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第一話 ﹃霧の人喰い島﹄

霧の人喰い島
その島は人を温かく迎えるかに見えた︒
戦に疲れた者︑行き場を無くした者にその島は︑新たな道を示すかに見えた︒
この島は人喰いの島だったのだ︒

だが大潮の夜︑立ちこめる霧の中から絶望︑人喰いの巨人が現われる︒
だが︑しかし︒
人を舐めるな︑巨人ども︒
望んだ願いはこの手から零れおちたが︑さだめに抗う誇りの牙は残っている︒
流れ着いた果ての北の島︒
喰われるのは俺たちか︑あいつらか︒
グランクレストＲＰＧリプレイ ノートリアス︑第一話

プレイヤーＣ うお︑結構特殊な始まりかただぞ︑これ︵笑︶
︒

盻眇各プレイヤー・キャラクター︵癲ＰＣ︶に与えられる初期設定＆役割です︒

って疑問が出るんで︑そこはちょっと仕掛けさせて貰いました︒それが︑このハンドアウト

ＧＭ ただまあ︑それだと﹁なんでこんな大変な目にあってるのによそに行かないのか眤﹂

プレイヤーＢ イチから作るぼくたちの国って感じか︒

プレイヤーＡ ある意味︑普通のファンタジーＲＰＧっぽいですね︒

を守り︑国を形作るというところからやります︒

扱っているからです︒しかし今回はあえて︑混沌の影響が強い未開の地で︑化け物を倒し民

これは︑この世界を襲った混沌の脅威が現在は一段落し︑改めて歴史が動き始めた時代を

それぞれ大望を掲げ軍を率いるというものでした︒

ＲＰＧ﹄の冒険はファンタジー世界での戦記物語︑つまりＰＣである領主とその盟友たちが

ＧＭ 以上が今回の予告です︒これまでの小説やリプレイで描かれてきた﹃グランクレスト

混沌を治め︑聖印に至れ︒

﹃霧の人喰い島﹄
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イジから眄

いつもならば国を治めるロードから紹介するところなんですが︑少し導入が特殊なのでメ

詰めていきましょう︒

ＧＭ もちろん各ＰＣの細部までを縛るものではなく︑ＧＭからの提案や希望として相談し︑
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たちです︒彼らは魔法師協会という集団に所属しており︑各地のロードの元へ補佐役として

とができ︑さらにその混沌を操って︑さまざまな現象を引き起こす技︑
〝魔法〟を修めた者

ＧＭ メイジはこの世界に歪みをもたらし︑災害や怪物を発生させる〝混沌〟を知覚するこ

この従僕︒ときどき剣吞な雰囲気をみせるのが気になる︒

幸い︑アカデミーは腕利きの従僕をつけてくれた︒きっとうまくやれるだろう︒ただし︑

のためには実績を残し︑後任者を確保しなければならない︒

キミは本来の望みとは裏腹に辺境の地へ派遣された︒ただちに元の生活に戻りたいが︑そ

推奨感情 メイン 不安 サブ 信頼

因縁 マゴーゾ

○魔法師用ハンドアウト
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魔法師協会はこの世界の学問や技術︑知識を蓄えているだけでなく︑ロードの爵位を認

派遣され︑契約を結びます︒

･

プレイヤーＢ だが︑このキャラは君主としての地位をアカデミーに制限されているところ

しにはこの世界で人は生きてゆけず︑それ故に彼らは土地を治めることを任じられています︒

脅かす混沌を︑その身に宿した聖印によって浄化できる唯一無二の存在です︒彼らの聖印な

ＧＭ ﹃グランクレスト﹄の君主は単なる領地の支配者ではありません︒彼らはこの世界を

アカデミーの監視はあるだろうが︑これはキミの望みを叶えるチャンスかも知れない︒

し︑補佐を行なうようにとアカデミーから要請を受けた︒

ている︒しかしこのたびキミは︑新領地を治めにむかう若き開拓領主︑公子アリキアに従属

キミはとある事件で汚名を受け︑以来︑疑惑のロードとしてアカデミーに飼い殺しにされ

推奨感情 メイン 任意 サブ 任意

因縁 公子アリキア

○君主用ハンドアウト

プレイヤーＡ メイジの導入としては標準的か︒従僕がちょっと気になります︒

定・授与することで彼らに影響を及ぼしているんですね︒

･

あなたは過去の事件で自身の聖印を奪われたのですが︑今回はこの公子アリキアから聖印

り聖印の力をキーとして封建制が成立しているんですね︒

きれません︒そこで志を同じくする臣下に己の聖印の力の一部を貸すことができます︒つま

ＧＭ 土地を治めるのが君主の役目ですが︑治める領地が広くなると一人ではすべてを守り

から始まる︑と︒
〝従属〟というのは眤
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の力を授与されるわけです︒

ことなど︑今のキミに知る術もない︒だが︑今この場所に広がりつつある霧だけは覚えがあ

この体はアトラタン大陸に投影された存在であり︑本来のキミは元の世界に変わらずある

ここはいったいどこなのか眤 と︒

つもの霧が晴れたとき︑キミは見知らぬ土地にいる自分に気がつく︒

霧深い森の中︑キミはフォモール巨人たちとの終わりなき戦いを続けていた︒しかし︑い

推奨感情 メイン 任意 サブ 任意

因縁 開拓団のまとめ役オーウェンズ

○投影体︑エルフ用ハンドアウト

ＧＭ ﹁ほとぼりを冷ますにゃちょうどいい﹂って感じですかね眄

頼なキャラにしてみるよ︒やり過ぎて行くところが無くなった︑的な︒

プレイヤーＣ トレーラーがワイルドな雰囲気だったから︑どうせ人から怖れられてるし無

刻まれた邪紋は異形の証︒人には怖れられながらも︑その力は無視し得ません︒

現するために混沌の塊〝混沌核〟を己の身に取り入れ︑超常の力を得た者達です︒その身に

ＧＭ 混沌を浄化するロード︑操作するメイジに対して︑邪紋使いは︑己の願望・理想を実

一つところに収まるには良い機会かも知れない︒

﹁あんた︑行くところがないんだって眤 島に行けば土地や家も貰えるぜ眄﹂

に見つかった島を開拓するにあたり︑護衛が集められているというのだ︒

行き所を無くしたキミに︑とある男盻眇クリフと名乗った盻眇が仕事を持ちかける︒新た

推奨感情 メイン 任意 サブ 任意

因縁 民兵隊長クリフ

○邪紋使い用ハンドアウト

かりにするのも自由で︒そのためハンドアウトでも〝望み〟については言及していません︒

ＧＭ そのとおり眄 公子に対する感情はお任せします︒衷心より仕えるのも︑野望の足が

プレイヤーＢ つまり公子アリキアに従属していないと聖印の力は使えない眤
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この世界を脅かす混沌は時折︑現象として具現化︵収束︶することがあります︒それが生

ＧＭ 最後はサプリメント﹃アドバンスフォース﹄で追加されたクラス︑投影体です︒

ヤツらも︑ここにいるのだ︒

る︒
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物個体として収束する時︑その個体を〝投影体〟と呼びます︒
﹃グランクレスト﹄における

〝魔法師協会〟に属する彼らは︑混沌に対抗するもう一つの力︑紋章を担う各地の君主の元

法〟を修めた魔法師たちが︑この地を本拠としていたからである︒

この世界に歪みをもたらし︑災害や怪物を発生させる〝混沌〟
︒それを知覚し︑操る〝魔

もない地位を確立していた︒

この街はこの世界︑この大陸の争乱の焦点にありつつも︑直接干渉することもされること

〝自由都市〟エーラム︒

ジノ・ロートレックの場合

り︑あなたたちのキャンペーン・ゲームには干渉しない︒

りルールブック記載の設定を変更する意図はなく︑開始 状況として利用したのみであ

注 このセッションは﹃ルール２﹄掲載のブレトランドを舞台としているが︑これによ

では︑このハンドアウトをもとに︑さっそくセッションを始めましょう眄

ちに印象が変わっていくと︒

ＧＭ なるほど︒確かにそれはエルフの一側面として︑アリですね眄 ＰＣたちと関わるう

いるところから始まるキャラをやってみようと思います︒

プレイヤーＤ エルフらしさの表現︑ということで今回は︑人間を見下した︑反感を持って

ということで今回はエルフのキャラをお願いします︒

の世界エルフ界から投影された〝エルフ〟の３種があります︒巨人ときたらやはりエルフ︑

流れ着くヴェリア界から投影されてきた意志持つ道具〝オルガノン〟
︑そして果てしなき森

ＰＣとしての投影体には︑この世界から投影された〝地球人〟
︑さまざまな道具や機械が

モンスターのほとんどはこうした投影体です︒
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その日までは︒

貴族の三男である彼もまた︑そのようなある種の凡庸な人物であった︒

ジノ・ロートレック︒

しかし︑中にはそのような役目をよそに己の研究に没頭する魔法師もいた︒

へ︑補佐役として派遣され契約を結ぶ︒

･

ジノ ジノ・ロートレック︑ 歳ぐらいの草食系男子です︒名門貴族の三男坊で家の継承か

霧覆う魔境の島

28

らは遠かったものの︑混沌を知覚するメイジとしての才能があったのでアカデミーに里子に
出されました︒
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アカデミーでは自分の好きな練成魔法の勉強をずっと続けておりまして︑荒事は大の苦手︒

で︑軍政や外交に駆り出されるような国仕えは希望していなかったね︒だが︑すべての魔法

ＧＭ ﹁いや︑謙遜の必要はない︒君でなければできない仕事なんだ︒君はもっぱら研究畑

ジノ ﹁ははははは︒まあ︑ここに勤めてる魔法師はたくさんいますし﹂

﹁論文の方は覚えていたし注目もしていたが︑顔は覚えていなかったよ︑失礼﹂

学長はあなたの顔と名簿を見て︑ようやく顔と名前が一致したようです︒

ＧＭ エーラムの中枢︑学長センブロス・ストラトスの部屋にジノは通されます︒

デミーの式服を引っ張り出したりして︒

驚いて︑ソワソワしてますね︒研究用の白衣を脱いで︑
﹁あれ︑どこにやったかな﹂とアカ

ジノ ﹁何だって︑学長が眄﹂
︒今まで学長に呼ばれるようなことなどなかったので︑それは

ーンは始まります︒

ＧＭ では︑アカデミーで研究をしていたジノが︑学長の部屋に呼び出されるところからシ

きますが︑基本は支援系︒武器や防具の性能︑回復アイテムの効果を高めたりします︒

ジノ メイジのスタイルはアルケミスト︒いちおう火炎瓶を投げたり︑毒霧を散布したりで

ＧＭ セッション前から苦労する未来が見える︵笑︶
︒

今回︑辺境の地に飛ばされることになってえらい迷惑をしているというキャラです︵笑︶
︒

戦争に行くのも人が死ぬのも怖いというわけで︑ロードの元に行くつもりはなかったのに︑
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師がそういう仕事を任されるわけではない﹂

ＧＭ ﹁辺境だ︑まったくの危険がないとは言えぬ︒しかし最重要人物である魔法師︑君を

かはないんですよね眤﹂

ジノ ﹁た︑確かに︒アカデミーを離れるのは忸怩たるものはありますが︒そこには危険と

か任せられない﹂

に向かう君主に魔法師として仕えて欲しいのだ︒これは︑この資源の価値を理解する君にし

ＧＭ ﹁いずれそうなる︒が︑まずはその島の開拓の手助けをして欲しい︒つまり︑その島

ジノ ﹁すばらしい眄 僕にその島の調査をさせてもらえるんですか眤﹂

う報告もあった﹂

ＧＭ 学長はうなずきます︒
﹁他にもアトラタンでは見たことのない種類の植物があるとい

宝の山じゃないですか﹂

ジノ ﹁こ︑これは眄 すごいな︑こんな純度のものがその島には転がっているんですか︒

せます︒
﹁良質な鉱石だ︒これが露天掘りできる状況にあったらしい﹂

盻眇ではなかった︒そして︑これらが見つかったのだ﹂と︑幾つかの鉱石と植物の標本を見

は強いものの︑危惧されていたような〝魔境〟盻眇この世に定着してしまった混沌災害領域

ＧＭ ﹁ブレトランドの北の海に島が見つかった︒調査隊が上陸したところ︑やや混沌の力

ジノ ﹁まあ︑そうですね﹂

16
霧覆う魔境の島
17

君が仕えることになる君主の名はアリキア︑爵位は騎士︒手紙をよこしたダーンダルクの

守る者はいる︒

異形の枷は︑何よりも雄弁に︑彼女が咎人であると物語っていた︒

そして︑首の枷︒

かがえた︒

鎧は磨かれているが歴戦の傷は隠せない︒目は暗く澱むようだが︑その奥に固い意志がう

もう一人は少年とは正反対の姿の女︒

から現われた貴公子のよう︒

一人は︑鎖帷子に籠手をつけた少年︒幼さの残るばら色の頰に蜂蜜色の髪︑それは絵物語

その城の広間には︑わずかな人間しかいなかった︒

ガーネットの場合

限りの支援を約束する﹂

ＧＭ ﹁アカデミーも君とは連絡を密にしておきたい︒マゴーゾ君を同行させよう︒できる

ジノ 政治には興味がないので︑そのあたりは右から左に抜けていきます︒

城主によれば︑とある貴族の庶子だが︑それ以上のことは聞いてくれるな︒だそうだ﹂
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ガーネット 名前はガーネット︒ 代後半の女性︒かつて戦争で虐殺事件に関わり戦争犯罪
20

ミーはこのアリキアを推そうと考えましたが︑いかんせん若い︒そこにいくとガーネット様

の海に島が見つかりまして︑開拓のために君主が一人赴くこととなりました︒そこでアカデ

れませぬが︑充分な働きをしてみせれば︑人も認めるはず︒ちょうどダーンダルクの北︑牙

ＧＭ ﹁アリキアという名の︑年若き騎士がおります︒よんどころなき事情で親の名は名乗

ガーネット ﹁⁝⁝﹂

にまだ為すべきことがあるという証でありましょう﹂

情もありましょうが︑あなた様は聖印を担う資格を失ってはおられない︒それは︑あなた様

ＧＭ ﹁聖印の担い手を無為のままにするは損失︒その首の伽と︑受けた汚名に関しては事

す︒それより︑幽閉の身の私に何の御用が﹂と聞こう︒

ガーネット ﹁申しわけありませぬ︒だが︑これもエーラムの命︒いかんともしがたいので

﹁ほ︑この塔をここまで登ってくるのは︑結構疲れますな﹂

ローガン・セコイアです︒

豪奢なローブに異相の魔法師︒アントリア子爵の懐 刀︑毒ヘビのように謀 をめぐらす男︑

ありました︒

ー以外に居場所を知るものがいないゆえ︑訪なう者の少ないこの塔に︑今日は珍しく来客が

あなたは現在︑ブレトランドはアントリア子爵領郊外の塔に軟禁されています︒アカデミ

ＧＭ 過去の事件についてはおいおい明らかにしていきましょう︒

なったら︽閃光刃の印︾で大ダメージも出せる︒

ロードとしてのスタイルはパラディン︒
︽庇護の印︾で仲間を守るのが仕事だが︑いざと

ガーネット 過去の事件も含めてそのあたりの真相は秘密としておこう︒

ジノ その首枷︑えらい人が合い言葉を唱えると締まって首がちぎれたりする眤

ガーネット 今は土地も爵位もないがな︒

は土地を治めることを任じられています︒

脅かす混沌を︑その身に宿した聖印によって浄化できる唯一無二の存在です︒それ故に彼ら

ＧＭ ﹃グランクレストＲＰＧ﹄の君主は単なる領地の支配者ではありません︒この世界を

言うなれば私はアカデミーの管理物だ︒

ている︒

人として裁かれた︒現在は爵位を剝奪されて︑アカデミーの紋章が刻まれた首枷をつけられ

20

ＧＭ ﹁お引き受けいただき︑ありがたく存じます︒ただ︑ここでもう一つ確認を︒ガーネ

ろう眤﹂

ガーネット 手で遮る︒
﹁皆まで言うな︒つまりは︑私に汚れ仕事をやらせようというのだ

には力も経験もある﹂

霧覆う魔境の島

ット様には騎士アリキアに〝従属〟していただきます︒よろしいか眤﹂
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ガーネット いざとなれば聖印の力を奪えるということか︒

騎士アリキア︑その年齢は 歳︒

ットは従属する相手に顔を合わせます︒

内戦のただ中にあり︑この城も戦いの傷痕が深く︑城壁はいまだ崩れたまま︒ここでガーネ

ＧＭ ガーネットは︑牙の海に面した城︑ダーンダルクに運ばれます︒ブレトランドは現在

ガーネット ﹁了解した﹂

ると聞いています﹂

答えを聞いて安心しました︒すぐにダーンダルクへ向かいましょう︒すでに調査隊が出てい

ＧＭ ローガンはその返事を聞くと︑力が抜けたかのようにソファへ身を委ねます︒
﹁その

ガーネット ﹁⁝⁝だろうな︒もとより覚悟の上だ﹂

ＧＭ そうでもしなくては︑虎を野に放つに等しいですからね︒

22

ガーネット 因縁は〝ビジネス〟
︑感情は後でまた考えよう︒

ドゥッカ 虚勢だな︵笑︶
︒仕方ねえか︑子どもだしな︒

印を授けました︒

ＧＭ 彼はそのように必死で強いせりふを言って︑あなたの捧げる聖印を受け取り︑従属聖

汚名をそそぐことができると知れ﹂

﹁おまえはかつては血に汚れた剣だった︒だが︑私の手の元で正しき剣としてその名を改め︑

は﹂と言い直します︒

⁝⁝︒多分︑こうかな︶彼は︑
﹁あなたを﹂と言いかけますが︑ぐっと睨み付けて﹁おまえ

ＧＭ ︵さすがに上手く先手を取られたな︒アリキアとしては何か返さないといけないけど

なものでございます︒ご自由にお使いください﹂

ガーネット 先に話しかける︒
﹁まあ︑ご不満ではありましょうが︑私はあなたの剣のよう

れと嫌悪︒その両方が入り混じった表情です︒

彼はガーネットとその縛めの首枷を見ると︑顔をぐっとしかめました︒ガーネットへの恐

つ騎士という称号を負うには心優しげに見えます︒

ＧＭ まるで絵物語から抜け出てきたような美しい顔立ちの少年です︒ただ︑いくさ場に立

ジノ︵外野︶ 若い⁝⁝︒いや︑もはや幼い眄

11

しかし︑その名高い城壁は内通者の手引きにより崩され︑城主の首は落ちた︒戦いの背後

ブレトランド小大陸にて知らぬ者なき︑
〝二重の壁の〟ダーンダルク︒

内乱の傷はまだ癒えない︒

ドゥッカの場合

霧覆う魔境の島
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にはアトラタン大陸本土での政争が影を落としているというが︑この地の民にとってはそれ

ライフパスは生まれが〝戦場漁り〟
︒ 代半ばで邪紋の力を手に入れて以降傭兵を続けて

と︒普段の振る舞いからそう呼ばれるようになった︒

﹃断見﹄って人生は一度きり︑来世なんてものはないから︑後のことは考えず生きるってこ

身に混沌を吞んだ邪紋使いである︒

この男︑名は﹃断見の﹄ドゥッカ︒

浮かんでいる︒

傷だらけの体のあちこちから赤い結晶が飛び出し︑肩から胸にはうねるような黒い紋章が

異形の偉丈夫である︒

その憎しみの視線は︑港へ向かう一人の男の元へ集まっていた︒

戦災に喘ぐ人の瞳は暗く︑そして戦乱を呼んだ者への憎しみは熱い︒

もまた遠い話︒

24

まずこなしてきたせいで〝汚名〟を受け︑今は〝賞金首〟だ︒

きた︒傭兵以外の生き方はしらねえ︒生き残るために汚れ仕事も﹁そういうもの﹂と気に病

10

ＧＭ 混沌を浄化するロード︑操作するメイジに対して︑アーティストは︑己の願望を実現

霧覆う魔境の島
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するために〝混沌核〟を身に取り入れ︑超常の力を得た者達です︒その身に刻まれた邪紋は

ドゥッカ 絶対にやりたくないな︵笑︶
︒年齢は 代前半︒年の離れたアリヤという妹がい

ＧＭ 命をかけて人に尽くすとかは眤

犠牲〟だ︒

性格は単純で残酷で幼稚︒目的は生存︒後がないからこそ生き汚い︒だから禁忌は〝自己

生きるって意味だ︒普段の振る舞いからそう呼ばれるようになった︒

ドゥッカ 人生は一度きり︑来世なんてものはない︑後のことは気にしないで好きなように

ＧＭ ﹃断見﹄っていうのは眤

無頼なキャラにしたぜ︒

ドゥッカ トレーラーがワイルドな雰囲気だったから︑やり過ぎて行くところが無くなった

異形の証︒人には怖れられながらも︑その力は無視し得ません︒

26

き残りがいる︵笑︶
︒

ガーネット︵外野︶﹁あいつだ︑あいつが街を焼いたやつだ﹂と︒命がけでかかってくる生

んたの働きにゃ文句はねェが︑次の契約はナシだ︒街の連中からこっちも恨まれる﹂と︒

ＧＭ ところが︑その仕事が終わった後に部隊をまとめていた隊長が言うワケですよ︒
﹁あ

ドゥッカ うん︒エンジョイ＆エキサイティングした︒

ブック２のワールドガイドにありますね︒ドゥッカはこの時攻め手側で大活躍をしました︒

爵の懐刀︑魔法師ローガン・セコイアが内通を手配し︑城壁を崩したのです︒これはルール

ます︒ダーンダルクの城は二重の城壁を誇る堅固な城でしたが︑簒奪者ダン・ディオード男

ＧＭ うわ︑勝手なこと言ってら︵笑︶
︒ドゥッカのシーンはダーンダルク城下から始まり

からな︒けどまあ︑いつかは田舎に引っ込んで畑仕事とかしてのんびり暮らしたい︒

てると思う︒まあ︑本人はそういうことを悪いことだとは全然思ってない︒こういう稼業だ

ぱい金をもらった﹂ぐらい︒妹も馬鹿じゃないから﹃ああ︑やってるな︑これは﹄とわかっ

ドゥッカ 多分︑そこまで難しい表現ができねえんじゃねえかな︒
﹁今日も仕事をしていっ

ジノ それはかわいいですね︒やっぱり手紙では残虐なとこはぼかして書く眤

と時間をかけて読むのが楽しみだ︒

こっちは学がなく文字が苦手だから︑送るときは単純な手紙で︑返ってきた妹の手紙を長々

て︑こっちは堅気でいいところに奉公に行っている︒その妹とは文通で連絡をとっているが︑

20

ジノ︵外野︶﹁腕利きの邪紋使いだろうが︑五人がかりなら﹂と賞金稼ぎが︵笑︶
︒

ドゥッカ ﹁まあ︑いいさ︒別に名誉で腹が膨れるわけじゃねえ︒もらえるものはもらった

ＧＭ というわけで︑攻城戦での働きもよそに︑ドゥッカは放り出されます︒

うなんて⁝⁝理解できねえ﹂

ドゥッカ ﹁何でこんなに恨まれてんだ眤 つぅか︑自分の命を捨ててまで俺のタマをとろ

霧覆う魔境の島

しな﹂
︒ただ︑このまま野ざらしで暮らしていたら︑いくら俺でも命が危ない気がする︒

27

ＧＭ そんなドゥッカに﹁そこの人眄﹂と声をかけてきた男がいます︒
﹁あんた今︑行くと

こう﹂と酒を奢ろう︒

ドゥッカ ﹁そうか︑ならいいんだ﹂と一転してからりと笑う︒
﹁契約成立だ︒固めの盃とい

雇えるって思ったけど︑出した条件にゃ噓はねえよ﹂

大丈夫だ︒あんたをたばかるようなまねはしない︒確かに行き場がないあんたなら安くても

ＧＭ ﹁ひ︑ひぃいいい﹂とクリフは初めて間近に見た邪紋使いの能力に怯えつつも︑
﹁だ︑

﹁生きながら蒸し焼きになる気分を味わうことになるぜ﹂

が黒く焦げる︒

ドゥッカ ﹁もし︑俺様をハメるようなことをしたら⁝⁝﹂と壁についた手が燃え上がり壁

ＧＭ／クリフ ﹁たばかるも何も︑洗いざらい本当のこと言ってるだけで⁝⁝﹂

ドゥッカ ﹁もちろん︑この俺様をたばかるようなまねはしねえだろうな﹂

ＧＭ／クリフ ﹁な︑何だってんだ眤﹂

リフを壁ドンする︒

ドゥッカ ﹁襲われることが増えた︒ほとぼりを冷ますにゃちょうどいい︒ただ⁝⁝﹂とク

ＧＭ／クリフ ﹁へ眤﹂

ドゥッカ ﹁ほう︑そいつァいいな︒俺も最近この首に︑賞金がかかってな﹂

そうです︒

報酬は︑ドゥッカにしてみればはした金ですが︑それとは別に自分の土地と家をもらえる

ないだろうけど︑荒事の腕には自信があるんだろう眤 俺はクリフ︑開拓団の民兵隊長だ﹂

りしてるから︑一つ運試しだ︒けど︑護衛に行くってヤツが居なくてさ︒あんた︑畑は耕せ

んでも︑島で拓いた土地は自分のものにできるってんだよ眄 こっちの内戦にゃもううんざ

ＧＭ ﹁実は牙の海の沖に島が見つかって︑そこに行こうって開拓団が集められてんだ︒な

褒められてまんざらでもないので話を聞こう︒

ドゥッカ ﹁まあな︒このドゥッカ様といえば︑邪紋使いの中でもたいしたもんだな﹂えー︑

ＧＭ そんな感じの朴訥な笑顔です︒

ガーネット︵外野︶ こいつ︑今までのＧＭの演出を聞いてなかったのか︵笑︶
︒

こないって話を聞いたんだけど︑腕利きの傭兵なんだって眤﹂

28

鉄格子越しにのぞき見る民の目には恐れの色︒その恐れは︑エルフとともに現われたあの

そのエルフは獣のように檻に押し込められていた︒

ナハト・ラハトの場合

ＧＭ ＯＫ︑では次はナハトのシーンです︒

霧覆う魔境の島
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目を閉じる︒

巨人に向けられるものと同じ︒
精霊の声はかろうじてまだ耳に届く︒この世界にも︑まだあの歌は聞こえる︒

件のオーガキンの体がぼろぼろと崩れてゆきます︒

ＧＭ エルフからすると〝原始人対原始人〟ですからね︵笑︶
︒ところがナハトの目の前で

ドゥッカ ヒデエ言われようだな︵笑︶

ナハト ﹁何だここは︒ この輩たちの姿︑まともな文明とは思えん眄﹂

が︑獣人オーガキンと無様に戦うさまです︒

様に収束していました︒ナハトがこの世界で最初に見たのは︑粗野な武器をもった民兵たち

ＧＭ さて︑この世界にナハトが収束したときにあなたの仇︑フォモール界の眷属たちも同

ジノ︵外野︶ うわ眄 エルフっぽい眄

でくさくて文化というものを知らない︒

められました︒それもあって人間を見下しています︒ヤツらはすぐ死ぬ︒弱い︒無知で野蛮

ございます︒アトラタン大陸に投影されてきたところ︑無知な人間どもにつかまって閉じ込

ナハト ナハト・ラハト︒ひたすら霧と森が広がる地で︑ずっと巨人と戦ってきたエルフで

﹁始祖よ︑私をどこへ連れてゆこうというのだ盻眇﹂

30
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ナハト それは眤

全員 ⁝⁝︒

と食い下がる︒その表情には明らかに怯えがあります︒

﹁オーウェンズ眄 仲間が死んだんだぞ︒こいつのせいかもしれねえじゃねえか﹂

ところがナハトを連れてきた民兵達は︑

になった︒あと少しで第二陣が騎士と魔法師を乗せてくるはずだ︒その時に見て頂こう﹂

子越しにナハトの頭をつかみ上げて顔をのぞき込みます︒
﹁これも混沌だろう︒厄介なこと

の男がやってきます︒年老いていますが︑昔は頑健な戦士だっただろう風情︒彼は檻の鉄格

ＧＭ その通りです︒まぁ︑ナハトにはまだ知る術はありません︒やがて頭領らしき白髪頭

ガーネット 島に行った先発隊だな︒

ぶ島の浜辺で︑彼らもこの場所に来たばかりとわかります︒

ＧＭ ナハトは枷をはめられた上で︑獣のように檻に閉じ込められます︒そこはテントの並

ジノ ナハトが混沌の一部というのは事実ですからね︑投影体ですし︒

こともきっと混沌の一部だと思ってボコボコにしたのでしょう︒

ＧＭ 彼らは現在︑混沌から出てきたものに︑とても神経質になっていますから︑ナハトの

と著しいわけではないってことも言っておかないと︵笑︶
︒

ジノ それを言うなら︑すべてのエルフがこういうふうにアトラタン大陸の人をさげすむこ

いを受けるものではないということは強調したいです︵笑︶
︒

ええと︑私いまノリノリで演出しましたが︑決してアトラタンのエルフがみなこういう扱

尊重され︑崇拝の対象になる国もある︒だがここは偏見に満ちあふれていた⁝⁝﹂

ナハト ︵ナレーション︶
﹁ナハト・ラハトは運が悪かった︒投影体のエルフが知恵者として

れ︑画面が暗転します︵笑︶
︒

ナハト では﹁けだものめ﹂と︑手にした杖を振りおろそうとしたところで︑後頭部を殴ら

ＧＭ／民兵 ﹁やれ︑やられる前にやってしまえ﹂

ジノ／民兵 ﹁こいつも混沌だ眄﹂

ナハト ﹁よ︑寄るな眄﹂

です︒

盻眇ナハトの言葉など解さないに違いない︑野蛮人盻眇が丘の上に立つナハトを見つけるの

ＧＭ と︑いぶかしむ間はありません︒そのおかげで民兵たちはどうにか勝ちますが︑彼ら

32

ここでナハトは彼らの言葉がわかることに気がつきます︒

魔法をかけられるかもしれない﹂と︒

﹁だが︑油断はするな︒食い物は死なない程度に与えておけ︒それと︑やつの言葉は聞くな︒

ＧＭ ﹁こいつを殺しても仲間は生き返りはせん﹂とオーウェンズと呼ばれた男は諭します︒
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ジノ 投影体は︑
﹃その存在がもしもアトラタン大陸に存在したら﹄という可能性が混沌の

愚かな見張りは﹁うるさいぞ﹂と︑ナハトを檻の外から槍の石突きで殴りつけるのだった︒

ナハト 騒ぎ始めるぞ︒
﹁私をここから出せ眄 かがり火をたけ眄 ヤツらが来るぞ﹂だが︑

ＧＭ そう眄 その霧はあの戦いの場︑霧立ちこめる深い森の中で嗅いだ匂いがします︒

ナハト ﹁よどんだ沼と︑立ち枯れた木のにおい﹂

たは馴染みがある︒

すが︑その夕闇にまぎれるように︑あちこちから霧が染み出してきています︒この霧にあな

だが同時にナハトはあることに気がつきます︒海辺の集落は今まさに日が落ちるところで

ＧＭ すると見張りが﹁うるさいぞ︑おとなしくしろ眄﹂と檻を蹴る︒

ナハト ﹁待て眄 貴様眄﹂

ＧＭ ﹁貴族のふりか眤 まったく眄﹂と︑オーウェンズは背を向けます︒

ハト・ラハトと呼ぶがよい﹂

ナハト ﹁我は黎明を歩みしミトラの末裔︑影長きサラザールの子︑時果つる森の戦士︑ナ

﹁おまえは何者だ眤 混沌の化け物なのか眤﹂と︒

ＧＭ 彼らは戸惑うように顔を見合わせますが︑意を決してオーウェンズが話しかけます︒

ナハト では︑うめき声混じりに答えよう︒
﹁何と単純で粗野な言語だ﹂と︒

働きで実体化したものなので︑この世界にある程度適応するんです︒

34
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ＧＭ まさにそんな状況になっております︵笑︶
︒

船上
舳先に立って水平線を眺める表情は︑ 歳の少年にふさわしい笑顔だった︒

視線を巡らせればすぐにその姿は見つかった︒舷側から上半身を出してひっきりなしにえ

盻眇魔法師もこの船にいると聞いたが︒

甲板には開拓民たちが︑アリキアと同じように希望を抱き︑新天地の影を探している︒

ガーネットは目を伏せる︒傾いた陽光が眩しかったのか︑それとも︒

11

ＧＭ と︑一人島にいるナハトが危機を感じているところで︑カメラを移しまして︑その島

﹁あれか⁝⁝﹂

づいている男がいた︒

36

ジノ あ︑そうですね︒かぶってる︒

そういえば︑ジノも出身は貴族だったな眤

ガーネット さて︑どうしようか︒同じ任地に向かう魔法師なら︑挨拶はするだろうが⁝⁝︒

に向かう船上で残り三人が顔を合わせるシーンをやりましょう︒
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ガーネット なら︑親戚で顔見知りというのはどうだ眤 ﹁貴殿が魔法師殿か⁝⁝おや︑叔
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父上ではないか﹂と︑久しぶりに会った親戚だが︑お互いの立場が変わっていたという風に︒

ＧＭ 船縁からキラキラと︵笑︶
︒

ジノ ﹁い︑いっぱい人が死ぬんですか︒お︑おえー﹂衝撃で嘔吐します︵笑︶
︒

ドゥッカ ﹁ああ︑そうだよ︒いっぱい人が死んだよ﹂
︵にやり︶

ジノ ﹁戦いって︑あの︑人が死ぬ眤﹂

ドゥッカ ﹁そういえば︑そんなこともあったかもしれねえな﹂

ガーネット ﹁アランジの戦いで一軍を一人で焼き尽くしたという﹂

ドゥッカ ﹁ああ︑俺様がドゥッカだ﹂

ッカ殿か﹂と︒

ガーネット ともに戦うことになりそうだな︒声をかける︒
﹁貴殿︑もしや﹃断見﹄のドゥ

ジノ ﹁しかも邪紋使いもいるしっ眄﹂

かに異形化した姿も隠そうとはしていない︒

ドゥッカ こっちも船の上に出て︑妹からの手紙読んでる︒肩や腕の邪紋はむきだし︑明ら

官みたいなロードが来てるんだ眤 しかも︑あそこにいるのは⁝⁝﹂

ジノ ﹁え︑えええ﹂と僕は考える︒
﹁何か話が違うんじゃないか眤 何でこんな最前線指揮

が︑よろしく﹂と鎧をがちゃつかせながら礼をする︒既に完全武装だ︒

ガーネット ﹁そうです︒叔父上にはいろいろとご迷惑をおかけすることになると思います

ジノ ﹁え眤 ひょっとして君は騎士アリキアについてきたの眤﹂

魔法師ですか﹂

ガーネット ﹁叔父上が気になさることではありませんよ︒しかし︑叔父上がアリキア殿の

いか眄 何をしたんだい眤﹂

ジノ もとい︑
﹁その首枷︑アカデミーでも特級の罪人のみに科せられる業罰の首枷じゃな

ガーネット 違うわ眄︵全員大笑︶

た気がするんだけど︑しかもその首枷何眤 彼氏の趣味なの眤﹂

ジノ ﹁あ︑ごめんなさい︵怯︶
︒何かだいぶ雰囲気が怖くなってるね︒昔はもっと可愛かっ

ガーネット ﹁その呼び方はやめて頂こう︑叔父上﹂と低い声で︵笑︶
︒

全員 いや待て︒

して﹁えっ︑君ひょっとして︑ガーネットちゃん眤﹂

ジノ あ︑よしそれでいこう︒
﹁え︑そんな︑叔父上と呼ばれるような相手は﹂と顔を見直
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ジノ ﹁も︑もう帰りたいんですけど﹂

ガーネット ﹁叔父上は昔から体が弱かったな﹂

ジノ ﹁どうも︑酔ったみたいです﹂

ドゥッカ ﹁魔法師は体が弱いなあ﹂
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ＧＭ そんなジノのところにアリキアがやって来ます︒
﹁魔法師殿︑島が見えます眄 あれ

39

が私たちの国ですよ﹂

ＧＭ ﹁わたくし︑早速エーラムに戻って︑このことを報告します﹂

ジノ ﹁ああ︑なるほどなるほど﹂

りません︒アカデミーで聞いていたのは騎士アリキアです﹂

ＧＭ ﹁いや︑わたくしもおかしいと思います︒あの重罪人が今回︑同行するとは聞いてお

ださいね︒何でそんな︑すねに傷持つ系の人たちが来てるんですか﹂

あと︑どう見ても犯罪者のツラしてる邪紋使いと︒あ︑これ僕が言ったなんて言わないでく

ジノ ﹁ぼ︑僕もそう思ってました︒何なんですかね︑おかしくないですか眤 犯罪者と︑

ＧＭ すると︑ジノについてきたマゴーゾが耳打ちします︒
﹁話が違いますな﹂

わけがない﹂

ジノ ﹁ひょっとして︑何か話が違う眤 いやいや︑そんなことはない︒学長が僕をだます

いる者たちがどんな風に集められたのか︑あたりはついてきたな︒

ガーネット ﹁大丈夫ですよ︒叔父上︒心配することはありません﹂とは言いつつ︑ここに

ＧＭ 頭越しのやりとりにアリキアは憮然としています︒

ドゥッカ ﹁おお︑怖い怖い﹂

ガーネット ﹁私の主だ︒無礼は許さん﹂

ドゥッカ ﹁へ︑こんな坊主があんたたちの君主なのかい﹂

クワクが止まらないのです︒

ＧＭ もちろんアリキアはその化け物を自分が倒し︑英雄と讃えられることを夢見て胸のワ

ジノ ﹁ば︑化け物眄 おおおえー﹂

れないんですよ﹂

ＧＭ ﹁そう眄 もしかしたら︑英雄伝説に聞くような投影体の化け物が出たりするかもし

ジノ ﹁ああ︑そうですね︒野犬とか熊とかいるかもしれませんからね﹂

地を拓くのですよ眤 開拓民を守るのに備えは必要でございましょう﹂

ＧＭ それにはアリキアの方が答えます︒
﹁何を言っているんですか︑魔法師殿︒我々は領

ジノ ﹁ええっ眞 どうして︑そんなあなたみたいなおっかない人が﹂

ドゥッカ ﹁奇遇だな︒俺もあそこで︑ちょいとばかり暮らすんだ﹂

んなフロンティアなんですよね眄 ね眄﹂

ジノ ﹁あ︑ああ眄 本当だ眄 あそこは戦いなんかないんだ︒平和な︑資源に満ちた︑そ
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ジノ ﹁ちょっと待って眄 マゴーゾさん︑僕を一人にしないでください﹂

でアカデミーに仕えています︒
﹁なるべく早く戻って参ります︒それまではどうかご無事で﹂

ＧＭ マゴーゾはジノの返事を待たず︑背中から大きな翼を生やします︒彼もまた邪紋使い

ジノ ﹁じゃあ︑私も一緒に⁝⁝﹂
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ＧＭ／マゴーゾ ﹁一人じゃありません︑ジノさん︒あなたには仕えるロードがいるじゃな

41

いですか︑かー︑かー﹂

リフが言います︒
﹁おかしいな︒もっと人がいたはずだぞ﹂

ＧＭ ただの歓迎という風ではないですね︒船の到着を涙を流して喜んでます︒しかし︑ク

ジノ ﹁おっ︑歓迎かな﹂

て︑あなたたちへと手を振ってます︒
﹁おーい﹂と︒

ＧＭ 民兵たちが慌てて鎧や槍を引っ張り出してきます︒一方︑浜辺には続々と人が出てき

ガーネット 兵に﹁警戒態勢眄﹂と指示︒

先に着いていた船が傾いています︒

﹁おかしいぞ︑船が沈んでいる﹂

ＧＭ さ︑ジノの嘆きをよそに船は進み︑島が見えてきます︒と︑アリキアが叫びます︒

上陸

録をさせてください﹂と頼み込むことになりますから全滅しないで下さい︵笑︶
︒

つとして消えてゆきます︒その上でＧＭが泣きながら編集さんに﹁すみません︑もう一回収

ＧＭ その時にはこの物語はアトラタンで混沌と戦った英雄の︑無数の語られざる歴史の一

ジノ ﹁ぼ︑僕たちが全滅したら︑どうするんですかー眄﹂

ＧＭ というわけで︑マゴーゾは退場し︑次のシナリオまで戻ってきません︒

ガーネット ＮＰＣが速やかに物語装置に一体化して消えていった︵笑︶
︒

て︑マゴーゾさん︒ああー眄 おえー︑おえー︵嘔吐︶
﹂

ちゃった姪っ子とかと一緒に︑僕に何しろって言うんですか︒そんな︑ああ︑待って︑待っ

ジノ ﹁ちょっ︑そ︑そんな︒あんな︑どこの馬の骨とも知れないヤクザな人や︑怖くなっ
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ＧＭ 浜辺に上陸した皆さんを開拓団の頭領オーウェンズが迎えます︒彼は真っ先に﹁ロー

ドゥッカ ﹁船員の腕が下手だったんじゃねえか眤﹂

ジノ ﹁それよりも船が︑しず︑沈んでいることは︒ど︑どういうことなんですかね﹂

ドゥッカ ﹁先に奥へ調べに行ってんじゃねえのか眤﹂
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ドはどちらに眤﹂と尋ねます︒
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ガーネット ﹁こちらに﹂と言って︑アリキアのほうに案内しよう︒

す﹂と言って︑砂に残った ㎝から ㎝はありそうな足跡と血の跡をみせます︒

ランドにいるときと︑さほど変わらない程度であると聞いてきたのですが︒このありさまで

もあるかもしれぬとは聞いておりました︒しかし魔境ではない︒混沌の災害は︑このブレト

ＧＭ ﹁我々はこの島での開拓にあたって︑厳しい土地ではあるかも知れぬ︑獣が出ること

ジノ ﹁ひ︑ひぃっ﹂
︒僕は一歩下がって後ろに隠れようとします︒

押し殺した声で言う︒

ＧＭ ﹁それはこちらが聞きたいことでございます﹂とオーウェンズはジノに向かい怒りを

ジノ ﹁化け物が﹂
︒声が裏返る︒
﹁話が違うじゃないですか﹂

ＧＭ／オーウェンズ ﹁この島には︑化け物が出ます﹂

ガーネット ﹁よい︑非常のことであろう︒私が公子に代わって用件を聞く﹂

に話してしまってよいのかと︒

ＧＭ その上でどちらに話をすべきか一瞬ためらいます︒アリキアを差し置いてガーネット

ジノ ほう︑頭の回転が速い︒

た先のアリキアを見て︑すぐに事態を理解したようです︒

ＧＭ オーウェンズは最初ガーネットをロードと思ったようでしたが︑その首枷と案内され
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80

ＧＭ するとオーウェンズは﹁そう︒混沌といえば⁝⁝﹂と皆さんを集落の真ん中においた

話と違うな︒野犬や熊じゃなくて︑混沌じゃねえか﹂

ドゥッカ ﹁用心棒を頼まれて来たので︑やることは変わってねえんだが︑大分聞いていた

ジノ ﹁そ︑そんなあー﹂

我らはずっと怯えながら暮らし︑皆様の到着を待っていた次第です﹂

ＧＭ ﹁その夜以降はこの浜まで霧が出ることはなく︑襲われることもなかったのですが︑

ガーネット 張り合わなくていい︵笑︶
︒

ジノ あ︑僕のリアクション取られた眄

が﹁お︑おえっ﹂と︒

オーウェンズが〝人を喰った〟という言葉を口にすると︑惨劇を思い出したのか︑何人か

の霧の中から来て⁝⁝我々を喰いました﹂

ＧＭ ﹁我らがこの島に上陸したのは２週間前の大潮の夜︒霧の深い夜でした︒ヤツらはそ

ガーネット ﹁おお⁝⁝﹂
︒眉をひそめる︒

60

と同じような特徴︑耳が長い﹂

ジノ ﹁エ︑エルフ眤 投影体のですか︒でも︑確かに︑
﹃アカデミー投影体大図鑑﹄の９巻

ドゥッカ ﹁ちょいとばかり小汚えがエルフだな︒俺は見たことがあるぞ﹂

檻の前に連れて行きます︒そこには︑人間とは思えないほどに耳の長い人型生物が⁝⁝︒
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ナハト では俯いていた顔を上げ︑しばらく全員を観察した後に﹁ははは﹂と笑おう︒
﹁け
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だものが私を観察している﹂

ガーネット ﹁この状況では話もできん︑叔父上︑出してやろう﹂

暗殺しに来てもおかしくない︒

ジノ ＧＭからエルフを狂わせるよくないものが出てるんじゃ︒そろそろエルフのせんしが

ＧＭ 俺のリプレイに出てくるエルフはみんなこんなのばっかだ︵笑︶
︒

ドゥッカ 次世代エルフのスタンダードだよ眤

よ眤 責任重大ですよ眄

ジノ 違う気がする︒そもそもこれはグランクレストの︑初めてのエルフのＰＣなんです

ガーネット エルフってこういうものだっけ︒

フが出るとは思わなんだナァ︒

ＧＭ ⁝⁝水野良先生監修のＲＰＧのリプレイで︑
﹃エルフは人を喰いません﹄なんてセリ

ください眄 彼が人喰いと決まったわけでもないでしょう眄 エルフは人を喰べません﹂

ジノ そうだった︑僕はそういうことは言わない︑そういうことは言わない⁝⁝︒
﹁待って

ＧＭ おーい︑草食系男子︵笑︶
︒

ミを投げてやれ﹂
﹁わー﹂

ジノ 何だコイツ︒ちょっと長命種族だからっていい気になりやがって︒
﹁おい︑みんなゴ

ナハト ﹁しかも言葉を解する︒はっはっはっはっはっはっ︑けだものが﹂

ＧＭ ﹁こいつも人喰いの仲間だ眄﹂と開拓民たちは殺気立っています︒
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霧が来る

ナハト ︵確認して︶
﹁ヤツらは巨人の眷属だ﹂
︒オーガは１マス全体への範囲攻撃を持つ︒

トには見覚えのある相手︒人喰い鬼のオーガとオーガキンです︒データどうぞ︒

ＧＭ １体は大きな肉切り包丁を担ぎ︑他２体はそれより頭一つ小さく毛むくじゃら︒ナハ

数は３つ︒

じみて︒

霧の中に浮かぶ影は︑人の姿ではあるが大きく禍々しく︒丸めた背に逆立つたてがみは獣

獣のような叫び声が血を凍らせる︒

第１ラウンド

ＧＭ 民兵は檻を開けます︒

ガーネット ﹁早く出せと言った眄﹂

ＧＭ／民兵 ﹁こいつをか眞﹂

ガーネット ﹁早く出せ﹂と民兵に︒

ナハト ﹁出せ︑戦ってやる︒誓おう︒獣と違ってエルフは約束を破らん﹂

ガーネット ﹁⁝⁝ならば︑協力しろ﹂

ナハト ﹁私をここから出せ眄﹂

ジノ ﹁ちょっと︑それはどういうことですか︒あなた知ってるんですか眄﹂

ナハト ﹁やつの眷属が来るぞ眄﹂

ガーネット ﹁まずい眄﹂

ジノ ﹁ひょっとして︑この霧自体が魔境の一部なのか眤﹂

ＧＭ この島全体の﹇混沌レベル﹈は４でしたが︑この霧で５に上昇します︒

ナハト ﹁よどんだ沼と︑立ち枯れた木のにおい﹂霧の巨人か眄

ナハトはこの霧に覚えがあります︒

そもがやはり混沌によるものなのか︑深い霧が立ちこめてきます︒

ＧＭ ちょうどその頃︒島を取り巻く海は大潮となり︑温度差によるものか︑それともそも
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ＧＭ 今まさに逃げている開拓民です︒彼らは攻撃を受ければ死にます︒皆さんが彼らを助

ジノ 僕たちとオーガたち以外にもなにかマップにはいるんですけど眤

らい血に狂っています︒

ＧＭ ただし︑この範囲攻撃は敵味方を識別しないのでオーガ自身をも傷つけます︒それく
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けることができたなら︑ミドルシーンで良いことがあります︒
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ガーネット ＮＰＣは眤

それは止める︒
﹁騎士殿はどうか民と共に行動し︑お守りください︒前線は

○第１ラウンド
ナハト

︑ジノ

︑オーガ

︑ドゥッカ ９︑オーガキン ７︑ガーネット ５︑開

10

︻行動値︼
拓民 １

13

が出て︑精霊が実体化して舞い踊る︒このラウンド中︑命中︑ダメージ︑防御が増加する︒

ナハト こちらは︽精霊力喚起︾を使用︒俺が歌い始めると︑人間の喉では発せられない音

だ︒この力があればッ眄﹂

ジノ ﹁こ︑この力はエーテル眄 ドゥッカさんはエーテルの邪紋使いだったんですね︒炎

る熱気に陽炎が揺らめいた︒

ドゥッカの邪紋が炭火のように輝き︑肩や肘︑拳から突きだした結晶が赤く光る︒立ち上

ドゥッカ ︽元素まといし者 炎︾でＭＰ５点を消費︒

上げない︒

ジノ ︽混沌操作︾で混沌レベルを上げ下げできるけど︑今はあまり有益にはならないな︑

ＧＭ 第１ラウンド︑セットアッププロセスの行動どうぞ眄

12

ＧＭ では戦闘に入ります眄 行動値を確認しますね︑高い順から行動です︒

ドゥッカ ﹁へぇ︑あいつは炎に弱えのか︒いいこと聞いたぜ︒俺様の時間だ﹂

ジノ ﹁しかし︑そんなもの︑すぐには用意できませんよ︑この場所で眄﹂

強い炎が⁝⁝﹂

ナハト ﹁あの眷属は火に弱い︑火が必要だ︒だが︑あんなかがり火では足りない︑もっと

我々にお任せを﹂

ガーネット

アリキアは﹁民を守るのがロードの務め﹂と︑震えながら前に出ようとします︒

なしていません︒個別に避難するのが精一杯です︒

ＧＭ オーウェンズやクリフたち民兵は先の襲撃で完全に士気が崩壊しており︑部隊の体を

50

ス移動︒オーガに︽樹精の戒め︾
︒ワークス特技の︽危機感知︾で︿霊感﹀の達成値が上が

ナハト ﹁デカブツの動きは私がとめる︒まとめて焼き払え眄﹂
︒マイナーアクションで４マ

経てナハトのメインプロセス︒

ＧＭ 世界がナハトの味方になる︑といったところですね眄 ではイニシアチブプロセスを
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っているから判定は４Ｄ＋ ︵コロコロ︶⁝⁝ だ︒
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10

20

芽生えた蔦が︑意志持つ輪縄となって人喰いどもの足に絡みつく︒一つ一つは脆い草木で

ナハト ︵コロコロ︶ 点の︿衝撃﹀だ︒

ジノ 今の混沌レベルは５眄

＋８＋﹇混沌レベル﹈
︒

ナハト ダメージは基本が２Ｄ︑霊樹の杖で＋１Ｄ︑
︽精霊力喚起︾で＋１Ｄ︑つごう４Ｄ

ガーネット やった眄

も︑その数は無数︒
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15

16

ンで移動してお終いか⁝⁝︒ならば開拓民たちへ殺到する︒

直〟を解除︒肉切り包丁で足元のツタを切り払う眄 この位置じゃ残ったメジャーアクショ

ＧＭ オーガの番がきたけど〝硬直〟くらって移動できない眄 マイナーアクションで〝硬

戦いの流れを見つつ︑適切な行動を取りたい時に有用だ︒

〝待機〟は他のキャラクターがすべて行動済みになったあとにメインプロセスを行なえる︒

がすくんでいる︒

死です︒なので︑
〝待機〟して状況を見ます︒演出的には﹁あわわわ︑あわわわ﹂とまだ足

ジノ 僕の攻撃手段は手投げ弾や毒ガスで射程が短い上︑移動力も低いので︑突っ込んだら

ＧＭ 次のイニシアチブはジノ︒

ここにもいるぞ﹂と︒

ＧＭ オーガは仇敵の技を見て︑怒りの声を上げる︒
﹁ヤツらだ︒妖精族の忌まわしき仇が

ナハト ﹁新しい世界で最初の一声︑精霊を呼び出す時が一番難しいがな﹂

か眞﹂

ジノ ﹁すごい⁝⁝︒エルフ界の魔法は︑こちらの魔法とは全く別の体系で働いているの

〝硬直〟だ︒

ナハト あの手の敵の防御は︿武器﹀
︑
︿衝撃﹀の順で固い︒だが︑ダメージが入ったなら

ドゥッカ かてぇな︒

ＧＭ オーガはその︿衝撃﹀を 点とめる︒ 点は抜けた眄

31

ナハト ﹁あの時の眄﹂

の時オーガの体がシュウシュウと沸き立ち始めます︒

ＧＭ たしかに一瞬ためらうが︑それでも涎を垂らし開拓民たちのほうへ向かう︒だが︑そ

ナハト そっちは霧の外だぞ眤

霧覆う魔境の島

ジノ ﹁やつらの体が混沌に還元されている眄 あの霧︑つまり魔境でない場では構成する

53

肉体が不安定化するのか眄﹂

ガーネット ということは︑メインプロセスを行なうたびに 点のダメージか眄

内﹀ダメージを受けます︒

い場所にいる間は﹇強度５﹈の毒を受けるため︑メインプロセスを行なうたびに５点の︿体

ると霧の巨人達は︑①体が脆くなりダメージを受けるたび︑追加で５点受けます︒②霧がな

ＧＭ そういうことです︒これこそは霧の巨人を守るフォモール界の〝霧〟
︒これの外にい

54

ドゥッカ はいよ︒じゃあ︑まずは⁝⁝︒

ＧＭ それでもヤツは人を喰いに来ました︒ダメージを 点受けて終了︒次はドゥッカ眄

10

ドゥッカ ﹁言われるまでもねえ眄﹂

あいつらをたたき出してください﹂
︒これでシーン中︑素手のダメージが２Ｄ上がります︒

す︒
︽ヴォーパルウェポン︾
︒
﹁ドゥッカさん︑頼みます︒あなたのその︑頼もしい炎の拳で︑

ジノ おっと︑ドゥッカのメインプロセスの前のイニシアチブプロセスで使うものがありま

10

ジノの魔法杖が手にした結晶を弾く︒その響きに共鳴し︑邪紋使いの体から伸びるクリス
タルが白熱する︒
全員 ２Ｄ眄

霧覆う魔境の島
55

ジノ でも︑これＭＰ 点使うんですよ︒１／５が今なくなりました︒
10

＋２Ｄ︑
︽元素破撃︾で＋１Ｄだから７Ｄ＋９︒ダイス振るのも大変だぜ眄
33

18

累計ダメージは現在 眄

ＧＭ ︿炎熱﹀防御力８なので︑ 点抜ける︒さらに追加ダメージが５点なのでオーガへの

だ︒

の︿炎熱﹀

闘︼で３Ｄ＋７で ︵ＧＭ ヒット眄︶
︒ダメージは基本が４Ｄ︑
︽ヴォーパルウェポン︾で

ドゥッカ ﹁よし︑一発景気よくぶっ放してみるか﹂と︑
︽元素破撃︾を使う︒判定は︻格

ＧＭ な︑なるほど︒やっぱりメイジの魔法は強力でコスト大きいな︒

56

25

かって命中は３Ｄ＋７で 眄

ＧＭ ダメージは︿武器﹀ 点︒

ジノ 当たってるじゃないですかぁ眄

ナハト エルフらしく軽快に回避する︒
︵コロコロ︶⁝⁝やるじゃないか だ︒

19

14

点を軽減できる︒防具と合わせて 点減らして８点抜け︒

ナハト し︑死んでしまう眄 ﹁水よ眄﹂
︽水精の壁︾を使う︒２Ｄ＋ して︵コロコロ︶

33

13

のダメージが８まで減らされるとはなあ⁝⁝︒

強い︒それこそが水の性︒

大気から凝集した水の幕が︑獣人の爪を絡めとり︑無力化する︒形持たぬゆえに何よりも

25

23

ＧＭ なんだよそれッ︵笑︶
︒オーガキンはまだ霧の中なので体は崩壊しない︑拳で殴りか

に眄 ゴヤの絵みたいに眄

ナハト オーガキン２体が私に眞 やめて眄 私に乱暴する気でしょう眤 ゴヤの絵みたい

トに行きます︒

ど︑次にオーガが乱暴なこと︑無差別範囲攻撃すると巻き添えになるんだよな︒よし︑ナハ

ＧＭ 体が燃えていく眞 次のオーガキンはドゥッカのマスに移動して攻撃を集中したいけ

ダメージだぜ︒

ドゥッカ さらに︽元素破撃︾の効果で〝炎上３〟だ︒メインプロセスのたびに３Ｄの炎熱

る血潮すら燃え上がる眄

その拳は炎を超えて熱く激しく︒連撃は鬼の体を穿つ︒そしていかなる技か︑傷から流れ

56
33

全員 あれっ眤

ナハト ＨＰの ％が消えました︒

ＧＭ おお︑すごい眄

霧覆う魔境の島

25

ナハト ⁝⁝エルフで筋力低いから︑ＨＰ 点しかないんですよ︒

57

29

ＧＭ ではもう１匹のオーガキンが追い討って命中判定 ︒
16

だけど残りＭＰは ︵汗︶
︒

ジノ その前のイニシアチブプロセスでやはり︽ヴォーパルウェポン︾眄 攻撃力＋２Ｄ︑

終了です︒ガーネットどうぞ︒

ＧＭ ︵ち︑当たらなければ霧の巨人の特殊能力は発生しないんだよな︶ＯＫ︑オーガキン

利にするというものである︒

天運の使い道の一つがこれを消費して判定のダイスを１つ増やし︑今から行なう判定を有

史に残すのだ︒

を〝天運〟として表わし︑ポイントで管理している︒ＰＣたちはこの天運を使って勲しを歴

英雄は天より授かる運命の元︑偉業を成す︒
﹃グランクレストＲＰＧ﹄においては︑これ

ナハト こ︑これは眄 天運１点使って︿回避﹀します︒
︵コロコロ︶成功眄

58

すべての魔法師が習得できる基礎魔法の一つであり︑１シナリオに１回︑直前の判定を振

︽リウィンド︾
︒

だから個性を出すため︑あえて︽リウィンド︾を取得しないという︒

ジノ いや︑今までのリプレイで魔法師はみんな︽リウィンド︾持ってたじゃないですか︒

全員 ぎゃーっ眞

ジノ あ︑ないです︵しれっ︶
︒

ナハト きっと魔法師さんから︽リウィンド︾が⁝⁝︒

ガーネット だ︑誰か︑振り直しのできる特技を持ってないか眞

出目は無情に１︑１︑３︒

⁝⁝あ︒

ガーネット ﹁やむをえん眄﹂
︑
︽盾攻撃の印︾で攻撃する︒攻撃は３Ｄ＋７︑えいッ眄

ＧＭ 逃げる開拓民に追いすがるオーガ︑そこにガーネットが割り込んだ眄

ガーネット マイナーアクションでオーガのマスに侵入する︒

27

ＧＭ はずれます眄

ガーネット そんな個性いらんわー眄 えっと命中 ︒

り直すことができるという︑大変にありがたい魔法である︒

霧覆う魔境の島
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12

しかし行動値１の開拓民たちは戦場を離脱︒ＰＣたちの足止めが功を奏した︒
待機していたジノは回復アイテムの強化魔法︑
︽フォーティファイドエッセンス︾を使用︒

5

再び︽精霊力喚起︾を使用︒エルフの圧 唱が精霊たちを沸き立たせる︒

戦闘員が逃れて︑一つ肩の荷が下りた第２ラウンド︒セットアップフェイズにてナハトは

第２ラウンド

ジノ ただし︑ＭＰの最大が されるんですよ︒

ＧＭ これまた強いしおもしろい眄

回復量が＋６ 上昇します︒

ジノ 戦闘前に使っておくこともできたんですが︑機会がなかったから今のうちに︒これで

60

を回避してもらおう︒
37

される眄

達成値が＋ される︒さらに命中判定でクリティカルが起こったならば︑ダメージにも＋

ＧＭ

10

40

点抜けてオーガキンのＨＰは半減以下︒だが︑まだ動いてはいます︒

30

ガーネット ﹁巨人との戦いに慣れている眄﹂
︒敵の手番を減らせるのは大きい︒
続くジノは再び待機︒

10

判定時にロールしたダイスで６の目が２つ以上出るとその判定は〝クリティカル〟となり

ＧＭ そんなのできっこないですよ眄

よ﹂
︒
︵コロコロ︶よし︑６ゾロが出てクリティカル眄

ガーネットの隣へ︒さっき俺に攻撃を当てたオーガキンに︽樹精の戒め︾
︒
﹁縛れ眄 草よ枝

ナハト それでもマイナーアクションでの通常移動が４マスあるから充分だ︒のこった１で

ＧＭ 敵がいるマスから出るには︑それだけで︻移動力︼が３必要ですよ眤

ナハト 今いるマスを離れる︒

響を及ぼしてしまうため断念︒

一方︑ＧＭはオーガキンの︽恐怖の叫び︾を使おうとするが︑位置取り悪くオーガにも影

･

ナハト お︑これは１発で沈むか眤 ︵コロコロ︶ ＋ で 点の︿衝撃﹀
︒

10

ナハト ならば〝硬直〟
︒
︵ＧＭ げ︶

35

クションで炎上を解除する︒

〝炎上３〟で生ける松明状態のオーガは開拓民を喰えなかったので落胆しつつ︑マイナーア

霧覆う魔境の島
61

ＧＭ 地面に転がって火を消すが霧の外にいるので体の崩壊は止まりません︒その怒りを込
めて︽肉切り包丁︾で滅多切り眄 己の体も顧みぬ眄 命中判定４Ｄ＋ ︒
︵コロコロ︶う︑

62

10

低っ眄 出目は ︑それでも自分には命中してます︒ドゥッカとガーネットは回避を︒
ドゥッカ ３Ｄ＋６で勝つのは厳しいな︒
︿回避﹀は ︒回避失敗だ︒

21

ガーネット こちらも失敗︒だが任せろ︑カバーリングする︒

16

ＧＭ こちらは４Ｄ＋ で︿武器﹀ 点のダメージ＋〝出血〟だ眄 カバーリングしたなら
29

ガーネット 私の︿武器﹀防御力は ︑
︽庇護の印︾により︻精神︼分上昇して＋５︑そし

盻眇それなのに︑あの人は咎人だというのか眤

みが胸に疼く︒

戦場に輝くガーネットの決意の証︒それは幼き騎士アリキアの目には眩かった︒憧れと妬

盻眇あれがあの女の紋章⁝⁝︒

る眄

ガーネットの掲げた盾に紋章が輝く︒〝戦友を守る〟その意志が具現化し︑絶対の壁とな

ガーネット ︽庇護の印︾眄

最終的に受けるダメージは２倍だったな︑仲間をかばって死ね眄

22

ＧＭ な︑なんだと眄

な対︿武器﹀防御力は だ︒３点抜けた分がカバーリングで２倍になっても６点で済む︒

てダメージを受ける際にワークス特技︽武器防御︾でガードを宣言してさらに＋９︒最終的

12

12

21

ＧＭ ぬ︑ぬぅ︒この攻撃︑実は敵味方を識別しないのでオーガ自身にも命中︒累計 ダメ

ガーネット 全部止まった︒
﹁感謝眄﹂

ナハト いや︑そこは壁を出そう︒
︽水精の壁︾
︒
︵コロコロ︶ 点止める︒
﹁誓いは果たす﹂

ガーネット それは確かにイヤだな︒

︿体内﹀ダメージってことは︑ガーネットなら 点が無条件で行く眄

ＧＭ で︑でも１点でも通れば〝出血〟が入る︒メインプロセスごとに︻筋力基本値︼の

ドゥッカ ﹁ねえちゃん︑あんたパラディンだったとはな︒さすが︑ありがてェ眄﹂

26

75

ージ︒さらに霧の外にいるので︑崩壊分で︿体内﹀ダメージ５と追加ダメージ５︒累計ダメ
ージ にて崩れ落ちる︒
85

ＧＭ く︑これはダメだ︒残ったオーガキンは逃げ出す気配ですが︑手番のドゥッカはどう

いう存在なんです眄﹂

ジノ ﹁ヤツらは霧の外では生きられない︒そ︑そうだ︒間違いない︒きっとやつらはそう

ガーネット やった眄

霧覆う魔境の島

する眤

63

ガーネット かばった盾の下から叫ぶぞ︒
﹁ドゥッカ︑逃がすな眄﹂

21

ドゥッカ ︵コロコロ︶
︿炎熱﹀ 眄

拳風巻き起こり︑腿影は目にも留まらず︒熱気は熾炎の旋風を巻き起こす眄

まるで無造作にドゥッカは獣人の間に踏み込み︑荒ぶるままに笑い猛る︒

ガーネット ﹁この男︑強い眄﹂

ドゥッカ こいつはマス全体への範囲攻撃だ︒２匹とも喰らってもらおうか眄

21

11
ＧＭ

︑もちろんヒット︒

点とはちょいと贅沢だな︒命中は︵コロコロ︶ ︒

キンのマスに入り︽元素破撃︾
︒さらにとっておきの︽荒れ狂う諸力︾も使う︒へへ︑ＭＰ

ドゥッカ ﹁ありがとよ︒あいつらは俺に任せとけ﹂一気に決める︒１マス移動してオーガ

64

ＧＭ 泣きながら命中判定は ︒

はや移動からの攻撃はできない︒同じマスのドゥッカを殴るのみだ︒

１匹生き残ったオーガキンは砂地に身を転がし︑体毛を焦がす火を消す︒そうなれば︑も

ジノ 炎で霧を晴らせばこちらが優位に戦えるってわけですね眄

ガーネット ﹁眄 これは使える眄﹂

って霧が晴れます︒

ＧＭ 了解です︒そして︑今︑ドゥッカが範囲攻撃をぶちかましたマスですが︑その炎によ

ドゥッカ 残った方に〝炎上３〟
︒

ジノ ﹁うわあ︑こ︑これはオーガキンの焼ける臭い眞 おえっぷ﹂

が晴れると︑そこには立ったままオーガキンが骨まで焼け焦げている︒

ドゥッカ ﹁巨人もどきとの最初の戦いだからな︒派手に見せつけてやるぜ﹂
︒爆炎と共に霧

ナハト ﹁やった眄﹂

松明となって焼け死ぬ眄

ＧＭ ︿炎熱﹀の防御力は０︑素通しです︒先ほどナハトから攻撃を受けていた方が生きた

32

20

ドゥッカ ︿回避﹀は ︑当たるな︒
19

29

ってことは︑５点減らして 点ダメージ︒確かにでけェ︒けど︑ねえちゃんが
29

24

ＧＭ あれ︑ガーネットはさっきカバーリングしたから行動済みになったのでは眤

仕留めるさ︒

ドゥッカ

ＧＭ ︵コロコロ︶ダメージが 点眄 これがこいつらの本気なんですよ眄

霧覆う魔境の島

ガーネット ︽庇護の印︾によるカバーは行動済みにはならない︒これが聖印の力だ︒マイ

65

ナーアクションでオーガキンのマスに侵入︒そして攻撃は命中眄

46 21

点抜けて累計 ︑よし残った眄

14

51

ジノ ﹁で︑でかい︒さっき倒したやつの何倍もあるぞ⁝⁝﹂

ガーネット ﹁⁝⁝﹂

マストがゆっくりと倒れた︒

を船の甲板に打ち下ろした︒

ガーネットたちが相手にしたどの鬼よりもさらに大きい影は︑手にした立木のような棍棒

ものを削ぐ巨体だったのだ︒

だが︑誰も動こうとはしなかった︒霧の中に立つその影は︑立ち向かおうという気力その

誰かが叫んだ︒

﹁船が眄﹂

ＧＭ だが︑その顔が再び絶望に歪みます︒乗ってきた船の向こうに⁝⁝︒

ジノ ﹁さあ︒今のうちに早く船に眄﹂

たのです︒

く生気が戻ります︒皆さんは大潮で霧が一番強いときにやってきた霧の巨人の襲撃隊を退け

ＧＭ 開拓民たちはこの世界で混沌に戦う英雄たちの力を目の前で目撃し︑その顔にようや

固唾を吞んで戦いを見守っていた民の口からその時︑歓声が上がった︒

ドゥッカの熱でガラス状になった砂浜が︑ぱりり︑と割れる︒

獣人が倒れ混沌核となるとガーネットは構えをといて︑盾を下ろす︒

戦いの最後は沈黙だった︒

全員 やった眄

ＧＭ 眞 追加５点で累計ダメージ ︑コレで落ちた眄

ドゥッカ いや︑
﹁もうお前を守る霧はないんだぜ﹂
︒

ＧＭ

ガーネット ︿武器﹀の 点︒

ＧＭ く︑ダメージは眤
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ガーネット ﹁勝つしかあるまい﹂と言う︒
﹁魔法師もいる︒なあ︑叔父上﹂と︒

ＧＭ ﹁勝てるのですか︑君主様﹂と憔悴しきった顔のオーウェンズが尋ねます︒

ガたちが健在だったら⁝⁝︒

ＧＭ 汀から巨人の姿が離れていきます︑かがり火で霧が晴れていなかったら︑そしてオー

霧覆う魔境の島

ジノ ﹁そんな⁝⁝うっ︑おえっ﹂
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ガーネット ⁝⁝わかった︒叔父上を物陰に引っ張りこみ︑顔を近づけて言うぞ︒

﹁まだ名前を聞いていなかったな︒私はガーネット﹂

してナハトに向き直る︒

ガーネット では︑開拓民たちには﹁アリキア様のお力がある︒安心しろ﹂と安心させ︑そ

ジノ ﹁ちょ︑ちょっと眄 なにを眄﹂

ナハト ﹁勘違いするな人間︒私は仇敵と戦っただけだ︒貴様らを助けたわけではない﹂

ＧＭ ﹁信じています﹂と︑すがるように人々の視線が皆さんに注がれます︒

を聞き︑作戦を考えよう﹂

ガーネット ﹁いや︑わかっている︒今すぐ戦える状況ではない︒あのエルフから詳しい話

って︑もう半分切ってるし﹂

ジノ ﹁た︑た︑た︑確かに︒で︑で︑でも︑いくら何でも︑ほら︑あの︑ね︑私のＭＰだ

ＧＭ ︵深くうなずく︶

﹁叔父上︒ここで戦えないと言ってみろ︒我々はあの村人たちに八つ裂きにされるぞ﹂
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エルフはその女を見つめた︒禍々しい首の枷︑民を救ったにもかかわらず︑受ける隔意の

ＧＭ／クリフ ﹁有名なんで眤﹂

ドゥッカ ﹁しかし︑アイツが﹃皆殺しのガーネット﹄とはなァ﹂

ＧＭ ︵後方支援だけでもひどかったじゃないですか⁝⁝︒アルケミスト︶

きないんですから︑あくまで︑あくまで後方支援ですからねっ眄﹂

ジノ ﹁わ︑わかりましたよ眄 やりますよ眄 でもね︑僕は皆さんみたいに戦うことはで

邪紋使いは鮫のように笑って続けた︒

﹁俺だって︑こんなとこ長居したかねえよ︒だが帰れねえなら︑やるしかねえ﹂

﹁か︑簡単に言わないでください眄﹂

限界まで張り詰めていたジノの精神が︑ふっつりと切れる︒

﹁あ︑あなたはまたそんなッ﹂

﹁まあな︑何とかなんだろ﹂答えた︒

﹁ヤツら︑霧を晴らした上で︑火をつければ叩けるんでしょうか眤﹂尋ねる︒

入り交じった思いだった︒

クリフはおずおずとドゥッカに歩み寄る︒邪紋使いの力を目の当たりにし︑畏怖と安堵の

ガーネット ︵深々と一礼︶
﹁頼む﹂

全員 おおお眄

力を貸そう﹂

ぐガーネットを見て﹁ガーネット﹂と名前で呼びます︒
﹁おまえは命の恩人だ︒この戦い︑

ナハト ﹁人間ごときが死のうが︑生きようが︑私にかかわりはないが﹂と言って︑真っす

命をかけるに足る︑決意だった︒

盻眇共に戦おう︒

の叶わぬ戦場での睦言︒

いかなる美辞麗句もその前には虚しい︒それは︑互いに命を託さなければ生き延びること

だが︑その瞳の奥にナハトは霧の煉獄の中で幾度も見た意志の輝きを見る︒

視線︒彼女は咎人であった︒
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が明らかになりました︒次のシーンからは早速︑生き延びるためにがんばってください眄

ＧＭ クリフの顔が真っ青になります︒さて︑皆さんは見事︑最初の戦闘を勝ち抜き︑現状

司令官だ︒ヤツの盾は表も裏も血で真っ赤って話だぜ﹂

ドゥッカ ﹁ああ︑前の戦争でよ︒双方の部隊と戦場になった村︑全部を皆殺しにしたって

霧覆う魔境の島
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泥の中から立ち上がれ
集められた兵の顔には戸惑いが浮かんでいた︒巨人達と〝戦う〟など︑考えたくもないの

選んでもらいます︒

第一準備期間
偵察眄 ︿知覚﹀
︑
︿運動﹀
︑
︿騎乗﹀
︑
︿混沌知識﹀
︑
︿専門知識 エルフ界﹀ 目標値

﹁偵察眄﹂と﹁再編眄﹂
︒各ＰＣ１回の判定を２サイクル行なえる︒

再編眄 ︿格闘﹀
︑
︿力技﹀
︑
︿重武器﹀
︑
︿軽武器﹀
︑
︿射撃﹀
︑
︿軍略﹀ 目標値

１つ発見する︒
成功１回ごとに︑士気崩壊した部隊１つを﹁民兵﹂に再編できる︒

第二準備期間

12

成功１回ごとに︑巨人の進撃ルートにある要所１箇所と島内で利用可能な﹁資源﹂を

10

間後です︒これから皆さんには民兵を再び戦えるようにし︑島を調査して巨人と戦う場所を

ＧＭ 次に巨人が攻めてくるのは︑再びあの〝霧〟が島を覆う大潮の夜︑つまり今から２週

だ︒

る︒部隊を別データで管理するのでなく︑ＰＣの強化という形で集団の力を表現しているの

マスコンでは各キャラが〝部隊〟を率いることで︑判定値や攻撃力︑ＨＰにボーナスを得

軍勢を率いた者同士の戦い︑マスコンは﹃グランクレストＲＰＧ﹄の華だ︒

ガーネット だが我々だけで戦うよりは︑やはり部隊を編成して大規模戦闘をしたい︒

ＧＭ そもそも武器が足りません︒この島にいるのは獣程度のはずでしたから︒

ジノ 目の前で喰われたら︑まあ︒

の衆になっています︒

ＧＭ では︑状況を説明します︒開拓団の民兵はあの巨人を前にして戦う気力を失い︑烏合

まずはそれが問題だった︒

盻眇間に合うか︒

その手にはろくな武器もない︒

だろう︒
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10

﹁調達眄﹂と﹁練兵眄﹂
︒各ＰＣ１回の判定を２サイクル行なえる︒
成功１回ごとに︑発見した﹁資源﹂１つを調達し︑利用できる形にできる︒

調達眄 ︿頑健﹀
︑
︿霊感﹀
︑
︿混沌知識﹀
︑
︿専門知識 エルフ界﹀
︑
︿感性﹀ 目標値
練兵眄 ︿格闘﹀
︑
︿力技﹀
︑
︿重武器﹀
︑
︿軽武器﹀
︑
︿射撃﹀
︑
︿軍略﹀ 目標値
12

民兵に訓練を行ない資源を費やすことで歩兵︑騎馬兵︑盾兵︑装甲兵︑弓兵のいずれ
１回の成功により民兵１部隊を他の種別の部隊に変えることができる︒

かに種別を変換できる︒

﹁再挑戦眄﹂と﹁工兵活動﹂
︒各ＰＣ１回の判定を１サイクル行なえる︒

予備期間
再挑戦眄 前の準備期間で失敗した判定を再挑戦できる︒
工兵活動 ︿軍略﹀
︑
︿専門知識 土木﹀
︑
︿力技﹀ 目標値
戦場に以下の構造物を準備できる︒
＊木製城壁と梯子 成功１回ごとに１つ

＊柵 成功１回ごとに２つ
＊設置型重弩 成功３回で１つ
＊設置型連弩 成功２回で１つ

有効なアイデアがあったなら判定に＋２のボーナスを与える︒

各サイクルでの判定の順番は自由︒

各地点の偵察をすべて成功させたら︑巨人の襲撃部隊の構成がわかる︒

12

ナハト 〝獲得する資源〟とは眤

島でこれから獲得する資源を使ってください︒

ＧＭ その通り眄 弓兵や盾兵などのさらに強力な部隊になります︒ただし︑そのためには

ガーネット 眄 もしかして訓練を続けて行くと眤

さんが訓練することで民兵に再編することができます︒

ＧＭ まずは兵の訓練︒現在︑ここにいるのは士気崩壊した民兵が４部隊ですが︑これを皆
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ジノ やった︑専門分野だ眄

調達の手はずを整える必要があります︒

×１の資源があるんですが︑今はまだその資源を利用できません︒そのためには偵察をし︑

ＧＭ この島は〝地形 山岳〟の特徴を持つ領地でして︑もともと〝鉱物〟×２︑
〝森林〟

霧覆う魔境の島

ＧＭ この偵察では資源の場所だけでなく︑巨人族の行動範囲や襲撃ルートを把握すること
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で︑迎撃できそうな場所の調査も行ない︑そしてその場所のマップを公開します︒これによ

リキアがやってきます︒

で︑ここで皆さんが行動に移る前に１つシーンを挟ませてください︒ガーネットの元にア

て︑過去のナハトの記憶と同じところがあるからです︒

ＧＭ ︿専門知識 エルフ界﹀が使えるのは︑この島にところどころ異界の痕跡が残ってい

ナハト 偵察は︿知覚﹀と︿専門知識 エルフ界﹀か︒
︿知覚﹀は得意だ︒

ることに︒

相談の結果︑ジノとナハトが﹁偵察眄﹂を︑ガーネットとドゥッカが﹁再編眄﹂を担当す

ジノ うむ︒なので第一準備期間では民兵までは仕上げつつ偵察をしよう︒

ナハト そうなると資源が必要︑か︒

〝士気３〟は部隊としては最低レベル︒ガーネットの懸念はもっともだ︒

ティを受ける︒

まざまな理由で増減する︒士気が０になった部隊は﹇部隊崩壊状態﹈となって多大なペナル

部隊が部隊として行動できるのは士気を保っている間だけであり︑そして戦場で士気はさ

それが〝士気〟だ︒

上に重要な要素がある︒

個人の戦闘では︑戦い続けられるかどうかはＨＰで決まる︒しかし︑マスコンではＨＰ以

やはり正規の部隊が欲しい︒

ガーネット だが︑練兵は最優先で行なわねばならぬ︒民兵の士気は３だ︑これは厳しい︒

ジノ これも重要だな︒

などの防御構造物をつくることができます︒

ＧＭ 予備期間では︑これらの判定に失敗して準備が間に合わなかったときの再挑戦や︑柵

ドゥッカ ありがてェ︒

定の機会を得られるってわけです︒

り皆さんは自分達が望む場所に部隊を配置した状態から戦闘を始められ︑かつ不意討ちの判
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戦列にならぶ民兵が手にしているのは熊手や大鎌だ︒号令への対応も鈍い︒

まだ武器は揃っていない︒

騎士アリキアの悩み

ガーネット ふむ眤

霧覆う魔境の島
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盻眇これで本当に戦えるのか︒
少年君主アリキアは硬い表情で︑ガーネット達のいるテントに踏み込んだ︒

ＧＭ／アリキア ﹁あっ⁝⁝眄﹂

れれば︑彼らは君主が自分達を見捨てたと思うでしょう﹂

ガーネット ﹁あなたがここにいるから︑民は安心していられるのです︒あなたがここを離

ＧＭ／アリキア ﹁えっ眤﹂

ガーネット ﹁部下が動揺します﹂

ＧＭ／アリキア ﹁なぜですか﹂

そのようなことを軽々しく言ってはなりません﹂

ガーネット それだけでも充分と言えるんだが⁝⁝︒
︵しばし考えて︶
﹁いい志だとは思うが︑

いるんですね︒

あるのですが︑実務は結局オーウェンズが取り仕切るので︑彼はいるだけになってしまって

その顔には歯がゆさと焦りの色が浮かんでいます︒やることとしては本拠地の設営などが

の手伝いには行けるぞ﹂と︒

ＧＭ ﹁私には兵士を訓練することはできないが︑聖印を担うロードとしてジノ師らの偵察

﹁ガーネット卿︑よろしいか﹂
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ガーネット ﹁アリキア殿はどうかこの場所に座っていてください︒あなたにしか︑それは

ＧＭ あ︑その話が出るなら︑もうちょっとシーン続けさせてください︒ちょうど︑報告に

ドゥッカ ﹁俺も詳しくは知らねえ︒が︑どう見ても飾りじゃねえだろうな﹂

で眤﹂

ジノ ﹁えっ眞 それは僕たちまずいんじゃ﹂とガタガタ震える︒
﹁すると︑あの首枷もそれ

ドゥッカ ﹁あいつの部下になると︑みんな死ぬって噂があってな︑死神だ﹂

ジノ ﹁えっ︑そうなんですか眤﹂

ガーネット ︵シーン外から︶ああ︑その話はしておいてほしいな︒

だいぶ知られてるぜ﹂と︒

ドゥッカ そこは俺が言っとくとイイ形になるな︒
﹁傭兵の間じゃ︑あのねえちゃんの名は

ジノ ﹁しかし︑ならばなおさら︑どうしてあんな首枷を⁝⁝﹂

ガーネット その話題になるなら︑
﹁忙しいので﹂と︑何も言わず去る︒

あ︑ってね﹂

ーネットちゃんは可愛い姪で︑蝶よ花よって感じだったのだけど︑いろいろ成長したんだな

ジノ ﹁ああいや︑変な意味で受け取らないでくれよ︵汗︶
︒悪気はないんだ︒僕にとってガ

ガーネット すごく嫌な顔をする︵笑︶
︒

ジノ ﹁⁝⁝いや︑何というか︑君もロードらしい経験を積んだんだねえ﹂

かないので︑そのまま靴音も荒く外に出て行きます︒

ＧＭ 少年騎士の表情に一瞬︑
﹁言葉が過ぎたか﹂と後悔がよぎるのですが︑引っ込みがつ

全員 ⁝⁝︒

うにな眄﹂と言い捨てました︒

若さがそれを納得せず︑
﹁わかった︑待っていればいいというのだろう︒まるで女子供のよ

ＧＭ 幸いと言うべきか彼は聡明で︑ガーネットの言葉を十二分に理解します︒しかしまだ

ます﹂

ずやってきます︒それまでお待ちください︒というか︑そうしていただけないと我々は困り

ガーネット ﹁大丈夫です︒あなた様にしかできぬこと︑立っていただかねばならぬ時は必

を余儀なくされます︒

ＧＭ 彼の抱いていた〝民に率先して行動する君主〟という理想像︑それは現実の前に変更

できないことなのです︒それがあなたの仕事です﹂
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ＧＭ ﹁それは確かに﹂と民兵の何人かは納得します︒

ドゥッカ ﹁噂だよ︒さっきは俺をかばってくれたがな﹂

ったんで眄﹂

来ていた民兵隊長のクリフがそれを聞きとがめます︒
﹁えっ眤 そ︑そんなおっかない人だ

霧覆う魔境の島

ドゥッカ ﹁まあ︑俺は死神だろうが︑兵隊だろうが︑盾になるものは何でも使うぜ﹂
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ＧＭ ﹁えっ︑えっ眤﹂と︑クリフも驚いた表情になる︒

ジノ だ︑大丈夫︑任せろ︒こんなこともあろうかと︑私はワークス特技︽運命の導き︾を

ガーネット お︑叔父上眞

ＧＭ ちょ︑ま眄 てー眞

よし︑ファンブル︒１︑１︒

ジノ 私は︿混沌知識﹀で振ります︒魔法師の専門分野ですからね︑ふふふ︒とりゃー︒

ガーネット なるほど︑戦場を選べるのはおもしろいな︒

い７×７のマップです︒進入箇所はわかります︒

この丘は海からの風がずっと吹いているので︑ほぼ常に〝霧〟がありません︒障害物もな

ＧＭ では﹁吹きさらしの丘﹂と資源〝森林〟を見つけます︒

ジノ さすがエルフの知覚力眄

ナハト この目標値なら︑振るまでもなく︿知覚﹀で成功です︒

ＧＭ では︑早速取りかかりましょう︒まずは偵察眄

○偵察 丘と谷川

第一準備期間

ナハト エルフだからな眄

ＧＭ 上から目線︑イイですね眄

もと変わらぬ﹂

﹁自分の目で見たものを信じられず︑流言飛語に惑わされるとは⁝⁝愚かだな︒あの獣人ど

ナハト なら︑ナハトはそのいきさつを無言で見届けた後でこう言おう︒

ドゥッカ ﹁だから今︑死ぬ気で頑張るんだよ﹂と練兵に行く︒

ジノ ﹁そ︑そ︑そりゃそうですけど﹂

って死にたかねえだろう﹂

ドゥッカ ﹁一度っきりの命だ︒こんなとこで死んじまったらおしまいだろうが︒あんただ

ゃないですか﹂

ジノ ﹁た︑盾って眄 あなた︑一度ならず助けてもらっておいて︑その言い草はないんじ
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るんですね︒

ＧＭ ﹁谷川﹂です︒この谷には〝霧〟が溜まるので︑霧の巨人たちが回廊として使ってい

きる︒悪い予感がしていたんだ︒今度は成功︒ふいー︒

とっている眄 天運を１点使うと︑自分のみだが１シーンに１回︑判定を振り直すことがで
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ジノ だけど︑
〝霧〟を晴らせるってことを考えると︑谷底に柵などで足止めするにはちょ
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うどいい地形ですね︒

12

ガーネット それは良かった眄 達成値 で普通に成功︒

ります︒

が︑ガーネットが身を挺して守り︑武勇を示したので協力的になります︒目標値は に下が

ＧＭ 兵士達は当初﹁巨人なんかと戦えるわけない眄﹂と︑消極的な態度を取る予定でした

ドゥッカ ああ︒巨人と開拓民の間にねえちゃんが割って入ったな︒

ＧＭ おっと︑それですが︑最初の遭遇で味方を助けましたよね︒

ガーネット ︿軍略﹀でも判定できるが︑
︿軽武器﹀でいこう︒目標値は か︒

ＧＭ 偵察組の次は練兵です︒

○民兵再編

ジノ ﹁ああ︑もっと心穏やかにこの鉱石を調査したかったなぁ﹂

ＧＭ ここには〝鉱石〟の露頭があり︑露天掘りができます︒
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10

たとえば砂金があったから〝資金〟が手に入ったとか︑エルフ界の馬がこちらに土着化し

い︒どうやってそれが手に入ったのかは︑適当に決めちゃいましょう︒

ＧＭ ここでは任意の資源を発見できます︒これは次の成長分を前借りすると思ってくださ

ジノ 足元をぬかるみにすれば︑ヤツらの足を止められる眄

ナハト 閃いたぞ眄

りは深いぬかるみで︑天候や水量によっては危険ですね︒

ＧＭ 〝森〟は真ん中に川が流れていて︑鬱蒼とした立木が生えています︒そして川のほと

偵察組は要所﹁森﹂と〝資源 任意〟
︑
﹁砦跡﹂と〝鉱石〟を発見する︒

２つめのサイクルも判定は順調︒

ＧＭ ﹁ひ︑ひいぃいい眄﹂

って思わなくちゃ生きていけねえんだよ﹂

ドゥッカ ﹁ばっかやろう眄 ﹃死にたくなかったら﹄じゃ足りねェんだよ︒
﹃殺してやる﹄

ＧＭ ﹁死にたくなかったらドゥッカさんに従え﹂と民兵は必死で訓練する︒

ドゥッカ 俺は︿格闘﹀で成功︒

ＧＭ 敗残兵達がどうにか立ち上がります︒
﹁そうだ︑俺たちは槍を握ることができたんだ﹂

12

ＧＭ そして最後に見つけたのは古代のエルフの〝砦跡〟です︒石の城壁が残っていて︑立

ジノ これでだいぶ兵士の選択肢が広がりますね眄

てしまっているのを見つけたから〝馬〟が手に入るとか︒
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て籠るのに最適ですが︑使い方は考える必要があります︒
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ジノ おびき寄せる手段が必要か︒
民兵再編も順調に進む︒
結果︑５日ほどで民兵が４部隊に︒森１︑鉱石２︑任意１の資源を発見した︒

ジノ あれが３体か︒

ナハト ほ︑ほう︒

ＧＭ 次︑オーガ︑３体︒

ナハト ほう︒

まず︑スワンプトロールが１体︒

らのプレッシャーに負けぬ強い心で言うぞー︒

ＧＭ お︑そうでした︒重要重要︒では︑大きく息を吸ってー︑吐いてー︒プレイヤー達か

ガーネット ところで敵の編成は眤

ＧＭ いいの眄 そっちの展開はポイしなさい眩

ジノ ﹁きらめく戦場で︑また会える﹂ってのもイイと思うんですが︵真顔︶
︒

ＧＭ あなたたちは一体何を言っているんですかッ眞

全員 ﹃君はどこで死にたい眤﹄

ドゥッカ ﹁死に場所が響き合うＲＰＧ︑
〝グランクレスト・ノートリアス〟
﹂

ナハト ﹁君が決める︑君の死に場所﹂

ガーネット ﹁君が選ぶ︑君のヒーロー﹂

ナハト ﹁君の想像力で無限の可能性眄﹂

ジノ ﹁選べる戦場４種類﹂

ナハト 森︑谷川︑吹きさらしの丘︑砦跡︑戦場は４つか⁝⁝︒

ジノ なので︑この時点で︑どこで戦うかというのをある程度決めましょう︒

ドゥッカ だな︒

必要とする資源から決め打ちで調達したほうがいいと思います︒

ジノ 次の準備期間でさらなる練兵をするには資源が必要なので︑兵科を選び︑その兵科が

ＧＭ では︑手札が揃い始めたところで方針を固めましょう︒

○作戦会議
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ＧＭ はい︒トロールやオーガそれぞれに２体ずつのオーガキンが随伴して４つのグループ

ガーネット 本気か眞

ジノ ８体眄

ＧＭ オーガキン︑８体︒
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を構成しています︒これが霧の巨人の襲撃部隊です︒当然正面から殴りあったら勝てないは
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そして現時点では︑すべての霧の巨人は︽対軍存在︾のエネミー特技を持って居るものと

ずです︒

ドゥッカ ってことは︑逆にそいつさえ止めればいいわけだよ︒

ませんよ眤

ＧＭ スワンプトロールは︽踏破機能 沼地︾を持ってますから︑ぬかるみでも移動は落ち

い︒

ガーネット エルフがいる︑森にしよう︒狭いところの方が私のカバーリングが生かしやす

ジノ ﹁谷川﹂か﹁森﹂か︒

ナハト となると︑移動しにくい戦場︒

の戒め︾で〝硬直〟を入れつつ︑敵を各個撃破していきたい︒

ジノ そして︑あの攻撃力から集中攻撃を受けるわけにもゆかない︒やはりナハトの︽樹精

ガーネット ドゥッカが接敵して戦わなくては本領を発揮できない︒

ジノ ただ︑我々の長距離攻撃手段はたいして強くないんですよね︵悩︶
︒

します︒遠隔攻撃などで各個撃破すればいけるハズです︒

て練度の高い戦闘集団ではありません︒グループの頭が倒れると︑オーガキンたちは逃げだ

ＧＭ ただし︑前回の戦闘でもそうでしたし︑ナハトも知っていることですが︑彼らは決し

ガーネット それは潰されるな︒

ペナルティは受けないということです︒

ＧＭ つまり︑マスコンでそちらは部隊を率いることによるボーナスは得られますが︑敵も

見なされない︒

この特技を持つエネミーはマスコン時に部隊を率いていなくても︑
﹇部隊崩壊状態﹈とは

それが︽対軍存在︾
︒

しかし︑真に強大な存在は単騎で一軍を相手にすることも可能だ︒

ティを受ける︒

において部隊を率いていないキャラクターは常に﹇部隊崩壊状態﹈と見なされ多大なペナル

強大な力を持つ個体であっても︑集団の力はそれを凌ぐ︒これを表現するため︑マスコン

して扱います︒
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撃つことになります︒

ＧＭ 了解です︒仮にここで殺しきれなかったときには︑開拓民たちのいる﹁浜辺﹂で迎え

ナハト 戦場は︑
﹁森﹂に決定だな︒

ジノ むしろ︑突出してくるならそれに集中攻撃できる眄
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ジノ 本拠地に撤退しつつ最終戦闘か眄
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ＧＭ では︑方針が定まったところで︑また一つ問題が立ち上がります︒

ＧＭ／アリキア ﹁えっ︒な︑何を﹂

ガーネット ﹁あなたに一つ頼みがある︒民を広場に集めてください﹂

ＧＭ／アリキア ﹁はい﹂

と呼びかける︒

ガーネット ﹁よろしい︑疑いを晴らす方法は一つある﹂
︒そしてそのまま︑
﹁アリキア様﹂

ＧＭ ﹁だが︑疑ったままでは兵も民も動揺する︒部隊として従えないぞ眄﹂

ガーネット ﹁申し開きも何もできない事実だ︒兵が疑いを持つのは当然だろう﹂

ジノ ﹁えっ眞﹂

ガーネット ﹁いかにも本当である﹂

なのか眤﹂

あなたがかつて率いていた兵と敵︑すべてを死なせて罪を問われている︒というのは本当

かも知れぬ︒だが︑この死地で民をまとめる立場としては︑本当のことを知りたい︒

ＧＭ ﹁本来ならば私こそ︑
﹃君主に対してそのような疑いなど持つな﹄と言うべき立場なの

ガーネット ⁝⁝︒

とか﹂

敵も︑味方も︑戦場の村をも︑余さず殺した死神︒その盾は表も裏も血で染められている︑

曰く︑咎人のロード︒

曰く︑皆殺しのガーネット︒

﹁ガーネット様の噂を民兵や開拓民達がしているのを耳にしました︒

えつつ口を開きます︒

ＧＭ 彼は部下が周りにいないのを確認してから︑刺し貫くような視線でガーネットを見据

開拓民のまとめ役オーウェンズである︒

を訪ねる者があった︒

行進︑散開︑集結︒隊伍を組んで行動が板についてきたころ︑アリキアの元にガーネット

民兵達は武器の使い方を思い出した︒

村人とのやりとり
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全員 ⁝⁝眄

﹁民の前で私を笞で打ちなさい﹂
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ガーネット ﹁民の疑いを晴らすには︑私は咎人であること︑その上であなたに従属してい
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あなたには︑率先してやるべきことがあると言ったでしょう﹂

るということを︑誰の目にもわかるように示す必要があります︒
つまり︑アリキアがガーネットを管理している︑という事実を民の前に示す︒民はアリキ

ェンズから聞いた︒

﹁我が従騎士ガーネットの過去の振る舞いを知り︑不安を抱く者がいる︒私はそう︑オーウ

真っ青な顔をしたアリキアは︑それでもはっきりと開拓民たちに告げます︒

こに引き立てられます︒

ＧＭ ⁝⁝了解です︒では村の広場に人が集められ︑砂袋が重ねられます︒ガーネットはそ

ばならぬのです﹂

ガーネット ﹁いや︑ここはやはり笞です︒つまり︑権威による裁きというのを示さなけれ

﹁な︑なら︑例えば拳で打ったりすれば⁝⁝﹂

がある︒

りする必要はないって示せるのか眄 とはいえアリキアもロードを笞打つというのには抵抗

ＧＭ なるほど⁝⁝眄 ここではっきりと主従関係を示せば︑ガーネットを怖れたり疑った

から︒

アよりも私の方が強い︑だから何かあったときには私を止められないというのが不安なのだ
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その通りだ︒
この者はかつて︑率いた兵と敵の軍勢のすべてを死に追いやった大罪人であり︑その罪を

様の傷薬のほうが効くのだろうが︑使ってくれ﹂と︒

のちに彼はあなたの元へ︑獣脂に薬草を練り込んだ傷薬を持ってきます︒
﹁きっと魔法師

ことは言わせない﹂と心に誓いました︒

す︒その上でガーネットがこのように振る舞ったのを見て︑彼は﹁これ以上︑民には余計な

オーウェンズはアリキアよりもガーネットの方が実力を持っているというのは知っていま

たんですが︑その必要はありませんね︒

ないためには上手く事情を説明するために︑厳しめの︿話術﹀の判定をして貰うつもりだっ

悪名が知られたんで︑以降の訓練が難しくなることにしようと考えたんです︒で︑そうさせ

正直言って︑こちらの想像以上のロールプレイでした︒先ほどＮＰＣたちにガーネットの

ＧＭ いや︑その通りです︒

ガーネット でも︑これである程度こちらへの疑念は晴らせたはず︒

てくれる力のある相手を︑こうやっておとしめる﹂

ナハト ナハトは木の上からその笞打ち刑を見ている︒
﹁人間とは愚かな者だ︒自らを救っ

からね眄

ジノ ﹁でも︑そんな︑あれじゃあんまりですよ﹂
︒ひとまず︑あとから治療しには行きます

ドゥッカ ﹁ああでもしねえと示しがつかねえんだよ﹂

ジノ それは止める眄 ﹁な︑何をやってるんですか︑やめさせてください眄﹂

そして︑笞が振り下ろされる︒

が︑衆目のもとに晒された︒

咎人は砂袋を抱かされ︑口に布を嚙まされる︒鎧の下で日を浴びることの無かった白い肌

故に軍紀を正すため︑笞三十打ちの刑に処す﹂

る舞いに︑主をないがしろにし︑贖罪の奉仕を忘れる傲りがあったためである︒

しかし︑それでもなお皆が怖れ︑いらぬ誤解を招いたのは︑この者のこれまでの立ち居振

首の枷を見れば皆にもそれがわかるはずだ︒

償うために私に仕えている︒

94

と︒

確かにああする必要があったのかも知れないが︑それでも自分は正しかったのだろうか︑

ＧＭ 一方︑騎士アリキアはさらに君主というもののあり方に迷いを抱きます︒

ガーネット いい話だ︑うん︒
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ドゥッカ まあ︑あんな目にあえばなァ︒
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ここらで〝プレッジシーン〟に行きましょう眄

ＧＭ さて︑戦場も決まり︑ＮＰＣ達との関係もだいぶ固まってきました︒

ＰＣは〝誓い〟を立てることで〝天運〟を獲得する︒天運は偉業特技と呼ばれる強力な技

いかなる内容でも構わない︒

その内容はＰＣの信念や因縁に基づくものでなければならないが︑その筋が通っていれば

一方︑
〝誓い〟は﹁そのセッション中に果たすと︑己自身に誓う約束﹂だ︒

めＰＣ間で繫ぐもの︑そしてそのセッションの中で新たに結ばれるものがある︒

この因縁はセッション開始時にシナリオ因縁としてＧＭから提案されるものや︑あらかじ

も表現できる︒

やり取りを円滑かつドラマチックに行なえるだけでなく︑そのキャラクターの心象の変化を

プレイヤー視点から他のキャラクターへの関係を確認することで︑互いのロールプレイの

どのような感情を抱いているかを示す︒

〝因縁〟はそのキャラクターが他のキャラクターに対してどのような関係にあるか︑そして

目的︵
〝誓い〟
︶を提案︑確認︑共有するシーンだ︒

プレッジシーンは︑一旦ゲーム内の状況を離れ︑キャラクター間での関係性︵
〝因縁〟
︶や

プレッジシーン
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重要なのは︑立てた〝誓い〟を果たそうとする意志の力こそが︑歴史に残る偉業を成さし

のコストとして使用したり︑判定を有利にすることができる︒

ジノ うわ︑ひどい︵笑︶
︒

﹁なんだコイツ︑しゃべるぞ﹂ってくらい︒なんで︑メインが不快感で︑サブが好奇心︒

ドゥッカ でも俺はそんなナハトのことを︑投影体だから珍獣の類だと思ってるんだよ︒

ナハト 僕は高貴なエルフで誇り高いので︑そんな泥臭い誓い共有しません︵笑︶
︒

ガーネット 私もだ︑共有しよう︒

ジノ ﹁生き延びるぞ眄﹂は共有します︒僕だって生き延びたい︒

びてやる︒

ドゥッカ 巨人を倒すのは共有︒そして俺の誓いは信念と一緒で〝生存〟
︒この島で生き延

することになるけど︑やっぱり怖いのでメインは恐怖︑サブは連帯感︒

ＰＣ間因縁のドゥッカに対しては︑一応仕事上の付き合い︒この先どうしても一緒に行動

ードだ︒その彼女がなぜ︑罪人の首枷をつけられているのか眤

ジノ 気になったんだ︒彼女は大義のために自らを公衆の面前で笞打たせるほどに気高いロ

ＧＭ ほう眄

う誓いを立てる︒

ジノ こちらは〝霧の巨人を倒す〟の誓いを共有︒それと〝ガーネットの過去を探る〟とい

対してはビジネス︑そしてＰＣ間の因縁はジノに家族︒

ガーネット さらに︑
〝村人を守る〟というのも立てておこう︒シナリオ因縁のアリキアに

ジノ ですね︒

う︒

ガーネット まず〝霧の巨人を倒す〟という誓いを立てる︒これはみんなが共有できるだろ

これが英雄の物語となるのだ︒

く︒

〝天運〟という想いを託し︑委ねられたＰＣ達が共に抱いた〝誓い〟を胸に偉業を成してゆ

同士は己の天運を仲間に譲り渡すことができる︒

そしてこの〝誓い〟を︑同じ運命︑志の下に集う仲間同士が〝共有〟した時︑共有した者

める力︑つまり〝天運〟となるということだ︒
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ナハト 霧の巨人は仇敵だ︒なので倒すという誓いは共有︒エルフとしては生き延びるだけ

ドゥッカ あとはまあシナリオ因縁のクリフには信頼／不安︒

のかも知れませんねぇ︒

ＧＭ それ︑エルフに対してどうなのかとは思いますけど︑投影体一般に対してはそんなも
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なんて誓いは共有できないので︑
〝エルフの誇りを守る〟と誓う︒
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ジノ ここでも上から目線だ眄

のなかの一人︑ふと顔を上げた男が﹁あっ﹂と叫び︑北を指さした︒

明け方︑湿って煙るばかりの焚火の周りで︑寒さに耐えて兵士達は足踏みをしている︒そ

地に変わっている︒

あなた方が待ち伏せる森には前日からしとしとと雨が落ちており︑川のほとりはすでに沼

れる︒

大潮で流れてくる︑暖かく湿った海の空気が︑山から下ってくる冷気と出会い︑霧が生ま

ぬかるみの伏兵

戦場に行きましょう眄

ＧＭ ＯＫ︑あなた方の準備は間に合いました︒ふたたび︑大潮が訪れようとしています︒

ジノ 黙々と作業させることも彼らから恐怖心を取り除く一助となります︒

人喰いの巨人に追われていた︑ただの餌でしかなかった姿はそこには無い︒

着々と柵を作る︒

最後の準備期間︒訓練を積んだ兵士たちが︑英雄達の指示に従い︑森から木を切り出して︑

抗するのはロマンだが︒

ガーネット 我々の中に飛び道具をまともに使える者はいないからな︒攻城兵器で巨人に対

ナハト 工兵活動で作るのは柵だな︒

ＧＭ しかも︑予備期間がフルに使えますね眄

ガーネット よし眄 これで戦える︒

ぎ込んだ結果︑民兵の４部隊は歩兵３部隊︑盾兵１部隊へと鍛え上げられた︒

とはいえ︑一度波に乗ってしまえば準備は大過なく進む︒調達した資源を民兵の練兵につ

です︒では︑次の準備眄

ＧＭ うんうん︑イイ感じにギスギスしてますね︵嬉︶
︒これがこの先どう変わるか楽しみ

オーウェンズには〝貸し〟
︑感情は侮蔑／脅威︒

因縁はもちろんガーネットに対して〝恩人〟
︑感情は尽力／隔意︒そしてもう一人の人間︑

〝ガーネットを助ける〟と誓う︒

見ているしな︒だが︑それでも俺を助けてくれたあの女は恩人だし︑目の光が違う︒だから

ナハト 絶対に人間のところまで下りていかないぞ︑と︵笑︶
︒人間の愚かな様子は確かに

100
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ガーネット 来たか眄

武器一つの攻撃力＆ガード値︑もしくは防具一つの防御力に します︒

ナリオ中持続する︑武器や防具の強化魔法です︒

ジノ では︑戦闘に入る前に︽アームズリーンフォース︾っていう魔法を使いますね︒１シ

ドゥッカ つまりここでは︑頭を集中攻撃して︑それから離脱すりゃいい︒

ＧＭ 連中は頭を潰せば他は逃げる︒

ガーネット ここでの目的は敵の数を減らすことだ︒

体とオーガ３体が頭となり︑それぞれにオーガキンが２体ずつ随伴しています︒

ＧＭ 物見からの報告が入ります︒敵は情報通りに全部で４グループ︒スワンプトロール１

ジノ あわわわ眄

島の南半分へと流れ落ちてくるのです︒その霧の中からは︑餌を求めて叫ぶ巨人達の声が眄

その峰を越えてミルクのように濃い霧が︑まるで堤防を越える波のように︑皆さんのいる

ＧＭ はい︒朝の風が靄を払い︑木々の間からこの島を南北に分かつ山の峰が見えます︒

102

ジノ そのかわり︑一つごとに最大ＭＰが されるんですけどね︒

ＧＭ それは当然使っていますね︒しかし１シナリオの間持続ってすごい眄

+3

12

35

一方︑川を挟んだ対岸には柵を立てる︒その先にナハトの部隊が隠れる︒スワンプトロー

ら支援する︒

敵の正面に立ちはだかるのはガーネットとドゥッカの隊︒ジノの隊はその２部隊を側方か

プをご覧いただこう︒

英雄達は待ち伏せの準備を整え︑兵を伏せた︒
〝ぬかるみの伏兵〟
︵１０９ページ︶のマッ

れば何とか︒

ジノ 確かにそうですが︑自分の手番では比較的手が空くことが多いから︑自前回復しまく

ＧＭ 結構厳しいですね︒

かけておきます︒４つ使うからＭＰの上限が から 下がって か︒

ジノ そうそう︑パラディンと相性抜群なんです︒これを前衛二人の武器と防具にそれぞれ

る︒ぜひガーネットの盾に使ってくれ︒

ガーネット ︽盾攻撃の印︾を使って攻撃するときには︑盾の攻撃力にガード値も加えられ

3

47

不意討ち判定

やがて︑あの〝霧〟の中から人喰いの巨人達が姿を現す︒

ルの足を止めたらナハトは下がり︑この柵に立て籠ろうというのだ︒
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ＧＭ では︑不意討ちの判定をしましょう︒不意討ちをしかける側全員が︿隠密﹀判定を行

103

なってください︒エネミー達の︿知覚﹀判定の値が目標値です︒前にいるオーガ達の︿知
覚﹀のリアクション値はこちらで と設定しました︒

104

ナハト ナハトも で成功です︒

ドゥッカ ぎりぎり成功︒

ガーネット 私は４以上︒よし︑成功︒

11

︑オ ー ガ Ａ

︑ド ゥ ッ カ

︑オ ー ガ Ｂ

︑オ ー ガ
10

ラウンド︑敵は〝行動済み〟になっているものとして扱います眄

︑ジ ノ
11

戦闘開始

混沌レベル ５

Ｃ ９︑トロール ８︑ガーネット ３

︻ 行 動 値 ︼ナ ハ ト
13

ＧＭ もう一度この地を覆う〝霧〟と巨人達について効果を確認しておきます︒投影体であ

ドゥッカ これは逃げ遅れるフラグか眤

ジノ 装備が重いから苦労しますね︒

ガーネット 私は圧倒的な遅さだな眄

す︒

ＧＭ 簡略化のため︑敵の行動値はエネミーの種類毎ではなく︑グループ毎に管理していま

10

ＧＭ ＯＫ︑不意討ち成功です︑敵は全員皆さんには気がついていません︒よってこの第１

ジノ 部隊の人たちが必死で︑ジノを匿ってくれています︵笑︶
︒

ＧＭ ということは︑全員︿隠密﹀には成功したのか︒

ジノ 助かった眄

べてに能力修正＋１入ってんぞ︒忘れてねェか眤

ドゥッカ 待ちな眄 今はマスコンだから歩兵を連れてンだろ︒それなら︻共感︼以外のす

ＧＭ やっぱりッ眄

ジノ ︵コロコロ︶いちたりないッ眄

全員 ︵あ︑それフラグ⁝⁝眄︶

ゃいけるさ眄

ジノ 私の︿隠密﹀は２Ｄ＋２しかない⁝⁝︒よし︑もう天運を１点使います︒３Ｄ６振り

17

14

では︑いきましょう眄

たびに５点の︿体内﹀ダメージを受けます︒

るたび︑追加で５点ダメージを受ける︒②﹇強度５﹈の毒を受け︑メインプロセスを行なう

る霧の巨人たちは︑
〝霧〟のない場所では体が混沌に還元されて崩壊し︑①ダメージを受け
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セットアッププロセス︑まずはナハトが︽精霊力喚起︾を︑ドゥッカが︽元素まといし

ナハト か︑辛うじて発動︒目標値 ︒

ＧＭ ⁝⁝それは発動できないんじゃ眤

ナハト うむ︑では先頭のオーガＡに︒
︵コロコロ︶あ︑１︑１︑１︑２︒

手伝ってくれ︒

ガーネット いや︑次のラウンドもナハトが先をとれる︒このラウンドは数を減らすほうを

ナハト まずはトロールを︽樹精の戒め︾で足止めするか眤

続いてナハトのメインプロセス︒

者︾を使用する︒混沌レベルは充分と︑ジノは︽混沌操作︾しない︒

106

ＧＭ オーガＡのリアクションは ︑ひらりと避けました︒

15

ガーネット 足しても だな︒

ス目が５⁝⁝︒

ナハト ええと︑もう一回計算していいですか眤 ︿感覚﹀が８︑
︽危機感知︾で＋２︑ダイ

16

14

避けた眄

ＧＭ オーガＡ︑Ｂ︑Ｃのグループが巻き込まれ︑各オーガキンには命中︑だけどオーガは

ダメージ︒

ジノ マイナーアクションで近づいて︑
︵コロコロ︶達成値 ︒十文字のエリアに︿炎熱﹀

全員 うるせえ︵笑︶
︒

ナハト ﹁森の中で不用意に火を使うとは眄﹂とイヤエルフアピールをします︒

よ眄﹂ というわけで︑
︽バーンエッセンス︾
︒

ゥッカさんの体から生えてる結晶と鉱石から強燃性物質を精製することに成功したんです

ジノ ︽ヴォーパルウェポン︾はまだいいや︒接敵しないうちに〝霧〟を晴らそう︒
﹁実はド

を挟んでジノ︒

ＧＭ というわけで︑呆然とするナハトのメインプロセスが終了し︑イニシアチブプロセス

ナハト すいませんでしたーっ︒

ジノ ﹁ぼ︑僕たちの完璧な戦術が︑いきなり瓦解したっ眞﹂

ＧＭ ないですよっ︵笑︶
︒

ナハト ＧＭにウインクして＋１︒

15

ジノ そう︑前と同じ理屈なら︑
〝霧〟は晴れる眄 ダメージは︿炎熱﹀ 点︒

ガーネット ﹁上手いぞ叔父上眄﹂
︒ダメージは別にいいんだ︒
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13

ジノの部隊は素焼きの壺を巨人達に放り投げる︒壺の中には︑ねっとりとした油とオレン

ジ色の結晶︒外気に触れればその結晶は灼熱し︑油を発火させる眄

107

︵コロコロ︶ だ︒

ドゥッカ へへへ︑これで基本ダメージ６Ｄ＋ かよ眄 ︽元素破撃︾＋︽荒れ狂う諸力︾
︑

よ眄

ジノ では︑ドゥッカの前のイニシアチブプロセスで︽ヴォーパルウェポン︾
︒頼 み ま す

ドゥッカ さァて︒ならば前の時と同じように飛び込んで焼き尽くす眄

ガーネット ﹁よし︑右往左往している間に消耗してくれている眄﹂

オーガ達は不意を討たれたために行動はできない︒それでも体の崩壊と炎はその身を苛む︒

さんやドゥッカさんの攻撃に︑最大効率を期待できる眄﹂

ジノ そして〝炎上２〟に〝霧〟が無いから追加ダメージも入ります︒
﹁これでガーネット

ーガキンにダメージが入る︒

ＧＭ オーガキンは︿炎熱﹀の防御力が０ですから素通り眄 うわ︑３グループ分６体のオ

108

ＧＭ オーガＡグループ全員に命中眄

20

12

ドゥッカ ダメージは︽元素破撃︾でさらに＋１Ｄ︑７Ｄ＋ で︵コロコロ︶ の︿炎熱﹀
だ︒
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12

37

ＧＭ げぇっ眄 すごいな︒

つまりは 点喰らって︑崩壊分と合わせて累積 ダメですね︒

ＧＭ オーガキンは死亡︑オーガは︿炎熱﹀の防御が８点あるも︑
〝霧〟が無くて追加５点︒

ガーネット しかも範囲攻撃眄

110

44

13

ジノ 前回︑オーガのヒットポイントは確か くらいでした︒

ＧＭ 強度３の炎上だから︑３Ｄ６の︿炎熱﹀に追加５ダメですね︒

ガーネット 目の前のオーガＡは〝炎上〟で死んでくれるか眤

ジノ ガーネットに︽ヴォーパルウェポン︾
︑うわ︑ＭＰが残り 点眄

最後に行動するのはガーネットだが︑その前にやはりジノが動く︒

残る霧の巨人たちは行動できず︒

ドゥッカ ﹁投影体のクソども︑アトラタンにようこそ﹂ってな眄

は炭の柱となって崩れ落ちた︒ 一瞬で干上がった沼地から立ち上がり︑邪紋使いは笑った︒

流星の如く飛び込み︑ドゥッカは大地に拳を叩きつける︒業火が巻き起こり︑オーガキン

ドゥッカ でもって〝炎上３〟
︒

34

16

ガーネット ︽重撃の印︾をここで宣言して６Ｄ＋ ︒
︿武器﹀ 点︒

ＧＭ 命中です︑ダメージどうぞ︒

そうだ︒盾をかざし︽盾攻撃の印︾眄 判定は ︒

グスラスト︾で１マス先のオーガＡを討つ︒そのほうがスワンプトロールの動きに対応でき

ガーネット 私の攻撃だけで確実に潰す自信はないな︒それなら移動せず︑ここから︽ロン

80

17

38

ＧＭ ︵ひー︑オーガは︿武器﹀への防御力は あるからカタイかと思ったけど︑容赦なく
削られるな眄︶ 点抜けて︑累積 ダメージ眄
72

15

ガーネット ここで聖印を輝かせ陣頭で叫ぶ︒
﹁去れ︑混沌の怪物どもよ眄﹂

ナハト これなら︑次のラウンドで燃えて落ちる︒

28

﹁ここより先はおまえたちのすみかにあらず︒立ち入ろうとするならば︑この聖印が相手に

ガーネット ﹁こうすれば民兵が安心するのだ︑叔父上﹂

ジノ ﹁わざわざ人喰い巨人どもに演説しても意味ないのでは眤﹂

なる眄﹂
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ＧＭ なるほど眄 そっちか︒

111

ガーネット ﹁使えるものは︑舌でも何でも使うさ﹂

︑抜けたか眤

士

気

ナハト ︽精霊力喚起︾を使ってからトロールへ︽樹精の戒め︾
︒今度は当たって︿衝撃﹀の

ＧＭ 第２ラウンド開始です︒

取ったときである︒

一方︑上昇するのは味方が敵を倒したとき︑キャラクターが﹁士気回復﹂のアクションを

リンナッププロセス︑そして部隊特技のコストとして使用した場合︒

士気が下降するのは︑何らかの要因で１点でもダメージを受けたときや︑各ラウンドのク

士気はさまざまな形で増減する︒

ろうよ︒

ドゥッカ 大丈夫だ︑死にかけのオーガはすぐにぶっ倒れる︒こいつでやる気も回復すんだ

がります︒ガーネットの部隊も例外ではないのですが︑意気は軒昂眄

ＧＭ ここで１ラウンド目のクリンナッププロセス︑各部隊は疲労などによって士気が１下

112

11

点も止めた眞

12

れ 点回復︒

飲む︒本来ならば２Ｄだけ回復するところが︑
︽フォーティファイドエッセンス︾で＋６さ

続くジノはＭＰが残り７点まで追い込まれていたので︑メジャーアクションで気付け薬を

ナハト だが〝硬直〟はした眄 マイナーで柵の中へ退避する︒

ジノ

ＧＭ 抜けた︒ 点ダメージを受けます︒

23
もはや死が確定したオーガＡは捨て身の攻撃︑狙うはドゥッカただ一人︒

ジノ 自前でちょっと混ぜ込んだだけ︑これがアルケミストの力ですよ︒

ＧＭ それ︑回復量だけならアカデミーサポートで貰えるポーションなみじゃないですか眄

12

３Ｄの出目は１︑１︑１︒

ナハト あ︒

コロ︶あ︒

の体が膨れあがる︒
︽パンプアップ︾で目標を単体に変更︑ダメージ増加︒くらえ眄 ︵コロ

ＧＭ マイナーアクションで〝炎上〟を消しはしません︒その代わり︑怒りの雄叫びでヤツ
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ですよ︒そこ︑写真撮らなくてイイですッ眄

14

ＧＭ ダメージは︿武器﹀ 眄

ガーネット ︽庇護の印︾眄

ＧＭ オーガキンの攻撃は命中です︒

るのが敵だけなら︑心置きなくドゥッカは範囲攻撃を使用できる︒

ガーネット そして︽庇護の印︾でのカバーリングは１マス先まで届くし︑自分のマスにい

ジノ 回避はドゥッカの方が高い眄

攻撃を集中させる︒しかし︑

オーガＡたちを討つために単身一歩前に出たドゥッカ︒そこへオーガＢのグループが殺到︑

ガーネット よし︑士気が回復した眄

ドゥッカ ﹁バカが︑捨て身だと眤 イカれてやがるぜ﹂

ＧＭ よけられた︒燃えた︑死んだ︒

ドゥッカ まあ︑避けた︒

ナハト アッハイ︵パシャパシャ︶
︒

ＧＭ く︑じゅ︑ だ眄
14

心をしっかり持って達成値を言うんだ︒

ガーネット ︵菩薩の笑みを浮かべて︶気を落とすなＧＭ︒このゲーム︑自動失敗はない︒

114

ば眄 次のオーガキンの攻撃は ︒

ＧＭ えええッ眄 い︑いや︒落ち着け︑俺︒こうなったらガーネットのＭＰを削ると思え

ガーネット 全部弾いた︒ダメージはゼロなので士気も下がらない︒

23
19

ドゥッカ ︵コロコロ︶ ︒避けたぜ︒

ＧＭ そーなんですよ眄 怒りのあまり我を忘れた︑んです︒命中判定 眄

ドゥッカ ﹁見境ナシかよ眄 しょんべんちびりそうだぜ﹂

ガーネット ﹁なんて凶暴な連中だ眄﹂

りを滅多切りです︵しまった︑先にオーガが動けば良かったんだ眄︶
︒

ＧＭ そして頭に血が上ったオーガＢが移動して⁝⁝あ︑
︽パンプアップ︾できないので周

20

ドゥッカ そいつは︑３Ｄで 出せって話だ︒
︵コロコロ︶あっ︒
19

10

26

体を構成する肉が沸き立ち崩れるのも構わず︑人喰いの鬼は肉切り包丁を振り回す︒血と

ＧＭ あれっ眤 ってことは︑これ自分達にしか当たらなかった眤

ドゥッカ 華麗に避けた眄

ジノ ６ゾロがあるじゃないですか眄 クリティカルで＋ ですよ︒

霧覆う魔境の島
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だが︑その中にドゥッカの姿は無い︒

肉が飛び散る︒

ＧＭ 自滅で抜けたダメージが 点︑崩壊して 点︑さらに〝出血〟眄
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10

10

21

ドゥッカ ︿炎熱﹀ ︒つまりな⁝⁝

ＧＭ こんなのが攻城戦で城の中に飛び込んできたら︑悪夢だよなァ︒

ジノ これが邪紋使いですよ眄

ナハト まるで歩く火の玉だ︒

ＧＭ ド命中でございます︒

力︾はこの戦闘じゃ打ち止めだ︒３Ｄ６＋７で 眄

ドゥッカ なら眄 ︽元素破撃︾と︽荒れ狂う諸力︾
︒残りＭＰは４点︑そして︽荒れ狂う諸

ジノ ＭＰは僕が回復させます︒

ら割に合わん﹂

ガーネット ﹁手数を減らすんだ︒次のラウンドにヤツらは多分死ぬが︑その前に殴られた

ドゥッカ ちょいとオーバーキルだぜ眤

ガーネット ﹁ドゥッカ眄 あそこでもう一度︑爆発しろ眩﹂

巻き込まれたオーガキンたちは言わずもがな︒オーガＢも自ら血だるまとなる︒

ダメージが入ります︒

ジノ バッドステータスの出血はメインプロセス終了 時に〝 ＋そのエネミーレベル〟の

26

炸裂した炎が肉を剝ぎ取って焼き尽くす︒あとに残るのは黒く焼け残った骨が三つばかり︒

獣人達には向き直る時間もない︒

神速の回避から︑死角への移動︒

オーガの背後で︑ドゥッカが吐き捨てるように呟く︒

﹁くそったれが﹂

血走った眼がとまどいに見開かれる︒

盻眇確かに刃を打ちこんだはず︒

35

ジノ なら︑その後ろでジノは︑
﹁ふっ︑ふひっ︑ふひひっ﹂って笑います︒
﹁何でしょうね︑

ＧＭ 霧が無い所で戦っちゃダメだな眄

ドゥッカ こういうことだ︵笑︶
︒

霧覆う魔境の島

じ︑自分の考えたことがここまでうまくいくと︑だんだん楽しくなってきました﹂
︵全員爆
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笑︶

ガーネット ダメージは 点︿武器﹀
︒

ＧＭ それは命中眄

ージ＋５です︒

ジノ 部隊特技︽挟撃︾を使用眄 士気を１点支払って︑ガーネットの命中に＋１Ｄにダメ

の攻撃だ︒そして︑その動きに呼応して︑もう一つの部隊が動く︒

ガーネットに率いられた歩兵達が槍衾を作る︒得物の長さを利用した︑敵の間合い外から

ガーネット コイツを潰せば︑オーガキンも逃げ散る︒この場所から︽ロングスラスト︾眄

最後に行動するガーネットは迂回してきたオーガＣを迎え撃つ︒

阻まれて届かない︒

続くトロールもマイナーで〝硬直〟から回復し︑川を渡る︒狙う先はナハト︑しかし柵に

る︒

オーガキンたちは︽バーンエッセンス︾による〝炎上〟を解除し︑やはり側方から迂回す

トを目指すが︑ぬかるみに足を取られ隣接するのがやっと︒

オーガＣは味方を巻き込まぬよう先行︒霧が晴れたマスを迂回し︑後方のジノとガーネッ

ドゥッカ しかも微妙に三下だ︵笑︶
︒

ガーネット 叔父上が変な方向に染まってきた眄

118

15

れば崩れない眄

ガーネット 大丈夫だ︑これだけ獲物がいるなら士気は回復できる︒集中攻撃を喰らわなけ

第２ラウンド終了のクリンナッププロセスで各部隊の士気は１点下がる︒

ガーネット ﹁一発で倒せるとは思っていないさ﹂

ＧＭ こいつは〝霧〟の中なので追加ダメージは受けません︒ 点は止める眄

38

もレッドゾーンに︒

第３ラウンド︑セットアップはナハトがやはり︽精霊力喚起︾
︒じわじわとこちらのＭＰ

ジノ そりゃあ我々も必死ですから眄

ＧＭ それはこっちの台詞だったのに眄 奥の手を使いたいのにとどかない︒

霧覆う魔境の島
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点︿衝撃﹀
︒

33

レベル︒つまり︑毎ラウンド 点回復です︒

10

50

ＧＭ いい目眄 ︿武器﹀ 点＆出血︒

ガーネット ︽庇護の印︾でカバー眄

ジノ 無理︑くらいました︒

ガーネット 避けられん︒

ここはまだ霧の中だ︒

ＧＭ そうはいくか眄 オーガＣはジノとガーネットと自分を巻き込んで︽肉切り包丁︾
︒

ドゥッカ いいねえ眄 それで行こう︒

ガーネット オーガ達は私たちを殴りに集まる︒そこをまとめて焼いてくれ︒

続くドゥッカはガーネットのアドバイスを受けて待機︒

そしてガーネットを支援するため同じマスにとどまる︒

れ自分のＭＰ回復を優先︒

ジノは範囲攻撃︽バーニングエッセンス︾を使うか悩むが︑ドゥッカを巻き込むことを怖

ジノ ﹁さ︑さすがですね︒長く戦ってきたと言うだけのことはある﹂

ガーネット ﹁あのエルフが完全にトロールを抑えてくれているな﹂

ナハトはマイナーアクションで柵を捨てて後方へ移動︒

ガーネット ﹁ここは足止めだけで充分だ︒決戦はやはり次の戦場になる﹂

全員 ⁝⁝眄

ＧＭ

ジノ 〝エネミーレベル×５〟点のＨＰが回復か眄 トロールのレベルは眤

気がつきます︑エネミー特技︽再生︾です眄 特技のレベルは５︒

ＧＭ ではここでナハトは︑前のラウンドにトロールに与えたダメージが回復しているのに

を使用︒ヒットしてダメージは⁝⁝でかい眄

ナハト ﹁精霊の声が遠くなってゆくっ眄﹂
︒正面のスワンプトロールに再度︽樹精の戒め︾

120

40

ガーネット 大きい眄 １点抜けた︒ジノの分も受けるから２点だ︒

をもぎ︑腸を啜る姿に３ 以内の敵部隊の士気が１下がり︑こちらはＨＰを若干回復眄

これこそは霧の巨人のオリジナルエネミー特技︽残虐行為手当︾
︑喜悦の表情で兵士の手足

ＧＭ オーガは兵士をつかみ上げ︑まるで戦場の兵士全員に見せつけるように喰らいます︒
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Sq

ジノ ﹁わあっ︑喰ってる︑喰ってる眄 お︑おえええええッ﹂
︒我々︑みんな範囲に入って

ますよ︒

121

ガーネット これは⁝⁝︒士気が減るのも無理はない眄

Sq

このポーションは射程１ 眄

ションをイニシアチブプロセスで即座に使用眄 さらにアルケミストの特技︽薬品投与︾で︑

ジノ 錬成魔法︽アージェントメディシン︾で︑マイナーアクションで使うＭＰヒールポー

ンで⁝⁝︒

ＧＭ でもどうやってＭＰを眤 同じ にすらいませんよ眤 それに次に動くのはオーガキ

ドゥッカ やべええ︵笑︶
︒

ガーネット 叔父上︑ＭＰをくれ眄 今確認したら残り１だった︵汗︶
︒

届かないのでドゥッカに︒ここで︽残虐行為手当︾で士気を２つ下げればひっくり返せる眄

ＧＭ そしてオーガに随伴していた霧のオーガキンはガーネットに追い討ちしたいですが︑

ガーネット 大丈夫︑それは次の自分のプロセスに解除する眄

受けます︒メインプロセスを行なうたびに︿体内﹀ダメージ眄

ＧＭ それと︑ガーネットにはダメージが入りましたから︑バッドステータスの〝出血〟を

ジノ あわわ︑や︑やばい︒

に喜びの雄叫びを上げ︑オーガキンたちが飛び込んできます眄

ＧＭ はい︑これまで全部ガーネットに止められてたけど︑持ってたんです︒改めて血祭り

ドゥッカ 他の連中もこの特技持ってンのか眞

ます︒

ＧＭ ただしこのオーガ︑喰べるのに夢中なので次のラウンドはマイナーアクションを失い

122

16

踏み込んだオーガキンはドゥッカに攻撃︒しかし︑一撃は︽庇護の印︾でカバーリングす

ＧＭ 本当にそうなのっ眞

ナハト しかしまあ︑おそらくはポーションを投げてるわけで︒

ＧＭ やなせたかし先生に謝れ︵笑︶
︒

全員 ﹃待て﹄

顔よ眄﹂

ジノ ︽アージェントメディシン︾は１ラウンド１回ですけどね︒
﹁ガーネットマン︑新しい

ＧＭ 割り込みの回復が遠隔で飛ばせるとは⁝⁝眄

ガーネット ありがたい眄

ジノ ２Ｄ＋に僕の︻精神基本値︼で 点ＭＰ回復です︒

ＧＭ オーガキンの前に割り込んだ眞

Sq

そして待ち伏せの場所に最後に踏み込んできたのは︑沼地のトロール︒

るガーネットにすべて止められ︑もう一撃も軽やかに回避される︒

霧覆う魔境の島
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ＧＭ ︽樹精の戒め︾で〝硬直〟しているから︑マイナーアクションで絡みつく蔓草をちぎ

19

ＧＭ ナチュラルに適当なこと言わないでくださぃー︒レベル１のＰＣ相手でも目標値 は

ナハト あー︑１足りないですねえ︒

ＧＭ しょーがないなあ︵笑︶
︒
︻知覚︼で判断しましょう︒
︵コロコロ︶ ︒

ドゥッカ そうだそうだ︑そんなに知能は高いのか︵笑︶
︒

かずに柵を壊しにかかったりしませんかね︵笑︶
︒

ナハト さっきまで柵の中にいた敵がいつの間にかいなくなってるんですよ眤 そこは気づ

かないか︒

って〝硬直〟を解除︒ううん︑しかたない︒メジャーアクションで移動してナハトを追うし

124

ガーネット やるべきことは終えた︒あとは生き残ったオーガを殴って撤退だ︒

ジノ そろそろ逃げないと眄

す︒随伴するオーガキンも同じ︒

〝非常に難しい行為〟ですぅー︒トロールは匂いで気づき︑追っかけてナハトの に入りま

17

る︒

そしてその言葉通り︑続くラウンドにナハトの喚び出した精霊が︑トロールの足を絡め取

らは逃げ切れる︒

ナハト あのトロールの攻撃が近接である以上︑
︽樹精の戒め︾が当たってさえいれば︑我

ジノ いや︑こっちのＭＰが限界です︒１回撤退を眄

ワンプトロールにも挑んでみます眤

ＧＭ 隊長格のオーガが全部やられた眞 そちら︑士気回復３点です︒いっそ︑このままス

うけ︑オーガを仕留めた︒

ガーネットは自身のメインプロセスで〝出血〟を解除︑ジノの部隊から〝挟撃〟の支援を

Sq

ＧＭ 一応︑随伴のオーガキンたちはまだ動けるんですが︑他がやられた上︑頭目が動けな
いときては︑襲ってこようとはしません︒

まだ︑次の戦いが残っている︒

傷ついた戦友に肩を貸し︑同朋の屍に涙を落とし︑兵士達は槍を担いで走る︒

それはこれまでの敗走とは違う︑確固たる意志︑判断に基づく撤退︒

仕留めた大型の人喰いは３体︒頃合いは充分と民兵達は戦場に背を向ける︒

ジノ ﹁てったーい︒撤退ですよー眄﹂
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ドゥッカ 生き残ったのはオーガキンが３匹と︑トロール１匹だな︒オーガはみんないなく

下さい︒

のトロール達が態勢を整えて襲ってくるまでの時間は６時間とします︒準備や休憩に使って

ＧＭ ところどころに斥候を残しつつ︑あなたたちは開拓民のいる浜辺まで退きました︒あ

背水の陣である︒

そして︑こちらにはもはや後はない︒

しかし︑トロールには高い再生能力がある︒再び現われる時には無傷となっているだろう︒

英雄達は︑一散にあの浜辺まで撤退する︒こちらの損害は軽微︒

次の戦いへ

て待っておれ眄﹂

ＧＭ ﹁我らが王の土産におぬしの首を持って行く︒さぞや旨い肴となるだろう︒首を洗っ

ナハト ならば答える︒
﹁我らとお主らは︑時果つるまで戦い続ける定めよ﹂

ルフと殴り合うことになろうとはな眄﹂

ＧＭ では︑皆さんが撤退する際にトロールが叫びます︒
﹁このような異郷に渡っても︑エ
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敵はスワンプトロール１体とそれに直接随伴していた霧のオーガキン２体です︒

こで明らかにしちゃいます︒

ＧＭ ＯＫ︒敵の進撃路に残してきた斥候から逐一情報が入るので︑最終決戦の敵構成はこ

ジノ それを踏まえて準備ですね︒

なっちまった︒
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そしてヤツらを守る〝霧〟は開拓民のいる野営地周辺も覆っていますが︑大きなかがり火

Sq

ドゥッカ そんならよ︑奇襲してから部隊が休んで態勢を整えられるよう︑ギリギリまで引

ＧＭ 疑われてましたからね⁝⁝︒

それを見せつける︒

ガーネット 今後︑私が開拓民に言うことを聞かせるためには勝つしかないんだ︒だから︑

拓民も終わりなんで︑たいして差はないですが︒

ＧＭ 眤 そうなると︑やや危険なくらい近くになりますよ眤 まあ︑皆さんが敗れたら開

ろがいい︒

ガーネット なるべく︑開拓民達が避難している所から︑我々が戦っているのが見えるとこ

が眤

よ︒順序としてはそうなるようにあらかじめ場所を選んでいたって感じですね︒どんな希望

ＧＭ 浜辺に柵を作って待ち受けるかたちですから︑その範囲でなら戦場の場所は選べます

だが眤

ガーネット トロールと決戦するのは本拠地のそばだったな︒場所にちょっと希望があるの

せた︒

戦場は平坦な浜辺︑中央の５×５だけは〝霧〟がない︒そこに英雄達は横に広く柵を巡ら

ＧＭ ですねー︵気づいたか眄 いい手だもんね︑やるよね⁝⁝︶
︒

の外の仲間にも届かせることができる︒

ガーネット 確かにそれもアリだな︒私の︽庇護の印︾でのカバーリングは射程が１ ︑柵

全員 眄

ットにも入ってもらうと︽ロングスラスト︾を使って一方的に攻撃できるのでは眤

ジノ あの︑僕︑ちょっと思ったんですけどね︒この柵の中にナハトだけじゃなく︑ガーネ

ドゥッカ 今度もエルフがバリケードにすりゃいいンじゃねえか眤

ナハト さっきはこれで助かった︒

きますよ︒

それと︑ミドルで準備した〝柵〟ですが︑まだ３マス分余ってますからこの戦場に配置で

などによって︑最初の戦闘の時のように晴らすことができます︒

128

われます︒

ＧＭ ︵イイ顔で笑ってるなぁ︶了解です︒ならば最後の戦いは開拓民達が見守る中で行な

ガーネット ああ︒それが名目で︑裏にはこういう意図もある︑ぐらいだな︒

っ張ってきたってことにしとこうぜ︒噓じゃあねえ︒

霧覆う魔境の島
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さて︒
脱線を少々︑お許しいただきたい︒
ＴＲＰＧのセッション中︑ＧＭが〝手応え〟を感じることがある︒自分が用意した架空の
状況に対し︑ＰＬが真剣に対応し︑時にはＧＭが想定していなかった世界像を見いだし︑

ＧＭ それは︑どうやるととれるんでしたっけ︵ルールブックがさごそ︶
︒

ジノ まあ︑
〝効率のいい睡眠〟が確保できるかどうか⁝⁝︒

では︑こうした隙間の時間の使い方が大事になってくる︒

今回のように戦闘が連続するような局面︵大規模な作戦では頻繁に起こる局面である眄︶

寝所で８時間以上︶の３段階がある︒

休息には仮眠︵２時間以上︶
︑充分な睡眠︵簡易寝具で６時間以上︶
︑快適な睡眠︵整った

その回復の度合いはとることのできる睡眠と休息の質により大きく変わってくる︒

息を整え︑傷を手当てする時間があれば︑英雄達はそのＨＰやＭＰを回復できる︒そして︑

ジノ ええと︑休憩できるのが６時間だと〝充分な睡眠〟が可能ですね眄

休憩

とても好きなシーンだ︒

る︒

一介の冒険者とは立場が異なる︑アトラタンに生きる英雄らしさ︑したたかさが感じられ

ために最大限に活用する︒

良きにつけ悪しきにつけ自分の行動が︑民の目にどう映るかを意識し︑それを己の目的の

ンクレストらしさ﹂を感じたのは︑このガーネットの動きだった︒

そして︑このセッション中で筆者たるＧＭが一番﹁手応え﹂と︑そしてなによりも﹁グラ

筆者が考えるに︑ＴＲＰＧにおけるＧＭという役割のおもしろさは︑まさにここにある︒

なかった物語が生まれゆく瞬間である︒

達が真剣に楽しんでいてくれる証であり︑そしてなにより︑このセッションでしか存在し得

それは︑自分の用意した素材が︑参加者の手で見事な完成品に近づく過程であり︑参加者

その世界で生きるキャラクターとして︑悩み︑喜び︑そして決断をする︒
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ＧＭ そうです︒この６時間という時間も︑最初からはっきりこれだけの時間が確保できる

この休憩は戦闘の間なんでしたっけ眤

を受けたり︑酒を飲んだり〟って感じで娯楽を併用すると自然回復は効率化されるんですが︑

ジノ ﹃アドバンスフォース﹄で再定義されたルールですね︒
〝風呂に入ったり︑マッサージ

霧覆う魔境の島

ってわかったわけじゃなく︑いろいろやった結果として６時間は休めた︑って形の慌ただし
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い休憩なので︑
〝自然回復の効率化〟はできないことにしましょう︒

ガーネット よし眄 気付け薬と睡眠で︑ＭＰは 点まで回復した︒

ジノ 他にはテントとかもありますよ︒

ＧＭ こ︑細かい眄 これはむしろ夜襲してそういうシーンを再現したくなりますね︒

命中と防御の判定ペナルティがつきます︒

ジノ ただし寝ている時に襲撃されると不意を討たれる上に︑寝袋から出ないと移動できず︑

ドゥッカ すげえな︵笑︶
︒俺も買っときゃよかった︒

ますね︒

ジノ ええと︑１レベルのキャラが寝袋使うとＨＰとＭＰの睡眠による自然回復に＋４され

ＧＭ 本当に野戦指揮官ですね眄

ナスがつく︒
〝こんなこともあろうか〟と思ってな︒

ガーネット これも﹃アドバンスフォース﹄で追加されたアイテムだ︒自然回復の値にボー

ＧＭ へ眤 何ですかそれ︒

ガーネット さらに私は寝袋を使う︒

ＧＭ 一般的な消費アイテムでしたら︑次回までには補充されますしね眄

使っている余裕はない︑飲んでおこう︒

ガーネット まあそれでも︑気付け薬１個分ぐらいは飲めるはずだ︒戦闘に入ったらこれを
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ドゥッカ こっちも薬と睡眠で残り 点まで回復︒だいぶ楽になった︒

27

ＧＭ なにがなんだか︵笑︶
︒

ナハト ﹁人間は嫌いだ︒でも︑気付け薬は好きだ︵ごくごく︶
﹂あ︑すごい回復した♪

ドゥッカ うまいこと折り合いつけやがったな︵笑︶
︒

だ︒飲んでおこう﹂と︒

ナハト では︑
﹁人の薬など⁝⁝﹂と言いかけた後︑
﹁いや︑すまん︒命の恩人のくれるもの

ガーネット ﹁いるか眤﹂

つきました︒重量オーバーで持てなかったんです︵涙︶
︒

ナハト エルフは薬とか嫌いなので︑気付け薬持ってないんですよね︒⁝⁝すみません︑噓

ＧＭ ナハトの方は眤

ジノ 僕は全快しましたよ︒よかったよかった︒

22

若き騎士アリキアは︑開拓民を指揮して柵を組み︑避難させていた︒が︑ざわめきを聞い

に堅パンを添えただけでも︑兵士の空きっ腹を温めるには充分だった︒

戻ってきた兵にはスープが振る舞われた︒鍋の湯に塩漬け肉を放り込んだだけのしろもの

音を立てて燃え盛るかがり火が︑立ちこめる霧を払う︒

公子の出番

霧覆う魔境の島
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て我慢ならず︑彼の〝従騎士〟の元に急ぐ︒
思いの外ケガ人は少なく意気は軒昂︒

途中︑兵士達とすれ違った︒
報告通りなら︑戦果はすばらしいものである︒それでもなお︑戦いはこの場所まで持ち越

４ 以内にいれば︽巻き戻しの印︾を使ってくれますよ︒

ＧＭ では︑この戦いにアリキアを連れて行くかどうか決めてください︒一応︑アリキアは

ガーネット 充分だ︑誓いは３つ埋まっている︒

ＧＭ さて︑最後の戦闘です︒要望があればプレッジシーンを入れますが眤

﹁いやはや︒呆れました︒よくぞまあ︑このようなときに眠れるものだと﹂

﹁眄 な⁝⁝﹂

時折うなっている︒

あの魔法師ですら︑イモ虫のように毛布にくるまって寝転がっていた︒悪い夢でも見たか︑

像のように動かない︒

かたわらにはガーネットを守るようにエルフが杖を抱えて座っている︒こちらもやはり彫

がり火に照らされている︒

盾を枕に︑寝袋に半身を突っ込んで従騎士は眠っていた︒彫像のように整った寝顔が︑か

﹁
﹃何かあれば起こせ﹄と︑あの通り﹂

﹁寝ている︑だと眤﹂

開拓民の長︑オーウェンズが答える︒

﹁皆様︑お休みで⁝⁝﹂

応えるように︑いびきが聞こえた︒ドゥッカである︒大地に体を投げ出し︑寝こけている︒

戸惑うように兵が顔を見合わせる︒

﹁ガーネットは眤﹂

兵の集うかがり火の下で彼は問うた︒

働きに感服する想いと︑背水の陣を余儀なくされた焦燥とがない交ぜになる︒

盻眇どうにかならなかったのか︒

された︒
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ガーネット ︽巻き戻しの印︾は喉から手が出るほど欲しい︑だが︒

Sq

説をして欲しい︒

その代わりと言ってはなんだが︑彼には﹃これから聖印を持つ者が巨人を倒す﹄という演

ガーネット そうだ︒だから下がっていて貰う︒

ナハト アリキアが〝喰われたら〟が怖いですね︒

霧覆う魔境の島

ＧＭ ﹁何を今さら眄 もとより君主の務めですよ﹂と言いますが眤
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ガーネット いや︑違うのだ︒とアリキアに言う︒

も彼は彼なりに︑始祖君主︑レオンより続く君主の道にのっとって︑彼と彼に従う従騎士︑

ＧＭ なるほど︒彼はその言葉の意味を︑完全には理解していないかも知れません︒それで

ガーネット ﹁ならば︑売れるだけ高く我らを売る︑ということだ﹂

るだろう﹂

民人は︑生き延びることができたなら︑この戦いでの振る舞いを見て︑我らの価値を定め

の言葉に耳を傾け︑従うようになる︒

今︑私たちが民の前で力を示し︑それを証立てることで︑彼らはこの先︑あなたやわたし

﹁これは︑誉れのためではない︒
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﹁守るべき民は我が同胞にあらず︑隣に立つのは友にあらず︒されど恩は返す﹂
︒エルフの

ナハト では︑ナハトはこうだ︒

ばかりのようだ︒なにが土地は開拓し放題︑だ﹂

ＧＭ それを受けて︑オーウェンズが言います︒
﹁ここにいるのはみんな︑だまされた馬鹿

ドゥッカ ﹁くそ︑もうちっとマシな仕事だと思ってたのにな眄﹂

も残ってませんよ﹂

ジノ ﹁もう︑こうなった以上︑やるしかないですからね︑はははは︒もう︑吐くものは何

﹁さあ︑征くぞ︒生き延びるため︑我らの飯の種のため︑仕事を果たす眄﹂

ガーネット 仲間には︑こうだな︒

ガーネットが民を守り︑混沌を打ち払うことを高らかに説きます︒

･

ＧＭ さあ︑最後の戦いです眄

誇りにかけて︑な︒

霧覆う魔境の島
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逆襲の烽火
開拓民達は一塊になって︑かがり火に照らされた戦場から距離をとっていた︒
仮の宿であった丸太小屋は︑すでに防御柵のために壊されている︒
自分達を守るのは︑あの君主とその下で槍を握る同朋たち︒
そして今︑できることは︑戦いの行く末を見守るのみ︒
立ちこめる霧が黒く︑割れる︒
燃えさかるかがり火に︑ぬっと照らしだされたのは鱗の生えた沼トロールと︑霧のオーガ

状態にしてやります眄
ジノ そう︑それがマスコンの恐ろしさ︒

︑ドゥッカ

︑トロール

︑オーガキン ７︑ガーネ
10

ガーネット だから︑油断はできんさ眄

︑ジノ
13

第１ラウンド
︻行動値︼ナハト
混沌レベル ５

ット ３

セットアッププロセス︒

14

ナハトは呪文を 圧 唱 ︑
︽精霊力喚起︾
︒四方の精霊がその声に惹かれ集い︑歌う︒

10

れて周りも１点士気が下がるんですからね眄 ３体立て続けにむしゃむしゃして︑部隊崩壊

ＧＭ く︑いい気になりおって眄 こっちが︽残虐行為手当︾すればダメージで１点︑喰わ

ガーネット そうだな︒

ジノ とはいえ︑あのオーガキンはもはや士気回復用のエサですね︒

しかし︑配下の兵たちは︑歯を食いしばって︑恐怖に堪えている︒

その姿を見ただけで︑民たちからは悲鳴があがる︒

キン２体︒

138

ドゥッカは︽元素まといし者︾
︒体に生えた結晶が赤熱︑陽炎が揺らめき︑拳が炎に包ま

･

﹁火だ眄 火だ眄﹂
﹁歩く火だ眄﹂警戒の声が上がる︒

れる︒
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ＧＭ この時点で︑
﹁ヤツを潰せ﹂とトロールは怒号します︒セットアップ終了︒イニシア
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チブプロセスを挟んで︑メインプロセス︑順番的にはナハトからどうぞ︒
を避けて下さい︒

ナハト ﹁この浜辺に咲く死人葛が︑おまえたち巨人の肉を求めておるわ﹂と︵コロコロ︶
︒
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29

点抜けて〝硬直〟
︒

17

スワンプトロールは︽再生能力︾５レベルを持つ︒ レベルのエネミーであるため︑毎ラ

柵を迂回︑または越えて来るトロール達が攻撃可能範囲に来るのを待つ︒

続くジノとドゥッカは柵の後ろで待機︒

ＧＭ ﹃投影体の部隊に派遣されたんだが︑俺はもう限界かも知れない﹄
︵笑︶

ガーネット ﹁俺は一体どうしたらいいんだろう眤﹂
︵笑︶

ドゥッカ だよな︒
﹁あの人︑俺たちと話さないで空見てぶつぶつ言ってる﹂

てるんでしょうねえ︵笑︶
︒

ジノ それはそれとしてですね︒これ︑ナハトさんについてる部下は︑所在なさげにし

○このシーンの裏側

にゆがめられた樹木の精が︑怨念をたけび叫んでおるのを眄﹂

ナハト 入念にキャラを作り込んできたかいがありました︒
﹁ふふふ︑聞こえるか︒貴様ら

達っぽいですよね眄

ＧＭ デカブツとは正面から戦わない︑というやり方が︑いかにも巨人と戦い続けてきた者

かしらのリターンがある︒

バッドステータスを無効化してくる敵は少ないから︑相手に与えられれば︑それだけなに

なかったろう︒

ガーネット 本当にな︒ここで止められなければフルボッコにされて︑戦況を盛り返せはし

ジノ ありがたい眄 これが当たらないと作戦が瓦解しますからね眄

ＧＭ

ナハト ︿衝撃﹀ 点です︒

ＧＭ くっ︑避けられればこのデタラメ演出に一矢報いられたのにッ眄

22

10

50

ジャーアクションで攻撃できる相手はいないので移動︒メジャーでの移動は全力移動となっ

ＧＭ スワンプトロールはマイナーアクションで〝硬直〟を解除︒これは仕方ない︒今︑メ

散発的な攻撃はリソースの浪費にしかならないのだ︒

ウンド︑クリンナッププロセスにおいて回復するＨＰは 点︒
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て６ か⁝⁝︒

141

Sq

目の前の柵には進入できないんだよな︒
どうせ攻撃できないから迂回してドゥッカの に進入︑次︑潰してやる眄 そしてオーガ
Sq

ガーネット ﹁だが︑遅かったな眄﹂

ジノ／兵士 ﹁う︑後ろだぁッ眄﹂

﹁ちっぽけな虫けらども︑勝てると思っているのか眄 エサ風情が﹂

り眄 人類に逃げ場なし眄

ＧＭ その時︑柵の後ろからかがり火の明かりを背負った︑巨大な影眄 人喰い巨人至れ

ナハト／兵士 ﹁どこだ眤﹂

横か眤 いや眄

音がとどく︒柵の向こう︒

槍衾を崩さぬよう︑片膝をついたまま首を伸ばす︒

盻眇どこに︒

足音は聞こえるのに︒

だが︑敵の姿は見えない︒

うとする︒

どうにか敵の姿を見ようと︑前に立つ部隊の肩の間︑そして丸太の柵を通してのぞき見よ

戦列に緊張が走る︒

盻眇来た︒

その腹に響く足音が聞こえてくる︒

柵の後ろで槍を握り︑時を待つ民兵︒

ナハト このシーン︑柵の中にいるこちらから見ると︑こんな感じですよね︒

ジノ も︑漏らしそうです︒

次のラウンド︑フルボッコですよ眄

も揃った︒

ＧＭ 柵に進入できないのはそちらも一緒ですからね︒回り込んで追い詰めました︒足並み

ドゥッカ やべェ︑囲まれてるぜ︵嬉︶
︒

キンも反対側から回り込む眄
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ＧＭ 第１ラウンド︑次に行動するのはガーネット⁝⁝あああッ眄

ジノ ﹁そ︑そうです︒言うなればこれは擬似区域︑応急の長城眄﹂

ガーネット １ラウンドを稼ぐ︒この柵はそのための配置︑そのための対策眄

ＧＭ 眞
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ガーネット ここからは集中攻撃だ︒私の次は待機していたドゥッカ︑ジノ︒そして次のラ
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奔れ︑閃光の刃

す︒

ジノ ご存分に眄 こちらからはイニシアチブプロセスの時点で︽ヴォーパルウェポン︾で

ガーネット やる気︑出していいな眤

そして︑その時は来た︒

だからこそ︑必倒の機会を待たねばならなかった︒

だからこそ︑必勝の態勢を作らねばならなかった︒

もしもその時点で天秤が味方不利に傾けば︑もう取り返せはしないだろう︒

英雄達が一番警戒していたのは︑第１ラウンドの敵の猛攻による士気崩壊︒

そう︒

ウンドもナハト︑ジノ︑ドゥッカが動く︒

144
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ガーネット では眄 マイナーで１歩動き柵から出て︑メジャーでスワンプトロールに︽盾
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攻撃の印︾で攻撃眄
柵の中から雄叫びが上がる︒
槍を掲げたガーネットを先頭に兵が奔る︑奔る︒盾に浮かぶ聖印が︑トロールの目を灼く︒
そして︑ガーネットの部隊に呼応して︑ジノの隊が槍を振り上げた︒２つの部隊が︑スワ

21
10

ジノ できなくはないんですが︑
〝１シナリオＸ回〟の特技を回復するには︑天運５点

ドゥッカ それなら︽閃光刃の印︾が２回撃てるってことか︒

ガーネット それは自分以外にも使えなかったか眤

ＧＭ ︵それも強力だよな眄︶

です︒

ジノ 僕の偉業特技は回数制限のある特技の使用回数を回復する︽プリマ・マテリア︾

ガーネット だが︑叔父上にも偉業特技はあるのでは眤 そちらは大丈夫か眤

○このシーンの裏側

ガーネット そして自分の天運２点をつぎ込んで︑最大の５点で撃つ眄

ナハト こちらもだ〝フォモールを倒す〟のに１点︑使ってくれ︒

いの分︑を託します︒

ジノ 〝天運〟を譲渡しますよ︒共有した〝フォモールを倒す〟と︑
〝生き延びる〟という誓

ＧＭ げえっ眄

ガーネット ダメージに︑費やした〝天運〟× 点を追加だ眄

ＧＭ 効果は眤

が光を放つ刃になる眄

ガーネット ここで偉業特技︑
︽閃光刃の印︾を使う︒
︽盾攻撃の印︾とあわせて︑槍と盾と

ＧＭ よけられません︑ヒット眄

ガーネット よいしょ眄 ︵コロコロ︶ です︒

ドゥッカ わかったぜ︒

からこそ優先的に士気を使ったほうがいいという判断をしました︒

ジノ いえ︑同じ効果は重ならないので︑分担しましょう︒僕の隊は前線に行きません︑だ

ドゥッカ 俺の隊も挟撃できる位置だが︑重ねたほうがいいか眤

取りに専念します眄

ジノ 僕の部隊は︑部隊特技︽挟撃︾を宣言します︒この先︑僕はもう︑挟撃のための位置

ンプトロールを挟み撃つ眄

146
霧覆う魔境の島
147

が必要なんですよ︒
ナハト それは難しいところだな︒
ジノ ︽閃光刃の印︾はつぎ込むための〝天運〟が欲しい特技ですからね︒
︽プリマ・マ
テリア︾では別のものを回復させようかと︒
ガーネット 了解した︒なら︑今はその天運を譲り受けよう︒

ガーネット ４Ｄ＋ に 点プラスして４Ｄ＋ ︒
︵コロコロ︶ 点︿武器﹀眄

今︑まさに彼女の手の中にある︑あの光の槍のように眄

聖印の力とは︑ばらばらな人の思いを束ね方向を与える力ではなかったか眤

ぎ出される︒

あまねく混沌の力に︑人が願いを託し︑純粋な思いを望む時︑無秩序から一筋の秩序が紡

しかしその混沌とは︑あらゆることが起こりうる可能性そのものでもある︒

アトラタンにあまねく混沌の力︑目的を持たぬ︑無秩序をもたらす力︒

仲間の思いと兵士達の思いが︑ガーネットの槍先に束ねられてゆく︒

ガーネット 退避している民に見えるように光の刃を掲げ︑貫く眄

地上を支配するのにふさわしいかどうかをな﹂

ナハト ﹁見せてもらおうか︒人間の︑叡智の力というものを︒我々を納得させてみせろ︑

148

50

67

81

す︒こっちの対︿武器﹀防御力が ︑抜けて 点︑累計 点眄

ＧＭ まず︑この場所はすでに彼らを守る〝霧〟がないので＋５されて ︿武器﹀になりま

17

68

ただ〝貫け〟と託した想いが巨人の胸を穿つ︒

君主が︑兵士が︑仲間が︑民が︒

槍の穂が一条の光芒となって奔る︒

ひいい︑すげえダメージが来たな︒

18

85

86

ジノ あ︑そうか眄

彼らにとっては︑この世界に投影されて初めて見る力なんですよ︑聖印は眄

﹁一体︑この力は何だ︒ただの人の力だとは思えぬ眄﹂と︒

間に合わない眄

ＧＭ スワンプトロールが︑自分の体の真ん中にあいた穴を見て呆然としています︒再生が
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ＧＭ この女の振るった閃光の刃は︑明らかに武器によるものでも︑武勇の技でもない︒そ

149

して︑もちろんエルフ達の使う精霊魔法の力でもない︒自分の胸を穿たれて初めてそれを実

19

ジが＋ ︒
︽ヴォーパルウェポン︾もらってるから８Ｄ６＋ 眄 行くぜ︵コロコロ︶
︒

ドゥッカ ここで〝天運〟を２点消費し︑偉業特技︽元素の化身︾
︒これで︑
︿炎熱﹀ダメー

ＧＭ よけられませんでした眄

たちが︑一番嫌いな力ってやつを見せてやるよ﹂

ドゥッカ マイナーで一歩進み︑ＭＰを５点減らして ︑
︽元素破撃︾のみで征く︒
﹁おまえ

ジノ そこに︽ヴォーパルウェポン︾眄

ＧＭ 阿吽の呼吸だ眄

ドゥッカ おうよ眄

﹁ドゥッカ︑追撃だ眄﹂と眄

ているところに︑当然とばかりに言うぞ︒

ガーネット そして次は待機していたドゥッカの番だったな︒ならば︑そのトロールが驚い

れは一体何だ眄﹂と驚く︒

ナハト エルフにとってもそうだ︒
﹁こ︑これは眄 あまりにも狂暴で︑峻厳な法の力︒こ

感し︑トロールは驚愕に目を見開いた眄
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20

ナハト ８Ｄで 出してますね︒

ガーネット おお︑すごい出目だ眄
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36

35

ドゥッカ ︿炎熱﹀ ダメージだ︒
です︒つまり ︿炎熱﹀眞 さっきの閃光刃で 喰らってるトコに眄
85

﹁御意﹂

﹁是非も無し︒踏みつぶせ﹂

﹁いかがなさいますか眤﹂

居並ぶ４つの影が身じろいだ︒

﹁斯くの如き地であったか︑この島は﹂

鉄の玉座の上で︑きしるような声が︑大儀そうに呟いた︒

その言葉は︑風に乗り︑土に染みいり︑島の奥︑フォモール王ゴライスの宮居へと届く︒

﹁こやつらは我らが仇とするにふさわしき相手にございますぞ﹂と︒

炎を吐き出し︑生ける火柱となりながらトロールは空に叫んだ︒

ナハト ﹁こやつら︑危険ですぞ﹂と︒

ＧＭ では︑このトロールは死に際に叫びます︒
﹁ゴライス王よ眄 申し訳ありませぬ﹂と︒

そして︑ヤツの目や口︑鼻の穴から炎の光があふれて爆発する︒

の差だ﹂

ドゥッカ ﹁生きるか死ぬかの戦いに︑体の大きさなんて大して関係ねえんだ︒ようは覚悟

ガーネット おお眄

届きませんでした︒

ＧＭ オーバーキルもいいとこですね︒クリンナッププロセスに間に合いません︑回復まで

残る骨も︑灼熱に晒され︑白く焼けて割れ砕ける︒

筋肉は炭と化し︑そして燃え上がり︑灰となって消え失せる︒

沼地の魔力が宿る血漿は気化した︒

穿たれた胸をさらに抉るように︑炎が燃え上がる︒

光芒の後ろを炎が追う︒

ドゥッカ で︑炎上３︒

91

20

71

ＧＭ ⁝⁝スワンプトロールは︑
︽属性弱点 炎熱︾を持ってるんで︑さらにダメージ＋

152

ガーネット ﹁そいつもこの島に︑投影されてきたと見るべきだな﹂

ナハト ﹁そうだ︑フォモール王ゴライス︑巨人族の王︒我が仇敵よ﹂

ガーネット ﹁ゴライス︑だと﹂
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ドゥッカ ﹁ってこたァ何だ︑こいつより強いやつがまだいるってことかよ︒勘弁してくれ﹂

153

ジノ ﹁本当︑本当にですよ﹂
︵涙︶

歓声が上がった︒

秩序の光が混沌の闇を切り払い︑浄化してゆく︒

アリキアは手を伸ばし︑聖印を掲げた︒

あの巨人達もまた︑このアトラタン大陸に映し出された異世界の影なのである︒

あまねく混沌が収束し︑一つの可能性を顕現させる︑その働きの中心だ︒

盻眇混沌核︒

燃え残るトロールの体から︑闇の固まりが沸き上がる︒

硬い表情のまま︑若き騎士は倒された巨人のもとに歩み寄る︒

ガーネットは膝をつき︑主を迎える︒

残っていたオーガキンは︑霧の中へと逃げ散る︒

彼もまた︑危ういところに立っているのだったな⁝⁝︒

ガーネット そうか⁝⁝そうだった︒

いずれ明らかになるでしょう︑なるといいな眄

その言葉が己の身のふがいなさを嘆く言葉なのか︑それとも力を望む野望の言葉なのかは︑

﹁僕も︑あの力を使いたかった﹂と︒

べます︒

彼はガーネットの放った︽閃光刃の印︾の光を見て︑
﹁ああ﹂と居たたまれぬ表情を浮か

リキアです︒

ＧＭ 退避してあなたたちの戦いを見ている開拓民たち︑その先頭に立っているのは騎士ア

ガーネット 眤

ＧＭ そしてもう一つ︑別の光景を演出させてください︒少しだけ時間を巻き戻します︒
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戦い終って

があるんでしょうね⁝⁝︒

ＧＭ 多分︑ここにはアトラタン大陸の住人だから感じずにはいられない︑言いしれぬ断絶

ドゥッカ ﹁へ︑化け物ってことか﹂

彼もまた︑体の中に〝混沌核〟を持つ存在なのだと︒

そうだ︑ここにいる彼もまた︑人間にして混沌を飲み込んだ異形︑邪紋使いだった︑と︒

込みます︒

しかし︑化け物の返り血に塗れ︑邪紋を隠しもしないドゥッカを見たとたん︑言葉を飲み

ＧＭ その言葉に二人は︑慌てたように﹁英雄だ﹂と答えようとします︒

っちに見える︒英雄か︑それとも⁝⁝﹂

ドゥッカ ﹁英雄だって︑場合によっちゃ︑大悪党になるもんだ︒おまえには︑俺たちがど

ＧＭ／オーウェンズ ﹁次は︑どうかわからないということか⁝⁝﹂

親を殺す子供だって珍しかねえ﹂

ドゥッカ ﹁誰だって︑やらにゃ殺されるときには︑手段なんぞ選ばねえ︒子供を殺す親も︑

ＧＭ／クリフ ﹁えっ眤﹂

ドゥッカ ﹁ああ︑そうだな︒
〝今回は〟な﹂

﹁血染めの盾︑だったか眤 だが俺たちは助かったぜ眄﹂

に続きます︒

﹁あんたの話とはだいぶ違う︑大した指揮官じゃないか﹂と︒民兵隊長のクリフもその言葉

ょう︒

ーウェンズが︑そうですね⁝⁝ここはガーネットの異名について話したドゥッカに言いまし

ＧＭ ですから︑ほぼ人的被害がなかったという風にしましょう︒そこで開拓民の代表︑オ

ガーネット そうだな︑うん︒

合い︑涙を流します︒最後の戦闘では︑皆さんの部隊はダメージを受けていません︒

ＧＭ 民兵達は最初︑まさかの勝ち戦に呆然としていますが︑やがて大歓声を上げて︑抱き

人間の力だ︒

ジノ そう︑確かに力ならば︑やつらのほうがまさっていたかもしれない︒しかし︑これが

ナハト 戦術の勝利だな︒

ジノ いや︑完全にうまくいった︒

１ラウンド目で殴れない時点で︑勝敗は決まっていましたね眄

ＧＭ 完勝です︒お見事でした︒
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ドゥッカ ﹁なぁ︑ガーネット︒あんたもその口なんだろう眤 だから⁝⁝﹂

157

ガーネット ﹁あの名を受けたと眤﹂

ＧＭ アカデミーがジノに同行させていた邪紋使いのマゴーゾが戻ってきます︒

マゴーゾであった︒

﹁アカデミーよりただいま戻りました﹂

影からの答えに驚き︑魔法師はハンモックから転がり落ちる︒

﹁うわあっ眄﹂

﹁では︑またとんぼ返りですな﹂

﹁アカデミーに頼まねば⁝⁝﹂

薬が無くなったからだ︒

手を止めて︑ハンモックに身を横たえたのは︑治療を終えたからではない︒

島での戦いは続く︒これ以上︑民を︑兵を失うわけにはいかない︒

むしろ︑この時こそが彼にとっての戦いの本番であるのかも知れない︒

大わらわであった︒

ジノにとって︑戦いはまだ終わっていなかった︒仮設の病院小屋で彼は︑怪我人の処置に

そして

ガーネット では︑ガーネットは血のように赤い朝焼けに︑半身を染めて言おう⁝⁝︒

全員 ﹁⁝⁝﹂

ガーネット ﹁⁝⁝﹂

﹁先の戦いから見る限り︑そういう戦いをするように見えないが眤﹂

ネットが虐殺をしていたとしても︑恩人であることには変わりはない︒

ナハト ならば俺が﹁あんなこと言ってるけど︑どうなんだ﹂と尋ねよう︒俺は別に︑ガー

が怖ろしいとでも言うように口をつぐみます︒

ＧＭ ﹁ど︑どうなんだ︒あんたは⁝⁝﹂とオーウェンズたちも言いかけますが︑知ること

ドゥッカ ﹁⁝⁝﹂

158
霧覆う魔境の島
159

ジノ ああ︑彼もガーネットのことは聞かされてなかったんでしたね︒

首枷の騎士︑

それとも言葉を選ぶ企みだったのか︒

それは躊躇いだったのか︒

答えるまでには︑わずかな間があった︒

ジノ様︑これはアカデミーの意思︒迷いなさるな︒あの女は危険です﹂

﹁この鍵はあの首枷の本当の鍵︒あの女から意志を奪う鍵でございます眄

ＧＭ ﹁そのために︑これを預かって参りました﹂と︑彼はあなたに禍々しい鍵を渡します︒

ジノ ﹁しょ︑処分だって︒僕には無理だよ眄 勝てっこない﹂

﹁彼女の監視︒場合によっては彼女の処分です﹂

ジノ ﹁そ︑それは﹂

れました﹂

ＧＭ／マゴーゾ ﹁したがいまして︑アカデミーより新たに︑あなた様に向けて指令が下さ

ジノ ﹁うううう﹂

のでございましょう︒それもまた真実﹂

ＧＭ／マゴーゾ ﹁この地にあっては︑あの女も生き延びるため︑そうせざるをえなかった

ジノ ﹁そ︑そんな︒だが︑彼女は︑命をかけて僕たちを︑民を︑守ったぞ﹂

ＧＭ／マゴーゾ ﹁アカデミーがその首に戒めの枷を科したのは故無きことではありませぬ﹂

ジノ ﹁な︑何だって﹂

おろか︑己が率いる部隊︑そして戦場となった村の民︑そのすべてを殺した大罪人⁝⁝﹂

ＧＭ／マゴーゾ ﹁いえ︒それはまことでございました︒あの方は︑先の戦いで敵の部隊は

ジノ ﹁待て︑彼女がそんな悪名を受けているのは何かの間違いに違いないよ﹂

ーネット﹄の悪名が⁝⁝﹂

最初から腕利きとしてガーネット殿を考えておられたようですが︑その⁝⁝﹃皆殺しのガ

断ですが︑アカデミーはすでに追認の姿勢をとっております︒

﹁ガーネット殿を預かっておられたローガン・セコイア様の意向のようです︒おそらくは独

彼は言います︒

ですから︑確認しに行ってくれてました︒

ーネットであり︑そして彼女がアカデミーの囚人だということは知らされていませんでした︒

ＧＭ はい︑派遣先がアリキアというのは聞いたとおりだったんですが︑実際に動くのがガ
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咎人の君主︑
血染めの盾︑
皆殺しのガーネット︒
数多の悪名を持つ彼女は︑血のように赤い朝焼けに半身を染めて答えた︒

第二話﹃霧︑払われるとき﹄に続く︒

Masaki Yanagida, e-do 2015

グランクレスト・リプレイ ノートリアス︑第一話︒
﹃霧の人喰い島﹄ 了︒

﹁そうだ︑私が殺した︒真実だ﹂
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