
TRPG リプレイ 
	 	 アリアンロッド・リプレイ・ブラッディ 
	 ■深紅の石姫■	 	 	 計５時間 
	 	 ２０１５年４月	 	 	 書き起こし：マイヤ 
※今回のシナリオは、ネットにて拾ったものを改良して利用しております（シナリオ作成者

の意向でリンク等は貼りません）  
 
 
†ブラッディ★アニマル†	 ギルドレベル４ 
所持ギルドスキル	 《蘇生》、《ギルドハウス》、《強化》、《祝福》 
 
ＧＭ	 マイヤ 
	 今回、はじめて「プレイヤー兼サブＧＭ」をひとりのＰＬにお任せしてみた。改良点は多々

ありつつも、いつも一人舞台だったＮＰＣの掛け合いが会話になっただけで満足。 
ＰＣ１	 ひめねこ	 「コトハ」 
	 キャラクターレベル６のメイジ／サモナー。 大ＨＰ３３、 大ＭＰ６２、フェイト５。 
ＰＣ２	 ピストーレ	 「ダイス」 
	 キャラクターレベル５のシーフ／ガンスリンガー。 大ＨＰ４７、 大ＭＰ３９、フェイ

ト５ 
ＰＣ４	 リリア	 「ナル」 
	 キャラクターレベル６のウォーリア／バートル。 大ＨＰ６２、 大ＭＰ３７、フェイト

５。 
ＰＣ４	 久保田慎也	 「ラウド・ヴィール」 
	 キャラクターレベル３のアコライト／メイジ。 大ＨＰ２７、 大ＭＰ４８、フェイト５。 
ＰＣ５兼サブＧＭ	 鈴太	 「フィオナ」 
	 キャラクターレベル４のメイジ／メイジ。 大ＨＰ２７、 大ＭＰ５６、フェイト５。 
 
	 珍しく地震があった１週間後。現れたのは、ひとりの依頼人。 
	 よどんだ血のような深紅の石を髪に飾った高貴な令嬢は、山頂の神殿までの護衛を依頼

した。 
	 旅が終わるとき、令嬢の顔に浮かぶ笑顔は、喜びか、悲しみか……。 
	 	 アリアンロッド	 『深紅の石姫』 
	 冒険の舞台が君を待つ。 
 
ＧＭ	 フィオナプレイヤーさんがシナリオ初参加ということで、死亡ルールはナシでいき

ます。今回は、パーティ全員が戦闘不能になったら、ローザさんが派遣した神官団が助けに



来ます。オフで観光してたロートくんが混じってるよ！ 
前キャンペーンから参加してたナルプレイヤー	 マジか、今回も負けても楽しみ（笑）。 
ＧＭ	 今回、ラウドくんとフィオナちゃんをギルド入りさせることを、プレイヤーの目的と

して下さい。ただ、シナリオの進行上、フィオナちゃんのギルド入りはエンディングです。

シナリオ 中は認めません。 
ダイス	 は？ 
ＧＭ	 ラウドくんは自由にして下さい。ギルドスキルの恩恵を受けられるので、早めのギル

ド入りをオススメしておきます。 
ナル	 フィオナをギルドスキルで回復してあげられない……！？ 
ＧＭ	 ですです。知っての通りメイジは紙体力なので、フィオナの戦闘不能率は高いと思わ

れます。アコライトがいて弱音は聞かないのでがんば。 
ナル	 確かに（笑）。 
ＧＭ	 そして、今シナリオの目玉！	 フィオナちゃんは、プレイヤー兼サブＧＭとして遊ん

でもらいます。わかりやすくシナリオヒロインです。「事情持ちの怪しい依頼人」ポジです。 
コトハ	 ふぇ！？ 
ＧＭ	 基本的には、フィオナもふつうにプレイヤーとして遊びます。が、事前に打ち合わせ

して台本を渡してあります。イベントが起きたら、思わせぶりなこと言います。 
フィオナ	 演じられるか自信ないです……！ 
ＧＭ	 適当で大丈夫だよ。わたしの演出も８割ノリだよ。 
ナル	 それは嘘だ、マイヤさんいつもシナリオ量すさまじいじゃん！（笑） 
ＧＭ	 今回の改良シナリオはたったの１５枚ダヨー★ 
	 台本・「なんでこんなセリフを言うのか」の解説・シナリオにおけるフィオナの行動理念

は説明してますが、細かいイベント内容は教えてません。ので、どのタイミングで戦闘起こ

るのかなどは、フィオナちゃんも知りません。 
	 リプレイ的には、台本部分は「」書き、その他（フィオナプレイヤーさんのアドリブや素

直な感想など）は地文で書き分けています。 
全員	 了解ですー。 
 
 
 
	 	 マスターシーン――解ける封印 
 
	 天然の洞窟の中、湖が広がっている。たいまつが灯り、ほのかに明るい。湖面はエメラル

ド色の鏡のよう。 
	 静かな湖面に、突如、さざなみが広がった。 
	 さざなみは少しずつ広がり、同時に大地も揺れ始めた。地面が割れてしまったらしく、



徐々に水が引いてゆく。 
	 激しく揺れる湖面に、異物が現れる。揺れが収まった後、水面にはよどんだ深紅の石が露

出していた。 
	 じわり、石から黒い気配がもれだしたとき、上方から二人分の声がする。 
 
ＧＭ	 「すごい揺れでございましたね。松明を置いてきてしまいましたが、大丈夫でしょう

か」 
フィオナ	 「地面は土よ、そうそう燃え広がらないわ」 
ＧＭ	 「いちおう確認しておきましょう……湖が消えている！？」 
フィオナ	 「……何かしら、あの石？」 
ＧＭ	 ランタンを持った人影ふたつ、階段を降りて現れたところで場面が暗転して、マスタ

ーシーンが終了します。 
フィオナ	 ……やっぱり、緊張しますね……！ 
ＧＭ	 いえいえ、充分ですよ～、その調子でお願い～。 
ナル	 っていうか、そういうこと！？	 サブＧＭとか新しい試みだなって思ってたけど、マ

イヤさんのキャラ（クローネ）がフィオナと会話したいだけ！！？？ 
ＧＭ	 それもあるけど、純粋にシナリオ的にフィオナが活きると判断したからだよ失礼

な！	 それもあるけど！！（笑） 
 
 
 
	 	 オープニング０１――令嬢の依頼 
 
ＧＭ	 改めて、５人が知り合うオープニングフェイズ。ギルド†ブラッディ★アニマル†は、
神殿前でビラ配りをしています。 
フィオナ	 すみませんもう一度お願いします！？ 
ＧＭ	 ダイス・コトハ・ナルの所属するギルド†ブラッディ★アニマル†は、神殿前で、ギル
ドメンバー募集のチラシを配布しています。 
フィオナ	 ！！？？ 
ＧＭ	 １週間前から、神殿はにぎわっています。神殿の話題は、もっぱら「１週間前の深夜

の地震」について。エリンディル大陸に地震は少なく、備えも不十分なため、結構な数の負

傷者が出ました。 
ナル	 ふえー。 
ＧＭ	 困っている人もボランティア希望の人も神殿に集まるので、ダイス達は「今だ！」と

ばかりにビラを配っています。ラウドは、アコライトとして何かできることはないかと神殿

に来て、チラシを配られたことにしようか。登場して。 



ナル	 †ブラッディ★アニマル†でーす♪（チラシを差し出す仕草） 
ダイス	 ギルドメンバー募集中ッ★	 きみも入らないか！？ 
コトハ	 すみませんすみませんすみません！ 
ラウド	 チラシを受け取って、硬直。あの後ろで謝っている女の子は、大丈夫だろうか……。 
ダイス	 だぁいじょうぶ、ちょっと心配性なだけでして！ 
ラウド	 ダイスくんは１３歳、コトハちゃんは１４、ナルちゃんも１６か……保護者はどこ
だ、と心の中で心配している。 
ＧＭ	 アリアン世界において、１３歳って働いてる人は働いてる年齢だから、保護者がいな

くても不自然ではないと思うよ。 
ナル	 依頼も募集中っ★ 
ＧＭ	 ナルの言葉に反応し、よどんだ深紅の石のついた結い紐で髪を縛ったエルダナーン

の令嬢から声がかかります。 
フィオナ	 「あなたがた、冒険者ですね。わたくしの依頼を受けて頂けませんか？」 
ナル	 オッケー！！ 
フィオナ	 即決っ！？ 
コトハ	 ナルちゃん待って……っ！？ 
フィオナ	 し、詳細説明していいです？（焦） 
「ミネガー山の山頂に、小さな神殿があります。ぜひ見に行きたいのです。さすがに１人だ

と不安ゆえ、護衛をしてほしいのです。わたくしも自衛はできるから、戦闘で足手まといに

はなりません。成功報酬は、ギルドで２３００Ｇでいかがでしょうか」 
ダイス	 受けた。 
ＧＭ	 ２３００Ｇは、ブラッディ達の冒険者レベルから考えるとかなり高額ですね……っ
て、ギルドマスターも即決した！？（笑） 
ナル	 コトハもいいよねっ？ 
ダイス	 い・い・よ・な？ 
コトハ	 （断るに断れない） 
ＧＭ	 タイプ違うけど、暴走の仕方がまったく同じで２倍って迷惑極まりないな（他人事）。

ラウド、反応ある？ 
ラウド	 心配だし、ついていきたいんですが……と言い出す、かな。 
ナル	 まーじでー？	 ギルド入っちゃうー？ 
ダイス	 コトハも回復できるけど、回復役が２人いると安心だな。 
ナル	 だよねー！	 ダイス、この前のランダムダンジョンで、仲間もＮＰＣも見捨てて逃げ

たもんねー！ 
ダイス	 回復役がいないと逃げちゃうなー！ 
ラウド	 ついて行かざるを得ない状況になった！？ 
ダイス	 で？	 ギルド、入るよな？ 



ラウド	 え……っ。 
ダイス	 入るよな？ 
ラウド	 え、あ、……はい。 
コトハ	 おにいさん、ちゃんと考えていいんだよ！？	 すごいじっくり考えていいんだ

よ！？ 
ダイス	 コトハだまれ。 
ナル	 わーい！	 ヒューリンのおにいさん、ナルの１２人目の友達ね！	 で、依頼人のおね

えさんは１３人目！！	 ふたりとも、お名前はー！？ 
ラウド	 ラウド・ヴィールと申します。 
フィオナ	 フィオナといいます。 
ナル	 ラウドとフィオナねっ！	 よろしくー！！ 
ダイス	 イエー！！（ぱちぱち） 
ＧＭ	 これ、ラウドがギルド入りしたって結論でいいの？	 ホントに？ 
ラウド	 あ、ああ……ギルド入った。 
ＧＭ	 では、キャクターシートのギルド欄に、ギルド名を書きましょう。じゅうじかぶらっ

でぃくろいほしまーくあにまるじゅうじか。 
フィオナ	 ち、ちょっと待って下さい……！？	 十字架！？	 星マーク！？ 
コトハ	 （キャラシを差し出しながら、小声で）ごめんなさいごめんなさいごめんなさい

……！ 
ＧＭ	 すごいよねえ。リアルで何日もかけて、考えに考えた末のギルド名がコレだぜ。 
	 今回のギルド名は、シナリオ『眠れる森の妖精姫』にて、プレイヤーとして参加していた

ダイス・ナル・コトハのプレイヤーで決定した。 
	 ダイスが猫族・ナルはドラゴン乗り・コトハは使い魔の黒猫がいること、ランダンにてや

たら攻撃的なキャラロールが目立つことに加え、「厨二テンションを楽しんでナンボだ

ろ！！」という悪ノリの結果がコレである。 
プレイヤーが爆笑中フィオナ	 わたくしの考えていた格好良さと違う……！？ 
ナル	 （曇りのない声で）カッコイイでしょー！？ 
ダイス	 （陶酔した声で）マジすごいっしょ、おれたちのセンスを絞りに絞っただし汁が溜

まったような、このネーミングセンス！！！ 
ＧＭ	 君らのキャラロールがすごいわ。 
フィオナ	 ここに依頼してよかったのかしら……。 
 
 
 
	 	 オープニング０２――フィオナの従者 
 



ＧＭ	 ダイス達が依頼を受けると決めた直後、凛とした声が響きます。	 「神殿前で騒いで

いるのは、貴方がたですか？」	 神官のローザです。 
ナル	 わあっ。すいません！ 
ＧＭ	 礼儀正しく謝罪された……。ローザは、皆の顔を確認すると納得したような表情にな
る。	 「……ああ、†ブラッディ★アニマル†の皆さんですか」 
ダイス	 そうだ、おれたち！	 新しいギルドメンバーも加わった†ブラッディ★アニマル†
だ！ 
ＧＭ／ローザ	 「それはおめでとうございます……？」 
ダイス	 なんでそんな困ってるん。 
ＧＭ	 ダイスのテンションがおかしいからだよ！？（笑）	 とりあえずラウドに一礼してお

く。 
ラウド	 僕も会釈を返します。 
ＧＭ	 ラウドからフィオナに視線を移したローザは、珍しく、わかりやすく驚いた表情。	 

「フィオナ嬢ではありませんか？	 お久しゅう存じます。サヤヒ家が娘、ロザリンデにござ

います。フィオナ嬢におかれましては、ご健勝のようでなによりにございますわ」 
ナル	 お？ 
フィオナ	 「……ええ。久しぶりですね」 
ＧＭ	 親しげなローザに比べ、フィオナの声は憂鬱そう。 
ナル	 え、え、ふたり、友達っ？ 
ＧＭ／ローザ	 「フィオナ嬢の御家は、私の家と付き合いがあったのです。私は神の道に入

ったので、ここ何年かはお会いしていなかったのですけれど」 
ナル	 知らなかった……！	 依頼人さんと神官のおねえさんが友達だったなんて……！ 
ＧＭ	 ライフパスにより身分を隠せないフィオナのみならず、ローザがイイトコのお嬢さ

んだという事実が明かされつつ。ローザはいぶかしげに問います。	 「フィオナ嬢は、何を

依頼なさったのです？」 
ナル	 えっと、どっかの神殿に行くんだって！	 やま？	 なんたら山に行くの！ 
フィオナ	 ミネガー山です……。 
ＧＭ	 依頼人に補足させやがった（笑）。	 「ミネガー神殿へ？	 ミネガー湖は清浄なる湖、

きっと女神アエマのご加護をもらえますわ……とはいえ、１週間前に地震があったばかり
ですのに。クローネは止めませんでしたの？」	 ローザはフィオナの背後を確認し、顔を曇

らせます。	 「フィオナ嬢のそばにクローネが控えていない……まさか、あの地震で？」 
フィオナ	 「クローネは死んでなどおりません！」 
ダイス	 チッ。 
ナル	 ダイスなんでいま舌打ちしたの！？（笑） 
ＧＭ	 ダイス後で覚えとけよ。ローザの言葉に声を荒げたフィオナは、すぐに気まずそうに

続けます。 



フィオナ	 「……申し訳ありません。あの者はいなくなった。それだけですわ」 
ナル	 ほうほう。くろーねさんってダレ？	 お友達になれるの？ 
フィオナ＆ＧＭ	 お友達！？ 
ＧＭ	 お、お友達になれる、かなぁ……？（汗）	 とりあえず、ローザが様子のおかしいフ
ィオナを気遣って、小声でナル達に説明します。	 「クローネはフィオナ嬢の従者です。忠

実で頑強、護衛としてフィオナ嬢も重用しておりました。……フィオナ嬢は否定しておりま
したけれど、もしかしたら、クローネは既に命を落として……」 
ナル	 （楽天的に）えー？	 大丈夫だよ、きっとなんとかなるって～。 
ダイス	 ハッ。「なんとかなる」とイイなぁ？（嘲笑） 
コトハ	 だ、大丈夫だよっ。 
ＧＭ	 「私は余計な事を言ってしまったようですし、これで失礼させて頂きます。……チラ
シ配りはほどほどに」	 ローザは一礼して、神殿へきびすを返します。 
コトハ	 ほんっっとにすみません……！！ 
ナル	 ほどほどに、だってーダイスー！ 
ダイス	 いつもどおりでいいだろ？ 
ラウド	 この後、君達、僕達は依頼があるでしょう！	 今日はここまでにしませんか！？

（必死） 
ナル	 そだねー！ 
コトハ	 （不安そうにダイスを見る） 
ダイス	 （不満げ） 
ＧＭ	 帰って！	 オープニングフェイズ終われないから！	 頼むから帰って！（泣） 
コトハ	 帰りましょう戻りましょうギルドハウスに！！ 
ダイス	 仕方ないな……帰るか、†ブラッディ★アニマル†のギルドハウス、†ブラッディ★ハ
ウス†へ！！ 
フィオナ	 血まみれの……家……？ 
ラウド	 ギルド入りしたってことは、これからソコが僕の拠点……！？（愕然） 
 
 
 
	 	 ミドル０１――つづら折りの山脈 
 
ＧＭ	 翌日、依頼をこなしに出発するよー。 
ナル	 （フィオナのフィギュアを移動させる）依頼人は真ん中で守るよっ！ 
ＧＭ	 おお、真面目に仕事をしている。翌日、†ブラッディ★アニマル†はフィオナに……あ。
ごめん、シナリオに「フィオナに先導され」って書いてある。フィオナが前だ。 
ナル	 なんでメイジが前に出てるの！？ 



ダイス	 死を覚悟している……。 
ＧＭ	 フィオナに先導され、一行はミネガー山脈を登っています。山道はジグザグに進むつ

づら折りで見通しが悪く、道が整備されたのも昔のようです。 
ナル	 ふぅん……？ 
ＧＭ	 １週間前に地震が起きたこともあり、地面の断面図が露出していたりします。フィオ

ナはミネガー山に詳しく、山に慣れない君達を気遣いながら、足取り軽く山を登っています。 
フィオナ	 「ミネガー山は、標高が高くないわりに斜度がすごいから、道はつづら折りにす

るしかないのです。ハイキングには向きませんね」 
ナル	 フィオナはお嬢様なのに、山歩きに慣れてるんだね、すごいね！ 
フィオナ	 「このままのペースでいけば、明日の昼前には山頂に着きます」 
コトハ	 明日の昼前っ？ 
ＧＭ	 って言われたら、今晩は野営なのか！ってびっくりするね。 
ナル	 のじゅくか、ナルは慣れたもんだけどねっ！（自慢げ）	 フィオナはだいじょうぶな

の？ 
フィオナ	 大丈夫です。……でいいですよね、ＧＭ？ 
ＧＭ	 ですね。「旅慣れておりますゆえ」みたいな返事じゃないですかね。 
ナル	 そうなんだー、フィオナ、おうちドコなの？	 むしろ旅してんの？ 
ダイス	 家出か？	 （ナルを指して）コイツみたいに。 
ナル	 （笑） 
フィオナ	 家出……ではないんじゃないかな……。 
ＧＭ	 シナリオに関係ないから、自由に決めていいよ。ライフパスの「策謀」から考えると、

自分から出て行ったわけではなさそうなイメージを持ってたけど……。 
フィオナ	 なかば追い出されてもおかしくないような……？ 
ＧＭ	 ならば、「自由意志で家を出たわけではない」みたいな返答を。 
フィオナ	 やんわりと「何かに巻き込まれて、家を出ました」って言います。 
ＧＭ	 「従者と２人、旅をして参りました」って付け加えておいて♪ 
ナル	 ほへー。大変だったんだねー！ 
ダイス	 ……従者がいるだけいいじゃん……おれなんか天涯孤独でさあ……。 
ＧＭ	 み、身の上話が始まってる！？ 
ナル	 身の上話をしながら、山登りしまーす★ 
ＧＭ	 順調に仲良くなりつつ山の中腹まで登ったあたりで、突如、羽ばたきの音。全員、【危

険感知】お願いします！	 失敗したら、「話に夢中でエネミーの襲来に気付かなかった」も

のとして［不意打ち］しますので！ 
フィオナ	 （ころころ）	 ええと、１３、です。 
コトハ	 １１。 
ナル	 ろく！ 



ダイス	 ……１７。 
ラウド	 １０、です。 
ＧＭ	 ナルは会話に夢中になりすぎじゃない！？（笑）	 ダイスとフィオナは、上空から強

襲してくる鳥に気付きます。皆に警告してあげるなら今！ 
ダイス	 ワー、アンナトコロニ鳥ガイルゾー！	 気ヲツケロー！！ 
フィオナ	 鳥ですわ！ 
ＧＭ	 適っ当な警告してやがる……。まあいいや、いちばん達成値低かったナル、２ダイス
振ろう。エネミー決定数ロール。 
 
	 ナルが平均値を出した結果、エネミーの数は４体となった。 
 
戦闘配置	 第１ラウンド 
「鷹Ａ	 Ｂ」 
	 （２ｍ） 
「ダイス」	 （３ｍ）	 「フィオナ」 
	 （３ｍ） 
「ナル	 コトハ	 ラウド」 
	 （５ｍ） 
「鷹Ｃ	 Ｄ」 
 
ＧＭ	 いち早くエネミー……巨大な鷹に気付いたダイスは３ｍ前進、フィオナが３ｍ横に
散開した状態。鷹はダイスの２ｍ前、ナル達の５ｍ後ろに、２体ずつエンゲージしています。

セットアッププロセス、宣言をどうぞ？ 
ナル	 《コールドラゴン》！	 口笛で地竜を呼ぶ、山登りさせて騎乗！	 ずどどどどど

ど！！ 
ＧＭ	 行動値１９、鷹Ａは、	 （ころころ）	 コトハにエンゲージして鷹の爪―！	 命中判
定１５！ 
コトハ	 無理ーっ！	 （ころころ）	 やっぱり無理！ 
ＧＭ	 物理ダメージ１９、《鷹の目》スキル発動してるので、物理防御力ゼロで喰らって下

さい♪ 
コトハ	 防御力無視！？	 ＨＰ半分残らないよ！ 
ラウド	 《プロテクション》撃ちますか？ 
コトハ	 お願いします……！ 
ラウド	 では、シナリオ初《プロテクション》。	 （ころころ）	 １１点軽減。 
ＧＭ	 うぅわ。キッチリ期待値守りやがった……あいつヤダけど、動物だから誰が魔法かけ
たかなんてわからないよなぁ……。	 （ころころ）	 鷹Ｂもコトハにアタック！	 ２３ダメ



ージ！ 
ラウド	 《プロテクション》！	 １２点軽減！ 
ＧＭ	 鷹Ｃはフィオナにアタック、２０点どうぞ！ 
フィオナ	 ７点しか残りません！ 
ラウド	 《プロテクション》っ。 
ダイス	 ラウド、忙しいっすね（笑）。 
ＧＭ	 （ころころ）	 ラストはダイスだってよ。 
ダイス	 ふふん、来いやァ！！ 
ＧＭ	 命中判定２０。 
ダイス	 （ころころ）……来いやァ！！！ 
ＧＭ	 ２１ダメージ素通し。 
ラウド	 大丈夫そうですか？ 
ダイス	 いや、まずいですね。 
ラウド	 はい、守ります（笑）。 
ＧＭ	 はよＭＰ切れろ～。切れろ～（呪）。 
ダイス	 行動値１３、マイナーアクションで《インベナム》、メジャーアクションで《ディ

フュージョンショット》。対象は、鷹ＡＣＤの３体！	 命中判定は２０。 
ＧＭ	 （ころころ）	 避けられるか！ 
ダイス	 物理２０ダメージ！	 喰らえッ！！ 
ＧＭ	 ＨＰ半分削り取られた上に、バッドステータス［毒］ついた！（泣）	 次は、コトハ

とフィオナが同値で行動値８です。相談して、好きなほうから動いて下さい。 
フィオナ	 コトハさんどうぞ。 
コトハ	 はーい。フィオナちゃんにエンゲージしてる鷹に《ファイアボルト》。魔術判定は

１８！ 
ＧＭ	 避けられないよ～。 
フィオナ	 ……あれ。もしかして、わたくしが先に魔法を撃って〈転倒〉させていれば、コ
トハさんは楽に攻撃を当てられます？ 
ＧＭ	 うん。 
フィオナ	 ……次から、必ず先に行動致します……！（呻） 
ナル	 ナルのエンゲージにいる２体を狙ってくれれば、ナルの攻撃が当てやすくなるから、

お願いねー！ 
コトハ	 鷹Ｃに〈火〉１９ダメージ！ 
ＧＭ	 げ、倒れた。 
フィオナ	 マイナーアクション《マジックブラスト》、メジャーアクション《アースブレッ

ド》。魔術判定２１です！ 
ＧＭ	 皆、命中判定値が高すぎると思います……。無理です……。 



フィオナ	 ダメージは〈地〉２７点です。 
ＧＭ	 《アースシェイカー》効果、強ォ！？	 鷹Ａは倒れた、鷹Ｂは残り１ケタの上に［転

倒］したよ！ 
ナル	 行動値、ラウドとナルがいっしょの７かー……。ラウド、ナルの目の前にいる鷹Ｂを
倒してくれない？	 そしたらナル、ダイスの前にいる鷹Ｄを殴りに行く。 
ラウド	 ダメージを食らっている人達を回復しようかと考えていましたが、了解しました。

鷹Ｂに《エアリアルスラッシュ》。魔術判定２１。 
ＧＭ	 は！？	 ラウド、スキルレベル低いはずなのに何その達成値。ダイス目良すぎる！	 

転倒してるんだから避けられないぃ！？ 
ラウド	 〈風〉１７ダメージ。 
ＧＭ	 同属性で魔法防御力が２倍になったところで耐え切れるかぁあ！！ 
ナル	 ナル、ダイスのエンゲージにダッシュ！ 
ダイス	 チョリーッス。 近どうすか。 
ナル	 とってもげんき！	 ふつうに斬るよ、物理２２ダメージ！ 
ＧＭ	 よっし、それは生きられるかも。 
ナル	 ほんと！？	 ごめん、誰かもっかい攻撃食らうかも！ 
ＧＭ	 （計算終了）	 ……鷹Ｄ、ナルの攻撃は耐え切りましたが、クリンナッププロセスの
毒ダメージで倒れました。 
一同	 よっしゃー！！（拍手） 
コトハ	 はぎとりしよ！ 
ナル	 お嬢様、剥ぐー？ 
コトハ	 お嬢様にそんな血なまぐさい真似を！？（笑） 
フィオナ	 わたくしは依頼した立場ですゆえ、皆様でどうぞ（苦笑）。 
 
アイテムドロップ 
「猛禽の羽×１０」	 ×３セット（鑑定成功） 
「とりのにく」	 ×１セット 
 
ラウド	 にく、調理しましょう。 
ＧＭ	 回復するなら、先にシーンを切り替えるよー。 戦闘が終了した時点で、だいぶ陽が
落ちています。地震後にガタガタした道を歩くのは危険。というわけで、フィオナ、戦闘終

了後のセリフを。 
フィオナ	 「時間も体力も使ってしまいました。野営にしましょう。着いていらっしゃいな、

向こうに川があります」 
ナル	 （素で）なんで知ってんねん！？ 
ＧＭ	 「早く泥を落としたいわ」なんて言いつつ、フィオナは先導してゆきます（笑）。 



ナル	 なんでそんなに詳しいのー？	 ここらへんに住んでるのー？ 
フィオナ	 山に！？	 貴族が！？（笑） 
ナル	 お金持ちだし、このへんが領土だったのー？ 
ダイス	 ク○ラ的な感じだったんじゃ？ 
フィオナ	 領地もしくは療養説！？ 
ＧＭ	 セッション前から「怪しい依頼人」って明言してたのに、２人共、すっごい好意的な

解釈するなぁ（笑）。 
 
 
 
	 	 ミドル０２――野営 
 
	 川は小さなものだが、泥や汗を落とすには充分だった。フィオナも嬉しそうに水浴びをす

るが、そのときにも髪紐は外さないようだ。 
 
コトハ	 コレは……。 
ナル	 大切なものなのかなっ★ 
ＧＭ	 （意地でもフィオナを疑わないプレイング、なんなんだろう／笑） 
ナル	 よしっ、ばっさー！と服を脱いで水浴びしますっ！ 
ダイス	 （とっさに顔を覆う仕草） 
ラウド	 （即座に顔をそむける仕草） 
ＧＭ	 全員一緒に水浴びするの！？ 
フィオナ	 か、かなりの問題が……！ 
ダイス	 お、おれはタオルちゃんと腰に巻くよ……！ 
ラウド	 自分のタオルをナルにかぶせる！	 君はもう少し慎みを持とう！？ 
フィオナ	 紳士……！ 
ダイス	 いやでもラウド、タオルどうするんだよ！？	 おれ取りに行くか！？（慌） 
ラウド	 い、いい！	 自然に乾くから！ 
コトハ	 男女で分かれて入ります！	 フィオナちゃんナルちゃん、行くよ！！ 
ＧＭ	 はーい、女性陣のほうの描写いきまーす。 
フィオナ	 「サッパリ致しますね。頭も濡らしたい……」 
ＧＭ	 髪紐をいじり、 
フィオナ	 「コレがあるから無理ね」 
ナル	 取る？	 とる！？ 
コトハ	 なんで無理やり！？	 あ、預かっておこうか？ 
フィオナ	 「いいえ、これはあの者との約束なのです。外せませんわ……ごめんなさい」 



ナル	 髪紐、奪い取ります！ 
ＧＭ	 だからなんで無理やり！？（笑）	 ガチレスすると、髪紐に手を伸ばされると、フィ

オナは本気で抵抗します。 
ナル	 えええ、そ、そんなにダイジなものだったの！？	 ゴメンってばー！ 
のんびり水浴び中ダイス	 ……疲れを癒すためなら、あんなに騒がなくてもいいのに……。 
ＧＭ	 フィオナの激しい抵抗とナルの謝罪が聞こえてくるって、ほんとなにしてんの！？

ってなるよね。 
ダイス	 怖いわー……ナル怖いわー……。 
ナル	 ドラゴンは男性達と一緒に水浴びするよー！ 
ＧＭ	 地竜、オスなの？ 
ナル	 いや、数的に男性のほうが少ないから？ 
ラウド	 ドラゴン、君の飼い主を止めに行ってくれ！！ 
コトハ	 あ、なら、うちの使い魔を男性陣のほうへ。水いやがるけど。 
ダイス	 猫つかまえて、ちゃんと水浴びするように説得。そりゃさ、おれだって 初は水イ

ヤだったけどさ、いいかげん克服しよ？	 おまえ何歳よ？ 
ＧＭ	 エリンディル猫あるあるなの、ソレ！？（笑） 
ナル	 フィオナに聞く。髪紐、大切なものなのー？ 
フィオナ	 「……あの者と、大切な約束をしました」 
ナル	 だれダレー？ 
フィオナ	 ……それは、言えません。すみません……。 
コトハ	 （ハッとして）クローネっていうひと……？ 
フィオナ	 ……ごめんなさい。 
ＧＭ	 （フィオナプレイヤーさんがナイスアドリブしとる。それにしてもコトハプレイヤー

さん、前回シナリオもそうだったけど、こちらが狙ったミスリードにことごとく引っかかっ

てくれる。マジいいこだわぁ） 
	 ナルとコトハ、フィオナの髪紐が気になるなら【感知】判定を認めます。フィオナもいい

よ。自分の装身具についてどこまで知ってるかな？ 
コトハ	 【感知】ですかー？	 （ころころ） 
ナル	 ままま待って何も考えずに振らないでよ！？	 ナルの【感知】固定値２だよ！？ 
フィオナ	 わたくしは４ですが……え、振るとだめですか？ 
ナル	 こうやってダイス振らせるってことは、何か大切な情報があるってことだよ。判定成

功しないと、情報が得られない。 
フィオナ	 フェイトの使い時ということ……！？ 
ＧＭ	 今回の判定は、成功か失敗かの２択ではなく、達成値が上がったぶんだけ、より重要

な情報が得られる方式です。達成値１２以下ならこの程度しか見抜けなかったよ、みたいな。

髪紐の情報がどれほど重要だと考えるかはプレイヤー次第。 



ナル	 知りたいけど、固定値が低すぎる。ごめん、クリティカル狙いにする。	 （ころころ）	 

《ウインドセンス》使用して達成値１２。 
フィオナ	 わたくしも諦めます……達成値１５。 
ＧＭ	 ナルとコトハにわかる情報から。フィオナの髪は光沢のある明るい青髪ですが、髪紐

についている石は、血のようによどんだ暗い赤。 
ナル	 対比しててキレイ？ 
ＧＭ	 いいえ、互いに反発しています。まっったく似合ってない。 
フィオナ	 （笑） 
ＧＭ	 ぜんぜん似合ってないのが明らかなのに、何がそんなに大事なの？と、引っかかるレ

ベルです。 大達成値をたたき出したフィオナには、コレ（と言いつつ、シナリオを見せる）。 
コトハ	 いつもみたいに、プレイヤーひとりが成功したら、他のみんなにもわかるんじゃな

いの？？ 
ＧＭ	 フィオナの事情を鑑みると、他のプレイヤーに教えるとは思えません。 
ナル	 ぐぬぬ、フィオナが純粋なプレイヤーじゃないから、ナル達には公開してもらえない

のか。いいよ、水から上がる！	 ざばー！	 ラウド、タオル使うよね！	 返すー！ 
ダイス	 やめて近付かないで！！？？（悲鳴） 
コトハ	 ナルなにしてるのー！？ 
フィオナ	 ふ、ふつう、女性陣のほうが騒ぐシーンのはず……！ 
ＧＭ	 男性陣に「のぞきますか？」って聞くつもりだったけど、充分盛り上がったなぁ。憔

悴しつつもサッパリした後は野営準備ですね。 
ナル	 テント張ろうよテントー！	 ……ナル、いっつもドラゴンにくるまって眠るから、そ
ーゆーの持ってないなぁ。みんな持ってないのー？ 
ラウド	 野営道具を差し出します。 
ＧＭ	 ５人いてテント１つなのか（笑）。テントを張り、枯れ枝を集めて焚き火をおこしま

す。川から水をくんで小鍋にかけると、フィオナは言います。 
フィオナ	 「さっきのキングホークの［にく］あります？	 良ければ、味付けを致しますわ」 
コトハ	 フィオナお嬢様、味付けできるの？？ 
ＧＭ	 テントひとつ持ってないのに、スパイスになる薬草は持ってます。 
ナル	 野営道具を優先しようよ！？（笑） 
コトハ	 野営道具は、クローネさんに持たせてたんじゃない？ 
フィオナ	 ええ。ペンより重いものは持ちません。 
ＧＭ	 従者を荷物持ちにすることを当然だと考えてるお嬢様マジ胸きゅん。調理は、ＮＰＣ

としてのフィオナとのイベントのひとつです。フィオナに調理を任せると「にく」の効果に

ボーナスが付きます。 
ナル	 ナル、調理用具持ってるよ！ 
ＧＭ	 効果の重複を認めます。フィオナに調理用具を使わせて「にく」を料理させると、ダ



イスロールに＋６のボーナス。お待たせしました、回復フェイズに入って下さい。 
ラウド	 ＭＰポーション飲みたい……！	 （ころころころころ） 
ＧＭ	 さっきの戦闘はお疲れ様っしたー（笑）。 
フィオナ	 わたくし、元々、「にく」をひとつ持っておりますよ。 
コトハ	 ありがとフィオナちゃん！	 ダイス目もそこそこだったから、にくひとつでほぼ

全快っ！ 
フィオナ	 ダイスの出目が１……。自分で焼くのは慣れませんわ……。 
ＧＭ	 ゴハンタイムが終われば、あとは眠るだけですね。 
ナル	 明度落ちるのヤだし、ランタンを木にかけよう。獣避けに、焚き火も消さないでおく。 
ダイス	 テントの中にも、ランタンひとつ置いておく。 
ＧＭ	 全員いっしょにテントで寝る？ 
ナル	 ううん、外でドラゴンにくるまっとく。野営に慣れすぎてて、テントで眠れない。 
ＧＭ	 ナルのそれまでの生活歴が心配すぎる件。 
コトハ	 あたしもドラゴンと寝てみたい！ 
フィオナ	 わたくしひとり、テントで男性と一緒ですか！？	 淋しいので、それならわたく

しも竜とっ！ 
ナル	 ナルのドラゴンちゃんは地竜だから、ゴツゴツしててくるまっても気持ちよくない

よ？	 ナルは慣れてるし相棒だし気にならないけど。 
ラウド	 火の番がいるのでは？	 寝ずの番をしますよ。 
ダイス	 ラウドにばっかり負担させるかよ。おれも外で番する。 
ナル	 テントに無人ってどういうこと！？（笑） 
 
	 話し合いの末、ダイス以外の４人はひとりずつ交代で火の番。自分の見張り時間以外は、

テントの中で眠ることになった。ちなみに、ナルはかたくなに「外でドラゴンと寝る」と主

張したため、一晩中、外で寝るらしい。 
	 見張り番について決める際には、「依頼人のフィオナちゃんにはゆっくり休んでもらうべ

き」「皆と仲良くなってるから、協力したい」などの意見も交わされている。「……みんなや
るなら、おれはサボってもいいよね……」なるダイスのセリフも含めて、皆、ほんとにキャ
ラロールうまいな！ 
 
 
 
	 	 ミドル０３――ナルとフィオナの★ポーション制作 
 
ＧＭ	 深夜でーす。フィオナ、ダイス１個振って下さい。 
フィオナ	 え？	 え？	 （ころころ） 



ＧＭ	 「見張りを立てて眠る」選択肢の場合の深夜イベント、「フィオナと見張り番による

ポーション制作」イベントが発生しています。ＧＭの予想を超えて仲良しなので、わざわざ

発生させなくてもいいような気もしてきましたが、せっかく設定されてるし。 
ダイス	 親密度上昇イベント……見張りするべきだった……！（机ダン） 
ＧＭ	 ダイス目はナルですね。ナルが見張りに立っていると、眠っていたはずのフィオナが

起きてきた。 
ナル	 よっしゃー！ 
コトハ	 ああ、残念っ！！ 
ＧＭ	 フィオナにパース★	 当日用台本です♪ 
フィオナ	 はっ、はいっ！	 「何もやることがなかったら眠くなってしまわれるかと思いま

して。薬草を煎じてみません？	 うまくいけば、既製品より効き目いいポーションが作れま

すわ」 
ナル	 薬草を煎じるの！？	 やるやるー！ 
ＧＭ	 ごりごり薬草を煎じながら、フィオナは懐かしそうに話します。 
フィオナ	 「わたくしはクローネと２人きりでしたから、見張りは交互だったのです。ひと

りで火を消さないように注意してるだけでは眠いですが、コレならずっと手を動かすでし

ょう？	 わたくしは器用ではありませんから、ちっとも上手くならなくて、でもクローネは

失敗したポーションを喜んで受け取って……まだ、成功作を渡しておりませんのに……」	 
なにこれフラグすぎて泣ける。 
ナル	 クローネさんってすごいんだねー！	 ごりごり！ 
フィオナ	 ええ、クローネはすごいのです！	 ごりごり。 
ＧＭ	 すごい描写どこにもなかったろ（笑）。ナルとフィオナ、【器用】判定を。どのくらい

良いポーションができるかな★ 
フィオナ	 （ころころ）達成値１０です。 
ＧＭ	 おめでとうございます。ふつうのＨＰポーションできました。 
フィオナ	 大切に取っておきます、クローネに渡さないとっ！ 
ナル	 達成値１８～。 
ＧＭ	 え、すごい！？	 ……これはまさか……ＥＸＨＰポーション……！？ 
ナル	 えええええほんとにすごいのできたー！！？？	 見てみて、なんかすごいのできた

ー！	 キラキラしてるー！！ 
ＧＭ	 器用にごりごりしたら、そのレベルのものが完成する薬草を使っていたにも関わら

ずフィオナが作成したのはただのＨＰポーションなあたり、フィオナの器用度がわかりま

すね！	 不器用なお嬢様もお可愛らしいです！ 
ダイス	 クローネ出てくんな（笑）。騒いでるし、起きていい？ 
ＧＭ	 シーンを閉めましょう。フィオナとしゃべりながらポーション作成をしていたら、い

つの間にか夜が明けています。朝日を受けて、ポーション瓶がきらりと光りました。 



ダイス	 ……うるさいんだよ、見張り番共……。 
ナル	 おっはよう、みんなー！ 
フィオナ	 おはようございます。うるさくしてすみません（笑）。 
 
 
 
	 	 ミドル０４――ミネガー神殿 
 
ＧＭ	 出発前に、全員、ＨＰＭＰを１ダイスぶんずつ回復していいですよ。……ラウドが「一
晩中見張りする」って言ったときにはザマァ！って思ったのになぁ。結局、眠るんだもんな

ぁ。 
ラウド	 おかげで全快近いですね。ありがたい。 
 
	 翌日、しっかり眠って体を休めた一行は、つづら折の山道を登り続け、昼前に山頂に到着

した。 
	 小さな神殿の扉は閉まっており、長く放置されていたのか薄汚れており、なんとなく陰気

な印象を受ける。 
 
ナル	 フィオナの目的地、ココー？ 
フィオナ	 「……ええ、そう、ですね……」 
ＧＭ	 答えるフィオナの表情は物憂げで、目的地についたのに、動こうとしません。 
コトハ	 神殿の扉ってどんな感じ？	 網戸とかなら、猫を偵察に……。 
ナル	 なんでそんなに警戒してるの？	 ただの神殿だよね、ダンジョンじゃないよね？？ 
ダイス	 怪しいだろ、暗い雰囲気みたいだし。調べて来る。 
コトハ	 行って来―い♪ 
ダイス	 行って来いってなんだよ、ギルドマスターだぞこっちは！	 おまえの使い魔をブ

ラッディにしてやろうか！！ 
コトハ	 きゃああ、ごめんなさいぃ！ 
ナル	 ギルドマスター、早く行ってきてよー！（ぷんすか） 
 
	 ダイスが扉を蹴り開ける。驚いたネズミが足元を駆け抜けて転ばせるというプチ判定が

起こり、「扉を蹴り飛ばして片足だから、判定ダイス－１個」と通達したにも関わらず、フ

ェイト１点を足したダイスは楽々クリア。敏捷判定達成値にボーナスのつく猫族はコレだ

から！（悔） 
	 石畳の神殿の中に入ると、まず目に入るのは壁の壁画。どうやら、ミネガー神殿の歴史を

彫ったもののようだ。壁の一部に小さな扉が取り付けてあることから、両隣には部屋がある



らしい。 
奥には小さな祭壇。なぜか祭壇周辺５ｍほどは地面そのままになっており、エメラルド色の

水を溜めた中に１本の木が立っている。 
 
ＧＭ	 ２０ｍ×１０ｍの縦長の部屋。祭壇は、奥から２ｍ位置。ちなみに、今回のダンジョ
ンはこの神殿です。規模は小さいですが。 
ナル	 なるほど。今回はダンジョンないのかなって思ってた。マップ描くわ。ダイスが扉を

開けたのを見て、フィオナをひっぱってダイスの隣に行く。 
フィオナ	 ナルさんに引っ張られるようにして、ついていきます。 
ラウド	 コトハちゃんと向かいます。 
ＧＭ	 扉の前で、フィオナは動きません。ぼうっと何かを考えこんでいるみたい。 
ナル	 あれ？	 ここ、目的地だよね！って、もっかい確認する。 
フィオナ	 「え？	 あ、そうですね……ヘンな祭壇。見てきま、す。あなたがたは好きにな
さっていて」 
ＧＭ	 フィオナはハッと我に返り、それでもやっぱり何かを考えこみつつ、祭壇のほうに向

かいます。 
ナル	 （即答で）ついていく！ 
ラウド	 気になるから、僕も。 
ダイス	 おれもー。 
コトハ	 黒猫だけついていかせます！	 あたしは壁画のほうへ。 
ＧＭ	 了解です。ほんとにフィオナを大事にしますねえ（感嘆）。 
ダイス	 依頼人は守る……当たり前だろ……。 
 
 
 
	 	 ミドル０５――ミネガー湖と深紅の石魔 
 
	 神殿の壁に彫られた壁画は見事なものだった。どうやら、ミネガー山に河と水の女神アエ

マが降り立ったという伝説まじりの歴史のようだ。一枚一枚ていねいに見てゆけば、詳細が

わかるだろう。 
 
コトハ	 読みます。 
ＧＭ	 【知力】判定をお願いします。 
コトハ	 達成値１３。 
ＧＭ	 ギリギリ成功！	 壁画の内容をまとめて説明します。 
 



	 ミネガー山のふもとに深紅の石の魔族が現れ、生贄を要求。戦神グランアインが魔物を倒

すが、魔族は何度も復活する。ミネガー山の洞窟で倒れた魔族のもとに河と水の女神アエマ

が現れ、大きな湖を生み出して魔族を封印。人々は山上に神殿を立てて、感謝の祈りを捧げ

ている。 
	 壁画の 後には、古い言葉で「ミネガー湖の水により生かされる木はアエマの化身。願い

を心に水を捧げれば、真実は明かされ、道が示されるだろう」と書かれている。 
 
ＧＭ	 説明は長いので、いつでも確認して下さいねー。 
コトハ	 声をあげて、みんなにも説明するね。 
フィオナ	 フィオナは反応しないので、プレイヤー発言ですが。お願い事をしながら水を木

にかければいいということでしょうか？ 
ダイス	 野営地近くの川で、水をくんでくれば良かったな……。 
コトハ	 壁画の深紅の石って、フィオナちゃんの髪飾りと一緒？ 
ナル	 ゴツゴツしてて紅いから、紅い石の魔族っぽいなぁって理解できただけで、しょせん

絵なんだよね？	 髪飾りの石と同じかなんてわからなくない？？ 
ＧＭ	 さすがに無理ですね。「青い衣をまとっている女だから、このヒトは女神アエマを象

徴してるんだろうな」みたいに、抽象画を知識で読み解いてますし。 
ナル	 だよねえ……証拠にはならない……。 
ＧＭ	 「もしかして」って怪しむくらいはしていいと思いますけど。 
コトハ	 フィオナちゃんに「髪飾りの石を調べたいから、じっくり見せてもらっていいか」

って聞いてほしい。 
フィオナ	 え、それはちょっと……。 
ＧＭ	 「髪紐を目で観察する」判定は野営シーンで行ったので、今の状態でもう一回は不可。

これ以上の判定を行いたいならば「髪紐を外してもらい、じっくりと調べる」判定となりま

すので、フィオナはめちゃくちゃ嫌がります。 
ナル	 依頼人の嫌がることするのよくない。 
コトハ	 ですよねー……。もどかしい。 
 
 
 
	 	 ミドル０６――立場を超えた繋がりを。 
 
ナル	 ナル達は、フィオナから離れないよ！ 
ＧＭ	 動きが予想外だなぁ……では、フィオナが憂鬱そうに考えこみながら見上げる木の
周辺描写から。 
 



	 それは、不思議な祭壇だった。他の場所は石をしきつめて床としているのに、その場所だ

けは地面のままだ。 
	 小さな池、もしくは大きな水溜りのようなものの中に満ちるのはエメラルド色の清浄な

水。その中央に、たった１本、木が生えている。 
 
ＧＭ	 フィオナ、セリフお願い。 
フィオナ	 小さな声で呟きます。「……これしかないの……でも……！」 
ナル	 それ、聞こえていい！？ 
ＧＭ	 【感知】して下さい。 
ナル	 【感知】ぃ！？	 フェイト１点使用、	 （ころころ）	 《ウインドセンス》も使って

達成値１５！ 
 
	 ひとり壁画を読み解いているコトハ以外の３人が判定した結果、ダイスとナルはフィオ

ナの呟きを耳にする。 
 
ナル	 どうしたのー？	 なにかあるなら、ナル聞くよ？？ 
ダイス	 ……どうした、急に考えこんで。 
コトハ	 追いついていい？	 後ろでおろおろしてるだけだから。 
ＧＭ	 （フィオナと顔を見合わせながら）なんか、めちゃくちゃやさしくされてるねえ

……？	 申し訳なくなってきた……。 
フィオナ	 わたくしも罪悪感すごいです……（苦笑）。 
ＧＭ	 んーと、フィオナは、すがるような目をして口をひらく。 
ナル	 おっ。 
ＧＭ	 でも、すぐにハッとして、髪飾りの石をにぎりしめて、首をふる。	 「どうしてこん

なに優しくして下さるの……！」 
フィオナ	 （地味に爆笑） 
ＧＭ	 描写としては、やさしい言葉をかけるたび言おうとしては黙りこくるのを繰り返し

ます。まだイベントトリガーが引かれてない。 
ナル	 口に出せないなら筆談とか！ 
フィオナ	 そ、そういう問題ではないのです……ごめんなさい。 
ナル	 代わりに実行するとか！ 
フィオナ	 そういう問題でもないのです！？（笑） 
ダイス	 ……じゃあ、この依頼を終わらせてから聞く。それなら、依頼とか関係ないから。 
ＧＭ	 （手をメガホン状にして）イケメンダイスくん入りましたー！！ 
コトハ	 まだイベント起こらないのかー……なら、隣の部屋を見てくる。 
ダイス	 おれも行く。 



ＧＭ	 ちなみにフィオナプレイヤーさん。イベントトリガーが引かれるまで、フィオナは木

の前から動けません。そのため、何か調べたいものがあれば、「プレイヤーとして、他キャ

ラクターに○○の調査をお願いする」形になります。その際の判定値はフィオナのものを使
用します。 
フィオナ	 はい。……でも、今のところ大丈夫です。皆様にお任せします。 
 
 
 
	 	 ミドル０７――左・宿泊部屋 
 
	 そこは、５ｍ四方の小部屋。参拝者が寝泊りするための部屋のようだった。扉から向かっ

て左奥にはベッドがひとつ、右奥には机。机上には、１冊のノートがある。 
 
ダイス	 ノートをひらく。 
コトハ	 後ろからのぞきこむ。 
ＧＭ	 参拝者のミネガー山参拝記念・交流ノートです。ぽつりぽつりと「ミネガー湖を見に

来た」「次に来る人のために薪を伐っておいた」などのほのぼのエピソードが書かれていま

す。 
フィオナにはりつき中ナル	 なにそれカワイイ（笑）。 
	 ここで、「ノートの内容に奇妙な記述があるのを発見できるか」の【幸運】判定を行った

が、妖怪イチタリナイに取り憑かれていたため、判定失敗。 
ＧＭ	 後のページの文章は発見します。	 「参拝に来た。今晩は泊まる。フィオナ＆クロ

ーネ」	 日付は１週間前、地震があった夜です。 
追いつめられ中フィオナ	 交流ノートに書いてたのですかわたくし達！？（笑） 
コトハ	 ノート、持って行きます。 
 
 
 
	 	 ミドル０８――右・物置部屋 
 
コトハ	 ダイスくんと右の部屋に移動します。 
ＧＭ	 その間も、ナルとラウドはフィオナと離れない？ 
ナル	 うん。なんかしんどそうだから、どうでもいい日常会話してる。壁画すごいね！とか、

木が高いね！とか。 
フィオナ	 心が痛い！（笑） 
ラウド	 一言だけ。君が何をしても、僕は君の味方だから。 



フィオナ	 このギルドには紳士しかいない……！！ 
 
	 右の部屋も、５ｍ四方程度の小部屋。作業スペース兼物置のようだった。 低限の生活用

品が並んでいる。壁には薪を伐るための斧が立てかけられ、棚には薬剤瓶、調理スペースに

作業台もあるようだ。 
 
ＧＭ	 参拝者さんが食堂代わりに使ったり、ちょっとした作業をするための部屋です。寝る

部屋と分けておかないとうるさいから。 
ダイス	 物色してもいいかな。にくある？？ 
後の宿泊者？フィオナ	 後のページで１週間前ですよ、さすがに腐ってるかと！（慌） 

ダイス	 ……それもそうだ。じゃあ、瓶の中身はなんだろな。 
ＧＭ	 黒い色の瓶をエメラルド色の瓶、２種類ありますが、どちらを手に取る？ 
コトハ	 エメラルド！？	 木にかけるための水かな！	 誰か調べに来て！？ 
フィオナと世間話中ナル	 アイテム鑑定が得意なのコトハだよ！	 自分で調べようよ！

（笑） 
ダイス	 というより、おれが調べてるから、待って？	 黒い色の瓶を取る。瓶を開ける！	  
ＧＭ	 瓶の中身はしゅわしゅわしています。アイテム「強酸瓶」。 
ナル	 （アイテムガイドを見ながら）トラップを発動させるアイテム……？ 
ＧＭ	 害虫駆除に使ってる日用品のイメージで置きました。 
コトハ	 それ、持って行く？ 
ナルと世間話中フィオナ	 いいんですか？？ 
ＧＭ	 この部屋のアイテムは誰のものというわけでもなく、自由に入手して構いません。自

分に不要な物を置いてゆき必要な物は持ってゆく、参拝者の善意によって成り立っている

システムです。 
もらえるものはぜんぶもらう！ナル	 善意のないこのパーティには不向きなシステムだ

ね！ 
根は真面目。フィオナ	 善意と余裕が足りません（笑）。 
コトハ	 エメラルド色の水を手に取ります。 
ＧＭ	 手に取った時点で理解できます。きらきらと光り輝く、浄化された水。聖水。 
	 アイテムをひとつずつゲットした時点で、「ぜんぶもらうのは無ェわ」と理性を働かせて

部屋から出てください。そうしなければ、重量に余裕がある限りアイテムゲットされてしま

うので。 
コトハ	 なら、水を木にかけに行こう。フィオナちゃんにノートも見せなきゃ。 
ＧＭ	 次は「フィオナにつきつける！」をするところからですか（笑）。 
 
 



 
	 	 ミドル０９――ＶＳ深紅のマゾ？ 
 
現在のステータス 
ナル	 ＨＰ６２、ＭＰ２９、フェイト４ 
コトハ	 ＨＰ３２、ＭＰ６０（使い魔分５４）、フェイト 
フィオナ	 ＨＰ２７、ＭＰ５０、フェイト５ 
ラウド	 ＨＰ２７、ＭＰ４８、フェイト５ 
ダイス	 ＨＰ４７、ＭＰ３３、フェイト４ 
 
ＧＭ	 ここから後編です★ 
コトハのみ、能力値モロモロがかなり間違ってたので再計算した結果、ＨＰの 大値が３５

に、ＭＰの 大値が６８になっており、現在のＨＰＭＰもソレを反映して上乗せしてます。

「強くしすぎてる気がする」って言われたからキャラクター作成から計算しなおしたのに、

結局、強くなったんだよね。わけがわからないよ！ 
ナル	 能力値は強化しすぎてたのに、それが戦闘値に反映されてなさすぎワロタ。いやワロ

エナイ。 
ＧＭ	 現在は修正されてるから結果オーライなんじゃないですかね。 
	 前回の続きから。皆、ＧＭが適当に作成した「前編の情報まとめー」見終わった？	 前回

から時間空いちゃったし、流れわかんなくなったら参照してねー？ 
一同	 うぃーっす。 
コトハ	 えっと、左の宿泊部屋でみつけた、フィオナちゃんの名前の載ったノートを、フィ

オナちゃんに突きつける！するところからだよね？ 
ＧＭ	 ダイスとコトハが中央の祭壇部屋に戻り、ノートを取り出した……そのとき、イベン
トが起こります。 
 
	 神殿の探索から帰った仲間の肩越しには、確かにさっきまではなかった金属質な固定砲

台。神殿ではない、城砦にあるべきモノ。 
「……ソレから離れなさい！	 マジックキャノンです！！」 
	 祭壇近くにいたフィオナが叫ぶと同時に、砲台は動き出し、威嚇するように２発の弾丸を

放つ。中から飛び出したのは、火だるまになったネズミだった。 
 
戦闘配置	 第１ラウンド 
「マジックキャノン」 
	 （５ｍ） 
「火ネズミＡ」	 （２ｍ）	 「火ネズミＢ」 



	 （５ｍ） 
「フィオナ	 ダイス	 ラウド	 コトハ	 ナル」 
 
コトハ	 ネズミーっ！？ 
ＧＭ	 ネズミはパニックになってて、とりあえず目に入った一行を攻撃しようとします。 
ナル	 ……マジックキャノン。うちがＧＭした初シナリオで使ったよね（笑）。 
ＧＭ	 懐かしいだろ？（笑）	 こいつ使い勝手いいんだよねえ、汎用性高い性能だし描写面

白いし。 
	 君達は１エンゲージ、その５ｍ前にネズミがそれぞれ別エンゲージ。マジックキャノンは、

ネズミから更に後方５ｍ。	 『贄がこんなにも来おった。よくやったなあ、誉めてやらねば

なあ、くくっ』	 キャノンのほうから、しわがれた男の声が聞こえます。 
ラウド	 キャノンがしゃべったのですか！？ 
ＧＭ	 イエス。キャノンに口はついていないのに、キャノンがしゃべったと確信できる。

後尾のフィオナの表情が凍りますが、皆、火ネズミやキャノンに驚愕しているので気付きま

せんね。 
ナル	 くっ、反論できない（笑）。 
ダイス	 行動値１１、火ネズミＡにエンゲージして敵３体に《ディフュージョンショット》。

命中判定２３。 
ＧＭ	 （ころころ）	 避けられません。 
ダイス	 死ねネズミ共。２１ダメージ。 
ＧＭ	 さすがに死なないけど、相当きっつい。キャノンは防御修正で通りません。鉄の体あ

りがたい！ 
フィオナ	 行動値８、参ります。マイナーアクションでエンゲージから離れ、メジャーアク

ションで固定砲台さんに《アースブレッド》。当たりましたら、〈地〉２０ダメージです。 
ＧＭ	 １／３は削れないけれど食らうよ。［転倒］もします、砲台のネジが飛んでバランス

を崩した。愉しそうに、キャノンはフィオナに問いかけます。	 『……な	 ん	 の	 つもり
だ？』 
ナル	 ええ、フィオナ、キャノンさんと友達なのー！？ 
フィオナ	 ！！？？ 
ダイス	 それ 強だな！（笑） 
コトハ	 行動値８、キャノンに《ファイアボルト》、〈火〉４１ダメージ。 
ＧＭ	 んんん！？	 ３／５くらい削り取られた！？ 
コトハ	 ふふーん。 
ＧＭ	 ボロボロになりながら、キャノンは笑います。	 『なんと活きのよい生贄か。我は嬉

しいぞ』 
ナル	 なに、こいつ……？（不審げ） 



ダイス	 ドＭは無理っすわー……さすがに引きますわー……。 
ラウド	 行動値７、《エアリアルスラッシュ》、〈風〉１５ダメージ！ 
ＧＭ	 落ちたー！？	 ああもうっ、たぶんエアリアルじゃなきゃ避けられたのに！ 
ラウド	 よし！ 
ＧＭ	 ううう……しかし、キャノンは哄笑を響かせます。	 『このガラクタを倒しても無意
味ともわからず、無駄な努力はむなしいなァ！	 魔族たるこの我に“真の死”を与えることな
ぞ、貴様らには不可能よ！！』 
ナル	 まぞ……っ、フィオナ、魔族とお友達なのー！？ 
フィオナ	 それ、神の子として大問題では！？（笑） 
ダイス	 ……ああ、魔族って言ったのか。マゾって聞こえて「ああ、そりゃダメージ食らう
のはご褒美だよな」って思った。 
ＧＭ	 どちらかというと苛めるほうが好みかな。 
フィオナ	 Ｍから離れて！？ 
ナル	 行動値７、火ネズミＢにエンゲージして《バッシュ》、４６ダメージ！ 
ＧＭ	 ＨＰ 大値でも落ちるよ★	 やっと来ました行動値６、火ネズミＡはダイスに対して

《炎の弾丸》！	 命中判定２０っ！ 
ダイス	 おれに向かって弾丸を撃ってくるとは……！	 避けられない。 
ＧＭ	 炎の弾丸と言う名の体当たりです。あー、ダメージダイスは振るわないな。〈火〉１

３ダメージ。 
ラウド	 《プロクテクション》は？ 
ダイス	 んー、別にいいかな。９ダメージ食らう。 
 
	 第２ラウンド、「ホンモノの弾丸を見せてやる！」と叫んだダイスの通常攻撃で、火ネズ

ミは倒れた。 
 
コトハ	 ねえ、連続で襲われる前にアイテムドロップしない？	 アイテムドロップしてる

間は襲われないよね？？ 
ナル	 別にそうとも限らないよ、アイテムドロップって、リアルに考えるなら死骸の使える

部分をそぎおとす作業だし、時間かかるはず。 
コトハ	 グロいっ！？（泣） 
ＧＭ	 綺麗なものだけ見たいなら冒険者なんざやめちまいな！	 というわけで、とりあえ

ず戦闘終了後すぐの描写だけさせてね。 
	 ぱたりと倒れた小さなネズミを改めて見ると、よどんだ深紅の色をした爪を持っていた。

爪は、ネズミが息を引き取ると同時にさらさらと砂になって消えてしまう。 
ナル	 深紅の石だけ消える？ 
ダイス	 生命の維持装置……？ 



コトハ	 はいはいっ！	 剥ぎ取り時間も無事な保証がないなら、もう、先にノートをフィオ

ナちゃんに見せちゃいます！ 
ＧＭ	 了解しました。コトハとフィオナはノートを見る、他のメンバーはどうしますか？ 
ナル	 依頼人に何かやりたいんなら、そっち優先かな。 
ダイス	 仲間に任せて、キャノンのアイテムドロップする。 
ラウド	 ノートが気になる。 
ダイス	 剥ぎ取るのおれだけっ！？	 さすが天涯孤独！（笑） 
 
アイテムドロップ 
「鉄×７」（鑑定成功） 
 
 
 
	 	 ミドル１０――フォオナの裏切り 
 
コトハ	 ノートをフィオナちゃんに見せます。……ここ、来てたの？ 
ナル	 えー、やっぱり初めてじゃなかったんだー！ 
フィオナ	 どう反応しましょう……？ 
ＧＭ	 うなずく、でいいよ。	 「もう……ごまかすことはできないのですね」 
ラウド	 つらいならば、言わなくてもいいのですよ？ 
フィオナ	 紳士！ 
ＧＭ	 （え、言わなくてもいいのか。じゃあ、甘えて何も言わない方向でいこう）	 ミネガ

ー神殿に宿泊していたことを認めたフィオナは、ぽつりと呟きます。	 「……“真の死”」 
 
「中位以上の魔族は、肉体を倒したとしても、その魂までは滅することができません。魔族

を本当に滅ぼすには、“真の死”を与えねばならない。魔族討伐が難しいのは、魂を砕く方法
は魔族によって異なるがゆえなのです……」 
	 バラバラに砕かれたマジックキャノン――ただのガラクタと化した魔族の依代をみつめ、
フィオナは言う。 
「……皆様、こちらへ」 
	 フィオナは物置部屋へと一行を誘導する。その緑瞳には、ひとつの覚悟が宿っていた。 
 
ナル	 覚悟！？	 やばいやつだよソレ！（笑） 
コトハ	 その髪飾りは？	 結局なんなの？ 
ＧＭ	 フィオナは語らない。ただ、硬い表情と輝く瞳でコトハをみつめます。 
	 “真の死”は『エネミーガイド』に掲載されてます。この設定すきなんだよねえ。 



ナル	 今回のラスボスは魔族で、ちゃんと“真の死”で倒さないといけないのか～。プレイヤ
ー知識では知ってるけど、ナルは中位魔族を相手にするの初めてだ。 
ＧＭ	 今までランダムダンジョンで相手にしてたのは下級魔族だったから関係なかったん

だけどね。実は中位魔族をボスにするレベルですよ君達は。 
	 扉を開けて物置部屋に皆を入れると、フィオナは部屋の奥を指差します。 
フィオナ	 「あれを見て……！！」 
ＧＭ	 部屋の奥、壁には何もないように見える。 
ダイス	 ……？	 ドレ？ 
コトハ	 見ます。なんだろう。 
ＧＭ	 全員が部屋に入って確認すると、フィオナは 後尾にいたラウドの腕をつかむ。 
ラウド	 えっ？ 
フィオナ	 「……どこまでイイヒトなの……ばか」 
ＧＭ	 泣き出しそうな声で告げると、フィオナはラウドの背を突き飛ばし、自身は部屋の外

に出て扉を閉めます。 
フィオナ	 扉の向こうで言います。	 「……本当に騙されましたわね、なんて馬鹿なのかし
ら！？」 
ブラッディ組	 はぁああああああ！！？？ 
フィオナ	 （高らかに）「平民をからかって遊んでやろうと思っていましたけれど、もう飽

きました。これでさよならですわ。コレに懲りたら、依頼は選びなさい！」 
コトハ	 フィオナちゃんーー！！？？ 
ダイス	 あの女ァアアアアアア！！！！（怒） 
ナル	 マジで！？	 マジでそんなん言うの！？（プレイヤーが爆笑） 
 
	 吐き捨てたフィオナは、軽やかな足音と共に駆け去った。 
	 フィオナが指差した先には何もない。本当に、フィオナに騙されたようだ。もう一度カギ

が閉まる音、何かを動かすような物音が聞こえなくなるまで、†ブラッディ★アニマル†のメ
ンバーは、閉じ込められたまま呆然としてしまった。 
 
ナル	 フィオナプレイヤーさん、ノリノリすぎない？（笑） 
フィオナ	 ……やりきりました……！（すがすがしい笑顔で） 
ＧＭ	 鈴太ちゃん、台本渡したときからずっと「早く『平民が！』って見下したいです！！」

って嬉しそうにしてたもんね（爆笑）。 
コトハ	 ドアに体当たりする！	 絶対なにか理由あるもん！！ 
ＧＭ	 やだもう、コトハかわいい！ 
ナル	 いや、メイジが体当たりすんな！（驚） 
ラウド	 （慌てて）ダイス君、［トラップ解除］して下さい！ 



ダイス	 ……ハァ？（裏切られて人間不信なう） 
ナル	 鍵あけっ！	 おまえのしごとだろー！ 
ダイス	 ……わかった（しぶしぶ）。	 （ころころ）	 ……あ。 
一同	 クリティカル！？ 
ＧＭ	 すげえかっけえ。扉は一瞬で開きますが、フィオナの姿はそこにはありません。 
ナル	 鍵をかける音が聞こえたんだよね？	 ナル、鍵が開いた瞬間に駆け抜けて向かいの

扉を叩き斬ろうとします！ 
ダイス	 よっしゃ開い……痛ぇっ！？（踏まれた） 
ＧＭ	 扉を叩き斬ると装備武器が壊れますが、構いませんか？ 
ナル	 ……え。考えます。 
ダイス	 いやいやいや、器物破損するなよ！？ 
ナル	 依頼人の命と器物破損なら器物破損するよ！	 でも、武器が壊れたら戦えない！ 
コトハ	 タックルは？ 
ＧＭ	 装備防具がランダムで壊れます。 
ナル	 胴部防具が壊れたら戦えない……物置に斧があったよね。 
ＧＭ	 お、キャラクターはテンパっててもプレイヤーは忘れないなぁ。ありますよ。 
ナル	 斧をふりかぶって寸前で「あ、ヤバい」って気付いて止めて、もっかい物置にダッシ

ュ！	 立てかけられてた斧を持ってきて《バッシュ》でどかーん！ 
ダイス	 おれ、何回踏まれんのっ！？ 
ラウド	 だ、大丈夫ですか……っ？	 抱き起こします。 
コトハ	 ダイスくん飛び越えて、正面扉の前くらいに立ってナルちゃんを見守る。 
ナル	 ４０ダメージ！ 
ＧＭ	 扉は粉々。斧もぶっ壊れます。ただ、部屋の中から瘴気が噴出し、前にいたナルと近

くにいたコトハはダメージを受けます。	 （ころころ）	 １７のＨＰダメージどうぞ！ 
ラウド	 《プロテクション》の許可は！？ 
ＧＭ	 えー不可がいい……って、すっごい音したよな、振り向くのがむしろ自然だよなぁ。
仕方ないから許可しよう。 
ラウド	 コトハに《プロテクション》、１３点軽減！ 
ＧＭ	 ……これだからアコライトは……。 
ナル	 瘴気が噴き出してるってことは、この中に魔族いる？？ 
ＧＭ	 ちなみに瘴気とは、邪神や魔族が放つ穢れたオーラのようなものです。とっても良く

ないモノで、長時間浴びたり、すごく強い瘴気を浴びると、神の子は邪悪化して、魔族の手

先になります。 
ダイス	 ……邪悪化って、前のシナリオボスがなってたやつ？ 
ＧＭ	 ヴェルナちゃんは自身の才能と闇に溺れて邪悪化したので、魔族に堕とされたわけ

ではないですが……あんな感じですね。理性を失って欲望のままに動いたり、神の子とは相



容れない存在になっちゃう。 
コトハ	 フィオナちゃんはエルダナーンだから、邪悪化したら、ヴァンパイアになる？ 
ＧＭ	 ♪せっかーいでぇーいちーばんヴァンパイアメイジー♪ 
コトハ	 笑えないよ！	 とりあえず、ダイスくんの近くまで逃げるっ。 
ナル	 フィオナ心配。気にせず入る。 
ラウド	 僕も気になるのでナルの近くまで。 
 
	 部屋の中は、邪神や魔族が放つ穢れた瘴気が満ちている。部屋のベッドが移動させられ、

ベッドがあった床には階段がある。かなり下まで続いているようだ。瘴気はそこからにじん

でいる。 
 
コトハ	 ベッド……そんなの調べなかったよ……。 
ＧＭ	 まー普通はノートを調べますよね。それがＧＭのミスリードだったわけですが。ドヤ

ァ。 
フィオナ	 階段……ベッドをずるずる引っ張って階段を出現させて、降りたんですか……。 
ＧＭ	 【筋力】低いフィオナが頑張ってずるずる引っ張るところを想像すると、かなり可愛

らしいよね（笑）。 
ラウド	 ダイスくん達に大声で伝えます。 
ナル	 みんなで行こうよ！	 ……あ。ダイス達を呼び出した後、ＨＰポーション飲んで空き
瓶つくって、祭壇前の水……聖水をすくいに行く！ 
ラウド	 ああ……確かに。同じく、ＭＰポーション飲んで聖水を取りに。 
コトハ	 あたしもＭＰポーション飲まなきゃ……でも、聖水、既にコトハが持ってるよ？？ 
ナル	 いや、魔族に聖水かけるなら、前衛が聖水持ってないとダメでしょ。 
ＧＭ	 （……なんで、魔族の“真の死”の条件が「聖水をかける」ことになってんだ？） 
ナル	 あとさ、もしフィオナとクローネが邪悪化してたら、聖水かければどうにかならない

かなって思うから、聖水はできるだけ多く持ってたほうが。 
ＧＭ	 （邪悪化って聖水で食い止められるのかな。ルール的には、邪悪化させた魔族を倒す

以外の救い方ってなかったような……ナルプレイヤーさん、ちょっと暴走してる……？） 	 
ええと、とりあえず、「ナル」は「フィオナの従者のクローネ」が階段の下にいるって思っ

ていますか？	 どうして？ 
ナル	 え、あ、そっか。じゃあクローネのことはおいといて、敵にたくさん聖水かけるため

に多く持っておきたいって考える！ 
	 コトハとナル、ダイスが聖水を１本ずつ持ってるね。どこから敵が出てきても大丈夫！	 

じゃあ、階段降りようよー！ 
一同	 イエー！ 
ＧＭ	 （あ、コレ駄目なパターンだ！	 ベテランのナルプレイヤーさんが煽動しちゃったか



ら、他プレイヤーが考え無しに従おうとしてる！） 
 
	 今回のシナリオは、“真の死”を与えてボスを倒すとトゥルーエンド、“真の死”を与えない
ままボスを倒すと通常エンドに分岐することになっていた。 
	 通常エンドも別にフィオナが死ぬわけではなかったので、「勘違いして突き進む」のも面

白いかと悩んだのだが。 
	 「エンディング分岐することをシナリオ開始時に伝えていなかった」「シナリオ前編と後

編でセッション日が空きすぎた」「自キャラがいない場面で発言することが、フィオナプレ

イヤーさんには難しかった」……モロモロの事情を鑑みて、わかりやすく警告することにし
た。 
	 余談として、ナルプレイヤーが暴走した理由。セッション時はわからなかったのだが、ナ

ルプレイヤーは以前のキャンペーンシナリオで「現世に未練を残したアンデッドの未練を

断ち切る」（ＧＭが提示した条件をクリアする）ことで、彼らをアリアンロッドの輪に還す

（転生させる）というプレイを行っていた。設定的には「アンデッドを転生させる」ことと

「魔族に“真の死”を与える」ことは全くの別物なのだが、なんとなく混ざってしまったのか
もしれない。 
	 言われてみれば、「穢れた生き物が敵」「シナリオ取得アイテムに聖水がある」となれば、

勘違いしても無理はないのかもしれない。 
 
ＧＭ	 階段を降りると、クライマックスフェイズに移行します。神殿には戻らせませんので、

皆、もう一度、これまでの情報を見直し、このまま進むかどうかを決めて下さい。 
ナル	 え？ 
ＧＭ	 フィオナプレイヤーさんは特にね。「フィオナ」がこの場にいないから発言しにくい

と思うんだけど。フィオナの進退に関わるから、考えて、思いついたことを言ってみて。 
フィオナ	 は、はいっ。……と言っても、あまり思いつかないのですが……。 
コトハ	 フィオナちゃんに何かあるのはわかるんだけど……。 
ダイス	 おれは、火ネズミの「深紅の爪」が、しっくりこない。 
ナル	 （小声でＧＭに問いかける）……ええと、「そう」なの？ 
ＧＭ	 （小声で返す）ちょっとあからさますぎた？ 
フィオナ	 壁画は、調べつくしたのでした？	 前編の情報まとめに、壁画の内容が文章化さ

れてますよね。読み直してもいいですか？ 
ナル	 （気をとりなおして）祭壇の池に穴を開けたほうがいい？	 聖水を地下に流したらフ

ィオナも溺れる？？ 
ＧＭ	 そこまで水量が無えよ。「小さな池、もしくは水溜り」レベルだぜ。 
ナル	 え？	 あれ、すごく大きい池のイメージだった。 
ＧＭ	 （水溜り描写は何度もしてたし、マップ描いたのナルプレイヤーさんなんだけどな。



やっぱり前編の情報が頭から抜けてるなぁ） 
コトハ	 「願いを心に水をかける」のは？	 やってないよ。 
ナル	 あっ！？	 それ、したほうがいい！？ 
フィオナ	 ああ、木にかけるのでした？ 
コトハ	 あたしも読み直す……。 
ダイス	 おれ、行ってみたい。 
ＧＭ	 祭壇前に戻る？ 
ナル	 うん、冷静になった。でも、キャラクターはソワソワしてるから行きたくない……ナ
ル、待ってるよ。あ、その間にポーション飲む？ 
ＧＭ	 そうですね。時系列で考えると、ナル達がポーション飲んで準備してる間に手の空い

たキャラクターが「そうだ、あの木を調べてない！」って気付いて調べに行くのがきれいで

すかね。 
ダイス	 ……それなら、おれひとりだ。行ってくる。 
ＧＭ	 あれ、他はみんなポーションタイムだっけ？ 
 
 
 
	 	 ミドル１１――アエマの神像 
 
ＧＭ	 では、ダイス。あなたは、木に何を願いますか？ 
ダイス	 ……そう言われてみれば、何を願えばいいんだ？ 
フィオナ	 確かに！	 ダイスくんに祈っておきます！（笑） 
ダイス	 ……複数の願い事はアリですか？ 
ＧＭ	 ナシでーす★ 
ダイス	 だよねー！（笑） 
フィオナ	 ええと、今、キャラクター全員が共通して得てる情報って何でしょう？	 サブＧ

Ｍとして聞いた情報と混ざってしまっていて……。 
ＧＭ	 キャラクターが得ている情報は、「なんか魔族がいた。オレ“真の死”じゃないと倒せ
ないぜ！って言った」「フィオナが錯乱して、おそらく瘴気の満ちた階段を降りて行った」。

その程度だと思いますよ。 
フィオナ	 うーん……ダイスくんが願う可能性のあることは、「魔族の倒し方」「フィオナの
こと」「何かを知ること」「自分の安全」……くらいですか？	 “真の死”を与える方法が聖水
じゃない場合を考えて「“真の死”を教えて下さい」でも良い気はします……「それぜんぶ含
めて教えて下さい」とか？ 
ＧＭ	 それ、「たったひとつの願いを３つに増やして下さい」と同じ香りがするんですが

（笑）。 



ダイス	 ぜんぶ知りたい。 
ＧＭ	 さすがに範囲が広すぎるので、もう少し絞って下さい。でないと、この世の始まりか

ら終わりまで教えますよ。 
ダイス	 性格変わっちゃう！	 悟り開いちゃう！（笑） 
コトハ	 あたし、 初に起こった地震がどう関係あるのか、ずっと気になってる。 
ナル	 あー。もしかしたらそれも関係あるのかなぁ。 
ラウド	 「今起きてることすべて」とか？ 
ナル	 神様のグローバルな視点から見ると「今起きてること？	 え、世界のどの部分？？」

ってならない？ 
ダイス	 うううう～。 
ナル	 ダイスプレイヤーさん、あんまりプレッシャー感じなくてもいいよ？（汗） 
フィオナ	 ダイスが一度、皆のところに戻って相談してもいいのでは？ 
ダイス	 うう、でも、自分で考えたいんだ……。 
ＧＭ	 「ダイス」がいちばん気になってることは何ですか？ 
 
	 焦るギルドメンバーと分かれ、ひとり祭壇の木の前に移動したダイスは、膝をついて清ら

かな水をすくう。 
	 魔族のこと、自分の安全、ひそかに探し続ける家族のこと――気になることはたくさんあ
ったけれど。 
「……フィオナはどこにいる？	 無事ですか……あの子の髪飾りはなんですか。教えて下
さい」 
	 天涯孤独の彼がエメラルドの水に願ったのは、友達になれるかもしれない少女のことだ

った。 
 
ＧＭ	 願いは「フィオナに関して」でいいですか？ 
ダイス	 （緊張のあまり、甲高い声で）せやな！ 
ＧＭ	 キョドりすぎ ww	 シナリオトリガークリアです。ダイスが水をかけると、木は真実
の姿――河と水の女神アエマの木像へと変わりました。	 アエマの衣服には、流麗な飾り文
字が書かれてあります。 
 
『かの娘、ミネガー湖に封じられし魔族ガーネディオに囚われたり。 
	 天秤の片方に従者の命、もう一方に乗せるべきは他者の命。 
	 魔族の魂に監視され、かの娘は孤独の道を行く。 
	 神の子をさらい数多の生贄を要求した非道な行いに、熱き血潮が深紅の石へと変わりし

中位魔族。深紅の石魔ガーネディオに“真の死”を与え、かの娘を救う方法はただひとつ。か
の邪悪な魂を宿せしすべての石を破壊すること』 



 
コトハ	 石を破壊……！？ 
ナル	 フィオナの髪紐の石を壊さなきゃ……もしかして、フィールドに石が散らばってる
可能性がある！？	 めんどくさいっ！？ 
フィオナ	 調べて本当に良かった……！	 あら、ですが、聖水ってあまり意味が無い……？ 
ナル	 てへぺろ★	 ＧＭがあんなにストップかけるってことは、何かあるなって思うよね！ 
ＧＭ	 勘違いさせたまま突っこませても面白いかなってすごく悩んだよね！	 セッション

後のディスカッションで、どっちが良かったか聞かせてね！ 
ナル	 りょーかーい。とりあえず、ダイスはみんなのところに戻る？ 
コトハ	 戻って報告して！ 
ダイス	 ……いや、言わないと思う。 
一同	 なんでだよ！！？？ 
	 意外なところで発揮されたコミュ障っぷりに総ツッコミである。 
フィオナ	 え、ちょ、それ、わたくしの助け方を誰も知らないことに……っ？ 
ナル	 頼むから！	 頼むからそれはやめよう！？ 
ダイス	 ……でも、神秘的な体験だったし、聞いた内容は重過ぎるしショックで……しゃべ
れない……。 
コトハ	 ええええええ、じゃ、じゃあ、ダイスに何があったのか調べるために、祭壇をのぞ

きますっ！ 
ＧＭ	 残念。願った人間がいなくなった時点で、アエマの神像は元の木に戻っています。 
コトハ	 どうしよぅううう！？（焦） 
ナル	 ダイス！	 ダイス、頼むってばぁ！？ 
ダイス	 だってだってだって！	 フィオナは無事だけど監視されてるし囚われてるし解放

してあげたいけど助けるためには石破壊しなきゃいけないしでも石ってどこにいくつある

のかわかんないしたぶん石が監視してて医者？医者がフィオナを監視？？ 
ラウド	 落ち着いてー！？ 
ナル	 「石を破壊する」ことは聞いた！	 ＯＫ、落ち着かせるためにダイスをアックスの柄

で殴る！ 
ダイス	 ぷしゅー。疲れた……。 
フィオナ	 お疲れ様です……！ 
 
 
 
	 	 クライマックス――深紅の石魔ガーネディオ 
 
ＧＭ	 １時間ほどの小休止をはさみ、改めてセッション再開。 



 
	 †ブラッディ★アニマル†が暗い階段の下へ下へと降りてゆく。 
	 階段の下は明るくなっており、広い空間になっていた。たいまつによって照らされた大き

な地下空間。陥没してぬかるんだ地面の中心、よどんだ深紅の石の上に、ドゥアンの男が地

に伏している。大きな白紫の羽の上にも深紅の石を置かれ、苦痛に呻いていた。 
 
フィオナ	 かなり痛くないですかそれ。 
ＧＭ	 痛めつけるための処置ですもの。正座させた上に重石を乗せる江戸時代の拷問にイ

ンスピレーションを得ました。 
階段降り中ダイス	 羽根の上に石……飛べない……？ 
ＧＭ	 羽根の骨は何本か折れてます。どう見ても飛べない。 
 
	 体も尊厳も痛めつけられた従者の姿を見て、ぬかるむ地面のフチに立ったフィオナが叫

ぶ。 
「クローネっ！」 
「お嬢様……！	 お逃げ下さいと申し上げましたのに……！」 
「あなたを見捨てろと！？	 できるはずがないでしょう！」 
	 フィオナの怒りに、羽根をふるわせる男。フィオナの慟哭を嘲笑うのは、また新たな声。 
『それで？	 我はこの男の命が惜しければ代わりの生贄を用意せよと申し付けたはずだが、

贄はどこに？』 
	 しわがれた男の声をあげた３人目は、水でできたカラダを持つ、本来は愛らしい少女の水

妖精。まるで水面から現れるように水をまとい、地面から現れた。瑞々しい肌によどんだ深

紅の石をはりつけられている。 
	 魔族・ガーネディオは、フィオナを挑発するように、うつぶせに跪くクローネの体の上に

乗った。 
 
階段降り中ナル	 拷問かな！？（笑） 
階段降り中コトハ	 しわがれた男の声……マジックキャノンの？ 
ＧＭ	 同じ声に聞こえますね。イメージボイスは大塚○夫★ 
階段降り中ダイス	 Ｃｖ．○夫！？	 どうせなら若○さんにしようぜ！ 
ＧＭ	 それは敵わない感すごいから却下。 
フィオナ	 え、演出続けますね？（笑）	 「魔族、取引は中止よ。生贄は用意しない、クロ

ーネも渡さない！」 
ＧＭ	 フィオナが呪文を唱え、石つぶてが飛ぶ。魔族の体が吹っ飛び、細い体が地面に叩き

つけられます。 
階段降り中ナル	 おおっ、強い！ 



ＧＭ	 クローネに駆け寄ろうとしたフィオナに、仰向けになったまま、魔族は呪歌を放ちま

す。ひびわれた歌はフィオナの心を壊し、悲鳴をあげてフィオナが倒れこみました……とい
うあたりで、ブラッディ組は到着＆合流して下さい。 
ナル＆ダイス	 階段ジャンプして、フィオナの前に立つ！ 
フィオナ	 「あなたがた……っどうして来たのです……！」 
ナル	 まだ依頼料をもらってないから！！ 
フィオナ	 そんな理由っ！？ 
コトハ	 魔族さん？をにらみつける。 
ＧＭ	 お、ならば、ゆらぁ……って立ち上がります。	 『土の魔術で石の魔物と呼ばれし我
の虚を突けるとでも思うたか』 
ナル	 友達を傷つけるなんて友達じゃない！	 もう倒していいよねっ！？ 
ＧＭ	 フィオナの事情説明ターンとか全部すっ飛ばしてナル理論が炸裂した！	 え、ええ

と、一応、事情説明ターン設けるよ？ 
フィオナ	 「地震のあった晩、わたくしとクローネはこの神殿に泊まった。昼に見たこの場

所は、きれいなエメラルド色の水が満ちた湖だった……けれど、夜中の地震で地面が割れて、
アエマの祝福を受けた水はなくなって、あの魔族の封印は解けていた。それも知らずに、わ

たくしたちはココに降りて、この者に捕まった。クローネの命を惜しむなら、倍の生贄を用

意しろと言われた。この髪紐で監視されていたから、誰に助けを求めることもできなかった」 
ラウド	 そんな……君だけの責任じゃないよ。 
ダイス	 ……監視って、髪紐の石のことか。外さないのは、大事にしてたからじゃなかった
のか。 
ＧＭ	 「クローネを救うためなら何でもする。そう思ってたのに、あなたがたを犠牲にする

覚悟が、どうしてもできなかった……！」 
コトハ	 フィオナちゃん……。 
フィオナ	 「倒したい……方法なんてわからない、けれど、わたくしは、あの者を倒して、
わたくしの従者を救いたい……！！」 
ナル	 任せて！ 
ダイス	 ……おれもいる。方法は、わかってるしな。 
ＧＭ	 “真の死”の条件について、フィオナに説明しますか？	 というか、お願いだからして
下さい（笑）。 
ナル	 するするー！	 赤い石ぜんぶ壊そ！ 
ＧＭ	 ん、じゃあ魔族・ガーネディオが反応。	 『な……っ何故それを！	 知ったからには
生かしてはおけぬ！！』 
 
『脆弱なエルダナーンの小娘が……我を奉る巫女として使ってやってもよいかと思ってい
たが……できる限りに苦しめて喰らってやろう！』 



	 虫けらと信じる人間共の反抗に、ガーネディオは不快をあらわにする。しかし、それ以上

の怒りを宿したのは、無様にはいつくばる天翼族の男だった。 
「黙れ……」 
	 ぱきん、ばきん、音を立てて、クローネは羽を動かす。 
「お嬢様に……何を抜かすか、魔族如きが！！」 
	 骨が折れる音さえ瑣末事だとばかりに、地面についた腕を伸ばして上体を起こしたクロ

ーネは、ついには重りだった石を跳ね飛ばし、羽を大きくはためかせた。 
 
コトハ	 クローネさんすごっ！？ 
フィオナ	 でも、無理しすぎですわ！？ 
ＧＭ	 お嬢様への侮辱ユルサナイ。折れた羽根で大きく飛び上がったクローネは、君達から

離れた位置で着地。	 「……お嬢様、ご存分、に……！」	 フィオナに微笑みかけ、クロー
ネは意識を失いました。「戦闘には参加しませんよ」アピールね。 
ナル	 いや、カッコイイ演出なのはわかるけどさ！？	 それなら、あの場にいて《ジョイフ

ル・ジョイフル》歌ってくれたほうが助かるんだけど！？	 ナル、ずっとどう交渉しようか

って考えてたのに！（怒） 
ＧＭ	 そこから離れることが重要ですよ、羽根折れてるから回避行動できない → 人質に
なっちゃう。お嬢様お優しいから、自分を見捨ててくれないし。 
ナル	 あ、確かに。 
コトハ	 ……ね、ねえ。クローネさんの下にあった石と、クローネさんが跳ね飛ばした石、
合計３つ砕かなきゃいけない、の……？ 
ＧＭ	 はいはーい、今回のギミックを説明するねー★ 	 現在、パッと見で君達に見える石は
３つ。マップの中心部、クローネがはりつけられてたいちばん巨大な石。クローネが跳ね飛

ばした石は、そこから左右に３ｍ位置に転がっています。 
一同	 ……「パッと見」……。 
ＧＭ	 「パッと見で見える石は３つだけ」です（にやにや）。 
	 深紅の石魔・ガーネディオに“真の死”を与える条件は「邪悪な魂を宿す石をすべて破壊す
ること」。石すべてを破壊しないままにガーネディオを戦闘不能にしてしまうと、ガーネデ

ィオは再復活の力をためるため姿を消します。そのため、フィオナを本当の意味で解放した

いならば、石は戦闘中に破壊して下さい。石の破壊は、「石を破壊する」と宣言し、攻撃を

行って下さい。 
ナル	 ダメージ与えればいい？ 
ＧＭ	 そうですね。ただ、範囲魔法に巻きこむことは許しません。「石を破壊するために《ア

ースブレッド》撃ちます！」は可だけど、「《マジックブラスト》＆《アースブレッド》で石

とガーネディオを狙います！」は不可。 
ナル	 途端にめんどくさいっ！？ 



ダイス	 ……おれの《ディフュージョンショット》は？ 
ＧＭ	 許可します。《ディフュージョンショット》は「広範囲に散らばる複数の敵に狙いを

定めて攻撃する」スキルですので。 
フィオナ	 わたくしの髪紐については？ 
ＧＭ	 マイナーアクションで外し、メジャーアクションで破壊して下さい。いかんせん髪紐

なので、１ｍｍズレたらフィオナの頭部にダメージいくでしょ？ 
ラウド	 確かに。 
コトハ	 深紅の石が他にないか、調べていい？ 
ＧＭ	 さすがに不許可。戦闘中に行って下さい。メジャーアクションで【感知】もしくは【知

力】判定です。 
	 さあ、ラストバトルを開始しましょう！ 
 
戦闘配置	 第１ラウンド 
「石Ｂ」	 （３ｍ）	 「石Ａ	 ガーネディオ」	 （３ｍ）	 「石Ｃ」 
	 （５ｍ） 
「フィオナ（石Ｄ）	 ナル	 ダイス	 コトハ	 ラウド」 
 
ＧＭ	 行動値１５、ガーネディオ動きます。フィオナに対して《引き寄せ》宣言！	 フィオ

ナを自分のエンゲージに強制移動させます。	 『来よや、贄』 
フィオナ	 対決判定も何もなく、引き寄せられるんですかっ？ 
ＧＭ	 そういうエネミースキルなので（笑）。フィオナは、陥没したぬかるみに脚を踏み入

れるわけですが……ぬかるみを踏んだだけとは思えない不快感がフィオナを襲います。 
フィオナ	 どういうことです……？ 
ＧＭ	 効果はクリンナッププロセスでわかります。お楽しみに★ 
	 続いてガーネディオのメインプロセス。後方４人組に対して《ララバイ》！ 
ナル	 バードスキル使ってきたっ！？	 《ララバイ》ってなんだっけ、スキルガイド確認し

ていい！？ 
ＧＭ	 ダメー★	 だって君達、［エネミー識別］しなかったじゃん？ 
コトハ	 え、識別できたの……っ？ 
ナル	 あれだけ会話してたんだから、ガン見するチャンスはいくらでもあったよ。ていうか、

ＧＭに交渉しなきゃいけなかった。 
ＧＭ	 呪歌なのはわかるから、「バッステ付与されるかも」と危機感覚えるくらいはいいよ。 
ナル	 ぐぬぬ……っ。どうしようダイス、バッドステータス付けられたら総崩れになるか
も！ 
ダイス	 いや……でも初撃だぜ……スキル打ち消すのはココじゃないだろ。 
ＧＭ	 了解しました、命中判定ダイスふりますね。中位魔族を舐めたことを後悔しろッ！	 



（ころころ）	 クリティカルです。 
ナル	 うわぁあああ……え、フェイト使う？	 ここで？	 ナシだろ……っ！ 
ＧＭ	 全員、回避できなかったね？	 ダメージよろしい？ 
コトハ	 いいよー。 
ＧＭ	 ４４のＨＰダメージどうぞー♪ 
コトハ	 えええ！？	 戦闘不能です……っ！ 
ダイス	 ……ＨＰ減ったまま来ちゃったから……全快だったら残り３点で耐えられたのに
……っ。 
ラウド	 《プロテクション》は誰に撃つべきですか！？	 自分！？ 
ひとり生き残るナル	 やだぁあ、やっぱり総崩れじゃん！！（泣） 
フィオナ	 ……こ、後方が地獄絵図……！ 
 
	 ボスの攻撃力を舐めたことにより、一気に戦線が崩壊する一行。 
	 「ラウドが《レイズ》持ち」「全体回復がコトハの《サモン・シームルグ》のみ」「ギルド

スキル《蘇生》を使ったらダイスが生き残れる」など、いろんなパターンが考えられること

から、戦術幅がかなり広かった。全員で、あらゆるパターンを想定する。 
 
ラウド	 《蘇生》は温存して、倒れたダイスとコトハは僕の《レイズ》で立ち上がらせます

か？ 
ナル	 《レイズ》された対象は行動済みになるよ。この攻撃でダイスが生き残ればダイスの

手番が来て、エンゲージから離れられる。次の攻撃を食らう対象が減る。 
ラウド	 ああ、散開するメリットがありますね。 
フィオナ	 ダメージ量から考えると、ＨＰマックスであろうが後衛は一撃で落ちます。《蘇

生》を温存するメリットってあんまりないような……？ 
ナル	 ナルは一撃くらっても大丈夫だから、この攻撃をくらった後に《蘇生》撃てば、もっ

かい耐えられるの。でも、そんなことよりダイス生き残らせたほうがイイ気がする……！ 
コトハ	 このシナリオって、［とどめをさす］アリでしたっけ……？ 
ＧＭ	 ナシです。ちゃんと助けに来てあげる。ただ、強制的にノーマルエンドですね。フィ

オナは解放されない。 
ナル	 全滅したときのことを考えて戦うのヨクナイ！ 
	 １５分程、ベテランのナルプレイヤーを中心に、必死に考えた結果。 
ナル	 （憔悴して）……《蘇生》して、全員のＨＰをマックスにした後、ラウドが自分に《プ
ロテクション》。その後、実ダメージを計算します。 
ラウド	 使えるフェイト３点すべてつぎこみ、自分に《プロテクション》！ 
ナル	 お願いだよ！？	 今までの話し合い、ラウドが生き残らなかったらなんにも意味な

いからね！！？？ 



ラウド	 プレッシャーかけるのやめて下さいっっ！？	 （ころころ）	 ２６点軽減！！ 
ＧＭ	 ハァーーーー？？	 これだからアコライトは……っ。 
	 でもコトハ落ちたからまんぞく。ガーネディオがケラケラ笑います。	 『まずは１匹目。

翼の男の代わりの贄だ！』 
コトハ	 ひどいーっ！？ 
ダイス	 行動値１１、マイナーで５ｍ前進して……、 
ラウド	 待って下さい、ぬかるみがあると聞きました！ 
フィオナ	 こちらに来るのはオススメしません！ 
ダイス	 なら、横に動く。３ｍ移動してエンゲージ離れて、メジャーで《ディフュージョン

ショット》。対象は石Ａ～Ｃ！	 命中判定は成功した、石を破壊！ 
ＧＭ	 ガーネディオは少し眉をしかめますが、まだ余裕ぶっています。 
ナル	 ……見えてるぶんは、フィオナの髪飾りをのぞけば消した。他にもないか、探さなき
ゃ……。 
ＧＭ	 あはは、いつもの私のマスタリングですね。サラっと重要な情報を風景描写にまぎれ

こませてる。 
ナル	 え、ヒントあった！？ 
ラウド	 言われました。ガーネディオの胸に深紅の石が貼り付けられています。 
ナル	 ホント！？	 でも、それってどうやって壊すの！？ 
ＧＭ	 わかんない。だって君達、［エネミー識別］しなかったじゃん？（二回目） 
ナル	 ちっくしょおお……。 
フィオナ	 行動値８、わたくしの手番ですが。自らの髪飾りの石を破壊すべきですか、［エ

ネミー識別］を優先すべきですか？ 
ナル	 どちらも重要だよね。 
フィオナ	 想定外の事態が起こり、わたくしに次のラウンドが回らない可能性もあります

し……って、あら？	 ＧＭさん、わたくしが戦闘不能になった場合、髪飾りの石はどうなり
ます？？ 
ＧＭ	 他キャラクターがフィオナにエンゲージして石を外すことになるんじゃないかな

……って、あれ。その作業、フィオナが生きてても可能だね？ 
ナル	 フィオナが髪飾りを外した後、［エネミー識別］したら、他キャラクターが壊せる

……？ 
ＧＭ	 ああ……それ、うまいねえ。「マイナーアクションで、髪飾りを外して同エンゲージ
に捨てる」ことは許可します。 
フィオナ	 では、そうします！ 
ラウド	 ［エネミー識別］するのであれば、フェイトを足して下さい！	 幸福の能力値ぶん

だけ足せますからっ！ 
ダイス	 ラウド落ち着け、幸福チガウ幸運や！ 



ラウド	 あああ本当ですっ？ 
フィオナ	 フェイト２個足して、［エネミー識別］！	 （ころころ）	 ああ、もう……っど
うして１の出目がふたつもあるの！	 達成値２２です！！ 
ＧＭ	 おめでとー。データは「ルサールカ」（『エネミーガイド』Ｐ．６２）を改変使用して

おります～。（データ読み上げ） 
 
オリジナルスキル《よどんだ深紅の石》  
	 ガーネディオが戦闘不能になったら破壊される。 
	 生物の体に埋めこみ、ガーネディオの魂を分け与えて好きに操る。フィオナのように装身

具として持ち歩いている場合は宿主に対しての影響力は無いが、石を持っている相手は魂

で繋がるため、常に監視が可能。 
	 石（魂の欠片）の破壊による痛みのフィードバックは無い。 
	 小さな欠片のひとつでもあれば、生贄の命を吸収して石を大きくできるため、ガーネディ

オはわざわざ石を守ろうとはしない。 
 
ＧＭ	 火ネズミの爪は、戦闘不能になったら砂になって消えましたね。アレと同じ現象がお

こります。 
一同	 あああ～。 
フィオナ	 丁寧に思い出せば、識別せずとも理解できたんですね。 
ナル	 でも、他のスキルを知れたのはアドバンテージだよ。《ララバイ》を警戒してればい

いことがわかっただけでも充分！ 
	 っていうかさ、ＧＭ。《ララバイ》命中してるんだから、生き残ったナルとダイスとラウ

ド、［マヒ］してるはずじゃ？ 
ＧＭ	 ……またバッドステータス効果忘れてた！	 ナルとラウド、今から適応させて！！ 
ナル	 だよねー★	 言わなきゃ良かったけど、気付いて言わないとか自分を許せなくなるん

だもん！！ 
ＧＭ	 ナルプレイヤー、真面目だよねえ。私ならしれっと「忘れてたＧＭのミスでしょ？」

って考えて黙っておくわ。 
ナル	 だってそうやって勝っても嬉しくないもん！！ 
ＧＭ	 うん、そういうスタイルも素敵だと思うわ（笑）。 
ナル	 マイナーアクションでバッステは解除して、メジャーでは何をしよう……謎のぬか
るみか他の石を調べるべき？	 ナル、【感知】も【知力】も２だよ！！！ 
ＧＭ	 ワロスワロス。 
ナル	 フェイト注ぎこめば……無理だよ、それならもう一撃耐えられるようにＨＰを回復
……もしかして、フィオナからのＥＸＨＰポーションを使うとき！？	 え、ヤだ、売ったら
めちゃくちゃ高額なのに！ 



ダイス	 命と金とどっちが大事だ！！ 
ナル	 命です！	 ううう、フィオナとの思い出、とってもとっても良いポーションでありま

すように！	 フェイトも使う！	 （ころころ） 
フィオナ	 出目が微妙―！？（笑）	 すみません、教え方が悪かったんだと思います！ 
ナル	 ２３点回復、ＨＰ４４になりました！	 ダメージダイスがはしらなかったら、あと一

撃耐えれる！！ 
ラウド	 コトハに《レイズ》。発動成功。コトハ、ＨＰ１点で立ち上がって下さい。 
コトハ	 ありがとう～～！！ 
ＧＭ	 クリンナッププロセスきましたね？	 トラップ《瘴気のミネガー湖》発動。清らかだ

ったはずのミネガー湖は、今はガーネディオの瘴気で満ちています。ミネガー湖跡に脚を踏

み入れているＰＣは、じわじわと瘴気に侵されて、毎クリンナッププロセス毎にＨＰダメー

ジ３点を食らって下さい。 
残りＨＰ３点のダイス	 前進しなくて良かったーー！！！ 
ＧＭ	 ラウドとフィオナが止めてくれて良かったよねえ（笑）。 
フィオナ	 ……たかが３点ですが、戦闘が長引けば、わたくしのは 悪それだけで倒れます。 
ＧＭ	 自分を裏切ったフィオナはじわじわいたぶりたくて手元に置きました。にこっ。 
 
戦闘配置	 第２ラウンド 
「ガーネディオ（石Ｅ）	 フィオナ	 石Ｄ」 
	 （５ｍ） 
「ナル	 ダイス	 コトハ	 ラウド」 
 
ＧＭ	 セットアップ、《引き寄せ》るのはラウド！	 他の奴らから引き離して、もう《レイ

ズ》撃てなくするよ！ 
一同	 ですよねー！！ 
ＧＭ	 続いて、《ララバイ》もフィオナとラウドに撃つね♪ 
ナル	 はーい……ってダイス、呑気にドリンクタイムするな！	 おまえの見せ場！！ 
水分補給中ダイス	 へっ？	 あ、ああなんだなんだ、ああ……《インタラプト》！ 
ＧＭ	 了解しました（笑）。まだＨＰマックスだから余裕ぶってるわー。次、ダイスは何し

ます？ 
ナル	 ダイシュダイシュ、 
ＧＭ	 危機感のあまり噛んだ！？ 
ナル	 だいしゅ、ナルは、この部屋に石がもう無いか調べてほしいのでしゅ（笑）。 
ダイス	 わかりまちた～（笑）。 
ナル	 ガーネディオは《バッドステータス無効》持ってないから、毒付きの銃弾を叩きこん

でもいいかもだけど。判断任せる。 



フィオナ	 わたくしもそれなりに【知力】高いですから、調べるのは任せて頂いても構いま

せんわ。 
ナル	 フィオナが攻撃したら、［転倒］させられる魅力があるんだよねえ。でも、石を破壊

するのは 優先だと思う。ガーネディオのＨＰわからないし。 
ＧＭ	 ちょ、待ち時間にお菓子食べてる間に、１０分経ってる！	 さっきから、一手一手を

すっごい丁寧に考えてるな！ 
ナル	 一手のミスで全滅直行するもん！ 
ダイス	 ……毒を付与して石を破壊する。ガーネディオとフィオナの髪紐に《インベナム》
＆《ディフューションショット》！	 命中判定１９！ 
ＧＭ	 ガーネディオは、行動値のわりに回避値高くないんだよね～。	 （ころころ）	 あ、

惜しい。 
ダイス	 これが、オマエがフィオナに与えた痛みだ！	 ２３ダメージ！！ 
ＧＭ	 石は破壊され、ガーネディオは［毒］状態になりました。 
フィオナ	 部屋を調べます！	 フェイト１点使い、【知力】判定！	 達成値１６！ 
ＧＭ	 「残りの石は、あの魔族の胸の石ひとつですわ！」	 確信を持って理解します。 
フィオナ	 良かった！	 皆に伝えます！！ 
コトハ	 行動値８、やっと動ける！	 《ファイアボルト》は当たった……《リゼントメント》
と《マジックフォージ》、どちらを優先して使うべき？ 
ナル	 ……今は、ＭＰを温存するよりダメージ上げて欲しいな。 
コトハ	 《リゼントメント》使用！	 〈火〉１０３ダメージ素通しで食らって！！ 
ＧＭ	 やめろよー……。全体ＨＰの１／６を切りました。一気に減った……。 
ナル	 ナル、どうするべきかな……殴りに行きたいけど、コトハ守ることを優先するべきな
のかも。ラウド、先に動いて？	 ガーネディオの残りＨＰで、動きを考えるから！ 
ラウド	 フェイト使用して魔術判定ダイスを足し、魔術判定２７！ 
ＧＭ	 うあー、どきどきする。回避判定ー……っ、失敗！ 
ラウド	 《マジックフォージ》宣言……６が２個出た、充分だ！	 〈風〉２５ダメージ！ 
ＧＭ	 落ちたっっ！！ 
一同	 やったぁああああ！！！（拍手） 
ナル	 ……って、ナル、ＥＸＨＰポーション使って回復しただけ！？（ガァン） 
 
「馬鹿な……永遠の輝きが、我の命が、粉々に……！」 
	 砂像が風に吹かれたように、水妖精の胸に貼り付けられた石が砂となった。あたりの瘴気

がかき消える。 
	 本当にガーネディオを消滅させられたのか。その答えは、泣き笑うフィオナを見れば一目

瞭然だった。 
 



ナル	 よかったねー！！	 フィオナに飛びかかるっ！ 
ラウド	 防具の重量考えて！？	 フィオナちゃんを支えます！ 
コトハ	 良かったー……！	 後ろで泣き崩れてる。 
アイテムドロップ	 「水妖精の衣装×１」（鑑定成功） 
ダイス	 まままま待って、エネミーガイドのイラスト見たけど、ルサールカの衣装ってビキ

ニじゃん……っ！ 
ＧＭ	 へーんたい！	 ヘーンタイ！！（笑） 
 
 
 
	 	 エンディング――ギルドイン★令嬢と従者 
 
ＧＭ	 後日、†ブラッディ★アニマル†のギルドハウス――ブラッディ★ハウスにて、フィオナ
とクローネは、ギルドメンバーに礼を言います。 
ナル	 応接間に通す～。 
ダイス	 ソファの中央にふんぞりかえる。知らないヤツ（クローネ）がいるから、顔はお面

で隠してる。 
ナル	 コトハとラウド、ダイスの両隣に座りなよ。ナルはお誕生日席～！ 
ＧＭ	 クローネは、フィオナお嬢様に中心に座って頂き、自分は後ろで直立不動。 
一同	 それっぽい！（笑） 
フィオナ	 「騙して……本当に、ごめんなさい……」 
ナル	 いいよいいよー！ 
コトハ	 うんうん！ 
ラウド	 気にすることはないのですよ。 
フィオナ	 ありがとうございます……！（泣）	 「改めて、依頼は成功です。報酬をお受け
取り下さい」	 上乗せして２８００Ｇ支払います。 
ナル	 わーい嬉しいー！	 ……命の値段が５００Ｇ……。 
ダイス	 ひとり１００Ｇしか足されてないんだが。 
ＧＭ	 普段の食事が１食２Ｇの世界観だぜ、１００Ｇあれば数日間豪遊できる。あとＧＭ知

ってる。今回、お料理とか野営・イベント回復シーン多かったから、君達、そこまでポーシ

ョン使ってないはず。まだ余裕あったのに《祝福》使うんじゃなくてポーション飲んでたの

は個々の判断。 
コトハ	 むー。反論できない。 
フィオナ	 （ＧＭと一緒にシナリオをのぞきこみながら）これからの展開はどうしましょう、

クローネのこのセリフを先に言ったほうがよくありません？ 
ＧＭ	 お嬢様のお望みのままに。クローネは、皆を見回して、ゆっくりと一礼します。	 



「……フィオナお嬢様を、俺を救って頂いたこと、心から礼を言う」 
ダイス	 （ぼそっと）ほんとだよ。 
ナル	 （苦笑して）まあ、よかったよね！	 ぱちぱち！！ 
ＧＭ	 （……ほんわかムードになってる。え、この「フィオナお嬢様が至高！！」キャラを
立たせるために用意したドン引きセリフ、この雰囲気の中に投下するべき？	 するべき？	 

……いいや言っちゃえ！！） 
	 心からの礼を告げたクローネは、頭を上げた後、フィオナの髪をみつめて満足そうに囁き

ます。	 「……ああ、やはりフィオナお嬢様の御髪は、穢れなき純白の結い紐がお似合いに
なられる。魔族の穢れた深紅なぞ、お嬢様には釣り合わん」 
ダイス	 （セリフ途中から無言で机ダン） 
フィオナ	 （ソファで小さくなってる） 
ＧＭ	 フィオナお嬢様を褒め称えた後、クローネは至って平静にブラッディ組に言います。	 

「それもお前達のおかげだ、本当にありがとう」	 ……いや、「お前」はないな。 
ナル	 恩人相手におまえはね。 
ＧＭ	 （爽やかに）「それも貴様達のおかげだ、本当にありがとう」 
ナル	 悪くなってるよ！？ 
ダイス	 （机ダンを小刻みなビートに切り替えつつ、仮面越しにクローネをにらみつける） 
フィオナ	 く、クローネもわたくしと同じで、良いおうちの出なんですよ、ね？ 
ＧＭ	 いえ、まったく。幼少時の育ちはいいけど思春期はひっどいし、出自そのものも別に。

素で口調が威圧的なだけ（笑）。 
ラウド	 よ、良かったですね、って好意的に話しかける。 
ＧＭ	 「ああ、ほんとうに」	 上機嫌でこの対応です、ごめんね！ 
ラウド	 えええ……っ？（困） 
ナル	 話を変える！	 それより、ふたりとも、これから行くところあるのー！？ 
ＧＭ	 ぎくり。 
フィオナ	 うって詰まります。 
ナル	 じゃあ、このギルドに入ってみない！？	 ギルドマスターこんなんだけど！！ 
コトハ	 あ、あたしは歓迎だけど……っ。 
ダイス	 （少しずつ机ダンする音を大きくしながら仮面越しにクローネをにらみ続ける） 
フィオナ	 ギルドマスターさんが許して下さるのでしたら……あなたがたのギルドに入れ
て頂けませんか。 
ＧＭ	 「お嬢様が望まれるのならば」	 従順。 
ダイス	 （無言） 
ナル	 ダイスー……。 
ラウド	 マスター……いいじゃありませんか。戦力になってもらえますよ？ 
ダイス	 （無言） 



フィオナ	 嫌われてしまいましたか……当然ですよね、あんなことをしてしまったのです
もの。 
コトハ	 いや、フィオナちゃんじゃなくてクローネさんが問題なんだよコレ……。 
ダイス	 （クローネを見て）……キサマの部屋は倉庫だ。 
コトハ	 ダイスくん、それはひど……っ、 
ＧＭ	 （コトハのフォローをさえぎって）「屋根のある部屋を頂けるのか、有り難い」	 挑

発的に笑うね♪ 
ダイス	 嫌味を嫌味で切り返された……こんな屈辱は無い……っ！！！（机ダンダンダン） 
ナル	 なら、ふたりとも、†ブラッディ★アニマル†の仲間だね！！ 
ＧＭ／クローネ	 「血まみ……っ、どういうことですお嬢様！？」 
フィオナ	 ま、街中にいらっしゃる冒険者ギルドに声をかけたら、こんなギルド名で……っ。 
コトハ	 ごめんなさいぃ！	 耐え切れずに席を立つ！ 
ＧＭ	 （フィオナプレイヤーと２人でキャラクターシートの「ギルド名」欄に書き込みなが

ら）やっべ、コレ、キャラクター視点で考えたらすっごい抵抗あるわあ！（笑） 
ダイス	 （嫌がるクローネを見て嬉しい）われの気が変わらぬうちに契約書を書くがよい。

そして、このギルドに入ったからには、志を申せ。 
ＧＭ＆フィオナ	 こころざし！？ 
ダイス	 そうじゃ、このナルにもあるのだぞ。 
ナル	 「じゃ」って何キャラ……え、ナル！？	 はつみみだよ！？ 
ダイス	 ナルの志は、友達を１００人つくるという……。 
ナル	 ならソレで……そうだ、クローネ、友達だ！	 １４人目のナルの友達ねー！！ 
ＧＭ	 うわ、戸惑う。	 「……は、友？	 はぁ？」 
ダイス	 コトハにもあるじゃろ。申せ。 
コトハ	 なっ、そんなの無いからー！！（ビンを投げる） 
ダイス	 あべぶしゃっ！？（机に突っ伏す） 
 
 
 
	 	 しあわせな後日談。 
 
フィオナ	 クローネっ、クローネ！	 忘れないうちに！	 わたくしの作ったＨＰポーショ

ン、受け取りなさい！ 
ＧＭ	 「フィオナお嬢様の手製……！？	 救って頂いた上に、このような褒美を……！！」	 
キャラシに「お嬢様のＨＰポーション」って書いとく！	 クローネの宝物！！ 
コトハ	 クローネさん、絶対とっとくでしょ（笑）。 
ＧＭ	 こう、絹の布とかにくるんで絶対割れないようにして常に持ち歩くけど、必要とあら



ば、ためらいなく使う。使って生き残るのがお嬢様への恩返し！	 嬉しいー！！（超笑顔） 
 


