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はじめに
再びお目にかかることができ︑光栄です︒
本書の著者のひとり︑矢野俊策でございます︒
今この本を手にとっていただいている方は︑
﹃ライブ・ファンタジア 天災魔法師と竜を

お読みくださいませ︒

載されており︑どちらから読んでもよいようになっています︒是非お好みのエピソードから

前半にはファンタジア編︵著 矢野俊策︶
︑後半にはファクトリー編︵著 重信康︶が掲

こちらを短めのセッションとしてプレイし︑リプレイとしたのが本書となります︒

本格的な接触の前に︑互いの立場を決める前哨戦︒

それとも侵略する敵と見なすのか︒

仲間になりたいと手を差し伸べるのか︒

互いが互いをどう認識するのか︒

断絶させていた魔境︑
〝樹竜の森〟が一部消失したことで︑接触を余儀なくされます︒

ファンタジア勢力の国・ファーガルド︑ファクトリー勢力の国・メディニア︒両国を永く

ます︒

本書﹃決戦のプレリュード﹄はその先駆け︑次回の接触回に向けての前哨戦を収録してい

その交流こそが︑この﹃ファンタジア×ファクトリー﹄シリーズ︒

そしてふたつの物語は〝聖女のクレスト〟を核として︑交わろうとしています︒

広げました︒

ィアファクトリーＪ文庫のクリエイターが集まり︑キャラクターを作り︑セッションを繰り

﹃ライブ・ファンタジア﹄は富士見ファンタジア文庫の︑
﹃ライブ・ファクトリー﹄はメデ

る︑連動したシリーズになっています︒

リー﹄の二シリーズ︵便宜上ライブシリーズと呼称します︶は︑双方が互いの内容に干渉す

まず︑上記二冊でも説明をしましたが︑
﹃ライブ・ファンタジア﹄と﹃ライブ・ファクト

少しその説明を︒

本書はその二冊の続編に当たります︒盻眇が︑ちょっと特殊な構成になっておりますので︑

ます︒

駆る姫君﹄
︑または﹃ライブ・ファクトリー ニートな君主の竜退治﹄を読んだ方かと思い
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さあ︑プレイヤー八人が勢揃いする激突回に向けて︑カタリナは︑ニーナは︑何を知り︑

どうぞお楽しみくださいませ︒

それでは︑祭りの扉を開きましょう︒

その目で是非︑確かめてください︒

何を決意して向かうのか︒
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だが︑エアハルトを討った後に判明したのは︑彼もまた誰かに操られていたということ︒

ることで︑無駄な犠牲無く事態を解決したのだ︒

彼らは逃亡の末︑宰相エアハルトの陰謀を暴き︑内乱に陥りかけていた兵士たちを説得す

ヌルの三人︒

受けたという邪紋使いオルカ︑そしてカタリナに一目惚れをした︑という記憶喪失の魔法師

彼女を支えるのは護衛にして︑拷問のスペシャリストである少女マルタ︑アロイスに恩を

追われることとなる︒

アロイスの姉︑マグヌスの長子たる王女カタリナは︑弟への反逆容疑を宰相にかぶせられ︑

るアロイスを薬物によって傀儡とし︑国を乗っ取ろうと計画した︒

相である彼は︑自らが仕えるべき君主に毒を盛り︑病に見せかけて殺害︒さらに後継ぎであ

盻眇だがこれは︑マグヌスの契約魔法師であるエアハルトの陰謀によるものだった︒宰

しかし英雄も人の子︑老いには勝てぬ︒近年︑マグヌスは病に伏せることが多くなった︒

ファーガルドの王︑マグヌスは英雄と呼ばれた君主だった︒

ＧＭ こちらも︑いくつか決めて欲しいことがありますしね︒⁝⁝では︑前回のおさらいを︒

マルタ 状況は把握しておきたいですからね︒

オルカ リプレイは読んだけれど︑それはありがたい︒

んかをしてみようと思います︒

ＧＭ 数ヶ月経ってますからね︒⁝⁝なので︑お話を進める前にちょっと前回のおさらいな

カタリナ 前のセッションから結構時間経ちましたしねー︒

ヌル いや︑久し振りですねえ︒このシートを見るのも︒

一同 よろしくお願いします︒

ます︒

ＧＭ それではファンタジア側︑前哨戦のセッションを開始しましょう︒よろしくお願いし

無駄な血が流されることなく︑国難は去ったのだ︒

だが︑王女カタリナとその仲間たちの活躍が︑ひとつの奇跡を呼んだ︒

ーガルド︒

契約魔法師の陰謀により︑継承権を持つ姉弟ふたりが相討つ国家分裂の危機を迎えたファ

◆シーン１◆これまでと︑これからと
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すべての暗雲は払われたわけではなかったのだ︒

マルタ それがよいかと︒

⁝⁝いつか真相をきちんと摑んだら︑それを撤回したい︒

カタリナ じゃあ︑一旦彼がすべて悪いことにして発表します︒民を不安にしたくはないし︒

オルカ 事件が終わっていないのも︑難しいところだな︒

マルタ 構造が複雑過ぎますね︒

れですから︒

﹁新君主を操っていた宰相が︑実はさらに操られていて︑しかもその正体は不明﹂という流

ヌル 気持ちはわかりますが︑何も知らない民衆を理解させるのは厳しいでしょうねぇ︒

カタリナ うううん︑全部正直に話したいところだけれど⁝⁝︒

マルタ 少なくとも︑カタリナ様の潔白は発表しなければいけませんね︒

あったか﹂と不安になってますので︑発表は必要です︒

ＧＭ まあ結婚云々はともあれ︑今回の騒動はどう発表します眤 民衆や兵士たちは﹁何が

ヌル は︑はい︒

マルタ ︵ずいと前に出て︶なりません︒

ヌル という風に言いふらせば︑真実になりませんかね︒

オルカ なんていう︑余裕のある死に様だ⁝⁝︵笑︶
︒

カタリナ 言ってない眄 言ってないよ眄︵笑︶

ＧＭ ウェディングプランナーですか眄

婚姻は大安吉日︑式場はここで︑予算は気にするな﹂と⁝⁝︵笑︶
︒

ヌル ワタシにも﹁カタリナ様を頼む﹂と言い残して⁝⁝︒
﹁できれば婿になって欲しい︒

カタリナ ん眤

ヌル そうですね⁝⁝︑最期にはワタシとカタリナの結婚を認めてくれたのに⁝⁝︒

カタリナ 最期には元のいい人に戻ったのになあ︒

マルタ 操られるというか︑感情を暴走させられたという感じでしたね︒

カタリナ ⁝⁝そうだ︑エアハルトも操られて反乱を起こしたんだった︒

ＧＭ と︑こんな形です︒
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アロイス自身や︑前王の友人でもあった老将軍ネールバウアーの言葉もありますし︒

国を乗っ取ろうと画策したため﹂と発表されます︒民や兵士たちはそれでほぼ納得します︒

ＧＭ 了解です︒では﹁カタリナが反乱を起こそうとしていたのは噓で︑宰相エアハルトが

話は含めておきたいかな︒将来のために︒

カタリナ できれば︑
﹁エアハルトは彼なりにこの国を思って行動を起こしたのだ﹂という
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マルタ ふむ︒⁝⁝プレイヤー個人としては︑ここから宰相派に対して粛清の嵐を吹かして
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欲しいのですが︵笑︶
︒

マルタ ⁝⁝してもいいのに︵笑︶
︒

カタリナ しないって眄

ＧＭ そうそう︑それこそ粛清の嵐が来たらたまりませんからね︵笑︶
︒

ヌル ﹁反乱なんて信じてスイマセンでした﹂と︒

ちの謝罪を受けるという仕事に忙殺されます︒

ＧＭ 成長した感ありますねえ︒というわけでカタリナは︑毎日ファーガルドの従属君主た

マルタ ロードらしくなりましたね︑カタリナ様︒

カタリナ 泣きたいのは山々だけど︵笑︶
︒

オルカ お︑
﹁もっと自由になりたい﹂と泣くかと思った︒

カタリナ しょうがないよ︒アロイスが復帰するまで︑わたしがこの国を護らないと︒

必然︑カタリナが背負うことになります︒

ＧＭ ですね︒アロイスの代わりはカタリナしかいないわけですし︒ロードとしての責務は

ヌル あー︑しかし弟くんが動けないとなると︑カタリナは忙しいでしょうねえ︒

カタリナ 信用はする︒悪い考えを持っている人では無かったから︒

ＧＭ 無いですね︒彼女は主がいなければ生きていけない人間なので︒

マルタ 師匠に怪しい行動は眤

いたひとりであり︑マルタの師匠でもあるリーザが治療に当たってます︒

ＧＭ はい︒アロイスは洗脳されていた影響で︑基本的に床に伏せています︒彼を洗脳して

カタリナ あ︑そうだ︒弟は⁝⁝アロイスは︑行動できないんだっけ眤

ＧＭ 複雑な落としどころですね⁝⁝︵笑︶
︒

マルタ プレイヤー的には残念ですが︑マルタはそれでいいと思います︒

カタリナ やらない眄 やらないって眄

ヌル 一気にカタリナの名前が近隣諸国で有名になりますね︒

オルカ きょ︑恐怖政治︵笑︶
︒

すごくひどい拷問を︒

マルタ ほら︑宰相に近い人間を捕まえて︑見せしめとしてすごくひどい拷問をするとか︒

カタリナ ええええっ眞
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ヌル うわあ︑しっかりしてる⁝⁝︒

ス様を操っていた薬品の組成などなど︒

ハルトを操っていたモノの正体︑ヌルの出自︑他の宰相派が余計なことをしないか︑アロイ

マルタ 私はカタリナ様の護衛をしつつ︑この事件の裏側の調査を進めます︒盻眇宰相エア

ＧＭ カタリナはそんな形ですさまじく忙しい毎日です︒⁝⁝マルタはどうしてますか眤
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オルカ 家臣の鑑だな︒うん︒
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マルタ やることは山ほどあるから︒⁝⁝そういうあなたたちは何をしてるの眤

マルタ あなたも眄 あなたは自分の力の謎を求めてたんじゃないの眞 だいたいライバル

オルカ 俺も眤

マルタ 盻眇それからオルカも眄

ＧＭ う︑器がでかい⁝⁝︒

ヌル いやあ︑はっはっは︒⁝⁝全然︵笑︶
︒

マルタ その背後関係とか︑気にならないの眞

ヌル どうやら聖女と仲間だった︑くらいは思い出しましたよ︒

カタリナ そう言えば記憶は少し戻ったんだっけ眤

ヌル あー︑いやー︑それは⁝⁝︒

ないのかがわからない眄

マルタ なぜ︑自分の記憶を取り戻そうとしたり︑なぜ自分が封印されていたか調べたりし

カタリナ あっ︑そこなんだ︒

マルタ しますよ眄 ⁝⁝ヌルは記憶も無いのに︑なんでのほほんとしてるの眄︵笑︶

ヌル えええええええっ眞

オルカ えっ眤

マルタ ⁝⁝⁝⁝マルタは︑ふたりに説教します︒

オルカ 特に手伝えることもないしな︵うなずく︶
︒

ヌル いやだってー︒カタリナの忙しさを見たら︑ちょっかいは掛けられないですし︒

ＧＭ ちょっ︑女性陣がこれだけ忙しいのに︑男性陣は釣りですか︵笑︶
︒

オルカ うん︒行こう︒

ヌル ワタシは記憶無いですからね︒ゆったりと行きましょうか︒

オルカ 俺は海専門だから︑逆に興味がある︒

ヌル ファーガルドは海遠いそうなんで︑川ですね眄 川釣り眄

オルカ いいな︒

ヌル あー︑釣りにでも行きます眤

オルカ そう言われてもな︵ヌルを見る︶
︒

ヌル 何をって⁝⁝︒
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マルタ だって気になるじゃないですか眄

カタリナ マ︑マルタ︑お母さんみたいになってるよ眤︵笑︶

マルタ ふたりとも︑やることたくさんあるのに眞 釣りとか眄

オルカ まあ︑そのうちでいいかなって︒

キャラが出てきて︑誘いまでかけられてるのに︑なんの行動もしないなんて眞︵笑︶
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ヌル 男衆は︑ふたりとも馬鹿なんですよ多分︵笑︶
︒

19

オルカ ファクトリーと合わせても︑ふたりしかいない男キャラなのになあ︒

を待ちわびていたのだ︒

その声に︑待ち構えていたように幾つもの気配が動く︒愛しいペットたちが︑主人の帰り

﹁みんなぁぁぁ⁝⁝待たせてごめんね〜﹂

だったら︑その若い体力も早々に尽き果てていたことだろう︒

これでもまだ︑ネールバウアーが大いに補佐してくれているのだ︒もしもカタリナひとり

書類の裁可︒

その合間合間に入る︑領民たちからの陳情︒

朝からずっと︑従属を誓いに訪れる君主たちへの応対︒

無理もない︒

﹁疲れ⁝⁝た⁝⁝﹂

カタリナは自室の扉を開けると︑そのままベッドに倒れ込んだ︒

日没から︑かなりの時間が過ぎた頃︒

◆シーン２◆手に入れたモノ

そうやって︑概ね平穏な日々は過ぎていくのだった︒

日常を送っている︒

なお︑マルタは事件の背後に潜むものを調べるべく飛び回り︑ヌルとオルカはのほほんと

自然と人々が集まり︑彼女を支えようとするのだ︒

とりわけ秀でた執務能力を有しているわけではない︒

病床のアロイス王に代わり︑カタリナは摂政として国内をよく治めている︒

叛逆者エアハルトは誅され︑ファーガルドから戦の熱は去った︒

ＧＭ というわけで︑前回からのまとめは以上としつつ︑次のシーンに移りましょう︒

ヌル ほう眤

みたいと思っているのですよ︒

ＧＭ 〝樹竜の森〟の話ですね︒その通りなんですが︑実はその前にひとつシーンを差し挟

なんとかいう森から光の柱が立って盻眇︑というやつ︒

ヌル ともあれ︑そうしていると前巻のエンディングシーンに繫がるわけですかな眤 あの

オルカ ふたりともボンクラとは︵笑︶
︒

ＧＭ 本当だ眄
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カタリナ うわあ︑これは疲れる⁝⁝︒
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ＧＭ 宰相の事件が終わってから︑毎日こんな感じです︒

ケヴィンは宰相エアハルトと同郷の男︒故郷を見捨てる政策をとったエアハルトを敵視し

見知った名前に︑カタリナは目を開く︒

カタリナ あっ︑ケヴィン眞

ＧＭ 手紙ですね︒レジスタンスのケヴィンから︒

カタリナ ありがとう︒と受け取って︒⁝⁝なんだろうこれ︒開いてみよう︒

ＧＭ そしてそれをカタリナに差し出してくる︒

カタリナ おや眤

が盻眇︑トカゲが何か紙切れをくわえています︒

ＧＭ いつもの通りトカゲ︑カメ︑ハリネズミの三匹が︑カタリナにすり寄ってくるのです

カタリナ わー︑まずペットたちの世話をしよう︒

からシーンはスタートします︒

ＧＭ さて︑そんな状態を数日繰り返したある日︒夜︑カタリナが自室に戻ってくるところ

ヌル 応援してますよ︒⁝⁝手伝わないけど︵笑︶
︒

ばります⁝⁝︒

カタリナ アロイスの様子を見る時と︑ペットたちの世話をしている時を癒しに︑毎日がん
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カタリナとは偶然に知り合い︑その君主と思えぬ自由な考えに友人となった︒

ており︑小規模なレジスタンスを組織して︑民の負担を度外視した政策に反対していた︒

カタリナがエアハルトの罠に陥り︑国中から追われる立場だった際に彼女を助けたひとり

そして︑一軒の酒場へと到着した︒

疲れていたはずのカタリナだが︑その足取りは自然と軽くなる︒

︵皆︑それぞれに幸せそうね⁝⁝︶

住宅街は寝静まり︑歓楽街には活気と︑それにつきものの控えめな汚濁︒

都市の夜を︑カタリナとオルカが歩む︒

ＧＭ では︑カタリナとオルカは城下を抜けだし盻眇︒

オルカ アイツか︒わかった︑つきあおう︒

カタリナ 城下の酒場まで︒ケヴィンからの呼び出し︒

オルカ む眤 いいぞ︒どこまで行くんだ︒

カタリナ こそこそっとそこまで行って盻眇︒オルカ︑ちょっとついてきてくれない眤

オルカ では俺は食堂で遅い食事をとっていたということにしよう︒

ヌル いいですよ︑いいですとも⁝⁝︒

マルタ はい︒日頃の行いです︒

カタリナ だって︑ねえ︵マルタを見る︶
︒

ヌル ああああああっ眄 そうじゃないかと思ってましたけどね眄︵笑︶

カタリナ いや︑やっぱりオルカで︒

ヌル ︵胸を張る︶

カタリナ ヌルは⁝⁝︒

ヌル ︵ちらっちらっ︶

カタリナ マルタは忙しそうだし⁝⁝︒

ヌル ほほう︒

か護衛に付いてきてもらおうかな︒

カタリナ 堅苦しかったから︑ちょうどいいなあと思って︒でもひとりだと不安だから︑誰

マルタ 早っ眄︵笑︶

カタリナ よし︑抜けだそう︒

文章と︑城下にある酒場の場所が添えてあります︒

ＧＭ 内容は簡潔︒
﹁会わせたい人がいるんで︑よければここまで来てくれないか﹂という

でもある︒

24
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マルタ カタリナ様が﹁説得する﹂と決めたから︑被害は最小限ですんだのですね︒

カタリナ そう︑か︑あの砦に⁝⁝︒

うございます⁝⁝眄﹂

﹁俺がここに︑家族の元に戻ってこられたのは︑殿下のお蔭です︒本当に︑本当にありがと

涙声だった︒表情は︑見ずともわかる︒

﹁でも︑カタリナ殿下は戦わないとおっしゃった︒だから︑生き延びることができました﹂

ハンスという青年は︑深々と頭を下げた︒

で最前線に配置されてまして︒正直︑死を覚悟してたんです︒でも盻眇﹂

ＧＭ その通り︒ケヴィンに続いて︑ハンスが言葉を続ける︒
﹁そうです︒俺は︑あの要塞

オルカ その要塞はあれだな︒俺たちが宰相を倒した要塞か︒

カタリナ えっ︒

ん盻眇ハンスってんだが︑ついこないだまでドラウ要塞の兵士だった﹂

ＧＭ ﹁見ての通り︑このファーガルドに住む普通の家族だ︒⁝⁝ただし︑こっちの旦那さ

カタリナ ケヴィン︑この人たちは⁝⁝眤

何の変哲もない︑庶民の家族に見えた︒

二十代の男女と︑五歳ほどの幼女︒

しかも︑そこに先客がいれば尚更である︒

カタリナはともかく︑大柄なオルカが入ると︑いかにも狭い︒

通されたのは︑こぢんまりとした部屋だった︒

オルカ ︵黙ってうなずく︶

のはこっちだ﹂とケヴィンは奥を指します︒
﹁オルカもついてきてくれ﹂

ＧＭ ﹁ははは︑今まで自由にやってたからなおさらだな︒⁝⁝さて︑会わせたいやつって

カタリナ 最近息が詰まる感じだったから︑ちょっとね︒

身だ︒ダメでもともと︑試してみたんだが︒⁝⁝よく来てくれたな﹂

ＧＭ ﹁ああ︑会わせたいやつがいてな﹂とケヴィンは言います︒
﹁とはいえそっちは忙しい

カタリナ 来たよー︒なに眤

う﹂と出迎えます︒

ＧＭ カタリナが姿を見せると︑店で飲んでいたらしきケヴィンがジョッキを掲げて﹁よ

26
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ＧＭ エアハルトとの直接的な戦いの他は︑ほぼまったく戦闘起きなかったですからね︒
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ヌル そうそう︒実質的な被害は︑ワタシのクラーケンに殴られた兵士くらいですよ︵笑︶
︒

﹁カタリナ様︒君主様に差し上げるものとしてはあまりにみすぼらしいものですが︑どうか

ＧＭ ああ︑何か渡すのはいいですね︒ではこちらでやりましょう︒ハンスの奥さんが︑

ヌル そう︑ワタシだってがんばったのに眄 何かくれてもいいのに眄︵笑︶

カタリナ 活躍したのにね︒

ヌル なんでワタシは︑その賞賛を受ける場にいないのか⁝⁝っ眄︵笑︶

オルカ どうした眤 苦い顔をして︒

ヌル ⁝⁝⁝⁝⁝⁝くっ︒

ＧＭ ﹁そうか眤 だとしたらよかったよ﹂

カタリナ そんなこと無いよ︒すごくうれしい︒

ういうことをやっちゃいけない身分だってのは︑知ってるんだけどな﹂

んだから︑
﹃じゃあ直接礼を言ってみるか眤﹄って︑呼んでみたんだわ︒⁝⁝本当はもうこ

ＧＭ ではケヴィンがぼそっと付け足します︒
﹁このハンスが姫さんのことを褒めちぎるも

カタリナ かわいいなあ︒頭なでちゃおう︒

ロキョロしていると︑お母さんに﹁頭下げなさい﹂って言われてぺこりと︒

ＧＭ ﹁はい眄﹂とハンスは言って︑再び頭を下げます︒娘さんはよくわかってなくてキョ

カタリナ そう言ってもらえれば︑わたしもありがたい︒

護るために︑力を尽くします﹂

じ入りました︒俺は聖印も邪紋も無いただの一兵士ですが︑カタリナ様のために︑この国を

ＧＭ ハンスは続けます︒
﹁カタリナ様の﹃皆の力を貸して欲しい﹄という言葉︑本当に感

カタリナ ⁝⁝うん︑そうだね︒

オルカ 少なくとも︑彼らは助かった︒

カタリナ そうなのかな︒

オルカ 立派なことをしたんだろ︑それだけ︒

カタリナ いや︑その︑⁝⁝て︑照れるね︒

っていただき︑ありがとうございます⁝⁝眄﹂と重ねて礼を言います︒

ＧＭ 続いて奥さんの方も︑
﹁本当に︑本当にありがとうございます︒我々を︑この国を護

オルカ そういえば︵笑︶
︒

28

それは︑何かを灼き焦がす炎ではない︒

カタリナは︑炎が灯ったのを感じた︒

盻眈眇ふと︒

カタリナ それは⁝⁝そっと受け取ろう︒

こちらを⁝⁝﹂と手縫いのお守りを差し出してきます︒
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人を奮い立たせ︑温もりを与える︑希望の炎だ︒

ＧＭ すると先に来てもろもろの準備をしていたネールバウアー将軍が︑
﹁おはようござい

カタリナ ちょっと気分いいかな︒

出向くわけですが︒

ＧＭ ブレませんねえ︵笑︶
︒⁝⁝さて︑では次の日︒また朝早くからカタリナは執務室に

マルタ ︵肩を落として︶無いのか⁝⁝︒

ＧＭ はい︑無いです︵笑︶
︒

カタリナ な︑無いよね眤 無いですよねＧＭ眞

マルタ もしくは娘さんがさらわれたり⁝⁝︒

カタリナ え︑ちょっ︑ええっ眞

マルタ ⁝⁝ハンスさんは無惨な死体で発見され︑新たな事件の発端に⁝⁝眄

盻眈眇そして︑翌朝︒

︵明日も︑がんばろう眄︶

もう︑カタリナは疲労を忘れていた︒

若い夫妻は深々と頭を垂れ︑幼い娘は手を振った︒

別れ際︒

カタリナ 短い時間でごめんね︒

りたいんだがな︒姫さんが長く城を空けるのはまずいんだ︒そろそろいいか﹂と言います︒

ＧＭ ﹁ありがとうございます⁝⁝眄﹂と︑ここでケヴィンが﹁本当はゆっくり話させてや

カタリナ 素敵なものをありがとう︒大事にする︒

だった︒

このときまさに︑カタリナ・ファーガルドは人生における絶対的な確信のひとつを得たの

彼女の基とすべきは︑こういう人たちだ︒

護るべき国とは︑これだ︒

︵
〝これ〟が︑わたしが護ったモノなんだ⁝⁝︶

30

ＧＭ ﹁隠さずともよいですとも﹂将軍はヒゲを撫でながら言います︒
﹁ケヴィンという男か

カタリナ えっ眞 あの︑それは⁝⁝眤

ＧＭ と言ってから︑にやりと笑って︒
﹁で︑昨晩は街に出られたのですかな眤﹂

カタリナ うええ⁝⁝︒

ます︑カタリナ様︒本日も忙しいですぞ﹂
︒
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ら申し出がありましてな﹂
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カタリナ おじさま︑し︑知ってたんだ⁝⁝眤

ＧＭ は︑はい︵笑︶
︒ではネールバウアーは﹁初孫ももうじき生まれてきますからな︒顔

ヌル 孫眄 孫はヤバイ眄 ⁝⁝じゃあ将軍は初孫がそろそろっていうことで︒

カタリナ 初孫がそろそろ︑とか眤︵笑︶

マルタ 後はここで家族の話とかが出ると完璧ですね︒

ヌル くっ︑将軍︑いい人だったのに⁝⁝眄

カタリナ あっ眄︵笑︶

ＧＭ えっ眤

オルカ ⁝⁝⁝⁝⁝⁝将軍︑そのセリフは死にフラグでは眤

ＧＭ ﹁わっはっは︑それまでは儂も死ねませんわい眄﹂とネールバウアーは笑います︒

カタリナ うん︑十分にね眄

ＧＭ ﹁お体が治ったらアロイス陛下にも︑この感覚を味わっていただきましょう﹂

カタリナ 確かに代え難い感覚な気がする︒⁝⁝と昨日もらったお守りを見ながら言います︒

様が︑その喜びの一端に触れることができたのなら︑彼奴も喜んでおりましょう﹂

﹁はい︒マグヌスもまた︑その重責を誇りとし︑民の笑顔を喜びとした男でした︒カタリナ

﹁お父様も⁝⁝そうだったのかな眤﹂

成感は︑前へと進む原動力となる眄 それが︑ロードの醍醐味でございます﹂

途方もなく尊いのだという理解こそが︑我らに力を与えるのです︒そして︑護ったという達

﹁支配者の責務の重さは途方もなく︒ですが︑それゆえに我らは戦える︒己が護るものは︑

そう語るネールバウアーの顔に︑太い笑みが浮かんだ︒

醍醐味︒

ＧＭ ﹁そうでしょうそうでしょう︒⁝⁝これこそがロードの醍醐味です﹂

カタリナ そうだね︒行ってよかった︑かな︒

ＧＭ ﹁で︑いかがでしたかな眤﹂

カタリナ あー⁝⁝︒

ＧＭ ﹁そうでなければ︑カタリナ様のところへ︑あのような形でも手紙など渡しませぬ﹂

32

ーはぴしゃりと自分の顔を叩き︑言います︒
﹁さて︑では本日の執務を始めますぞ﹂

ＧＭ この死亡フラグがどうなるかは︑ＧＭにもわかりませんけどね︵笑︶
︒ネールバウア

オルカ 自分で煽ったのに︵笑︶
︒

ヌル ああ⁝⁝眄 もう︑もう⁝⁝眄︵顔を覆う︶

を見るのが楽しみで楽しみでなりませぬ﹂と︒
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カタリナ うん︒よろしく︑おじさま︒

33

もう︑戦などはしばらくあるまい︒

昨夜の炎を糧に︑カタリナは執務へと向かった︒
ならば︑アロイスとふたり︑国を大いに栄えさせようではないか眄
盻眈眇だが︑その決意は︑あっさりと虚しいものとなる︒
突如立ち上った︑妖しい光の柱︒
魔境・樹竜の森の異変︒
再び︑ファーガルド情勢は風雲急を告げたのだ︒

ＧＭ では︑次のシーン︒⁝⁝ファンタジア第一巻のエンディングの直後となります︒アロ

老将は大きく咳払いをした後︑会議の始まりを宣言した︒

カタリナの横には︑ネールバウアー将軍が立つ︒

無論︑そこにはヌルやオルカといった者もいる︒

樹竜の森の異変を受け︑急遽招集されたのだ︒

巨大な円卓を囲む面々は︑いずれもファーガルドの重鎮たち︒

ファーガルド城︒

◆シーン３◆魔境へ

34

ヌル まあ︑呼ばれれば参加はしますよ︒

境に関する会議をする︑ということで︒

ＧＭ その通りです︒その一件で︑皆さんはファーガルド城の一室に集められています︒魔

マルタ ああ︑魔境が一部消失したとか︒

イスとの会食中に︑魔境〝樹竜の森〟から光が立ち上ったシーンですね︒
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オルカ ︵黙ってうなずく︶
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カタリナ アロイスは眤

となろう﹂

せ一部消失したとはいえ︑かの魔境の危険性は言うまでもない︒ある程度以上の戦力は必要

ＧＭ ﹁調査隊を派遣することにはやぶさかではないが⁝⁝﹂とネールバウアー将軍︒
﹁なに

ヌル 要するに退屈なんです眄 さあ︑今すぐ行きましょう眄 やれ行きましょう眄

カタリナ どれだけ釣ったの⁝⁝︵笑︶
︒

オルカ ︵うなずいて︶そろそろ川から魚がいなくなる︒

ヌル だって︑釣りにも飽きた︵笑︶
︒

ＧＭ え︑即座ですか眞

ヌル では今すぐ行きましょう︒

ＧＭ ﹁詳細は確認できておらん︒何はなくとも︑まずは調査が必要だな﹂

オルカ しかしその話︑本当なのか眤

マルタ 苦労して取り戻した国を︑あっさり奪われるなど許せません︒

カタリナ 問題は︑
﹁両国を従属させる﹂ってところだよね⁝⁝︒

ＧＭ と︑ここまでが大ざっぱに調べた限りの情報です︒

させることができるという︒

・聖女のクレストを受け継いだものは︑ファーガルド︑メディニアの両方のクレストを従属

が眠っているという︒

・古文書によればその遺跡は〝聖女〟セレリアゆかりのものであり︑聖女のクレストの一部

・ちょうど両国の中間地点に︑未確認の遺跡が発見された︒

・魔境の消失地域は一直線に︑隣国メディニアまで通じている︒

・魔境〝樹竜の森〟の一部が消失した︒

と以下の通りですね︒

ＧＭ では︑会議の最初にネールバウアー将軍が調査の結果を報告します︒ざっとまとめる

カタリナ しょうがないか⁝⁝︒

ＧＭ 彼はさすがに会議に出席できるほど体調が回復していないので︑欠席です︒

36

マルタ 私もその〝森の民〟に拷問されて︑今の道に入ったのですよね︒だから拳を握って

撃があったからだ﹂

が自らの故郷を見捨てることになったのも︑五年前に魔境に住む者ども盻眇〝森の民〟の攻

ＧＭ ﹁うむ︒過去幾度も︑この国はあの魔境から出でし者どもと戦ってきた︒エアハルト

オルカ そんなに危険なのか眤
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言います︒⁝⁝大軍を派遣することも考慮した方がよいのでは︒
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ＧＭ ﹁そうだな︒準備はしておくべきだろう﹂

ＧＭ ようやく行く気になりましたか︵笑︶
︒

オルカ 〝樹竜の森〟には用事があるしな︑俺も︒

ヌル お任せあれ︒

分ありませんし︒

マルタ では調査隊を派遣し︑そこにヌルとオルカを加えるということで︒戦力的には申し

ヌル 割と︵うなずく︶
︒

カタリナ あ︑気にしてたんだ︒

くて痛くて︵笑︶
︒

ヌル 暇ですから︒⁝⁝それに︑そろそろ何かしないと︑無駄飯食らい的な視線がとても痛

マルタ 行ってくれるのはありがたいけれど︒いいの眤

オルカ ああ︑そうだな︒

ヌル ならば︑我々暇組ならば問題無いですかね︵オルカを見る︶
︒

マルタ もちろん将軍は心配するでしょう︒

カタリナ 言われちゃった︒

軍と共に眄 万が一のことがあればこの国は眄﹂

ＧＭ その一言に将軍は慌ててかぶりを振ります︒
﹁いやいやいや眄 カタリナ殿下には本

カタリナ わたしたちも行く眤

ヌル あれ︑調査隊だけ行かせちゃうんですか眤 我々は眤

マルタ となると戦力は整えつつ︑調査隊は選抜して一足先に向かわせる方針でしょうか︒

ヌル どちらとも言えぬ︑と︒⁝⁝なるほど︑早いもの勝ちですねえ︒

しい顔になります︒

ＧＭ ﹁ふむう︑
〝樹竜の森〟はどちらの領土でもないからのう﹂とネールバウアー将軍は難

るんでしょう︒

ヌル ところで︑その遺跡がある場所は我々ファーガルドとメディニア︑どちらの領土にな

マルタ 刺激にはなるでしょう︒後は向こうの国の内情によりますが⁝⁝︒

きなり戦争にならない眤

カタリナ でも︑その遺跡の向こうにあるのは隣国なんでしょう眤 大軍を派遣したら︑い

38

マルタ おや︒

カタリナ あ︑とりあえずそれで会議を終わらせて︑あとでマルタと話がしたいなーって︒

マルタ どうしました眤

カタリナ うーん⁝⁝⁝⁝︒

オルカ 俺と同じ力を持っているあいつ盻眇サーペントにも言われてるしな︵笑︶
︒
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ＧＭ なるほど︑それでは一旦その方向で会議はまとまったことにしましょうか︒会議に参

39

加していた面々は︑それぞれ準備をするべく散っていきます︒

カタリナ それもわかっているんだけれど︒行きたいなあ⁝⁝ちらっ︒

⁝⁝と注射器をしまいつつ言います︒

マルタ ヌルは気軽に言うけれど︑カタリナ様が今倒れたらこの国は大変なことになるのよ︒

ヌル ちょっ︑希望するのは自由ですよね眞

マルタ ⁝⁝注射器を出します︒

ヌル 一緒にいられる時間が増える︒

マルタ 妙に押すけど︑その本音は眤

ておけばいいんですよ︒面倒なことは︑あの爺さんに任せておけばいいんです︵笑︶
︒

ヌル 行きましょうよ行きましょうよ︒どうせ詫びを入れに来るだけのやつらなんか待たせ

マルタ それはその通りですが︑しかしアロイス様の代理としてのお仕事は⁝⁝︒

いかと思うんだけど︒

カタリナ ダメかな︒遺跡にあるのがクレストなら︑最終的にロードが必要になるんじゃな

マルタ えっ眞

カタリナ ⁝⁝あのね︑わたしも調査隊についていきたいんだけど︒

マルタ なんです眤 カタリナ様︒

カタリナ じゃあ︑いなくなった後でマルタを呼び止めます︒

40
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マルタ カタリナ様の本音は眤

についていくということで︒

ＧＭ では︑翌日調査隊が派遣され︑カタリナたちはこっそりと城内から抜けだして︑それ

マルタ わかりました︒

ＧＭ 了解しました︒では後のシーンで︑どれくらいのことが調べられたか判定しましょう︒

で︑そちらを部下に任せます︒

マルタ メディニア国の現状について︑調べてこいと︒魔境については自分たちで調べるの

ＧＭ お︑どんなことでしょう︒

マルタ あ︑ＧＭ︒私は出発前に部下に調査を命令しておきたいです︒

ＧＭ 見たら寿命が縮まりそうですね⁝⁝︵笑︶
︒

カタリナ ﹁後は任せた眄﹂って置き手紙をして︵笑︶
︒

オルカ ネールバウアーの爺さんには︑なんて言って行くんだ眤

カタリナ うん︑頼りにしてる︒

マルタ 仕方がありません︒その代わり︑私も行きますからね︒

カタリナ じゃあ︑行っていい眤

政治的な判断ができる人間はカタリナ様の他は将軍しかいないし⁝⁝︒

マルタ 開戦の有無をヌルに一任するのはちょっと難しい︵笑︶
︒このファーガルドだと︑

オルカ 見事に否定できないな︒

ヌル うんうん︒

アの人間と接触した場合︑ヌルたちだけでは少し不安が残る︒

マルタ まあ︑確かにカタリナ様が現地にいた方がいいことも多いとは思います︒メディニ

ヌル あっ︑ワタシもワタシも眄

オルカ カタリナが心配なら︑俺が護るぞ︒

マルタ ううーん⁝⁝︒

てきた方がいいんじゃないかなって︒

カタリナ 半分はそうだけど︑もう半分は何があるかわからないからこそ︑わたしたちが見

マルタ 子供ですか眄︵笑︶

カタリナ そろそろ外に出たいなーって︵笑︶
︒

42

ＧＭ はい︑それでは一旦シーンを切りますね︒

カタリナ 調査隊のみんなには口止めをお願いしておこう︒
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カタリナ こいつが敵のボス⁝⁝眤

男の名はグリーズ︒この森の民の神に仕える神官にして︑長︒

咳きひとつでもあげれば︑錫杖で頭骨を打ち砕く盻眈眇そんな威圧感ゆえである︒

沈黙が︑降りた︒

﹁静まれい︑皆の者眄﹂

だが盻眈眇

その言葉に︑民はさらにざわめき立つ︒

﹁森が消えてしまった︒樹竜も討ち取られたと聞く﹂

太く低い声が︑遠雷のように人々の頭上より響く︒

簡素な長衣に身を包み︑手には禍々しい装飾の錫杖︒

そこへ︑茂みを割って巨漢がひとり︒

不安の囁きは︑葉擦れのようにざわざわと︑途切れなく︒

突如として︑自分たちの棲家である樹竜の森の一部が消え去ったのだ︒

森の民は︑怯えていた︒

ＧＭ 魔境の変化は︑彼らにとっても大事件ですからね︒では⁝⁝︒

ヌル ほほう︑敵にも動きがありますか︒

〝樹竜の森〟の内部︒⁝⁝〝森の民〟の集落です︒

ＧＭ 時間はカタリナたちが調査隊と共に移動をはじめて︑しばらく経ったころ︒場所は

マルタ おや︒

ＧＭ では次は︑マスターシーン盻眇ＰＣが出てこないシーンをひとつ挟みます︒

それが〝彼ら〟盻眈眇森の民の特徴だった︒

ただ︑その瞳と髪は若葉の緑に染まっていた︒そして︑髪の一房だけが︑皆一様に白い︒

見かけは︑ただの人間と変わるところはない︒

樹木だけでなく下草まで刈り取られた広場の如き場所に集った人間たち︒

鬱蒼と茂る森林魔境・樹竜の森に︑
〝彼ら〟はいた︒

夜明け前︒

◆シーン４◆森に潜むモノたち
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マルタ おそらく︒ファーガルドを長らく苦しめた元凶︑ですね︒

45

ヌル しかし︑
〝森の民〟には神なんてのがいるのですねえ︒

﹁
﹁
﹁オオオオォォォォォッッッ ﹂
﹂
﹂

﹁我らが〝白き無貌の神〟の為に眄﹂

そして︑刮目︒

グリーズはしばし瞑目︒その胸中では︑忌まわしき聖句が渦巻いているのだろう︒

﹁屈強なる我らが〝森の民〟よ眄 ファーガルドの血ですべてを染めよ眄 我らが盻眈眇﹂

ＧＭ そしてグリーズは錫杖を掲げて︑再度叫びます︒

カタリナ ⁝⁝⁝⁝︒

ヌル 物事の表と裏ですねぇ︒

厄介な敵だったんですよ︒

ＧＭ エアハルトは〝樹竜の森〟に強い憎しみを持っていましたから︑逆に彼らにとっては

マルタ なるほど︑
〝森の民〟からするとそういう認識なんですね︒

は︑この世におらぬ眄﹂

﹁ファーガルド︒もはやマグヌスは亡く︑エアハルトもまた斃れた眄 もはや我らを阻む者

恐るべき邪神官︑答えて曰く盻眈眇

そのいずれにも︑グリーズは首を横に振る︒

﹁いやいや森を離れた裏切り者どもか眤﹂

﹁さてはメディニアか眤﹂

﹁おお︑偉大なる神官グリーズ眄 我らはどこを攻めればよい眤﹂

﹁
﹁
﹁戦だ眄 戦だ眄 戦だ眄﹂
﹂
﹂

﹁重ねて問う眄 血をもたらすのは何か眞﹂

﹁
﹁
﹁血だ眄 血だ眄 血だ眄﹂
﹂
﹂

熱を帯びたグリーズの問いかけに︑民もまた熱に浮かされたように応える︒

﹁我らが神の怒りは増すばかりだ︒ならばこそ眄 捧げるべきは何か眞﹂

ＧＭ では︑この神官⁝⁝グリーズはぐるりと集団を見回し︑続けます︒

オルカ 気になるな︒
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戦が︑始まったのだ︒

戦士たちの咆哮と足音が︑森全体を鳴動させる︒

!!!

展開を考えてたんですけどね︵笑︶
︒

ＧＭ ⁝⁝いや︑実は城に残ってたらこの一報で急遽出て行かざるを得なくなる︑っていう

カタリナ うん︑早く来てよかった眄

たいですね︑カタリナ様︒

マルタ その戦力差で奮闘しているのか︒ありがたい︒⁝⁝我々が駆けつけることで撃退し

いる調査隊は十名ほどです︒

ＧＭ 〝森の民〟が百名前後︑砦にいる兵士が三十名ほど︒なおカタリナたちの引き連れて

マルタ 数の差は眤

カタリナ おお︑みんながんばってる眄

う感じです︒兵士の士気がとても高く︑そのおかげで持ちこたえているという︒

ＧＭ 不意を突かれて押し込まれたものの︑砦の利を活かして専守防衛に努めている︑とい

一同 お眤

ＧＭ いやこれが︑結構がんばっているんですよ︒

ヌル なんとなく今までのケースだと︑ボロボロにされているイメージですねぇ︒

オルカ 苦戦しているようならば急がなければ︒

カタリナ 砦の状況は眤 大丈夫なんですか眤

ＧＭ はい︑その通りです︒

マルタ 先ほどのマスターシーンの行動ですか︒

っている﹂という情報が︒

合いです︒⁝⁝ですがそこで︑先行しているマルタの部下から﹁
〝森の民〟が国境の砦を襲

ＧＭ では︑次のシーン︒皆さんは順調に魔境へと歩を進め︑そろそろ国境に到着という頃

だがそこへ︑ひとつの凶報がもたらされた︒

いよいよ︑国境付近盻眈眇即ち〝樹竜の森〟が近い︒

カタリナ率いる調査隊が︑王都を発して数日︒

◆シーン５◆智と力
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ヌル ⁝⁝⁝⁝ふむ︑確認ですが砦はがんばってるんですよね眤 一日︑二日で落ちる感じ

マルタ 了解︒

少ないのでご注意を︒

ＧＭ こうも早く魔境に行くとは思いませんでした︒ただしその分︑連れてきている手勢は

オルカ そうだったのか︒
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ではない眤
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ＧＭ はい︑今のところは︒

ヌル それはもういいんですって眄︵笑︶

オルカ ︵肩を叩いて︶大丈夫︑俺は見ている︒

ヌル 納得いかない眄

マルタ それはそれとして︑普段の行いの差ですかね︒

カタリナ ヌルも信用してる︑してるって︵笑︶
︒

ヌル くうううう︑なんかワタシとオルカで扱い違いませんかね眄︵笑︶

マルタ それは⁝⁝そうですが︒

カタリナ オルカがいるから安心でしょ眤

オルカ ︵うなずいて︶俺が護ろう︒

カタリナ できるならやる︒捕まりなんかしない︒それに⁝⁝︵オルカを見る︶
︒

ヌル さらに機動力もありますから︒最適なんです︒

カタリナ 向こうに取ってみれば︑わたしは﹁敵の親玉﹂
︒それは当然囮だよね︒

マルタ カタリナ様⁝⁝︒

カタリナ やる︒

マルタ それは盻眇︒

ヌル 皆さんがよければ︑ですかねぇ︒特にカタリナは囮役なので︑危険度高いですし︒

ＧＭ 悲痛だ︵笑︶
︒では︑ヌルが作戦を立てて不意打ちする感じですか眤

ヌル そろそろ他の人にも褒められたいんです⁝⁝︒

オルカ ︵肩を叩いて︶大丈夫︑俺は見ている︒

カタリナ そこか眄︵笑︶

ヌル ワタシだってたまには活躍して︑賞賛されたいんですよ眄︵笑︶

マルタ 意見には賛成の上で⁝⁝ヌルが真面目なことを言っていると︑違和感が︒

⁝⁝加えて言えば少人数すぎるから不意打ちじゃないと力を発揮できない︒

ヌル 我々は少人数ですが︑戦力はかなりのものですよ︒うまく使えば相当な効果が出る︒

カタリナ えっ︑できるの眤

ヌル いやあ今奮闘しているならば︑逆に不意を突いて相手を壊滅させられないかなと︒

オルカ ヌル︑どうかしたのか眤

50

ＧＭ なるほど︑了解です︒ではその作戦が成功するかどうかは︑いくつか判定などを挟み

ヌル 効果があれば儲けもの︑ということで盻眇︵あれこれと説明する︶
︒

ＧＭ ほほう︒

ヌル 基本はそちらで︒⁝⁝ついでにもう少し工夫しますかね︒

ＧＭ では不意打ち作戦でいく︑ということでよいですか眤

決戦のプレリュード

つつやりましょう︒
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一同 はーい︒
＊ ＊ ＊
砦では︑兵士たちが激しく干戈を交えていた︒
いずれは数の差が士気を磨り潰すかもしれない︒

数は攻め手の森の民が上回っていたが︑守備兵は意気軒昂にして︑砦という盾がある︒
だが盻眈眇

ＧＭ ⁝⁝ということで︑まずは敵の横合いからカタリナがなだれ込む︑ということでよい

すなわち︑カタリナ・ファーガルドの︑疾風迅雷の如き救援である眄

その先頭には︑銀髪褐色肌の美しき君主︒

遠方より︑砂塵を巻き上げ迫り来る兵士たち︒

は︑ここにいるぞ眄﹂

﹁よくぞ耐えた︑ファーガルドの勇士たちよ眄 この旗を見よ眄 カタリナ・ファーガルド

なぜなら盻眈眇

いや︑それは彼らの大きな誤算だ︒

数日眤

﹁あと数日ならば持ち堪えてみせる眄﹂

勇気は部隊全体に伝わり︑皆を支える柱となった︒

絶対的な確信が︑勇気となってハンスを突き動かす︒

そして︑その英雄たるカタリナならば︑必ずや援軍を派遣してくれるという信頼︒

騒乱を無血で救った英雄への尊崇︒

ハンスにはふたつの想いがあった︒

ーガルドを︑護るんだ眄﹂

﹁一矢でも多く撃て眄 時を稼げば援軍が来る眄 この国を盻眇カタリナ殿下が救ったファ

そう叫ぶのはハンス︒カタリナに礼を言った青年だった︒

﹁砦の裏を取られるな眄 回り込もうとするヤツらを集中的に攻撃するんだ眄﹂
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ですか眤
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カタリナ はい眄 ファーガルドの旗を掲げて︑なるべく目立つように眄

ないしは︿聖印﹀で判定してください︒目標値は で︒

ＧＭ 了解です︒では︑どれだけ目を引けるかどうかをまず判定にて決めましょう︒
︿話術﹀
︑

オルカ その横に俺も控えている︒

54

カタリナ じゃあ︿聖印﹀で⁝⁝⁝⁝︑よし で成功眄

16

敵・ 味 方 共 に 驚 愕 で 戦 場 が 止 ま り ま す ね︒
﹁ か︑ カ タ リ ナ 様⁝⁝ 眤 ﹂
﹁ ま さ か︑ 本

魔人の盾︒

盾だ︒

だが︑すべては無力︒

天より矢が︑地より槍が︑叢林のごとくにカタリナへと伸びる︒

オルカ それは︑俺が防ごう︒

ＧＭ 指示に応じて︑
〝森の民〟たちは一斉にカタリナへと刃を向け︑矢を射かけます︒

ヌル それなりの反応の早さ︑ですかねぇ︒

カタリナ お︑食いついた︒

ナ眄 ファーガルドの首魁がひとり眄 捕らえよ眄 殺してもよい眄﹂

ね︒
〝森の民〟の最奥から野太い声で指示が盻眇神官グリーズが叫びます︒
﹁そやつはカタリ

ＧＭ しかし硬直したのは瞬間のこと︒なによりも聖印という揺るがぬ証拠がありますから

カタリナ だねー︵笑︶
︒

ったのだから︵笑︶
︒

マルタ それは驚きますよね︒⁝⁝我々だって︑こんな場面に出くわすなんて思っていなか

ろに眤 なぜ眤﹂と驚いています︒

物眤﹂
﹁しかしあの聖印は確かにカタリナ様の⁝⁝眄﹂と慌て︑敵も﹁総大将がこんなとこ

ＧＭ

の刃の錆となろうぞ眄﹂

踏み入ろうとするのであれば︑ファーガルド王アロイス陛下が名代カタリナ・ファーガルド

﹁
〝森の民〟よ眄 ここから先は我らファーガルドの地眄 素直に去るならばそれでよし︒

カタリナが掲げる旗の上に聖印が輝き︑凜とした声が響く︒

18

青と白とに塗り分けられた︑強靭なる皮を持つ異形の魔人が︑その身を盾としてカタリナ

それは︑変容したオルカだった︒

人か眤 否︒

シャチか眤 違う︒

を護ったのだ︒

決戦のプレリュード
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もはや人の面影はなく︑ただ澆々と哀しき音色の呼気を放つのみ︒

ＧＭ ⁝⁝⁝⁝︿武器﹀属性のダメージが︑ ︑ ︑ の三回です︒

オルカ ︵うなずいて︶それで︒

バーリングする前提で︒

ＧＭ それでは︑まとめて三回ほどカタリナに攻撃をしますね︒もちろんすべてオルカがカ

56

48

39

ＧＭ 了解です︒では攻撃をしてダメージを出してください︒

カタリナ あ︑こっちも眄

オルカ 任せろ︒⁝⁝ついでに反撃もしておきたい︒

カタリナ 頼りになるなあ︒ありがとう︒

マルタ 相変わらずの防御力︒

ほとんどＨＰ減ってない︒

オルカ すべてに︽金剛不壊︾を使用︒
︵ダイスを振りつつ︑ダメージを計算して︶うん︑

45

澆眄

カタリナ わたしは︽人騎連撃の印︾で攻撃する眄

オルカ ここは派手にいこう︒
︽ウェルテクス・バースト︾を使って︑相手を吹き飛ばす︒

決戦のプレリュード
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胸の発電器官より必殺の紫電が迸る︒

オルカは︑咆哮た︒
ウェルテクス・バースト︒
瞬時に焼かれ︑焦がされ︑吹き飛ばされる森の民︒

そう呼ばれる︑地を走る雷撃の怒濤︒

自らが跨る巨大トカゲを巧みに操り︑残る森の民を大鎌で薙ぎ払う︒

そして︑その雷撃とほぼ同時に︑オルカの陰から飛び出すカタリナ︒

圧倒的だった︒

カタリナ こちらは︿武器﹀属性で 点眄

オルカ ダメージは︿炎熱﹀属性の１１０点︒

58

マルタ 含みを持たせるなあ︵笑︶
︒

ヌル あ︑冗談です冗談ですよ︒今は仲間です︒今は︒

ＧＭ ﹁こ︑婚約者眤﹂といきなりいぶかしげな顔に︒

カタリナ 噓だー眄︵笑︶

ヌル ワタシの名はヌル︒カタリナ様の婚約者です︒

ＧＭ 突然に現れたヌルに︑そりゃあ目を白黒させますね︒
﹁あ︑あなたは眤﹂

開かないでくださいよー︒

ヌル おっと︑そこにはワタシが現れましょう︒⁝⁝はいはい︑大丈夫ですから砦の正門は

の外に打って出るか眞﹂
﹁だが︑それは⁝⁝﹂と戸惑い気味です︒

ＧＭ そして砦にこもっていたファーガルド軍も︑
﹁カ︑カタリナ様を護らなければ眄 砦

マルタ かなり強固な指令を発しますね︒

ヌル あー︑やっぱり頭を取らないとダメですねえ︒

首さえあればこちらの勝ちだ眄 ゆけ眄﹂という神官グリーズの一言で戦意を取り戻します︒

なってかなりの人数が戦線離脱します︒しかし︑
﹁ひるむな眄 何人死のうと︑その小娘の

ＧＭ ぐお︑結構なダメージが来た⁝⁝眄 では︑
〝森の民〟はカウンターを受ける格好に
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ヌル そりゃあ当然︑こうするのです︒

ＧＭ ﹁ひとりでって︑一体何を盻眇﹂

でやりますから︒

ヌル ともあれ︑皆さんはここから弓で敵を狙ってください︒追撃するのはワタシがひとり
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︻強く長き多肢の王眄 圧縮省略眄 クラーケン眄︼

59

詠唱⁝⁝というにはあまりにも短い〝呼びかけ〟を行ない︵古今稀に見るほど大胆不敵な

83

﹁さぁ︑仕上げは頼みますよ眄﹂

ヌルは満足気にうなずき︑眼鏡をくいっと直した︒

︵召喚の効果は上々︑といったところですね⁝⁝︶

そのようなものの存在を知る由もない森の民は︑恐慌状態に陥った︒

巨大で︑獰猛︒

本来は海にいるべき怪物が現れたのだ︒

ヌル はっはっは︑実力ですよ眄 ⁝⁝ダメージは︿武器﹀属性の 点です︒

オルカ 前から思っていたけれど︑ヌルはダイスの出目がいい︵笑︶
︒

カタリナ なんかあっさりと眄

我が采配を見るがいいー眄 ⁝⁝あ︑クリティカルした︵笑︶
︒

ヌル せっかくだし︑
︽多重投影︾も使ってクラーケンをさらにパワーアップさせましょう︒

クラーケンの攻撃を行なってもらいましょうか︒

ＧＭ ひとりで軍団並みの戦力を出現させられるのは︑召喚魔法の強みですね⁝⁝眄 では

れで挟撃の形にもなる︒

ヌル カタリナとオルカの攻撃によって︑砦から意識は逸れているはず︒ついでに言えばこ

ＧＭ ﹁任せてくだせえー眄﹂

ヌル なんかこいつ憎めません︵笑︶
︒⁝⁝さあ︑今日も暴れますよ眄

カタリナ そうだ︑こんなキャラだった︵笑︶
︒

那眄 また呼び出してもらって光栄でさあ眄﹂とクラーケンがヌルにしかわからない声で︒

ＧＭ 地響きを上げて︑クラーケンが砦の前へ降り立ちます︒そして︑
﹁ひゃっはー眄 旦

頭足類に酷似した姿を持つ︑恐るべき混沌投影体である︒

クラーケン︒

略式詠唱である︶
︑ヌルは巨大な海魔を召喚した︒

60

ＧＭ 了解です︒では︿隠密﹀と︿知覚﹀の双方で判定してもらいましょう︒目標値はどち

り抜け︑神官を探します︒

マルタ では︑そろそろこの神官の居場所を明らかにしましょうか︒⁝⁝混乱する敵軍をす

ぞ眄﹂という声が飛びます︒

ＧＭ これは大混乱になりますな⁝⁝︒再び神官グリーズの﹁乱されるな眄 敵はひとり
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らも です︒
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18

で成功︒

マルタ ︿隠密﹀は余裕で成功︒
︿知覚﹀は⁝⁝念のため天運を 点使いましょう︒⁝⁝よし︑
1

目指す先には盻眈眇

物理的・精神的な死角を歩み︑最奥部へひたひたと忍んでゆく︒

だが︑その名を知る者あれど︑姿を見る者はなし︒

拷問の女王マルタだ︒

右手に鋏︑左手に針︒

混乱する敵陣を︑影がするりと駆け抜けてゆく︒

20

れたら成功ということにします︒本来不意打ちに対しては回避の判定にペナルティを受ける

ＧＭ もし挑戦するならば︑グリーズに一回だけ攻撃をして︑一定以上のダメージを与えら

マルタ ですね⁝⁝︒

カタリナ でも︑やる価値はあるよね眄

オルカ さすがに甘くはないか︒

ＧＭ 手練れの護衛が数人ついているので︑かなり難しいとだけは伝えておきましょう︒

マルタ 問題は︑一撃でとらえられるかどうかですが⁝⁝︒

オルカ ぶれない︵笑︶
︒

マルタ はい︒拷問します︒

カタリナ い︑いや︑そこは適宜に⁝⁝ね眤

マルタ つまりそれは﹁拷問をしろ﹂ということですね眤 わかりました︒

カタリナ ついでに何を企んでいるのか知りたいね︒

ヌル 頭領を倒せれば︑戦闘は終わりでしょう︒

マルタ ⁝⁝よし︒

とに成功しました︒

ＧＭ というわけで︑マルタはグリーズに見つからずに︑彼をある程度の距離に捕捉するこ

神官グリーズ︒森の民の指揮官︒

﹁ひるむなと言っている眄 我らが神に血を捧げる使命を忘れるな眄﹂

62

を使って︑一撃目に針を投げ︑その後近づいてハサミで攻撃をします︒

マルタ はい︒私は火力に自信が無いので︑天運はそちらに温存しましょう︒
︽双牙双殺︾

カタリナ うん︑がんばって眄

マルタ 了解︒⁝⁝トライしない理由はないですね︒

んですが︑護衛を従えているので相殺ということで︒
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ヌル うう︑宣言聞いているだけで絵面が恐ろしい︵笑︶
︒

63

マルタ 神官グリーズが見えない位置から針を投擲眄 ⁝⁝命中判定は 眄
26

ＧＭ ⁝⁝回避は で失敗︒護衛の合間をぬって︑針がグリーズに突き刺さります︒

64

マルタ ダメージは︿武器﹀属性 点︒

16

25

ＧＭ 達成値は ︒回避︑成功ですね⁝⁝︒

マルタ うわ︑ここで出されるか眄

カタリナ えええええええええっ眄

ＧＭ ⁝⁝あっ︑回避判定クリティカル眄

だが︒

確実に仕留めるはずの呼吸︒

殺意を自覚するより早く︑得物はグリーズの四肢へと伸びていた︒

︵盻眈眇墜ちろ︶

マルタ そこにもう一撃眄 ⁝⁝命中判定は 眄

ＧＭ 細い針とは思えぬダメージだ⁝⁝︒
﹁ぐわっ眄﹂と声を上げて体勢を崩すグリーズ︒

49

3

マルタ 特に答えは無く︑武器を構える︒

紋使いか﹂

ＧＭ そこでようやくグリーズはマルタに気がつきます︒
﹁お前は⁝⁝︑ファーガルドの邪

マルタ チッ⁝⁝眄

しましょう︒

体勢を立て直そうと護衛に摑まり︑それが無意識の盾になってマルタの攻撃を防いだ⁝⁝と

ＧＭ どうやらそのようですね︒それではマルタが飛びかかろうとしたその時︑グリーズは

オルカ 向こうに運があったか︒

使っても達成感が足りない⁝⁝︒

マルタ ︵自分のデータを見直して︶私の持っている特技だと達成値を できるだけなので︑

ＧＭ ヌルは砦に位置してクラーケンを操ってますから︑さすがに届かないですね︒

ヌル しまった︒ワタシが前に出てたら︽アクシデント︾で達成値を下げられたのに︒

オルカ これは⁝⁝︒

29

シュ様に捧げるに十分な命眄﹂

ＧＭ ﹁だろうな︒しかし︑ファーガルドのロードとなれば我らが〝白き無貌の神〟ブラン

マルタ ただの偶然よ︒

贄を求めて来てみれば︑まさかロードがいるとは﹂

ＧＭ ﹁その技量︑ロード直属と見た︒やはりアレはカタリナ・ファーガルドか︒くかか︑
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カタリナ ⁝⁝お眤
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マルタ 何か︑重要そうな名前が出てきましたね︒

ＧＭ その後︑
〝森の民〟はバラバラに魔境へと撤退していきます︒追撃とかはします眤

カタリナ 仕方がないね⁝⁝︒

す︒こちらはひとりですし︒

マルタ そうされるのがわかっていたから︑一撃で捕らえたかった⁝⁝眄 ここは見逃しま

よ眄﹂と指示します︒
〝森の民〟はわらわらと集まり︑グリーズを逃がす壁になる︒

ＧＭ はい︒グリーズは周囲の〝森の民〟に﹁撤退だ眄 お前たちは盾となって我を助け

マルタ 逃がすか眄 ⁝⁝とは言うけれど︒

にしてしゃくだが︑今は下がらざるをえんな⁝⁝﹂と言います︒

ＧＭ ﹁恐ろしい殺気よ﹂とグリーズは言ってから︑周囲の状況に目を走らせて︑
﹁獲物を前

マルタ ではふたりを代表して私が言う︒⁝⁝その話︑詳しく聞かせてもらおうか︒

カタリナ オルカも眄︵笑︶

オルカ ︵大声で︶その辺︑もっと詳しく眄︵笑︶

とオルカをちらりと見て︒
﹁我らが神の力を感じる邪紋使いだと⁝⁝眤﹂

ＧＭ さらにグリーズは言います︒
﹁だがファーガルドは不思議なヤツを飼っているものだ﹂

カタリナ いや︑ヌルは見えてないでしょ眄︵笑︶

ヌル ︵大声で︶その辺︑もっと詳しく眄

66
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カタリナ したくはあるけど︑追いかけるのが魔境だと危ないよね眤

オルカ 後︑他のキャラクターへの感情も決められたはず︒

ＧＭ 誓いは他の人と共有できますので︑そちらもお忘れ無く︒

マルタ 前回は天運のおかげで切り抜けましたからね︒

カタリナ 天運眄 重要眄

できます︒

ＧＭ そうですそうです︒自分の信念に基づく誓いを取得することで︑天運を増やすことが

ヌル プレッジシーン眄 ⁝⁝なんでしたっけ︒誓いとかを取るんでしたか︒

ＧＭ では︑ここでプレッジシーンを挟みましょう︒

◆プレッジシーン１◆戦い終えて

ヌル あ︑あれ︑これで終わりですか眄 ワタシが褒められるターン眄

オルカ そうしよう︒

カタリナ とりあえず砦の中で聞こうか︒

マルタ さっきグリーズから聞いた話をみんなに教えなければなりませんしね︒

ＧＭ では︑ヌルの鼻が勢いよく伸びたところで一旦シーンを閉じましょう︒

ヌル はっはっはっはっは眄 はっはっはっはっは眄

オルカ 俺はずっと見ていたぞ︵笑︶
︒

カタリナ すごい眄 ヌルすごい眄

ヌル そう︑もっと褒めて眄 ワタシを見て眄︵笑︶

マルタ 今日ばかりは認めざるを得ないですね︒

ヌル はっはっは︑ざっとこんなもんですよ眄 ワタシの作戦勝ちです眄

カタリナ 作戦勝ちだね︒

オルカ それでも完勝じゃないのか眤

カタリナ うん︑じゃあやめておく︒

マルタ こちらの数は少ないですし︑やめておくのが賢明かと︒

ヌル 地の利は向こうになるでしょうねぇ︒

68

ＧＭ さて︑そろそろ決まりましたか眤

手元のルールブックをめくり︑わいのわいのと話しながら因縁と誓いを決めていく一同︒

ＧＭ 因縁ですね︒そちらも取得できます︒⁝⁝というわけで︑ご自由にどうぞ眄
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一同 はーい︒
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ＧＭ それでは︑報告をお願いします︒

©Shunsaku Yano, Kou Shigenobu, sun-3, NOCO 2014

ＧＭ では︑これでプレッジシーンを終了しましょう︒それでは続きを︒

ヌル 変に仲いいですよねぇ︑ここ︵笑︶
︒

オルカ 釣りにも行ってたからな︵笑︶
︒

ＧＭ 一巻に引き続いて︑また幸福感ですか︵笑︶
︒

った︒

オルカ 物事を気にしてないだけの気もする︒因縁はヌルにメイン幸福感︑サブ連帯感で取

カタリナ 器が大きいなあ︒

オルカ 俺の誓いは仲間を護るで︒今はこれで十分︒

マルタ 同じタイプの邪紋使いですから︒自分を使う主が欲しいんです︒

ＧＭ そのへんは師匠のリーザと似てますね︒

ます仕える決心を新たにしました︒

マルタ 私は因縁はカタリナ様への︑メイン忠誠︑サブ期待で︒前の事件で成長され︑ます

カタリナ いや︑しないからね眤︵笑︶

ヌル 誓いは﹁カタリナを不幸にしない﹂で︒ふふふ︑結婚の誓いにもとれますよ︒

ＧＭ そこもぶれないですねえ︵笑︶
︒

しさで取りました︒

ヌル 働いてよかった眄︵笑︶ あ︑ちなみにワタシはカタリナに感情メイン純愛︑サブ寂

カタリナ いや︑ずーっと釣りばっかりだったから⁝⁝︵笑︶
︒

ヌル 見直し眄 見直された眄 ⁝⁝あれ︑じゃあ今までは眤

カタリナ 後はヌルに︑感情はサブが食傷で︑メインは信頼⁝⁝っていうか見直しかな︒

オルカ 納得だ︵笑︶
︒

カタリナ あの︑やり過ぎなければいいなあっていう⁝⁝︵笑︶
︒

オルカ 脅威眤

カタリナ ありがとう眄 因縁はまずマルタに︒感情はメインが連帯感で︑サブが脅威かな︒

マルタ 君主らしい︑すばらしい誓いだと思います︒⁝⁝私もその誓いを共有します︒

女のクレストも︑
〝森の民〟も︑メディニアも︑ウチの不安になるならば解決したい︒

カタリナ じゃあわたしから︒誓いは﹁ファーガルドの不安を取り除く﹂を取りました︒聖

70
決戦のプレリュード
71

