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■はじめに
はじめましての方も︑そうでない方も︑どうもどうも︑やにおです︒
この本は︑
﹃グランクレストＲＰＧ﹄というゲームをプレイした結果をまとめた︑ＴＲＰ

本書で味わっていただけたら⁝⁝と思っています︒

に溢れたものでもあります︒ＴＲＰＧという﹁自分だけの物語を作るゲーム﹂の楽しさも︑

そして︑本書の物語は︑ＧＭの考えた〝予定〟が︑次々と変わっていく︑楽しいトラブル

なっていると思います︒

しています︒初めて﹃グランクレストＲＰＧ﹄に触れる読者にとっても︑わかりやすい本に

呼びしました︒そのため︑
﹃グランクレストＲＰＧ﹄の基本的な知識は︑プレイの中で解説

主人公であるロードのプレイヤーには︑ＴＲＰＧ経験のほとんどないプレイヤーさんをお

して︑そこに個性豊かな仲間たちが集まってきます︒

本書の主人公である〝かけだし君主〟は︑小さな冒険から自分の国を持つことになり︑そ

く⁝⁝それが︑
﹃グランクレストＲＰＧ﹄の︑大きな特徴のひとつです︒

ＰＣ︵プレイヤー・キャラクター︶が︑自分たちの国を持ち︑ＰＣと共に国も成長してい

を作り︑それを広げていく⁝⁝という物語が描かれます︒

本書︑
﹃かけだし君主の魔王修業﹄は︑君主として歩み始めたばかりの少女が︑自分の国

いくつかのリプレイが出版され︑好評を博しています︒

白い遊びの魅力を伝えるのに適したメディアで︑この﹃グランクレストＲＰＧ﹄でも︑既に

物語となったものが︑ＴＲＰＧリプレイです︒ＴＲＰＧを遊ぶ様子を︑そしてこのとても面

実際に︑プレイヤーたちが会話をし︑知恵を絞り︑ダイスに運命を託した結果盻眇それが︑

本書には︑そのＴＲＰＧで遊んだ様子を文章に起こしたものが収録されています︒

ストーリーゲームが︑ＴＲＰＧなのです︒

人と人の会話︑そしてダイス︵サイコロのことです︶の出目によって︑自在に動いていく

ＮＰＣを用意し︑物語を導きます︒

そして︑ＧＭ︵ゲームマスター︶と呼ばれる進行役が︑冒険の舞台や導入︑モンスターや

それぞれ︑自分だけのキャラクターを作成し︑冒険をするゲームのこと︒

ＴＲＰＧ盻眇テーブルトーク・ロールプレイングゲーム盻眇とは︑参加するプレイヤーが

ったキャラクターをプレイする︑ファンタジーＴＲＰＧです︒

混沌を操り魔法を行使するメイジ︑混沌を取り込み超人的な力を得たアーティスト盻眇とい

﹃グランクレストＲＰＧ﹄は︑混沌の大陸アトラタンを舞台に︑聖印で混沌を退けるロード︑

Ｇリプレイと呼ばれる読み物です︒
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◆事前準備１ 企画会議◆
さて︑ゲームを開始する前に︑まずは本書の企画がどのように始まったか︑という場面を

イヤー本人も面白い人で︑それに男女問わず読者から広く好かれるような人がいい︒

細野 だね︒ルールの説明なんかも︑その方がやりやすいし︒そして︑主人公だから︑プレ

やにお で︑とっつきやすい話⁝⁝となると︑ロードのプレイヤーも︑初心者がいい眤

細野 いいねえ︑まさにそういう企画を求めていました︒

なモンスターと戦ったり︑他の村も助けたりして︑段々と国が大きくなっていく⁝⁝︒

やにお 旅のロードが︑小さな村でゴブリン退治をして︑その村の君主となるの︒で︑色ん

いる小鬼のことです︒ゴブリン退治といえば﹁最初の冒険﹂として定番の題材なのです︒

ゴブリンとは︑多くのファンタジー世界で︑一番よく出会うモンスターとして設定されて

細野 ゴブリン退治か眄 いいねえ︑
﹁最初の冒険﹂って感じがする︒

やにお 書ける書ける︒一言でいうと︑
﹁ゴブリン退治から始める国家運営﹂
︒

細野 ほう︑どんなの眤 名刺の裏に書ける眤

いなー﹂と温めていたアイデアが︑仕様にぴったりです︒

やにお つまり﹁王様ってどうプレイするの眤﹂ってことね︒盻眇うん︑わりと︑
﹁やりた

を治め︑人類の生存地域を確保できるのはロードだけだからです︒

その力ゆえに︑ロードは国を治める権力階級盻眇王や騎士︑貴族盻眇でもあります︒混沌

きるのが︑ロードの持つ〝聖印〟なのです︒

モンスターの出現など盻眇を引き起こす︑
〝混沌〟に満ちています︒その混沌を唯一浄化で

﹃グランクレスト﹄の舞台であるアトラタン大陸は︑様々な災害盻眇 超自然的な災厄や︑

ロード盻眇君主とは︑
﹃グランクレストＲＰＧ﹄のクラスのひとつです︒

細野 イメージの問題だね︒特に﹁君主癲ロードって何するの眤﹂と聞かれる︒

やにお ほっほう︒そんなに難しいゲームじゃないけどね眤

ストってなんだか難しいかも﹂と思ってる人が︑楽しく読めるリプレイ︒

細野 次のリプレイなんだけど︑まず編集部から仕様を提示するね︒ズバリ︑
﹁グランクレ

記﹄の担当であり︑そして﹁グランクレスト﹂全体のプロジェクトリーダーでもあります︒

会議の相手は︑ドラゴンブック副編集長の細野氏︒水野良先生の小説﹃グランクレスト戦

描 写します︒ちょっとした舞台裏のようなものでしょうか︒
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簡単に言ってくれますなあ眄 ⁝⁝何人か︑知り合いの顔を浮かべますが︑難しい︒
というのも︑わたくしの友人知人は既に熱心なＴＲＰＧゲーマーばかり︒
既に人柄を知っていて︑しかも面白い人で︑広く人に好かれるタイプ⁝⁝ＴＲＰＧは初心

ある﹁甘城ブリリアントラジオ﹂も全部聞いてるヨ︵揉み手︶
︒

やにお チガウヨ︒あ︑ちゃんとアイマスだけじゃなくて︑富士見さんの関連コンテンツで

細野 やかましいわ︒⁝⁝ねえこれ公私混同なうじゃない眤

やにお ファンじゃなくてプロデューサーと言ってください︒

細野 ただのアイマスファンじゃないか︒

の中野ライブも現地で見たから知ってる眄 あたしあのひとのことわかってる眄

たしミリラジ有料会員だから知ってる眄 アイマスＳＳＡライブのＢＤも買ったしミリオン

るタイプだね︒俺︑
﹁ミリオンラジオ﹂や﹁アイマスタジオ﹂のゆきよさんゲスト回も聞い

やにお ＴＲＰＧもほとんどやったことないはず︒盻眇ゆきよさんなら︑男女問わず好かれ

細野 遠い繫がりだなぁ︵笑︶
︒でも︑確かに藤井さんはいいね︒面白い人だし︒

クレスト・リプレイ ライブ﹄シリーズに出演されているし︑繫がりがあるといえばある眄

やにお ラティファ姫様役で出ている﹃甘ブリ﹄⁝⁝の原作者︑賀東招二先生は︑
﹃グラン

わたくしと細野くんは︑ボードゲームを遊ぶ集まりで︑何度かお会いしたことがある︒

出演作に﹃
﹄所恵美役︑
﹃甘城ブリリアントパーク﹄
THE
IDOLM@STER
MILLION
LIVE!
ラティファ役︑
﹃ログ・ホライズン﹄てとら役︑
﹃サカサマのパテマ﹄パテマ役など︒

藤井ゆきよ︒青二プロダクション所属の声優︒

やにお 声優の︑藤井ゆきよさん︒

細野 え︑マジで眤

やにお ⁝⁝あ︒ひとりだけ︑思い当たる人がいる︒細野くんも知ってる人だよ︒

者⁝⁝うーん︑そんな理想的な人が盻眇
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ふたりで始めるのはどうかな︒少人数なら色々フォローもきかせやすいし︒

やにお んー︑そうね︑ゆきよさんが初心者のロードってことで︑最初は相棒のメイジと︑

細野 盻眇よし︑主人公は藤井ゆきよさんにお願いしよう︒他のプレイヤーはどうする眤

すく︑ちょっとポンコツ⁝⁝ええと︑しっかりしていない部分眤 がある︒理想的︒

やにお うん︑まあ︑それもあるけど︑やっぱり人柄かな︒言動が面白く︑他人に好かれや

り合いなのは確かに大きいな︒

細野 やかましいわ︒⁝⁝とはいえ︑ＴＲＰＧは何時間か一緒に机につくことになるし︑知
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メイジ盻眇魔法師は︑混沌の操作によって魔法を駆使するクラスです︒混沌やモンスター

②旅の途中︑ゴブリンに襲われて困っている村から依頼を受け︑ゴブリン退治を行なう

①ＰＣのロードとメイジが旅をしている

て︑ごくシンプルに︑こんな感じで考えてみました︒

今回は︑まだＰＣ︵プレイヤー・キャラクター︶ができていないこともあり︑仕様も鑑み

導入やイベント︑敵やＮＰＣのデータなどをまとめたものです︒

シナリオとは︑そのセッション︵一回のゲームプレイのことをこう言います︶に必要な︑

さてさて︑ＴＲＰＧのセッションのためには︑シナリオが必要です︒

◆事前準備２ シナリオをつくろう眄◆

しは︑セッションに向けて準備を始めます︒うーん︑楽しみだ眄

こうして︑本書の企画がスタートしました︒というわけで︑著者でありＧＭとなるわたく

細野 いいタイトルだね眄 んじゃ︑よろしく〜︒

やにお よし︑決まり︒仮タイトルは﹃ゴブリン退治から始める国家運営﹄でいこう︒

イナーであり︑当然ルールには詳しい︒そしてＴＲＰＧ界屈指のツッコミ体質である︒

矢野俊策︒作家︑ライター︑ゲームデザイナー︒
﹃グランクレストＲＰＧ﹄のゲームデザ

細野 じゃあ︑ツッコミタイプがいいかな︒すると盻眇矢野くんだな︒

やにお ボケ︒

Ｇ﹄に詳しくて︑やにおとも気心がしれていて︑あとは盻眇藤井さんてボケ眤 ツッコミ眤

細野 ふたりか︒悪くないな︒てことは⁝⁝メイジのプレイヤーは︑
﹃グランクレストＲＰ

の知識もあり︑また︑ロードの参謀として国家の運営を補佐することも多いです︒
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⁝⁝そうですね︑モンスターに追われている少女を助ける導入︑とかどうでしょう︒王道︒

そこで︑シナリオを二本用意することにします︒二本目はもう少しストーリー性を入れて

その上で︑ゴブリンを退治するだけ︑だと物足りない気がしますね︒

ルール解説のための︑チュートリアル的な戦闘なんかを最初に用意するのもいいかも︒

うん︑だいぶシンプルですが︑最初のセッションならこんなものでしょうか︒

③その村の君主となり︑国を作る
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自分たちの国の住人となった村人たちとの会話が盛り上がるような設定も盛り込んで⁝⁝

ゆきよ わ︑もうそんな眄

やにお 多分︑まだミリオンライブが始まる前ですね︒そうすると︑二年くらい前眤

ゆきよ おー︑お久しぶりです眄 前に会ったの︑いつでしたっけ︒

やにお どうもー︑ご無沙汰してますー眄

きよ︑矢野俊策の両名が揃っています︒

富士見書房の会議室︵妙にオシャレ︶には︑わたくし中村やにおと︑プレイヤーの藤井ゆ

盻眇そんなこんなで︑いよいよセッション当日です︒

◆事前準備３ キャラクターをつくろう眄◆

あとは︑セッション当日を待つだけです眄

うん︑準備はこんな感じかな︒

あ︑最初に全部決める必要はないので︑適当でいいでしょう︒

あとは︑なんでそんな危ない土地に村があるのか⁝⁝などと︑設定を詰めていきます︒ま

キャンペーン︒いいですね眄

沌の深い土地がありそうです︒人間の土地をモンスターから守りながら国を大きくしていく

次々に新たなモンスターに襲われる︒だとすると︑村の近くに︑モンスターが多く住む︑混

そんなわけで︑キャンペーンに向いた設定を考えましょう︒ゴブリンに襲われた村⁝⁝が︑

ですからね︒

ョンからは追加のプレイヤーも呼びますし︑本書の評判がよければ︑二巻︑三巻と続けたい

それから︑このシナリオはこれで終わりではなく︑続きものになる予定です︒次のセッシ

ま︑そのあたりは︑キャラクターを作りながら︑おいおい考えればいいでしょう︒

しょう︒既に知り合いで︑一緒に旅をしているのがよさそうですね︒

キャラクター作成時には︑ふたりのＰＣに﹁旅をしていること﹂という設定でお願いしま

うん︑なかなかうまくいきそうな気がします︒
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版上映時のグッズ︑
﹁ラムネ色青春﹂Ｔシャツです︒ミリオン中野のライブも︑
VideoM@ster
二日目は現地に行きましたよ眄

んですか眤︵プロデューサーさん癲 THE IDOLM@STER
のファンのこと︶
やにお そうそう︑これは劇場版﹃ THE IDOLM@STER MOVIE
輝きの向こう側へ眄﹄の︑

ゆきよ ︵やにおのＴシャツを見て︶やにおさん︑もしかして︑プロデューサーさんだった

矢野 ご無沙汰してました︒
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ゆきよ わたしの出た回だ眄 よくチケット取れましたね〜眄
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やにお 運がよかったです︒ライブといえばですね盻眇

ゆきよ 簡単なの眄︵一同笑︶

バー︑といったクラスに分類されます︒どんな感じのクラスがやってみたいですか眤

ＧＭ ロードは︑さらに支援系のルーラー︑防御役のパラディン︑武器の扱いに長けたセイ

ゆきよ おお〜︑かっこいい〜︒

し人々で︑多くは王様とか貴族︑騎士といった階級になります︒

ただくのは︑ロード盻眇君主というクラスです︒混沌という︑悪いものを浄化できる選ばれ

ＧＭ では︑まずはキャラクターを作っていただきます︒今回︑ゆきよさんにプレイしてい

ＧＭ︵ゲームマスター︶として進行していきます︒

そんなわけで︑セッション準備を開始しましょう︒ここからは︑わたくし︑表記も変えて︑

明が自然にできるんですよね︒リプレイを書く上では︑非常にありがたいです︒

褒めてます︒わからない状態で︑かつ気軽に﹁わかりません眄﹂と言える人がいると︑説

ゆきよ それ褒めてます眞︵一同笑︶

やにお そう︒この︑しっかりしてない感じ︒いいですよ︑ゆきよさん眄

ゆきよ 知ってるけど全然わかってません眄

矢野 おお︑じゃあ安心ですね︒

ゆきよ あ︑お芝居と︑サイコロ振るゲーム眄 知ってます眄

矢野 ＴＲＰＧのセッションをします︑はい︒

ゆきよ 実は今日︑何をするのか全然わかってないんですけど︵笑︶
︒

なんだかウキウキした感じのゆきよさん︑微笑みながら︑こう言います︒

そんな感じで︑挨拶をかわしつつ︑いよいよ︑セッションの準備に入ります︒

そう︑矢野くんはこういう役割のために呼んだのです眄 計算通り︒

矢野 うん︑やにお︑そろそろ仕事の話をしよう︵一同笑︶
︒
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ゆきよ 名前⁝⁝名前かぁ眄 名前⁝⁝︵しばらく考えて︶エルザで眄

ＧＭ いいですね︒名前どうします眤

ゆきよ じゃあ︑一六歳眄 ん〜と︑赤毛の︑元気な女の子にします眄

ＧＭ そうですね︒十代後半くらいがやりやすい気がします︒

ゆきよ 主人公かぁ⁝⁝そうすると︑年齢はやっぱり十代がいいのかな眤

矢野 するとセイバーですかね︒主人公向きのクラスでもあると思いますよ︒
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ＧＭ なかなか活発そうで︑いい名前ですね︒
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ゆきよ 苗字はやにおさんが考えてください眄︵笑︶

ＧＭ 今回︑ＰＣには最初︑旅をしていて欲しい︑と思っております︒で︑自分の国を作る︑

さんが振った数字から︑キャラクターの設定が決まっていきます︒

盻眇とはいえ︑今︑ダイスを使うのは︑ライフパスという表を参照するためです︒ゆきよ

命中判定の達成値となるのです︒

えば︑命中判定が﹁３Ｄ＋８﹂であれば︑
﹁サイコロみっつの合計値＋８﹂という数字が︑

ちなみに︑サイコロを２個振ることを﹁２Ｄ﹂と表記したりします︒数字は振る個数︒例

ます︒使用するのは︑一般的なサイコロ︑つまり六面体ダイスです︒

﹃グランクレストＲＰＧ﹄では︑行動の成否を決める︵判定する︶際などに︑ダイスを使い

ゆきよ おっ︑サイコロだ眄

や性格を決める表があります︒次は︑それを振ってみましょうか︒

ＧＭ さて︑
﹃グランクレストＲＰＧ﹄では︑ライフパスという︑そのキャラクターの設定

入魂の印︾はデータブック﹃アドバンスフォース﹄掲載の追加特技です︒

ＰＧ﹄のデータ盻眇技能やクラス固有の特技︑装備などを選択していきます︒なお︑
︽一刀

大きな剣と軽装の鎧︑なるべく簡単な行動盻眇そんな﹁発注﹂から︑
﹃グランクレストＲ

ゆきよ おお〜︑データができていく眄

上がる︽疾風剣の印︾をメインに︑それを強化する︽一刀入魂の印︾
︒こんな感じかな︒

矢野 うん︑軽装のセイバーで︑グレートソード使い︒攻撃はシンプルにダメージと命中が

ゆきよ 軽装がいいな〜︒

ＧＭ 鎧は︑金属で重装備か︑それとも軽装な感じか︑どっちがいいですか眤

ゆきよ う〜ん⁝⁝剣かなぁ︒おっきい剣眄

得意なんですが︑どんな武器にしましょうか︒剣︑槍︑ハンマー︑鎖︑色々ありますが︒

ＧＭ わかりました︵笑︶
︒⁝⁝次は⁝⁝そう︑セイバーというクラスは︑武器で戦うのが

16

･

･

ＧＭ 続いて︑
﹁境遇﹂
︑これがふたつあるので︑二回ダイスを振ってください⁝⁝︵ダイス

ゆきよ お〜︒立派なお父さんだ眄

ＧＭ ふむ⁝⁝﹁出自 名君﹂
︒これは︑親が立派な君主であったことを表します︒

ゆきよ とりゃーっ眄︵ダイスを振る︶

矢野 ライフパスはＲＯＣ︑つまり﹁振っても選んでもいい﹂の表なんで︑調整できますよ︒

という展開にしたいなぁ︑と︒そういう感じにまとめていきましょう︒

かけだし君主の魔王修業①

目を確認して︶盻眇﹁境遇１ 汚名﹂
﹁境遇２ 失政﹂
︒
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ゆきよ お父さんッ眞︵一同笑︶
ライフパスは︑こんな風に︑ランダムで設定が決まっていきます︵選択も可︶
︒
こういった設定を繫げて﹁物語﹂にしていくのも︑キャラ作成の醍醐味です︒

見て︶ああ︑なるほど︒クライン︑パンドラのエージェントがいるね︒

矢野 相手との会話や遭遇を覚えていない︑という感じですかね︒ＮＰＣは⁝⁝︵リストを

ゆきよ ︵ダイスを振って︶えーと⁝⁝﹁忘却﹂眤

最後に﹁因縁﹂を決めます︒これは︑ＮＰＣとの関係や感情を決めるものです︒

力作だね︒彼はこういうの作るのが抜群にうまい︒

矢野 うん︑小太刀くん︵システムデザイン担当のチーム・バレルロールの小太刀右京︶の

このライフパスの表︑やたらよく出来てるよね︒

ＧＭ いまのところ︑全部ランダムで決めてますが︑ピッタリ来てる感じですね︒というか︑

ゆきよ おおっ︑主人公っぽい眄

イフパスの﹁禁忌 怯懦﹂は﹁弱者を見捨てない﹂みたいな内容になっています︒

矢野 怯懦は︑気が弱いとか︑恐れ怯むとか︑ですね︒それをしない︑というのが信念︒ラ

ゆきよ 方向音痴︵笑︶
︒

趣味嗜好 方向音痴

禁忌 怯懦／弱者を見捨てない

目的 喪失／失ったものを取り戻す

ダイスロールの結果︑エルザの信念は以下のような感じに︒

ＧＭ 続いて決まるのは︑
﹁信念﹂
︑そのキャラクターの目的や信条ですね︒

ゆきよ じゃあ︑振ってみよー眄︵ダイスを振る︶

矢野 何か原因がありそうですね︒この後の表でわかるかも︒

ＧＭ ああ︑いいですね︑それ︒

そこの王様が急に悪くなって︑汚名を着せられた⁝⁝とかもアリですか眤

ゆきよ うーん⁝⁝えっと︑お父さんは︑大きな国の︑一地方の領主眤 みたいな感じで︑

ら領地を引き継いだけど︑エルザが失敗しちゃった︑とか⁝⁝ですかね︒

ＧＭ 父親の人格が豹変したとか︑何か災害が起こった︑とか︒あるいは︑名君である父か

18
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ゆきよ ぱんどらってなんですか眤
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ＧＭ パンドラは︑大陸を混沌に巻き込もうとしている⁝⁝っぽい︑要するに︑目的は不明

ゆきよ キャラクター作成って︑なんだか脚本会議みたいですね眄 おもしろ〜い眄

ＧＭ ああ︑いいですね眄 主人公っぽい性格で固まってきましたね︒

ゆきよ 逃亡というよりは︑これ以上パンドラの被害を出さないよう止める眄 って感じ︒

郷を出奔︒パンドラの手がかりを求めて旅をしている﹂盻眇ということに︒

意のまま病死︒後継者となったエルザは暗殺者に狙われたため︑父の形見の大剣を持って故

話し合いの結果︑
﹁パンドラの介入で王が変心︑エルザの父は失政の汚名を着せられて失

て⁝⁝エルザは︑それで旅に出た︑とか眤

ゆきよ ん〜︑お父さんが︑
﹁失政﹂の﹁汚名﹂を着せられて︑領地が王様に取り上げられ

だ︑ということはわかっている︑と︒手がかりを求めて旅をしている感じかな︒

ＧＭ 関係が﹁忘却﹂なので︑具体的な記憶は消されているんでしょうが︑パンドラの仕業

矢野 パンドラの関与なんでしょうね︒

ゆきよ おお〜眄 じゃあ︑故郷の王様が急におかしくなったのは⁝⁝︒

瞭なんですが︑悪の秘密結社です︒⁝⁝お︑繫がったかな眤

20
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続いて︑矢野のＰＣであるメイジを作っていきます︒
矢野は慣れたものなので︑さくさくと決まっていきます︒

ＧＭ で︑エルザが﹁わたしの髪と同じ色だよ﹂とか言って︑仲良くなる⁝⁝みたいな︒

矢野 ああ︑確かに︒

瞳が赤くなって周囲の子供から恐れられて孤立する盻眇とかありそうだね︒

うと瞳が赤く染まる︑と︒エルザの家に来てすぐの頃とか︑無意識に魔法を使ってしまって︑

ＧＭ ゆきよさんがごきげんだ︵笑︶
︒⁝⁝うん︑魔法を使う才能があって︑で︑魔法を使

ゆきよ うんうん︑いいとおもいます眄

黒髪で︑年齢はエルザよりちょっと上の一九歳︒

矢野 じゃあそれで︵笑︶
︒すると︑元の色は青か緑⁝⁝うん︑翡翠色で︒名前はジェイド︒

ゆきよ かっこいい〜眄 それそれ︑それにしましょ♪

矢野 炎の魔法をメインに使うつもりだったし︑魔法を使うと瞳が赤くなる⁝⁝とか眤

ＧＭ ﹁副作用﹂は︑魔法を使う時に副作用が出る︑って特徴だね︒

感じでしょうか︒協会は︑魔法師たちの組合であり︑教育機関でもある組織です︒

矢野 魔法の才能があった︑みたいな感じですね︒それを見込まれて︑魔法師協会に入った

ゆきよ うう︑かわいそうだぁ⁝⁝︒
﹁俊英﹂っていうのは眤

の集落は全滅しちゃって︑自分だけ拾われて︑エルザの家に引き取ってもらった感じ︒

矢野 そんな感じだね︒エルザのお父さんは﹁名君﹂だし︑助けてもらった恩がある︒故郷

ンスターが出て︑故郷が壊滅盻眇それを︑エルザの父が救出した︑とか眤

ＧＭ そうすると⁝⁝そうだね︑故郷は︑山岳部に住む一族の集落で︑混沌災害で巨大なモ

ゆきよ おー︑幼馴染とか︑乳兄妹みたいな眤

〜⁝⁝エルザの家に︑拾われたような感じがいいんだけど︒

矢野 次にライフパス盻眇﹁出自 山岳民﹂
﹁ 経験１ 俊英 ﹂
﹁経験２ 副作用﹂だね︒ん

ＧＭ うん︑いいチョイスだね︒

ース﹄掲載の﹁朽葉の系統﹂のエレメンタラーにしよう︒攻撃も防御もできる︒

矢野 クラスはメイジで︑元素魔法を使うエレメンタラー︒データブック﹃アドバンスフォ

22

ゆきよ かわいい︵笑︶
︒

めようか⁝⁝﹁犬が好き﹂
︵一同笑︶
︒

ルザがお人好しで熱血っぽいので︑ジェイドはストップをかける役︒趣味嗜好はダイスで決

矢野 うん︒信念は選んだ︒
﹁目的 ロードを支える﹂
﹁禁忌 タダ働きしない﹂にした︒エ

ＧＭ 幼馴染とか大好物ですんで眄 盻眇残りのライフパスは眤

ゆきよ よくそんなのすぐ思いつきますね眄

かけだし君主の魔王修業①
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ＧＭ まとめると︑ジェイドは故郷がモンスターに滅ぼされて︑そのモンスターはエルザの

＊

＊

＊

ゆきよ おお〜︑すごい眄 なんか︑もう物語ができてきた眄

ＧＭ うん︑まとまりましたね眄

とで︑ふたりで旅をしている盻眇と︒

矢野 ああ︑いいですね︒で︑
﹁今は逃げて︑パンドラの手がかりを追いましょう﹂ってこ

っていうのを︑口癖にします︒

ジェイドが﹁逃げよう﹂って言ってくれないと逃げないかも︒⁝⁝うん︑
﹁なんとかする眄﹂

ゆきよ ドラマチック眄 あ︑確かに︑エルザはなんでも自分でなんとかしようとするから︑

着せられ︑エルザも命を狙われる盻眇ところに︑ジェイドが帰ってくる︑と︒

している間に︑エルザの父親が病に倒れ︑パンドラの介入で豹変した王様に︑失政の汚名を

ＧＭ で︑何年か前にジェイドが才能を認められ︑魔法師協会に入学︒そこで魔法の勉強を

ゆきよ そんな子供の頃から一緒だと︑兄妹みたいな感じかな︒

ジェイド八歳︑エルザ五歳とすると盻眇十一年前か︒

父親が退治して︑ひとり生き残ったジェイドを引き取った︑と︒ん〜︑子供の頃がいいよね︒

24
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矢野 あとはＰＣ間の因縁かな︒互いにどう思ってるか︑なんかを決めます︒

ＧＭ 盻眇おまたせしました︒では︑セッションを始めましょうか︒

毎回文字には起こしていませんが︑癖みたいです︒

ちなみにゆきよさん︑この後も︑隙あらば﹁ふんふーん♪﹂と鼻歌をうたっていました︒

盻眇散々な言われようである︒

ゆきよ やにおさん︑煙草やめればいいのに〜︒⁝⁝そしたら﹁お﹂さんになっちゃうか︒

矢野 キャラクターができると︑早く使ってみたくなりますよね︵笑︶
︒

〜り〜た〜い〜な〜♪

ゆきよ ふんふん〜♪ はやくやりたいな〜♪ はやくやりたいな〜♪ は〜や〜く〜や

ちなみに︑離席している間も︑録音機器は回していました︒その間の会話盻眇

ＧＭ そんな噓つきません︵笑︶
︒すみませんが︑離席しまーす︒

ゆきよ 噓でしょ⁝⁝眞

ＧＭ そうですよ︒

ゆきよ え眄 やにおさんの﹁やに﹂って︑煙草って意味なんですか眤

やる予定です︒⁝⁝じゃ︑俺煙草吸ってきます︒

ＧＭ ちょっと休憩してから︑セッションを始めましょう︒今日は︑簡単なシナリオを二本

ゆきよ 怒られるのやだ〜︵笑︶
︒

する時だけ﹁姫様﹂って呼びます︵笑︶
︒

矢野 あ︑ちなみにジェイドはエルザのことは﹁エルザ﹂って呼びますが︑怒ったり︑説教

ＧＭ うん︑だいたい関係性もできましたね︒

ゆきよ ひどい〜眄 でもわかる⁝⁝︵笑︶
︒

サブの感情は﹁不安﹂
︵一同笑︶
︒

する︒エルザの両親にも︑エルザ自身にも︑返しきれないほどの恩義を感じているので︒で︑

矢野 じゃあ︑ジェイドからエルザは︑
﹁メイン 尽力﹂で︒とにかくエルザのために行動

供の頃からずっと言ってる感じ︒

性﹂にします︒
﹁ジェイドはすごいんだ〜﹂
﹁ジェイドはなんでもできるんだー眄﹂って︑子

ゆきよ ん〜⁝⁝感情をふたつ決めるんですね︒そしたら⁝⁝﹁メイン 信頼／サブ 可能

ＧＭ 大嫌いになったら振り直してください︵笑︶
︒最初から選んでもいいですよ︒

ゆきよ これもダイスで決めるんですか眤 実はジェイドのこと大嫌い眄 とか眤︵笑︶
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ゆきよ・矢野 はーい眄
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第一話

﹁ゴブリン退治に向かったら
魔王になってしまった件﹂

◆シーン１ 旅の途中◆
左右を深い森に挟まれた街道を︑ふたりの旅人が歩いている︒
駆け出しロード︑エルザ・アーベントロートと︑契約魔法師のジェイドである︒

夕焼けのように輝く赤毛の少女︒どこか朴訥な黒髪の青年︒
ふたりは今︑ひとつの危機に直面していた︒

ジェイド 本当に反省してるんですか眤

エルザ ごめんて眄︵一同笑︶

ぶつぶつと︑陰気な声で小銭を数え続けるジェイド︒

ジェイド とはいえ︑手持ちがもう小銭しかないんですよねぇ︒一枚︑二枚︑三枚⁝⁝︒

ＧＭ ジェイドは︑もうしばらく行くと︑小さな宿場があるのを知っています︒

依頼が受けやすくなるからです︒プレイヤーから言い出してくれると︑とても助かります︒

実は︑
﹁お金がなくて困っている﹂は︑ＧＭから振ろうと思っていたネタでした︒冒険の

ＧＭ なるほど︒では︑そういうことで眄

ジェイド ⁝⁝あれがあれば︑もう少しマシだったんですけどねえ︒

エルザ ︵あっけらかんと︶みーんな︑あげちゃった眄

ＧＭ エルザの実家には︑金貨や︑価値のある宝石とか美術品もあったはずですが⁝⁝︒

エルザ 困ってる人に渡しちゃった︒

ＧＭ は︑はい︵笑︶
︒

エルザ お金がない︒

った時間で︑野営地なり︑宿場なりを見つける必要がありますが盻眇

ＧＭ では︑最初の場面︒キミたちは森に挟まれた街道を歩いています︒そろそろ夕刻とい

30

エルザ そっか︒なかったらどうしよ眤

ジェイド そう都合よく︑仕事があればいいですけどね︒

すればいいって眄 なんとかするよ〜眄

エルザ うう⁝⁝そ︑そうそう眄 もうすぐ宿場があるんでしょ眤 そこで︑どうにか工面

ジェイド よくもまあ︑次から次へと⁝⁝その結果︑今僕たちが困っているわけです︒

エルザ うーん︑だって︑困ってたんだもん︑あの旅人︒村人も︒行商人も︵一同笑︶
︒

かけだし君主の魔王修業①

ジェイド ⁝⁝まあ︑幸い︑水だけはありますしね︒
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そう言って︑ジェイドが空の革袋を持ち上げ⁝⁝呪文を唱えると︑革袋に水が満ちる︒元

がかりを求め︑この数ヶ月︑共に旅を続けていた︒

会から舞い戻ったジェイド︒ふたりは︑故郷の異変に関わったという秘密結社パンドラの手

王の変心により︑故郷を追われたエルザ︒幼馴染であるエルザを助けるために︑魔法師協

ることを祈りましょう︒

ジェイド まあ︑エルザに狩りなんてさせたくないですし︑次の宿場になにか稼ぎの口があ

エルザ あ︒

ジェイド 道に迷いそうで︒

エルザ なんでよー眤

ジェイド ⁝⁝不安です︒

エルザ 狩りなら任せて眄︵大剣ぶんぶん︶

ジェイド 水や火は出せますから︑狩りでもすれば︑食いつなぐことくらいは⁝⁝まあ︒

エルザ それ便利だよね〜︒

素に関わるものを生み出す魔法︑
︽ジェネレイトエレメンタル︾だ︒

32
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とはいえ︑手がかりのあてもなく⁝⁝︒

エルザ はーい︒２個振るんだよね⁝⁝えいっ︑えーと︑７眄 ４足して 眄

ＧＭ まあ︑小銭数えるのに夢中だったんでしょうね︒では︑エルザどうぞ︒

ジェイド ぐ⁝⁝ッ眄︵笑︶

エルザ ジェイドつかえねー︵一同爆笑︶
︒

ＧＭ 出目が１と１︒合計２ですね︒ダイスふたつの最低値です︒

定は２Ｄ＋４︒⁝⁝では︵サイコロを振る︶盻眇あ︒

ジェイド ま︑僕が先にやってみましょうか︒技能も能力値も実はエルザと同じなので︑判

エルザ ふむふむ︒

の値を足します︒エルザの場合は︑２レベルなので２個︑
︻感覚︼は４です︒

ＧＭ ︿知覚﹀技能レベルと同じ数のダイス︵サイコロ︶を振って︑その合計値に︑
︻感覚︼

ジェイド 周囲の様子や異変に気づく判定⁝⁝みたいな感じでしょうね︒

ＧＭ ︿知覚﹀の判定をしてみてください︒

エルザ おっ︑なにをするのかな眤︵わくわく︶

ＧＭ 盻眇では︑このあたりでひとつ︑
〝判定〟というものをしてみましょう︒

ジェイド どうしたものですかねぇ︑本当に︒

34

エルザ 売れる︒

ジェイド なんでですか眤

エルザ 動物だったらよかったのに〜︒

ジェイド 追手ではなさそうですね︒山賊︑といったところですか︒

獰猛な笑みを浮かべています︒

ＧＭ では︑森の中から︑三人出てきます︒それぞれ︑薄汚れてますが武器と鎧を身につけ︑

エルザ 足を止めて︑身構えよう眄

ジェイド え眤

エルザ おお眤 ⁝⁝ジェイド︑何か見られてる気がする︒

ＧＭ エルザは︑森の中から人の気配︑それも殺気を感じます︒複数人ですね︒

11

ジェイド なんでこんな喋り方なんだ⁝⁝︒

ＧＭ ﹁ちょッチュねー﹂

ジェイド ちゅ眤 ええと⁝⁝山賊の方々︑ってことでいいんでしょうかね眤

った感じで﹁おう︑有り金をおいてけッチュ眄﹂と︑恫喝してきます︒

ＧＭ 緊張感ないなぁ︵笑︶
︒キミたちのそんな様子に︑アフロで口髭を生やした男が苛立

ジェイド ⁝⁝そうですね︒

かけだし君主の魔王修業①

ＧＭ 続いて︑横のノッポ盻眇の︑肩に乗ったオウムが﹁金オイテケ眄 金オイテケ眄﹂と

35

わめきます︒さらに︑小柄で鯰髭を生やした男が﹁俺たちの縄張りに入り込んだのが︑運の

◆第一ラウンド

敵 チュー

︻行動値︼

ジェイド

敵 トリ︑アル
エルザ

８

10 10 12

エルザ しょうがないかぁ〜︒

ＧＭ ﹁へっ︑だろうな︒あとは問答無用ッチュ眄 トリ︑アル︑やっちまうッチュ眄﹂

エルザ うーん︑戦いたくはないけど︑父様の形見だから︑剣はあげられないなぁ︒

ジェイド なんてどうでもいい設定なんだ⁝⁝︵笑︶
︒

鯰髭が﹁アル﹂という名前です︒

ＧＭ はい︒ちなみにリーダーが﹁チュー﹂
︑肩に鳥︵オウム︶を乗せたノッポが﹁トリ﹂
︑

ジェイド それ︑ふたりめはオウムが喋ってるんですか眤

﹁売リトバス眄 売リトバス眄﹂
﹁慈悲はないアル眄﹂

有り金全部に身ぐるみ剝いで︑そのデカい剣も︑そこのお嬢ちゃんも売り飛ばすッチュ眄﹂

ＧＭ ︵まさか︑チュートリアル山賊団に対話を試みるとは眄︶
﹁い︑いや⁝⁝ダメッチュね︒

それあげるけど︑足りない眤

エルザ じゃあ︑お金があれば︑こんな悪いことしないんだよね眤 小銭しかないけど⁝⁝

ＧＭ ﹁へ眤 ああ︑ええと︑まあ︑ちょッチュね﹂

ジェイド ⁝⁝エルザ眤

エルザ うーん︑お金に困ってるの眤 何か困ってることがあるの眤

そんなわけで︑いざチュートリアル戦闘眄 と思ったのですが盻眇

説明してくれる恐るべき集団である︒ちなみに発案者はライターの田中天︒

チュートリアル山賊団︒それは初めて遊ぶゲームの序盤に登場し︑戦闘のルールや手順を

ジェイド なんだその名前は︵一同笑︶
︒

性と戦闘の恐ろしさを教えてやるッチュ眄﹂

ＧＭ ﹁無駄とか言うなッチュ眄 俺たちはチュートリアル山賊団眄 お前らに︑旅の危険

ジェイド 無駄にキャラ付けしてありますね︒

エルザ なんか変な人たちだよ︑ジェイド〜︒

尽きアル眄 諦めるアルよ眄﹂と︑分厚い曲刀を振りかざす︒

36
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エルザ めじゃーとまいなー眤

ジャーアクションとマイナーアクションを︑一回ずつ行なうことができるッチュよ眄﹂

ＧＭ そう︑少しだけ強化してあります︒では︑チューさんの行動︒
﹁自分の手番では︑メ

ジェイド 手下より︑ボスがちょっと強いんですね︒

高い順に行動するッチュよ︒まずは︑一番高い俺様からッチュ眄﹂

ＧＭ では︑個々のキャラクターの行動に移りましょう︒
﹁いいか︑戦闘では︑
︻行動値︼の

ジェイド 僕も︑今回は特にないですね︒

エルザ ない眄

ププロセス﹂
︒戦闘開始時に使える特技なんかがあれば︑ここで使用します︒

ＧＭ 戦闘は﹁ラウンド﹂という単位で進行します︒まず︑ラウンドの最初は﹁セットアッ

38

Sq

エルザ 攻撃されたよジェイド〜︒

対象は︑嬢ちゃん︑お前だ眄 命中判定は３Ｄ＋６で⁝⁝ 眄﹂

ＧＭ ﹁そして︑メジャーアクションは︽力任せの一撃︾眄 白兵攻撃を行なうッチュ眄

エルザ なんかきた〜︒

ナーアクションで移動だ眄 そこの嬢ちゃんのいる ︵マス︶まで移動眄﹂

ＧＭ ﹁わかりやすく言えば︑メインになる行動と︑補佐的な行動だなッチュ︒俺は︑マイ
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15

ジェイド では︑回避の判定をしましょう︒エルザは︿回避﹀が３レベルなので３Ｄです︒

39

エルザ えいやっ眄 みっつ振って︑３と３と６眄 合計 だよ眄

40

エルザ やった〜︒ひらりっ眄

ジェイド エルザの︻敏捷︼を足して︑達成値が ︒回避成功です︒

12

同じ行動値ならＰＣが先︒次の行動はそこの若造ッチュ眄﹂

ＧＭ ﹁ぐぬぬ⁝⁝すばしこい小娘ッチュね︒ええい︑トリ︑アル眄 やっちまえ眄 だが︑

わした︒訓練を受けていない太刀筋は︑エルザから見れば︑ひどく避けやすい︒

山賊のボス︑チューさんが力任せに振るう山刀を︑エルザは軽くサイドにステップしてか

18

ジェイド 親切にどうも︵笑︶
︒じゃあ︑僕は魔法を使いたい⁝⁝ところですが︑実は︑準

レメンタル︾を使用した︒これはシナリオ中持続する魔法だ︒

法がそもそも発動しないのだ︒そのため︑ジェイドは魔法の判定値を上昇させる︽ステイエ

魔法には︑発動のための目標値が設定されている︒魔法の判定がその値に達しないと︑魔

イエレメンタル︾
︑火属性を指定で使って︑終了です︒

備をしないと攻撃魔法の発動が難しいんですよねぇ︒なので︑メジャーアクションで︽ステ
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ＧＭ では︑ジェイドの周囲に小さな火の玉がいくつか現れ︑そのままジェイドの周りに浮

達成値 ︒回避成功です︒

ジェイド ︽ウィンドパリィ︾で回避しましょう︒魔法の使用なので︿感性﹀の技能で判定︑

ＧＭ そんな重い魔法なのか︒では︑山賊たち︒そうですねえ︑トリがジェイドに攻撃︒

常に強力な︑そしてそれだけ発動の難しい魔法である︒

︽バーストフレア︾は︑初期作成のメイジが使える中では︑
︽ファイアボール︾と並んで非

ジェイド 攻撃魔法は︽バーストフレア︾だけなんですよね︒

ＧＭ ︵のんきだなぁ︶それにしても︑ジェイドは素の状態で発動可能な攻撃魔法ないの眤

エルザ ジェイドかっこいい〜眄

いています︒魔法の使用により︑ジェイドの翡翠の瞳が赤く染まる︒

42

点の︿武器﹀属性ダメージを受けてしまう︒

ラウンドの最後︑鯰髭の山賊アルがジェイドに攻撃︒出目がよく︑ジェイドは回避失敗︒

ＧＭ 突風で刃が逸れました︒
﹁こ︑こいつ︑魔法使いッチュか眄﹂

20

10

ジェイド マイナーアクションで︽振りかぶり︾を使うと︑ダメージが上昇します︒

ＧＭ マイナーアクションと︑メジャーアクションを行なえます︒

エルザ むう︒ジェイドが怪我しちゃったか⁝⁝しょうがない︑殴り返すよ眄 アルを狙う︒

そしていよいよ︑エルザの行動順である︒

ジェイドの肩口は切り裂かれるが︑傷は浅い︒

軽減︒

火の玉を操って︑武器の勢いを殺す感じ盻眇﹇２Ｄ＋混沌レベル﹈点軽減するので⁝⁝ 点

ジェイド では︽エレメンタルシールド︾で防御力を上昇させて︑ダメージを軽減します︒

15
そしてその右手︑手の甲から眩い輝きが発せられる︒

小柄な体に見合わぬ大剣を︑エルザが高々と振りかぶった︒

ね⁝⁝本当のところ︑エルザを相手にしたのが運の尽きですよ︒

ジェイド ︵溜息︶山賊さん︑さっき︑
﹁縄張りに入ったのが運の尽き﹂と言ってましたけど

印︾を使うよ眄

エルザ じゃ︑
︽振りかぶり︾眄 メジャーアクションは︑
︽疾風剣の印︾と︽一刀入魂の
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同時に︑剣が風を纏い︑刃が加速する︒聖印が剣に力を与えたのだ︒

エルザに刻まれた〝聖印〟
︒混沌を払う︑力持つものの輝きだ︒

エルザ 命中は３Ｄ＋ で︑と盻眇 だよ眄

44

19

ＧＭ 山賊のリアクションは固定値で なので︑余裕で命中です︒
﹁くっ︑な︑なんて速さ

11

エルザ ︵シートを見て︶ダメージは６Ｄだから６個振って⁝⁝ジェイド計算して眄

ジェイド こんな時まで解説を忘れないチュートリアル山賊団⁝⁝︒

アル眄 命中したら︑次はダメージを出すアルよ眄﹂

10

ジェイド はい︵笑︶
︒ダイス６個の合計が ︑固定値が で︑合計 点︒
︿武器﹀属性︒
ＧＭ

30

43 50

︵笑︶
︒
﹁げ︑げえ︑強すぎるアル〜眄﹂と︑吹き飛びます︒

ジェイド チューに︽バーストフレア︾
︒３Ｄ＋ で盻眇出目がいい︒ ︒発動成功です︒

されてしまう︒続いてのジェイドの行動は︑いよいよ魔法を詠唱する︒

そして︑第二ラウンド︒山賊団のボス︑チューはエルザに斬りかかるが︑あっさりと回避

これで第一ラウンドは全員の行動が終了︒

ＧＭ 大丈夫です︒この戦闘では戦闘不能になるだけ︑としますよ︒

エルザ あ︑殺したくはないんだけど︒

ＧＭ

20

⁝⁝ 点眞︿武器﹀ダメージだから︑防具で７点引いて⁝⁝ 点︒
50

ジェイド 山賊のＨＰは眤

50
25

31

ジェイド ︿炎熱﹀８Ｄ＋５に混沌レベル×３盻眇うん︑全部合計して︑
︿炎熱﹀ 点︒

ＧＭ 発動と命中判定は兼用なので︑そのまま命中︒ダメージどうぞ︒

エルザ ジェイドかっこいい眄

ＧＭ はい︒ジェイドの瞳は煌々と赤く輝き︑周囲の小火球が火の粉のように踊ります︒

混沌が一気に収束︑渦巻く炎の槍になって飛んでいく︒

15

んが吹き飛ばされます︒
﹁ヒイッ眄﹂とゴロゴロ転がるチューさん︒アフロがチリチリに︒

ＧＭ ヒエッ眞 えーと⁝⁝もちろん一撃で倒れる︒炎の槍が足元に着弾︑爆発でチューさ

47

ＧＭ ﹁へ︑へい⁝⁝あの︑助けてくれるッチュか眤﹂

エルザ ⁝⁝あのね︑これに懲りて︑もう山賊なんかやめなよ︒

ＧＭ ﹁そ︑そんなぁ︑ッチュ眄﹂
﹁オタスケ眄 オタスケ眄﹂
﹁助けてアル〜﹂

ジェイド 向こうは殺す気でしたし︑とどめをさすか︑腕でも折った方がいいのでは︒

エルザ う〜ん︑どうしよう︑ジェイド︒

さすがにこりゃ無理だ︑ってことでオウムが︑
﹁コウサン眄 コウサン眄﹂と叫びます︒

かけだし君主の魔王修業①

エルザ うん︑いいよー︒

45

ジェイド か︑軽い︵笑︶
︒⁝⁝いいんですか眤 また悪さをするかもしれませんよ︒

ジェイド いま︑残り７点︒

ＧＭ あー︑さっき魔法使ったからね︒どのくらい減ったの眤

ジェイド 遠かったですね⁝⁝疲れました︒ぶっちゃけＭＰがすごい減ってます︵笑︶
︒

エルザ おー︑あったあった♪ あそこに泊まろう〜︒

鍛冶屋などいくつかの店が集まったものだ︒

宿場︑といっても︑そう大きなものではない︒旅人相手の酒場兼宿屋が一軒︑他に雑貨屋︑

空が夕暮れに染まる頃︑ふたりの行く手に︑宿場が見えてきた︒

◆シーン２ 宿場◆

目をまんまるにするエルザを見て︑ジェイドは笑顔になった︒

﹁あれっ眞﹂

﹁そっちじゃないですよ︑エルザ﹂

そして︑先行するエルザの背中に盻眇

﹁本当に︑変わりませんね︑エルザは﹂

歩きながら︑ジェイドは口の中だけで呟く︒

ＧＭ それでは︑ふたりはそのまま街道を進みます︒

エルザ うん♪

ジェイド ⁝⁝まあ︑そういう人なのは知ってますから︒じゃ︑行きましょうか︒

エルザ うーん︑ダメだった眤

ジェイド エルザはなんというか⁝⁝︵溜息︶お人好しですね︒

ＧＭ ﹁あ︑ありがとうございますッチュ眄﹂では︑山賊はすたこら逃げ出します︒

エルザ ちゃんと真面目に働くんだよ〜眤

ＧＭ 見逃してもらえると聞いた山賊たちは︑信じられないような目でエルザを見てます︒

エルザ うーん︑反省してるみたいだからね︒次やったらこてんぱんだよ眄

46

ジェイド 手持ちの小銭では宿泊費には足りないでしょうが︑交渉してみるしかないですね︒

エルザ だから︑宿屋で休もう〜︒

ＧＭ 燃費の悪いコンビだなぁ︵笑︶
︒

エルザ わたしも︑一発殴ったらＭＰ半分になっちゃったよ〜︒

ジェイド 燃費悪いんですよ︑朽葉の系統の元素魔法師︒

ＧＭ 減りすぎじゃね眞 攻撃一回しただけだよね︒
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ＧＭ 宿屋に入ると︑中は薄暗く︑どんよりとした空気に覆われています︒中にいる数人の

47

客が︑生気のない目でキミたちの方を見ます︒

エルザ もったいないねー︒

ＧＭ ﹁おう︑樽の蓋を開けた途端︑腐っちまうのさ︒こいつも混沌のしわざよ﹂

金や砂糖が腐る︒異界から怪物が投影される⁝⁝察するに︑酒が出せないというのも盻眇

ジェイド 混沌は自然の法則を歪めます︒火が暴発し︑あるいは凍りつく︒腐らないはずの

エルザ 混沌が︑濃い眤

﹁ここんとこ混沌が濃すぎてよ︑火が暴発しちまうんだよ﹂

ＧＭ 店主は暖炉や燭台︑調理場の竈を指します︒それらは︑一様に黒焦げになっている︒

ジェイド 火が使えない︑酒が出ないというのは︑どういう理由なんです眤

エルザ えー︒なんで〜眤

ＧＭ ﹁いいや︑宿賃は変わらねえ﹂

エルザ その分安いんだよね眤

ＧＭ 店主が﹁悪ぃが︑今は火も使えねぇし︑酒も出ねぇぞ﹂と返します︒

のものですが︑宿をお借りしたいのですけどね︒

ジェイド まあ︑そうですね︑とりあえず声をかけてみます︒⁝⁝あのー︑すみません︒旅

ＧＭ 意外としっかりしている︵笑︶
︒

エルザ でも︑これなら宿賃安そうじゃない眤

ジェイド 店主と客が喧嘩してますよ︒⁝⁝まずい宿に来てしまいましたかね︒

﹁うるせえ眄 屋根があるだけマシだろうが眄﹂

﹁なんで酒場に来て冷えた干し肉で水飲まなきゃいけねえんだ眄﹂

嫌そうにしていた店主が﹁しょぼくれた店たぁなんだこの野郎⁝⁝﹂と押し殺した声で返す︒

客のひとりが陰気な声で﹁しょぼくれた店にようこそ﹂と言うと︑カウンターの中で不機

袋からちびちびと水を飲んでいる︒

薄暗い店内では︑客たちが︑いかにもまずそうな顔で︑固い干し肉をかじり︑手持ちの水

エルザ あらー眤
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て呼ばれる混沌のすげぇ濃い魔物だらけの場所があるんだ︒その影響かもな﹂

ＧＭ ﹁いや︑君主様はここしばらく代わってねえな︒ただ︑この近くには︑
〝黄昏の森〟っ

ジェイド 君主がきちんと治めていれば︑混沌濃度は低く保たれます︒逆も然りです︒

エルザ 君主が代わると︑混沌が濃くなるの眤

ジェイド 最近ですか︒何か︑きっかけでも眤 この地の君主が代わった︑とか︒

ＧＭ ﹁まったくだ︒元々この辺りは混沌の濃い土地なんだが︑最近はひでえや﹂
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エルザ 黄昏の森か〜︒魔物がいるなら︑狩りにいけるかな眤
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ジェイド 〝魔物〟というのが投影体なら︑倒したら肉体は消滅します︒
投影体盻眇混沌投影体とは︑混沌を核にして︑異界の生物盻眇多くは怪物盻眇がこの世界︑

ジェイド では︽混沌操作︾をします︒この周辺の混沌レベルを下げましょう︒

さを表して︑今は黒い渦が球体の半分以上を占めている︒

タクトに付いた小さな球体盻眇混沌儀盻眇には︑白と黒の模様が渦巻いている︒混沌の濃

るって︑混沌を楽団のように操るのだ︒

タクトとは︑その名の通り︑指揮棒のような形状の術具である︒メイジはこのタクトを振

ジェイド これでも︑協会出のメイジですよ︑と魔法杖を取り出します︒

ら︑宿代くらいはまけてやるぜ﹂と答えます︒
﹁兄ちゃん︑アンタ︑まじない師かい眤﹂

ＧＭ 店主は苦虫を嚙み潰したような顔になりますが︑
﹁まあ︑確かにそうしてもらえるな

エルザ おっ︑タダだ眄

りつけるなら︑タダでもいいだろう︑な︑親父眄﹂と叫び始めます︒

ＧＭ では︑店主が答える前に︑他の客たちが﹁本当かよ眄﹂
﹁あったけぇ食い物と酒にあ

ジェイド 相談ですが︑今の状況を解決したら︑宿賃の方を勉強してもらえませんか眤

エルザ ばっさり眄︵一同笑︶

ＧＭ ﹁じゃあ泊めてやれねえな﹂

エルザ ⁝⁝じつは︑小銭が三枚しかないんだけど眤

ＧＭ ﹁ああ︑宿賃はまからねえけどな﹂

エルザ なるほど〜︒⁝⁝で︑おじさん︑泊めてくれる眤

はないですけどね盻眇と︑これは小声で︒ロードであることはとりあえず隠しましょう︒

ジェイド 投影体の混沌核を吸収すればエルザの聖印も育ちますから︑狩りが無駄なわけで

エルザ 食べられないのか〜︒

アトラタンに実体化したものだ︒倒せばその肉体は混沌に還ることになる︒
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ＧＭ はい︒目標値は ︑
︿感性﹀の判定になります︒

かけだし君主の魔王修業①

ジェイド ︽混沌操作︾はコスト４なので︑２回使おうと思うとＭＰが足りない︵笑︶
︒

エルザ どうしたの眤

ジェイド じゃあ︑２くらい下げましょうか︒⁝⁝う︒

ＧＭ ５ですね︒かなり高い値です︒

ジェイド なら︑判定するまでもなく成功です︒混沌レベルはいくつですか眤

10

エルザ わたしの気付け薬をあげよう〜︒
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メジャーアクションでＭＰを回復するアイテム︑気付け薬を使用しつつ︑ジェイドはタク

ＧＭ ﹁はは︑ありがとよ︒兄ちゃんのほうはどうだい眤﹂

エルザ うん︑おいしいよ眄

ＧＭ ﹁⁝⁝嬢ちゃん︑体のわりによく食うなぁ﹂

エルザ ありがとー眄 パンとか肉とかもむっしゃむっしゃ食べてるよ眄

な﹂

まるぜ︒いつもなら一週間はもたせるんだが⁝⁝この調子じゃ︑今晩中になくなりそうだ

ＧＭ ﹁おう︑羊のシチューだ︒香草をあれこれ入れてるんで匂いはキツいが︑体があった

宿場にある他の店の店主たちも集まり︑酒場は大騒ぎになっていた︒

られて︑焼かれ︑煮こまれていく︒

開けられた︒鬱憤の溜まっていた客たちが財布をはたいた結果︑とっておきの鶏や羊が絞め

街道の宿屋兼酒場︑
〝森の羊亭〟では︑数日ぶりに竈に火が入り︑エールや蜂蜜酒の樽が

エルザの言葉どおり︑その後は宴会となった︒

エルザ おー︑宴会だー眄

客たちは酒樽を持ちだして次々開けている︒
﹁酒だー眄﹂
﹁飲むぞー眄﹂

ＧＭ ﹁あいよ眄﹂と客が気軽に駆け出して︑店主は早速︑竈に火を入れて料理を始めます︒

かにも知らせてあげてください︒

ジェイド あたた⁝⁝ああ︑この辺り一帯に作用してますんで︑隣の鍛冶屋とか︑雑貨屋と

﹁やるじゃねえか﹂とジェイドの肩を叩く︒ばしーん︒

﹁本当だ眄﹂
﹁じゃあ酒も飲めるのか眄﹂と樽を開け⁝⁝こちらも︑問題ありません︒店主も

ＧＭ で︑ジェイドが火をつけると⁝⁝何事もなく︑暖炉で暖かな火が燃えます︒客たちは

エルザ 大丈夫だよー︒ジェイドはできる子だから︒

ＧＭ ﹁姉ちゃん︑あぶねえぞ眄 この間はそこからすげえ火柱が上がったんだ眄﹂

エルザ わたしは近くでみてるよー︒

ＧＭ ﹁おいおい︑本当に大丈夫なのかよ﹂と客たちは遠巻きに見てますね︒

ても大丈夫ですよ︒盻眇と︑手近な暖炉に火をつけてみます︒

ジェイド 念のため︑混沌レベル２まで下げましょう︒これで︑火を使ったり︑酒樽を開け

室内に清風が流れ︑どんよりと濁ったようだった空気が浄化されていった︒

トを振るって周囲の混沌を鎮めていく︒
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ジェイド ほどほどに頂いてますよ︒エルザほど大食いじゃないですから︒⁝⁝エルザ︑あ

53

んまり急いで食べると︑あとでお腹が痛くなりますよ︒

エルザ 社交ダンスみたいなのしかできないけど⁝⁝ま︑いっか眄 ジェイド︑踊ろ眄

顔を真っ赤にしたオッサンたちが囃し立てます︒

ＧＭ 周囲もさんざん酔っ払ってますね︒
﹁おう︑嬢ちゃん眄 兄ちゃん眄 踊れ眄﹂とか︑

ジェイド 僕は腹の具合と二日酔いが心配ですよ⁝⁝︒

エルザ う〜ん︑お財布の心配しないでご飯が食べられるのはいいね〜︒

※飲酒を他人に強要するのはやめましょう︒

ジェイド ちょ︑だからお酒は⁝⁝︵無理矢理飲まされて︶うっぷ⁝⁝眄

エルザ そのへんのおじさん︒

ジェイド 誰ですか眞︵一同笑︶

エルザ ︵だみ声になって︶
﹁まあまあ兄ちゃん︑祝いの席だ︑遠慮すんねえ﹂

ジェイド あー︑僕は︑お酒はあんまり⁝⁝︒

エルザ ありがと︑おじさん眄

ＧＭ ﹁いい食いっぷりだ︒ほら︑酒もやりな︒こいつはサービスだ﹂

エルザ お肉おいし〜♪
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ジェイド ちょ︑ちょっとエルザ⁝⁝眄

ジェイド う︑うう⁝⁝︵笑︶
︒

エルザ ん〜♪ よく寝たいい朝眄 盻眇あ︑ジェイド潰れてる〜︵一同笑︶
︒

ろりとした元気そうな顔で︑周囲を見回した︒

屈強な男達が二日酔いに呻く中︑同じか︑それ以上の酒を飲み干したはずのエルザは︑け

そんな中︑二階の宿屋から︑鼻歌まじりにエルザが降りてくる︒

酒場の床には︑酔いつぶれた客達がごろごろと寝転がっている︒

一夜が明けて︒

◆シーン３ 依頼◆

盻眇〝森の羊亭〟の夜は︑そうして更けていく︒

大勢の笑い声に調子はずれの歌︒

肉とパンの香ばしい匂い︑芳醇な酒の香り︑煙草の煙︒

ジェイド え︑エルザ︑そろそろ休ませて⁝⁝うぷ⁝⁝眄

エルザ いいおじさんだ眄 料理も美味しいし眄

ＧＭ エルザが口ごもったのを見て﹁ま︑色々事情はあらぁな﹂と流しましょう︒

エルザ えっと⁝⁝うーん⁝⁝︵悩んで︶⁝⁝まあ︑そんな感じ︒

ＧＭ 踊りを見ていた店主が︑
﹁嬢ちゃん︑貴族の出かい眤﹂と︒

本来リード役のジェイドは︑酔いでふらつき︑エルザのなすがまま︒

優雅にステップを踏み︑回る︒

剽軽な掛け声とは裏腹に︑エルザの踊りは貴族のそれだ︒

エルザ とや〜♪
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ＧＭ ﹁め︑飯食えるのか︑すげえな嬢ちゃん⁝⁝うぷ﹂と︑店主は青ざめた顔でパンを焼

エルザ はーい︒おじさん︑朝ごはんちょうだい眄

復量を決めるルールもあるんですが︑今は省略しておきます︒

ＧＭ ちなみに︑前日に減った分のＨＰやＭＰは全快していてかまいません︒ま︑細かく回

エルザ うん︑おはよー︒

ＧＭ カウンターの中で︑これも青ざめた顔をした店主が﹁嬢ちゃん⁝⁝元気だな﹂と︒
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きに行きます︒あとは残りのシチューとか︑卵料理とかですね︒
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のんびりと︵たっぷりの︶朝食を取るエルザ︒
食後のお茶まで楽しみ⁝⁝その間も︑背後ではむくつけき男たち︵とジェイド︶が呻きな

ジェイド 酔いつぶれている︵笑︶
︒

他にもっと強そうな人は⁝⁝と店の中を見回すんですが︑こう︑全員盻眇

ＧＭ 態度が変わりすぎ眄︵笑︶ 娘は︑エルザを見て︑自分と同じくらいの少女なので︑

エルザ ︵優しく︶どうしたの眤 なにがあったの眤

ＧＭ ひ︑ひどい⁝⁝じゃあ︑村長ではなく村長の娘です︒

エルザ おっさんだと︑あんまり助けようって気にならない︵一同爆笑︶
︒

ジェイド ただでさえ︑昨日から画面におっさんばっかり映ってるのに︒

ＧＭ えーと︑憔悴した感じの︑近くの村の村長⁝⁝なので︑おっさんかな︒

エルザ どんな人眤

ＧＭ ﹁すみません︑こちらに︑隊商の護衛や︑傭兵など︑戦える方はいませんか眤﹂と︒

エルザ おー眤

ころで︑酒場の扉が開き︑ひとりの客が入ってきます︒

ＧＭ ﹁最近になって︑どうも様子が変わってきたみてぇでな﹂盻眇と︑そこまで話したと

エルザ なかった眤 今は違うの眤

魔物に襲われることはねえ⁝⁝いや︑なかった﹂

ＧＭ ﹁ああ︑そうだ︒ただ︑黄昏の森から外には出てこない︒こっちが森に入らない限り︑

エルザ 魔物かぁ⁝⁝それって︑昔からいるの眤

の森に立ち入っちゃなんねえって言い伝えがあるんだ﹂

ＧＭ ﹁ああ︑黄昏の森の︑その奥にゃ︑魔物が住む土地があってな︒ここいらには︑黄昏

エルザ このへんの混沌の話︒黄昏の森がどう︑とか言ってたよね︒

ＧＭ ﹁うん眤﹂

エルザ そうだ︒ねえねえ︑おじさん︒聞きたいことがあるんだけど︒

がら寝ている︒なかなかシュールな光景である︒
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ＧＭ 娘は不安そうにエルザを見ています︒

エルザ 困ってる子が眄 来てるよ眄 ⁝⁝⁝⁝あれ︑わたし馬鹿っぽい眤︵一同笑︶

ジェイド う︑うう⁝⁝エルザ︑どうしました眤

エルザ 大変だ眄 ジェイド眄 起きて眄 起きない眄 バシャッ眄︵水をかける音︶

いて︑戦える人を探してるんです﹂と言います︒

ＧＭ だね︒ってことで︑エルザに向き直って︑恐る恐る﹁あの︑村がゴブリンに襲われて
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ジェイド あー⁝⁝タオルをもらって顔を拭きましょう︒ええと︑大丈夫ですよ︒エルザは
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こう見えても︑頼りになります︒⁝⁝で︑何の話です眤︵笑︶

ジェイド 助かります︵笑︶
︒

ＧＭ ﹁あ︑あの︑ありがとうございます︒多少の金子は用意してありますので﹂

エルザ ︵さえぎって︶大丈夫眄 困ってるんだったら︑わたしたちがなんとかするよ眄

いと︑我々も旅をする上で︑路銀など盻眇

ジェイド いえいえ︑そんなに大層な謝礼はいりませんよ︒⁝⁝ただまあ︑少しはもらわな

は︑そんなに豊かではなく⁝⁝とても︑ロード様とメイジ様にきちんとした謝礼は⁝⁝﹂

ＧＭ ﹁ろ︑ロード様⁝⁝ですか眤﹂娘は逆にオロオロしていますね︒
﹁そ︑その︑うちの村

エルザ そっか眄 じゃあ︑聖印眤 を見せよう︒
︵手の甲を見せ︶ほら〜♪

ジェイド 大丈夫でしょう︒一晩過ごして︑不審な人物もいないようでしたし︒

エルザ うん眄 って︑これ言ってもいいんだっけ眤

ジェイド エルザはロードですよ︒

と目を見開き盻眇﹁それによく見るとイケメン眄﹂
︵一同笑︶

客たちが﹁おう︑そこの兄ちゃんはメイジだぜ眄﹂と声をかけます︒娘は︑
﹁メイジ様眞﹂

ＧＭ ﹁あ︑ありがとうございます︑でも⁝⁝﹂と︑やっぱり不安そうですが︑転がってる

エルザ えへへ♪

ジェイド ⁝⁝まあ︑わかってましたけどね︒

エルザ うん︑行く︒

ジェイド なるほど︒⁝⁝エルザはどうせ︑行くって︑言うんでしょう眤

ＧＭ ﹁腕自慢の猟師が撃退しようとしたんですが︑逆にやられて︑少し怪我をしました﹂

ジェイド 村人には被害は出ていないのですか眤

ＧＭ ﹁はい︑畑から麦や野菜を盗まれたり︑家畜盻眇鶏や羊を持っていかれたり⁝⁝﹂

エルザ そっかぁ︒それでその︑ゴブリン眤 で被害が出てるんだ眤

になって︑黄昏の森から魔物が出てくる話がちょいちょい聞こえてくるんだ﹂と︒

ＧＭ ﹁はい︑そうなんです﹂と娘︒店主が︑ジェイドと娘の分もお茶を出しながら︑
﹁最近

ジェイド ゴブリンですか⁝⁝それは︑黄昏の森から出てきた︑ということですか眤

エルザ かくかくしかじか︒
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エルザ いい名前だね眄︵一同笑︶

ョコレートの箱を見て︶⁝⁝の娘の︑コレットです﹂

ＧＭ もともとおっさんのつもりだったからだよ眄︵一同笑︶
﹁クグロフ⁝⁝︵机の上のチ

ジェイド なんでそんな︑おっさんみたいな名前なんですか︒

ＧＭ ﹁名前ですか眤 えーと⁝⁝クグロフ眤﹂

エルザ そうだ︑わたしはエルザ︒こっちはジェイドだよ︒あなたは眤
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ＧＭ ﹁ありがとうございます﹂盻眇さて︑コレットの村は︑ここから半日ほど歩いた場所
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にあります︒馬があれば︑もっと早く着きますが︒

ＧＭ 不安そうな顔になる村長︵笑︶
︒ですが︑コレットが﹁エルザ様はロード様︑ジェイ

ジェイド 軽い︑軽いですエルザ︵笑︶
︒

エルザ エルザです︒ゴブリンを退治にきたよー︒

ＧＭ クレア村の村長クグロフは︑白髪交じりの髭を生やした︑壮年の男性です︒

エルザたちはコレットの家︑つまりは村長の家に案内された︒

コレットの村盻眇クレア村は︑人口数十人ほどの︑小さな村だ︒

ＧＭ そんな会話をしているうちに︑道中特に何事もなく︑村へと到着します︒

ジェイド わかりません︒でも︑可能性はあるでしょうね︒

エルザ ︵小声で︶ねえジェイド︑それってパンドラと関係あるのかなぁ眤

ジェイド 最近になって︑魔物が出てくるようになった︑と⁝⁝ふむ︒

地があるんだそうです︒私たちも︑言い伝えでしか知らないんですけど﹂

ＧＭ ﹁黄昏の森の向こうのことです︒
〝夜の国〟
︑
〝魔物の地〟などと呼ばれる︑混沌の深い

エルザ 〝魔物の地〟眤

うなこともなかったので⁝⁝﹂

ると言われていて︑森に立ち入ることは禁じられています︒でも︑森から魔物が出てくるよ

ＧＭ ﹁ええ︑確かに黄昏の森と︑その奥の〝魔物の地〟には︑危険な魔物が多く住んでい

ジェイド 黄昏の森は危険な場所だそうですが︑そんな近くに村があるんですか眤

エルザとジェイド︑それにコレットは︑街道を離れ︑村へと続く道を歩く︒

エルザ 飲み過ぎには気をつけてね〜︵手を振る︶
︒

ー︑気をつけろよー﹂
﹁あんたらのおかげで酒が飲めたぜ眄 ありがとよ眄﹂

ＧＭ 少し休憩して︑昼過ぎ︒さすがに復活した酔いどれたちが︑見送ってくれます︒
﹁お

ジェイド ふたりとも馬はないですね︒まあ︑歩いて行きましょうか︒
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エルザ ジェイド︑せせこましい︒

ジェイド お気持ちだけ頂ければ︑お気持ちだけ眄

ＧＭ ﹁些少なのでお恥ずかしいですが︑謝礼はご用意してあります﹂

エルザ いえいえ〜︑お気になさらず〜♪

な方々にゴブリン退治をお願いするのは︑なにやら申し訳ないですが⁝⁝﹂

ド様はメイジ様なのよ﹂と言うと︑今度は逆に︑恐縮した感じになります︒
﹁そ︑そのよう
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ジェイド 誰のせいだと思ってるんですか眞︵笑︶
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ＧＭ ﹁それと村に伝わる薬です︒古いですが︑魔法の品らしいので︑使用に問題はないか

ＧＭ ﹁やはり﹃グランクレストＲＰＧ﹄の華は国作りですからな﹂

エルザ 領地か〜︒考えたこともなかったな︒

ＧＭ ﹁いやなに︑この村を最初の領地として国をね⁝⁝たとえばね﹂
︵チラッ︶

ジェイド 何の話ですか︵一同笑︶
︒

ないですかな﹂

ＧＭ ﹁この村を拠点として︑魔物を退治していく⁝⁝そんなキャンペーンも︑いいのでは

ジェイド そいつは︑ぞっとしませんね︒

るとか︒竜や魔神までいる⁝⁝という話まであります﹂

ＧＭ ﹁言い伝えでは︑黄昏の森の向こうの〝魔物の地〟
︑
〝夜の国〟には︑様々な魔物がい

ジェイド どうでしょうね︒

エルザ 関係︑ないのかなぁ⁝⁝眤

ブリン退治に集中してもらうことにしました︒

怪しい人影くらいは見たことにしてもいいかなぁ⁝⁝とは思ったんですが︑とりあえずゴ

ＧＭは︑どのくらいその設定をシナリオに反映するか決めていません︒

﹁パンドラを追っている﹂という設定は︑ＰＣ作成時にできた設定であるため︑この時点で

ＧＭ ﹁ふうむ⁝⁝心当たりはないですね︒申し訳ありません﹂

も曖昧なことを聞いているとは思いますが︒

ジェイド その異変が起こった際に︑怪しい人物などは見ませんでしたか眤 いや︑自分で

ＧＭ ﹁ええ︑ここ数週間くらいですね﹂

エルザ 黄昏の森から魔物が外に出てくるようになったのって︑最近なんだよね眤

ＧＭ あとはゴブリンの話もしますが︑まあ︑コレットから聞いた話と同じですね︒

ジェイド 僕たちはＭＰの燃費が悪いので︑全部ＭＰにしましょう︒

あります︒ひとり二本ずつ︑ＨＰかＭＰかはプレイヤーが決めていいですよ︒

と思います﹂と小瓶を渡してくれます︒ＭＰもしくはＨＰヒールポーションと同等の効果が
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爵

位

いく︑そんなキャンペーンを想定していました盻眇この時点では︒

魔物を退治してカウントを増やし︑近くの村からの救援などもあって徐々に国が成長して

という提示です︒

まあ︑村長のメタ発言はジョークですが︑
﹁そういう感じのキャンペーンを考えているよ﹂

ＧＭ ﹁おお︑失敬︒気の早い話でしたな﹂
︵笑︶

ジェイド 村長がメタなことしか言わなくなってますよ︵笑︶
︒
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備えることになった︒
＊

＊

ジェイド そうですね︒⁝⁝あの︑エルザ︒

エルザ お〜︒綺麗だね︒これなら松明もいらないかな︒

に置くことで魔法の正確性と威力を上げる魔法だ︒

ジェイドの周囲に︑小さな火の玉が浮き上がり︑ぼ︑と膨らむ︒火の元素を支配し︑周囲

の間︑火属性の元素魔法の判定ダイス＋１個です︒

ジェイド では︑
︽ジェネレイトエレメンタル︾を使います︒火属性を選択︒これで六時間

ＧＭ それなら︑まず問題ないでしょう︒

ジェイド ふむ︒今のうちに六時間持続する魔法を使おうかと思ったんですが︒

ＧＭ 一定しているわけではないですが︑真夜中よりは前です︒

ジェイド 今は宵の口くらいですかね︒ゴブリンが来るのは︑いつ頃なんでしょう︒

エルザ うん眄

ジェイド では︑ゴブリンを待ち受けましょうか︒

エルザ は〜︑くったくった♪

＊

一杯の歓迎の証だろう︒エルザは相変わらず周囲が驚く健啖ぶりを発揮︒その後は︑襲撃に

食事は︑絞めたばかりの鶏を煮込み︑野菜と麦を入れた麦粥だった︒鶏を絞めたのは︑精

エルザ ありがとう眄

を休められるといいでしょう﹂

は夕方なので︑少し時間がありますね︒
﹁ささやかですが食事も用意しますので︑少し︑体

ＧＭ さておき︑村長の話では︑ゴブリンが畑や家畜を襲うのは︑夜のことらしいです︒今
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エルザ ううん︑焦ってない︵きっぱり︶
︒

まで︑なんの手がかりもない︒これでは盻眇

ジェイド お父上を亡くし︑故郷を追われて⁝⁝パンドラの手がかりを追って数ヶ月︒ここ

エルザ 焦る眤 どうして眤

ジェイド 焦って︑いませんか眤

エルザ うん眤
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ジェイド ⁝⁝そう︑ですか︒すみません︑焦っているのは︑僕の方ですね︒
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エルザ ジェイドは焦ってるの眤

いのかな眤 ﹁パンドラの手がかりを追う﹂ってやつ︒

エルザ そういう感じかー︒じゃあ︑
﹁困ってる人を助ける﹂と⁝⁝ジェイドと一緒でもい

﹁パンドラの手がかりを追う﹂あたりですかね︒

を使用するコストになるものですね︒誓いの内容は⁝⁝僕だったら︑
﹁エルザを助ける﹂と

ジェイド 誓いを立てると︑
﹁天運﹂が増えます︒これは判定を有利にしたり︑強力な特技

ＧＭ では﹁誓い﹂の取得︒これは︑そのシナリオ中に果たしたい目標などのことです︒

エルザ んー⁝⁝別にいいかな︒

ＧＭ プレッジシーンでは︑新たな因縁を取得できます︒ＮＰＣへの因縁とか︒

◆プレッジシーン◆

ＧＭ ﹁因縁﹂や﹁誓い﹂を決めたり操作するシーンです︒ま︑やってみましょう︒

エルザ プレッジシーン眤

ＧＭ うん︑いい会話でしたね︒では︑ここでプレッジシーンをはさみましょうか︒

ジェイド ええ︑そうしましょう︒

エルザ うん眄 これが終わったら︑また手がかりを探そう眄

ジェイド エルザらしいですね︒⁝⁝わかりました︒今は︑ゴブリン退治に集中しましょう︒

わたしは大事にしたいんだよ︒

で困ってる人は︑放っておけないよ︒手がかりを追うのも大事だけど︒人を助けることも︑

エルザ こういうふうに︑ジェイドとふたりで旅をするのは楽しいし︒⁝⁝それに︑目の前

ジェイド ⁝⁝ありがとう︑ございます︒

家族でしょ眤

エルザ ジェイドは助けに来てくれたじゃない眄 それに︑恩がどうとか考えてないよ眄

のに︑危機の時に︑僕はいなかった︒

ジェイド ⁝⁝多分︑そうです︒僕はエルザのご両親にも︑エルザにも大きな恩がある︒な
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エルザ じゃあ︑それでいいかな〜︒

ので︑ゴブリンとの戦闘が終わったら一話目は終わりの予定です︒

ＧＭ ﹁ゴブリンを退治する﹂とかですかね︒ま︑最初に言った通り︑簡単なシナリオです

ジェイド 誓いは三つまで取得できますが︑もうひとつどうしますかね︒

エルザ じゃあそれにする眄

ＧＭ はい︒同じ誓いなら﹁共有﹂もできます︒これで得た天運を共有相手に譲渡もできる︒
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ＧＭ ジェイドも同じですね︒では︑シナリオを再開しましょう︒
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◆シーン４ ゴブリン襲撃◆
夜︒月明かりの下︒
エルザとジェイドは息を潜め︑襲撃を待つ盻眇

エルザ・ジェイド 達成値 〜︒

ＧＭ では︑ふたりとも︿隠密﹀の判定をどうぞ︒

ジェイド できれば隠れて待ち伏せしたいところですね︒

ＧＭ さて︑夜更けです︒エルザたちは︑畑の近くにいます︒
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ともあれ︑ゴブリン三体との戦闘が開始されました︒

ょう︒多くの場合︑その方がスムーズだとも思います︒

この場合︑ＧＭはノリで喋っていますが︑通常のゴブリンは会話不能︑としてもよいでし

ＧＭ あー︑まあ︑喋ったり喋らなかったりですかね︵笑︶
︒

エルザ ゴブリンって喋るんだ眄

かってきます︒

く︑待ち伏せゴブね﹂
﹁やっつけるゴブ〜﹂
﹁食い物は頂くゴブ眄﹂と︑武器を構えて襲いか

ＧＭ はい︒ちなみに︑待ち伏せに気づいたのは槍を持ったゴブリンですね︒
﹁性懲りもな

ジェイド 種類の違うゴブリンですね︒

ＧＭ ゴブリンは三体です︑小刀を持った奴︑弓を持った奴︑槍を持った奴︒

エルザ そだね︒剣を構えてそっちに向かうよ眄

ジェイド 成功すれば儲けもの︑くらいでしたから︒気にしないでいきましょう︒

エルザ みっかった〜眄

そのうちの一体が﹁誰かがいるゴブ〜眄﹂と声をあげます︒

ＧＭ 仲がよろしいことで︒では盻眇夜闇の中︑森から三体の影が近づいてくるのですが︑

10

︻行動値︼

敵 ゴブリンアーチャー

８

９

ジェイド

エルザ

６

７

敵 ゴブリンスピアラー

敵 ゴブリン

10

◆第一ラウンド
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ジェイド 達成値 で発動成功︒ダメージは︿炎熱﹀の 点︒

ＧＭ こちらの回避は固定値です︒発動成功したら命中ですよ︒

ジェイド 後ろのゴブリンアーチャーに︽バーストフレア︾を撃ちます︒

ＧＭ セットアップは互いになし︒では︑ジェイドの行動です︒

72

52

ＧＭ

点か⁝⁝それは倒れます︒
﹁なんという威力ゴブー眄﹂続いてエルザの行動です︒

エルザ ジェイドかっこいい〜眄

の粉の舞う中︑ジェイドの瞳は赤く輝く︒

ＧＭ 炎の槍がゴブリンアーチャーに吸い込まれ︑爆発︒夜闇が一気に赤く染まります︒火

24

ＧＭ 槍を持ったゴブリンの方ですね︒

エルザ う〜ん︑小刀と槍はどっちが強そう眤

52

ＧＭ 命中ですね︒ダメージは︿武器﹀ ⁝⁝う︑ＨＰぴったり０︒倒れます眄 最後に残

手の甲に聖印が輝き︑身の丈に合わぬ大剣が軽々と振るわれ盻眇命中眄

その中を︑大剣を構えた少女が疾駆する︒

飛翔した炎の槍からこぼれた火の粉が︑蛍火のように舞う︒

エルザ じゃあ︑マイナーで移動して︑そっちに攻撃眄
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39

ったゴブリンが﹁目の前のやつを殴るゴブ⁝⁝眄﹂と︑エルザに攻撃︒達成値は です︒
17

エルザ 回避は︑えっと︑３Ｄ＋６で ⁝⁝ぴったり眄

ジェイド 関西人みたいなリアクションだ︵笑︶
︒

エルザ ︵顔を覆って︶あうっ眄

投げつけて︑エルザの回避をマイナス２眄

ＧＭ ﹁しないゴブ眄﹂と︑
︽いたずら︾という特技を使用します︒後ろ手に隠していた砂を

エルザ 少しかわいそうかも〜︒降伏したら眤
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ＧＭ 盻眇から︑マイナス２されて ︒命中ですね︒ダメージは 点の︿武器﹀
︒

17

18

で⁝⁝ 点軽減︑防具と合わせて︑ダメージ０︒

ジェイド あんまりエルザを傷つけたくないので⁝⁝︽エレメンタルシールド︾
︒２Ｄ＋４

15

ゴブよ眄 もっと熱くなるゴブ眄﹂という声が響きます︒見ると︑三体のゴブリンよりも一

ＧＭ 森の方から﹁どうしてそこで諦めるゴブ眄 がんばれがんばれゴブ眄 やればできる

エルザ が眤

うとします盻眇が︒

ＧＭ ゴブリンたちは﹁つ︑強いゴブ〜﹂
﹁強すぎるゴブ〜﹂
﹁もう無理ゴブ〜﹂と退散しよ

エルザ そうする眄 ごくごく〜︒

ジェイド 残ったマイナーアクションで毒消しを飲むといいですよ︒

ＧＭ うーん︑あっさり倒された眄 エルザは毒５を受けていますが⁝⁝︒

残るは一番ひ弱なノーマルのゴブリン︒エルザの大剣が唸り盻眇倒れる︒

ＭＰが足りないジェイドは︑残りゴブリン一体なら⁝⁝と待機を宣言︒

続いて第二ラウンド︒

エルザ うう︑し〜び〜れ〜る〜︒

以後︑メインプロセス︑つまり行動ごとに５点の︿体内﹀ダメージを受けます︒

ＧＭ はい︒ですが︑ゴブリンの小刀には毒が塗ってあり︑エルザは強度５の毒を受けます︒

エルザ ありがとう眄 さすがジェイド〜♪

12

ＧＭ 実際︑そのゴブリンは熱いです︒熱気が伝わってくる︒

エルザ テニス⁝⁝ああ︑熱い人眄︵笑︶

ＧＭ 持ってません︒

ジェイド こう︑そのゴブリン︑テニスラケットとか持ってます眤

エルザ なんか︑いいやつっぽい眄

回り大型なゴブリンが立っている︒
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ジェイド 熱気⁝⁝眤
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ＧＭ 炎の精霊の力を宿したゴブリン︑エレメンタルゴブリンです︒なんと６レベルエネミ

◆第三ラウンド

敵 ゲス子

︻行動値︼

ジェイド

エルザ

８

８

敵 タイチョー

敵 オルトロスくん

10 10 14

全力でいきますよ〜眄 ﹁オルトロスくん︑ゲス子︑行くゴブ眄 熱くなるゴブ眄﹂

ＧＭ 思いついちゃったので︒⁝⁝ま︑ともあれ︑この戦闘がシナリオのクライマックス眄

ジェイド なんでそんな無駄にキャラ付けしてるんですか︵笑︶
︒

エルザ ゲスそうだ︒

ＧＭ ハルピュイアの名前のようですね︒
﹁ゲースゲスゲス眄﹂と笑っています︒

エルザ げすこ眤

かったゴブ︒だが︑お前らは強敵ゴブ︑全員でかかるゴブ眄﹂

ＧＭ ﹁これまでは︑そいつら三人で事足りたゴブ︒オルトロスくんや︑ゲス子の出番はな

エルザ ︵口を尖らせて︶噓つきだ眄 ぶーぶー眄

ＧＭ いやほら︑せっかくだから︑色々なエネミーと戦闘したいでしょ︒

ジェイド ゴブリンだけじゃなかったの眤

エルザ なんかいっぱい出てきた〜眄

女の胴と顔のついた魔物盻眇ハルピュイアです︒

ＧＭ さらに︑上空から︑バサバサッと羽ばたく音︒見上げると︑猛禽の翼と下半身に︑少

エルザ つよい犬か〜眄

ジェイド げえっ︑オルトロス眄 １レベルで戦うには強敵ですね⁝⁝︒

ＧＭ はい︒ついでに頭がふたつあります︒

ジェイド おお︑黒くて大きな犬眄︵↑﹁趣味嗜好 犬が好き﹂
︶

れます︒
﹁ぐるる〜⁝⁝﹂とキミたちを睨みつける︒

ＧＭ いえ︑タイチョーと呼ばれたエレメンタルゴブリンの背後から︑黒くて大きな犬が現

ジェイド こいつらの隊長か︒確かに強敵ですが︑一体なら︑まあ⁝⁝︒

るゴブ〜眄﹂と大喜び︒まあ︑こいつらはもう戦えませんが︒

ＧＭ やられた三体のゴブリンは﹁タイチョー眄 タイチョーが来たゴブ眄﹂
﹁これで勝て

エルザ むむむ︑つよそうだ⁝⁝︒

ー眄 これまでの相手とは格が違いますよ〜︒
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ＧＭ あれ眤 ええと︑４Ｄで なので︑命中は ︒

ジェイド ︵ＧＭのダイス目を見て︶あ︑低い︒

ゲス子がＥ４に移動︒エルザに向かって射程１の︽急降下攻撃︾
︒命中は４Ｄ＋６眄

ＧＭ その通り眄 しかもハルピュイアは命中値がすごく高いのです︒盻眇というわけで︑

エルザ ジェイドより速い〜︒

ＧＭ こいつらはレベルも高い︒これまでのようには行きませんよ眄

78

17

けると厳しかったですね︒

ジェイド 出血ですか︒あれは筋力が高い人ほど大きなダメージを受けるので︑エルザが受

ＧＭ 馬鹿な⁝⁝ハルピュイアの攻撃が︑超痛いバッドステータスの出血がぁ⁝⁝眄

エルザ ︵ダイスを振って︶回避したよ〜︒

11

﹇消費した天運×３﹈Ｄ点のＭＰを割り込みで回復する︒

︽魔素集積︾は︑偉業特技と呼ばれる︑天運をコストとして消費する強力な特技のひとつだ︒

ロセスで割り込み行動︒
︽魔素集積︾を使用します︒天運２点消費︒

ジェイド うーん︑ＭＰヒールポーションだと足りないか⁝⁝行動の前に︑イニシアチブプ

ＧＭ ぐう︑続いてジェイドの行動です︒
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ジェイド よし︑ＭＰ 点回復︒これで︽バーストフレア︾が使える︒さらに特技の︽拡大
24

︿炎熱﹀ 点を受ける︒なんとか立っているが︑大ダメージだ︒

タイチョーとオルトロスくんが同時に攻撃され︑共に命中眄

特技で拡大した魔法により︑複数の炎槍が立て続けに放たれる︒

元素魔法︾を使用︒範囲１なので︑Ｄ２にいる全員に攻撃眄

80

エルザ ３Ｄ＋６で⁝⁝うう︑出目が悪くなった眄

18

で回避失敗眄

エレメンタルゴブリンの槍は︑エルザに 点のダメージを与える︒

13

ら︑炎を纏った槍を突き出します︒命中 眄

ＧＭ 意外と口が悪いなこの姫様︵笑︶
︒タイチョーは︑
﹁もっと熱くなれよ眄﹂と言いなが

エルザ きやがった眄

進︒エルザに接敵眄 ︽スピア︾で攻撃します︒

ＧＭ 燃費が悪いねぇ︒凌げばこっちが有利だな眄 タイチョーはマイナーアクションで前

できないし︑マイナーで後ろに一歩下がろう︒

ジェイド さすがに一撃では倒れないか⁝⁝︒これでＭＰは尽きてる︒
︽ウィンドパリィ︾

51

15

エルザのＨＰは なので残り ︒それなりに手痛いダメージだ︒
27

ＧＭ ﹁楽勝な戦いしかしたくないでゲス〜︒おさらばでゲス〜眄﹂

ジェイド 逃げたぞ︵一同笑︶
︒

ＧＭ で︑タイチョーが倒れると︑こう⁝⁝︵ゲス子のコマをすすすっと下げる︶
︒

エルザ よーし眄

ジェイドの魔法とエルザの剣を喰らったエレメンタルゴブリンは︑それで戦闘不能︒

斬撃をタイチョーに叩きこむ︒聖印が輝き︑刃が加速盻眇タイチョーの胴を薙ぎ払う眄

そして︑エルザの手番︒ゴブリン三人組との戦いでＭＰを温存していたエルザは︑全力の

42

エルザ ゲスだ眄︵笑︶

双頭の巨犬はエルザに跳びかかり︑一撃目を見事に命中させる︒

き︾で二回連続の攻撃を行なうことができる︒

ジェイドの魔法で傷ついているとはいえ︑オルトロスは強力なエネミーだ︒
︽二連嚙みつ

エルザ なんだか健気だ〜︒

ＧＭ でもオルトロスくんはがんばります眄 ご主人様を守るようにエルザに突進眄
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ＧＭ ダメージは 点の︿武器﹀眄
19

エルザ うう︑防具で引いて 点ダメージ眄
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ＧＭ いきます︑命中は３Ｄ＋８眄 ていっ⁝⁝あれ眤 命中 ︒

エルザ やばいかも〜︒

ＧＭ しかも︑硬直中の相手にはダメージが大幅にアップしますよ眄

エルザ う︑この状態でもう一発来るの眤

あ︑押し倒して転倒させた感じですね︒

ＧＭ ダメージを与えたので︽組み伏せ︾を使用︒バッドステータスの硬直を与えます︒ま

13

ら攻撃眄 お︑ダイス目がすごくいい眄 ６と６と３で︑ 眄

エルザ よっし︑攻撃するよ〜︒わたしもポーション飲んで⁝⁝うん︑ＭＰ 点回復したか

ジェイド ︽エレメンタルシールド︾も張れますから︑だいぶ安心です︒

エルザ ありがと〜ジェイド〜眄

なＭＰには届かず︒エルザのＨＰを基礎魔法の︽キュアライトウーンズ︾で回復する︒

第四ラウンド︒ジェイドはＭＰヒールポーションを飲むが︑
︽バーストフレア︾使用可能

ＧＭ 惜しかった⁝⁝眄 ラウンド終了︑第四ラウンドです眄

エルザ ︵ダイスを振って︶それは回避したよ眄 ごろごろごろ︑あぶねー眄

14

17

ジェイド ６がふたつ以上出ていますね︑クリティカルです眄 達成値にさらに＋ します︒

15

なので︑命中の達成値は ︒ダメージにも＋ 点されます︒
43 10

10

ＰＣふたり︑ということで数こそ少なめだが︑敵のレベルはそれなりに高いものを用意し

エルザ ふい〜︑勝った眄

剣で吹っ飛ばされて︑くぅ〜ん⁝⁝と弱々しく尻尾を丸めます︒では︑戦闘 終了︒

ＧＭ ジェイドの魔法でだいぶ削られてたので⁝⁝それで倒れます︒オルトロスくんは︑大

エルザ おっ︑すごい眄 じゃあ︑
︿武器﹀ 点眄

33

ＧＭ へ眤

エルザ 色々質問しよう眄

ＧＭ では︑やられたゴブリンたちは逃げだし盻眇

たということですね︒結果︑ＰＣは天運をほとんど残して勝利しました︒

ハルピュイアの攻撃を回避されるなど︑ＰＣの能力とダイス目がこちらの想定より高かっ

ていました︒思ったよりＰＣが強かったなぁ⁝⁝︒
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エルザ 喋れるみたいだし︑事情を聞きたい︒

83

ジェイド ⁝⁝おお︑なるほど眄 その発想はなかったですが︑確かにそうですね︒

ＧＭ ﹁実は︑自分たちの村の近くで︑巨大なモンスターが暴れているんだゴブ︒それで︑

ジェイド とりあえず︑事情というのを聞きましょうか︒

ＧＭ ﹁すまねえゴブ﹂
﹁クゥ〜ン⁝⁝﹂

エルザ 村を荒らしちゃだめでしょ︒

ＧＭ ﹁こ︑こっちにも色々事情があるんだゴブ﹂

エルザ うん︑なんで森から出てきたの眤

ＧＭ 盻眇おまたせしました︒では︑再開しましょう︒質問するところからですね︒

うん︑ひとまずこれでいいか眄

とりあえず︑次のシナリオのネタを参照したりしつつ︑その場で考えます︒

情報︑とかも設定してありません︒

ところ︑ゴブリンたちはこの後再登場する予定はなかったのです︒なので︑特に持っている

本来なら︑ゴブリンたちを倒して︑第一話のセッションは終了の予定でした︒そして実の

盻眇というわけで︑シーンの途中ですが︑喫煙所に向かうわたくし︒

ＧＭ 大丈夫です眄

エルザ だ︑大丈夫ですか眤

ＧＭ なんで出てきたの︑か⁝⁝なるほど︒うん︑すみません︑少し休憩にします︒

ジェイド そうですね︒黄昏の森から出てこないはずが︑最近になって出てきた事情ですか︒

エルザ なんで森から出てきたのー眤 ってことかな︒

ＧＭ いえ︑大丈夫ですよ︒えーと⁝⁝どんなこと聞きます眤

エルザ あれ︑じゃあ質問しないほうがいい眤

ＧＭ こういうのは正直が一番です︒

ジェイド 正直だなぁ︵笑︶
︒

ＧＭ ⁝⁝うむ︑実は尋問される展開を考えていなかった︵一同笑︶
︒

誰だゴブリンたちにべらべら喋らせたのは眞 俺だー眩

だってほら︑普通のゴブリンってあんまり会話とかできないし︒

いうか︑
﹁ゴブリンに尋問する﹂という行動を︑想定していなかったんですね︒

実のところ︑ゴブリンたちはここで撤退︵もしくは死亡して消滅︶するつもりでした︒と

ＧＭ そ︑そうだね⁝⁝︒
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狩り場や︑採取のための餌場が荒らされてしまったんだゴブ﹂とタイチョー︒

85

エルザ 巨大なモンスター眤

10

15

ＧＭ ｗｅｂにあるデータだと︑ レベルですからね︒
﹁投影されれば一国を滅ぼす﹂とあ

エルザ え︑そうなの眞

ジェイド うーん⁝⁝とても︑僕たちが勝てる相手じゃないですよ︒

ＧＭ じゃあ知ってる︒ご想像通り︑マンティコラスだね︒

ジェイド そうですね︒
︿混沌知識﹀の技能は３レベルなので３Ｄ＋４盻眇達成値 です︒

ＧＭ うん︒ジェイドが知ってるかどうかは︑
︿混沌知識﹀で判定してみようか︒

Ⅱ﹄
︵公式サイトに掲載されているデータ集︶に載ってますね︒

ジェイド マンティコアか盻眇マンティコラスって名前で︑
﹃エネミー・コンペンディウム

ＧＭ ﹁獅子の体に︑蝙蝠の羽と蠍の尾を持ったモンスターなのでゴブ﹂

エルザ でけえ眄

ＧＭ ﹁ええと︑体長が ｍくらいあって盻眇﹂

エルザ でかいモンスターってどんなモンスター眤

料を奪うことにしたんだゴブ﹂タイチョーは悔しそうに拳を握ります︒

ＧＭ ﹁そうゴブ︒我々ではとても勝てないんだゴブ︒それで仕方なく︑人間の村から︑食

86

とりあえず︑現状の情報と整合性を取りつつ︑ひねりだします︒

たちの集落の設定︑とかは全然考えてません︒

マンティコラスは二話目の敵として登場する予定だったので設定がありますが︑ゴブリン

ＧＭ いえ︑大丈夫です︒ちょっとロード時間がかかっているだけです︵笑︶
︒

エルザ あれ︑聞かない方がいい話眤

ＧＭ ええっと︑え〜⁝⁝ん〜⁝⁝︵考えこむ︶
︒

エルザ そんな強いやつなのかぁ⁝⁝︵タイチョーに︶逃げるわけにはいかないの眤

ジェイド 盻眇と︑いうことを説明しましょう︒

際見てみないとわかりません︒

ります︒ただ︑投影体には個体差も大きいので︑この個体がどのくらいの強さなのかは︑実

17

という存在だそうです︒なので︑逃げる場所がない︑と︒

くの魔物が住んでいて︑集落などもある︒彼らの村は︑集落からはぐれた︑
〝はぐれの村〟

ＧＭ はい︒で︑黄昏の森の向こう盻眇〝魔物の地〟や〝夜の国〟と呼ばれる場所には︑多

エルザ あと︑逃げたゲス子ね眄︵笑︶

ない者が集まった村なんですね︒戦闘できるのも︑今出てきたこいつらだけです︒

ＧＭ ⁝⁝えーと︑ですね︑タイチョーの話によると︑このゴブリンたちのいる村は︑戦え
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ジェイド ゴブリンだけの村ではないんですよね︒ハルピュイアやオルトロスもいましたし︒
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ＧＭ ︵そういやそうだな︶⁝⁝そうですね︒色々な魔物がいます︒戦えなくて行き場所を

ＧＭ ︵今設定作った村だからなぁ⁝⁝どうなるんだろう眤︶

エルザ でも︑タイチョーたちの村はどうなるのかなぁ︒

ジェイド 一応︑そういうことになりますね︒

エルザ うーん︑これで︑コレットからの依頼は解決眤

ＧＭ ﹁この村にはお前たちのような強いニンゲンがいるとわかった︑もう襲わないゴブ﹂

エルザ ふむー︒

辺りの一帯では︑一緒くたに〝魔物〟と呼ばれています︒

ＧＭ 盻眇そういうことですね︒投影体への認識については地域差も大きいのですが︑この

⁝⁝という認識が一般的ですから︒投影体というだけで危険視する人々も多いでしょう︒

ジェイド かもしれません︒ただ︑投影体は混沌が収束したもの︒混沌は人を苦しめるもの

るんじゃない眤

エルザ でも︑その〝はぐれの村〟の人は戦えないんだよね︒戦う気がないなら︑共存でき

物〟と呼ばれているのでしょうね︒

ジェイド まあ︑災いをもたらすものが多いのは確かです︒ですから︑ひとくくりに〝魔

エルザ なるほどな〜︒

在も︑英雄︑神々のような存在もいます︒

ＧＭ そうですね︑凶暴な怪物が多いのは確かですが︑投影体には︑普通の人間のような存

ジェイド では盻眇いいものもいれば︑悪いものもいますよ︒

ＧＭ ︵それ︑適当に使ってたんだよね︶⁝⁝うーんと︑基本的にはそうです︒

ジェイド そうですね⁝⁝ＧＭ︑この〝魔物〟って︑投影体のことですか眤

エルザ ねえジェイド︑魔物って︑みんな悪いものってわけじゃないんだね︒

く良い奴になってしまった眄︶

ＧＭ ︵適当に付けた名前だったのだが⁝⁝設定をその場で作ってるうちに︑なんだかすご

ジェイド それで〝隊長〟って呼ばれてたんですねえ︒

エルザ いい人だね︑タイチョーさん眄

なくした魔物を︑タイチョーが保護して作った村︑ということですね︒
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エルザ そのでっかいモンスター︑倒しにいこうか︒

ＧＭ ︵⁝⁝確かに︒まあ︑そうなるか︶

ジェイド でなければ⁝⁝滅ぶか︒

エルザ それは困るなー︒

う事情は変わりないですし︑森の外の︑他の村を襲うか⁝⁝︒

ジェイド 普通に考えると︑よい未来は想像できないですね︒食料の調達ができない︑とい
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ジェイド 勝てるかどうかわかりませんけどね︒⁝⁝とりあえず︑様子見に行きます眤
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エルザ そうしようか︒

黄昏の森の中に向かうことになった盻眇
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かくして︑ゴブリンたちを撃退したエルザとジェイドは︑
﹁巨大なモンスター﹂を退治に︑

ＧＭ ︵予定と全然違う展開になってるぞ⁝⁝休憩中に︑この後の展開を考えよう眄︶

エルザ は〜い♪

憩にしましょうか︒

ＧＭ わかりました︒では︑村に向かう盻眇ということで︑ここでシーンを終了︒一旦︑休

エルザ うん︒まずはその︑おっきいモンスターを見てみよう︒

ＧＭ なるほど⁝⁝では︑ゴブリンの村︑じゃないや⁝⁝はぐれの村に︑行くと︒

エルザ うん♪

ＧＭ いえ︒エルザらしいですよ︒

エルザ うーん︑困ってるんだから︑あんまり関係ないかなー︒この考え方︑変眤

ＧＭ ﹁お︑俺たちは魔物ゴブよ眤﹂

エルザ だって他の村を襲われても困るし︑あなたたちの村が滅んじゃうのも困るでしょ眤

れるってことゴブか眤 それに︑モンスターを倒す⁝⁝眤﹂

ＧＭ タイチョーは︑困惑した表情です︒
﹁ど︑どういうことゴブ眤 俺たちを見逃してく
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