
星夜祭
星の降る夜に

◆星降る冬の一夜
　ヴィクトリア ・ シティ近辺では、 年に一度、 冬のあ
る日の夜に決まって無数の流星が降り注ぐ。
　大きいものから小さいものまで、 光り輝く尾を引く
流星が一方向、 決まって北北西から南南東の方
向へ向かって流れていくのだ。
　この不思議な現象の理屈は、 よくわかっていない。
ただ単なる定期的な天体の動きであるとか、 大地
が崩れたことによって現れた不安定な状態の現れ
であるとか、 天文学者たちは様々な説を訴えるが、
そのどれが真実であるのかは、 未だはっきりとしない
というわけだ。 中には、 この流れ星たちはこの塔め
がけて向かっているのであり、 いつかこの星に真の終
焉を与える 「大崩落の残滓」 なのだ、 と考える者
たちもいる。
　ただ、 真実はどうあれ、 星々の煌めくこの夜を、
ヴィクトリア ・ シティの人々は昔から楽しみにし、 次
第に神聖視するようになっていった。 ヴィクトリア ・ シ
ティで信じられている一神教では、この夜を 「星夜」
と名付け、 大地の崩れたこの世界に暮らす者たち
に、 神が与えた一抹の祝福であると位置づけてい
る。 人々は夜空に浮かぶ神の祝福を見て、 大地
の崩れた世界でもなお、 この世界が生きるに値する
ものだと励まされ、 そうした祝福に感謝するために、
熱心な信徒は夜を通して、 粛々と祈りを捧げるの
である。
　さて、そんなささやかな祈りの一時であったこの 「星
夜」 もまた、 蒸気革命を端として、 じょじょに変わ
りつつある。 企業家達はこの夜を 「星夜祭」 として
盛大に祭り上げ、 後述の 「聖クラウス」 の神話に
もとづいて、 プレゼントを贈り合う日として喧伝し始
めたのである。 静かな、 静かな天体ショーであった
はずのこの夜は、 たった数年にして、 人々が浮き立
つ、 賑やかな祭りへと変貌を遂げたのだった。

◆大切な人との夜
　神が人々に祝福を与えるというこの日に、 恋人や
家族と過ごす者は、 蒸気革命以前から多かった。
神の祝福を大切な人とともに感謝し、 そして神から

の祝福を同じ時と場所で受けるこの日に、 何かしら
のものを感じる恋人というのは、 なかなかどうして多
いものだろう。
　しかし、 そこに 「プレゼント」 の要素を加えた聖
夜祭は、 なお際立って、 恋人や家族と過ごす日
としての色合いを強めた。 プレゼントを贈り合うため
には、 贈る相手がその場にいなければならないから
だ。 人々はこの夜、 大切な人とともに、 流星を模
した飾り付けがなされた街を歩き、 プレゼントのため
のショッピングを楽しみながら、 楽しいひとときを過ご
すのである。
　さて、 こうした雰囲気はまあ……特定のパート
ナーを持たないもの、 孤独な者には厳しい。 恋人
が居ないにしても家族と過ごす者もいるが、 どうして
も、 この日は恋人を持つ者に対して、 恋人を持た
ない者がやり場のないルサンチマンを溜める日でもあ
る。 そうしたやり場のない怒りを発散するために、 一
部の 「そうした」 人々の中には、 厳かで粛々とした
かつての星夜を壊し、 浮ついた、 軽薄な祭りへと変
貌させた星夜祭を邪悪なものとして糾弾する動きが
あることも確かだ。

◆聖クラウスの伝説
　昔々、 まだ星夜が祭りではなかった頃。 ヴィクトリ
ア ・ シティにはクラウスという一人の聖職者がいた。
彼は聖職者として高い地位におり、 何不自由ない
暮らしをしていたが、 下層の貧しい人々の生活を憐
れみ、 救わなければならないと考えていた。
　ある星夜の晩、 彼は自前の魔法式飛空艇を駆
り、 下層の民達の下へ降り、 飛空艇の上から施し
を与えた。 光り輝く流星とともに降りたち、 人々に
救いを与えた彼を、 下層の民はまさしく、 天からの
祝福と受け取ったそうな。 これが、ヴィクトリア・シティ
の人々なら誰もが知る聖クラウスの伝説だ。
　この話は、 企業家達がプレゼントを贈り合う風習
を作り出す際の元となった。 彼が行った施しの代わ
りに、 お互いにプレゼントを贈り合いましょう。 という
わけだ。
　さて、 企業家達はそのようにしてこの伝説を解釈
したわけだが、 この伝説を一風変わった解釈でもっ

ヴィクトリア ・ シティ近辺
ヴィクトリア ・ シティの西にあるザ ・
フロンティアでは、 本土ほどではな
いとしてもそれなりの流星を眺める
ことができるが、 ヴィクトリア・シティ
より東にあるアキツシマでは、 全く
見ることはできない。

夜に
この現象は一晩の間続く。 夕方
の紅い空が次第に紫色に染まる
頃にぽつり、 ぽつりと始まったかと
思えば、 朝方の薄い緋色の空が
次第に薄い空色に変わっていく頃
に、 ゆっくりと収まっていく。

解釈
商業主義に飲み込まれた欲望ま
みれの解釈



�

て、 現代に蘇らせた者たちがいる。 それが、 「偽ク
ラウス」 事件を引き起こしたある探空士達だった。
　彼らは自らこそ 「聖クラウス」 の後継と名乗り、
飛空艇を駆って塔の上空に赴き、 道行く人々にプ
レゼントをばらまいたのである。
　このイベントは一定の人気を博し、 その翌年から
は、 その後追いが大量に現れることとなった。 今や
星夜には街中のノリのいい探空士が、 聖クラウスが
駆ったという白銀の飛空艇を模した飾り付けで塔上
空からプレゼントをばらまいている。
　ただ、 このイベントは、 星夜本来の流星を塔の上
から見づらくすることもあり、 一部で問題視されてい
る。 空を埋め尽くさんとする自らの後継を見て、 聖
クラウスは何を思うだろうか。

◆追加パーツ
　以下に、 年に一度の聖夜祭を祝して、 新しく追
加されたパーツを掲載する。 これらのパーツは " 聖
夜祭 " を楽しむ探空士達をイメージして作られてい
るが、 もし、 キミ達が望むのであれば、 特に " 聖夜
祭 " に関係がない時であっても、 これらのパーツを
飛空艇に載せて空の旅に漕ぎ出す事は可能だ。
　ただし、 これらのパーツを使用した飛空艇を建造
する場合は、 必ず、 そのセッションの GMの許可
を得なければならない。 もし、 問題なく GM の許
可を得る事ができたのならば、星降る夜に贈られた、
ささやかなプレゼントとともに、 ロマンチックな空の旅
を楽しんでもらいたい。

ノリのいい探空士
このイベントは仕事を求める探空
士が自身を売り込むのに最適であ
り、 そうした下心をもって参加する
者達もいる。

問題視
いまや参加する飛空艇は数十を
数えている。 最近では、 この日に
は空軍が出動し、 飛空艇で乗り
上げる探空士達を主導するように
なっているようだ。

追加パーツ

年に一度の、 ささやかな祝福を祈る " 星夜祭 " を飾るため、 探空士達は、 飛空艇に特別なパーツを備え付ける事がある。
ここにあるのは、 そんなパーツのうちの一部だ。 勿論、 普段からこれらのパーツを使いこなす者たちも、 中にはいたりする。

クラウス砲

カテゴリ :武装　　【サイズ】 1x2
【砲撃力】 D/3　【射程】 4

パーツ効果

常時 : このパーツにいるキャラクターによる砲撃
が命中した際、 砲撃したキャラクターは砲撃し
たユニット内にいる任意のキャラクター一人への
【交流度】 を一点得る。

解説 サイズ

弾丸の代わりに様々なものを撃
ち出す事ができる様に改造され
た 〈クルップ砲〉。 " 星夜祭 "
ではプレゼントをばらまくために使
用される。 なかなかに危険。

煙突

カテゴリ :船室　　【サイズ】 3x1
【快適度】 0

パーツ効果

常時 : このパーツのあるユニットに対し 「侵入」
する際、「侵入」 するキャラクターは必ずこのパー
ツ内の任意のマスに移動しなければならない。

解説 サイズ

濛々と黒煙を吐き続ける大煙
突。 蒸気機関がある以上、 ど
んな飛空艇も必ず煙突を搭載
はしているのだが、 そのまま船内
と繋がっているタイプは珍しい。

オーブン

カテゴリ :船室　　【サイズ】 1x2

パーツ効果

F 効果 : 【教養】 + 【技術】 の判定を行う。
判定に成功したら、 ユニット内の全キャラクター
に対し、 【交流度】 を一点ずつ取得する。
常時：上記の効果は一回のフライトフェイズに
つき一回しか使用できない。
解説 サイズ

調理用の大きなオーブン。 人数
分のケーキや七面鳥を焼く事が
できるが、 後片付けが大変。

星に願いを

効果：次のクエストフェイズまでの間、 ター
ンプレイヤーは一度だけ判定を振り直す事
ができる。

星夜を彩る流星群。空の只中にいるキミ達の

見渡す限り、まるで包まれるように星々が流

れる。神に祈りを、なんてガラではないだろ

うが、この日くらい、祈ってみれば、"ささ

やかな祝福 "にあやかれるかもしれない。

追加イベント
年に一度、 人々を浮つかせる " 聖夜祭 " には、 いつもにはない特別な事が起こる。

それは、 空の上でも変わらない。 むしろ、 探空士という連中は、 こういう催しに特に目がないのだ。

プレゼント

効果：船内のすべてのキャラクターは、 船
内の任意のキャラクターへの 【交流度】 を
一点得る。

せっかくの星夜だ。プレゼントを贈り合おう、

誰かがそう言い出す。尤も、空の上でまとも

なプレゼントなんて用意できないけども。そ

れでも、この特別な夜では、贈り合う、とい

う行為そのものが、特別な意味を持つのだ。

団らん

効果：船内のすべてのキャラクターは、 た
だちに 〈食堂〉 に移動する。 もし、〈食堂〉
が船内にない場合は、 最も底面マスが広
いパーツひとつに移動する。 もし、そのパー
ツ内に全員が収まりきらない場合は、 隣
接するパーツに移動する。

星夜は、大切な誰かとともに過ごす人が多い

と聞く。あなたにとって一番大切な誰かは、

今、あなたと一緒にフネに乗っている。

忙しない空の旅だが、たまにはお互い語り合

う時間があってもいいだろう。


