加する。

目的の導線と解決
どこで　カートランド空軍基地
なにを　軍用車と飛行機

どうすべきか
獲得する。軍用車と飛行機は、作戦時にのみ、一時的獲得する。軍用車と飛行機は、作戦時にのみ、一時的
に貸し与えられる。何に乗れるかは、リーが手配する
テストによって決定する。テストの結果が良いほど優
秀なものが与えられる。軍用車と飛行機それぞれにテ
ストがあり、5つの技能をロールする。技能ロールの
成功数に応じて、S～Dのランクのものが与えられる。

全て成功ならS、一つ以下成功ならDといった具合だ。
（軍用車、飛行機ページ参照）
軍用車のテスト技能＜重機械操作＞＜聞き耳＞
＜POW×5＞＜機械修理＞＜コンピューター＞。
飛行機のテスト技能＜操縦＞＜目星＞＜CON×5＞
＜電気修理＞＜コンピューター＞。

導入
堅牢な城塞「トランプ・ウォール」の「ギグイシャス堅牢な城塞「トランプ・ウォール」の「ギグイシャス
」に接触する手段が必要となる。メキシコカルテルは
恐るべき武装集団であるため、「ロバート・E・リー」
は「トランプ・ウォール」へ、軍用車と飛行機を用い
た総力戦を決定する。リーはブリス砦で活躍した探索
者達に、引き続き作戦に協力してほしいと持ち掛ける。
しかし次の戦いは、軍用車と飛行機、およびそれらをしかし次の戦いは、軍用車と飛行機、およびそれらを
扱う技能が必要となるため、探索者は総力戦に備え、
準備をしなければならない。

報酬の導線と内容
準備ができると「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ギグイシャス打倒のための軍資金（報酬）を与えられる。

関連NPC
・アメリカの偉大なる名将 ロバート・E・リー

マクガフィン
目的
障害
舞台

軍用車と飛行機と技能
軍用車と飛行機と技能の獲得
獲得のための特訓とテスト
カートランド空軍基地

第二幕：驚異への道程
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メインシナリオ - 犯罪組織のニューフロンティア／激突！トランプ・ウォール

障害の導線と解決
どこで　トランプ・ウォール上空
なにを　敵戦闘機

どうすべきか
飛行機を用いた「空中戦」で排除する飛行機を用いた「空中戦」で排除する。「空中戦」の
飛行機は、攻撃も回避も＜操縦＞の判定で行う。通常
の戦闘ラウンドと同じように、DEXの早い順に行動
する。1戦闘ラウンド中に、攻撃と回避を一回ずつ行
うことができる。この戦闘では、地上への攻撃手段（対
地ミサイルや爆弾）を使用することは出来ない。自機
の耐久力がゼロになった場合は、探索者は自動成功の
パラシュートで脱出をするパラシュートで脱出をする。自機が生き残った場合は、
そのまま次の「地上戦」に飛行機を持ち越し、敵機が
生き残った場合は、敵の機体がそのまま「地上戦」に
持ち越される。敵は「トムキャット」「スーパーセイバー
」「マスタング」（飛行機ページ参照、敵飛行機の技能
判定は全て50％で行う。）

目的の導線と解決
どこで　トランプ・ウォール
なにを　トランプ・ウォール、敵戦車、兵隊

どうすべきか
軍用車や飛行機を用いた「地上戦」で排軍用車や飛行機を用いた「地上戦」で排除・破壊する。
飛行機を含め、DEX順に行動する。飛行機は、地上
への攻撃手段も使用できる。飛行機の耐久力がゼロに
なれば、自動脱出し、軍用車へ。軍用車の耐久力もゼ
ロになれば、自動脱出し、生身の探索者で戦闘を行う。
敵は「シャーマン」「チャーフィー」（戦車ページ参照）。
「ミリタリー・ソルジャー」3名（モンスターページ参照、
敵飛行機の技能判定は全敵飛行機の技能判定は全て50％で行う。）そして毎ラ
ウンドの最後、味方全体に30％の成功率で1D10の

射撃攻撃を展開する、耐久力30の「トランプ・ウォー
ル」。「地上戦」を終えれば、いつでもウォール内の「ギ
グイシャス」に挑戦することが可能となる。

導入
トランプ・ウォールへの総力戦は、対戦闘機の「空中
戦」、対戦車の「地上戦」、「ギグイシャス」との戦い
の順で展開される。

報酬の導線と内容
化身の排除後「ジョン・F・ケネディ」から連絡があり、
ニューフロンティアへの貢献として報酬を与えられ
る。ナイアル・オブ・パラダイスの核心に辿り着くた
めの鍵の一つ「狂気の鍵」が手に入る。

関連NPC
・アメリカの偉大なる名将 ロバート・E・リー

マクガフィン
目的
障害
舞台

犯罪組織の化身「ギグイシャス」
化身の排除
化身の排除方法
トランプ・ウォール

第三幕：驚異との決着
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メインシナリオ - 犯罪組織のニューフロンティア／激突！トランプ・ウォール

STR
CON
SIZ

42
15
84

ＩＮＴ
 POW
 DEX

18
5
7

耐久力 50

DB ＋4D6

正気度喪失 1D3／1D10

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D6

 装甲30ポイントの複合装甲

弾幕   100%　次に自分のラウンドが来るまで、自分へのあらゆる判定を-20％で判定させる。
重機関銃   50%　全体へ1D10
ロイヤル・オードナンス L7   特殊　 12D6、戦車に対しては85%、人間に対しては5%。

腐敗した黄金
犯罪組織の化身「ギグイシャス」

非常に恐るべき存在。金色に輝く機械の集合体のよう
な外見を持つ。非常に堅い装甲と、様々な兵器を持ち、
生身の人間では簡単に蹂躙させられてしまう。軍用車
で戦うことを想定されている。必殺のロイヤル・オー
ドナンス L7が、もし人間に当たれば一瞬にして木っ
端微塵だ。攻撃回数1回、攻撃方法はランダム。
（概要や目的と存在意義は、シナリオページ「情報（概要や目的と存在意義は、シナリオページ「情報：
犯罪組織の化身」を参照）
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ナイアル・オブ・パラダイス

超時空と次元の色彩／ナイアル・オブ・パラダイス
混沌の世界のすべてを司る存在。ナイアル・オブ・パラダイスの核であり、そのもの。デイドリーム最深部に座して、
自身の分身ともいえる7体の落とし子を使役していた。ナイアル・オブ・パラダイスの目的は、地球という惑星
すべてをナイアル・オブ・パラダイスにすることである。地球の自然や生命に遺伝子を植え付けて、自身と同化・
異形化させ、代わりに次の星へ飛び立つためのエネルギーを地球から吸収している。ナイアル・オブ・パラダイスは、
そのようにして宇宙を飛び回り、繁殖活動を行う。
デイドリーム最深部は「未知なる魔王城ハーデック」に存在し、辿り着くにはハーデックに至る「永遠の迷宮トデイドリーム最深部は「未知なる魔王城ハーデック」に存在し、辿り着くにはハーデックに至る「永遠の迷宮ト
ロイエ」の7つの関門をクリアする必要がある。
ナイアル・オブ・パラダイスの核を破壊するには、これまでに手に入れた7つの鍵「宇宙の鍵」「幻夢の鍵」「異
形の鍵」「魔女の鍵」「夕映えの鍵」「祝祭の鍵」「狂気の鍵」と「チャンドラプトゥラ」が所持している「銀の鍵」
を差し込むことで、その存在の力を封じ込めるとともに、破壊することができる。

情報：混沌の異世界

ナイアル・オブ・パラダイスの最期のメインイベント「ナイアル・オブ・パラダイス」を解決するシナリオ。

メインシナリオ - ナイアル・オブ・パラダイス

障害の導線と解決
どこで　永遠の迷宮トロイエ
なにを　7つの関門

どうすべきか
「永遠の迷宮トロイエ」に突入し、「永遠の迷宮トロイエ」に突入し、7つの関門をクリア
することで、デイドリーム最深部が存在する「未知な
る魔王城ハーデック」に辿り着くことができる。

1.希望の無限階段
概要
まるで騙し絵のような、ありとあらゆる場所に階段が
存在し、見ているだけで頭がおかしくなってきそうな
無限階段の迷宮。
　
解決手段解決手段
探索者がどんな技能や呪文に成功しても、この迷宮を探索者がどんな技能や呪文に成功しても、この迷宮を
突破することとは直接関係しない。この迷宮は探索者
およびPLが、何の判定でも良いので1D100をロール
し、自身の探索者の「正気度以下～20以上」の出目
を出すことで突破できる。1D100をロールした技能や
呪文などの判定が失敗したとしても、正気度以下の出
目が出ていれば、突破することができる。探索者が能
動的に何らかの判定を試みようとしない場合は、KP動的に何らかの判定を試みようとしない場合は、KP
が一定時間置きに、探索者一人一人に対しシークレッ
トダイスで判定を行うこと。
　
目的
この関門は最後の戦闘に備え、探索者に十分な「正気
度」があるかチェックするためのもの。探索者の正気
度が20未満の場合は、KPはPLの探索者はこの関門
は突破することが出来ない旨を伝えること。

導入
ナイアナイアル・オブ・パラダイスのメインシナリオである、
7つのニューフロンティアを解決し、7つの鍵を手に
入れることで、探索者のもとに「チャンドラプトゥラ
」が訪れ、探索者が脅威を解決していた間に、彼が異
世界を研究していた成果として「情報：混沌の異世界
」と「銀の鍵」を渡される。

デイドリーム最深部  
デイドリーム最深部への到達、
永遠の迷宮トロイエ7つの関門  
デイドリーム／永遠の迷宮トロイエ  

マクガフィン
目的
障害
舞台

255



メインシナリオ - ナイアル・オブ・パラダイス

2.愛と肉欲の沼
概要
抗いがたい甘い 気が、 快楽と りを う、ピン
ク の が ち寄せる沼。
　
解決手段
索者が沼を するためには索者が沼を するためには、POW18の 抗ロー

ルに 功し、快楽を ねのける がある。 沼に
れなくても、 気により快楽を回 することは出

ない。失 した 合、骨 きにされて、沼の により
元の 所まで され、 十 後に 気に る。
　
目的
この関 は最後の に え、プレイヤーへの「抗いこの関 は最後の に え、プレイヤーへの「抗い
がたい快楽」の 告のために 在する。

5.逆転と正義の闘技場
概要
広く の 技広く の 技 。三 の が 索者 に向かい合い、
周囲には「価 ：D」のありとあらゆる 器が ちて
いる。 技 には異 がある。 井が に が
井に。 の所々に掛けられた時計の 字も時刻も
している。 索者は 技 に った瞬間、 な違 感
を覚える。KPは＜アイデア＞ をさせ、 功する
ことで、 索者は「 女の穴」と似た感覚を思い出す。
　　
解決手段
技 での ての は、 功が失 に、失 が 功

となる。 技 に出口は い。三 の を すと が
れ出口が現れる。 のデータは、モンスターページ

「ノー・ネーム」「エル・バンディド」「ザ・マグニフィ
セント」参照。
　　
目的
この関 は最後の に え、 索者に十 な「技
の い攻撃手 」があるかチェックするためのもの。

6.信仰と忍耐の滝
概要
光り輝くまばゆい 。 の向こうに、 へ めるであ
ろう穴が見えるが、 は恐ろしい激しさで、 か か
ら降り ぐ。
　
解決手段解決手段
を り けるには、わずを り けるには、わずか5 ほどの距 であるこ

とは見ればわかる。しかし の いで、どんなに と
があっても一 一 ゆっくりとしか めない。

の で一 み出すたびに1D2の 久 を われる
が、 を り けることが出 れば、傷はみるみるう
ちに え、 久 は 快する。また、この の は、
1回使 することで、1 ラウンドで瞬時に2D3
回 する 思議な として、回 する 思議な として、3つまで所持 として
持っていくこともできる。また、SIZの きな 索者
ならば、2以上SIZが小さい 索者を って むこと
もできる。
　
目的
この関 は最後の に え、 索者に十 な「 久
」があるかチェックするためのもの。

3.弾丸と勇気の廊下
概要
に の穴があり、 に小さな 丸が に 射

されている。 には凹んだ が がり殺傷 は高く
ないことが 解できる。
　
解決手段解決手段
下は500mほどあり、 いて10 、どんなに く
っても3 、 ず 丸を受けてしまう。 丸の威

は1D3。3以上の 甲でダメージを 効化して
することができる。
　
目的
この関 は最後の に え、 索者に十 な「 甲この関 は最後の に え、 索者に十 な「 甲
」があるかチェックするためのもの。

4.節制と再生の壁
概要
行く を て む 質のスライムのような の 。
れると元の形に再 する 質があることを 解できる。
　
解決手段
の 久の 久 は30だが、1 ラウンド経過すると

久 は再 してしまう。 索者は1 ラウンドで
30を えるダメージを えなければ、再 する を

することはできない。
　
目的
この関 は最後の に え、 索者に十 な「攻撃この関 は最後の に え、 索者に十 な「攻撃
」があるかチェックするためのもの。
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7.知恵と魔法の番人
概要
関門を2度クリアする度、探索者達の前に現れる半透
明の存在。迷宮の番人。DEX×2または＜隠れる＞に
成功、または1戦闘ラウンド経過すると姿を消す。
　
解決手段解決手段
モンスターページ「アストラルガイスト」参照。物理
攻撃が効かないため、呪文をはじめとする物理以外の
攻撃手段を持たないと、倒すことは出来ない。関門を
6つクリアして遭遇する際は、1戦闘ラウンド経過し
ても、倒すまで姿を消さない。その場から逃げ出すこ
とは出来るが、先へ進むことは出来ない。
　　
目的
この関門は最後の戦闘に備え「物理以外の攻撃手段」
があるかチェックするためのもの。

未知なる魔王城ハーデック
77つの関門を突破して迷宮を抜けると、縞瑪瑙の城
「ハーデック」に辿り着く。城は大きな門が閉ざされ
ているが、力を込めて押せば、ゆっくりと開けること
が出来る。扉に近づくだけで、その向こうに得体のし
れない恐ろしいものの存在が伝わってくる。扉を開け
ることで、この世界の最後の戦いに突入する。KPは
PLにそのことを伝え、準備はできているか確認する。
準備ができていなければ、いつでも迷宮を自由に引き準備ができていなければ、いつでも迷宮を自由に引き
返すことはできる。

戦闘終了後
「超時空と次元の色彩／ナイアル・オブ・パラダイス「超時空と次元の色彩／ナイアル・オブ・パラダイス」
との戦闘が無事終了すると、「未知なる魔王城ハーデッ
ク」はガラガラと崩れ始め、「ナイアル・オブ・パラ
ダイス」及び、その世界や関連するありとあらゆる全
てが、徐々にバラバラに分解して消えていく。残るの
は「記憶」と「銀の鍵」のみ。

ナイアル・オブ・パラダイスの消滅の影響を受けるもの

・外の世界との境界が消える。

・「ナイアル・オブ・パラダイス」の影響を受けた
　異形の変異は、全て元に戻る。

・「ナイアル・オブ・パラダイス」によって現れた
　場所やモノ、蘇った者は全て消える。

・・「ナイアル・オブ・パラダイス」に関わる写真やデータ、
　物的証拠から、該当部分だけが全て消える。



メインシナリオ - ナイアル・オブ・パラダイス

STR
CON
SIZ

42
50
200

ＩＮＴ
 POW
 DEX

200
18
12

耐久力 100
DB ＋4D6

正気度喪失・報酬 1D6／1D20

倒すことで得られるクトゥルフ神話技能 1D20

 装甲 触れると1D10ダメージを
伴う炎の障壁

自動修復   100%　
毎ラウンド最後に耐久力をすべて回復する

大暴れ   25%　
全体に2D6＋db

逆さの呪文   100% 　
成功／失敗の判定処理を逆にする

抗抗いがたい快楽   POW 抵抗　
POW18と抵抗ロール、失敗で1ラウンド分行動不可

弾幕   100%　
次に自分のラウンドが来るまで、自分へのあらゆる判定を
-20％で判定させる。

早撃ち   100% 　
ララウンドの最初に必ず行動。対象の武器を弾き飛ばす。
武器を弾き飛ばされた対象は1ラウンド中、武器使用不可。

超時空と次元の色彩   100%
耐耐久力がゼロ、または「銀の鍵」が差された状態、どち
らか片方の状態を満たしたとき、この攻撃のみとなる。ラ
ウンドの最初に必ず行動。周囲の時空や次元を乱れさせ、
探索者に混沌の恐怖を与えることで、1D6／1D20の正
気度喪失の判定を行わせる。この恐怖に慣れる事は無い。

超時空と次元の色彩
ナイアル・オブ・パラダイス

非常に恐るべき存在。7つの脅威の化身の集合体のよ
うな存在であり、それぞれの能力を持ち、毎ターン全
ての能力を使用する。

常に「炎の障壁」をまとい、ラウンドの開始とともに
「早撃ち」、自身のDEX順に「大暴れ」「逆さの呪文」
「抗いがたい快楽」「弾幕」を行い、ラウンドの最後に
「自動修復」を行う。

探索者が各化身から手に入れることのできる「鍵」を探索者が各化身から手に入れることのできる「鍵」を
差すことで、鍵に紐づく能力を封印することができる。

「鍵」を差すには「こぶし」で判定を行う。7つの「鍵
」が差されている状態で無ければ、「銀の鍵」を差す
ことはできない。

耐久力をゼロしたうえ耐久力をゼロしたうえで「銀の鍵」を差す、または「銀
の鍵」が差された状態で耐久力をゼロにすることで、
世界と共に存在を破壊することができる。

また、耐久力がゼロ、または「銀の鍵」が差された状
態、どちらか片方の状態を満たしたとき、行動は「超
時空と次元の色彩」のみとなる。
※「プレイヤーセクション - 探索者のロスト」の
　　「あるいは：選択ルール」を選択する自由を提案すること
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以下の一覧は、異世界を解決したという一つの結末の後、探索者がどうなるかを参考にできるアイデアだ。1D10
で選んでもいいし、PLが自由に考えてもいい。他の探索者と同じでもいいし、全員がバラバラでも面白いだろう。

1.別れと旅立ち
色んな出会いや出来事が沢山あったし、楽しいこともあったけど、つらいこともあった。でも、良い思い出になっ
ただろう。お世話になった人達に別れを告げる。そして歩き出す。それぞれの家へ、それぞれの道を。

2.残るもの
世界には大きな謎が残った。事態も完全に解決したわけじゃないし、アメリカでも騒動が続きそう。記憶は残って
いる。何か出来ることが有るか無いかも分からない。それでもしばらく、ここで暮らすのも悪くないかな。

33.風と共に去りぬ
私の指先から足元から、徐々に消え去っていく…。悔いは無いと言えば嘘になるかもしれない。だが終わっていた
ハズの私は、運命の悪戯で十分な時を得た。それで良いではないか。去る時が来たのだ、時代のように、風のように。

4.はじまりの予感
混沌の世界が終わり、何とはなしにボーっとしていた私の肩に手が置かれる。え？私に何か用ですか？
混沌の世界？えぇ、知ってますけど…。え！えぇー！！私が！？そんな…。うーん…、どうしよう。

5.君たちの未来は白紙
混沌の世界は消えた。あそこには様々な大事なものが残っていた。もう戻ることは出来ない。いや、出来ないなん混沌の世界は消えた。あそこには様々な大事なものが残っていた。もう戻ることは出来ない。いや、出来ないなん
てことは無い。それを証明してくれたのがあの世界だ。いつかきっと、消えてしまったものを取り戻してみせる。

6.新たなる存在
消えたくないと思った、死にたくないと思った。そんな強い願いが誰かに通じたのか。肉体は失ったけど、意志と
いうか意識は残った。幽霊？守護霊？よくわからないけど、そういった存在になったようだ。さて、どうしようか…？

7.問題は山積み
色々な経験をして時間をすごしたけど、私自身の問題は実は何も解決していなかった。むしろ増えているかもしれ色々な経験をして時間をすごしたけど、私自身の問題は実は何も解決していなかった。むしろ増えているかもしれ
ない。むしろこれからが本番？やれやれ、先のことを思うと憂鬱になるけど、クヨクヨしても居られない。

8.夢の続きを
夢のような世界と共に私も終わりを告げた。…ハズだった。だが再び目覚める。そこは草原、爽やかな風。どこだ
ここは？天国か？ふいに紳士が歩み寄り、聞き覚えある声で私に話しかける。「ようこそドリームランドへ」。

9.終わりなき戦い
混沌の世界での戦いは終わった…。だが混沌の世界での戦いは終わった…。だが、これで終わりではない。世界にはまだ、人々の知りえぬ恐怖が存在する。
この足が動く限り、この精神が正気を保つ限り、私は進み続ける。クトゥルフ神話の脅威を全て消し去るその日まで。

10.任意
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クトゥルフ神話
クトゥルフ神話を取り扱った映画の中でも、面
白くクトゥルフらしく本書の舞台に合う作品

1981 
1994 
2012 

死霊のはらわた
マウス・オブ・マッドネス
キャビン

異世界の来訪者
アメリカ南西部に落ちてきた異邦人や宇宙人、
貴種流離譚などを取り扱った映画

1976
2010
2011

地球に落ちて来た男
宇宙人ポール
マイティ・ソー

異世界の探索
現実世界を基準に並行・仮想・異世界など特
殊状況の世界を取り扱った映画

1990
1973
1993

バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3
ウエストワールド
キャプテン・スーパーマーケット

夢のような世界
これは夢？絵本の世界？現実とはまるで違うファ
ンタジーな世界観を取り扱った映画

1939
1986
2002

オズの魔法使
ラビリンス/魔王の迷宮
ミラーマスク

宇宙からの襲来
地球外から襲来した異星人や、謎の知的生命
体を取り扱った映画

1956
2016
2006

世紀の謎 空飛ぶ円盤地球を襲撃す
10 クローバーフィールド・レーン
スリザー

宇宙からのひと夏の非日常の青春
突如やってきた宇宙からの異常、ひと夏の非日
常な青春を取り扱ったアニメ映画

1984
2010
2016

うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー
宇宙ショーへようこそ
君の名は。

モンスターパニック
突然変異、大量発生など地球の生物が怪物化
して混乱に巻き込まれる事件を取り扱った映画

1974
2015
2016

フェイズIV 戦慄!昆虫パニック
スタング
シャークネード4

モンスターパラダイス
巨大生物、凶暴生物、ありとあらゆる異形がひ
しめく危険なものどもの楽園を取り扱った映画

1961
2012
2017

SF巨大生物の島
キャビン
キングコング: 髑髏島の巨神

70年代ポップカルチャー
グルーヴィーでノリがいい、ポップでファンキー
な70年代ミュージックを取り扱った作品

1997
2014
2016

ブギーナイツ
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
ナイスガイズ！

70年代カルトカルチャー
変態的で退廃的、エログロナンセンスな70年
代アンダーグラウンドを取り扱った作品

1972
1974
1975

ピンク・フラミンゴ
ファントム・オブ・パラダイス
ロッキー・ホラー・ショー

パロディ
●●が好き！、または●●みたいになりたい！B
級感ある愛すべきオマージュを取り扱った作品

1993
1999
2003

ラスト・アクション・ヒーロー
ギャラクシー・クエスト
キル・ビル

キッチュ
セクシーな美女やコメディ。陳腐だけど意外な
面白い組み合わせを取り扱った映画

1968
1995
1966

バーバレラ
スピーシーズ 種の起源
恐竜100万年

ヴードゥー
ニューオリンズなどで信仰されている民間信仰
「ヴードゥー」を取り扱った作品

1988
1987
2005

ゾンビ伝説
エンゼル・ハート
スケルトン・キー

吸血鬼
ホットなアクション、またはホットな地方での吸
血鬼を取り扱った映画

2010
1996
1998

ステイク・ランド 戦いの旅路
フロム・ダスク・ティル・ドーン
ヴァンパイア／最期の聖戦

チェーンソー
元祖テキサスホラーから始まり、カルト的大人
気のチェーンソーを取り扱った映画

1974
1983
1987

悪魔のいけにえ
ブラッド・ピーセス／悪魔のチェーンソー
死霊のはらわたII

TRPGや創作を楽しむうえで、映画はとても優れたコンテンツだ。単純に楽しむ以外に世界観の把握、認識の共有、
イメージの強化、知識の獲得など、その活用方法は様々。下記のリストは、本書を楽しむイメージの参考になるオ
ススメ映画。舞台はアメリカ南西部周辺に限ったものではないが、ジャンルのイメージを把握・強化するうえで是
非参考にして欲しい。
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メキシカン・ヒーロー
革命・音楽・灼熱の地、西部劇とは違うメキ
シコの戦士達の活躍を取り扱った作品

1995
1998
2010

デスペラード
マスク・オブ・ゾロ
マチェーテ

アメリカ西部劇
西部開拓時代、テキサスを中心に活躍したガン
マン達を取り扱った映画

1960
1969
1970

荒野の七人
ワイルドバンチ
砂漠の流れ者

マカロニ・ウエスタン
高潔なアメリカ西部劇の反対、悪いものが際立
つイタリア流西部劇を取り扱った映画

1967
2012
2016

夕陽のガンマン
ジャンゴ 繋がれざる者
マグニフィセント・セブン

テキサス・レンジャー
テキサス州を始め、南西部の保安を守る執行
機関を取り扱った映画

1987
2010
2013

ダブルボーダー
トゥルー・グリッド
ローン・レンジャー

インディアン
アメリカ先住民インディアンの歴史、交流や戦
いを取り扱った作品

1990
1993
1995

ダンス・ウィズ・ウルブズ
ジェロニモ
ポカホンタス

南部人
明るく牧歌的、古き良きアメリカ南部人の物語
を取り扱った作品

1986
1994
2000

ダウン・バイ・ロー
フォレスト・ガンプ／一期一会
オー・ブラザー！

上流階級
南北戦争以前の南部貴族、または金持ちや上
流階級の人々 を取り扱った作品

1939
1957
1971

風と共に去りぬ
愛情の花咲く樹
白い肌の異常な夜

麻薬
麻薬抗争が続くメキシコやその国境、麻薬を取
り扱った作品

1983
2001
2016

スカーフェイス
ブロウ
ボーダーライン

トリップ
麻薬、特にLSDを使用した際の幻覚的な表現
を取り扱った作品

2002
2009
2017

TAMALA2010
エンター・ザ・ボイド
ドクター・ストレンジ

ジャズ
ニューオリンズ発祥、黒人が自由を求めた音楽、
ジャズを取り扱った作品

1959
1999
2002

5つの銅貨
海の上のピアニスト
イッツ・ブラック・エンターテインメント

ブラックスプロイテーション
黒人を主役にカッコよくクールなブラックカル
チャーを取り扱った作品

1971
1972
1974

黒いジャガー
スーパーフライ
フォクシー・ブラウン

人種問題
人種差別、黒人奴隷、権利と自由を求めた人々
の運動や人生を取り扱った作品

1992
2013
2014

マルコムX
それでも夜は明ける
グローリー／明日への行進

ビューティフル・ストロング
女傑・女丈夫、強く逞しい女性の活躍を取り扱っ
た作品

1971
1991
2007

女ガンマン 皆殺しのメロディ
テルマ&ルイーズ
デスプルーフ in グラインドハウス

ロードムービー
犯罪者の逃避行、荒野の中で繰り広げられる
物語を取り扱った映画

1967
1969
2017

俺たちに明日はない
イージー・ライダー
LOGAN/ローガン

乗り物
カーレース、カーアクション、または多様な車
を取り扱った映画

1971
1975
2017

激突！
デス・レース2000年
ベイビー・ドライバー



アペンディクス - オススメ音楽

1962
1965
1967
1969
1969
1970
19701970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
19721972
1973
1973
1973
1973
1973
1974
19741974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
19761976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
19771977
1978
1978
1978
1978
1996

The House of the Rising Sun
The Sound of Silence
Ain't no mountain high enough 
I Want You Back
Spirit in the Sky
Paranoid
IImmigrant Song
Close to You
War
My Sweet Lord
Have You Ever Seen the Rain?
Country Roads
A horse with no name
SStarman
Piano Man
Time in a Bottle
The Ballroom Blitz
20th Century Boy
Radar Love
Hooked on a Feeling
BBurn
Come and Get Your Love
S-A-T-U-R-D-A-Y NIGHT!
I'm Not in Love
That's The Way
Bohemian Rhapsody
Walk This Way
YYou Should Be Dancing
Fox On The Run
Wham Bam
Stayin' Alive
The Stranger
I'm Your Boogie Man
Cherry Bomb
TThe Chain
September
I Will Survive 
Love Is Like Oxygen
Mr. Blue Sky
Hush

朝日のあたる家
サウンド・オブ・サイレンス
エイント・ノーマウンテン・ハイ・イナフ
帰ってほしいの
スピリット・イン・ザ・スカイ
パラノイド
移移民の歌
遙かなる影
黒い戦争
マイ・スウィート・ロード
雨を見たかい?
故郷に帰りたい
名前のない馬
ススターマン
ピアノ・マン
タイム・イン・ア・ボトル
ロックン・ロールに恋狂い
20センチュリー・ボーイ
レーダー・ラヴ
フックト・オン・ア・フィーリング
紫紫の炎
カム・アンド・ゲット・ユア・ラヴ
サタデー・ナイト
アイム・ノット・イン・ラヴ
ザッツ・ザ・ウェイ
ボヘミアン・ラプソディ
お説教
ユユー・シュッド・ビー・ダンシング
フォックス・オン・ザ・ラン
恋のバンシャガラン
ステイン・アライブ
ストレンジャー
ブギー・マン
チェリー・ボム
ザ・ザ・チェイン
セプテンバー
恋のサバイバル
愛が命
ミスター・ブルー・スカイ
ハッシュ（カバー）

ボブ・ディラン
サイモン&ガーファンクル
マービン・ゲイ＆タミー・テレル 
ジャクソン5
ノーマン・グリーンバウム
ブラック・サバス
レレッド・ツェッペリン
カーペンターズ
エドウィン・スター
ジョージ・ハリスン
クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル
ジョン・デンバー
アメリカ
デデヴィッド・ボウイ
ビリー・ジョエル
ジム・クローチ
スウィート
T・レックス
ゴールデン・イヤリング
ブルー・スウェード
デディープ・パープル
レッドボーン
ベイ・シティ・ローラーズ
テンシーシー
KC&ザ・サンシャイン・バンド
クイーン
エアロスミス
ビビージーズ
スウィート
シルバー
ビージーズ
ビリー・ジョエル
KC&ザ・サンシャイン・バンド
ザ・ランナウェイズ
フフリートウッド・マック
アース・ウィンド・アンド・ファイアー
グロリア・ゲイナー
スウィート
エレクトリック・ライト・オーケストラ
クーラ・シェイカー

悲しい
悲しい
幸せ
幸せ
明るい
怒り
怒怒り
幸せ
怒り
幸せ
幸せ
幸せ
凪
ロロマンチック
ロマンチック
悲しい
明るい
怒り
ﾌァンキー
明るい
怒怒り
ﾌァンキー
明るい
凪
明るい
凪
ﾌァンキー
ﾌﾌァンキー
ﾌァンキー
ロマンチック
ﾌァンキー
悲しい
ﾌァンキー
怒り
悲悲しい
幸せ
ドラマチック
ロマンチック
明るい
ﾌァンキー

TRPGや創作を楽しむうえで、いやそれ以外のシーンにおいても音楽は雰囲気を盛り上げ、時間をより濃密にし、癒
してくれることもある。下記のリストは、本書を楽しむイメージの参考になるオススメ音楽。モデルとなる舞台がア
メリカであるため洋楽が殆どだが、歌詞を理解できなければ感じられないということはないだろう。70年代を中心に、
グラム・ロック、ディスコ、カントリー、R&Bなど、ポップでカラッと明るくグルーヴィーで沁みるような作品ばかりだ。
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15世紀

1492

1528

1598

17世紀

1620

16821682

1685

1688

1690

1692

1699

1714

17221722

1755

1756

ニューメキシコにはプエブロ族が、テキサス・ルイジアナにはそれぞれ10種類前後の先住民族が住んでいた。

「クリストファー・コロンブス」がアメリカ大陸発見。

ニューメキシコ、テキサス、ルイジアナにスペイン・フランス人探検家訪問（～1542）。

ニューメキシコにスペイン人探検家が最初の開拓地「サンフアン」を創り、カトリック伝道を名目に、植民地を開拓しインディアンと戦う。

ヨーロッパ諸国により東海岸北部の植民地化が始まる。

イギリス国教会の弾圧を受けた清教徒が、メイフラワー号でアメリカに辿り着く。

フフランス人探検家により、フランス王ルイ14世に因んでルイジアナと名付けられる。

テキサスにセントルイス砦建造。フランス人探検家により砦が建設されテキサスはフランス領になる。

テキサスのセントルイス砦壊滅（～1689）。砦がインディアンの虐殺により壊滅、フランス撤退。

テキサスに伝道施設創造（～1819）。フランス撤退後、スペインのカトリック伝道師がテキサスの至るところに伝道施設を創造。

セイラムで魔女裁判。女の子の密かな未来占いが痙攣やひきつけの事件を起こし魔女裁判に発展。

カナダから来たフランス軍の士官により、ルイジアナに最初の開拓地、モールパ砦が建設される。

ルイジアナにナカタシュの開拓地が設立され、フランスの植民地化が始まり、広大な綿花のプランテーションにより発展。

ルルイジアナのニューオーリンズがフランスの重要な拠点となる。

フレンチ・インディアン戦争（～1763）。領土を巡って、イギリスとフランスによるインディアンを巻き込んだ戦争が起こり、ルイジアナの領土の一部がイギリスのものになる。

七年戦争（～1763）。「七年戦争」の後、パリ条約によりルイジアナの残りの領土はスペインのものになる。

1763

1775

スペイン領ルイジアナ（～1800）。ルイジアナはスペイン支配の間、プランテーション発展のため、奴隷が多く輸入され、人口が大量に増える。

アメリカ独立戦争（～1783）

1800

1804

1804

1810

1820

1830

18351835

1839

1839

1846

1860

サン・イルデフォンソ条約。「ナポレオン・ボナパルト」が、スペインからフランスにルイジアナを取り戻す。

合衆国領ルイジアナ。ナポレオンは「ハイチ革命」で敗北した結果として、ルイジアナをアメリカ合衆国に売却。

黒人の増加（～1860）。ハイチやキューバから、多くの自由人や奴隷の移民がルイジアナに流れ、合衆国最大の奴隷市場となり発展していく。

メキシコ独立革命（～1821）。スペインの植民地だったメキシコが独立し、ニューメキシコ・テキサスはメキシコ領となり、テキサスの黒人奴隷制が廃止される。

テキサスのインディアン戦争（～1875）。アメリカ合衆国の開拓者がテキサスを訪れ、インディアンとの戦いが始まる。

インディアン強制移住法。

テテキサス独立戦争（～1836）。メキシコから独立してテキサス共和国となり、黒人奴隷制が復活する。

アラモの戦い。少数のテキサス義勇兵が、大多数のメキシコ兵相手に奮闘したが敗れた戦い。メキシコ軍を撤退させた。

アミスタッド号事件。

テキサスのオースティンが首都になる。

米墨戦争（～1848）。テキサス共和国が合衆国に併合され、ニューメキシコは合衆国準州となる。

インディアン戦争（～1879）。

本書を楽しむ上でアメリカの歴史を把握する必要は全く無い。しかし、アメリカの歴史をざらっと眺めることで、創
作やアイデアなど何かしらのヒントに繋がることもあるだろう。下記のリストは、アメリカの黎明期から近代までの
出来事、および本書の舞台のモデルとなったニューメキシコ・テキサス・ルイジアナの出来事を簡単にまとめたものだ。
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1861

1862

1863

1865

南北戦争（～1865）。ニューメキシコは北軍として参加、テキサス・ルイジアナは合衆国を脱退し、アメリカ連合軍に参加。

北軍にミシシッピ川、ニューオリンズを確保され、アメリカ合衆国の支配下に置かれる。

奴隷解放宣言。

「アメリカ連合軍」が崩壊し奴隷解放。

1867

1869

1870

1870

1880

1886

アメリカはロシアよりアラスカ購入。

初の大陸横断鉄道完成。大陸横断鉄道により、大放牧ブームが起こり、それにより牧場主と経営主の「リンカーン郡戦争」がニューメキシコで起こる。

合衆国がテキサスの連合を再承認し、テキサスは合衆国に戻る。

ルイジアナ奪還（～1879）。戦争の結果に反対した白人が、反体制的活動を加速させ、白人民主党員はルイジアナの支配を取り戻す。

ルイジアナの黒人差別（～1923）。白人民主党員は選挙の仕組みを複雑化することで、黒人と貧乏白人を差別する制度を築いていき、

最終的に黒人が選挙に関わることすら完全に排除した。

ニニューメキシコでアパッチ族のジェロニモが降伏。

1898

1892

1898

1899

1900

1900

19011901

1912

ハワイ併合。

ジョンソン郡戦争。

米西戦争。

米比戦争（～1902）。

巨大なハリケーンがテキサスに上陸して8000人が死亡、都市と経済を破壊。

害虫と農業の機械化により、農夫が職を奪われていき、何千人もの黒人がルイジアナを離れた。

テテキサスの大油田に穴が開き、石油ブームで経済が回復。

ニューメキシコが正式にアメリカ合衆国の州となる。

1914

1917

第一次世界大戦（～1918）。

ロシア革命。
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1929

1929

1931

世界恐慌。

ヒューイ・ロングの活躍（～1935）。ヒューイ・ロング知事がルイジアナを率いて、世界恐慌の対策を行うが、

扇動・専制的な支配であったため批判され、最終的に暗殺される。

テキサスの災厄（～1939）。烈風と干ばつと砂嵐の天災ダストボウルが襲い、50万人以上の人々 が家と職を失い飢え、数千人がテキサスを去る。

1939

1941

1944

1945

1945

第二次世界大戦（～1945）。

真珠湾攻撃。

ノルマンディー上陸作戦。

硫黄島の戦い。

ニューメキシコに「ロスアラモス国立研究所」が建設され、原子爆弾を開発し、初めて原爆を起爆する、トリニティ実験を行った。

1945

1946

1947

1955

1950

戦後、核、太陽熱、地熱エネルギーの研究開発のリーダーとして、ニューメキシコが急激に頭角を現わす。

公民権運動（～1965）。黒人の公民権を求めた戦いが始まり、ルイジアナで有権者5％から70％以上に引き上げた。

ニューメキシコのロズウェルの近くで政府が地球外生物の死体と装置を捕獲して隠した俗説が流れる。

モンゴメリー・バス・ボイコット事件。

テキサスの高等教育のシステムを近代化（～1960）。

1962

1963

キューバ危機。

テキサスのダラスでケネディ暗殺。
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1965

1966

1969

1972

1979

1989

ベトナム戦争（～1775）。

ルービン･カーター事件。

有人宇宙船、月面着陸。

ウォーターゲート事件。

米・中 国交正常化。

東西冷戦終結。

冷戦後時代（1990年～）
冷戦終了後、イラク・イランを始めとした、中東各地の紛争が多発する                 

20XX　ナイアル・オブ・パラダイス誕生

2001

2003

2005

2009

2017

ニューヨーク同時多発テロ。

イラク戦争。

ハリケーン・カトリーナによりテキサスで1500人以上死亡。

初の黒人大統領オバマ就任。

ドナルド・トランプ大統領就任。
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きっかけは1970年代リバイバル
2012010年代はリバイバルブームにより数多くの作品がリバイ
バルされましたが、ここ最近個人的に注目していたのが「ガー
ディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ナイスガイズ」「ベイビー
ドライバー」「キングコング 髑髏島の巨人」「シャークネード
」「ペルソナ4 ダンシング・オールナイト」「おそ松さん」「ジョ
ジョの奇妙な冒険 第四部アニメ」などの、音楽・ダンス・多
様性・LSD・サイケデリック・モンスターパニック・カルト・
ヒッピームーブメント・LGBヒッピームーブメント・LGBTなどの、1970年代アメリカ
ポップカルチャーリバイバルです。

1970年代と2010年代
なぜ、なぜ、今1970年代なのか？様々な理由があると思います。僕
は1970年代と2010年代は、人々の多様性に溢れ、社会や政
府を信用できず、何が正しいか解からない時代。現実社会から
距離を置き、人間の本当の幸せを求める混沌の時代。そんな共
通点や時代のセンスを感じ取り、本書は大きく影響を受けるこ
ととなりました。

センス・オブ・ワンダー、「2017年の1970年代」と
「1920～30年代のパルプマガジン」
特に強く影響を受けたのは、197特に強く影響を受けたのは、1970年代の色彩や音楽のフレッ
シュなセンス。センス・オブ・ワンダーという感覚です。セ
ンス・オブ・ワンダーの原点を追い求めたところ、クトゥル
フ神話がかつて掲載されていた、1920～30年代にはじまっ
た低俗雑誌パルプマガジンに突き当たり、1970年代とパルプ
マガジンを取り入れた、2017年の同人誌にしようと制作を始
めました。

混沌な楽園
なんだかゴチャゴチャして来たように思えましたが、それこなんだかゴチャゴチャして来たように思えましたが、それこ
そがキーワード。テーマを統一した画一なものではなく、昨
今の表現の規制やルールに縛られるものでもない。大衆向け
で低俗で、クソでボンクラで、エロもバイオレンスも有る、
自由と多様性に溢れたゴチャゴチャで、映画のような異世界
のような混沌な楽園。「ナイアル・オブ・パラダイス（邪神の
混沌な楽園）」というタイトルが決定しました。

パルプ・フィクション
とはいえ、ただゴチャゴチャにすれば良いというモノでもなとはいえ、ただゴチャゴチャにすれば良いというモノでもな
く、何かしらの個性の方向性が欲しい。何かないか…？と考
えたときに、自分の大好きなゴミ溜めの寄せ集め（パンフレッ
トから引用）で作品を創った「クエンティ・タランティーノ」
という映画監督が頭に浮かびました。「キル・ビル」「レザボア・
ドッグス」そして「パルプフィクション」。これぞ、まさにク
ソの寄せ集めによる、カッコイイ音楽もありのクールなセン

ス！こうしてナイアル・オブ・パラダイスのジャンルが「パ
ルプ・フィクション」に決定しました。

ヴァリアントカバー
かくして「クトゥルフ パルプ・フィクション／ナイアル・オかくして「クトゥルフ パルプ・フィクション／ナイアル・オ
ブ・パラダイス」は、ある程度かたちになり、最後に表紙を
着手することになりました。今回の表紙のデザインは2タイ
プ。一つは前述までのとおり、アメリカの70年代とパルプフィ
クションをオマージュしたようなもの。そしてヴァリアント
カバー（もうひとつの表紙）として、ライトノベル調のもの
を作りました。正直、アメリカの70年代とパルプフィクショ
ンなんて言っても、古いものなので、特に若い方には、分かンなんて言っても、古いものなので、特に若い方には、分か
らないことも多いと思います。そこで、この混沌の楽園を、
最近流行っているライトノベルの「異世界」という、外から
の視点を設けた、もうひとつの表紙を用意しました。クール
でカッコイイ洋画の本家版ポスターと、日本向けに作られた
わかりやすいポスターみたいな差別化です。同様にラノベ版
表紙にも「邦題」を設け、「異世界パルプフィクション　クトゥ
ルフ神ルフ神話TRPG　ヴァリアント★サプリメント　邪神の混沌
な楽園（ナイアル・オブ・パラダイス）または私は如何にし
て心配するのを止めて世界を愛するようになったか？」とい
うクソ長いタイトルの本書が出来上がりました。分かる方に
は分かりますが、博士の異常な愛情です。本書は核、ないし
神話生物が落とされたあとの世界というところでしょうか。

原題：ナイアル・アナキズム2 カオス・ワールド
表向きに銘打った表記はありませんが、本書表向きに銘打った表記はありませんが、本書は2016年に頒
布開始した、アメコミダークヒーロー ヴァリアントサプリメ
ント「ナイアル・アナキズム」の二作目の位置づけになります。
勿論、ナイアル・アナキズムを持っていなくても本書を楽し
めます。邦題が「邪神の混沌な楽園」なら、洋題は「ナイアル・
オブ・パラダイス」。そして原題が「ナイアル・アナキズム2 
カオス・ワールド」とでも言ったところでしょうか。前作で
は支は支配VS混沌でしたが、本書では混沌VS混沌です。3作
目はまだ未定ですが、一作目ニューヨーク、二作目ルイジア
ナと、それぞれアメリカの映画の都を舞台にしているので、
ハリウッドのあるロサンゼルスかなぁと想定していますが、
予定は未定です。上海やロシアも面白そう。

2017年12月某日　接続設定

あとがき

本書をお手に取っていただき、ありがとうございます。接続
設定です。本書制作の過程を最後のあとがきとさせていただ
きます。
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不明点やご質問は、制作者ツイッター、または公式サイトより、ご確認＆ご相談ください

ナイアル・オブ・パラダイス 公式サイト
http://nyaranarchism.sakura.ne.jp/paradise/
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本書は特定の組織や団体・思想とは一切関係なく、誹謗中傷、あるいは擁護する目的のものではありません

より多くの方の楽しみを応援し、より多くの方に知って頂きたいため、営利・非営利問わず
TRPGを楽しむ、あるいは創作活動を主目的とした、転載・複写・改変・引用フリーです

同人活動、創作活動、二次創作、コンベンション、オンラインセッションなど自由にご使用ください
使用することでの表記や報告の義務はありませんが、表記いただいても結構です

ツイッター等でハッシュタグ「#ナイアル・オブ・パラダイス」でツイートいただければシェアします

一般道徳に反しない限り、特に制限は設けません　自由です
たただし、使用によるいかなる損害や責任は一切負いかねますので予めご了承ください
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