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ファルドリア戦狼記２
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だが﹃ファルドリア戦狼記﹄には︑本来なら歴史書に記されることもなく︑埋もれ消えて

乱世︒十の英雄が功成り名遂げる陰で︑万の﹁名も無き人々﹂が斃れ︑散る時代︒

により敢闘︒そしてレグナムはデュカオンとの一騎討ちに勝利し︑祖国防衛に成功した︒

である︒圧倒的な兵力に飲み込まれるかに見えたファルドリアは︑レグナムを慕う民衆の力

敵軍を率いるは〝烈火将〟デュカオン︒ファルドリア陥落時に︑ウィリバルトを討った男

ファルドリアが荒れることを危惧したレグナムは︑これを拒絶︒戦争となる︒

その後︑ゼフォス王バイバルスはレグナムを評価し︑俸禄による従属を提案する︒だが︑

魔法師アンブローゼ︑邪紋使いアフラヴァーンの協力により勝利し︑王都へ帰還した︒

兵士を拝領︑その兵で旧ファルドリア王都の奪還へと乗り出す︒そして騎士シストゥーラ︑

ある時︑混沌投影体ヒュドラ討伐という功績を上げたレグナムは︑ラドゥから褒賞として

者たちからは〝無為徒食の居候 集団〟と誹られる日々を送る︒

カルミナを治めるラドゥ男爵に温かく出迎えられたレグナムたちだったが︑ラドゥ配下の

〝狼王子〟レグナム・ヴォーティガンほか僅かな生き残りは︑隣領カルミナへと落ち延びた︒

を受け︑抵抗むなしく滅び去った︒国王ウィリバルト以下︑主立った者はことごとく戦死し︑

狼を象徴に掲げる国ファルドリアは︑山脈を隔てて隣り合う東の強国ゼフォスの軍事侵攻

混沌と戦乱のアトラタン大陸盻眈眇その東部地域︒

前巻のあらすじ

盻眈眇幻想戦国伝﹃ファルドリア戦狼記﹄
︑いざ︑開幕︒

立ち向かっていただくこととなります︒どうか最後までお付き合いのほどを︒

今回もまた︑
〝あなた〟には︑少年君主レグナムや仲間たちと共に︑混沌と戦乱の大陸に

本書は﹃グランクレスト・リプレイ ファルドリア戦狼記 狼たちの初陣﹄の続編です︒

ようこそ︑素晴らしいＴＲＰＧの世界へ︒著者の田中天です︒

＊ ＊ ＊

そしてレグナムもまた民から慕われる君主であったと︑多くの一次史料に記されている︒

﹁普通の人々﹂ともよく触れ合い︑共に生きたからにほかならない︒

いったであろう者が数多く登場し︑活躍する︒それは偏に︑レグナム・ヴォーティガンが︑
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主要登場人物

ジル＆エル 戦士だった亡父の遺志をを継がんとする︑双子の少年たち︒

ホークウッド ファルドリアに仕える密偵︒傷顔で︑世故に長けた︑四十過ぎの男︒

ガートルード ファルドリア戦士団の一員︒寡黙な女戦士︒

クラレンス ファルドリア戦士団の一員︒温厚篤実な青年︒三児の父で︑妻とは死別︒

パメラ レグナムの妹︒活発なお転婆姫︒

ハリエット レグナムの母︒夫ウィリバルトの死以来︑喪服で過ごしている︒

ラドゥ男爵 カルミナ男爵︒レグナムの従兄で︑覇気と才覚に溢れた君主︒

ユリギアのアフラヴァーン 復讐に生きる邪紋使い︒不死身の巨軀を誇る美丈夫︒

アンブローゼ・オーディアール レグナムと契約した魔法師︒時空魔法を操る︒

シストゥーラ・アデルハート レグナムの乳母子で︑真面目な女騎士︒弓を得意とする︒

レグナム・ヴォーティガン この物語の主人公たる︑若き君主︒束縛を嫌う︒
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プリプレイ
さて︑続編である︒
前巻﹃狼たちの初陣﹄
︵以後﹃初陣﹄
︶において︑レグナムたちは首尾よく王都を奪還し︑

﹃初陣﹄Ｐ には︑ファルドリアの領土は﹁三つの都市と多数の村落から構成される﹂と記

その防衛戦にも成功した︒だが︑実は旧ファルドリア領のすべてを取り戻したわけではない︒

8

グランクレストＲＰＧリプレイ 第四話

掲げるべき旗印を求め︑君主たちは己の信念をぶつけ合う︒

束ねられた力は強国に立ち向かう切り札となるか︑あるいは烏合の衆に過ぎないのか︒

だが︑敵は余りにも強大︒力の差を埋める為︑レグナムたちは諸勢力との協調を模索する︒

新生ファルドリアはゼフォスとの戦いに踏み切った︒

▼第四話トレーラー

さぁ︑セッション開始だ︒まずは︑トレーラーの読み上げから始めよう︒

そして︑収録当日︒前回と同じメンバーが︑富士見書房の会議室に集まっている︒

＊ ＊ ＊

敵な提案だ︒私は︑そのアイディアを主軸としてシナリオを組むことにした︒

これはすなわち︑対ゼフォス同盟の構想にほかならない︒せっかくのプレイヤーからの素

にまとめ上げる︒そうすれば︑五分くらいまでには持ち込めるかもしれない︒

アン 今のところ︑対抗策はただひとつ盻眈眇反ゼフォスの勢力を︑ファルドリアの旗の下

の台詞を抜粋しよう︒

そこで着目したのが︑
﹃初陣﹄Ｐ３４４における魔法師アンブローゼの発言だ︒次に︑そ

現状のファルドリア戦力︵ＰＣ四人＋都市ひとつ分の兵力︶では︑力不足と言える︒

こそできたのだ︒レグナムの力量を見たゼフォス側は︑当然︑守りを固めるはずだ︒

だが︑ただ取り戻すだけでは芸がない︒それに︑王都の奪還は敵の守りの隙を突いたから

ならば︑次のシナリオは︑その二都市を取り戻す内容とするのが筋であろう︒

されている︒まだ取り戻すべき都市はふたつ残っているのだ︒

26

混沌を治め︑聖印に到れ︒

﹃同盟﹄
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ＧＭ というわけで︑第四話は﹁ファルドリアが周囲の独立君主と同盟を模索する話﹂だ︒

レグナム 一年かー︒俺の年齢は 歳で始まったけど︑きっともう 歳だな︒

もうすぐ一年弱が経過しようとしている感じかな︒

五月の半ばくらいかな︒昨年夏⁝⁝そうだな︑七月の頭に旧ファルドリアが陥落したから︑

ＧＭ デュカオンを撃退してからは一ヶ月ってとこだね︒春くらいに戦があったから︑今は

ヴァーン 前回からはどの程度の時間が経過しているのだ眤

一同 はーい︒

てなかったからね︒今回︑きちんと用意したので︑あとで説明するよ︒

ＧＭ そりゃまぁ︑一巻の時点では︑独立君主が存在するってだけで︑詳しいことは設定し

アン ⁝⁝うーん︑知らない︵笑︶
︒

シス 周囲には︑どんな君主がいるんです眤

アン 軍師キャラとして︑これは嬉しいな〜︒わたしの先見の明が光る演出︒

一同 うんうん︒

ＧＭ 戦記モノだし︑色んな勢力と交渉したくなるじゃない眤

レグナム おー︒前にアンが提案してた流れだな︒

10

18

レグナム へーい︒

シス レグナム様にもきちんと仕事してもらいますからね︒

レグナム ︵手を振って︶おう︑ご苦労さん眄

シス 私は練兵をしたり︑領内に出現する混沌退治をしてます︒

略でも練っておくわ︒

うな文官に指示出しをすることが多いかな︒余った時間では︑ゼフォスに対抗するための軍

アン そうねぇ︒わたしはわたしで︑目が疲れるから大量の書類とかは見たくない︒有能そ

始めとした文官に一任しているだろうけど︵笑︶
︒

レグナム そっか︑それは良かった︒みんなで頑張ろう⁝⁝とはいえ︑俺は︑内政はアンを

の建設に協力してくれているよ︒

リア陥落時に難民として各地に逃げていた人々も︑ぽつぽつ戻ってきて︑新生ファルドリア

ＧＭ なお︑ここしばらくは平穏で︑市民たちもそれぞれの労働に従事している︒ファルド

レグナム そうだな︒ちょっと感慨深い︒

シス 月日が流れるのは速いですねぇ︑レグナム様︒

17

ヴァーン 俺は︑国境沿いでゼフォス側の密偵に目を光らせておこう︒

一同 はーい︒

にしてこの一ヶ月は過ぎたというわけだ︒

ＧＭ なるほど︑それぞれ︑そんな感じで日々を送っていると︒了解︒では︑概ねそのよう
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ＧＭ そしてお次は︑各キャラのハンドアウトを紹介するよ︒
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シナリオ因縁 ギルデンスターン 関係 仇敵 推奨感情 メイン 疑問 サブ 隔意

●レグナム用ハンドアウト
対デュカオン戦から一ヶ月︒今のところ︑ゼフォス側に大きな動きはない︒
いずれもゼフォス独自の方法によって統治され︑民は苦しんでいるらしい︒

気になるのは︑ゼフォス占領下にある旧ファルドリア領の二都市・アムルとベルカイだ︒
代官としてアムルを治める君主は︑かつてファルドリアの家臣だった男︒
名はギルデンスターン︒君主としての責任感の強い︑真面目な騎士だった︒

鍛冶や石工の現場に行って下働きしたり︑市内の警備を手伝ったりね︒

ＧＭ まだまだ若いので相変わらず剣の腕前は未熟だ︒けど︑積極的に人々と仲良くしてる︒

王都防衛戦も無事に生き延びられたんですねー︒よかった︒

シス カルミナに居候してた時︑ラドゥ様配下のレディ・ローズに嫌がらせされてましたね︒

ＧＭ お次は︑シスのハンドアウト︒ジルとエルは一巻にもちょっとだけ登場した︒

最近は城下に豊富な人脈ができつつあるようなので︑有事の際は彼らを頼れそうだ︒

井の人々と交流し︑
﹁今の自分たちにもできること﹂を模索しているようだ︒

先の王都防衛戦における市民たちの働きに思うところがあったのか︑最近は︑積極的に市

彼らは亡父のような武人を目指し︑剣の稽古のみに明け暮れていた︒

ジルとエルの双子は︑君と同じレグナムの一門に連なる少年たちだ︒

シナリオ因縁 ジル＆エル 関係 弟妹 推奨感情 メイン 庇護 サブ 同志

●シス用ハンドアウト

レグナム やりにくそうな相手だが︑頑張るしかないか⁝⁝︒

シス そのふたつを取り返せば︑ファルドリアの領土は完全復活ですねー︒

どちらも王都より東に位置し︑ゼフォス侵攻時は︑まずそのふたつが落とされた︒

ＧＭ そうだね︒設定上は存在してた︑
﹁旧ファルドリアを構成する三つの都市﹂のふたつ︒

アン ＧＭ︑このアムルとベルカイっていうのは初登場の名前だよね眤

レグナム お︑おう︒でも一応︑相手の事情を聞くだけ聞いてからにはしたいな︒

ヴァーン 安心しろ︒お前がやりにくい相手なら︑代わりに俺が殺してやろう︒

シス 文面を読む限り︑きちんとした方だったようですものね︒

レグナム 家臣だったのに︑今では敵国の騎士かー︒結構ショックだよな︒

12

城と街とを繫ぐパイプ役になれると考えてくれて構わない︒

ＧＭ 城下の人々から広く可愛がられてて︑それなりに顔が利く︒フットワークも軽いんで︑

レグナム へー︒面白いな︒
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シス 街の人たちに用事があるときは︑まず双子に尋ねると便利ってことですね︒
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シナリオ因縁 ラドゥ 関係 仕事 推奨感情 メイン 信頼 サブ 寂しさ

●アン用ハンドアウト
他国との軍事同盟を締結し︑ゼフォスに立ち向かう盻眈眇それが君の策だ︒
とはいえ︑既にゼフォスへの恭順に傾いている国もある︒
彼らを説き伏せ︑ファルドリアの味方にするのは骨が折れる仕事であろう︒
交渉すべき相手も︑既に目星は付けてある︒あとは軍議において提案するのみだ︒

だが︑カルミナ男爵ラドゥとの友好関係は︑他国との交渉の際にも役立つはずだ︒

任せたりしていいのか眤︵笑︶

レグナム うーん︒今回︑なんかあちこち説得に行くシナリオっぽいけど︑ヴァーンに交渉

ヴァーン ああ︒交渉の使者になってもいいぞ︒

ＧＭ お︑乗り気だね︒

いればいいのだが︒

ヴァーン うむ︒俺の復讐の為にも︑戦力増強は良いことだな︒使い物になる連中が揃って

ゼフォスに対抗する者たちの力が増せば︑それだけ君の復讐もやり易くなるだろう︒

そんな折︑対ゼフォス軍事同盟の案が飛び出した︒

だが︑ファルドリアの国力はゼフォスに遥かに及ばない︒

君の期待通り︑レグナムはゼフォスと戦う決意を固めた︒

シナリオ因縁 ゼフォス 関係 仇敵 推奨感情 メイン 憎悪 サブ 憤怒

●ヴァーン用ハンドアウト

た連中は省いてあるからね︒

ＧＭ ちなみに︑リスト以外に書かれてる独立君主は居るけど︑完全にゼフォス陣営につい

シス どんなのだろう⁝⁝︵笑︶
︒

アン いや︑ちょっと︑腹筋にクることが書いてあって︒あとで説明するわ︒

シス ど︑どうしたんです眤

アン ふむふむ︒うん︑うん盻眈眇ぶふっ眞︵噴き出す︶

を取り出し︑アンに手渡す︶
︒

ＧＭ アンには︑先に交渉相手の君主リストを渡しておくよ︒目を通しておいてね︵リスト

アン おお︑交渉先も既に考えてる︒わたし︑偉い︵笑︶
︒
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説得において肉体的な脅しが有効な場面なら役立つ自信はあるぞ︒

ヴァーン 確か︑騎士リロイの息子ディラン⁝⁝だったな︒確かに俺は口舌の徒ではないが︑

シス 第二話で格好良く︑人質の少年を助けたりしてたじゃないですか︒ああいう方向で︒
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レグナム なるべく穏便にいきたいけどね⁝⁝︒
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前回取得した経験点により︑レグナムたちは４レベルへと成長することになった︒なお︑

●ＰＣの成長

レグナム あと︑さっきも言ったとおり︑ 歳になったぜ︒

ムが自前で振り直せるっていうのは心強いねー︒

アン わたしの振り直し魔法︽プレディクトヴィジョン︾が届かない距離にいても︑レグナ

シス ︵頷きながら︶振り直しは重要ですもんね眄

レグナム ああ︒１シーンに１回︑判定直後に天運を１点消費すると︑振り直せる︒

シス あっ︑それって新しい特技ですね眄

レグナム そして︑ワークス特技は︽運命の導き︾１レベル︒

ＧＭ それはいいとこに目をつけたね︒
︽二刀流︾と相性が良いクラス特技だ︒

一同 おおー︒

れ使用してから︽二刀流︾すれば︑攻撃力が合計で８も上がる眄

レグナム 俺は︑
︽武器の印︾を新規取得して︑一気に２レベルにした︒左右の剣にそれぞ

▼レグナムの成長

併せて使用していることを︑ここに明記しておく︒

今回からは︑六月に発売されたばかりの新サプリメント﹃アドバンスフォース﹄のデータも
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▼シスの成長
18

ＧＭ ふむ︑レベルアップに伴う増加分とは別に︑最大ＭＰが 点増えたわけだな︒

神修養︾をとりましたよ︒

シス 強力な分︑ＭＰコストが８点もかかるんです︒そこを補うべく︑ワークス特技で︽精

か壮大なヴィジュアルだなぁ︒

レグナム そりゃすごい︒マスコンで使うと︑軍勢が一斉に素早く動くって感じか⁝⁝なん

一同 おおっ眄

例えば︽嚆矢の印︾と一緒に使えば︑三人をまとめて動かすことができます︒

シス これがとても便利なんですよ眄 射撃攻撃や︑アーチャー特技の対象を増やすんです︒

ヴァーン それはどんな効果なのだ眤

シス 私は︽散光の印︾を２レベル取得しました︒

は何を取得したのかな眤

ＧＭ うんうん︑一緒に年齢を重ねていく主従というのはいいもんだね︒さて︑クラス特技

レグナム 同い年だもんなー︒

シス シストゥーラ・アデルハート︑レグナム様と同じく 歳になりました眄

18

10

レグナム 相変わらず真面目だ⁝⁝︒

シス はい︒日々の仕事の合間に︑瞑想や弓の鍛錬とかに励んで心を鍛えました︒

狼たちの戦旗
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▼アンの成長
アン はいはい︒ええと︑まず︑年齢が 歳になったよ︒ハッピーバースデーわたし︵笑︶
︒

ＧＭ さて︑お次はアン先生だが︒

20

Sq

乗状態でもペナルティを受けずに済むようになったのよ︒

アン ちなみにワークス特技は︽技能修練 騎乗︾
︒これまでの従軍で馬に慣れたから︑騎

レグナム ありがてぇありがてぇ︵↑アンを拝む︶
︒

に敵からの攻撃を避けられそうだな︒

ヴァーン 命中への修正もさることながら︑元から回避に長けたレグナムならば︑より確実

シス さすがアン殿︒ファルドリアが誇る軍師です眄

レグナム すっげぇ眄

一同 おおおー︒

は命中＆防御の判定達成値＋３眄

アン そうよー︒レベルを上げたことで︑マスコンの時限定で︑わたしから３ 以内の味方

シス マスコン時にありがたい特技ですね︒

ＧＭ ほう︑
︽戦術指南︾を強化したか︒

クラス特技は︑シンプルに︽戦術指南︾を１レベルから３レベルに上げた︒

21

レグナム 遂に︑ファルドリア軍で馬の扱いが下手なのは俺だけになってしまった︵笑︶
︒

狼たちの戦旗
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▼ヴァーンの成長

眄︵感嘆︶

34

34

ヴァーン ふむ︒アンデッドの俺に加齢など無意味な気がするが⁝⁝実年齢は 歳だな︒

アン 最後はやっぱ︑これまでの流れ的にヴァーンも新しい年齢を申告したら眤

シス 私の弓矢だと︑仮にクリティカルしても貫けませんね︵笑︶
︒

レグナム 頼もしいぜ︑ユリギア人の旦那〜︒ファルドリアの守りの要だな︒

ＧＭ そりゃ頑丈だ眄

一同

すると︑
︿武器﹀ダメージなら 点まで防げる︒

ヴァーン ︽闇夜の帳︾と︽死なずの骸︾で他者をカバーリングしつつガードをしたと仮定

ＧＭ 最大でどれくらいのダメージを弾ける眤

アン ただでさえ不死身のヴァーンがさらに不死身に︵笑︶
︒

６点 上昇する︒しかも︑
︿武器﹀だけでなく︿衝撃﹀
︿体内﹀ダメージも防げる︒

ヴァーン ああ︒ガード時に﹇ＬＶ×︿頑健﹀レベル﹈だけ防御力が上がる︒なので︑今は

アン ガード効果が上がる邪紋だっけ眤

で武器によるガードを可能にし︑さらにクラス特技︽死なずの骸︾２レベル取得︒

ヴァーン 今回はひたすらに生存能力を高めることにしたぞ︒ワークス特技の︽武器防御︾

ＧＭ では最後に︑ユリギアのアフラヴァーン︒

22
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26

●国の成長

でＭＰヒールポーションを５本追加︒これで合計 本になった︒

レグナム カウント１０００点消費して︑薬学知識２レベル取得︒そして︑残りの５００点

ＧＭ さて︑アカデミーサポートは何にした眤

い︒できるといいな︒いいんじゃないかな︵笑︶
︒

レグナム 少なくとも俺の国じゃ︑極端な貧しさにあえぐような奴はいない⁝⁝ようにした

よぉっくわかるわ〜︵うんうんと頷く︶
︒

アン うん︑お金は大事よね〜︒わたしはストリートチルドレンだったから︑お金の苦労は

レグナム そんなイメージ︒金は︑あれば便利だからな︒

ＧＭ ふむふむ︒王都を守って民も安心し︑経済の流れが活発になってきたかな︒

レグナム ＧＭー︑決まったぜ︒国資源は︑資金に＋１して４になった︒

しばしの時間が流れ︑レグナムたちは盻眈眇

おろそかにできないのは当然のことであろう︒

ここでの選択が︑データのみならず﹁自分たちの国のイメージ﹂をも形成するのだから︑

﹃グランクレストＲＰＧ﹄における醍醐味のひとつだ︒

あれが欲しい︑いやこちらも良いかも⁝⁝と︑国データについて皆で頭を悩ませる時間は︑

また︑アカデミーサポートも︑魅力的なものが満載だ︒

国資源は︑増加させる項目によって︑雇える部隊が変わる︒

プレイヤーたちは︑国資源とカウントの使い方についての検討を始めた︒

レグナム １５００カウント増えたから︑それで新しいアカデミーサポートも貰えるな眄

アン １レベルアップってことは︑国資源が１点増えるわね︒

シス わーい︑ファルドリアにまたひとつ往年の輝きが戻りました眄

れで国レベルは４になるね︒

ＧＭ うん︒デュカオンから得たカウント１５００点を加算すると︑合計４５００点だ︒こ

レグナム お︑前回もらったカウントで国レベルも上昇するんだな︒

ＧＭ さて︑お次は国レベルの成長だ︒

24

ヴァーン ＨＰは︑俺のカバーリングと︽混沌蘇生︾
︑それにアンの︽キュア・ライト・ウ

ＧＭ なるほど︑ＭＰコストを補う方向にしたか︒

ヴァーン ＭＰヒールポーションの︑一国の配備可能上限に達したな︒

10

シス 薬学知識の効果凄いですね︒ポーションの効果＋ ですよ眄

ーンズ︾でコントロールしやすい︒それよりはＭＰコストが問題だ︒

狼たちの戦旗
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ＧＭ 一本飲めば︑ＭＰが﹇２Ｄ＋ ＋︻精神基本値︼
﹈も回復すんのかー︒ファルドリア
軍の継戦能力が一気に高まったなぁ︒

25

10

●ＰＣ間因縁

ヴァーン そんなことはせんさ︒ただ︑ここを去り︑ひとりで決着をつけに行くまで︒

レグナム これ︑俺が日和ってゼフォスと折り合いつけたら殺されそうだな⁝⁝︒

期待／同志とした︒

すれば良い︒だからこそ︑それを満たし︑共にゼフォスを討たんと志すレグナムへの感情は

ヴァーン いいや︒俺は他者からの感情には頓着せん︒ゼフォスとの戦場を与えてくれさえ

アン 復讐の鬼だからねぇ︒気になる眤

ヴァーン ふむ︒悲哀の部分は変わらんか︒

だったメイン感情を信頼に変更︒信頼／悲哀で︒

アン お役に立てていることが嬉しいね︒そんでもって︑わたしからヴァーンね︒前は感服

ＧＭ 国家運営の屋台骨だよね︵笑︶
︒

くれるからこそ︑国が上手く回ってます︒

シス ははー︑ありがとうございます︒私からアン殿へは︑誠意／友情です︒この人がいて

〝友情〟
︑サブが〝信頼〟だ︒俺の第一の騎士だからな︒

レグナム 俺は︑前巻第二話での感情の変化をそのまま使って︑シスに対してはメインが

ァーン↓レグナムで︒

ＧＭ 最後は︑ＰＣ間因縁の確認だ︒順番は︑これまでと同じくレグナム↓シス↓アン↓ヴ

26
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◆シーン１◆〜ファルドリアの〝これから〟〜
昼下がり︑ファルドリア王都︒
シスはひとり︑城下町を歩いていた︒
日課の練兵から戻り︑軍議に出席するためだ︒
活気に満ちた城下の空気を︑シスはとても気に入っていた︒

シス 戦の心配が完全になくなれば︑それでもいいですけどね︒そうじゃないでしょう眤

主君の︑変わらぬ〝ダメな部分〟への親愛混じりの愚痴だ︒

とはいえ︑シスは怒っているわけではない︒

︵ちょーっと平和になるとこれなんだから⁝⁝︶

レグナム はっはっは︒ですよねぇぇぇ︒

シス ⁝⁝⁝⁝︵こめかみに手を当てる︶
︒黙って首根っこひっつかんで連行します︒

して︑猪でも仕留めてこようかと思うんだわ︒

レグナム 悪ィ︑長続きしなくってさー︒今日は︑馴染みの荒くれ連中を誘って久々に遠出

格好良かったのに⁝⁝︒

シス レグナム様も出席するんですよ眄︵笑︶ ああもう︑ひと月前の戦の時は︑やたらと

レグナム ︵軽い口調で︶そっかそっか〜︒じゃあ︑後はよろしく頼むよ︒

アン殿が開く軍議ですよ︒わかってますか︑マイロード眤

シス 果物を受け取りつつ︑ちょっとお小言モードで答えます︒練兵してました︒これから

りか眤 言いつつ︑果物も一個放って渡す︒

レグナム じゃあそこに︑市場で買った果物をかじりながら登場しよう︒よーシス︑今︑帰

を嬉しそうに眺めながら歩いていましょう︒

シス ああ︑いいですねぇ︒みんなで取り戻した平和って気がします︒しみじみ︒街の様子

に思える︒

ＧＭ ＯＫ︒なお︑ファルドリア城下町は活気に溢れ︑往時の姿をすっかり取り戻したよう

ードに任せて︑いそいそと戻ります︒

シス なるほど︒では︑今日の残りの訓練の指揮は一門の戦士であるクラレンスとガートル

ＧＭ そうだね︒今日はこれから︑アンの希望により軍議が開かれることになっている︒

シス はーい︒お城に帰る途中ですか眤

と思ってくれ︒

ＧＭ では最初のシーンは︑まずシスが登場する︒日中︑練兵の帰りに城下町を歩いている

28
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レグナム あ︑はい︒スミマセン︵笑︶
︒

29

ＧＭ そこで︑
﹁あっ︑シス様眄 それにレグナム様も眄﹂と声をかけられるよ︒見れば︑

ジルとエルの双子は︑もうすぐ 歳になる︒

してるエルが見える︒
﹁あれやると︑動きが機敏になるんですよー﹂

ＧＭ ﹁ほら︑あそこです﹂と指さした先には︑建物の屋根を慎重に歩きながら︑瓦を補修

レグナム へー︒エルの方はどうしてるんだ眤

ＧＭ ﹁石工の親方の手伝いです︒単に剣を振るうより︑体が鍛えられるんですよ﹂

シス おや︑ジル︒何をしてるんだ眤

双子の片割れであるジルが︑大きな石を抱えている︒

30

ＧＭ さて︑活気溢れる街での描写の次は︑会議室へと移る︒

＊ ＊ ＊

れたなぁ︒
﹁得意なことで支える﹂か⁝⁝︒

レグナム あのお転婆妹がレディねぇ︒それはさておき︑あいつらも嬉しいことを言ってく

シス パメラ様は︑彼らにとっての大事なレディなんですね︒

メラへのアピールも怠らず︑彼は去っていくのであった︒

ＧＭ ﹁はいっ眄 それと︑その⁝⁝パメラ様にもよろしくです眄﹂と︑レグナムの妹・パ

レグナム ああ︒もちろんだ︒俺や︑ファルドリアのみんなを︑助けてくれよな︒

シス ああ︑頼りにさせてもらうよ︒ね︑レグナム様眤

かあったら︑いつでも言ってください眄 これから︑ずっと眄﹂

ＧＭ ﹁お︑俺たち︑結構みんなに顔利くんです︒戦場じゃまだ役に立てませんけど⁝⁝何

シス ︵微笑んで︶それは素晴らしいことだと思うよ︒偉いぞ︑ふたりとも︒

なことを見つけて︑それでレグナム様やシス様たちを支えられたらなって思ったんです﹂

ＧＭ ﹁俺たちに何が向いてるかなんて︑あれこれやってみないとわかりませんから︒得意

シス 色々と頑張ってるな︑ふたりとも︒前は剣ばっかりだったのに︒

それは︑彼らの人生にとって良いことなのだろうと︑シスは感じた︒

そんなふたりが︑様々なことに価値と学びの機会を見出し始めている︒

早く戦に出る日を待ち望み︑稽古にばかり明け暮れていた︒

15

アン わたしは︑既に室内で待機し︑レグナムたちの到着を静かに待ってます︒

シス アン殿の〝策〟ですか眤

アン はい︑マイロード︒ファルドリアのこれからについて︑わたしからの提案があります︒

レグナム 扉を開いて入っていこう︒アン︑軍議だって眤

狼たちの戦旗

アン ええ︒とはいっても︑大げさな話ではないのですけれど⁝⁝︒

31

ヴァーン では︑そこで俺もぬっと現れよう︒ゼフォスを倒すための軍議⁝⁝という理解で

容赦なき復讐者は︑だが︑特に憤った様子もない︒

アンはアフラヴァーンの様子を窺った︒

無論︑それで納得しない者もいるだろう︒

アンの策は︑そういうことであった︒

すれば良いのだ﹄

﹃ファルドリアを叩き伏せて得られる利益が︑叩き伏せるコストに見合わないと思わせさえ

﹃ゼフォスを駆逐するほど強くある必要はない﹄

はしないものの︑自分たちも只では済まない﹂と思わせることなら容易です︒

といった強国のようになれるはずもない︒けれど⁝⁝﹁ファルドリアに手を出したら︑負け

アン すぐにゼフォスを凌ぐ必要はないのよ︒一朝一夕に︑ヴァルドリンドやアルトゥーク

ヴァーン だが︑弱い葦を束ねて巨木に立ち向かえるのか眤

かの案を検討してみましたが︑これが最も実現可能と判断しました︒

アン はい︒王都防衛後の宴の折に申し上げました通り︑周辺君主との軍事同盟です︒幾つ

ままだと勝ち目はない︒⁝⁝でも︑軍師殿には︑それをどうにかする策があるんだろ眤

レグナム ⁝⁝確かにそうだろうな︒ゼフォスは大国だし︑ウチはまだまだ弱小国家︒この

一同 ⁝⁝⁝⁝︒

何より︑それは誰もが薄々わかっていたことだった︒

だが︑ファルドリアにおいては問題とはみなされない︒

アンの断言は︑国によっては重大な不敬とみなされるだろう︒

は︑ファルドリアは勝てません︒

アン わかりました︒では︑結論から申し上げます︒
︵きっぱりとした口調で︶このままで

レグナム ああ︒覚悟は決めたよ︒

は︑ゼフォスとの戦を行なう︒その方針に変更はありませんね眤

アン ではまず初めに確認したいことがございます︒マイロード・レグナム︒ファルドリア

記官が記録のためにペンとインク壺の用意をしたよ︒

ＧＭ 従卒がやってきて︑それぞれの席にゴブレットを置き︑水を注ぐ︒アンの横では︑書

ヴァーン ふむ︒ならば︑聞こう︒そう言って︑椅子にどっかと腰を下ろす︒

アン でなければ︑あなたまで呼びませんよ︑ユリギアの勇者︒

よいのだな︑まじない師眤
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アン ⁝⁝ヴァーン︑もし話の内容に我慢できなければ退室してもいいのよ︒

一同 ぶはっ眄︵一斉に噴き出す︶

・隷民は士民の財産として扱われ︑労働力を提供する︒

・士民は国家運営への関与を筆頭に︑様々な権利を有する︒

・強者は〝士民〟
︑それ以外の力なき者は〝隷民〟という身分に大別される︒

・強者とは︑君主・魔法師・邪紋使いのようなクラスを有する者を意味する︒

・
﹁強者は弱者に君臨する﹂を国是とする︒

▼ゼフォスの支配体制

レグナム どーれどれ︒

ついては紙にまとめたので︑こちらをご参照あれ︵紙を取り出す︶
︒

る︒なお︑これは主に都市アムルに潜入して得られた情報だ︒まず︑ゼフォスの支配体制に

ＧＭ ﹁なんとか無事に戻りましたぜ︑若旦那﹂とレグナムに一礼してから︑彼は語り始め

シス この人︑色々と働いてくれてますねー︒

レグナム おお︑ホークウッドか︒

とって貴重な財産のひとつである︒

新生ファルドリアにおいては数少ない年長者で︑その〝年の功〟は︑若きレグナムたちに

邪紋や魔法のような超常能力はないが︑確かな技術と肝っ玉を持ち︑妙に学識も豊か︒

先主ウィリバルトに長く仕えた四十路男である︒

長身瘦軀の密偵・ホークウッド︒

から登場してる密偵・ホークウッドが入室する︒

ＧＭ それについては︑この一ヶ月で君たちが収集できた情報を説明するよ︒ここで︑一巻

レグナム そりゃまそうだな︒

況について︑プレイヤーが全然わかってないのよね︵笑︶
︒

アン ありがとう︒で︑ここで同盟君主の候補リストを⁝⁝ああ︑その前に︑ゼフォスの状

の如く強くしろとは言わぬ︒

ヴァーン いや︒今のところはまだ許容できる︒俺とて︑今日明日で国ひとつを巨人ソグン

34

ＧＭ 隷民は財産である以上︑衣食住はそれなりの待遇を与えられる︒とはいえ︑虐待する

シス ︵憤慨して︶酷いですね眄

レグナム こいつは⁝⁝言い訳のしようもない奴隷制度だな⁝⁝︒
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主人もいるし︑病気や怪我で働けなくなったら放り出されることも多い︒

35

アン セーフティネットがない社会ってことね⁝⁝︒

騎士ギルデンスターンが兵士を率いて立っている︒

ＧＭ 晒し台の上では︑みすぼらしい服を着た青年が後ろ手に縛られている︒その横には︑

シス 公開処刑眄 悪趣味な⁝⁝︒

いる︒これから行われる公開処刑を見るためだ︒

ＧＭ そんな状態のアムルの広場には人々が集まってて︑ホークウッドもこっそり混ざって

子供たちの笑声や人々の活気も︑今は往時の夢に過ぎない︒

いずれにも属さない〝隷民〟は︑道の端で黙々と労働に勤しんでいる︒

大路を颯爽と歩くのは︑選ばれし〝士民〟と︑その寵愛と庇護を受ける者たち︒

かつてファルドリアに属し︑今はゼフォス支配下にある小都市である︒

アムル︒

◆シーン２◆〜ゼフォスの理〜

かを説明するシーンを入れよう︒

ＧＭ それではここで︑ホークウッドの語りという形で︑ゼフォスの支配がどのようなもの

シス 力で従わせられているんですよ⁝⁝︒

ヴァーン ︵鼻を鳴らし︶皆︑飼い慣らされたということだな︒

一同 ⁝⁝⁝⁝︒

してなかった︒けど︑二都市はこの一年で隅々まで統治が行き届いてる︒

主義のデュカオン＆暴政を敷くだけのベイランだったので︑
﹁ゼフォス式﹂はそんなに浸透

ＧＭ そうだよ︒ファルドリア王都は陥落から奪還までの間が短かったのと︑為政者が放任

レグナム ⁝⁝じゃあ︑現状︑アムルとベルカイのみんなは隷民扱いか眤

なんだけど︑君主や邪紋使いなので許される︒上にはちゃんと従うしね︒

ＧＭ そうそう︒第二話でファルドリア代官を任されてたベイランやジェマは︑人格は最低

シス 一巻二話に出てきたような︑外道な連中が平気でのさばれるわけですね眄

大抵のことは許される傾向にある︒

ＧＭ うん︑まったくない︒逆に士民は︑バイバルス王の覇権確立に貢献する力さえあれば︑

36

格そうな印象を与える︒そして︑身を覆う鎧は︑ファルドリアではなくゼフォスの物だ︒

ＧＭ うん︒歳は二十代半ば︒顔立ちは整っているが︑キッとした眉と目つきはいかにも厳

レグナム おお︑こいつがギルデンスターンか︒

狼たちの戦旗

レグナム まぁ︑そうだよな⁝⁝︒

37

騎士ギルデンスターンは︑朗々たる声で︑人々に語りかける︒

一同 ⁝⁝⁝⁝︒

＊ ＊ ＊

その最後の言葉にだけは︑心より待ち望むような盻眇人間的な情熱の盻眇響きがあった︒

同志となるべし︒ゼフォスの門戸は︑有能なる者には常に開かれている﹂

﹁もし︑
〝力〟に目覚めた者がいるならば︑そのときは我らの列に加わり︑王道楽土を築く

だが︑不意に︑何かを思い出したかのように足を止め︑最後に付け加えた︒

言い終え︑ギルデンスターンはその場を去ろうとする︒

平安とが約束された楽園となるだろう⁝⁝﹂

るということを忘れないで欲しい︒ゼフォスの理が統治する限り︑この都市は清潔と秩序と

﹁家畜には家畜の幸せがある︒従順かつ勤勉に労働をする限り︑諸君には衣食住が保証され

人が斧を振るい︑速やかに青年の首を落とす︒

ＧＭ かくして処刑は終わる︒ギルデンスターンが槍を抜くと︑それまで待機していた処刑

アン ⁝⁝予想以上ね︒

シス ひぃっ眄

青年の激昂を︑喉を貫く槍が止めていた︒

﹁貴様ッ眄 何を⁝⁝げぶッ眞﹂

そう︑つまりは⁝⁝家畜だ﹂

﹁⁝⁝ああ︑道具ではないな︒君たちは︑強き者の糧となることで国家の血肉となる存在︒

﹁何が隷民だ眄 俺たちは貴様らの道具じゃない眄﹂

だが︑青年は怯まない︒

長く︑無骨な槍︒その穂先が︑青年の胸板へと突きつけられた︒

ギルデンスターンが伸ばした手に︑従卒が槍を渡した︒

その幻想に踊らされ︑反乱を企てたがゆえ︑この哀れな青年は処断される眄﹂

﹁力を合わせれば︑隷民でも士民を打倒しうる⁝⁝これはまさに誤解であり︑愚かな幻想だ︒

シス ですね︒なんだかノリノリって感じがします⁝⁝︒

レグナム な︑なんか俺︑糾弾されてる眤

だが︑レグナム・ヴォーティガンの蜂起は︑君たちに悲しむべき誤解を与えてしまった眄﹂

﹁隷民諸君眄 知っての通り︑混沌討伐や戦の勝利︑社会の発展は士民により達成される︒

38
狼たちの戦旗
39

ＧＭ ⁝⁝と︑ここでホークウッドの回想は終わる︒
﹁そんな塩梅で︑とにかくヒデェ有り

シス そうですか⁝⁝︒

はありません﹂と語る︒だが同時に﹁主張の内容は︑彼らしい﹂という点で一致するね︒

ＧＭ 彼らは﹁よもや使命感の強いギルデンスターンが⁝⁝﹂
﹁金や地位で買収できる男で

ふたりとも︑レグナムたちの活躍で︑ファルドリアへの帰参を果たした︒

力させられていた︒

リロイもまた忠節を重んじる青年騎士だが︑一子ギリアムを人質に取られ︑ゼフォスに協

ギリアムは︑ファルドリア陥落後も少数で抵抗運動を続けていた硬骨の士だ︒

シス ですです︒

ＧＭ ああ︑ギリアムとリロイね︒

リア騎士の人たちは︑彼について何か言ってますか眤

シス だからといって︑極端すぎますよ︒⁝⁝そういえばＧＭ︑一巻で登場した︑ファルド

アン ゼフォスの方針が︑彼が望む理想とぴったりハマっちゃったのかもね︒

悪してるけど︑ちょっと極端に走る印象はあった︒

もっと線引きをすべきだとか︑そういう主張︒搾取したり私腹を肥やしたりなんてことは嫌

ＧＭ ああ︑確かにそういう感じはしたね︒自分たちは強者なのだから︑弱者と馴れ合わず︑

レグナム 選民主義的な⁝⁝︒

たいに︑市井の人々と交わったりなんてことは一切拒否してた︒

ど﹁君主の努め﹂みたいなものに忠実で︑融通が利かないという面もあったね︒レグナムみ

ＧＭ 謹厳実直で︑ウィリバルトの命令に従う︑立派な騎士だったというイメージだ︒けれ

レグナム 俺の記憶の中では︑ギルデンスターンはそういうことをやりそうな奴かい眤

憶を奪う魔法があるけど︑それだって人格を入れ替えるのは無理だねぇ︒

ＧＭ 君にパッと思いつくところでは６レベルの生命魔法で︽ロストメモリー︾という︑記

アン ＧＭ︑わたしはなにかそういう魔法に心当たりあります眤

とに驚きます︒まさか︑なぜそのような⁝⁝魔法で操られているとか眤

シス 私は︑ファルドリアの騎士だったギルデンスターン殿がそこまで変わってしまったこ

一同 あちゃー⁝⁝︒

様でさぁ﹂

40

ＧＭ ホークウッド曰く︑
﹁兵士の数だけなら︑アムルに駐留しているだけでもウチらより

れば済む︒そんなことより︑ゼフォス陣営の軍としての動向はどのようになっている眤

ヴァーン ︵重々しい声で︶直接まみえた際に問い質せば良い︒本心より従うなら首を刎ね

狼たちの戦旗

多いですな﹂とのこと︒

41

レグナム やっぱ︑数は多いか⁝⁝︒

20

ＧＭ ではここで一旦シーンを区切ろうか︒

アン ええ︒そうなったら︑こちらの勝ち目は完全に消え去るわ︒

シス 時間経過と共に敵が増えていくってことですもんね︒

すごく重要︒

アン まずいわね︒時間がない︒相手方に魔法師が居るのはまぁ当然として︑後者の情報が

一同 うわー︒

かなりの数が説得に応じるものと思われる︒

を説き︑一定の効果を上げている︒このまま放置すれば︑おそらく近隣の独立君主のうち︑

周辺の独立君主を取り込むべく︑各所に書状を送っている︒ゼフォスにつくことによる利

・ギルデンスターンの動向について

性で︑強力な静動魔法の使い手である︒

ギルデンスターンには︑ローゼンクランツという契約魔法師がついている︒ 代半ばの男

・契約魔法師について

ＧＭ 最後に︑ホークウッドが調べてきた情報を︑あとふたつ付け加えよう︒

シス 一刻も早く︑諸国との協力をする必要がありますね︒

戻すのもキツそうだよなぁ︒

レグナム 現状のままだと︑俺たちだけじゃゼフォスに立ち向かうどころか︑二都市を取り

ヴァーン ゼフォスめ︒鼠のように蔓延る連中だ︒

連中がひしめいてるらしいっすわ︒ちょいとそこの奥までは潜り切れませんで﹂

ＧＭ ﹁よりゼフォス本国に近い都市ベルカイには︑ギルデンスターンの上役や︑腕の立つ
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◆シーン３◆〜君主の肖像〜
かくして︑周辺諸国への呼びかけを行なうという方針は決まった︒
まずは︑いかなる君主が存在し︑どのように交渉すべきかを検討する必要がある︒
巨大な円卓上に地図が広げられ︑その周囲には︑アンが用意した資料が積まれている︒

五人いるみたいよ︒

23

※レグナムが赴くと大きなボーナスあり︒

15

された分だけカウントをくれるというルールを設定した︒

を形作っていくことになるんだけど︑味方に引き入れた独立君主は︑
﹁提供カウント﹂に記

ＧＭ これは﹁同盟シート﹂と考えて欲しい︒ファルドリアが中核となり︑大きな互助組織

ただ︑カウント欄にはファルドリアと同じ４５００の数字が記されている︒

既に用意されている︑ファルドリアの国管理シートとは別のものだ︒

ＧＭは︑一枚の国管理シートを取り出した︒

ＧＭ そこが今回の重要ポイントね︒これを見てくださいな︒

シス この︑
﹁提供カウント﹂とはなんでしょう眤

ＧＭ そうそう︒

レグナム ﹁交渉﹂の欄は︑そこに書かれてる判定に成功すればいいってことだよな︒

アン ラドゥ様は知ってのとおりですね︒ここはレグナムが行くのが良いでしょう︒

提供カウント １８００

交渉 ︿意志﹀

解説 言わずと知れたレグナムの兄貴分︒その勢力は︑ファルドリア周辺では最大︒

▼君主１ カルミナ男爵ラドゥ 男

歳

アン わたしも今︑なんか気分イイよ︵笑︶
︒じゃあ︑順番に読み上げていくねー︒全部で︑

きましたって雰囲気があります︒

シス アン殿がリストを持っているので︑すごく軍師っぽいですよね︒独自に情報を集めて

レグナム よろしく頼むー︒

アン それじゃあ︑交渉相手について説明しますか︒

44

ＧＭ 単に味方にしていくだけじゃ︑どう貢献してくれるのかイメージしにくいでしょ眤

ヴァーン それは素晴らしい︒大幅に強化されるな︒

レグナム じゃあ︑ラドゥが味方になったら︑合計６３００カウントになるのか︒

狼たちの戦旗

なので︑手っ取り早くカウントを貰えるという形にしたよ︒

45

アン ︵頷いて︶これはイイね︒すごくわかり易い︒

歳

16

交渉 ︿話術﹀

※チェスで勝負する場合︿軍略知識﹀

提供カウント １２５０

︿話術﹀

歳

※民を守ると誓う者に対しては絶対の信頼を置く︒

20

アン 幸いレグナムは外見的には悪くないし︑若いし︑かの烈火将デュカオンを討ち果たし

シス は︑はい︒
︵やや虚ろな表情で︶ソレモアリカモデスネ⁝⁝︒

ＧＭ ︵笑いながら︶そりゃ面白い眄 確かに結婚は交渉材料になるわ︒

シス ふぁっ眞︵↑硬直︶

レグナム こ︑婚姻〜眞

と︑我らが主君レグナムが婚姻を結べば︑両国間の結束は堅いものとなるはずよ︒

アン ほら︑ふたりとも未婚のようだし︒彼女らが異性愛者だと仮定すると︑そのいずれか

シス というと眤

アン 女性⁝⁝という点︑実は結構重要ね︒

シス あはは︑ありそうですね︵笑︶
︒

れはきっと︑
﹁天下取りに君の力が欲しい﹂とか誘えば︑応じてくれるはず眄

レグナム マクベスって娘のほうは︑知略に自信があるんだな︒
︵閃いた顔で︶そうか︑こ

ヴァーン ほう︑いずれも男爵か︒カウントからしてラドゥに次ぐ力がありそうだな︒

提供カウント １１００

交渉 ︿意志﹀
16

を安堵しようかと考えているらしい︒

の美貌は多くの芸術家に讃えられており︑己がバイバルスの後宮に入ることで︑民の生活

解説 エルマーク男爵領の慈悲深い君主︒民の命を第一に考えており︑戦を好まない︒そ

23

15

▼君主３ エルマーク男爵オフィーリア 女

13

能力を発揮したいと考えている︒チェスの腕前は広く諸国に轟いている︒

乗ることにした︒親しい人間だけミシカと呼ぶ︒自分の知略に自身があり︑天下の戦場で

解説 文化的なビブリア男爵領の君主︒亡父から国を受け継ぐ際︑同じ〝マクベス〟を名

▼君主２ ビブリア男爵マクベスⅡ世︵ミシカ︶ 女

レグナム すげー︒全員仲間にしたくなる︵笑︶
︒どんな連中がいるか︑見ていこう︒

ＧＭ もちろん眄 合計カウントで国レベルアップやアカデミーサポート取得も可能だ︒

46

シス いえ︑なんでも︑ないですよ︑はい︒レグナム様が︑よければ︑はい⁝⁝︒

シスってば︑どうしたのぉ眤︵笑︶

たという実績もある︑まさに有望株眄 交渉のカードとして十分使えるはず⁝⁝なんだけど︑

狼たちの戦旗

レグナム おいおいおい眄 俺ぁ政略結婚なんてゴメンだぞっ︒

47

アン ︵とぼけた笑顔で︶はぁぁぁ眤 君主が何を町娘みたいなこと言ってんですぅ眤

歳

34

※素朴な価値観なので︑君主と魔法師を尊敬し︑邪紋使いを恐れる︒

14

シス すごく良い話です︵笑︶
︒
アン カウントは低いけど︑国資源が増えるのがいいわね︒
ヴァーン どうやら︑邪紋使いの俺では交渉は難しそうだな︒
シス ですねー︒
アン そんでもって︑最後の五人目なんだけど盻眈眇

25

14

する著書も多数︒
︿芸術 料理﹀
70 22

特殊効果 食料＋４︑料理界に新風が吹く

提供カウント

交渉 ︿話術﹀

※料理に関わる特徴を持つＰＣは判定＋２

ことが大好きで︑常に何かを食べている︒その美食センスは広く知られており︑料理に関

解説 食の楽園・ガストロ美食領を治める若き肥満騎士︒食べることと︑人に食べさせる

▼君主５ ブヒリウス・ファットリウス︵騎士︶ 男

歳

を引き取る間際︑危険を顧みず従卒を務めたジョン青年に聖印を譲渡⁝⁝という次第︒

混沌投影体に困っていると知った老騎士は︑病身を押して討伐に向かい︑これと相討ち︒息

ＧＭ 昔︑村の近くで行き倒れてた放浪の老騎士を︑村総出で手厚く看護したんだよ︒村が

レグナム なんでそんな人が聖印を︵笑︶
︒

ョンさん〟と︑とても素朴︒

ＧＭ この人は︑要するに聖印を持ってるだけの普通の村人だ︒名前も︑
〝アラデン村のジ

特殊効果 技術＋１︑資金＋１

提供カウント ２８０

交渉 ︿話術﹀

あり︑村全体がひとつの家族の様相を呈している︒

解説 農民上がりの君主︒アラデン村を治めている︑実直な人物︒領民全員と縁戚関係に

▼君主４ ジョン・オブ・アラデン︵騎士︶ 男

アン ま︑それは後々考えましょ︒じゃあ︑次の君主リスト見ましょうね︒

シス 世継ぎ⁝⁝︒

若いうちに世継ぎをきちんとこしらえといてもらいたいわけだし︒

アン 半分くらいは本気なんだけどなー︒ヴォーティガン家の立場を盤石にするためには︑

それくらいにしといてやれ︒

ヴァーン ︵肩をすくめて︶フッ︒お前はつくづく魔女だな︑アン︒ふたりをからかうのは
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一同 なにこの人ーっ眞︵爆笑︶

アン 時間制限はあるのかしら眤

で一ターン終了ね︒

てもらうことになる︒これを便宜上︑交渉ターンと呼ぶ︒全員が一行動ずつ終えたら︑それ

ＧＭ 以上が︑交渉相手となる君主だ︒次のシーンからは︑それぞれが各地に赴いて交渉し

＊ ＊ ＊

シス ⁝⁝はい︒

レグナム すすすっ︑すみませんすみません眄 マジ冗談っす眄

アン＆ヴァーン ⁝⁝レグナム眤

ら⁝⁝もちろん︑従います⁝⁝はい︒たとえ離れても︑シスは第一の騎士︑です⁝⁝︒

シス ︵何かをこらえるように俯いて︶わ︑私は︑マイロードが︑お命じに︑なるのでした

レグナム あ︑あの︑シスさん眤

シス ⁝⁝⁝⁝︵↑表情が硬直している︶
︒

んだけど︑俺の婚姻話みたいに︑ブヒ様のとこにシスが輿入れすんのも面白そ盻眈眇

レグナム なるほどな︒ふむ︑ブヒ様か⁝⁝あははっ︑
︵爽やかな笑みで︶ちょっと思った

シス ああ眄︵笑︶

アン わたしの信念に﹁甘い物は別腹﹂というのがあるので︒美味しい菓子は嬉しい︒

レグナム そうなのか眤

アン ⁝⁝実は︑わたし個人としても︑これは歓迎したいわね︒政治的理由抜きで︒

シス あと︑料理界に新風が吹いちゃいますよ眄

アン 提供カウントの低さはふざけてんのって感じだけど︑食料＋４はすごいわ︒

一同 ブヒ様眄︵↑大いに頷く︶

レグナム ブヒリウス⁝⁝いや︑もうブヒ様とお呼びしたい︒

シス メタボの名門って何ーっ眞︵笑︶

ＧＭ ︵さも当然︑という風に︶そうだよ︒食とメタボの名門ファットリウス家の当主だ︒

ヴァーン こ︑これは本名なのか眤

アン ねー︑笑うでしょー眤

シス ︵机に突っ伏しながら︶び︑美食領⁝⁝ブヒリウス⁝⁝うぐぐっ︒

52

ヴァーン それは歓迎できなぬ話だな⁝⁝︒

的にゼフォスに降るものとする︒その場合︑これから先の敵戦力が増えるよ︒

ＧＭ 三ターン︒これを過ぎると︑ラドゥを除き︑その時点で説得できていない君主は自動
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レグナム でも︑四人×三行動なら︑なんとかなるだろ︒

53

ＧＭ だが︑ここでさらに情報がある︒ホークウッドの報告では︑近隣地域に︑どこにも属

シス 私は〝レグナムの道を支える〟と誓いを立てておきます︒

レグナム そこには俺も乗っておくよ︒国の代表だしな︒

アン わたしは︑
〝同盟を成立させる〟という誓いを立てます︒発案者だし︒

レグナム 全員共有か︒ありがとう︑みんな︑頑張ろう︒

ヴァーン 同じく︒それは︑我が誓いでもある︒

アン わたしも︒

シス その誓い︑私も乗らせてください眄

というのを立てておく︒あいつらに屈する訳にはいかないもんな︒

レグナム 俺は︑ひとまず因縁においては置いておこう︒誓いは︑
〝ゼフォスに対抗する〟

一同 りょうかーい︒

サクサクとやっていこうかね︒

ＧＭ それでは︑ここで最初のプレッジシーンを設けよう︒もう一巻で慣れただろうから︑

◆プレッジシーン１◆

一同 おーっ眄

レグナム よし︑何はともあれ︑頑張ろう眄

アン なるほどね︒

彼らに関する情報を得ることができるよ︒

ＧＭ 現時点では︑詳細は不明だ︒次の交渉ターンを使って︿情報 収集﹀をすることで︑

アン 何人いるの眤

シス ヴァーン殿のように︑邪紋使いは強力ですものね︒

していない邪紋使いが幾人かいるらしい︒彼らも説得次第で仲間になる︒
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ＧＭ ふむ︑そんなところかな眤 では︑いよいよ交渉ターンに移るとしよう︒

ヴァーン 俺の誓いは単純だ︒
〝ゼフォスに恐怖を刻む〟
︒
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定をしておくわね︒
︵ダイスを振る︶達成値 ︒

アン まず︑交渉先が全部出ていないのは気がかりなんで︑最初にわたしが︿情報収集﹀判

めてくださいな︒

ＧＭ それでは︑第一交渉ターンを始めようか︒みなさん︑自分が赴く場所を話し合って決

国家の命運は︑彼らの交渉手腕にかかっているのだ︒

使命を帯び︑各地へと散るファルドリアの勇士たち︒

◆シーン４◆〜群雄との邂逅〜

56

歳

ＧＭ ふむ︒その達成値だと︑残り三人のうち︑ふたりまでが判明する︒

12

27

※魔法師は文弱の徒と見ているため相手にしない︒
21

特殊効果 ﹁国特徴 訓練所﹂を獲得

交渉 ︿任意の武器技能﹀

傭兵として過酷な戦いに身を投じている︒

戦場で発揮することを至上の喜びとする︒
〝ヘラクレス団〟という戦闘部隊を率いており︑

解説 オリンポス界の英雄ヘラクレスを信奉するレイヤー ヒロイック︒己の武を高め︑

▼邪紋使い１ ヘラクレス 男
狼たちの戦旗
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歳

※君主を警戒している︒ゼフォスを憎む誓いを持つ者に好意的︒

に滅ぼされ︑一族を失ったので復讐に燃えている︒

解説 オリンポス界から投影された︑うら若きアマゾネス︒居住地である魔境をゼフォス

▼邪紋使い２ ヒパティア 女
20

特殊効果 ﹁アカデミーサポート 薬学知識﹂＋１ＬＶ

交渉 ︿話術﹀
16

レグナム ええと︑あなたが⁝⁝眤

ビブリア男爵ミシカ・マクベスⅡ世である︒

そこに埋もれるようにして座っていたのは︑眼鏡を掛けた小柄な少女︒

本の海︒

書架に入りきらないものは︑そこかしこに積まれている︒

レグナムが通された部屋は︑壁一面が書物で覆われていた︒

レグナム ああ︒素直に従うよ︒

ＧＭ 無駄な儀礼を嫌う君主という設定だ︒ただ︑武装はもちろん預けてもらう︒

レグナム へぇ︑話が早いね︒

えを受け︑そのままマクベスⅡ世の執務室へと通される︒

ＧＭ うん︒事前に派遣しておいた使者から説明を受けているため︑レグナムは丁重な出迎

レグナム おおっ︑なんか俺は場違いな感じが︵笑︶
︒入国は普通にできるのか眤

人が多く︑国民全体の識字率も高い︒

ＧＭ それでは︑まずはマクベスⅡ世の説得に赴いたレグナムから描こう︒ビブリアは文化

▼レグナムの交渉 ビブリア男爵マクベスⅡ世

・ヴァーン↓ヒパティア

・シス↓オフィーリア

・レグナム↓マクベスⅡ世

相談の結果︑各人の交渉先は次の通りとなった︒

ヴァーン そうだな︒与しやすそうだ︒

シス 邪紋使いということもあってか︑どちらもヴァーン殿に向いてそうな相手ですね︒

とてもありがたいわ︒

アン なるほど︒国特徴や︑アカデミーサポートと同等の効果を得られるのね︒これはまた

貢献してくれるよ︒

ＧＭ このような人物及び効果です︒彼らはカウント提供はしないけど︑それ以外のことで
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ＧＭ 眼鏡の少女は読んでいた書物から顔を上げると︑
﹁や︒キミがレグナムくんか︒ボク

ＧＭ ﹁言っておくけど︑古代の破天荒な英雄を気取って︑ルール無視でいきなりキングを

レグナム ＯＫ︑国の運命を賭けて一勝負︒悪くない︒

理的に考えてゼフォスにつかせて貰う︒それでどう眤﹂

ＧＭ ﹁⁝⁝ふふ︑面白い︒じゃあ︑キミが勝ったら同盟に協力する︒ボクが勝ったら︑合

レグナム そうとは限らないぜ眤 人間同士の戦いでは︑何が起こっても不思議はない︒

ＧＭ ﹁チェスは偶然が介在しない︒だから︑不思議は起こらないよ眤﹂

だい︑そいつで一勝負眤

レグナム じゃあ︑そのチェスを指さす︒説明するより︑体験してみるほうが早いぜ︒どう

ＧＭ うん︑机の上に置いてあるよ︒

︿軍略知識﹀でのチェス勝負を選びたい︒そこらに一式置いてあるんだろ眤

レグナム 戦場では︑不思議なことが起こるのさ︒⁝⁝さて︑ここの判定は面白そうだから

ヴァーン なるほど︒運命の力は︑確かに小賢しい計算では推し量れんな︒

は首を傾げている︒まぁ︑君が持っている〝天運〟を理解できてないという演出だ︒

ＧＭ ﹁純粋な武勇を比べても︑デュカオンのほうが優っていたはずなのになぁ﹂と︑彼女

を一騎討ちの場に引きずり出し︑そして︑勝った︒

レグナム みんなのお蔭さ︒兵の数じゃ敵わないから︑仲間全員で力を合わせてデュカオン

負けるはずだった⁝⁝︒なのに︑勝った︒不思議﹂

ＧＭ ﹁そうでもない︑かな︒春の戦︒ボクの計算では︑キミは烈火将デュカオンの軍には

レグナム 頭良いキャラめー︒なんでもお見通しってことかい︒

由も︑だいたいわかる﹂

ＧＭ ﹁ファルドリアがボクのとこに同盟をもちかけてくるのは読んでいたよ︒事情も︑理

レグナム あー︑そう眤 じゃあお言葉に甘えるぜ︒

キミの〝地〟は︑もっと砕けてるはずだけど﹂

ＧＭ ﹁要らない要らない﹂と︑彼女は手を横に振る︒
﹁楽にしてってば︒ボクの見たとこ︑

レグナム 丁寧に挨拶しておこう︒博識で名高いマクベス殿にお会いできて光栄です︒

ＧＭ シスの様子が変だ︵笑︶
︒

シス しかも知的眼鏡ですよ︒あれこれ属性つけちゃって︑この眄

レグナム 一人称が〝ボク〟の女の子だ眄

がマクベスだよ︒椅子⁝⁝は本が積まれてるか︒適当にどかして座っちゃって﹂と言う︒

60

ＧＭ ﹁楽しみだね﹂と︑彼女は眼鏡を勝負眼鏡に掛け替える︒
﹁じゃあ︑やろうか﹂

レグナム わかってる︒俺はそんなことしないよ︒正々堂々と勝つ︒

手摑みしたり︑盤面をひっくり返したりなんてボクは認めないからね眤﹂
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アン 勝負眼鏡眤︵笑︶

61

ＧＭ 彼女の信念 趣味嗜好は﹁気分に合わせて眼鏡を替える﹂なのだ︒ともあれ︑チェス
に勝つための︿軍略知識﹀判定をしてもらおう︒目標値は だよ︒

62

レグナム ３Ｄ＋３だから︑ダイス目で が出れば成功だな︒⁝⁝ここで負けたら格好悪い

13

これまで︑未来の盤面は序盤で見通すことができた︒

押しているのはボクなのに⁝⁝勝利の完成形が見えてこない⁝⁝︶

︵国を賭けての勝負なのに︑彼は気負っている様子もない︒それに⁝⁝なんなの︑この感覚︒

やはり︑優勢なのはマクベスⅡ世︒だが︑彼女は戸惑いを覚えていた︒

勝負は始まった︒

ので︑天運を１点使っておこう︒
︵ダイスを振る︶ダイス目は盻眈眇

10

盻眈眇つまり︑マクベスⅡ世は︑レグナムの器に︑彼が背負っている巨大な覚悟と天命に︑

しかし︑なぜかレグナムを前にすると︑霞がかかったようになってしまう︒
精神的に飲まれていたのだ︒
レグナム ダイス目は ︑達成値 眄
15

後に残されたマクベスⅡ世盻眈眇ミシカは︑ぽつりと呟いた︒

そして︑レグナムは去った︒

レグナム よろしくな眄 それじゃ︑細かいことはまた連絡するよ︒

関係は成立する︒

ＧＭ では︑彼女は少し硬直し︑
﹁わ︑わかったよ︒レグナムくん﹂と返答し︑ここに同盟

レグナム じゃあ︑握手しよう︒あんたの知略に期待しているよ︑ミシカ︒

ルドリアと共に歩み︑その強さの秘密を学ばせてもらう﹂と︑彼女は右手を差し出す︒

ＧＭ ﹁理屈だけでは︑天下は推し量れない⁝⁝か︒面白いね︒我がビブリアはしばしファ

ほど︑あんたは強かった︒でも︑なぜか勝ったのは︑俺だ︒

レグナム ああ︑俺もそう思うよ︒俺が小銭を賭けて遊ぶ傭兵連中とは︑比べ物にならない

賭けてなければ︑ボクが勝っていたのだろうね﹂

ＧＭ マクベスⅡ世は︑素直に投了する︒
﹁不可解︒⁝⁝格好悪い言い方になるけど︑何も

一同 やった眄︵拍手︶

12

アン シス︑落ち着いて︵笑︶
︒

シス ぽっと出なのに︑なにをレグナム様が気になるそぶりしちゃってるんですか眄

﹁本当の名で呼ばれたのは︑久しぶり︒⁝⁝悪くない︑かな﹂
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▼シスの交渉

エルマーク男爵オフィーリア

シス あの︑ちょっと眤 もしもし眤

エルマーク男爵オフィーリアその人であった︒

その歌声は︑情熱と精緻を兼ね備えた天上の音︒

典雅なる舞踏︒

優美なる衣装︒

﹁今宵は〜使者が来る〜♪ 果たして〜友なる国か〜それとも破滅の罠か〜♪﹂

シス えっ眤

絵画の世界から飛び出てきた女神の如き美女眄 彼女は歌う眄

ＧＭ やがて︑曲調が変わり︑大きな扉がバンッと開かれる︒そこから現れるのは︑まるで

ヴァーン 武力的にはあまり頼りにならなそうにも思えるな︒

アン 優雅な国ねぇ︒

焚かれ︑楽士たちが美しい旋律を奏でている︒

ＧＭ そうこうするうちに首都に到着し︑オフィーリアとの謁見が叶うよ︒謁見室には香が

シス ⁝⁝良い国のようですね︒

何より︑人々の顔には心からの笑顔があった︒

重労働も︑共に歌う仲間がいれば︑良き慰めとなる︒

農民たちは︑声を合わせて歌いながら︑農作業に勤しんでいる︒

ここをおいて他になし﹂

我らが住むべき楽園は

天地の間に国多けれど

歌と喜びは絶え間なく

慈愛の女王に見守られ

﹁エルマークは麗しき国

その耳に︑歌声が聞こえてきた︒

牧歌的な風景の中︑馬を進めるシス︒

歌を歌いながら畑を耕す感じの場所だよ︒

ＧＭ ＯＫＯＫ︒エルマーク男爵領は︑ファルドリアの南に隣接する国だ︒民が活気に溢れ︑

アン なんだか妙に気合入ってる︵笑︶
︒

シス 次は私ですね︒きっちり口説き落としてきますから︒婚姻とか︑抜きで眄
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ＧＭ ︵シスを丸無視して︶
﹁さぁ︑今ぞ決断の〜と〜きぃぃぃ癬癬癬♪﹂

65

シス オ︑オフィーリア様眤

シス ⁝⁝噂では︑オフィーリア様は︑御自分の身と引き換えに︑このエルマークの安堵を

ＧＭ ﹁それは戦の道︑ですね⁝⁝﹂

マーク男爵領の助力を得ることができれば︑心強い援軍となりましょう︒

シス 我々は︑ゼフォスの脅威に晒されているという点で共通しています︒もしここでエル

ＧＭ ﹁此度の同盟についての書状︑重く受け止めております﹂

ナム・ヴォーティガンの名代として参りました︒

シス 申し遅れました︒私は騎士シストゥーラ・アデルハート︒ファルドリアが君主︑レグ

グナム王が示した武勲は︑わたくしにとって希望の光なのですよ︑ええと盻眈眇﹂

ＧＭ ﹁はい︒今︑我が国は圧力をかけ続けられています⁝⁝そんな中︑ファルドリアのレ

シス ⁝⁝ゼフォス︑ですね︒

の物質的な鎧にはなってくれないのですけれどね﹂

ＧＭ ﹁あら︑そう眤 ⁝⁝ともあれ︑いかに歌が素晴らしくとも︑民を外敵から守るため

シス 始まらない眄 歌はストップ眄︵笑︶ 話をしましょう眄

今まさに︑オフィーリアの時間が始ま盻眈眇

情熱的なナンバー︒

﹁歌︒それは人が運命に立ち向かう力〜♪﹂

そして再び︑歌神の美声が部屋を包む︒

段ともなり盻眈眇﹂

ですの︒辛い時には慰め︑恐ろしい時には奮い立たせ︑そして楽しさを他者と分かち合う手

ＧＭ すると︑オフィーリアは微笑んで礼を言う︒
﹁ありがとう︒わたくし︑歌が好きなん

シス と︑とりあえず⁝⁝拍手︑します︒

アン ⁝⁝まぁ︑声楽も学問だけどさ︵笑︶
︒

ＧＭ ああ︒声量豊かで︑技倆も確かだ︒アカデミーで培われた技術を学んでいるからね︒

ヴァーン ふむ︒歌う君主か︒

フィーリアです﹂と︑優雅に一礼する︒

ＧＭ ︵長い余韻の後︑息をつく︶
﹁⁝⁝ふぅ︒初めまして︒わたくしが︑エルマーク男爵オ

レグナム 続くのかよ眄︵笑︶

ＧＭ ﹁ぃぃぃぃぃ癬癬♪﹂
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シス ︵首を横に振る︶以前︑ファルドリアにも降伏案が提示されました︒けれどそれは︑

ＧＭ ﹁そうすることで︑民が安楽のままに過ごせれば︑と⁝⁝﹂

願われているとか︒
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ゼフォスのやり方︑君主は優遇すれど︑民は奴隷とする道だったのです︒
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ＧＭ ﹁民を︑奴隷に⁝⁝眤﹂

シス わーい︑やりました︒

ここに︑ファルドリア・エルマークの同盟は成ったのだ︒

温もりを通じ︑互いの国を思う心を感じ取る︒

麗しき女君主のたおやかな手が︑凜々しき女騎士の手を包んだ︒

男爵オフィーリアは︑これよりファルドリアの友邦となることを盻眈眇誓います﹂

ＧＭ オフィーリアはじっとシスの瞳を見つめ︑頷く︒
﹁その言葉︑信じます︒エルマーク

シス ⁝⁝誓いましょう︒私は︑そしてファルドリアは〝民を虐げない〟と︒

ならば騎士としてではなく︑胸を張り︑王として応えるのが君主道であろう︒

名代として派遣された以上︑今はシスもひとりの王である︒

︵⁝⁝レグナム︒あなたは︑いつもこういうことを背負ってきたんだね︶

さりとて︑主君ならぬ身で︑勝手に国に関わる誓約を結んで許されるのだろうか眤

偽りで切り抜けることはできない︒

シスは︑オフィーリアの瞳の奥に︑静かなる覇気を見た︒

に苦しめたりはしないと︒それをファルドリアの国是に加えると﹂

ＧＭ ﹁信じているのですね⁝⁝︒わかりました︒ならば︑誓ってください︒民をいたずら

シス はい︒レグナム様は︑そういう君主です︒

はない︑と眤﹂

ＧＭ シスの説得力に︑オフィーリアは﹁⁝⁝ファルドリアと結べば︑それが失われること

シス そうなったらきっと︑あの人たちの笑顔は︑歌声は失われてしまうと思います︒

自身がファルドリアに同様の想いを抱いているからこそ︑シスにはよく理解できた︒

自らの労働に誇りを持ち︑郷土を愛する者の顔だ︒

いい笑顔だった︒

シスは︑道すがら目にしたエルマーク領の人々のことを思い出していた︒

せん︒しかし︑ゼフォスの支配下にある限り︑人として扱われないのは確かなのです︒

シス オフィーリア様のとりなしがあれば︑エルマークの民だけは虐げられないかもしれま

ＧＭ ん︑わかった︒彼女の表情はさすがに暗くなるね︒
﹁想像以上ですね⁝⁝﹂

シス ここで︑これまでのいきさつや︑ホークウッドが調べてきた事柄などを説明します︒
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ＧＭ オフィーリアはひとしきり喜びを歌い上げ︑君を送り出してくれるよ︒
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シス ど︑どうも︵笑︶
︒⁝⁝あれっ眤 そういえば私︑判定してませんね︒

鍛えあげられた体格の︑おそらく女性だった︒

ＧＭ すると︑茂みの奥から︑油断なく弓を構え︑木と獣皮の仮面をつけた人物が現れる︒

そして︑復讐の気配が︒

ヴァーン ある場所に差し掛かり︑足を止める︒気配がするな︒混沌の気配︒殺意の気配︒

アマゾネスがひとり︑そこに潜んでいるのだという︒

そこは︑ファルドリアの森林地帯︒

死霊の如きそれは︑まさしくユリギアのアフラヴァーンその人であった︒

鬱蒼と茂る森の中を︑影よりも暗いモノが蠢いている︒

ヴァーン うむ︒アマゾネスのヒパティアとやらを探しだすとしよう︒

ＧＭ では一ターン目最後はヴァーンの行動だ︒

▼ヴァーンの交渉 ヒパティア

・レグナム↓シスの誓い〝民を虐げない〟を共有する︒

・シス↓誓い〝民を虐げない〟と誓いを立てる︒

ＧＭ はいよー︑どうぞどうぞ︒

に共有しておくよ︒ＧＭ︑プレッジシーンじゃないけど︑誓いを共有していいかい眤

レグナム いや︑それでいいさ︒格好良かったぜ︒だから︑俺も︑その誓いを忘れないよう

シス 素敵ですね眄 ⁝⁝とはいえ︑勝手をしてごめんなさいレグナム様︒

要なことなんじゃないかなと思って︑こういう風にしてみた︒

ＧＭ ﹃グランクレストＲＰＧ﹄の世界における誓い︑それも君主同士のは︑それくらい重

アン なるほどね︒判定は難しいけれど︑誓いを立てれば良し︑と︒

一同 おおー︒

しておいたんよ︒

置く﹂と書いてあったでしょ︒これは︑彼女に誓いを立てれば自動的に成功するって設定に

ＧＭ うん︒オフィーリアの説明のところに﹁※民を守ると誓う者に対しては絶対の信頼を
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ヴァーン 俺も同じだ︒敗れ︑死にぞこない︑彷徨っている︒ゼフォスを呪い︑そして滅ぼ

ＧＭ ﹁⁝⁝オレへの侮辱には死を以て報いよウ﹂と︑弓を引き絞る︒

ヴァーン 貴様がヒパティアか︒敗残の死にぞこない︒
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す怨霊としてな︒
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ＧＭ ﹁ゼフォス︒オォ⁝⁝オオオオオッ眄﹂
仮面の下より吠え立てる慟哭は︑木々を震わせた︒
ゼフォス︒
それは︑彼女にとって恥辱と恐怖︑そして憎悪を意味する︒

それはさながら︑復讐の百鬼夜行であった︒

それに続くのは︑異形の面をまとった混沌の女戦士たち︒

漆黒の人馬が︑駆け出した︒

ヴァーン ユリギアのアフラヴァーン︒

ＧＭ ﹁よかろウ︒ならば死人よ︑貴様にこのヒパティアはついて行ク眄 名を言エ眄﹂

け入れし国なれば︒

ヴァーン ︵ニヤリと笑う︶我が死人の邪紋を示して答えよう︒⁝⁝この忌まわしき身を受

ようだね︒

ＧＭ すると︑背後から何人か同じような姿のアマゾネス軍団が現れる︒僅かな生き残りの

アン オレ〝たち〟眤

も多イ︒その男は︑それでも大丈夫なのカ﹂

ＧＭ ヒパティアが最後に確認をする︒
﹁オレたち︑誇り高い戦士︒人界とは馴染まぬこと

シス ヴァーン殿に向かってもらって正解でしたね︒

ヴァーン 話が早くて何よりだ︒

一同 おおっ︒

だから︑これで同盟は成立だ︒

ＧＭ ＯＫ︒ヒパティアは︑ゼフォスを憎悪する者からの誘いならば︑自動的に手を結ぶ︒

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

信頼はできる男だ︒⁝⁝いつまで共に歩めるかは︑わからんがな﹂

ヴァーン ﹁弱き力を束ね︑ゼフォスに立ち向かわんとする君主がいる︒まだまだ甘いが︑

ＧＭ ﹁仲間になレ︑そういうことカ眤﹂

破滅の誓いだ︒そのために︑鋭い憎悪の剣は多いほど良い︒

ヴァーン 俺は誓いを立てている︒ゼフォスに恐怖を刻み︑そして死に追いやらんとする︑
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◆シーン５◆〜馬上問答〜
ファルドリア王都に帰還したレグナム︒
彼を待っていたのは︑一通の書状︒
ギルデンスターンからのものであった︒

兵がいないことは先行偵察に出たホークウッドの報告からも明らか︒

ＧＭ 約束の時間︑馬に乗ったギルデンスターンが姿を現す︒供回りは最低限で︑周囲に伏

敵味方共に︑伏兵を潜ませる余地はない︒

両都市の中間地点であり︑見晴らしの良い草原地帯だ︒

ファルドリアとアムルを結ぶ街道上に︑レグナムたちの姿はあった︒

盻眈眇二日後︒

ＧＭ ＯＫ︑ではそれで進めよう︒

レグナム ああ︑よろしく頼むよ︒

るかもしれないし︒もちろん︑危険がないよう段取りますけど︒

アン ︵少し考え︶では︑ここは会っておきましょう︒何か︑戦に有利になる情報を得られ

シス 確かに︑気になるところではありますよね︒

レグナム うーん︒あいつがゼフォスに従ってる理由を聞いておきたくはあるんだよな︒

アン まぁ︑斬るのはやり過ぎとして︒無視するというのはひとつの選択ですね︒

シス さ︑さすがにそれは⁝⁝︒

ヴァーン ふざけた話だ︒これを持ってきた使者を斬り︑首だけ送り返してやれ︒

はなく︑私信に近い︒目的も︑
﹁旧交を温めましょう﹂的な表現︒

ＧＭ もちろん違う︒レグナムとの直接会見を希望する旨が記されているよ︒公的なもので

アン アムルでの公開処刑シーンを見るに︑そういう人物にはとても思えないけど︵笑︶
︒

レグナム なんだろう⁝⁝実はゼフォスを裏切りたいという相談とか︒

一同 おっ眤

ギルデンスターン︒

ＧＭ では次のターン⁝⁝に移る前に︑王都に戻ったレグナムにお手紙が届くよ︒差出人は
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アン わたしもー︒

シス 同行します︒

レグナム わかった︒こっちは︑一門の戦士クラレンスとガートルードと盻眈眇
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ＧＭ ヴァーンは眤
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ヴァーン ︵首を振る︶俺は行かぬ︒

ＧＭ ﹁ウィリバルト陛下は素晴らしいお方でした︒しかし︑彼のやり方では︑弱き者の存

ゼフォスという国の在り方そのものだったのだ︒

それは︑彼個人の思想ではなかった︒

﹃
〝民〟など︑儂ら君主が夢を追うための踏み石のようなものであろうが﹄

レグナムの脳裏に︑今は亡きデュカオンの言葉が蘇る︒

以前︑デュカオンが語っていたときのようにね︒

ＧＭ 少なくともレグナムにはそう見えるね︒無理してたり︑演技してる様子はない︒そう︑

レグナム ギルデンスターン︑お前⁝⁝︒こいつ⁝⁝︑本気でそう言ってるのかな眤

けです︒聖印も邪紋もなく︑魔法も使えぬ者など︑そういう使い方が効率的でしょう﹂

ＧＭ ﹁虐げてなどおりません︒責任軽く︑能力もさして必要としない労働をさせているだ

何が理想社会だよ︒

レグナム 少し眉を顰めるぞ︒お前らの統治方法は聞いているぞ︒民を奴隷みたいに虐げて︑

ＧＭ ﹁盻眈眇選ばれし強者による︑理想社会の建設﹂

レグナム 大義眤 それはなんだ︒

ＧＭ ﹁私は︑ゼフォスの︑ひいてはバイバルス陛下の大義に共鳴しただけです﹂

な男じゃなかったはずなんだけどね﹂

レグナム ﹁⁝⁝俺の知ってるギルデンスターンも︑嬉々としてゼフォスに尻尾を振るよう

ＧＭ ﹁ふふっ︒私が知っている頃のあなたからは到底想像もできない活躍です﹂

レグナム ⁝⁝有能な味方に恵まれてるからな︒

ファルドリアの再興︑まことに見事なお働きでございました﹂

ＧＭ ﹁贅沢に興味はありませんよ︒ただ︑責任の重さは痛感しております︒⁝⁝しかし︑

アムルの代官にまでなって︒

レグナム 特に気にしない︒
︵皮肉げに︶ゼフォスについて良い暮らしをしているそうだな︒

てにする︒

ＧＭ ﹁お久しゅうございます︑レグナム・ヴォーティガン﹂と︑丁寧だが︑名前は呼び捨

スターン︒一年振りくらいか眤

レグナム ああ︑わかった︒⁝⁝じゃあ︑ギルデンスターンに挨拶するよ︒よっ︑ギルデン

シス マイロード︒大丈夫とは思いますが︑油断はしないでくださいね︒

レグナム 俺もそうしよう︒一応︑俺も馬に乗ってるということで︒

ＧＭ だよね︒では︑双方が対峙したところで︑ギルデンスターンは馬を前に進める︒
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在が︑我ら強者の枷にしかなりません︒それでは︑国の発展は遅くなってしまう﹂
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レグナム 国の発展は︑そんなに意義のあることか⁝⁝眤

空っぽなのだ

己の中を覗いても︑そこには何もない︒

夢を問われ︑レグナムは返答に窮した︒

レグナム 俺の⁝⁝夢か⁝⁝︒

す︒ならばあなたは︑その先に︑どんな夢を描いているのです眤﹂

ＧＭ ﹁レグナム︒あなたは︑なぜ戦うのですか眤 ﹃民の力を合わせる﹄⁝⁝それは手段で

だが盻眈眇

歪んだ夢だと︑レグナムには思える︒

デュカオンと同じく︑ギルデンスターンもまた夢を語る︒

〝夢〟
︒

レグナム ううっ眞

死にましょう眄﹂

っているのですから︒価値ある目的を︑夢を︑私は抱いている眄 そのためならば︑喜んで

ＧＭ ﹁納得の上です︒なぜなら︑私の命は︑我が主君の〝理想国家建設〟という夢に繫が

レグナム お前だって︑より上位の〝道具〟になって使い潰されるだけじゃないのか眤

の欲望と嘆息に飲まれて擦り切れるだけですよ︑レグナム⁝⁝﹂

ＧＭ ギルデンスターンは︑悲しそうな表情で首を振る︒
﹁そのままでは︑いずれ愚民ども

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒俺の天命は︑家族盻眈眇ファルドリアに住むみんなと共にあるよ︒

ナム︑あなたにも︑あなたの天命を存分に発揮できる場所へと来ていただきたいのです﹂

ＧＭ ﹁しかしバイバルス陛下の世ならば︑そんなことは起こりえない︒ですから⁝⁝レグ

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

ことではありません﹂

えある戦場で斃れるのでなく︑氾濫する川から老いぼれ夫婦を助けて溺死︒⁝⁝到底許せる

ＧＭ ﹁ウィリバルト様に疑問を抱くきっかけではありましたよ︒一芸に秀でた騎士が︑栄

レグナム 友⁝⁝眤 それが︑お前がファルドリアを去った理由か眤

少なくとも私の友は︑不慮の事故から民どもを庇って命を落とす必要はなかったはずだ﹂

ＧＭ ﹁かもしれませんね︒それでも︑力ある者が無為に死ぬよりは遥かにマシです︒⁝⁝

レグナム 尊い眤 だからと言って︑犠牲にされる方はたまったもんじゃないぜ︒

者の許容量も増えます︒すべては︑より善き明日のための尊い犠牲ですよ﹂

ＧＭ ﹁当然です︒でなければ乱世を生き残れない︒国が強くなれば︑結果的に︑養える弱
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レグナム 俺の信念 目的って︑
〝喪失を埋める〟なんだよな⁝⁝︒だから︑他者から夢を

ＧＭ ﹁あるいは︑敗れたあなたが登る処刑台にて﹂と言い捨て︑去っていくよ︒

レグナム 次は戦場で︑かな眤

ＧＭ ﹁シストゥーラか︒⁝⁝そうだな︒ならば︑これ以上の問答は無意味か﹂

道はもはや交わることはないかと思いますよ﹂

シス では︑僭越ながら割り込みます︒
﹁ギルデンスターン殿︒あなたとレグナム様では︑

アン ⁝⁝そろそろ潮時ね︒双方︑説得は不可能みたいだし︒

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

あなたは︒いや︑むしろ君主らしいのかもしれませんな﹂

ハハハ︒夢はない癖に︑誘われたら﹃すがるのは御免﹄ですか︒つくづく傲慢な方ですよ︑

ＧＭ その言葉に︑ギルデンスターンは誇りを傷つけられたような表情を浮かべる︒
﹁ハ︑

一同 おお⁝⁝︒

﹁俺は︑他人の夢にすがりたくはない﹂

民から奪うってトコは賛同できないし︑なにより盻眈眇

レグナム 確かに︑おまえたちのそれは︑すごい夢だと思う︒憧れもする︒けれど︑やっぱ

ＧＭ ﹁ほう⁝⁝眤﹂

の夢ではない気がする︒

レグナム 悪い︑ギルデンスターン︒俺には︑自分でもよくわからないけど⁝⁝それは︑俺

けれど盻眈眇何か︑違う︒

きっと︑心の空白を綺麗に埋めて余りあるはずだ︒

それは︑とても魅力的な提案に思える︒

偉大な夢を共有し︑そのために死ねるのだと︒

その手を取れば︑夢を抱けるのだという︒

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

を抱きましょう︒陛下や︑私と同じ夢を︒あなたほどの強者なら︑その資格がある眄﹂

ＧＭ 言葉に詰まると︑ギルデンスターンは右手を差し伸べる︒
﹁なら︑共に歩み︑同じ夢

提示されると︑それがひどく魅力的で︑心を埋めるのに役立ちそうな気がしちまう︒

80

今はただ前へと進み︑ファルドリアの明日を模索するだけだ︒

そして︑レグナムは馬首を巡らす︒

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒戻ろうか︑みんな︒

狼たちの戦旗
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◆シーン６◆〜嵐来る〜
アンは︑執務室でこれまでに集めた情報を検討していた︒
ふと何かに気づき︑顔を窓の外へと向けた︒
風に吹かれ︑木々が大きくしなっている︒
盻眈眇嵐の先触れであった︒

12

アン ︵ダイスを振る︶あ︑出目がイイ︒達成値 ︒成功︒

ＧＭ そうだよー︒残るひとりについての︿情報収集﹀の目標値は だ︒

が無難かなー︒まだひとり︑残ってるのよね眤

アン 判定値的に︑わたしはどっちも成功する気がしない︵笑︶
︒なので︑調査しておくの

ＧＭ うん︑そうだよー︒

シス あうう︒その行動が無駄になるということですね︒

失敗したら遭難しかかって移動に失敗する︒

ＧＭ ︿運動﹀または︿騎乗﹀で判定︒目標値は ︒成功すれば問題なく目的地に着くけど︑

アン それは厄介ね︒具体的にはどんな効果眤

一同 うわー︒

が阻害される︒

ＧＭ さて︑第二ターンに移ろうか︒なお︑ここで天候が大きく変わる︒嵐が到来し︑移動

82

▼邪紋使い３ ロミオ 男

歳

ＧＭ ＯＫ︒それでは︑次の情報を密偵が持ち帰る︒

14

13

倒れ︑現在はファルドリア近郊の隠れ家で看病をしている︒

核を喰らって邪紋使い︵シャドウ︶に覚醒している︒逃避行の途上︑ジュリエットが病に

トと恋に落ち︑その残忍な主人を殺害して駆け落ちした︒主人を殺す力を得るため︑混沌

解説 ゼフォスから逃亡してきた︑隷民上がりの青年︒同じ隷民の女性であるジュリエッ

20

亡命者﹂を獲得

および︑先端医療技術と薬学知識が１レベルずつあること︒

特殊効果 ﹁国特徴

交渉 ︿治療﹀
20

あるいはゼフォスの手の者によって闇に葬られることになるね︒

ＧＭ 放置すれば︑三ターン目の最後にジュリエットは死ぬ︒ロミオはいずこかへ姿を消し︑

レグナム なんか可哀想な状況になってるぞ︒

シス ロミオとジュリエット眄

狼たちの戦旗

シス それは放っておけないですよ⁝⁝︒

83

ヴァーン 俺たちは先に薬学知識を２レベル取っておいたから問題はないが︑仮になかった

達成値 ︒軽々と成功眄 嵐にも負けず︑シュタタタッと野を駆けて行く俺であった︒

レグナム 徒歩で眄 というわけで︿運動﹀判定をやろう︒
︽強化の印 反射︾も使って︑

アン 徒歩で眤

行くぜー眄

レグナム そんじゃ︑まずは俺から︒さっさとラドゥのとこに行こう︒嵐の中に飛び出して

▼レグナムの交渉 カルミナ男爵ラドゥ

・ヴァーン↓ヘラクレスとの交渉

・シス↓ジョン・オブ・アラデンとの交渉

・レグナム↓ラドゥとの交渉

話し合いの結果︑第二ターンでの行動は次の通りとなった︒

ＧＭ 行動しちゃったから︑次のターンになるね︒

アン ︿治療﹀判定だったら︑わたしがやれるんだけど⁝⁝︒

ＧＭ そゆこと︒先端医療技術は︑元々持ってるしね︒

としても︑ヒパティアを仲間にすれば条件をクリアできるのだな︒

84

でひとり旅︒帰ってみれば︑自前で聖印を摑んでる︒己の父親を憎んでるわけでもないのに︑

ＧＭ ﹁ウィリバルト殿という模範がありながら︑漫然と継ぐことをよしとせず︑若い身空

兄貴ともあろう男が︑なんで俺を買ってるんだかなぁ︒

レグナム 受け取って︑飲むよ︒ふたつ返事で受けてくれたのは嬉しいけどさ︒⁝⁝ラドゥ

インを注ぎ︑ひとつを君に手渡す︒

ＧＭ ﹁昔から言ってるだろ︒オレはお前を買っているって﹂そう言いつつゴブレットにワ

レグナム 即答かいっ眄

一同 ぶっ眄︵爆笑︶

ＧＭ ﹁おう︑いいぞ﹂
︵即答︶

シス レグナム様︑もう少し礼儀を盻眈眇

レグナム ︵軽い調子で︶ラドゥー︑同盟して〜︒

君ならほぼ顔パス状態でラドゥに会える︒彼の豪華な居室に通されるよ︒

ＧＭ はい︑それでは激しさを増す風雨の中︑レグナムはなんとかカルミナへと辿りつけた︒

18

口元に浮かぶ笑みは︑僅かな自嘲か︒

ラドゥの口調は淡々としたものだったが︑そこには確たる情念がこもっていた︒

自然と自分だけの道を見出そうと動いた︒⁝⁝感心どころか︑嫉妬さえしたよ﹂

狼たちの戦旗
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レグナム ⁝⁝︒俺はただ︑そのまま進むのが︑君主の責任ってのが怖かっただけだよ︒

の兄貴分たるオレの威信も上がる︒お前への投資は︑オレのためってことだ﹂

ＧＭ それを聞くと︑ラドゥは意地の悪そうな笑顔を浮かべる︒
﹁お前がデカくなれば︑そ

れるんだなぁ︒

レグナム 君主を率いる君主︑か⁝⁝︒ははは︑ラドゥ︒あんたは︑なんでも俺に教えてく

ゃなく︑君主を率いる君主としての貫禄を見せなきゃな﹂

ＧＭ ﹁オレの前ではいいさ︒だが︑他の君主の前ではふらつくな︒兵や民を率いるだけじ

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

ゃ︑同盟君主たちが不安になる︒不安は不信に︑不信は不和となる﹂

ＧＭ ﹁そうそう︑そうだよ︒けど︑たかが敵の一騎士の言葉にフラつくような奴が盟主じ

レグナム それはやっぱり︑発案したファルドリア⁝⁝ってことになるのかな眤

らな︒問題は︑誰が頭になるかってことだ﹂

ＧＭ ﹁ま︑それはともかく︑だ︒同盟には手を貸す︒ゼフォスはウチにとっても脅威だか

レグナム おや眤

ラドゥは少し怒ったような表情になる︒

ＧＭ ﹁⁝⁝⁝⁝︒裏切り者の繰り言にいちいち付き合うなよ︒何が夢だ︑くだらない﹂と︑

あいつから︑君主としての夢を問われたよ︒けど︑答えられなかった︒

レグナム ここでラドゥに︑俺がギルデンスターンから言われたことを伝えてみるよ︒⁝⁝

ＧＭ ﹁望む国眤 ハッ︒ンなものは︑敵を滅ぼしてから考えりゃいいさ﹂

レグナム それでラドゥの望む国を創る︑か⁝⁝︒

と一緒に東一帯を切り取るのも悪くない︒心の赴くままって奴さ﹂

ＧＭ ﹁ん眤 その先︑か⁝⁝そうだな︒そのまま西に向かって喰い進むのもいいし︑お前

レグナム 聞きたいんだけど︑家の問題にカタがついたら︑その先︑ラドゥはどうする眤

類だが︑侮れば︑そこにつけ込んでくるだけの手腕はある︒油断はできん︒

ＧＭ ﹁仲良く団欒︑とはいかないな︒それに︑腹違いの弟のミルツィアは⁝⁝まぁ凡夫の

レグナム 家︑か︒⁝⁝親父さんとは相変わらずか眤

ＧＭ ﹁確かにな︒オレはオレで︑さっさと自分の家くらいは掌握せんと話にもならん﹂

レグナム 歴史︑か︒今はそれより︑目の前のことを乗り越えたいよ︒

した奴だけだ︒良きにつけ︑悪しきにつけな︒有象無象は︑さっさと忘れられるだけさ﹂

ＧＭ ﹁けど︑良い結果を出したのは事実だろう眤 歴史書に名を記されるのは︑結果を残

86

ＧＭ ﹁同盟の調印式はやるんだろ眤 そのときにでも︑また会おう﹂

ことにしよう︒

レグナム お互いに利があるってことだな︒ＯＫ︑それならいいんだ︒握手して︑退室する
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レグナム ああ︒またな︑兄貴︒

87

カルミナの城門を出たところで︑声をかけられた︒

ラドゥの部屋を辞去し︑帰途につくレグナム︒
影から現れたかのような︑細身の女︒
ラドゥが最も重用している密偵だ︒

ＧＭ 近くの川が嵐で溢れそうになってるんで︑土囊を積もうとみんなで大わらわになって

シス な︑なんです眤

ＧＭ それでは嵐吹き荒れる中︑アラデン村に到着すると︑割と大騒ぎになってる︒

嵐にも負けないための︿騎乗﹀判定しますね︒⁝⁝うん︑楽勝です眄

シス 次は私ですね︒アラデン村のジョンさんの所へ向かいます⁝⁝の前に︑雨にも負けず

▼シスの交渉 ジョン・オブ・アラデン

アン レグナムとシスと同じような関係だったのねぇ︒

シス わわっ︑この人︑ラドゥ様の乳母子だったんですか眄

スッと影に溶け消えてゆく︒

ＧＭ ﹁主と同じ乳母の元で育てば︑こうもなりますよ︒それではこれにて﹂と言い残し︑

んて︑ウチのシスみたいだな︒

レグナム 大丈夫だよ︒⁝⁝ラドゥは︑良い家臣に恵まれてるな︒こうも心の中を読めるな

いのです︒ただの影の差し出口ではありますが︑なにとぞ⁝⁝﹂

ＧＭ ﹁⁝⁝内密に願います︒ただ︑どうか︒あの方の好意を裏切らないで差し上げて欲し

レグナム ⁝⁝そんなことがあったのか眤

あなたを重ねておられるのかもしれません﹂

ＧＭ ﹁今は亡き実母カサンドラ様が身ごもられ︑そのまま生まれることがなかった弟君と︑

レグナム うん︑まぁ⁝⁝わかってるよ︒少し頭を搔く︒

では〝投資〟だなどと言っておられますが︑照れ隠しみたいなものなのです﹂

ＧＭ ﹁僭越ながら︒ラドゥ様は︑あなたを本当の弟︑家族のように思っておられます︒口

レグナム その影蜂さんがなんの用だい眤

シス 確か︑シャドウの邪紋使いでしたね︒

ヴァーンをスカウトしに登場したのは彼女だったりする︒

ＧＭ ﹁レグナム様﹂と声をかけてきたその女性は︑影蜂という名の密偵だ︒一巻の冒頭で

88

ＧＭ お︑手伝う眤 なら︑
︿運動﹀判定をどうぞ︒目標値は ︒失敗すると︑濁流に飲ま

シス 彼がジョンさんかな⁝⁝︒ともかく︑手伝います眄 何かできることは眤

るんだ︒そこで聖印を輝かせ︑村人を守りつつ指揮してるのは︑地味な顔立ちの中年男性︒

狼たちの戦旗

れてダメージを受けるよ︒
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10

シス 問題ありません眄 ︵ダイスを振る︶判定成功眄 鎧も邪魔っ眄
重い鎧を急いで外し︑村人の元へと走るシス︒
雨と風に打たれながらも︑懸命に働いた︒
そして盻眈眇

ＧＭ では目標値は で︿話術﹀判定を︒先ほど手伝ったのが好印象なので達成値に＋２ね︒

改めて挨拶をし︑ここを訪れた理由と︑同盟の大切さを︑ジョンや村人たちに説く︒

清潔な布と︑蜜を入れて温めたワインを振る舞われ︑人心地ついたシス︒

シス はい︑ご厚意ありがたく⁝⁝︒

のでも飲まねぇと風邪引いちまうですよ﹂

ＧＭ ﹁そんじゃ集会所で話しましょう︒シストゥーラさんも︑濡れた体拭いて︑温かいも

シス ええと︑同盟の件で来たのですが⁝⁝︒

レグナム 素朴なおっちゃんおばちゃんたちっぽい︵笑︶
︒

んだ﹂と褒め称える︒

ＧＭ 村人たちは﹁おおーっ﹂
﹁綺麗な聖印だなやー﹂
﹁騎士様もとてもお綺麗だで﹂
﹁んだ

聖印を見せて証とします︒

シス ファルドリアから来ました︑騎士シストゥーラ・アデルハートです︒きちんと自分の

ぜぇます眄 ⁝⁝で︑娘さん︑あんた︑どなた眤 その気品︑高貴な方に見えっけども﹂

ＧＭ で︑そこで先ほどの中年君主がやってくる︒
﹁ありがとうごぜぇます︑ありがとうご

シス よかったー︒

の心配はないだろう︒

ＧＭ 努力の甲斐あって︑土囊は巧く積み上げられた︒嵐も弱まりつつあるから︑もう決壊

90

ＧＭ ﹁うん︑ええよ︒シストゥーラさん︑貴族様だってのに︑泥塗れになんのも気にせず

シス それでは︑ご助力を⁝⁝眤

カミさんや子供︑村のみんな奴隷にされちまうんだよね⁝⁝それは︑嫌だ﹂と呟く︒

ＧＭ では︑ジョンさんはしばらく考えこみ︑
﹁ゼフォスは怖いけど︑降伏したら︑オラの

シス わーい︒それなら︑天運１点消費して振れば⁝⁝うん︑成功です眄

14

アン︵村人Ｂになって︶﹁同盟締結だべ眄 万歳だべ眄﹂

レグナム︵村人Ａになって︶﹁んだんだ︒レグナム様は超最高だべ眄﹂

手伝ってくれたし︒そったら人が仕える王様なら︑信じられそうだ︒なぁみんな眤﹂
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ＧＭ いきなり全肯定モードかよ眄︵笑︶ まぁいいんだけど︒

91

シス 良かったぁ︒改めて調印式については連絡いたします︒急ぐ身ゆえ︑これにて眄 ホ

成値 ︒成功だ︒

ヴァーン では武器技能で判定だな︒天運を１点消費して︿重武器﹀で判定し⁝⁝うむ︑達

レグナム 格好良いぞ眄

一同 おおお⁝⁝︒

雷鳴すらも︑ふたりの気迫の前には怯えて消える︒

ひとりは︑金剛石の如き武人︒英雄ヘラクレス︒

ひとりは︑漆黒の騎馬武者︒復讐鬼アフラヴァーン︒

その頂で︑ふたりの男が睨み合っていた︒

嵐ヶ峰︒

ＧＭ なるほど︵笑︶
︒では︑そうしよう︒

場面から始めたいのだが︒移動のための︿騎乗﹀判定には成功している︒

ヴァーン 次は俺の番だ︒ヘラクレス︑だったな眤 出会いなどは不要︒いきなり戦ってる

▼ヴァーンの交渉 ヘラクレス

道を知ってる人が案内してくれる⁝⁝レグナム様が聞いたら︑喜ぶだろうなぁ︒

シス 何から何まで︑ありがとうございます︒さっきは一丸になって土囊を積んで︑今度は︑

商の時に使う安全な抜け道︑案内するよ﹂と言ってくれる︒

ＧＭ うむ︒では︑そこで︑村のおばちゃんが︑
﹁嵐の中だと︑道も危ないよ︒うちらが行

ットワイン美味しかったです︒丁寧にお辞儀してファルドリアへ急ぎます︒

92

ヴァーン ⁝⁝いや︑そのようなものを求めて来たのではない︒

格は十分だ﹂

ＧＭ ややあって︑彼は拳を止める︒
﹁貴様を勇者と認めよう︒我がヘラクレス団に入る資

そして盻眈眇

目にも留まらぬ攻防︒さながら︑ふたつの竜巻︒

轟︑とヘラクレスの剛拳が唸る︒

斬︑とアフラヴァーンの戦斧が空を裂く︒

22

ヴァーン 戦だ︒多くの勇士を必要とする︒

ＧＭ ﹁ならば︑何を求める眤﹂

アン 勝手に入団試験にされてる︵笑︶
︒
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ＧＭ ﹁敵は眤﹂
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ヴァーン ︵轟くような低い声で︶⁝⁝ゼフォス︒

ちかねない︒

ＧＭ ︿運動﹀で目標値 を三回くらいやってもらうかな︒なお︑失敗したら︑崖下まで落

レグナム げっ︒うーん︑なんとかよじ登るように通れないかな︒

一同 あららー︒

ＧＭ 近道だと思って使った山中の道が︑嵐による土砂崩れで塞がってる︒

レグナム おや眤 どんなのかな︒

ＧＭ はい︑それでは三ターン目⁝⁝の前に︑レグナムにイベント発生︒

山道が︑崩れて塞がっているのだ︒

レグナムは︑途方に暮れていた︒

カルミナからの岐路︒

◆シーン７◆〜かくもささやかな救いの手〜

レグナム しねぇよ眄︵笑︶

も悪くないのではないか︒

ヴァーン 王家には武術がつきものだ︒ヴォーティガン家の御留流というものに指定するの

シス か︑空手︵笑︶
︒心強いですけど︑変な方々が増える⁝⁝︒

アン ヘラクレス流空手とか︑そういう︒

に通って日々鍛錬する︵笑︶
︒

ＧＭ そうだよ︒効果は﹁国特徴 訓練所﹂なので︑ヘラクレス道場が開かれ︑領民がそこ

レグナム こいつらも王都にくるのかぁ︵笑︶
︒

シス ﹁ヴァーン軍団﹂が結成されつつある感じですね︒

っきのアマゾネスたちを仲間にした時と同じだ︵笑︶
︒

ＧＭ ﹁応眄﹂と︑ヘラクレス及び︑彼の部下たちがヴァーンに続くのであった⁝⁝と︑さ

ヴァーン ならば征くぞ︑百戦錬磨の修羅たちよ︒

ＧＭ すると︑彼はカッと目を見開く︒
﹁相手にとって不足なし眄﹂
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ＧＭ と︑そこへ︑雨具をつけた人影が︒よくよく見ると︑ファルドリアの森を管理してい

レグナム 参ったな⁝⁝引き返して別の道を行くか⁝⁝︒

シス 危なすぎます眄

狼たちの戦旗

る森番のひとりだね︒
﹁そこにおられるのは︑レグナム様ですかー眤﹂
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レグナム そうだー⁝⁝ってすげぇ都合良すぎるタイミングだな︑あんた︒ちょっと警戒し︑

レグナム いや︑なんでもない︒さぁ︑行こうか︒ファルドリアへ眄

ＧＭ ﹁ん︑何か言いましたか眤﹂

レグナム ポツリと呟こう︒こうやっていくことそのものが︑俺の夢なのかもな⁝⁝︒

きっと︑そうなるはずだ︒

それは︑これからも連鎖し︑様々な場所で花を咲かせ実を結んでいくのだろう︒

そのとき皆に与えた自信は︑救いの力としてここに結実し︑レグナムを救った︒

異なる力を集めれば︑何事かを成せる︒

先のファルドリア防衛戦においても︑彼らの力は大いに役立った︒

レグナム ああ︑もちろんだ︒もちろんだよ眄

城の壁を直したり︒そういうんでも︑大事なんですよね眤﹂

るうことはできませんがね︒良い獲物仕留めたり︑それから石を加工したり︑畑耕したり︑

ＧＭ ﹁あなたのために何かしたいんですよ︒ワシらは騎士さんのように戦場で剣や弓を振

んな︒すごい︒

レグナム みんなが︑準備を⁝⁝︒それは驚くよなぁ︒自発的にやってくれたってことだも

ら大変ですから︑あれこれ準備してたんでさ︒別の抜け道にお連れしますよ﹂

ＧＭ ﹁嵐の中︑旅立ったレグナム様を心配してまして︒話を聞いたワシらも︑何かあった

レグナム あいつらが眤

シス ナイス︑ジル＆エル眄

っしのとこに依頼が来たんですよ﹂

ＧＭ ﹁いえいえ︑お城のやんちゃ坊主たち⁝⁝ジルとエルから︑伝言の伝言ってぇ形であ

レグナム 頼まれた眤 ウチの軍師からかな眤

合いだろうと探してたんですよ﹂

ＧＭ ﹁森番の勘ですよ⁝⁝と言いたいところですが違います︒人に頼まれて︑そろそろ頃

身構えてはおこう︒
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◆シーン８◆〜最後に残った同盟者〜
嵐は去った︒
だが︑ゼフォスの脅威は︑今もなおファルドリアとその周辺を脅かしている︒
一刻も早く同盟を結び︑ゼフォスという嵐に備えなければならないのだ︒
だが︑残された時間は︑幾許もない︒

アン あなたがロミオね︒わたしはファルドリアの魔法師アンブローゼ︒

ヴァーン 釣れたぞ︑アン︒

鋭く無骨な針を構えて立っているよ︒

ＧＭ 了解︒すると︑斧に衝撃と︑鋭い金属音が走る︒見ればすぐ傍に小柄で細身の男が︑

ヴァーン 斧を振るって牽制する︒

影が伸び盻眈眇

ＧＭ ノックへの応答はない︒しかし︑アンの死角に当たる位置で︑小屋の影からぬっと人

ヴァーン 俺は︑いつでも庇えるよう四方に注意を払っておくぞ︒

事情はわかってます︒敵意はないわ︒

アン ノックして入りましょう︒わたしは︑ファルドリアの魔法師アンブローゼ︒そちらの

までやって来た︒

ＧＭ それでは君たちはロミオとジュリエットが潜んでいるという︑川沿いにある小屋の前

▼アン＆ヴァーンの交渉 ロミオ

シス 楽しみなような︑不安なような⁝⁝︵笑︶
︒

レグナム すると︑ブヒ様の所は俺とシス︑か︒

ヴァーン うむ︒

アン よろしくね︑ユリギアの勇者︒

ヴァーン ならば俺だな︒

しは確定︒あと︑やはり魔法師単独行動は怖いのでボディガードが欲しい︒

アン うーん⁝⁝︵少し考える︶ロミオはジュリエットの︿治療﹀が必要だから︑まずわた

レグナム 割り振りはどうしよう眤 もう︑二人一組で回ればいいよな︒

アン なんだか︑面白い人と︑深刻な人が残ったわね︒

ＧＭ それでは最終︑三ターン目ですよー︒残っているのは︑ブヒ様とロミオのふたり︒
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匿う準備もある︒

アン 安心していいわ︒わたしたちはゼフォスの敵よ︒だから︑亡命者であるあなたたちを

ＧＭ ﹁ゼフォスの追手ではない︑のか⁝⁝﹂

狼たちの戦旗

ＧＭ ﹁⁝⁝何が望みなんだ︒僕は︑与える物など何もない﹂

99

アン ゼフォスに関する情報が欲しいだけよ︒つまり︑この人が持っている国特徴って意味

ＧＭ では︑目標値 の︿治療﹀判定をしてくれ︒なお︑もしも失敗するとジュリエットは

恐るべき高熱を発している︒

その熱の元は︑横たえられている女性だ︒

小屋の中は熱気に満ちていた︒

アン まずはその人の容態を確認させて︒

んでもする眄﹂

ＧＭ ﹁なら︑彼女を⁝⁝ジュリエットを助けてくれ︒そうすれば︑僕にできることならな

だけど︵笑︶
︒
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アン ストップ眄︵笑︶︽プレディクトヴィジョン︾の魔法で振り直すわ︒⁝⁝よしよし︑

ＧＭ ではロミオが盻眈眇

一同 ぎゃーっ眞

アン ふおお⁝⁝︒天運１点使います︒⁝⁝あっ︑ダイス目最悪眄

死に︑ロミオが激昂して殺しにかかってくるよ︒

20

今度はなんとか成功︒手持ちの薬剤とかで応急処置する︒

狼たちの戦旗
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ＧＭ 了解︒君の見立てでは︑これはいわゆる瘧︑マラリアのような熱病だね︒感染力は弱

﹁先代の頃まで︑ここはつまらない︑どこにでもあるような清く貧しく美しいだけのクソ下

﹁美味しい料理を貪るときのあの豚のように愛らしい笑顔眄﹂

﹁豚のようなブヒリウス様のおかげで︑我々は美味しい食べ物に困らないのです眄﹂

シス ふぁっ眞

ブヒリウス様眄 我らが聖なる厨房の主眄﹂

ＧＭ 聞く眤 すると︑誰もがうっとりとした顔になり︑口を揃えて褒め称えるよ︒
﹁ああ︑

様の評判を尋ねてみます︒

シス ただ生きてるだけで肥りそうな国ですね⁝⁝︵笑︶
︒えっと︑適当な人にブヒリウス

レグナム うめぇ眄 めっちゃうめぇ眄

の串焼きや饅頭などをぽんぽん恵んでくれる︒

ＧＭ なお︑道すがら︑人々が﹁旅の人かい眤 これ食いな﹂と︑瑞々しい野菜や果物︑肉

シス ああっ︑でもこの国︑ものすごく良い匂いします眄

レグナム 何がフードピアだ︵笑︶
︒

な家畜や野菜・穀物が育てられ︑そこかしこで新たな料理の研鑽が行われる美食郷⁝⁝︒

ＧＭ さて︑いよいよ最後︑ガストロ美食領へとレグナムとシスはやってきた︒ここは様々

▼レグナム＆シスの交渉 ブヒリウス・ファットリウス

されるように死んでいたのかもね⁝⁝︶

︵わたしも︑ゼフォスに生まれていたら⁝⁝魔法という希望を得ることもなく︑ただすり潰

鞭や棒による体罰であることが︑アンにはよくわかる︒

よく見れば︑ロミオもジュリエットも︑体のあちこちに傷跡があった︒

がとう⁝⁝ありがとう⁝⁝眄 この子は︑僕の命そのものだった⁝⁝眄﹂

ＧＭ ジュリエットの容態が安定するのを見て︑ロミオは這いつくばって礼を言う︒
﹁あり

アン とりあえずはね︒早く王都に運びましょう︒

ヴァーン ⁝⁝見事なものだな︒これまでそのような熱病で死ぬ者を多く見てきた︒

いが︑発症するとかなり危険︒王都に連れ帰り︑万全の態勢で看病すれば助かるだろう︒

102

﹁世界に溢れる〝美味しさ〟に我々は気づいたのです眄﹂

﹁けれど︑ブヒリウス様が即位した日から︑天地万物が食べ物として立ち上がってきた眄﹂

らない国でした眄﹂

狼たちの戦旗

一同 ぶはぁっ眞︵笑︶
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レグナム な︑なんだこの国眄

レグナム 人間が乗騎なのかよ眄︵笑︶

シス ぶふぅっ眞︵噴き出す︶

ＧＭ あ︑ちなみに彼のスタイルはキャバリアーね︒

シス では︑私が挨拶を盻眈眇︒

張してるぞ︑俺︵笑︶
︒

レグナム そのはずなのに⁝⁝く︑くそっ︑なんだか︑デュカオンとやりあった時よりも緊

シス こ︑ここってアトラタン大陸ですよね眤

は⁝⁝︵↑妙に気圧されている︶
︒

レグナム シス︑し︑しっかりするんだ眄 ええと︑ブヒリウス殿︑その⁝⁝こ︑こんにち

シス ぶはっ眄︵↑ダメ押し︶

ＧＭ ちなみに︑横には生命魔法師が健康管理及び栄養士としてくっついてるよ︒

シス うっ⁝⁝くくく⁝⁝眄︵↑腹を抱えて突っ伏している︶

ＧＭ ﹁ようこそ︑美食領へ﹂と︑ブヒリウスは優しい声と澄んだ目で語りかける︒

彼こそ︑ガストロ美食領の主である︒

ブヒリウス・ファットリウス︒

たゆまぬ美食と︑一切の運動の拒否が産んだ︑奇跡のボディ︒

輿に揺られ︑肉も揺れる︒

男たちの掛け声がこだまする︒

﹁
﹁
﹁美食ゥ〜ワッショイ眄 グルメ眄 グルメ眄 グルメ眄﹂
﹂
﹂

ＧＭ 屈強な男たちが支える輿の上に︑極めて横方向に大柄な青年が乗っている︒

レグナム お︑おう︒

が領内の視察にやってくる︒

ＧＭ いいや︑きちんとした国だよ︵笑︶
︒そうこうするうちに︑そこへ折良くブヒリウス

ヴァーン 食物に薬物でも仕込まれているのではないか眤

アン 食べ物だけが至高の価値観になってる⁝⁝︒

シス ﹁豚のよう﹂って︑全っ然褒めてないじゃないですかーっ眄︵爆笑︶

104

アン 他人任せじゃない眄︵笑︶

ＧＭ 聖印の力を受け︑主に下の人たちが戦う︒

アン ⁝⁝ていうかこの人︑どうやって戦うの︒

ヴァーン ここまで奇怪な騎兵というのも珍しい︒

狼たちの戦旗

シス と︑ともあれ︑同盟のことを話しませんと︒
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レグナム お︒おう⁝⁝︒ええと︑俺たちは盻眈眇

面対決になった眄 だから仲間を集めてる眄
レグナム しょうがないだろ眄

香ばしい魚料理
滋味溢れるスープ
肉の焼ける匂い

芳醇なワイン

アン レグナム︑なんだかラッパーみたいな喋りね︵笑︶
︒

父の死︒
亡命生活︒
決意︒
民との触れ合い︒
烈火将デュカオンとの一騎討ち︒

同時に︑片隅に追いやったはずの美食が︑視界の片隅から迫ってくる︒

レグナムの心を︑これまでの記憶が駆け抜けてゆく︒

ＧＭ ﹁ふぅ⁝⁝そうなの眤﹂

そして︑ブヒリウスは盻眈眇

魂の咆哮だった︒

ＧＭ おおっ⁝⁝︒

と共に︑戦ってくれッッッ眩

レグナム とにかく︑ゼフォスの脅威は︑ここにも迫ってるんだ眄 だからどうか︑俺たち

︵ここは⁝⁝魔境か眞︶

果実の香り

レグナム 俺の国はゼフォスに滅ぼされた眄 だが取り返した眄 そうしたらゼフォスと全

︵一瞬でも止まったら盻眈眇肥られる眄︶

レグナムは一気呵成に語り始めた︒

俺の第一の騎士眄 弓が得意眄

ム・ヴォーティガン眄 ファルドリアの領主眄 こっちはシストゥーラ・アデルハート眄

レグナム 任せろ眄 まずはこれを見てくれ眄 俺の聖印がピカーッ眄 俺の名はレグナ

シス あ︑美味しい⁝⁝じゃなくて眄︵笑︶ レグナム様眄

レグナム は︑はいっ︒

の数々が並べられる︒
﹁さあ︒召し上がれ﹂

と︑携帯テーブルや椅子が用意され︑君たちの前には人々が持ち寄った肉や魚︑美しい料理

ＧＭ ﹁まずは食事をしましょう︒あなたたちがどこの誰かは存じませんが﹂と指を鳴らす
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まったくわかってなかった︒

︿話術﹀ でも可︒

ＧＭ 美食で彼を感動させれば成功だ︒判定は︿芸術 料理﹀ ︑または必死に説得する

ヴァーン ほう︑料理勝負か︒

ていただきたい﹂と︑その場に即席の厨房を用意させる︒

ＧＭ けれどレグナムが必死なのはわかる︒だからブヒリウスは︑
﹁あなたの信念︑試させ

シス それ︑節制って言わない⁝⁝︒

アン 喰うことしか考えてないってことじゃない眄︵笑︶

精神的活動については厳格に節制しておられるのです﹂と補足する︒

ＧＭ 横から魔法師が﹁ブヒリウス様は︑ご即位以来︑美食に関すること以外での肉体的・

一同 おいぃぃぃぃ眄︵爆笑︶
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14

17

ＧＭ ﹁さようなら﹂と︑君たちを見送った後︑彼は呟く︒

レグナム それじゃあ︑またなブヒ様眄

一同 わーい︒

ＧＭ おめでとう︑これで君たちは︑候補者のすべてを同盟に引き入れることに成功した︒

シス ブヒ様素敵です眄

レグナム＆シス やった眄

涙を流させる︒
﹁このような料理人になら︑我が国の命運を託してもよいでしょう⁝⁝﹂

ＧＭ じゃあそれで︵笑︶
︒天運を味方にした英雄的調理は︑ブヒリウスの心を揺り動かし︑

レグナム あー⁝⁝ファルドリアン・チャーハン︑とか⁝⁝︒

ＧＭ ところで何を作ったの眤

一同 おおおーっ眄︵拍手︶

レグナム よし︑ならいける眄 天運１点使って３Ｄ＋６で︑達成値 眄

ＧＭ お︑いいね︒それは＋２のボーナスをあげよう︒合計＋３だね︒

レグナム あと︑俺は信念 趣味が〝料理好き〟なんだけど︑これは意味あるかな眤

ＧＭ ああ︑判定＋１になるアイテムだね︒認めよう︒

持って来たんだ︒高級調理器具だぜ眄

レグナム ここは料理をチョイスするぜ︒このために︑ちゃんとアイテムで芸術芸能用品を

22

が増えるのは良いことですね﹂

﹁同盟というものが何を意味するかはわかりませんが⁝⁝まぁ︑美食を共にするグルメ仲間
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一同 わかってないのかよ眄︵爆笑︶
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◆シーン９◆〜群狼〜
かくして︑同盟者たちの意志は確認した︒
ゼフォスに比べれば︑まだ小さな存在だろう︒
だが︑それは必ずしも〝弱小〟を意味するものではない︒

30

ヴァーン うむ︑同意する︒

シス いいですね眄

レグナム では︑この同盟の正式名称は︿群狼﹀だ︒

一同 おー︵納得︶
︒

気に食わないじゃない︒

アン 同盟の名前です︒
〝反ゼフォス同盟〟じゃ︑相手の名前が主体になってて︑なんだか

レグナム 何が眤

アン あ︑それ︑いいですね︒群れの狼︒群狼︒

レグナム ただの狼から︑狼の群れにはなれたか︒

ことくらいはできる︒と︑なれば︑無闇に殴りかかってはこないと思う︒

アン そうね︒およそ三分の一の国力⁝⁝殴り負けはするけれど︑あがいて痛い目を見せる

ヴァーン だが︑９０００対３００００と考えると悪くないぞ︒

シス すごく高いですね⁝⁝︒

所持カウントは３００００︒

アン どれどれ⁝⁝︵ルールブック１をめくる︶あった︒Ｐ１９１︒伯爵の国レベルは ︑

ＧＭ 名目上は子爵だけど︑実際には伯爵級と噂されてるね︒

アン ゼフォスって国レベルいくつだったっけ眤

レグナム 一気に倍かぁ︒そりゃすごい︒

一同 おおーっ眄

トと合わせ︑なんと９０００カウントになるよ︒

ＧＭ これまでに得た提供カウントを合計すると︑４５００︒現状のファルドリアのカウン

シス わーい︒やりました眄

ＧＭ はい︑というわけで︑君たちは首尾よく君主たちを仲間にすることに成功した︒
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ＧＭ では︑アカデミーサポートの取得や︑部隊編成などを行ってくださいな︒

アン 国資源は︑色んな国特徴で既に増加しているものね︒

ムの爵位と︑国資源には影響はないものとするよ︒

ＧＭ では︑
︿群狼﹀はカウントが９０００なので︑国レベルも９になる︒ただし︑レグナ
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一同 はーい︒
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相談の結果︑とりあえず今回はＨＰヒールポーションやハイＨＰポーションなどを大量に

レグナム だな︒問題は︑調印に集まってきたところを一網打尽か︑あえて戦力を分けても︑

ヴァーン なるほどな︒だが︑兵を送り込んで戦で討ち果たす︑というのは考えられる︒

信があるかのいずれかであろう︒

よって︑暗殺を行なう君主は︑自暴自棄か︑乱心か︑あるいは世界を敵に回しても勝つ自

てしまうことになる︒

もしも国家的な暗殺行為が明るみに出たら︑それは周辺諸国に武力介入の大義名分を与え

君主同士が暗殺し合えば︑泥沼の状況と荒廃を招くだけと考えられているのだ︒

だが︑アトラタン大陸においては︑それが権力者同士で行われることは滅多にない︒

暗殺盻眈眇最小限の人員で最大の効果を発揮する政治的行為︒

いえど︑暗殺だけはご法度なの︒

アン ︵きっぱり︶ああ︑それはないわ︒いくら下克上や裏切りが日常茶飯事の戦乱の世と

ヴァーン 暗殺︑という手段を取ってくる可能性は眤

シス 考えようによっては︑反ゼフォス勢力を一網打尽にするチャンスですもんね︒

レグナム だよな︒味方に引き入れるのが失敗した以上︑放っておく理由はない︒

アン うーん︑ギルデンスターンが仕掛けてくる気がするんですが︒

レグナム さて︑あとは調印式か⁝⁝︒

＊ ＊ ＊

君主や邪紋使いたちから提供された力は︑確実にレグナムたちの戦力を高めたのだ︒

部隊は︑１レベル上昇するだけで飛躍的に強くなる︒

・ヴァーン レベル２装甲騎兵

・アン レベル３歩兵

・シス レベル２弓兵

・レグナム レベル２傭兵

そして︑各ＰＣの率いる部隊は︑次の通りとなった︒

また︑国資源の増加は︑雇用できる部隊の強化に直結する︒

次回のプリプレイで改めて決め直す予定だ︒

取得することで継戦能力を強化することとなった︒新規のアカデミーサポートについては︑
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各個撃破をしてくるのか⁝⁝︒
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アン ＧＭ︑ギルデンスターン側の動きについて︑判定で調べることはできる眤

16

んで反対側に位置してるし︑兵力も多いのでハナから狙わない模様︒

ＧＭ 同盟相手を守りたいなら︑ね︒ちなみにラドゥはゼフォスから見てファルドリアを挟

レグナム こちらも兵力分散をしろということか︒

につき︑ＰＣひとりが部隊を率いて救護に向かう︑そこは確実に守れるよ︒

ＧＭ ファルドリアの兵力を割いて送っても︑物量差は歴然だからなぁ︒さあ︑君主ひとり

レグナム ⁝⁝ＧＭ︑各君主に護衛部隊は送れないか眤

アン なるほどね︒オーソドックスな手法ではあるけど︑ハマると確かにやっかいね︒

・合流後の戦力でレグナムたちの打倒を狙う︒

・その後︑街道を使って進軍し︑ギルデンスターン本隊と合流︒

・それぞれの君主が使用する街道付近に兵を潜ませ︑奇襲をかける︒

・調印式に集まってくる君主たちを各個撃破する︒

ＧＭ それでは︑ギルデンスターン側の計画を教えよう︒次の通りだ︒

シス やりましたね︑アン殿眄

アン ふぃ〜︒なんとか成功です︒

判定を成功へと運ぶ︒

天運を１点と︑時空魔法︽プレディクトヴィジョン︾による振り直しも注ぎ込むことで︑

アンは魔法師としての知を全力で働かせ︑相手方に探りを入れた︒

アン これは︑わたしの頑張りどころね︒振り直しもあるから︑やってみるわ︒

レグナム う︒失敗できないな︒

能な判定の機会はそれぞれ一回とさせてもらおう︒

内部情報の収集と精査をする⁝⁝という感じだ︒時間がかかる行為なので︑調印式までに可

ＧＭ うん︒まず︿軍略知識﹀に成功することで向こうの内部に接触でき︑
︿情報収集﹀で

レグナム 両方成功する必要があるのかな眤

に︿軍略知識﹀
︑次に︿情報収集﹀判定で︒それぞれ目標値 ︒

ＧＭ そうだなぁ︒相手方に潜入や接触を図ってからの情報収集という流れになるな︒最初
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さりとて︑誰ひとり見捨てる訳にはいかない︒

四方に派遣すれば︑王都がガラ空きとなる︒

護るべきは四人︒レグナムたちもまた︑四人︒

レグナム そうなると︑残りは四人盻眈眇
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レグナム ︵頭を抱えて︶どうしたもんかな⁝⁝眄

してもらって︑迂回路や抜け道を案内して︑そこから各国の君主に来てもらうんだ︒

レグナム 敵が襲おうとしてるのは街道だろ眤 なら︑各地に通じてる地元のみんなに協力

ＧＭ ⁝⁝具体的には眤

レグナム そうか眄 あのさ︑ここで︑領民たちに協力してもらえないかな眄

︵盻眈眇あ︶

﹁みんな︑あなたのために何かしたいんですよ﹂

たら︑いつでも言ってください眄 これから︑ずっと眄﹂

﹁お︑俺たち︑結構みんなに顔利くんです︒戦場じゃまだ役に立てませんけど⁝⁝何かあっ

悠然と構える相手の︑横面を叩く策は盻眈眇

ならば︑それに対応するだけでは消耗するだけだ︒

相手もそれをわかっているだろう︒

それらは︑現状を凌ぐ策だ︒

レグナムは思案した︒

レグナム ⁝⁝⁝⁝︒

ＧＭ そうだね︑それはひとつの善い手だ︒

誰かひとりが支えるとかどうでしょう︒

シス 例えば︑ラドゥ様に助力を依頼して︑どこかを守っていただき︑その間︑この王都は

アン 軍事同盟というのはそういうものよ︒

レグナム 面倒な話だなぁ︒フリの攻撃でも︑きちんと対応しなきゃならないとはね︒

シス さすがアン殿⁝⁝眄

戦力も増えるし万々歳よ︒

アン そうすれば︑あとは君主たちを個別に懐柔し︑味方に引き入れるだけ︒そのほうが︑

ＧＭ ⁝⁝⁝⁝︒

ヴァーン レグナムの信頼は地に墜ち︿群狼﹀は戦わずして崩壊する︑か︒

シス ⁝⁝あ︒

捨てたなら︑もうその時点で敵の目的は達成できる︒

アン だってそうでしょう眤 助けあうと約束した同盟です︑なのに︑レグナムが誰かを見

一同 おおっ眤

アン ⁝⁝あれ眤 ええと︑そっか︑敵は︑きっと君主を討たないんだ眄
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アン ︵手を叩く︶それ︑いいかも眄
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ヴァーン 敵は分散させたまま︑こちらは間抜け面で待機しているギルデンスターン軍を︑

そしてまた︑戦が始まる︒
狼たちの戦が︒
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﹁よし眄 こっちから声かける前に動いたかァ︒さすがだよ︑レグナム眄﹂

カルミナでは盻眈眇

﹁美味しい料理人は︑発想もまた美味しいのですね︒この作戦︑いただきます﹂

ガストロ美食領では盻眈眇

﹁先生︑書状が来たんで文字を読んでおくれ︒⁝⁝ふむ︑ふむ︒へぇぇ︑大したもんだ眄﹂

アラデン村では盻眈眇

﹁このような策が⁝⁝しかも︑我々が守るだけの対象と思っていた民の力を借りるとは﹂

エルマークでは盻眈眇

﹁なるほどね︑レグナムくん︒ボクの最適解の︑上を行く作戦だよ﹂

ビブリアでは盻眈眇

を感じ取る者もいたが盻眈眇それを侵略者に報告する義理などどこにもなかった︒

脅されて協力を強いられている旧ファルドリア兵の中には︑ファルドリア側の動きに何か

だから︑ゼフォスの偵察兵も︑その動きを気に留めなかった︒

いずれも軍の伝令兵には見えない者たちである︒

子供︑行商人︑旅人⁝⁝等々︒

その夜︑使者は各方面に散った︒

一同 おう眄

る︒みんな︑力を貸してくれ眄

レグナム これは︿群狼﹀同盟最初の戦いで⁝⁝そして︑初めてゼフォスをハメる戦いにな

シス 素敵です︑マイロード眄

ＧＭ それは十分に可能だね︒

ら邪紋使いのロミオとかにも協力してもらって︑連絡できるかな眤

レグナム 密偵のホークウッドや︑ジル＆エル︑領民で身軽な奴とか⁝⁝あとは︑動けるな

ＧＭ ︵感心して︶なるほどなぁ︒面白いね眄

︿群狼﹀で蹂躙する︑というわけだな︒ハッハァ眄 それは確かに愉快だ︒
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