
webシナリオ

24

光砕のリヴァルチャー

23

シナリオ 「シナリオ 「ss
ス カ イ ブ ル ー

kybluekyblue uu
ア ン ダ ー グ ラ ウ ン ド

ndergroundnderground」」

●シナリオの概要シナリオの概要
このシナリオでは、地下都市の調査任務を行います。

空の見えない場所でのデイズ、そして、特殊な状況

下における戦闘をお楽しみください ！

また、 このシナリオは３話連続で遊べる「キャンペーン：

ヨルトリ」の２話目として想定されています。

１話目「360 frontline」から別のエピソードを挟んで

このシナリオを遊ぶ場合、 そのエピソード後に復旧作業

がひと段落した、という扱いにするとよいでしょう。

また、１話目を経ずにこのシナリオを遊びたい場合、

ＧＭはシナリオ内容をふたりの状況にあわせて自由に調

整しても構いません。

所要時間：１～２時間（音声・オンライン）

シナリオのプレイヤーへの公開：最初の４ページのみＯＫ

（配信・動画や文字などによるリプレイを公開する際は、シナリオ

のネタバレがあると明記したうえで自由に行ってください）

推奨の機体構成：バランスのよい、安定する機体

●プレイヤー向けあらすじプレイヤー向けあらすじ
人類解放戦線・ヨルトリが主催する合同演習へと参加

したあなたたち。

その最中、突如として現れた群体型のソラバミによる

襲撃を受け、ヨルトリも、そしてあなたたちを含む参加

した周辺のフォートレスも大きな損害を受けました。

主にヨルトリが資材を惜しみなく供給したこともあり、

復旧は急ピッチで進みます。

やがて、復旧がひと段落したころ、ヨルトリの首長・

キマイラから、あなたたちは誘いを受けます。

群体型のソラバミが出現したエリアから発見された、

巨大な地下都市の調査メンバーに参加しないかと。

★地下都市

ジアド戦争時に記録が消失したと思われる都市です。  

　現在の人類が踏み入れたことのないまま現存している

廃墟を、リヴァルチャーの集団で巡りながら調査を進め

ていくことになります。
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●シナリオの構造シナリオの構造
・フラッシュバック

シュヴァリエが、フィアンセのいない場面を「回想」

としてロールプレイするためのベータ版ルールです。

ＧＭは主にフィアンセ以外のキャラクターを演じるた

め、ヨルトリや、ほかの調査団に参加するメンバーとの

やり取りなどを紡ぐことができます。

・デイズ

地下都市を調査する場面を描きます。

何があるか分からない緊張感と、何か重大な発見が

あるのではないかという期待感をないまぜにした状況が

演出できるでしょう。

・ブリーフィング

地下都市の中で遭遇した緊急事態に対応を迫られる

場面です。

・ミッション

特殊な状況下で、ソラバミとの戦いが行われます。

・ミッションオーバー

戦闘結果に応じて、後日談を描きます。

★特殊な戦闘状況

このシナリオのミッションで行われる戦闘では、ブリー

フィングでの選択次第でミッションスタート時の状況が

変動します。

★ブリーフィングでの装備やアビリティの変更

このシナリオでは、調査団の中に補給部隊が同行し

ています。

リヴァルチャーのウェポンを換装する場合は、彼らに

ウェポンを預けていた、などの描写をするとよいでしょう。

群体のソラバミとの激戦で、人類解放戦線・ヨルトリと、近隣の群体のソラバミとの激戦で、人類解放戦線・ヨルトリと、近隣の

フォートレスは大きな被害を受けた。フォートレスは大きな被害を受けた。

しかし、ソラバミの出現したエリアから発見された、巨大な地下しかし、ソラバミの出現したエリアから発見された、巨大な地下

都市を調査し、一帯の安全を確認する必要があった。都市を調査し、一帯の安全を確認する必要があった。

　　

あなたたちはヨルトリに誘われ、自分たちの拠点の為にも、調あなたたちはヨルトリに誘われ、自分たちの拠点の為にも、調

査団への参加を決意する。査団への参加を決意する。

記録に残されてない謎の地下都市に、何が待ち受けているのか記録に残されてない謎の地下都市に、何が待ち受けているのか

知ることもなく――知ることもなく――

『光砕のリヴァルチャー』『光砕のリヴァルチャー』

「skyblue underground」「skyblue underground」
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●フラッシュバックフラッシュバック
【状況説明】

群体型ソラバミの襲撃を乗り越え、しばらくが経った。

あなたたちのフォートレスも、人類解放戦線ヨルトリも、

そして同じように巻き込まれたフォートレスたちの復旧

も一区切りついたころ、ヨルトリの首長・キマイラから、

あなたたちへ呼び出しが届いた。

キマイラの話は、ソラバミの出現位置の近くに発見

された地下都市へと調査団を派遣すること。

そして、あなたたちにも調査団に参加してほしい、と

いう要請だった。

【ロールプレイ指針】

フラッシュバックでは、プレイヤーが先の展開により

没入できるよう、ＧＭはフィアンセ以外のキャラクター

のロールプレイを主に行います。

調査団に誘われた際のキマイラとの会話や、ほかの

リヴァルチャー乗りとのやりとりなどを通じて、出発前の

場面を演出しましょう。

ふたりがこれまで、『光砕のリヴァルチャー』で演じて

きたキャラクターを登場させてもＯＫですよ ！

【描写例】

以下の描写は、すべて人類解放戦線ヨルトリの首長・

キマイラとの対話形式で描かれています。

ふたりの希望次第で、ほかのキャラクターの発言に

置き換えても構いません。

　

★食堂で話しかけてくる

「あなたのフォートレスも落ち着いたかな？

変わらず食料の供給を頂けて感謝している。

おかげで、泥のような豆スープや、味のしない肉に

手を付ける必要もない」

★ヨルトリの被害の状況はどう？

「リヴァルチャーはそれほどやられていないが、外に展

開していた後方支援部隊の被害が大きい。

近隣のフォートレスからの志願兵も増えているが、彼

らを編成していくにはしばらく時間がかかりそうだ」

★それでも地下都市の調査をしてくれるのか？

「もともと我々がこの地に来たのは、超巨大ソラバミが

出現する兆候があったからだ。

それに、あの忌 し々いソラバミが現れたとき、青空は

覗いていなかっただろう。

それなら、あれは地下から来たと考えるのが筋だ ！ 」 
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★あなたはリヴァルチャー乗りなの？

「私は後天的に適性手術を受けたんだ。

親友といっしょに、ソラバミからこの空を取り戻すと 

誓ってな……あなたとは反対側の戦場で戦っていたから、

私の機体・ナイトホークは見なかったか」

★親友はフィアンセなの？

「いや、私のフィアンセはＡＩだよ。

それが一番いいんだ。

私が撃墜されても、私の最後を含めたすべての経験

が残り、ヨルトリはさらに強くなれる」

★調査団の規模を教えてほしい

「私とあなたを含めた８体の精鋭パイロットが乗るリヴァ

ルチャー、そして補給部隊で向かうよ。

損害を負ったフォートレスの護衛にも戦力を残さない

といけないからな」

★どうして自分たちを誘った？（緊急離脱した場合など）

「戦いで、適切に状況を判断できていたからだ。

調査団の目的は、ひとりでも生きて帰り、待っている人々

に今後どうするべきかを伝えることにある。

だから、たとえ私が撃墜されたとしても、あなたには

最善の選択をしてほしい」

★どうして自分たちを誘った？（勝利した場合など）

「あの忌々しいソラバミを相手に一歩も引かず、死地

を守ったシュヴァリエだ。

そんな騎士を誘うのに何の不思議がある ？

ぜひとも我々に所属してほしいくらいだよ」

★どうして自分たちを誘った？（救援成功した場合など）

「あなたのおかげで、我らのフォートレスのひとつが壊

滅を免れた。

あなたのような【エース・オブ・エース】の力を、我々

は――いや、人類は必要としているんだ」

（ヨルトリのフォートレスのひとつ・しゃくなげの格納庫

を見学しに行く）

体に包帯を巻いた整備士たちと、志願兵であろう若

者たちが忙しく走り回っている。

格納庫のかたわらには、先の戦いで撃墜されたリヴァ

ルチャーの機体が置かれ、周囲には花束や酒瓶が置か

れていた。

誰もがそこで足を止めるたび目礼しては、各々の仕事

へと戻っていく――
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●デイズデイズ
広大な砂の大地に生じた、直系１００メートル以上

の巨大な縦穴。

その中をゆっくりと降りていくと、次第に壁は人工物

へと代わり、そしてやがて視界が光に染まる。

地下都市の天井には、空が――ソラバミに奪われた

青い空が再現されていた。

ナノマシンなどによって青く、明るくともされた半円

型の天の下、広大な都市は、誰もが歴史の資料の中で

しか見たことがない高層ビルが立ち並び、ハイウェイが

蜘蛛の巣のようにその間を繋いでいた。

「これは驚いた…… ！

人類史上でも稀にみる規模の廃墟都市だ。

誰も住んでいなさそうなのは残念だが――いったい何

が見つかるか、楽しみじゃないか」

　

キマイラの愉快そうな声は、別のリヴァルチャー乗り

からの警告にかき消された。

わずかながら、群体型ソラバミの姿が確認されている

らしい。

探索はソラバミを退けながらになるだろう。

【概要】

地下都市を探索する場面を描きます。

次ページにある「地下都市探索表」から自由に選ぶか、

あるいは、ダイスを振って決めていきましょう。

シチュエーションは自作してもＯＫです ！

目安としては、１～２つの場面を描いたら、ブリーフィ

ングへ進むといいでしょう。

【ロールプレイ指針】

地下都市が、スカイイーター製造のために作られた

軍需施設であると解き明かしていくことが、ここで行う 

ロールプレイの根幹となります。

このことは事前に開示してよく、場面に出てくるものの

意味や扱いは、ふたりが自由に決めて構いません。

シュヴァリエがより日常的なシーンを望む場合、デイ

ズの最後に、フィアンセから地下都市についての情報

を伝える形にしましょう。

群体型ソラバミの残党は、ふたりが望むタイミングで

ちょっかいをかけてくる形としてＯＫです。

この遭遇では戦闘は行いません。

ヨルトリが対応してくれるから、自分たちは戦わない

としてもいいですよ ！
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地下都市探索表「Ｄ６」

１ 住宅街 →

　単身赴任用の家が立ち並ぶ。
　エネルギーが残っていたのか、「オカエ
リナサイ、ハカセ」と、ロボット犬がぎくしゃ
くと駆け寄ってきた。
キーワード：ベッドルーム、研究資料、軍服、
　　　　　家族の写真

２ 倉庫 →

　大破し、倒壊した倉庫には資材が多く
見つかるが、どれもがリヴァルチャーとは
規格が違いそうだ。
キーワード：部品、ソラバミの設計図、賞味
　　　　　期限が６３０年前の缶詰

３ 高層 
ビル群 →

　数十階建てのビルがいくつも並ぶ。
　ほとんどのフロアはひどいありさまと
なっているが、それでもかつてはスカイス
クレイパーと呼ばれた建造物が、偽物の
空の下で現存しているのだ。
キーワード：オフィス、がれき、軍需物資、
　　　　　研究資料

４ 緑地 →

　フォートレスの中に疑似的に再現され
たものではない、本物の緑地。
　人工太陽の光の下で猛々しく育った草
花が生い茂っている。
キーワード：噴水、庭園、広場、案内の看板、
　　　　　ナノマシン

５ 大神殿 →

　地下都市の端にあるレンガ造りの建物。
　現代には永らえなかった神を祀った荘
厳な装飾は健在だ。
　この地下都市に住む人々の心の安寧を
つかさどる場所だったのだろうか……
キーワード：祭壇、誓い、絵画、祈り

６ 戦闘跡 →

　町の一角に、大規模な戦闘の痕跡が
残っている。
　大戦時、ここでヴァルチャー同士の戦い
があったのか、それとも――そう考えてい
ると、頭上から羽音が近づいてきた！
キーワード：迎撃、隠れる、探索

●ブリーフィングブリーフィング
ソラバミの羽音と、時折崩れる建物の音だけが時折

響く、広大な地下に残された廃墟都市。

その正体は、ジアド戦争当時に、秘密裏にスカイイー

ターの製造と研究を行っていた軍事施設だった。

指定されたエリアの調査を終えたあなたたちは、ふと、

都市の果てであると思っていた岩壁に違和感を覚える。

慎重に解析すると、そこには数十キロに及ぶ巨大な

格納庫が巧妙な光学迷彩によって隠されていた。

しかも格納庫の前には、複数体のスカイイーターの

ような兵器が、まるで門番のように並んでいたのだ。

格納庫の規模に驚くヨルトリの面々。

一体が格納庫へ近づこうとし……複数のスカイイーター

から集中砲火を受け、シールドを瞬く間に破壊された 。

　

「散開せよ、騎士たちよ ！ 」

キマイラの指示が響き渡り、あなたたちは最大機動

で格納庫から距離を取る。

地下都市と、その悪意が、あなたたち調査団へと向

けられた。
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【概要】

格納庫の前に陣取る複数のソラバミが飛び上がり、

襲撃を仕掛けてきます。

偽りの青空が広がる巨大な地下都市の空中で、これ

までとは違う戦いが繰り広げられることになります。

【ロールプレイ指針】

格納庫を発見し、そしてソラバミに急襲を受けて、

戦闘が始まるまでを描く場面となります。

描写例にあるキマイラの号令は、あくまで一例です。

部隊を鼓舞するのはふたりであっても問題ありません。

ふたりが一番楽しいと思える、盛り上がる展開を相談

して、戦闘開始までを演出していきましょう。

　

ソラバミについては、即応が求められるため多くの事

を分析する時間はありません。

分かるのは、あなたたちに迫るのは、双子の龍のよう

な姿をした、リヴァルチャー程度の大きさの２体のソラ

バミであること。

その２体は互いを補うような位置取りをしており、お

そらく２体で１つのスカイイーターであることが推測さ

れる、ということです。

【描写例】

★キマイラが指揮をする場合

「見たか騎士たちよ、この都市の正体が ！

ここは忌 し々きスカイイーターの製造拠点だ ！

この化け物たちが外へと飛び出したらどうなる ？ 」

「……だが、人類はついている。

なぜなら、ここにいるのは人類解放戦線・ヨルトリ、

その精鋭部隊だからだ ！

我々はソラバミを恐れない、必ず空を奪還する ！

往くぞ、同胞たちよ――かかれぇ !! 」

★特殊な戦闘状況

ＧＭは事前に、以下の内容を共有しましょう。

①２体のソラバミが配置される

この戦闘では、ソラバミ甲とソラバミ乙、２体のソラ

バミがフライトレベルマップ上に配置されます。

甲と乙はそれぞれ独立したシールド枚数とシールド耐

久力を持ちますが、ドクトリンは２体共通です。

シールド枚数が０枚になったソラバミは、マップから

取り除かれます。

戦闘に勝利するためには、ソラバミ甲とソラバミ乙、

双方のシールド枚数を０にする必要があります。
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②超過ダメージの扱い　

「超過ダメージを次のシールドに与える」効果は、シー

ルドを破壊したソラバミと同じフライトレベルに別のソ

ラバミがいた場合にのみ、そのうちの任意の１体に与え

られます（同じフライトレベルに別のソラバミがいない

場合、効果は無効となります）。

③フライトレベルマップの扱い

この戦闘では、地下都市の空中で戦闘が行われます。

　

フライトレベル１は地下都市の建物がある場所であり、

フライトレベル１２は人工太陽などが建造されている、

偽物の青空となります。

　

フライトレベルマップの使い方に変更はありませんが、

移動や配置の演出をする際は通常より距離が狭いこと、

そして灰色の荒野が見えないことを気を付けるようにし

てください。

　

なお、ふたりが望むなら、敵を外までひきつけ、実際

に灰色の荒野で戦闘を行っているとしても構いません。

●ミッションミッション
２体のソラバミは渦を巻くようにして、あなたたちの

機体へと近づいてくる。

やがて、攻撃が届きそうになったその瞬間、２体は

音速を超えたスピードで反対方向へと別れた。

一体が偽りの空高く、もう一体が大地へと着地し、そ

の反動でリヴァルチャーへと迫ってくる。

　

――どちらから対応するのか。

判断が迫られる戦いが始まる。

【概要】

特殊な戦闘状況を再度確認してから、開始しましょう。

【ロールプレイ指針】

フィアンセは、メインドクトリンの描写を参考に、迫

りくるソラバミの挙動を解説しながらメインドクトリンの

内容を公開しましょう。

　

また、ほかのリヴァルチャーもすべて接敵状態にあり、

救援は望めそうにないことは強調して下さい。

勝利する以外に道はありません。
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●ミッションオーバーミッションオーバー
ソラバミを退けたあなたたち。

あたりを見渡せば、ほかの機体も損傷を受けながらも

健在しているようだった。

補給部隊の展開する広場まで戻り一息ついていると、

やがてキマイラの機体、ナイトホークが近づいてくる。

キマイラは機体から降りると、その掌の上からあなた

たちへと語りかけてきた。

「よくやってくれた ！

――だが、これで終わりではない。

我々は補給を終えたら、格納庫の中へと突撃する。

あなたは、下がっていてくれ」

【概要】

戦闘後に一度集合し、そしてヨルトリが格納庫へと突

撃していくのを見送るまでの場面を描きます。

キマイラはあなたたちには残ることを主張しますが、

どうしても同行を求めるのであれば拒否しません。

どちらの選択をするにせよ、【最終描写】をもってこの

シナリオは終了し、第３話へと続きます。

【ロールプレイ指針】

戦闘後に互いの無事を確認し合ったり、ほかのリヴァ

ルチャー乗りを救援する様子を演出したりなど、ふたり

が望むように遭遇戦の結末を描くことができます。

その後、以下の描写例をもとに、キマイラとのやりと

りや、ふたりでの会話を行い、突撃隊に参加するかを

決めましょう。

【最終描写】が分かっていた方がロールプレイしやすけ

れば、先にその内容まで読み上げてしまって構いません。

【描写例】

★いったん引き返すべきだ

「スカイイーターどもが襲ってきたのは、中にいる何か

を守るようプログラムされていたからと考えるが筋だ。

中に何かがいるなら、いつ動き出してもおかしくない。

それが超巨大ソラバミのような個体なら、この機会を

逃せば甚大な被害を人類に及ぼす可能性もある。

放っておくわけにはいかない ！ 」

★自分も参加したい

「誰かが後ろに残り、もしものときに生きて帰り、状況

を伝える必要がある。 それは、あなたが適任だ」
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★どうしてもついていく

「それほどの覚悟があるなら、断るのは失礼だったな。

あなたの腕に期待させてもらうことにするよ 」

【最終描写】

ヨルトリの精鋭部隊は、補給を終えると、一斉に空を

翔ける。

巨大な格納庫へと接近すると、一斉射撃で扉を破壊

するべく態勢を整え――しかし、まるでその行動を察知

したかのように、轟音が地下都市を揺るがした。

崩落する偽りの青空と、廃墟都市のビル群。

あなたたちがシールドや緊急回避によってそれをしの

いでいると、眼前の格納庫が大爆発を起こした。

熱と爆風によって大きく吹き飛ばされていく最中に、

あなたたちは確かに見た。

恐ろしく巨大な龍が偽りの空を突き破り、灰色の荒野

へと飛び出していく姿を。

●ミッションクリア報酬ミッションクリア報酬
ミッションクリア報酬（P.152）を獲得しましょう。

ウェポンは人類解放戦線ヨルトリの補給部隊から支

給された扱いとなります。

●《アチーブメント》《アチーブメント》
 　【skyblue underground】の《アチーブメント》を獲得

できます。

P.154-155のリストから効果を選び、シートに記入し

てください。

フレーム・ナイトホーク
イラスト：さくさくさくらい
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ＡＡ 条件 ソラバミ甲と乙のフライトレベルが等しい
場合 （他のドクトリンより優先して実行）

内容
　ソラバミ甲をフライトレベル１、ソラバミ乙をフ
ライトレベル１２へ配置します。その後、リヴァル
チャーのシールドを１枚破壊します。

描写 　双子龍が放射した大量のジアドエネルギーが、
リヴァルチャーのシールドに強烈な負荷をかける ！

ＢＢ 条件
ソラバミ甲に【アタック判定】を行った時、
リヴァルチャーがソラバミ甲と同じか
上のフライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーを２セル上昇させます。
　その後、ソラバミ乙は１セル下降します。

描写 　ソラバミはリヴァルチャーから距離をとった 。

ＣＣ 条件
ソラバミ甲に【アタック判定】を行った時、
リヴァルチャーがソラバミ甲より下の
フライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーとソラバミ甲の位置を入れ替えます。
描写 　激戦の中、気づけば互いの位置は反転していた！

リアクションドクトリンリアクションドクトリン

開始位置
フライト
レベル

甲・３   
乙・９

●推奨する構成推奨する構成
必要な時にジアドエネルギーを増やしたり、出目を

安定させることのできる機体で戦うとよいでしょう。

●導入描写導入描写
２体の龍は、互いに絡まるようにジアドエネルギーの

渦を巻きながら接近してくる。

やがて、その攻撃が届きそうになった瞬間、２体は

音速を超えたスピードで天と地に分かれ、上下からリヴァ

ルチャーへと迫ってきた。

【概要】【概要】
フライトレベルマップに同時に２体配置され、リヴァルチャーフライトレベルマップに同時に２体配置され、リヴァルチャー

へと迫りくる特殊なソラバミです。へと迫りくる特殊なソラバミです。

もう一方を再生する能力を持っているため、撃破のタイミンもう一方を再生する能力を持っているため、撃破のタイミン

グは計算する必要があります。グは計算する必要があります。

プレイヤーがジェノサイドドクトリンの内容をしっかり理解でプレイヤーがジェノサイドドクトリンの内容をしっかり理解で

きるよう、公開時には丁寧に説明をしてあげてください。きるよう、公開時には丁寧に説明をしてあげてください。

ソラバミ　双子龍型ソラバミ　双子龍型

シールドシールド

枚枚

シールド耐久力シールド耐久力

点点
甲・５
乙・４

甲・９
乙・９

DD 条件
ソラバミ乙に【アタック判定】を行った時、
リヴァルチャーがソラバミ乙より上の
フライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーとソラバミ乙の位置を入れ替えます。
描写 　激戦の中、気づけば互いの位置は反転していた！

EE 条件
ソラバミ乙に【アタック判定】を行った時、
リヴァルチャーがソラバミ乙と同じか
下のフライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーを２セル下降させます。
　その後、ソラバミ甲は１セル上昇します。

描写 　ソラバミ乙はリヴァルチャーへと食らいつき、互
いの位置を入れ替えるようにして投げ飛ばした ！
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ジェノサイドドクトリンジェノサイドドクトリン

ＣＣ 条件 リヴァルチャーがソラバミ甲より
乙に近いフライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーに「目標値：４」の【アタック判定：
１０ダイス】を行います。

描写 　ソラバミ乙は、回避しようのない距離から強力な
光線を放った ！

ＢＢ 条件 リヴァルチャーがソラバミ乙より
甲に近いフライトレベルにいる場合

内容

　リヴァルチャーに「目標値：３」の【アタック判定：
５ダイス】を行います。

　その後、リヴァルチャーに「目標値：３」の【アタッ
ク判定：７ダイス】を行います。

描写
　ソラバミ乙による光線が放たれ、それをかいくぐ
るようにしてソラバミ甲が鋭利な爪で引き裂こうと
飛びかかってきた ！

ＡＡ 条件
リヴァルチャーがソラバミ甲より上、
ソラバミ乙より下のフライトレベルに
いる場合（Ｂ、Ｃより優先して実行）

内容

【WARNING!!】
　リヴァルチャーに「目標値：４」の【アタック判定：
５ダイス】を行います。

　次に、リヴァルチャーに「目標値：４」の【アタック
判定：７ダイス】を行います。

　その後、リヴァルチャーに「目標値：５」の【アタッ
ク判定：１０ダイス】を行います。

描写 　天から、地から、強力なジアドエネルギーの光線
がリヴァルチャーに向けて連続で放たれた ！

メインドクトリンメインドクトリン

ＡＡ
公開
条件

ソラバミ甲か乙のシールドが
２枚以下になった時に公開

条件 ソラバミ甲か乙のシールドが
０枚になった時に実行される

内容

　シールド枚数が０枚になったソラバミを、
次のソラバミのターン開始時に「もう片方のソ
ラバミと等しい枚数のシールド」を持った状態
で、自身が取り除かれたフライトレベルに再度
配置します。

描写
　双子の龍が共鳴し合うように青白く輝き、そして、
確かに撃墜したはずのソラバミが、ふたたび動き
出した ！

BB
公開
条件

ソラバミ甲と乙のシールドが
どちらも２枚以下になった時に公開

条件 次に来るソラバミのターンに実行される

内容

　ソラバミ甲から３セル以内にいるリヴァル
チャーに「目標値：５」の【アタック判定：１５
ダイス】を行います。

　その後、ソラバミ乙から３セル以内にいる
リヴァルチャーに「目標値：５」の【アタック判
定：１５ダイス】を行います。

　これらの【アタック判定】でシールドを破壊
した場合、超過ダメージをさらに次のシールド
に与えます。

描写
　膨大なジアドエネルギーの奔流が、双子の龍を
結ぶようにして放たれる。
　その間にあるすべてを熱と光に変えて。


