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はじめに

  まずはあいさつからいきたいとおもいます。「当深淵専門ＴＲＰＧサークルＴＨＩＮＫ＆ＳＩＮＫ

発行の同人誌”深淵がよくわかる本”を手にとってくださり、ありがとうございます。そしてお待

たせした皆さん、ごめんなさい。」

 さて、この本の内容ですが、タイトルのとおり深淵の入門書を目指して書かれています。この

本を読んでいる方には自明のことかもしれませんが、深淵とはホビージャパンより発売のファ

ンタジーＴＲＰＧのことです。魅力的であるもののその難解さゆえに敬遠されることも多いこの

ゲームには、入門書、手びき書、ガイドブックのたぐいが必要だと常々私は思ってきました。こ

の本は”私の”理解における深淵について、できるだけやさしく解説をすることをねらっていま

す。

 ＴＲＰＧそのものについての解説は残念ながらこの本では行いません。もし、ＴＲＰＧについて

まったく知らない、という人がこの本を手にとっているのであれば（まあそんなことはまずない

でしょうが）、どなたかＴＲＰＧを知っている人にお薦めの本を教えてもらうなりしてください。筆

者としては初心者用にはマイクロデザイン社発行の「テーブルトークＲＰＧ入門」を、それより

すこし程度の高いものとしては同じ会社の「ＲＰＧゲームマスターになる本」を推薦しておきま

す。

 このシリーズは上中下巻の３部構成で完結する予定です。上巻は入門編ということで深淵を

やったことのない人が、付属シナリオを用いてマスターができるようになるまで、を扱います。

ルールブックが手元になくてもわかるように書いていますが、基本的にはルール理解の補助

というスタンスでこの本は書かれていますので、この本を読んで深淵に興味をもたれた方は

できるだけルールブックを購入してくださるようお願いいたします（そもそもルールブックなしで

はゲームが出来ませんからね）。

 なお、中巻は応用編として魔法や世界設定といった情報や、シナリオの作り方等について、

下巻は資料編ということで、コンベンションで深淵をプレイするには？等の各論的な事につい

てを扱います。

ＴＲＰＧサークルＴＨＩＮＫ＆ＳＩＮＫ　代表　小財健太郎
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第１章 深淵ってどんなゲーム？

 まず初めに、深淵とはどのようなゲームで

あり、どんな事をするのに向いていて、どん

な事をするのに向いていないのか？という

ことを考えていきましょう。

１－１１－１１－１１－１    深淵の特徴（１）深淵の特徴（１）深淵の特徴（１）深淵の特徴（１）    魅力的なキャラクター魅力的なキャラクター魅力的なキャラクター魅力的なキャラクター

 深淵の魅力としてまず第１に挙げられるの

が，魅力的なＰＣを作るためのルールが整

理されている、ということです。深淵というの

はストーリー志向の強いゲームですが、こ

のゲームにおけるストーリーとは様々な過

去／背景を持つ魅力的なＰＣ達が作り出す

物語であり、キャラスター設定そのものが一

つのストーリーになりえるのです。

  たとえばこの本に載っているシナリオであ

る「糸」を例に挙げてみます。このシナリオ

のあらすじは”魔族（注1）に呪いを受けた妹

を家族に持つ騎士の領地である村に、かっ

て家族を魔族教団に惨殺された過去を持つ

退魔師と、かっての騎士の友人であり立身

出世を夢見て故郷を飛び出し魔族崇拝の噂

のある領主に仕える黒騎士となった青年、

この二人が訪ねてくる”というものです。今

のあらすじは実は簡単なＰＣ紹介を行っただ

けなのですが、これだけで十分魅力的なス

トーリーの予感がしませんか？

 深淵のＰＣとはこういったストーリーライン

の中心となりえるＰＣであり、このようなＰＣ

がうまく作成できるように工夫されている、こ

れが深淵の第１の魅力なのです。

（注１）魔族：深淵世界のあちこちに封印され

た強大な力を持った魔物

１－２１－２１－２１－２    深淵の特徴（２）深淵の特徴（２）深淵の特徴（２）深淵の特徴（２）    キャラクターの表現力キャラクターの表現力キャラクターの表現力キャラクターの表現力

  深淵では魅力的なＰＣを作ることが出来

ると先ほど言いました。しかし、いくら魅力的

なＰＣが作れてもそれをしっかりと表現でき

る手段がなければ無意味なのは明白です。

ということで、深淵の魅力の２つめはＰＣを

表現する為の手段がしっかりと準備されて

いるということです。

 深淵では予言、幻視などのファンタジーに

おける魅力的なシュチュエーションを表現す

るための”夢歩き”というルールが用意され

ています。これは夜寝るときに夢を見るシー

ンや強い精神的ショックを受けたときに幻を

見るといったシーンを発生させるというルー

ルです。ＰＣが夜寝ているときに見る夢の中

で彼の過去の事件や今の思い／悩みが語

られることにより、そのＰＣがどのような人物

であるのかをはっきりと示すことが出来るよ

うになるわけです。重要なのは、夢歩きにお

ける夢／幻視の内容の決定にある程度プレ

イヤーの意志が反映されるということです。

夢歩きの詳細については第５章で扱いま

す。

１－３１－３１－３１－３    深淵の特徴（３）深淵の特徴（３）深淵の特徴（３）深淵の特徴（３）    世界観世界観世界観世界観

 魅力的なＰＣが作れ、その魅力を表現する

ためのルールがあっても、活躍するための

世界観がダメダメではゲームがだいなしに

なってしまいますね。当然深淵の魅力の３

つ目は、ＰＣが活躍するための魅力的な世

界設定が用意されている、ということです。

 この世界には魔族とよばれる強大な力を

持った魔物が世界のあちこちに封印されて

おり、それとの戦いが深淵のストーリーの重

要なテーマの一つになっています。注目す

べき事は、彼らが太古においては人間であ

り、神々の圧政に対抗するため人の身を捨

て魔族となる道を選んだ、ということです。過

去人間であった魔族たちがどのような苦難

の道を経て魔族となったのか？ということが、

様々な過去を背負ったＰＣたちの人生と交

差するとき、そこには美しいドラマが生まれ

るでしょう。深淵の世界設定とはそのような

ものなのです。

 世界設定の詳しいことについては上巻で

は扱いません、それらは中・下巻において
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詳細に検討されるでしょう。

１－４１－４１－４１－４    深淵の出来ないこと深淵の出来ないこと深淵の出来ないこと深淵の出来ないこと

 さて、いままで深淵の特徴について述べて

きました、つまり、深淵の出来ることについ

て述べてきたわけです。出来ることがあれ

ば出来ないことがあるのはあたりまえで、こ

の節では深淵がどのようなことに向いてい

ないのかについて述べます。

 本題に入る前に念のため言っておくと、基

本的に良いゲームというのは、何をするた

めのゲームであるのかが明確であるゲーム

の事であり、何でも出来るゲームの事では

ありません。何でも出来るけど何をやってい

いのかよくわからない焦点のぼやけたゲー

ムより、何をするためのゲームなのか明確

なゲームの方が優れているのはあたりまえ

ですよね。出来ないことがはっきりしている，

というのは名作の必須条件の一つである、

と言えるでしょう。

 さて、深淵に向いていないことですが、基

本的に深淵は派手なアクションシーンをや

るには向いていません。クリフハンガーやス

ピードといったような手に汗握るアクションシ

ーンを再現するのなら、深淵よりほかに向

いているゲームはいくらでもあります（筆者

はＴＯＲＧを推薦します。また２００１年初頭

発売予定のブルーローズもそういったことに

非常に適したいいゲームです）。一応作業

判定という,そういう状況を再現するための

ルールがあるにはあるのですが、正直あま

り良いルールではありません。

 また深淵は緻密な戦略・戦術を立て状況を

解決する（たとえばダンジョンを踏破する），

といったゲーム的なＴＲＰＧにも向いていま

せん。そういうことがしたかったら現在でも

（Ａ）Ｄ＆Ｄに勝るゲームはないでしょうね。

 いまの話からもわかるように、基本的に深

淵は人物の内面描写をしっかり行いＰＣの

行動に重みを持たせるという設計指針に基

づいて作られていますので、派手なアクショ

ンシーンや古典的なダンジョンレイダーには

向いていないのです。このことは良く覚えて

いてください。

 



第２章

5

第２章 キャラクターを作ってみよう

 さて、とりあえず細かいルールや世界設定

といったところは後回しにして、深淵がどん

なゲームかを簡単にわかってもらうために、

キャラクター作りを実際に行ってみる事にし

ましょう。

２－１２－１２－１２－１    テンプレートと運命テンプレートと運命テンプレートと運命テンプレートと運命

 といっても、深淵のキャラメイクは実はテン

プレートっていう途中まで出来あがったキャ

ラクターの雛型みたいなものを選択して、そ

の後に運命っていうランダムに決まるキャラ

設定をカードで決定するだけなんですけど

ね。

 とはいうものの、この運命っていうルール

は第１章で述べた「魅力的なＰＣ」を生み出

す源で、いわば深淵の魅力の３分の１を担

う存在なのです。たとえば農夫・商人といっ

た平和そうなテンプレートが、運命を決める

ためにカードを引いた瞬間にいきなり”一月

に一度赤ん坊をいけにえに捧げなければい

けない魔族の手下”になってしまったり、「お

まえはもうすぐ死ぬ」と予言されたりしてしま

うわけです。深淵が怖いゲームだって言わ

れる理由がよくわかりますね（笑）。

  もう一つ怖いのは、ＰＣに関連するＮＰＣも

運命を一つ持っているってことです。このゲ

ームではＰＣとＮＰＣ等の関係を表すため

の”縁故”という数値を決めるようになってい

ます。それで、１が知り合い、３が友人、５以

上は運命を共にする相手となっているので

すが、５以上の縁故を持つＮＰＣも一つ運命

を持っているんです。つまり、友殺しの予言

という運命を持つ友人や、愛するものを滅

ぼす予言の運命を持つ妻なんていう恐ろし

いＮＰＣが簡単に生まれるんですよ、このゲ

ームでは。

 参考のためいくつか面白そうな運命を名前

だけあげておきましょう。ルールブックをお

持ちでない方はこれらがどんな運命なのか

を想像して、これらからどんなストーリーが

生まれそうかを考えて見てください。

・魔剣

・生きかえった死者

・死霊の守護

・親殺しの予言

・王者の相

・借金

・故郷を滅ぼされた

・言えなかった一言

・追放

・運命の出会い

・血に飢えた戦士

２－２２－２２－２２－２    深淵のキャラメイク深淵のキャラメイク深淵のキャラメイク深淵のキャラメイク

 運命というルールについてはもう良くわか

ってもらえたと思います。とはいうものの、い

きなりこんな重い設定をやれと言われても、

なかなか実際問題として難しい面があるの

は事実です。

 そこで必須になってくるのが、キャラクター

の設定をまとめる、という作業です。この冊

子の後半部分の付録２－１を見てください。

これは私が作成したシートで、運命を基にキ

ャラクターの設定をまとめるためのシートで

す。意味のわからない質問もあるかもしれま

せんが、”やりたい夢歩きはどのようなもの

ですか？”という問いは”やりたいシーンは”

と読み替え、他のわからない欄は今は無視

してください。このシートを基にＰＣの過去や

思いといった設定を深めていき、面白いスト

ーリーを生み出せるＰＣにしていく、これが

深淵のキャラメイクなのです（なお、念のた

め言っておくと語り辺の書にはいっているキ

ャラシートは使用すべきではありません。能

力値等のデーターはテンプレートのコピーを

そのまま使用しましょう）。

 面白いキャラを作るコツなんかは次節で述

べるとして、まず実際にキャラメイクを行って

みましょう。練習として次の３キャラについて

シートを埋めてみてください。
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・テンプレート：少年 運命：借金、運命の出

会い／異性 関連ＮＰＣ：運命の相手（病魔）

・テンプレート：騎士　運命：追放、醜悪

・テンプレート：商人　運命：故郷を失った、

敵対者　関連ＮＰＣ：敵（魔族の血）

２－３２－３２－３２－３    キャラクター解釈のコツキャラクター解釈のコツキャラクター解釈のコツキャラクター解釈のコツ

 どうですか、面白いキャラクターが出来まし

たか？付録の２－２に作成済みＰＣ集という

のを載せていますので、それも参考にして

見てくださいね。

 さて、なんとなくわかったと思いますが、深

淵のキャラメイクとは要するにシナリオその

ものに他なりません。キャラ設定を見ている

だけで「面白そうなキャラだなあ。これでどん

なストーリーが生まれるんだろう」とわくわく

させること、これが深淵のキャラメイクに要

求されるものです。そして、このようなＰＣが

複数集まった時自然と生まれるドラマ、これ

が深淵のストーリーラインの根底にあるもの

であり、そのようなドラマが発生しないキャラ

クターは深淵のＰＣとしてふさわしくないので

す。

 （よく深淵はマスター負担が高いと言われ

ますが、あれは真っ赤な嘘であるのがこの

ことからも良くわかると思います。深淵はマ

スター負担が高いのではなく、プレイヤー負

担が高いゲームなのです。一見マスター負

担が高そうに見えるのは、プレイヤーのフォ

ローをしなければならないためであって、プ

レイヤーがちゃんとやってくれれば深淵ほど

マスターが楽なゲームはないのです）

 運命からＰＣ設定を解釈しシートを埋め、

魅力的なキャラクターを作る，というのは案

外難しいかもしれません。コツとしては・過

去に何があったのか？・これから何をしなけ

ればいけないのか？というように過去と未

来という視点からＰＣ解釈を行う、ということ

が挙げられます。過去に何があったのか、と

いうことを考えることで、ゲーム中のＰＣを動

かす際の判断基準が生まれ、またＰＣの行

動に説得力が出てきます。また、これから何

をしなければいけないのかがある程度はっ

きりしていないと、そもそもシナリオに参加で

きないし何をしていいのかわかりませんね。

つまり、ＰＣの動機と目的を明らかにする，と

いう考え方でＰＣ設定を行うのがコツなので

す。

 そして 終的には、”一言で言うとこんなＰ

Ｃ”といったふうなコンセプトがはっきりする

ことが望まれるわけです。

 また、ここから派生することですがゲーム

になれるまでの間は使用可能テンプレート

はテンプレート番号１－１３と４０，４１の一般

系テンプレートのみに限定すべきです（追加

テンプレートの船乗り、初老の男を加えても

いいでしょう）。その他の魔法使いや魔族の

使徒系のテンプレートは世界設定やそのテ

ンプレートの持つ雰囲気がわかっていない

とやりづらいことが多いのです。

２－４　キャラクター作成のコツ（応用編）２－４　キャラクター作成のコツ（応用編）２－４　キャラクター作成のコツ（応用編）２－４　キャラクター作成のコツ（応用編）

　この節はある程度ゲームになれた人や、

ゲームマスターから見た PC作成といった多

少応用に属することを扱います｡まだ深淵と

いうゲーム自体になれていない人はいった

んこの節は飛ばし読みして、ルールブックを

読み通しセッションになれた後にここにもど

ってきてください｡

　さて、詳しくは中巻の即興型シナリオのと

ころで扱うつもりですが、深淵のPCというの

は大別して３つのタイプに分類できます｡そ

の３つとは・主役型・能動型・受動型の３種

類です｡簡単に説明すると主役型とはその

PC がいる以上こういうタイプのシナリオ以

外ありえない、というぐらいの支配力を有す

る PC のことです。人形使いや夜の司祭（吸

血鬼）といったテンプレートがいれば、この

PC 対残りの PC という構図以外のシナリオ

展開は考えにくいですし、運命９１－７を持

っている PCがいればその PCを中心にセッ

ションを進めざるを得ないのは分りますよね。

能動型の PC とは現在するべき目的があり
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行動指針もはっきりしている PC、特にマス

ターが誘導しなくても勝手に動けるタイプの

PC のことです｡受動型とはすでに安定した

（堕落した？）生活を送っておりマスターが

無理やりハプニングに巻き込まない限り動

こうとしない PC のことです｡

　詳しい議論はここでは出来ませんが、ある

程度ゲームに慣れてきたのなら（主役型を

するかどうかはともかく）受動型の PC を作

るのはやめましょう｡そもそも否応なしにゲー

ムに慣れてないプレイヤーは受動型的に

PC 作成を行いがちなのです｡もちろん受動

型 PC にも存在意義はちゃんとありますが、

受動型 PC しかいないセッションなどただの

ゲームマスターに対するいやがらせです｡能

動型 PC がいてはじめて受動型 PC は意味

を持つのです、忘れないでください｡

　さて、もうひとつPC作成に関してちょっとし

たコツをあげておきます｡運命には派手な運

命と地味な運命（正確には派手に見える運

命と地味に見える運命だが、ここではこれ以

上述べない）が存在します｡地味系の運命

が２つ組み合わさってもあんまり面白くない

でしょうし、９１－７に代表されるド派手な運

命を持っているのならもう一つは多少地味

目の運命を引きたくなることもあるでしょう｡

どんな運命があるのか知っているプレイヤ

ーなら自分でもう一つの運命を決めればい

いのでしょうけれど、知らないプレイヤーの

場合もう一つの運命を単純にランダムでは

決めたくないということはわりとあります｡

　またNPCの運命を決めることになったとき、

ときおり意味不明の運命を引いて困惑する

ことがあります｡魔法を使わない妻が「血の

代償」を持っていても意味はないですし、友

なる動物が「冬の予感」を持っているという

のは意味不明です。明らかに NPC に不向

きの運命というのはやっぱりあるのです。

そこで補助チャートを付録２－３に作成しま

した。番号は運命のナンバーです、活用して

ください。自分の好みにカスタマイズしても

面白いでしょうね（特に赤札関連の運命とい

くつか入れ替えると派手になります）｡
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第３章 深淵のルール

 この章では深淵のルールについての話全

般を扱います。といっても基本判定方法が

どうの、戦闘ルールがどうのといった話を扱

うのではありません。ここで扱うのはもっと

基礎的な話、例えばルールブックの読み方

であるとか、人にルールを説明するときの注

意点といったものです（ですので、そういった

ことに自信のある人はこの章は読み飛ばし

てください）。ルールそれ自体については私

のコンベンションで用いているサマリー（要

約）の抜粋を付録の３－１で載せますので、

深淵のルールをご存じない方はまず 初に

そちらを読んでください。

３－１３－１３－１３－１    ルールブックの読み方ルールブックの読み方ルールブックの読み方ルールブックの読み方

 どのゲームでもそうだと思うのですが、い

わゆるベテランが「ゲームするなら 低ルー

ルぐらい読んでこい！」と言うのに対しビギ

ナーが「こんなぶ厚い本どこから読んだらい

いのかわからない！」と反論するのはあまり

にも良くある状況です。

 読みたいように読めばいいんじゃないの？

とお思いかもしれませんが、ルールブックの

読み方を教えてくれ、とストレートに言われ

た経験が私にはあります、どうやらそもそも

本をあまり読まない人には「読みたいように

読む」というのが何を意味するのかわからな

いらしいですね、。まあ、中学高校のときの

ことを思いだしてみると、本を読む楽しさを

教えられる国語の先生はほとんどいません

でしたから、それも当然なのかもしれません

が（そういう教師に限って、 近の若いもん

は本を読まない、とよく嘆きますが、自分が

本ギライ大量生産工場の歯車の一つだって

いう自覚が無いんですね、困ったことです。

ああ、念のため言っておくと、ごく少数です

が私は良い国語の先生に幾度かめぐりあえ

ましたよ、幸運なことに）。まあこんな小冊子

を読んでいるものずきな人に活字ギライが

いるとは思えませんが、ルールの読み方を

人に説明するという状況は十分あるでしょ

う。

 ということでこの節では深淵に限らず、一

般的なＴＲＰＧのルールの読み方について

論じましょう。えーっと、まず 初にルールブ

ックを読むときに覚えていて欲しいことは、

ルールブックに記してある情報というのは基

本的に以下の４つに大別できると言うことで

す。

１、ゲームの紹介

２、基本判定方法

３、特殊判定方法

４、世界設定紹介

 １はこのゲームがどんなゲームであるか？

について書いてあるところです。ＴＲＰＧとは

なにか？ということの説明がある場合もあり

ます。後書きやはじめにといったところにこう

いう内容が記されていることも多いです。新

しいゲームを買ってきたらまず 初にこの部

分を読んで、どんな楽しいセッションができ

るんだろうとわくわくしながら読んでくださ

い。

 ２は基本的な判定の方法について書かれ

ている部分です。深淵の場合なら”判定値

＋さいころ２個で１０を超えれば成功、足り

ない場合はカードか寿命でフォローできる”

といった内容です。この部分は記述量が少

ないわりに も重要な部分です。ここを読み

落とすとエライ事になるので注意してくださ

い。

 ３はそれ以外の全ルール、キャラメイクで

あるとか戦闘・夢歩き・魔法と言った部分が

がすべてここに該当します。

４は世界設定やフレーバーのための小説と

いったルール面以外のすべての内容が含

まれます。ゲーム紹介のためのリプレイな

んかを載せているゲームも多いですが、そ

れもここに含みます。

 で、２・３・４についてはそれこそ面白そうな

ところから読んだらいいんです。特殊判定方
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法は基本判定方法がわかっていないと意味

がわからないかもしれませんが、世界設定

紹介なんかはルールを知らなくても読めま

すしね。どこがおもしろそうかということは

初に１のゲームの紹介というところを読んで

もらっていればわかるでしょう（それがわか

らないんだったらそのゲームは駄作だから

燃やしましょう）。

 深淵の場合であれば、語り部の書のリプレ

イや予感の書のテンプレート、運命の書、世

界の書の魔族の所なんかを 初に見るの

がいいと思います。その後基本判定の所を

読んだ後、夢歩きのルールなんかの面白し

そうな所を読みましょう。

 戦闘ルールや魔法といったあたりは深淵っ

て大体こんなゲームなんだな、というイメー

ジがつかめた後に読んだ方がいいですね。

重要なことは興味がもてない所は読み飛ば

せば良い，ということです。読むのが辛けれ

ば戦闘ルールを読むのは 後でもかまわな

いですし、作業判定やカード戦闘はそのル

ールを使わないんだったらまったく読む必要

はないです。

 まあ、いずれは頭から通して読むべきです

が、ここで重要なのは、ルールブックを通し

て読む意欲を 初に確保しておく（＝わくわ

くしておく）ということです。 初から通して読

むだけのモチベーションがあるんならそれに

こしたことはありません。

 逆に編集が悪くて読むに耐えないというん

なら（深淵の編集も良いとは言いませんが、

水準は確保していると思います）、ゲームを

やる前に 低１・２の部分だけでも把握して

おきましょう。

３－２３－２３－２３－２    ルールサマリーの用い方ルールサマリーの用い方ルールサマリーの用い方ルールサマリーの用い方

 深淵を、いや深淵に限らずどんなゲームで

も、それをを初めてプレイするとき、あるい

は初めてプレイする人が入るセッションのマ

スターをすることになったとき、ルールサマリ

ーをどのように用いるのか？と言うことがそ

のセッションが面白くなるかどうかのかなり

の部分に影響します。

 一般的に言って、やったことの無いゲーム

の卓に座ることになったとき、そのプレイヤ

ーはルールに対しかなり不安を持っている

ものです。また、ルールの説明を把握する

のに一生懸命になりすぎて、セッションの前

半部分への集中力が低下する，ということも

ありがちなことですね。

 ということで、ルールサマリーを事前に渡し

て目を通しておいてもらう，というのは非常

に有効な手法です。一応見本として私が使

っているサマリーの一部を載せておきました

ので参考にしてください。読んでもらえれば

わかるでしょうが、事前に読んでもらうことが

前提のサマリーは正確さよりわかりやすさ

が重要です。細かいところはゲーム中マスタ

ーが補佐すればいいことですからね。

 ちなみに、ゲーム中参照することが前提の

サマリーはわかりやすさよりも正確さと情報

の豊富さが大事です。追憶についているサ

マリーをゲーム前日に初心者に渡してもま

ったく無意味ですが、ゲーム中に参照する

ために渡しておくのは大いに意味がありま

す。この使いわけには注意してください。

３－３　ルール説明のコツ３－３　ルール説明のコツ３－３　ルール説明のコツ３－３　ルール説明のコツ

　サマリーを事前に読んでもらうことが出来

ない場合は、しょうがないので口頭でルール

説明を行う羽目に陥ってしまいます、まった

くなんぎなことですね。

　基本的には先のサマリーに関する話の応

用で口頭でのルール説明も行えます｡すな

わち、正確さよりもわかりやすさ、です。口

頭説明の場合重要になるのは、どの部分が

説明する必要があってどの部分が説明しな

くてもよいか、ということです｡

　たとえば、世界設定に関する話が必要な

のは当然ですが、絶対に必要といえる部分

はほんのわずかな部分であるはずです｡深

淵を例にあげるなら、ゲームのジャンルがフ

ァンタジーであること、技術レベルはあまり

高くないこと、魔族という恐ろしい魔物があ

ちこちに封印されていることぐらいで十分で

す｡
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星座や神々と魔族の戦い・世界の情勢な

どの細部設定は、どうせ説明しても聞いちゃ

いません。必要になれば説明すればいいの

です｡魔族が過去人間であったなどの世界

設定の基本コンセプトは確かに知らないと

絶対にだめな部分ですが、ゲーム前に説明

するよりもゲーム中に夢歩きで明らかにした

ほうがより効果的です｡

また、ルール部分で必要なのは、 初か

ら知っていないとまずい情報です。基本判

定と夢歩きはもちろん説明が必須ですが、

戦闘や魔法のルールはゲーム前に説明す

る必要はありません。しかし戦闘ルールを

説明する必要がないにもかかわらず、戦闘

のダメージ決定でカードを使うことは説明し

ておく必要があります｡貫通や叙事詩に残る

一撃（ダメージ５０のカード）の重要性はいざ

戦闘になってから説明しても手遅れですか

らね｡ 初から知っていないとまずい情報と

はそういう意味です｡

もう一ついっておくと、ルール説明という

のはすでにゲームの一部であることを忘れ

ないでください｡ルール説明を聞いているだ

けでわくわくしてくる、それがルール説明に

必要なものです｡もちろんいきなりやれ、とい

われてもこんなことはむりでしょう。ルール

説明というのは実は事前に練習して、いくつ

か盛り上げるテクニックを用意しておくべき

ものなのです。

例えばキャラメイクについてであれば

「深淵のキャラメイクっていうのは実はほ

とんどやることがないんですよ、（コピーの束

を出しながら）この途中まで出来上がったテ

ンプレートっていうのからやりたいのを選ん

で運命っていうキャラ設定を決めるだけなん

です｡簡単でしょ？

ただ、この運命っていうのがミソなんです

ね。実際にやってみましょうか、例えばこの

平和そうなつらした農夫！この平和ボケした

ような男が（カードを引いて）えいやっとばか

りにカードを引いた瞬間に・・・えーと、28
番？（運命の書をめくって）おまえはもうすぐ

死ぬ！と予言されてしまうんですよ｡こわい

でしょ？はたまたこの純朴そうな少年が（カ

ードを引いて）一月に一回赤ん坊をいけにえ

にささげなければいけないという設定がつい

てしまうんですよ｡

・・・だいたい深淵がどんなゲームか分り

ましたよね？」

というふうに説明だけでウケが取れるんで

すよ。ちなみにさっきの例は私のマスターで

ゲームしたことのある人は一回は聞いたこ

とがあるはずです｡私は深淵のマスターを初

心者相手にするとき毎回今の説明を使って

いるんです｡こういう自分の得意な説明のパ

ターンのストックをためておき、いつでもそれ

を使えるようにしておくのは実は重要なテク

ニックなんですね。私はほかにも夢歩きや

世界設定の説明のウケるストックも持ってい

ますが、自分なりの説明をあなたも編み出し

てください。
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第４章　深淵の PC をうまく扱うには？

　この章では深淵にプレイヤーとして参加す

る場合のコツについて話しましょう。従来ど

んなゲームでもゲームマスター論は豊富な

のにプレイヤー論がほとんどないのは不思

議なことです｡特に深淵のようなゲームはう

まくプレイングするコツというのは重要です｡

４－１　深淵におけるプレイヤーの役割４－１　深淵におけるプレイヤーの役割４－１　深淵におけるプレイヤーの役割４－１　深淵におけるプレイヤーの役割

　第 2 章でくりかえし強調したように、深淵に

おけるＰＣ設定とはシナリオの根幹に他なり

ません。プレイヤーとしてもとめられるのは

魅力的なＰＣを作成する能力であり、それに

ついての充分な表現力を持つことです。

　第2章で体験してもらったからもうわかって

いるでしょうが、深淵の運命、というのは基

本的にはプレイヤーの発想力を刺激するた

めのツールであって、プレイヤーがどういう

ＰＣがおもしろいのだろう？、このキャラ面白

いなあ今度ＰＣで使ってみたいなあ、とどれ

だけ思った経験があるかにその成否はかか

っています。あのシートは実は結構全部きっ

ちり埋めるのは難しいんですよ。

　そして、その上でプレイヤーはＰＣをいか

に上手く表現するか？ということにゲーム中

チャレンジすることになるわけです。この章

で扱うのはキャラメイク後の話ですが、キャ

ラメイク終了時点でゲームの成否は８０％決

まっているぐらいのつもりでいてください。

４－２　行動決定の指針４－２　行動決定の指針４－２　行動決定の指針４－２　行動決定の指針

　さて、深淵における上手いプレイヤーのや

り方、言い換えれば深淵らしいロールプレイ

とはどのようなものなのでしょうか？

　それを考える前に、そもそもロールプレイ

とは何ぞや？という事について考えてみまし

ょう。

　ときおり誤解されているようですが、ロール

プレイとは「君のためなら死ねる！」とか「○

○-、死ぬなー！」といった台詞に代表され

る、好きだ嫌いだ、生きるだ死ぬだのと意味

もなく熱い台詞を叫び大騒ぎすることだけで

はありません。別にそれらがロールプレイで

はない、とまで言う気はありませんが、ロー

ルプレイとは役割を演じることという意味で

ある以上、役割のモデルとなる対象が想定

されている必要があります。そして躁病でも

ない限り現実世界で生きるの死ぬの大騒ぎ

する人はほとんどいないのですから、ＴＲＰ

Ｇにおいても生きるの死ぬの大騒ぎすること

とロールプレイはほとんど無関係なんです。

そういう大騒ぎがおきても不自然でない状

況で大騒ぎするならそれはロールプレイと

呼んでも不自然ではないでしょうが。

　もちろん“演技”なわけですから、多少わざ

とらしかったりくさかったりするのは当然です。

現実とそっくりなのがいいロールプレイだと

は私は思いません。しかし、舞台において

は過剰なわざとらしさ、くささを持った役者は

大根役者と呼ばれるんです。

　つまり、深淵に限らず良いロールプレイと

いうのは、その場の状況にふさわしい対応

のことである、というふうに言えるわけです。

　さて、では深淵らしいロールプレイとは何

かということについて次に考えてみましょう。

えっと、深淵ではないのですが、過去ゲーム

デザイナーの伏見健二氏がなさったキャン

ペーンが非常に参考になるので、それを例

に挙げて考えていきます。

　伏見氏が行ったキャンペーンとは、戦争で

孤児となった子供達が苦難を乗り越え立派

な極悪人になっていく、というなかなかイカ

スキャンペーンでした。極限の空腹なのにお

金がない→夜中にパン屋にこそ泥に入る、

両親の仇を討ちたいのに力がない→力を得

るために邪神教団に入信する、こうやって過

去を一つ一つ積み上げていくことで自然と

極悪人に感情移入させ、 終的には金のた

め村娘を女衒に売り飛ばすということを自然

と出来るようになっていくわけです。私はこ
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のキャンペーンを行ったということで伏見氏

は天才的マスターだと思っているのですが、

それはともかく今の話からわかることが一つ

あります。どんなとんでもない行動であれ、

それを不自然に思わせないだけの過去の

積み上げがあれば自然と名ロールプレイと

して受けとめられる、ということです。リアリ

ティがある、といっても良いでしょう。そして

深淵らしいロールプレイというのもリアリティ

があるロールプレイの事なのです。

　深淵の特徴的なルールの一つに夢歩きと

いうのがあるのはもうご存知ですよね。夢歩

きにおいて見る夢の中で過去に経た経験が

語られることはよくあることです。夢歩きとは

ＰＣ表現のための強力なツールであり、ＰＣ

の過去、現在の悩み・思いといったＰＣがど

んな人物かを示してくれるものです。深淵に

おけるプレイヤーの役割とは、キャラクター

メイキングにおいて作られた魅力的なＰＣを、

夢歩きというＰＣの内面表現の強力な武器

を用いながらリアリティをもって動かしていく、

これが深淵におけるプレイヤーの役割なの

です。

　もちろん、ＰＣ設定の記述をなぞるだけで

は単なる予定調和です。深淵は多人数で行

う遊びである以上、ＰＣ同士の関係が非常

に重要になってきます。互いのＰＣがＰＣらし

く行動しようとする中で生まれる物語、これ

が深淵の本質です。ゆえに、ＰＣ同士の関

係を築こうと意図的に行動するということが

非常に重要になってきます。もちろん、場合

によってはＰＣ設定とＰＣ間の人間関係作り

が対立することもあるでしょう。そういったと

きにどう対処していくのか、これがプレイヤ

ーの腕である、といえるわけです。

４－３　はるかなる頂上４－３　はるかなる頂上４－３　はるかなる頂上４－３　はるかなる頂上

　プレイヤーのテクニック的なことについて

の基本は以上です。この節で扱うのはプレ

イヤーをやるにあたっての心構えというか目

標についてです。

　この節で言いたいのは一つだけです。い

つかこんなＰＣをやってみたいなあ、いつか

こんな台詞を言えたらいいなあ、いつかこん

なシーン出来たらいいなあ、といった目標を

持ってください。深淵ではリアリティが大切だ

といいましたよね、リアリティを保持したまま

どれだけのことが出来るか、ということを頭

の片隅においておいてください。

　例えばエンディングの夢歩きで「たぶん、

人生に意味はある」とつぶやくとか、母の死

のシーンに際し「お母さん、私を産んでくれ

てありがとう」というとかです。このクラスの

シーンをリアリティを保ったままやることがど

れだけ難しいかはわかるでしょう。私もこう

いうシーンを再現できる力はまだありません。

でも、いつかそれに近いセッションが出来た

らいいな、といつも思っています。
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第 5 章　糸と青（ゲームマスター初歩）

５－１　マスタリングの基本的な考え方５－１　マスタリングの基本的な考え方５－１　マスタリングの基本的な考え方５－１　マスタリングの基本的な考え方

　深淵におけるマスタリングとはＰＣが活

躍できる舞台を用意し、ＰＣが関与すべき事

件を起こすことがその仕事の全てといっても

過言ではありません。プレイヤーがＰＣを操

るのに対しマスターは世界を操るといっても

いいでしょう。

重要なことは、決してマスターがストーリ

ーを語ろうとしないことです。このゲームに

おいてはわざわざマスターが物語を語らなく

ても、ＰＣサイドに自力でストーリーを紡げる

だけのポテンシャルがあるはずです。

もちろん、プレイヤーの未熟さのためにゲ

ームマスターがストーリーを語らなければい

けないというなんぎなことになることもあるで

しょう。そういう時は思いきり過酷に扱ってや

りましょう。自分で動かなければヤバイと思

わせることがこの場合重要なことです。ゲー

ムマスタリングとはあくまでもプレイヤーのＰ

Ｃ表現の補助にすぎないし、それ以上のこと

はただの越権行為なのです。

５－２　糸と青５－２　糸と青５－２　糸と青５－２　糸と青

　さてとはいうものの、いきなりプレイヤーの

作ったＰＣ相手にアドリブでマスターをしろ、

といっても無茶な話です。そういうわけでこ

の小冊子では付録の 2 つのＰＣ作成済みの

シナリオ、糸というシナリオと青というシナリ

オを 初に行う事を推奨します。ちなみに深

淵のシナリオは大別して、その日に作ったＰ

Ｃで行う即興型と、事前にマスターが用意し

たＰＣを用いる構造型があるわけですが（本

当はもう一つありますが、中巻への宿題に

しておきます。どんなものか考えておいてく

ださい）、基本的に構造型は即興型に劣りま

す。プレイヤーのＰＣへの感情移入が起こし

にくいからです。もちろん失敗しないという安

定感は即興型の方がはるかに上ですが、う

まくいったときの達成感は即興型の方がは

るかに上です。構造型がマスターだけで物

語を考えているのに対し、即興型はプレイ

ヤーとマスターの全員で物語を考えるので

すから、これは当然のことです。構造型は即

興型の練習か、よほど変わったシュチュエ

ーションをシナリオに持ち込む時にだけ使う、

と理解しておいてください。

　さて、余談はそろそろ終わりにして、さきに

まずこの二つのシナリオに目を通してくださ

い。以下の節ではそれを前提にこの 2 つの

シナリオを行うコツについて解説します。と

いってもＮPC の演技についてはシナリオに

詳述してありますし、夢歩きについてはシナ

リオの記述と付録の５－１に私のとこのホー

ムページの夢歩きに関する記事を載せたの

で充分いけるでしょう。

　そこで、次の節では一般的な描写のコツと

いった内容を述べ、マスターの話は一旦終

わります。ゲームマスター技術の詳しい内

容は中巻を待っていてください。それまでは

この 2 つのシナリオで描写の腕を磨いてお

いてくださいね。

５－３　描写のストック５－３　描写のストック５－３　描写のストック５－３　描写のストック

　どんなゲームでもそうだと思いますが、特

に深淵の場合適切な描写を行うというのは

非常に重要なことです。プレイヤーはＰＣの

見たものをゲームマスターの言葉から知る

わけです、つまり描写を行うということはＰＣ

の五感の変わりをする、ということなわけで

す。

　とはいえ、目に見えること聞こえることの全

てを偏執的に語っても仕方がありませんの

で、基本的には語らない部分はプレイヤー

の想像力をあてにせざるをえないわけです。

ここで重要なのは、可能な限りプレイヤーの

想像力を刺激し、活性化させておく、という

ことです。例えば季節や天候というのは意

外に重要な要素です。ゲームの冒頭に「今

は夏です」と宣言しておけば想像力の豊か

なプレイヤーは照りつける太陽や虫の鳴き

声を想像してくれるでしょうし、秋といえば紅

葉を思ってくれるでしょう。もちろんときおり
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「君たちは額の汗をぬぐった」というような描

写を適当に入れ、夏のイメージをプレイヤー

の無意識に送り込むことを忘れてはなりま

せん。また、ＮＰＣの描写の際、服装や雰囲

気について述べないのはナンセンス名のは

わかりますよね（同じ事はＰＣについても言

えますが、ＰＣの場合はテンプレートのイラ

ストが想像力の補助をしてくれます）。

　季節･天候･風土の描写はわりと研究して

みるとおくが深いですよ、雨にふさわしいオ

ープニングシーンとかって想像出来ません

か？エンディングで雪が積もり出すのもしみ

じみとしていい雰囲気ですしね。

　こういった描写のコツとしては、出来るだけ

視覚以外の感覚の描写を入れるのを忘れ

ないこと、抽象表現や比喩表現を駆使する

こと等があります。要はプレイヤーを架空世

界に没頭させるのが描写の役目なのです。

そのためには「おやっ？」と思わせるのがコ

ツになってくるわけです。

　もう一つコツとしてはたまに詳しい描写を

いれると効果的であるということがあげられ

ます。たとえば洞窟に入った時

「君たちは自分たちのはく息が白くなってい

ることに気がついた。洞窟の内部は急に温

度が下がっており、たいまつに照らされた君

たちの腕に軽く鳥肌が立っているのがわか

る。洞窟は静かで君たちの歩く足音以外の

音は、天井から落ちるからの水音だけしか

しない。カツンカツンという君たちの足音だ

けが洞窟に響いている。」という描写をいれ

るといいでしょう。こういう描写をたまにいれ

ておくと他のシーンでも聴覚・触覚・嗅覚とい

ったあたりに気を配ってくれるようになります

よ。もちろんこんな描写は急には出来ませ

んから、自分の得意パターンのストックをい

くつか用意しておくのです。例えば洞窟･森･

海･夜の町の描写のストックがいくつかある

とすごく便利です。

　また、実際に自分の目で見た経験は真実

味があるので、いろんなことを見聞きしそれ

を語れるようにしておくことは非常に重要で

す。個人的にはＴＲＰＧゲーマーなら実際に

鍾乳洞か防空壕跡で洞窟の雰囲気を体験

しておくべきだ、と私は思っています。もし山

口県か長野県に行く事があったらちょっと足

をのばしてそういうとこに行ってみるのはい

いですよ（少なくとも観光は出来ます）。

５－４　落雷５－４　落雷５－４　落雷５－４　落雷

　一応マスタリングについても基礎の基礎だ

けは全て述べましたが、もし中巻が待ちき

れないとか、一度自作のPCをやってみたい、

とお思いでしたら、基本ルールブックの落雷

というシナリオをやってみることをお勧めしま

す。このシナリオは単純な割に奥が深く、非

常に扱い易いシナリオです。このシナリオは

マスタリングに際する注意が抱負に記され

ていますので、それを参考にマスタリングし

てみてください。

５－５　描写について（応用）５－５　描写について（応用）５－５　描写について（応用）５－５　描写について（応用）

　この節で扱うことは、多少応用的な描写の

テクニックです。描写の基本的な技術が身

についたと思ってからお読みになることをお

勧めします。

　描写ということについて意外に戦闘時の描

写は軽視されています。しかし他のゲーム

でもそうだと思いますが、単純な数字のやり

取りになりがちの戦闘シーンにおいて、具体

的に何がＰＣ達の眼前で起きているのかを

描写すると言うのは非常に重要なことです。

深淵の場合カードを数枚くみ合わせてダメ

ージの決定を行いますが、単にカードのダメ

ージ欄を読み上げるだけでは具体的に何が

起きているのか見当もつかないことも多い

ので、マスターが情報を整理する必要がで

てくるわけです。例えば「首から軽く出血す

る　生命力ー3」「相手の武器を損傷する

硬度ー5」「肩に激しく当たる。そのまま、転

倒し、２ｍほど転がっていく。」というカードの

組み合わせであれば、「相手の武器に激しく

当たった剣がその衝撃で跳ね上がり、相手

の頬に深い傷をつけた。あう手はそのショッ

クで激しく転倒した」とでも情報を整理すれ

ば何が起きているのか具体的になってわか

りやすくなりますよね。

　カードの組み合わせでは一つの行動に収
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束しきれないということもありえますが（内臓

損傷＆足に命中といった場合など）そういう

時は行動を2回に分けて描写すればいいの

です。例えば「相手の足を深く傷つけた後、

さらに剣を振りかぶって…」というようにすれ

ばわかりますよね。
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キャラクター作成チェックシート　キャラクター作成チェックシート　キャラクター作成チェックシート　キャラクター作成チェックシート　VERVERVERVER　５．１０　５．１０　５．１０　５．１０（作成２０００／３／１９）（作成２０００／３／１９）（作成２０００／３／１９）（作成２０００／３／１９）
（付録２－１）

（キャラクターに対する基本的な質問）（キャラクターに対する基本的な質問）（キャラクターに対する基本的な質問）（キャラクターに対する基本的な質問）

名前は何ですか

持っている運命は何ですか

年齢はいくつですか

性別は何ですか

健康ですか

普段自分のことをなんと呼びますか

定住していますか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

定期収入はありますか　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

家族はいますか

両親は健在ですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

自分の居住地以外の知識はありますか　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

魔法についての知識はありますか　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

魔族についての知識はありますか　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

どんな外見ですか

得意な技能はなんですか

苦手な事は何ですか

（キャラクタ（キャラクタ（キャラクタ（キャラクターの過去に関する質問）ーの過去に関する質問）ーの過去に関する質問）ーの過去に関する質問）

どんな性格ですか？

今悩みはありますか？

上記 2つの問いに関して、なぜそのようになったかということを書いてください
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（キャラクターの今の状態に関する質問）（キャラクターの今の状態に関する質問）（キャラクターの今の状態に関する質問）（キャラクターの今の状態に関する質問）

今しなければならないことがありますか？それは何ですか？

今の自分に満足していますか？

（縁故に関する質問）（縁故に関する質問）（縁故に関する質問）（縁故に関する質問）

3点以上縁故を振っている存在全てに対してＰＣがどう思っているかを書いてください

（プレイヤーに対する質問）（プレイヤーに対する質問）（プレイヤーに対する質問）（プレイヤーに対する質問）

あなたが希望するオープニングの夢歩きは何に関するものですか？（具体的な夢歩きの希望

を書いても良い）

セッション中夢歩きで扱ってほしいテーマは何ですか？

セッションの中でやりたいシーンは何ですか？

エンディングの夢歩きはどんなものになると思いますか（漠然で良い）



18

付録　２－２　作成済みPC集
・ケイン

テンプレート：狩人

運命 妄想、捜し求める仇

縁故　愛用の弓２、死霊(エミリ)５、仇５

　彼は狩人であった両親を若いころ亡くし、それ以来ずっと姉と二人で暮らしてきました。幸い

両親の才覚を受け継いだのか彼の腕は良く、慎ましやかながらもそれなりに幸福な日々を過

ごしてきました。

　そんな平穏な日々が破られたのは、ちょうど今から4年ほど前のことになります。彼が狩から

戻ったとき、家には姉の姿はなく、かすかな血のにおいと血痕が残されていました。彼は姉を

探そうと尽力しましたが、今はもう姉は死んでしまっていると確信しています。それはある時か

ら死霊となった姉の声を聞き、姿を見るようになったからです。姉はあなたに自分の仇を取る

ことを繰り返し訴えてきます。あなたは仇を討つことで頭がいっぱいです。

　実際はこのキャラに見えているのは幻覚であり、聞こえている声も幻聴にすぎません。彼の

姉を守れなかったという後悔が歪んだ形でこうして現れているのです。このPCのシナリオでの

究極的な目的は、復讐などと言う後ろ向きな生き方を改め、自分の人生を歩むことです。

・ユリア・ファニス

テンプレート：貴婦人

運命：王者の相、妄想（失われた翼）

（基本的な設定はテンプレートの記述にしたがってください）

　彼女には嫁いできて以来ずっと悩まされている病があります。幻影肢痛という現象をご存知

でしょうか？事故などで急に四肢が失われたりした場合、無いはずの手足が痛む、という現

象が起きる事があります。これが幻影肢痛といわれる現象です。

　彼女が悩まされているのもこれです。彼女はそんなもの 初から存在したはずのない"翼"

が痛むのです。これは嫁いできた日よりずっと続いています。これがなにを意味するのか？そ

れは彼女にもわかりません。

セルバンテ

テンプレート名：騎士

運命：醜悪、極端な性格（モラリスト）

縁故：基本＋姫６、極端な性格３
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　彼は、ある騎士の家の長男でした。彼は幼い頃、顔面に大火傷を負っており、顔に醜い痕

があります。彼は、それをコンプレックスに思い、また、それでも彼に優しかった姫に憧れてい

ます。彼は自分の思いが恋愛感情だと半ば気付いていますが、彼はそれを抑えつけるため

に、自我を強烈なモラリストとして形成しました。

プレイの指針：このキャラをロールプレイする際に頭に入れておいてほしいことは、彼の自我

を形成する一番大きいものは劣等感である、ということです。武芸を究めたのも、騎士として

出世してきたのも全てはこの劣等感ゆえです。そして劣等感を意識しないための精神の防護

壁がモラルと言うことです。彼は自分の判断に根本的に自信をもっていません。彼の口癖は

「王国の騎士として・・・」ですが、それはつまり自分の判断への自信の無さが根拠にありま

す。

　マスターは夢歩きでモラリストの仮面を捨て欲望に忠実に生きるように囁きかけてきます。

いつ自分の本心に忠実になるか、そしてそれは遅すぎないのか？が焦点です。

・ミリア

テンプレート：踊り子

運命　魔族との遭遇　主人

縁故　館の主人５　恋人（レイク）５、赤子(マルコ)５

ミリアが愛する恋人レイクのもとをさったのは今からちょうど１年前のことでした。ある日、彼女

のもとにある時一人の執事風の男が訪ねてきてこう言ったのです。

「お前は愛する者の子供を身ごもっておる。しかしその子供は呪われし運命を持っておる。お

前の子供は産まれてすぐに魔族ににえに捧げられるだろう。」狼狽する彼女に男は幻を見せ

ました（夢歩きです）、彼の愛する恋人が、魔族を召還し、将来生まれる子をにえに捧げる、そ

う言っている場面です。更に男は言いました、「我が子を助けたくば、私に仕えよ。そうすれば、

子は救われるだろう。」愛する恋人が魔族と縁があり、しかも自分との子をいけにえに捧げよ

うとしている！、彼女の狼狽は相当なものであり、彼女にはその男の言うことに逆らうことはで

きませんでした。というのは､レイクには禁忌の魔道に手を染めているといううわさがあり､実

際に彼女もレイクが魔道書のような本をもっているのを見たことがあったからです｡

　こうして、ミリアはレイクのもとをさり、この不思議な男と彼が主人とする少年に仕え、彼ら２

人の屋敷でメイドのような仕事を行うことになったのです。子供は無事、半年後に生まれまし

た。生まれた日の夜、彼女と赤ん坊の元に黒い影のようなものが訪れましたが、彼女はその

前後の記憶を失っています。
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レイク

原蛇の魔導師

運命　魔族との遭遇　失踪

縁故　基本＋恋人（ミリア）　５

　彼の恋人が失踪してもう１年がすぎようとしています。彼は魔族の召喚に成功し、魔道の力

を手に入れたのですが、彼女の失踪以来魔導の探求を棚上げして彼女の行方を探していま

すが、それは杳としてしれないままです。

　また彼は魔族を召喚した前後の記憶が欠落しており、そのことに不安を抱いています。

　この世界の魔道師は一般的な存在でなく、自分の素姓を隠しているものだということを念頭

に置いてロールプレイしてください。幻蛇の魔道師と言うのは、召喚をつかさどる存在であり、

ある意味魔道師たちの中で も滅びに近い人種です。また、召喚の反動は常に生死を賭け

るものであり、軽々しく魔道は行えるものでない、と言うことも念頭に置いてください。

　彼の行動指針は「なぜだ？」と言う言葉に集約されます。なぜ彼女は失踪したのか、何が魔

族を召喚したときにあったのか、全てが彼にとって（そして彼にとってだけ）謎です。それを説

き明かすように行動してください。あなたのＰＣには、自主的になぞをとこうとすることが要求さ

れます。

グレナン・レイン

テンプレート名：古鏡のまじない師

運命：醜悪、記憶不全

　　彼はある滅んだ国の元貴族令嬢だった女性に仕えています。身寄りの無い彼を引きとり

育ててくれた彼女の両親の恩に報いるためにも、彼は彼女を一生守っていこうと思っています。

主人の家の聞きに書けつけるため学院での修行を中途で終え、魔道師となる道は断たれま

したが悔いてはいません。

　彼が醜悪の運命を得たのは、お家復興のための任務の途中でした。鏡面転移の途中あっ

た”何か”により、彼の顔は醜く腐りはてています。深淵で何があったのか、なにと出会ったの

か、彼はそれを覚えていませんし、気にもしていません。彼にとって重要なのは、愛する主人

がそれを気にするかどうかであり、幸い彼女は彼を醜悪さゆえに疎むほどおろかではなかっ

たのです。

（実際あったこと:鏡面転移の途中、ふとしたミスにより深淵の奥底へ落ちていこうとした彼を、

封印の統領サブラムが助けたのです。サブラムは後に自らの僕となるよう彼に求め、証として

顔面に刻印を刻みました）
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派手系運命チャート 魔剣・魔法の武器運命チャート

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 1 2 5 6 7 14 1 2 3 11 14 17 20

2 16 22 23 27 28 29 2 25 26 28 32 35 38

3 32 34 37 39 40 41 3 41 43 45 46 49 52

4 52 53 54 55 56 59 4 53 55 61 67 72 73

5 66 67 70 71 73 75 5 76 77 79 82 86 89

6 78 80 84 87 90 91-7 6 88 89 90 91-3 91-6 91-7

地味系運命チャート 友人運命チャート

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 4 8 9 11 12 18 1 1 3 5 17 19 21

2 19 25 27 38 44 46 2 27 28 32 34 41 43

3 47 61 62 64 77 86 3 52 66 75 77 91-3 91-7

家族運命チャート 噂運命チャート

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 5 7 17 27 32 33 1 3 9 14 22 26 27

2 43 53 59 68 80 87 2 34 39 52 54 55 56

3 61 66 72 91-2 91-5 91-7

恋人運命チャート 敵運命チャート

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 3 4 5 7 27 32 1 1 3 5 7 17 22

2 40 41 53 54 55 59 2 24 27 28 31 32 35

3 60 75 80 81 87 91-6 3 38 41 43 44 45 49

4 53 54 56 59 66 67

友なる動物運命チャート 5 72 73 75 78 80 81

1 2 3 4 5 6 6 84 85 91-1 91-3 91-6 91-7

1 3 4 11 21 38 40

2 41 43 49 60 66 73

3 79 81 90 91-3 91-6 91-7

付録２－３　運命決定

補助チャート集
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付録３－１　深淵ルールサマリー（抜粋）

基本判定　　　　２３

夢歩き　　　　　　２５

戦闘ルール　　　２７
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深淵基本ルール

１、プレイ前に必要なこと

ゲームの開始にあたり、プレイヤーの手元に

はキャラクターシートと６枚の運命カードが手

渡されます。（図－１参照）そのほかにプレイ

にはサイコロが２つと筆記用具が必要になり

ます。

２，基本判定ルール

ＴＲＰＧにおいては成否がわからない行動を行

なおうとした場合、それがうまくいったかどうか

の確認をするために、ゲームマスターが行為

判定の指示を行なう可能性があります。その

方法について説明します。（注）

キャラシートを見てください技能と書かれた欄

があると思います。それがこのキャラクターが

得意としていることです。行為判定を求められ

たら、サイコロを２個ふり、その値の合計とマ

スターの指示する技能を足します（この値を達

成値といいます）、その値が高ければ、行なお

うとした行為は成功したことになります。大抵

の場合成功に必要な値は１０ですが、難しい

行為の場合それ以上の数字が求められること

になります、その場合はマスターが値を指示し

ます。

（注：明らかに成功するのがわかりきっている

判定は行なう必要はないということです。これ

は戦闘でも同じです。勝てない戦闘にサイコロ

は触れません）

３，行為判定のボーナス

判定においてはどうしても成功したいというと

きもあるでしょう。そのような時は３つの方法

があります。

１つは寿命を削るという方法です。深淵のＰＣ

は５０才までの寿命を持っています。この値を

１年削る毎に達成値に＋１のボーナスがもら

えます。

２つ目はカードを使う方法です。技能の値と同

じ数字までカードをだして、その１番上に書い

てある値をボーナスとして加えることが出来ま

す。カードを補充する機会は限定されている

ので注意して使ってください。

３つ目は寿命を４年削ってサイコロをふりなお

すことです。

これらの方法はそれを行なうにふさわしいとき

にのみ行なってください。くだらない判定で雰

囲気を壊すことのなきように。
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４，手札の補充

手札はシーンが変った時に補充されます。シ

ーンがいつ変ったかはマスターが指示します。

逆になんらかの理由で手札の枚数が６枚を越

えている時はシーンが変ったら６枚に戻さね

ばなりません。

５，縁故

キャラクターシートに縁故、というものが記され

ていると思います。これはそのＰＣと他者（物

品のこともあります）との関係の強さを表す数

字です。この値が高いほどＰＣはそのものに

深い関わりをもっています。関わりといっても

それは良い関係のみを意味するのではありま

せん。その値が憎悪であるのか愛情であるの

かは個々の状況によります（往々にして愛情

は憎悪に転化しやすいものです）。

行為判定の際縁故に関わる判定であるのなら

寿命を１年削ることにより縁故の値をボーナス

と出来ます。

またプレイ中でも 大値の範囲内でＰＣやＮＰ

Ｃに縁故をふりあててかまいません。

縁故の値と関係の深さは以下のようになって

います。

１：知りあい

２：友達

３：親友、仲間

５：運命を共にする相手

６以上：常軌を逸した異常な関係

図－１
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夢歩きについて

　深淵のルールの中で も特徴的なものの

一つである夢歩きについてこの章で解説しま

す。

　＜夢歩きとは！？＞

　深淵のＰＣたちが住む世界は夢の世界に隣

接しています。そのため彼等は夢の中でさま

ざまな魔法的な現象と出会うことが出来ま

す。

　このために設定された技能が夢歩きです。

　夢歩きは基本的に夢を見る素養を表したも

ので、同時にその人が以下に魔法の領域に

近いかをしめしています。またプレイヤーがど

のようなストーリーを望んでいるかを明らかに

するための技能でもあります。

　ゲームマスターの指示で夢歩きを行なうよう

にいわれた場合、通常の行為判定と同様に

夢歩きの技能で判定します。目標値は普通１

０です。この時ダイス目にかかわらず１枚のカ

ードをマスターに提出します、この値は達成

値に加えられます。（この時即座に１枚カード

が補充されます）。マスターはそのカードの語

りべの欄の台詞を参考にして幻想的なシーン

を演出します。これが夢歩きです。

　夢歩きが実際に行なわれている例を２つほ

ど挙げてみましょう。

年老いた老剣士の夢

ＧＭ：というわけで君は眠りについた。夢歩き

の判定をしてくれ。

剣士クレイド：成功。カードはこれを。（出され

たカードは黄の戦車：我が運命はまもなく終

わり、時代は変っていくだろう）

ＧＭ：君は、もう２０年も前になるか、君の剣の

師匠である老人から君が始めて１本とったと

きの様子を夢に見ている。師匠は少し淋しそ

うな笑顔を見せて君の頭をなでてくれた。師

匠が酔った時暴漢に襲われ命を落としたのは

その１週間後のことだった。

　君はふとこんなことを思った、自分のことを

師と慕うあの少年に、俺は何を残してやれる

のだろうと。

若き農夫の夢

ＧＭ：君は彼女を見た瞬間強いショックを受け

た、夢歩きをしてくれ。

農夫ラーク：ではこのカードを。

ＧＭ：本当にこのカードでいいの？

農夫ラーク：ええ（カードは白の風虎：我は忘

れぬ、我は諦めぬ、我は追いつめる）

ＧＭ：彼女は君の事をみつめている、あの時

君が自分の命惜しさにいけにえに捧げた妹

の目を思い出す。君の背後からいつものよう

に君にだけ聞こえる妹の声がする。「我は忘

れぬ、我は諦めぬ、我は追いつめる」。彼女

は君の方を見てこういった。後ろの死霊は妹

さん？」

　夢歩きはオープニング、エンディングの際に

も行なわれます。この時は必ず判定は成功し

ます。

　夢歩きをうまくするコツは、自分がどのよう

なことをこのＰＣで表現したいのかを年頭に置
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いてカードを選択するということです。

　また、夢歩きの際選択されたカードはストー

リーの方向性にも影響を与えます。例えば明

日恋人を救いに怪物の洞窟に行くという日の

晩に見た夢が「愛するものよ、汝が死すとも

我が愛は永遠に変らず」か「汝らは我が餌、

ただそれだけの存在にすぎないのだ」では明

日の展開が大きく異なるのが解るでしょう。

＜追加ルール＞

当サークルの夢歩きに関するハウスルール

を紹介しておきます。

　使用できるかはマスターに尋ねてください。

・縁故を夢歩きのボーナスに出来る。その場

合その縁故に関する夢が語られる

・刻印を夢歩きのボーナスに出来る。この場

合その星座に関する夢歩きが語られる
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戦闘ルール

　

深淵の戦闘ルールについて簡単に説明しま

す。

＜ターン＞

　戦闘シーンはターンとよばれる１０秒ごとの

単位で進みます。ターンは以下の手順で進め

られます。

（１）カードの補充

　ターンの 初に全プレイヤーとマスターには

１枚のカードが補充されます。

（２）冒頭の説明

　マスターが起こっている状況を簡単に説明し

ます。

（３）行動値の順に行動する

　行なうことに関しては後に説明します。

（４）カードの調整

　カードの枚数が６枚を越えていたら不必要な

札を捨てます。

＜キャラクターの行動＞

　自分の番が回ってきたプレイヤーは１つの

行動が取れます。逆にいえば１ターンには一

つの行動しか行なえないことに注意してくださ

い。これには防御や回避といった行動も含ま

れます。

　またカードを使うことにより行動を追加するこ

とが出来ます。カードの真ん中の追加という欄

に書いてある内容が行なえる行動です。

　移動は１アクションで行動値メートル分進め

ます。

　そのターン何もしないことで次のターンの

初に補充されるカードの枚数を２枚にすること

が出来ます。

　また、他のキャラを応援することで、そのキャ

ラにカードを１枚渡すことが出来ます。応援は

魔法カードで行います。

＜攻撃判定＞

　攻撃が命中したかの判定は以下の手順で

行ないます。

　（１）攻撃の判定

　攻撃側が武器の判定値を用いてあたったか

どうかの判定を行ないます。目標値は防御側

の行動値です。この時攻撃側ははっきりとで

た目を申告してください。

　（２）ダメージカードをめくる

　深淵の場合、ダメージの判定はカードで行な

います。武器のところに書いてある効果値分

の枚数のカードがダメージの量です。カードは

山札からめくってもいいし、手札から出しても

かまいません。

　３／４などのようにかいてある武器は４枚めく

ってその内から３枚を選ぶという意味です。ま

た、○打のように書いてある武器は通常のダ

メージ＋精神力に１点のダメージを与えます。

　（３）防御判定

　防御側には４つの選択肢があります。この

内のどれか１つを選択します。但し、防御のた
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めの行動（回避・防御）も１ターンの行動の内

の一つになるのは先ほどいったとうりです。

１、 そのまま全ダメージを受ける

　全ダメージが適用されます。

２、回避する

　回避の場合攻撃側の達成値＋１が目標値と

なります。回避できた場合演出と書いてある

以外の全てのダメージを受けずにすみます。

３、防御する

　武器や盾で攻撃を受け止めようという試みで

す。目標値攻撃側の達成値そのままです。回

避より目標値が１低いことに注意してくださ

い。

　判定に成功すると防御に成功した武器や盾

の防御値分だけカードを打ち消せます。ただし、

「演出」「衝撃」「武器」と書いてあるダメージカ

ードは消せません。

　４、防具で吸収する

　攻撃の命中した場所に防具をつけていれば

判定なしでその効果を発揮できます。防具に

よる吸収は１ラウンドの行動の回数に含みま

せん。但し、貫通というカードがダメージの中

にでている場合、防具は無効化されます。

　防具の効果は以下の２つです。

１，ダメージカード１枚につき吸収値分のダメ

ージを減らす。

２，手札を１枚捨てることでダメージカードを１

枚打ち消す

念のために言っておくと、深淵の戦闘はかなり

シビアです。非戦闘員が戦闘にまきこまれると

いうのは悲惨の一語につきます。
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付録５－１　シナリオ　－糸－
初出１９９８／３／１４某コンベンション公式シナリオ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改訂２０００／１０／８第 3 回京都深淵コン

＜シナリオのフォーマット＞＜シナリオのフォーマット＞＜シナリオのフォーマット＞＜シナリオのフォーマット＞

このシナリオはあらかじめ用意されたキャ

ラクター３名を用いてプレイするタイプのシ

ナリオです。ＰＣは３人用意しています。シナ

リオを全て読み終えて、自信のある方はリエ

ルをＰＣに加え４人のプレイヤーで行っても

良いでしょう。プレイヤー間に経験の相異が

ある場合は も信頼できるプレイヤーにル

シートを担当さすようにして下さい。逆に初

心者に 適なのはユーリです。その後質問

の時間を十分にとり、プレイヤーがＰＣの理

解が十分になってから、プレイを開始して下

さい。

＜シナリオ概要＞＜シナリオ概要＞＜シナリオ概要＞＜シナリオ概要＞

１、 小さな村の領主ルシート

物語の舞台は、北原に位置するラルハー

ス辺境の小さな村です。この村を代々治め

てきた騎士の家系であるファニス家は、ある

魔族の呪いを受けており、時折呪いを受け

た子供が産まれることがあります。現在の

領主ルシート・ファニスの妹であるリエル・フ

ァニスも生まれつき呪いを受けており、介助

なしには歩くこともできませんし、満足にしゃ

べることもできません。

代々ファニス家では、自らの家系が呪わ

れたものであることを隠匿してきました。村

を治めるにあたり、村人の不信を招くのは困

った事態を招きかねないからです。そのよう

な理由で、リエルは屋敷の地下室で誰にも

知られずに育てられました。彼女の存在を

知っているのは、ルシートと執事のグレッグ、

それに村の外から雇い入れたメイド達だけ

です。

６年前に両親がはやり病でなくなり、ルシ

ートが後をついでからも、彼はそれなりに良

い領主として村人の信頼を勝ち得てきまし

た。

しかし、ここ２，３年の間不作が続き、村は

不景気な状態が続いています。さらに間の

悪いことに深夜執事に連れられて散歩をし

ていた（さすがに多少は運動をしないと死ん

でしまいます）リエルが村の若者に見られ、

領主が魔族を信仰しているとのあらぬうわさ

が立ってしまいました（ずっと地下室で育て

られ真っ白な肌をしたリエルは確かにある

意味魔族的な美しさを持っています）。

２、 退魔の技を鍛えしものユーリ

ルシートにとって間の悪いことに、退魔師

の結社に属する者がその噂を耳に入れてし

まったのです。退魔師の結社は魔族と戦う

ことを宿命づけられた者が集いし場所です。

彼らはその噂が事実であるか調査の者を派

遣することにしました。

白羽の矢が立てられたのは、まだ若い少

女であるユーリ・セイレスでした。彼女が選

ばれたのは、そもそもが、あまり彼らがこの

噂を重要視していなかったためでもあります。
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異常なほどの魔族への憎しみを燃やし、度

を超した熱心さで任務にあたる彼女に、少し

休養を取らせよう、そう彼らは考えたので

す。

こうして、ルシートにとっては運の悪いこと

に、魔族とそれに関わる者（魔族の呪いを

受けた者含む）全てに憎悪を燃やす退魔師

ユーリが彼の村を訪れることになったので

す。

３、 黒騎士ケイド

この物語の舞台であるラルハースの隣国

にユラス男爵領という国があります。その国

を２００年以上にもわたり治めているのは、

「北原の魔人」との異名を持つユラス男爵で

す。

ユラス男爵領はまた、黒騎士団という勇

猛な騎士団の存在でも勇名を知られていま

す。他国にとって脅威なことに、ユラス卿は

自らの領地の統治のみには満足しておらず、

つねに他国への侵略の機会をうかがってお

り、陰謀と共に黒騎士達を各地へ派遣しま

す。

ある時、いかなる手段によってかは定か

ではありませんが、ユラス卿が呪われし娘リ

エル・ファニスの存在を知りました。強い呪

いはまた、その方向性によっては祝福にも

転じる、そのことを知っているユラス卿は、

その娘に興味を持ちました。そして、その村

の出身者が自らの部下にいるのを思い出し、

黒騎士ケイド・カーチスに任務を与えたので

す。

４、 運命の者集いし時

　この様な経緯で、ＰＣ達は館に集まりま

す。物語はここから始まります。

＜シナリオについての注意点＞＜シナリオについての注意点＞＜シナリオについての注意点＞＜シナリオについての注意点＞

このシナリオは、基本的には舞台に全員

が集まってからは、プレイヤーの選択次第

でいくらでも変化しうるシナリオです。逆に言

えば も重要になるのは、各々のＰＣ達の

行動指針を可能な限り速く明確にすることで

す、これを心がけて下さい。

＜運命カードについての補足＞＜運命カードについての補足＞＜運命カードについての補足＞＜運命カードについての補足＞

次項よりＰＣ紹介に入りますが、その際に

オープニングの夢歩きの例を掲載していま

す。もしこのオープニングを使いたい場合は、

あらかじめプレイヤーの初期手札を以下の

ようにしておくと、、そのままこの例の夢歩き

が使用できます。

なお、このシナリオのテーマカードは赤の

野槌です。

ルシート

黄の牧人、青の古鏡、緑の牧人、黄の指

輪、黒の黒剣、黄の翼人

ケイド

黒の指輪、白の古鏡、緑の野槌、黒の野

槌、青の原蛇、白の原蛇

ユーリ

緑の黒剣、白の黒剣、青の青龍、黒の戦

車、紫の古鏡、白の風虎



31

小さな村の領主ルシートファニス小さな村の領主ルシートファニス小さな村の領主ルシートファニス小さな村の領主ルシートファニス

運命：［８］変わり者の親族－妹（呪い）

　　　［８７］罪悪感

年齢　２２歳

体格０８／０２　筋力１６／０５　反応１３／０４

知性０８／０２　意志１０／０３　社交１４／０４

生命力２２　精神力１６　行動値１０　縁故１６

防具：騎士鎧（２）

吸収値８ペナルティ１６

防御部位全身二重

技能　言語（交易語１）　夢歩き１　乗馬５

　　社交知識（貴族６）地域知識２

　  

武器／戦闘技能

技能名　　技＋修＝判定　効果　　防御　　硬度

回避　　　２－16＝－１４

格闘　　　１＋０＝１　　　　０打

鎧通し　　１－１＝０　　　３／４　　　１　　　　　５

片手半剣　５＋６＝11　　３　　　　４　　　　　２０

騎士盾　　４＋４＝８（防）　　　　　７　　　　　３５

　　　　　　４＋１＝５（攻）　　　　　１打

所持金　金貨３０枚　銀貨６００枚

装備　　騎士鎧　片手半剣　騎士盾　鎧通し

　馬　執事のグレッグ　よそ者のメイド３人

縁故　馬　３　片手半剣　３　グレッグ　３

　　　　　リエル　５　村　３　メイドたち　２

執事のグレッグ

全能力値　０６／０２

生命力　１２　精神力　１２　行動値　０６

防御値　０２　回避値　０２　技能値　０２

縁故　ルシート４

が

領

ル

受

ま

き

者

リ

を

ご

い

う

ま

す

＜解説＞

　彼は今ラルハースの辺境の村を領地に持つ騎士です。彼の家系

代々村の領主となっており、彼も両親が流行病で死んだ８年前より

主となって、領民のために尽くしてきました。彼には、８つ下のリエ

という名の妹がいます。ルシートの家系は実はとある魔族に呪いを

けており、ごくたまに呪われた子供が産まれてきてしまうことがあり

す。妹も生まれつき呪われていて、彼女は支えなしには歩くこともで

ませんし、まともにしゃべることもできません。

　ルシートの両親はリエルを館の地下牢にて育てました。呪われし

を家族に持つ領主では、領民に受け入れられないでしょうから。

そして、村人に知られないよう、こっそりとリエルは育てられました。

エルは今もしゃべれず、歩けないままです、週に３日程執事が世話

して外に深夜散歩に連れだしている他は、ずっと地下牢で彼女は過

しています。ルシートはリエルのことを妹として、とても愛しく思って

ます、彼女も毎日ルシートがリエルを訪れるのを楽しみにしているよ

です。しかし、実際問題生活の負担となっているリエルを思わずうと

しく思ってしまうときもあり、そのことに対して罪悪感を抱いていま

。
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黒騎士ケイド・カーチス黒騎士ケイド・カーチス黒騎士ケイド・カーチス黒騎士ケイド・カーチス

運命　［２３］運命の出会い（異性）

　　　［９１－２］魔族の刻印

年齢：２６歳

　体格１５／０５　　筋力１８／０６　　反応１１／０３

知性１２／０４　　意志０９／０３　　社交１１／０３

生命力２４　精神力１５　行動値　１４　縁故１６

防具　騎士鎧

　　　吸収値７　ペナルティ　１４

　　　防御部位　全身

技能　夢歩き２　交易語　１　乗馬４　魔法知識　２

　　　社交知識（貴族４）

武器／戦闘技能

技能名　　技＋修＝判定　　効果　　硬度

回避　　　２－14＝－１２

格闘　　　２＋０＝２　　　０打

　　　　　　鉄拳　　　　　　１打

片手半剣　５＋３＝８　３（両手４）　　２０

騎士盾　防５＋４＝９　　８　　　　　　４０

　　　　攻５＋１＝６　　　１打

　大弓　　　３＋０＝３　　４／５　　　　準備２

魔法

「黒剣：判定値２：刻印／闇のように黒い瞳」

剣の強化（２）　治癒（２）　支配の声（２）

「原蛇：判定値１：刻印／手の甲に鱗」

闇の投射（２）　深淵閉鎖（深淵の強度／５）

所持金　銀貨１６００枚

装備　短剣、軍馬

縁故　ユラス男爵（４）、故郷（３）

魔族／黒き騎士の侯爵セジュミック（２）

ルシート（２）、？（５）

＜解説>

　ケイドは、１０年前にその武術の才を認められ、隣国ユラス

男爵領に騎士として使えるようになりました。といっても、悪名高

いユラス卿の下で働くのですから、両親は喜ぶはずもありませ

ん。それでケイドは両親に黙って村を飛び出してきてしまいまし

た。

　今となっては、自分のことを両親にいわずに出てきたのは正

解であったかもしれないと彼は思っています。ユラス男爵の騎士

として様々なことをして手を汚してきたからです。初陣の時、兵士

たちの熱狂にの見込まれてしまった彼は、本来兵士たちを抑え

なければならなかった立場でありながら、その義務を果たさず、

あまつさえ略奪と陵辱に加わってしまうという暴挙を行ってしまっ

たのです。もう、彼の手は汚れてしまっています。彼は故郷には

二度と戻らないつもりでいます。

彼は故郷で領主の息子であったルシートという少年と友人で

ありました。また、ルシートの屋敷で昔美しい少女を見かけたこと

があり（ルシートは一人っ子のはずなのに）、そのことを今でも強

く覚えています。
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退魔師ユーリ・セイレス退魔師ユーリ・セイレス退魔師ユーリ・セイレス退魔師ユーリ・セイレス

運命　［８０］死者の呪縛－姉

　　　［４４］際だった性格－魔族への憎しみ

年齢　２２歳

　体格０６／０２　筋力０９／０３　反応１１／０３

知性０９／０３　意志１２／０４　社交０９／０３

生命力　１５　精神力　２１　行動値　１２　縁故　１４

防具　戦闘甲　吸収値２　ペナルティ０

　　　防御部位　なし

技能　夢歩き５　魔法知識６　言語知識（交易語１　上代語

２土鬼語２）　乗馬１　生物知識（人間１、植物１、動物２）

　  

武器／技能名

技能名　　技＋修＝判定　効果　　防御　　硬度

回避　　　１＋０＝１

格闘　　　１＋０＝１　　　１打

破魔の鎚矛２＋５＝７　　３打　　　 5　　　　 40

　　　　　　　　　　　 対魔族６打

短剣　　　２＋０＝２　　　１　　　　　　　２　　　 10

魔法

「戦車：魔力３：刻印／赤い髪が頭髪に混じる」

拘束の印（召喚値／５）　封印（（召喚値＋３０）／５）

太陽の召喚（昼間４／夜間２０）深淵転化（１）

「黒剣：魔力１／護符」

治癒（２）　水晶支配（４）　水晶補充（４）

所持金　銀貨１００枚

装備　短剣、魔法水晶２個、馬

縁故　愛用の鎚矛（３）、姉（５）、護符（１）

魔法水晶（計２）

　　　  

<解説>

破魔の星座である戦車の魔術を治めた者は、

野にある者であっても魔族との戦いに身を捧げて

います。学院の戦車の塔の外であれ、自ら各地に

結社を作り、彼らは魔族との戦いを続けています。

ユーリがそのような結社の一員である退魔師とな

ったのは、１０才の時、二人きりの姉妹であった姉

が、ある魔族の教団によって、さらわれ、生け贄と

されてしまったからです。その魔族の教団は滅ぼさ

れましたが、彼女の気持ちは収まりませんでした。

彼女は、それ以来魔族と魔族に関わる全ての者

に強い憎しみを持っています。目的のためなら自

分の命も犠牲にすることもいとわないでしょう。



34

＜オープニング夢歩きの例＞

～悩める兄の夢～

信じて待つべし

いずれ継ぐべき者がここにくる

「兄さん、こっちよ、早く来てってば」

草原の中で妹が手を振る、心地よい風が頬をなでる

もちろんあなたにはこれが夢だとわかっている

わかっていてもあなたは妹に向かって手を振り返す

「おお－い、今すぐ行くよ－」

そう、これは至福の時間

夢の中にしかない兄弟２人の至福の時間

「ルシート様、ルシート様・・・」

執事のグレッグがあなたを起こす

傍らには安心しきった顔の妹の顔がある

「そうか、あのまま寝てしまったのか・・・」

「あ－、うーああー。」少女の声がする

「ごめんよリエル、起こしてしまったかい？」

そういって、あなたは妹の頭をなでる

言葉もしゃべれない、これが現実の妹

「旦那様…」

グレッグが困った顔であなたを見る

リエルのことが村人の話題になっているこんな時に

そういっている顔だ

「リエルは私の妹だ、くだらん噂など気にするな」

そういいながらあなたは部屋を出ていく

そう、わかってはいるのだ、今の状態が長くは続かないことはわかってはいるのだ・・・

信じて待つべし

いずれ継ぐべき者がここにくる
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～汚れし黒騎士の夢～

我が名前を遠くより呼ぶものは誰ぞ？

「だいじょうぶ、たすけてあげる。だってあなたはいいひとだもの」

闇の中で声がする

あなたは闇に向かって叫び返す

俺がいい人だと！

子供を殺し、女を犯した、この俺がか？！

はっ、笑わせるな

「ううん、あなたはいいひとよ、わたしにはわかるの」

お前は誰だ、なぜそんなことを言うんだ？

「あなたが私を呼んだから、あなたが暗闇の中で泣いていたから」

泣いていただと？

「ええ、だから私があなたを助けてあげるの」

主君であるユラス卿に呼ばれ、男爵の居城に向かう間も

昨晩の夢があなたの脳裏から放れない

「泣いていたか・・・、そうかもしれんな」

「えっ、何かおっしゃいましたか？」

隣の従者が驚いた顔をしてあなたを見る

「いや、独り言だ。それより男爵様がお待ちだ、少し急ぐぞ」

そういってあなたは歩を早める

「助けてあげる・・・」

風の中にあなたはもう一度その声を聞いた気がした

我が名前を遠くより呼ぶものは誰ぞ？
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～復讐に燃えし娘の夢～

炎は生きるがゆえに燃え広がっていく

炎として生きるがゆえに

他者を焼き尽くそうとするのだ

「まだにおいがする・・・」

あなたには一つ癖がある

あなたは、常に衝動におそわれているのだ

手を洗いたいという衝動に

こうなったのはあの時から

あなたの姉が魔族の教団におそわれたあの時

「ただいまー」あなたがそういってドアを開けたあの時

血まみれの姉があなたに倒れ込んできたあの時

姉を抱きとめたあなたの手が血に染まったあの時

あの時から、あなたは手を洗うことをやめられない

そしてあなたは退魔師となった

魔族の使徒の頭を砕いた時

魔族の信徒どもの住処を焼き払った時

魔族を信仰する村を焼き尽くした時

あなたは、あなたの手の血のにおいが

ほんの少し消え去った気がするのだ

「まだにおいがする・・・」

あなたはほうけたようにまたつぶやいた

においはまだ、消えない…

炎は生きるがゆえに燃え広がっていく

炎として生きるがゆえに

他者を焼き尽くそうとするのだ
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＜導入　館へ＞＜導入　館へ＞＜導入　館へ＞＜導入　館へ＞

導入は３人のＰＣが集まるまでを扱います。

オープニングの夢歩きについて各キャラクタ

ーごとのキャラシートを参考にして下さい。

１、ルシート

　ルシートは基本的に待っているだけです

から問題はありません。村の様子をグレッグ

に報告させたり、村人が陳情に来たりと、村

が不作で困っている、そういうことを印象づ

けるイベントを起こすだけで十分です。導入

部の主導権は彼にありません。

２、 ケイド

ケイドは、ユラス卿から書状を隣国のとあ

る村の領主であるルシートに渡すように命を

受けます。書状の中身については別項を参

照して下さい。ここで注意して欲しいのは手

紙はコピーするなりして封筒に入れた状態

で渡し、プレイヤーには中身がわからない

状態で渡さなければならないと言うことです。

書状の中身をいつケイドが知るのかは、こ

のシナリオの展開を大きく左右するポイント

の一つです。

ルシートとケイドは昔の友人ですから、互

いを見れば思い出す可能性があります。知

性の基本値を目標に判定を行わせ、成功す

れば互いのことを思い出します。（思い出し

てもらった方が、シナリオはうまく展開しま

す）双方とも失敗した場合は、グレッグがそ

れを指摘します。

２人がどの様な態度で互いに接するかは、

プレイヤー次第なのでここでは書きません

が、一つだけわかっていることは、手紙の内

容を見たルシート（およびそのプレイヤー）

が大きく狼狽すると言うことです。この時点

でルシートのプレイヤーがケイドに手紙の内

容を見せることは９９％ありえません。おそ

らくは、手紙の内容に従い、ケイドに３日間

湖の屋敷に逗留するように告げるだけでし

ょう。

　３、ユーリ

ユーリは、結社から魔族の呪いを受けて

いるという噂のある村についての調査を命

じられます。結社は、表向きは近くの遺跡の

調査であり、結社の館に逗留させ、協力さ

せてやって欲しいとゆう書状をくれます。ル

シートにしてみれば、「また迷惑な客人

が・・・」というところでしょうが、戦車の結社

のお客を表立って追い返すわけにもいかな

いので渋々逗留を許すことになるでしょう。

ルシートは手紙の遺跡のことを知ってい

ますが、そこは完全な廃墟で子供が遊び場

にしているぐらい何もない場所です。

＜ユラス卿からの手紙＞＜ユラス卿からの手紙＞＜ユラス卿からの手紙＞＜ユラス卿からの手紙＞

手紙にはしっかりとユラス男爵領の封蝋

がされており、彼がユラス男爵の使いである

ことの正式な証明となっています。手紙の内

容はこうです。

勇名をもってなるラルハースの騎士ルシ

ートファニス殿へ

我が国と貴殿の間で友好を結びたいと考

えている。ついては貴殿の妹君をこの者の

嫁に迎えたい、この者は我が国で優秀な騎

士として働いている者で、妹君とも釣り合い

がとれていると思う。

例のことは心配しなくて言い、それは私が

何とかする。

突然のことであろうから、即答はしかねる

と思う。３日間考える時間を差し上げよう。

良い返答を期待している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

隣国の領主　ユラス

　　　＜戦車の結社からの手紙＞＜戦車の結社からの手紙＞＜戦車の結社からの手紙＞＜戦車の結社からの手紙＞

　ユーリが持ってくる戦車の結社からの手

紙の内容はこうです。この手紙も封蝋がさ

れています。
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　　ファニス村の領主殿へ

貴殿の村の近くの遺跡にて、 近魔族の

信徒どもが活動しているとの噂がある。そこ

でこの者を調査に派遣したわけだが、つい

ては、この者をあなたの館に逗留させては

もらえないだろうか。大変勝手なお願いで申

し訳なく思っている。

しかし魔族は我らが人類共通の敵、必ず

やあなたの暖かい支援が得られると信じて

いる。

　　　　　戦車の塔に属する退魔結社の長

＜本編＞＜本編＞＜本編＞＜本編＞

１、 ユーリ村を探索すること

　全員がそろってからの展開はかなり流

動的になります。結局のところ、ユーリ（もし

くはケイド）がリエルを発見するまで何が起

こるか、というのが本編の内容ですから、展

開のほとんどはユーリがどう動くかにかかっ

ています。

しかし、ユーリはいわゆる普通のファンタ

ジーＴＲＰＧのように情報収集をし、他のＰＣ

を見張り、夜中に屋敷を徘徊し、いつか真

実に到達するでしょうから、彼女の行動に関

してはプレイヤーの自主性に任せましょう。

情報収集では村人から不作続きで困って

いること、領主の館から時折美しい歌声が

聞こえること、領主が魔族の信徒であるとい

う噂のあること、等を教えてあげて下さい。

興味を領主個人に向けることができれば、

後は勝手に動いてくれるでしょう。

２、 ケイド深夜に美しき少女を見る事

ケイドに関しては注意が必要です。こちら

でモチベーションを作ってやらないと行動が

とれないでしょうから。

彼の場合の行動動機はリエルに対する興

味です。

グレッグが訪れた 初の日の晩、彼は夜

中、美しい歌声を聞き、目が覚めます。窓か

ら外を見ると、グレッグに手を引かれ裏庭を

歩くリエルの後ろ姿を見ます。その姿は昔

彼が見た少女の面影があった、とでも伝え

て下さい。プレイヤーにもよりますが、動か

ないタイプの人であったら、「君はその少女

に心惹かれるものがあった」とでも伝えてあ

げて下さい。それで、ケイドもリエルに対す

る興味で動いてぐれるでしょう。夢歩きで刺

激するのを忘れずに。

場合によっては、窓から飛び出して追い

かけようと言う積極的なプレイヤーもいるか

もしれません。しかし、初日にリエルとケイド

が顔を合わすのはさすがにまずいので、見

失ったことにして下さい。すくなくとも、このシ

ーンでケイドには、グレッグひいてはルシー

トへの不信が芽生えるはずです。

３、ケイド、実家を訪れること

もう一つ、ケイドには重要なイベントがあり

ます。ケイドにたいする重要なイベントは家

族との再会というものがあります。村人は基

本的にはケイドのことを知っていますから、

ケイドが帰ってきたという噂はすぐ村中に広

まってしまいます。いずれ彼は自分の自宅

を訪れるでしょう。

　彼の家は今両親と兄が一人いるだけで

す。両親は驚きますが、基本的には彼を受

け入れてくれます。現在黒騎士として人に恨

まれる立場の自分にたいする疑問をケイド

に持たせられればベストでしょう。

４、ルシート愛する妹に会うこと

　 ルシートについてですが、いくら何でも

ずっと閉じこめっぱなしではリエルが病気に

なってしまいます。

やはりたまには外に出さねばならないで

しょう。また、基本的に使用人達はリエルの

世話をするため、地下室と屋敷をしばしば

往復していますし、リエルは兄と会うことをと

ても楽しみにしています。ケイドが見つけら

れるぐらいの隙は、つくってあげられるよう

に誘導して下さい。

４、 注意点
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テストプレイの経験では、ケイドとリエル

が会うことになるのは、２日目の晩というパ

ターンが も多かったです。これは、初日の

出会いのような状況がもう一度起きないか

とプレイヤーが考え、ずっと見張っているこ

とが多い、というのが 大の理由です。ルシ

ートのプレイヤーがわざとケイドがついてく

る隙を作るのも２日目のきっかけを作る大き

い理由の一つです。

逆に、できることならば、ユーリがリエルと

会うのは、後であるほど楽になります（あま

り後にすると、怒りに狂ったプレイヤーが村

人総出で追いかけてくるなどと言うこともあ

りえますが）。

遺跡の話はそういった意味も含めてのミ

スディレクション（間違った方向への誘導）で

もあります。大抵の場合、遺跡の調査で１日

ユーリは使う羽目になります。

ユーリがリエルと会うきっかけとなるのは

大抵の場合、使用人の誰かを通じてです。

人によっては拷問をしようなどと物騒なこと

を言い出す人もいますが、さすがにそれは

プレイヤーに言ってやめさせましょう。

５、 夢歩き

中盤を支えるもう一つの武器が夢歩きで

す。各キャラクターごとにどの様な夢を見せ

るべきかを検討していきましょう

・ ルシート

このキャラクターは３つのテーマで表しま

す。ひとつはリエルへの愛情をテーマにした

夢歩きです（当然ですね）。２つ目はユラス

卿にたいする不安です。妹の呪いをユラス

卿なら解けるのかもしれない、しかしあの悪

名高いユラス卿に…というふうに悩んでもら

いましょう。３つ目はユーリがもたらすであろ

う破局への恐怖です。

・ ケイド

ケイドは前半は罪の意識の夢、後半はリ

エルが語りかけてくる夢で押して下さい。こ

こでＧＭに覚えていて欲しいのは、守る者

（リエル）を持つことで、彼の罪悪感は消える

ということです。リエルは彼に助けられること

で、間接的に彼を救うことができるのです。

・ ユーリ

姉の夢および彼女の狂気の夢で中盤も

押して下さい。彼女の狂気はそう簡単に消

えてもらっては困ります。

＜終幕＞＜終幕＞＜終幕＞＜終幕＞

終幕は、ユーリがリエルを発見してからで

す。基本的に騒ぎが起きているはずです。

その騒ぎを聞きつけ、村人がリエルのことを

見つけてしまいます。ずっと地下にいて日の

光を浴びていないリエルはある意味魔性の

もののようにも見えます。それで村は大騒ぎ

になります。

ユーリが村人を先導し、ルシートらを狩だ

そうとする、というのが も多いパターンで

す。なんにせよ終幕はカタルシスを解消する

場面です。カードとダイスに全てを任せ、展

開を楽しむぐらいのつもりでマスタリングしま

しょう。

＜エンディングの夢歩き＞＜エンディングの夢歩き＞＜エンディングの夢歩き＞＜エンディングの夢歩き＞

ここでは、筆者が行ったテストプレイでの

各キャラクターのエンディングを紹介しましょ

う。筆者のテストプレイでは、ケイドとリエル

がかなり早いうちに出会い、ルシートとケイ

ドでリエルをユーリから守るというかなり変

則的な展開になりました。

　結局ユーリの変質的な追跡によって、リ

エルは発見されてしまい、村人を扇動したユ

ーリの山狩りを逃れながらユラス男爵領を３

人で目指すも。追いつかれてしまい、ルシー

トが身を捨てて足止めをすることで何とか２

人が逃げ切るという展開となりました。

１、 ルシート

我が運命はまもなく終わり、時代は変わっ

てゆくだろう

体中に幾本もの矢を受け、激痛の中あな

たは２人の姿をみおくった。

「幸せになってくれよ、二人とも・・」

それがあなたの 後の言葉となった。
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２、 ケイド

この場所こそ我が故郷。

それだけは決して忘れない。

愛する少女を胸にかき抱きながら、ケイド

は馬を走らせていた。はたしてユラス卿の望

みが何であるのかは、正直なところわから

ない。ただこの手の中の幸せ、これだけはも

う二度と失わない。

３、 ユーリ

夢さえも死をもたらす。

狂気こそ究極の平和のあかし。

「血のにおいが消えない・・」

そう呟いてユーリは馬に乗り駆け出そうと

した、後ろから村人が声をかける。

「ど、どこにいくんですか、そっちは・・」

「ユラス領」

そうユーリは呟いた。

（あの２人を殺せば、きっとこの血のにお

いは消える、そうなんでしょう、姉さん・・）
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付録５－２シナリオ　－青－
第３回京都深淵コン使用シナリオ第３回京都深淵コン使用シナリオ第３回京都深淵コン使用シナリオ第３回京都深淵コン使用シナリオ

＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞

 このシナリオは深淵に慣れた１名のプレイ

ヤーと深淵にあまり親しみのない３名のプレ

イヤー、計４名のプレイヤーを対章に作られ

た、キャラクター構築ずみのいわゆる構造

型のシナリオです。

 プレイヤーの中で一番深淵について詳しい

人にメジナンのキャラクターを担当していた

だくようにしてください。マスターが不慣れな

場合メジナンのプレイヤーにシナリオを読ん

でいてもらい、サブマスター的にプレイしても

らってもよいでしょう。

＜注意＞＜注意＞＜注意＞＜注意＞

 このシナリオは基本的には一本道の分岐

のほとんど無いタイプのシナリオです。キャ

ラクターの設定段階において各々のやるべ

き課題はすでに明確になっていますので、

特にマスターサイドから誘導等を行わずとも

シナリオの記述に従って展開は進むはずで

す。

 このシナリオを行うに際し、描写を適切に

行うことに重点をおき、プレイヤーが各ＰＣ

の設定を十分に表現できるようにマスタリン

グしてください。

＜概要＞＜概要＞＜概要＞＜概要＞

 このシナリオは２部構成になっています。

前半部はＰＣたちが駅馬車に乗りあわせ知

りあいとなり、とある黒剣の魔導師を訪ねる

まで、後半部は危険な怪物の跳梁する森の

奥に薬草を取りにいくまでを扱います。なお、

白の翼人と赤の海王のカードは抜いておい

て手元に持っていてください。テーマカード

は青の海王です。

＜舞台＞＜舞台＞＜舞台＞＜舞台＞

 この物語の舞台は、北原のオルタティア北

部の国境付近ユスラの森周辺が舞台となっ

ています。季節は秋の初めごろです。次項

よりＰＣの紹介をします。なお、この地域に

関する細かい設定を知る必要はありませ

ん。
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ノイス・レヴァリィ

テンプレート名：狩人

年齢：３２才

運命：変わり者の親族、自己犠牲

縁故：弓２、娘（リーシア）５、死んだ妻（アンナ）３

＜能力値＞

体格０９／０３　筋力０９／０３

反応１５／０５　知性０６／０２

意志０９／０３　社交０６／０２

精神力１８　生命力　１５

行動値　１７　縁故　１１

＜技能＞

夢歩き１、交易護１、地域知識１

生物知識（動物６、人間１）

＜防具＞

皮服　吸収値　１

ペナルティ　０　部位　胴体

＜所有物＞

銀貨１００枚、短剣、戦斧

弓+矢１０本

＜武器技能＞
技能名　技＋修＝　判定値　　効果　　防御　　硬度
回避　　３＋０＝　　３
忍び足　５＋０＝　　５
格闘　　１＋０＝　　１　　　０打
短剣　　１＋０＝　　１　　　１　　　２　　１０
戦斧　　２＋２＝　　４　　　３打　　５　　２５
長弓　　６＋２＝　　８　　　３／４
＜解説>

　あなたには肺病に犯された１４の

娘がいます。あなたは死んだ妻に

似た娘を溺愛しており、なんとか娘

の病を治したい、と思っています。

今あなたと娘はある病の治療にか

けて卓越した腕を持つといわれる

ヨムという名の魔道師のところに向

け、旅をしています。

　あなたは昔、もしあなたが命を捨

てるのなら大抵の願いはかなう、と

いう予言をされています。この予言

の時が来た、と思ったらＧＭに言っ

てください。



ジェス・ヴォーリス

テンプレート名：伝書使

年齢：２４才

運命：借金、誓いの言葉

縁故：実家１、プライド３、恋人（ルティア・カークス）

＜能力値＞

体格０６／０２筋力０９／０３

反応１５／０５知性０９／０３

意志０６／０２社交０９／０３

生命力　１２　精神力　１５

行動値　１６　縁故１４

＜防具＞

軽装鎧　吸収値３

ペナルティ　３部位　胴体、頭

＜技能＞

夢歩き１、交易語１、乗馬５

地域知識４　社交知識１

生物知識（人間１、動物１）

＜所有物＞

銀貨４００枚、短剣、愛馬

＜武器技能＞
技能名　技＋修＝　判定値　　効果　　防御
硬度
回避　　４－３＝　　１
忍び足　１－３＝　　－２
格闘　　１＋０＝　　１　　　０打
短剣　　１＋０＝　　１　　　１　　　２　　１０
長剣　　３＋２＝　　５　　　３　　　４　　２０
＜解説＞

　このキャラクターは、幼きころより将来を誓い合った婚約者がおり、いつか彼女と幸せな

家庭を築くだろうと周囲も本人も思ってきました。

　そんな彼女が病魔に教われたのは、今から約３年前のことです。この世界の医療技術で

は彼女の病を治療することは出来ず、彼女は日に日に目に見えて衰えていきました。

　あなたは、彼女の病を治すために伝書使となりました。病の進行をくいとめるのに多額の

治療費が必要だっただけでなく、各地を旅することで彼女の治療法を探そうとしたのです。

　いま、あなたは街道を行く馬車のにのり、ヨム、という名の魔道師のところに向けて旅をし

ています。これはあなたがつかんだ唯一の希望です、病を治す事にかけて卓越した腕を持

つといわれるこの魔道師なら彼女の病を癒せるかもしれないのです。
43
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アル・レイラス

テンプレート名：黒剣のまじない師

年齢：２５才

運命：しがらみ、死霊の加護

縁故：死霊（ユリーシャ）５、師匠（ヨム）５

＜能力値＞
体格０６／０２筋力０９／０３
反応０６／０２知性１２／０４
意志１２／０４社交０９／０３
生命力　１５　精神力　２４
行動値　０９　縁故　１４
＜防具＞
なし
＜技能＞
夢歩き２、交易語１、上代語１
魔法知識３、地域知識３
生物知識（人間５、植物３）
＜所有物＞
銀貨１００枚、法衣
薬草ひとたば、魔法水晶１個

＜武器技能＞
技能名　技＋修＝　判定値　　効果　　防御　　硬度
回避　　１＋０＝　　１
短剣　　１＋０＝　　１　　　１　　　２　　　１２
＜魔法＞
刻印:黒剣３（背中の黒いあざ）
呪文：治癒２、重症の治癒４、水晶補充４、水晶の支
配４、成長の支配５、四肢再生４
＜解説＞

　彼はもともとは町の薬草師の息子でし

た。１２の時に両親をなくしましたが、両親

から薬草の知識を受け継いでいた彼は、

なんとか４つ下の妹と二人暮らしていくこ

とが出来ました。

　彼が黒剣の魔道師のところへ弟子入り

したのは、直接的には妹が流行り病で１０

の時に死んでしまったのが理由です。彼

の薬草の知識や医療の技術は、妹を救う

のに何の助けにもならなかったのです。

妹の死んだ後、彼は妹の死霊の姿を見る

ようになりました。妹は何もしゃべらず、彼

のことをじっと見つめています。彼は妹の

事を見るたびに自分が責められているよ

うな気になるのです。
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メジナン・クレイグ

テンプレート名：夢占い師

年齢：２７才

運命：呪い、生きかえった死者

縁故：呪い３、両親５、護符２、夢歩き３、両親の形見の短剣３

＜能力値＞

体力０６／０２筋力０６／０２

反応０６／０２知性１２／０４

意志１５／０５社交１４／０４

生命力　１２　精神力　２７

行動値８　縁故　１９

＜防具>

なし

＜技能＞

夢歩き８、交易語２、上代語１

地域知識４、魔法知識５

＜所有物＞

銀貨５００枚、短剣、護符２

＜武器技能＞
技能名　技＋修＝判定値　　効果　防御　硬度
回避　　１＋０＝　１
短剣　　１＋０＝　１　　　１　　２　　１２
＜魔法＞
護符：通火３呪文　幻視界の扉の召還　５閃光２
護符：原蛇１呪文　深淵閉鎖　強度／５
<解説>

　このキャラクターは呪いにかかっています。その呪

いは「人の役に立つ人物にならねばならない」という

呪いです。この呪いは彼の両親によって彼にかけら

れました。

　彼は生まれつき、歩くこともしゃべることも出来ませ

んでした。自らの体を動かすことが一切出来なかった

のです。１５才の時まで彼に出来るのは、見ること、

聞くこと、考えることの３つだけでした。その反動でしょ

うか？彼には生まれつき高い幻視の力がありました。

彼は体が動けない代わりに、人々の夢を訪れながら

成長してきたのです。

　彼の両親は黒剣の魔道師でした。彼の両親は魔道

の力を持って彼の命が死の翼にさらわれるのを防い

で来ました。彼の両親は体中をチューブ（体内に生命

力を送るための魔法の道具です）で覆われた息子の

事を見るたびに悲しみに暮れました。ある時彼らは決

意しました、自分たちの命を代償に息子の命をよみ

がえらすことを。

　それまで、彼は自由でした。今彼には自由はありま

せん。彼らが命をかけて、自分を救ってくれた以上、

立派で人々に尊敬されてきた彼ら以上の生き方を彼

はせねばならないのです。このキャラクターは自己犠

牲ということの偽善と欺瞞を身にしみて知っています

が、それでもかけられた思いの呪縛はとけないので

す。

　このキャラクターは、他のキャラクターに助言を行う

のが仕事です。あなた自身の物語がこのシナリオで

語られることはありません。あなたは夢歩きと過去の

人生経験を自由に活かして他のキャラクターの助け

となってください。
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＜オープニングの夢歩き例>

＜ノイス・レヴァリィの夢＞

赤の野槌

この場所こそ我が故郷。

これだけは決して忘れない。

昔の事を思うといつも後悔する

なぜもっとあの時、アンナに優しくしてやれなかったんだろう

あの、アンナが元気だった最後の夏。今、思えばあれが最後のチャンスだったんだ

海に連れて行ってあげれば良かった

はるかなる水平線の向こう

海の青と空の青がとけあったような、どこまでも透き通ったブルー

昔アンナはそれが好きだと言った事があった

山も良かったかもしれない

泳ぐ魚が見えるような透き通ったきれいな小川

その水を飲んだ時のここちよさを、アンナにも教えてやりたかった

でも、本当はどこでも良かったんだ

ただ、アンナと共にすごせる時があれば

夜になるといつも思う

なぜ、あの時…

赤の野槌

この場所こそ我が故郷。

これだけは決して忘れない。
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＜アル・レイラスの夢>

青の海王

遠く離れても海は一つ。波はいつか届くだろう。

力がほしかった

あの時僕に力があればユリーシャに薬を買ってあげられたのに

知恵がほしかった

あの時医術の知識がもっとあれば、ユリーシャを治療できたかもしれないのに

自分の無力さが憎かった

なぜ、僕は弱っていくユリーシャを、見ていることしか出来なかったんだろう

ユリーシャの墓の前、花を持ったあなたは

ずっとそこに立ちすくんでいた

青の海王

遠く離れても海は一つ。波はいつか届くだろう。
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＜ジェス・ヴォーリスの夢>

黒の指輪

我が名前を遠くより呼ぶものは誰ぞ？

変な夢を見た

旅をしていて、老人に話しかけられる夢だ

もし、そこを行く旅のお方、一つ教えてほしいのじゃが

はい、なんでしょうご老人

私にわかることであれば、なんでもお教えいたしましょう

ありがとう、若い旅のお方

では一つ尋ねるが

この道はどこに通じる道なのじゃろうか？

海に通じる道なのじゃろうか？

ええ、海にも行きますともご老人

ずっと行けばいつか海にたどり着くじゃろう

ほう、ありがとう、若いお方。

ではこの道は山には通じていないんじゃろうか？

いいえ、山にも行きますともご老人

歩きつづければ、いつか山にも通じるでしょう

ほう、歩きつづけてさえいれば、

海にも山にも道は通じておるんじゃね

ええ、歩きつづけていさえすれば

海にもつくでしょう

山にもつくでしょう

どこにだって道は通じておりまする

変な夢を見た

意味はわからない

黒の指輪

我が名前を遠くより呼ぶものは誰ぞ？
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＜メジナン・クレイグの夢>

緑の野槌

耳元に囁くものあり。

これもまた夢なりや？

朝起きると、声が聞こえた

「お願いがあるんです、占い師様

兄を、兄を助けてください。

兄は迷っているんです。

悩んでいるんです。

どこまでも深い迷いの中、

深淵の奥底に沈み込んで行こうとしているんです。

どうか

どうかお願いです、夢占い師様」

声は聞こえてきた時と同様

唐突にやみ、部屋は静寂に包まれた

あなたの脳裏には、ふと街道を行く馬車のイメージが浮かんだ

あなたは旅立つ準備をはじめた

緑の野槌

耳元に囁くものあり。

これもまた夢なりや？
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＜初期手札＜初期手札＜初期手札＜初期手札>>>>

もし、前述の夢歩きをそのまま採用するなら、

ＰＣの初期手札を以下のようにしてください。

この状態に初期手札をしておけばどのカー

ドをオープニングに使われても、先の夢をそ

のまま使用できます。

ノイス：赤の野槌、紫の指輪、赤の指輪、紫

の古鏡、黒の黒剣、青の牧人

ジェス：黒の指輪、白の通火、黒の通火、青

の戦車、白の原蛇、白の黒剣

アル：紫の原蛇、黄の原蛇、緑の原蛇、黄

の黒剣、青の海王、白の風虎

メジナン：白の古鏡、青の原蛇、緑の野槌、

赤の青龍、黄の牧人、紫の牧人

<<<<導入導入導入導入>>>>

 ＰＣ達は黒剣の魔導師ヨムの館のある森

の近くの村まで行く馬車に乗りあわせます。

目的地まではあと３日ほどかかります。馬車

に乗りあわせているのはＰＣ達４人とリーシ

アです。

　オープニングの夢歩き後はリーシアが発

作を起こして苦しむ、というシーンからスター

トしてください。アルは治癒師ですから治療

をしてくれるでしょうし、これをきっかけにＰＣ

たちは知り合いになれるでしょう。

＜序盤＞＜序盤＞＜序盤＞＜序盤＞

　初日はＰＣ達が知り会いになる、ということ

に重点を置いてください。馬車の御者が話し

かけてきたり、といった以上のイベントを起

こす必要はありませんし、ＰＣたちが自主的

には話をするならそれすら行う必要はありま

せん。夜には互いの身の上話をしたり、メジ

ナンが占いをしたり、といったようなシーンを

入れてください。身の上話でヨムの話題が

出たらメジナンに知性で判定をさせてくださ

い、成功すればヨムが両親の知人であった

ことを思い出します。

 ２日目の朝から、リーシアの体調が悪く咳

こみがちになります。昼まえより、御者がＰＣ

達に話しかけてきます。森を迂回するため

馬車は山間の道に入っていく予定になって

いたのですが、どうも道が崩れ通れなくなっ

ているらしいのです。道の復旧には一週間

ほどかかるらしく、御者はいったん町まで戻

ろう、と提案します。

 しかしながら、リーシアの体調が悪いため、

ノイスは先を急がざるをえなくなるはずです。

ここまでの展開がうまくいっていればＰＣ達

は知り合いになっているはずなので、森を抜

けるのに同道しよう、と言ってくれるはずで

す。この森は後述するように風霊犬ジュダン

の支配下にありますので、彼の下僕の風の

猟犬たちが出現します。そのことを御者の

口から警告してください。

 森を抜けるためにはゲーム内時間にして５

時間ほどかかります。１時間毎に山札から

カードをめくり、それが風虎のカードであった

ら風の猟犬が出現します。また、それとは別

に森を抜ける直前に猟犬の襲撃があります

（猟犬の襲撃がいちどでも発生している場

合はパスしてください）。

　・風霊犬ジュダン

　ジュダンはこの森の奥に封印された魔族

菫色の公女フェレスの監視のため指輪の女

王によって配置された風の猟犬です。声域

を犯すものが出ると飛んできて、警告を与え、

聞き入れられない場合は攻撃します。

能力値　１２／４　生命力　２４　精神力　２４

行動値１６　防御点４

技能２/回避６

行動パターン

１～５：鉤爪　判定値４　効果値３　防御点３

６　　　：突風　判定値４　効果値１　（対象は

全員）

　戦闘を行うのでここまででシナリオ開始よ

り1～２時間が経過しているはずです。ここ

で休憩を取るのも良いでしょう。

　序盤はＰＣ達が知り合いとなること、プレイ
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ヤーがルールになれるということを重視して

ください。戦闘を挟むのもそういう意味です、

ですので戦闘で致命的な被害は発生させな

いよう注意してください。

＜中盤＞＜中盤＞＜中盤＞＜中盤＞

　中盤で扱うのはヨムの館での出来事です。

ちなみにまさかヨム氏と戦闘しようなどとい

うばか者はいないと思いますので、あえてヨ

ムのデータ－は記述しません。

　館は平屋建てで周囲に民家はなく森のは

ずれに立っています。館では各々のＰＣたち

とヨムとの会話がメインの展開です。いかに

その内容を記します。

・ジェス・ヴォーリス

　彼の話を聞いた後、ヨムはユスラの森の

奥に生える薬草があれば治療できる、と告

げます。

・ユスラの森　森の大公タンローズの娘、菫

色の公女フェレスを封印する森。その 深

部には様々な花が常に（冬でも）咲き乱れ、

珍しい草花が見られるという。だが、封印を

守る猟犬が存在するため危険な場所でもあ

る。

・ノイス・レヴァリイ

　親子の話を聞いた後、ヨムはリーシアと二

人きりで話をさせてくれ、と言います。二人

でしばらく話した後再びノイスを招き入れ、

ユスラの奥地の薬草を取りに行くことが必

要である、と伝えます。

　実は、ヨムの見立てでは彼女はすでに助

かりません。延命治療ならできますが、それ

が限界です。ヨムにそう告げられたリーシア

は、考えたすえに、父との思い出が作りたい、

とヨムに伝えました。ヨムはユスラの森の中

央部、フェレスの館周辺の花園のことを伝え、

そこまでの小旅行を彼女に与えることにした

のです。

・アル・レイラス

　世間話をした後、ノイス親子の旅に同行す

るように命令します。これは卒業試験である、

と伝え、「黒剣を学ぶものは翼人を知らねば

ならぬ」と 後に言い添えます。

・メジナン・クレイグ

　メジナンとは彼の両親について思い出話

をした後、運命カードを用いて会話をします。

まず、白の翼人のカードを出し、「リーシアの

状態はこうなのだ」と言います、そのあと「そ

こでわしはこうしてやりたい、と思っておる」

と赤の海王のカードを出します（他のプレイ

ヤーには見せないで下さい。なお、無粋なこ

とは承知の上で解説をすると、リーシアはも

う助からないので思い出を与えてやりたい

のだ、ということをヨムは言いたかったわけ

です）。その後、彼らを見守ってくれと頼みま

す。

　こうして、ユスラの森に舞台は移ることとな

ります。

　中盤部に関しては、今後の各キャラの方

向付けが重要になってきます。何をすれば

いいのか？がプレイヤーにわかるようにす

る、これが重要なポイントです。夢歩きにつ

いては 後にマスタリングガイドという公に

おいて解説します。

＜後半＞＜後半＞＜後半＞＜後半＞

　後半は館を出てから、ユスラの森の中央

部フェレスの館までです。なお、ヨムからもら

った護符、により猟犬の襲撃は後半部では

発生しません（時間が余るようならしてもい

いですが、避けた方が無難です）

　目的地まではリーシア体調のこともあり、

徒歩で３日ほどかかります。このパートで行

うことは２つ、です。中盤部で書いたように、

すでにリーシアは死を覚悟しています。ヨム

の治療とアルの看護により、この旅はリーシ

アにとって久しぶりに体調が良くくつろげる

時間となります。リーシアとＰＣ達との間に関

係を築くこと、それが行うべきことの一つ目

です。
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　二つ目は、全ての森の闇に潜む魔族“根

の侯爵サラドナム”の影、をちらつかすこと

です。この魔族はノイスに命と引き換えに願

いをかなえてやる、とささやきます（娘の病

を治してやる、とささやこうとはしません、そ

こに注意してください）。クライマックスにお

いてノイス迫られる選択を暗示させるように

してください。

・根の侯爵サラドナム

星座：牧人

召還値７７

影響値８

出現形態：隠された切り株から伸びる巨大

な生きている根

魔力：植物の支配、森の声、大地の門（それ

ぞれ牧人の魔法参照、おそらくこのシナリオ

では使いません）

地割れ：この魔族は自身から７７ｍの距離ま

でに地割れを起こすことが出来る

武器：木の根　判定値８　効果値２打　防御

４　硬度２０　行動値１８

解説：サラドナムは森の暗部を代表する魔

族であり、陰謀に武人を破滅に追いやること

を望んでいる。

　以下に各キャラごとの考えられるイベント

を挙げていきますが、重視すべきは各キャ

ラの“らしさ”を引き出すようにすることです。

・ノイス

　このキャラに関しては上記にあるとおりサ

ラドナムの誘惑をちらつかすこと、が重要に

なります。まず“本当に病気は治るのだろう

か？”という不安や、妻が死んだ時のこと等

を夢歩きを通じて描写し、その後誘惑をささ

やきかけてください。

　リーシアのイベントでこのキャラに関係す

るものは、起こさなければいけない、という

ようなものはありません。「ねえお父様、ここ

はきれいなところね。またいつかこんなとこ

ろに旅行にこれたらいいな。」等の台詞をち

りばめてください。リーシアがこのキャラに伝

えようとしているのは、感謝の気持ちです。

それを忘れないで下さい。

・ジェス

　このキャラについては、伝書使である、と

いうことから、この旅の後で父に手紙を渡し

てくれ、とリーシアに頼まれます。下記の手

紙を二つ折りにして中身が読めるように（か

つ他のプレイヤーに見えないように）ジェス

のプレイヤーに渡してください。

　お父様、今までありがとう。私、お父様の

子供で本当に良かった、と思っているよ。

　この手紙の内容は、ジェスのプレイヤーに

は見えるように渡してかまいません。このイ

ベントを起こすのは２日目の夜頃、が良いで

しょう。

　自然とこのイベントを起こすためには、そ

れまでの経過でリーシアに彼の素性を話し

ている必要があります。各地を旅している彼

の話をリーシアが聞きたがる、というようなと

ころから話を振るのがいいでしょう。

　なお、“ねえ、ジェスさん。海って見たことあ

る？どんなものなの？私海を見たことない

の。いつか見たかったなあ。”というようなシ

ーンを入れておくと 後のフェレスの登場シ

ーンが映えます（一面の菫色の花畑がフェ

レスの登場シーンです）。

・アル

　まず、ヨムの指示により毎朝夕に治癒の

呪文をかける必要があります。次にこのキ

ャラに伝えなければいけないのは、リーシア

の感謝の気持ちとリーシアの面影にユリー

シャの姿を重ねてしまう、という情報です。

「ねえ、なぜアルさんは魔法を勉強しようと

思ったの？」とかの台詞をリーシアに言わす

のも重要でしょう。

　夢歩きにおいては“黒剣を学ぶものは翼

人を知らねばならぬ”というヨムの台詞を

後に言うようにしてください。

・メジナン
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　このキャラはベテランが担当しているはず

です。こちらからわざわざイベントを起こす

必要はありません。他のキャラのところに偶

然居あわせる、このキャラについてはこうい

う扱いをしてください。（マスタリングの負担

を下げる意味もあります。このキャラは彫っ

ておいても動けるはずですので、このキャラ

に咲く労力を他のキャラに向けましょう）

　また、サラドナムの誘惑からノイスを守る、

ということもこのキャラには重要になります。

意志力の即決勝負においてサラドナムに勝

てればそれができたことになります。

＜クライマックス＞＜クライマックス＞＜クライマックス＞＜クライマックス＞

　このシナリオのクライマックスは、フェレス

の館の前、花園の手前です。ここでリーシア

はノイスに旅の間ずっと隠していた“あのこ

と”を言おうとします。ここでノイスに夢歩き

を発生させてください、サラドナムが 後の

誘惑をしかけてきたのです。

　正直、ここでプレイヤーがどういう選択を

するかは私にも読めませんが、ここはマスタ

ーサイドからは誘導せず、プレイヤーの選

択にしたがってください。もし、誘惑をはねつ

ける選択を行った場合、サラドナムとの戦闘

が発生します（蛇足に思われる場合は行わ

なくても良いです）。サラドナムの生命力（ま

たは精神力）に３０以上ダメージを与えた時

点でフェレスが介入し（声が響くだけ、でい

いでしょう）この戦闘は終了します。フェレス

は森の大公タンローズの娘であり牧人の魔

族に命令をすることが出来るのです（まあ、

プレイヤ－に教える必要のない情報です

が）

　この戦闘はかなり苛烈なものになります。

正直フェレスの介入がなければ、ＰＣの戦力

では勝てないと思います。３０以上、と上記

では書きましたが、適当なところで切り上げ

る必要が出ることも十分ありえます。

　戦闘が終了するとラストシーン、フェレスの

花園に舞台はうつります。一面見渡す限り

の菫の花園、その花園の中に美しい女性が

立ち、ＰＣたちを見つめています。

菫色の公女　フェレス

召還値：５２

影響値：５

魔力：このシナリオでは使いません

解説：彼女は森の大公タンローズの娘であ

り、神々に家族を惨殺された彼に残された

後の家族です。父を助けるため自らも魔

族となりましたが、生来病弱であったため大

した魔力を持てず、森の下級魔族としてひっ

そりと暮らしました。

　魔族達が封印される時、神々はタンロー

ズを封印する変わりに、娘のフェレスを封印

しタンローズに忠誠を誓わせました。今も彼

女は虜囚としてユスラの森の 深部の花園

でひっそりと過ごしています。

　

　もしジェスと海の話をしているのなら、一面

に広がる菫色の花園は見たときリーシアは

ぽつりと“海・・”とつぶやきます。海を見たこ

とのあるものにとっては菫色は海の色とは

程遠いのですが、たしかに深い青の色は海

を連想させるのかもしれません。

、歓迎の言葉を述べた後、“これが必要なの

でしょう”とジェスに紫の花弁を持つ花をわ

たします。

　また、フェレスには大した魔力はありませ

んが、人の記憶を消す、ことが出来ます（正

確にはその効果がある薬草を持っていま

す）。リーシアはノイスにそのことを告げ、私

のことは忘れて幸せになって、と言います。

（もちろん従うかどうかはプレイヤー次第で

す。参考までに言っておくと、テストプレイに

おいて娘のことを忘れる、と選択したプレイ

ヤーはいません）。

　ここでエンディングの夢歩きに入ります。

各キャラの今後を尋ねて、それをもとに夢歩

きを演出してください。

＜マスタリングガイド＞＜マスタリングガイド＞＜マスタリングガイド＞＜マスタリングガイド＞

この節ではこのシナリオをプレイするにあ

たって参考になりそうなことについてまとめ

ておきます。
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① サラドナムの意図

　このシナリオをテストプレイしたマスターか

ら出る疑問の中で も多いのが、いったい

サラドナムは何のために誘惑を仕掛けてく

るのか？ということでした。

　一番単純な答えは、単に人間が悩むのが

面白くてそんなことをやっているのだ、という

答えですが、実はその他にもいくつか考えら

れるサラドナムの動機があります。以下でそ

れについて考えてみましょう（ただ、こういっ

たことを書くとかえって自由な発想を阻害す

る、という気もしますので、読まないほうがう

まいマスタリングが出来そうだな、と思う人

は読み飛ばしてください）。

　まず、“根の侯爵サラドナム”なる存在が、

そもそも何なのか？ということについて考え

ましょう。この場合、サラドナムなる魔族が

本当に実在する魔族なのか？という次元か

ら考える必要があります。

　可能性の問題として、深い森の影の中に

不気味な雰囲気を感じ取った人々が、そこ

に何か不気味な物の存在を感じ取り、それ

にサラドナムという名をつけた、ということは

十分ありえます。森の不気味な雰囲気を擬

人化した存在、それがサラドナムなる魔族

の正体でありえるわけです。

　この説を採用するなら、実際はそんな存在

はいないのですから、極限状態に追い込ま

れた PC たちが見た幻、がこのシナリオのサ

ラドナムの正体であるわけです。

　もう一つ考えられるのは、あとわずかな命

であると宣言された少女の無意識下のおび

えと無念さが、サラドナムという想像上の存

在の形をとり、実体化したという考え方もあ

ります。この場合、プレイヤーのロールプレ

イ次第でそれが明かされる、という展開を採

用してもよいでしょう。

　実際にはいないかもしれないという説と、

実体として存在するという説の中間として、

実在するのだけれど、このシナリオに出てく

るのは PC たちの幻にすぎない、という考え

方もあります。この場合、幻であるというの

が明らかになった後のエンディングの夢歩

きで、サラドナムの実物を出してもよいでし

ょう。

　大技としては、それまで想像上の存在に

過ぎなかったサラドナムが、このシナリオの

途中で実体化した、という展開もありえるで

しょうね。

　また、サラドナム実在説を採用する場合で

も、森の不気味な雰囲気の化身がサラドナ

ム、であるとするならば、同じ存在が場合に

よってサラドナムと呼ばれたりノースレルと

呼ばれたりタンローズと呼ばれているという

こともありえるわけです。この場合、少女の

無念さ（またはアルの後悔やジェスの不安）

によって呼び出されたのでサラドナムという

形で実体化した、といえるわけです。

　いやしくも深淵のゲームマスターを志すな

らば、シナリオにサラドナムと書いてあるか

らといって、それが本当にサラドナムなのか

は誰にも分らない、ということは常に念頭に

置いていてください。

　さて、サラドナムが本当に昔人間であり、

過去の事件により魔族になったというオーソ

ドックスな説を採用する場合、サラドナムの

動機は何なのか？ということについて考え

てみましょう。

　一番ありえるのは冒頭に上げた愉快犯で

ある、という説です。他に考えられるのは、ノ

イスやアルに深く同情したサラドナムが、憎

まれ役を買って出ることで彼らの葛藤を軽く

してやろうと考えたのだ、とか、世界に絶望

しきれないサラドナムが、人が信頼できる存

在足り得るのかと試しているのだ、という考

え方もありえます（ずいぶん甘い見方ですが、

個人的に嫌いじゃありません）。

　まあ結論としては、上記のことを頭に入れ

ておいて、展開次第でどれを使うか決めると

いうのが一番無難なやり方だ、と一応言って

おきます。
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②リーシアの描写

　このシナリオのキーとなるのはリーシアの

描写、この一点に尽きるでしょう。演出法は

二つある、と思います。一つはいわゆる正

当派ヒロイン風に（悪く言えば無個性に）演

出する方法、もう一つはあえてわざと崩す方

法です。どちらで行くのかはマスターにまか

せます（崩す場合、恐らくそれはリーシアの

本心を隠すための術、であるはずです）。

③夢歩きについて

各キャラの夢歩きに対する注意点などをま

とめていきます。

・ノイス

　このキャラの夢歩きに関しては実はリーシ

アのことよりも昔亡くした母親の夢を中心に

夢歩きを行うほうが（特に序盤は）有効で

す。

　決して口にすべきではありませんが、隠さ

れたテーマとしてこのキャラには“昔妻を亡

くした悲しみに囚われすぎ、妻の面影を娘に

投影してしまい、娘のことを本当に考えられ

なくなってしまっている父親”という素材があ

るのです。

　もしこのキャラが上手に演じられた場合、

このＰＣがエンディングにおいてつぶやく台

詞は“ありがとう”といったものになるはずで

す。

・アル

昔亡くした妹の幻影を常にちらつかせれば

このキャラの夢歩きは問題ないはずです。

・ジェス

このキャラのオープニングの夢歩きはかなり

代わったものであり、めんくらった方も多い

のではないか、と思います。実はこれはこの

シナリオを通してある夢歩きに関するテクニ

ックを試してほしいという意図があるので

す。

　そのテクニックとは、“全編を通してあるテ

ーマと関連させ夢歩きを語る”というもので

す。この場合そのテーマ、とは“道を行く旅

人”というものです。

　街道を旅していたら天気が崩れる、懐かし

い故郷につながる家路を旅する、旅の途中

に見た美しい景色を思い出すなど、全夢歩

きを旅路というテーマで統一し、エンディン

グの夢歩きを以下のようなものにするので

す。

青の海王

遠く離れても海は一つ。

波はいつか届くだろう。

その日の晩夢を見た

君はリーシアと旅路を歩いていた

いろんなことを話した

恋人のこと

夢のこと

きれいだった森の景色のこと

そして、明日のこと

歩いていると、道が二つに分かれていた

右を行くと、懐かしいルティアの待つ家に着

く

そして、リーシアは左へ向かわねばならない

彼女は分かれ際に笑って言う

“さようなら、また、いつかあいましょう”

君は自分が泣いているのを見られるのが恥

ずかしくて、

軽く返事をして背を向け旅立つ

歩いているとあの老人に会った

この旅の 初、あの夢で見た老人だ

なぜ泣いておるんだね、おまえさん

そうか、親しい人と別れたのか
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だが、おまえさん前に言ったじゃないか

この道は

海にも通じている

山にも通じている

歩きつづけてさえいれば

道はいつかつながる、と

おまえさんが歩くのをやめさえしなければ、

いつか二つの道はつながるだろうさ

青の海王

遠く離れても海は一つ。

波はいつか届くだろう。

　エンディングの夢歩きを 初から決め打ち

で用意しておき、それ以外の全夢歩きをそ

の準備に使うというテクニックを一度試して

みてください（これは私の好みの問題もあり

ますので、このエンディングの夢歩きが気に

入らなければ、オープニングの夢歩きも変

更した方が無難です）。

・メジナン

何度も書いてきた事ですが、このキャラにつ

いては他のキャラとのからみを重視してくだ

さい。それは夢歩きに関しても例外ではあり

ません。
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＜シナリオライターあとがき＞＜シナリオライターあとがき＞＜シナリオライターあとがき＞＜シナリオライターあとがき＞

　このシナリオは安産でした。そもそものプロットはＮＰＣが誰か死ぬ、ＰＣはそれを看取る、と

いうただそれだけでしかないのですが、どういうわけかこのプロットの評判が良い。しかもテス

トプレイでも評判は上々ときてる。うーん、なぜなんでしょう？

　個人的には前の髪とか糸とかのほうが好きなんですけど、やっぱりある程度わかりやすい

プロットのほうがとっつきやすいんでしょうかねえ。まあ、このシナリオは、マスタリングし易さ

では 上の部類ですが、たしかに（そう意図して作っているので）。一応言っておくと、このシ

ナリオの命は描写の美しさです。そこさえ失敗せねばまず間違いありません。

　ただこのシナリオには 大の問題がありまして、それはシナリオタイトルに反し

菫の花は青くない
ということなんですが。まあ、それは見逃してくださいな（笑）。

　さて、今回のシナリオもいろいろな人のアドバイスを受け、たくさんの作品を参考にしていま

す。ここにその謝意を表します。参考にしたものについては下記にその一部をあげておきま

す。

　 後に一言だけ

このシナリオを近衛柚さんにささげます。

貴女がいなければこのシナリオはうまれませんでした。

（参考にした作品（一部））

犠牲　柳田邦夫

生と死の接点　河合隼雄

ダギーへの手紙　Ｅ・キューブラーロス

レダ　栗本薫

心の家路　遠藤敏子

１＋１＝０　桑田乃梨子

ＬＩＥＮ　ＰＵＲＰＬＥ

ヘラクレスの栄光３　データイースト

　　　　　　　　　　　～ＢＧＭ　ｓａｋｕｒａｎｏａｍｅ

ｉｔｕｋａ　ｂｙ　ＴＡＫＡＫＯ　ＭＡＴＵ～



58

付録５－３夢歩きについて付録５－３夢歩きについて付録５－３夢歩きについて付録５－３夢歩きについて----運命カードの料理法－運命カードの料理法－運命カードの料理法－運命カードの料理法－
私のＨＰから転載

　夢歩きについては、ＷＥＢ上でもあちこち

のページでふれられていますし、また別冊Ｆ

ＳＧＩにてゲームデザイナー自らがガイダン

スを発表しておられます。ですので、正直私

はあんまりこのテーマについて何か書く気

はあんまりなかったのですが、 近私のま

わりにおいて新たにゲームマスターを始め

ようという人が夢歩きのルールにてこずって

おられるのをよく耳にする事がありました。

　そこで、考え方的な要素はあえて除外し、

私の知っているテクニック的な事に限定し解

説するのは結構需要があるのかもしれない

と思い直し、この小論を書く事にしました。正

直他の方の書かれた文章と内容が重なる

部分が多々有るものを発表するのはかなり

心ぐるしいのですが、その点後容赦願いま

す。

　さて、夢歩きを効果的に行うためには、セ

ッションの進み具合を見ながらやりかたを変

えていく必要が有ります。

　まずキャラクターを作るときに何を行う

か？ということがあります。実は夢歩きを適

切に行うにあたって、 も重要な部分がこの

部分です。何故かというと夢歩きはキャラク

ターが何を思っているのかを意識・無意識

の両側面から描写するものだからです。あ

る状況でＰＣが怒っているのか？悲しんでい

るのか？が分かっていないと、夢歩きが出

来ないのはわかるでしょう。この段階では以

下の４つの事を把握しておく事が重要になり

ます。

　まず一つめはＰＣの行動方針です。ＰＣが

今何を欲し、どういう行動をとろうとしている

のかということを理解しておく必要が有りま

す。これは説明はいりませんね。

　二つめは一つめと関連して、何故そのよう

な行動指針をそのＰＣがとるようになった

か？という過去の出来事の把握です。これ

がうまく出来ていれば、プレイヤーが迷った

とき，ＰＣの過去の事件をくり返し描写する

だけで見通しを与える事が出来ます。

　三つめはＰＣが本当は何を望んでいるの

か？ということです。復讐を望んでいるＰＣ

は心のそこでは復讐などという後ろむきな

生きかたを捨て、平穏な生活を得たいと望

んでいるのかもしれません。ある宗派の狂

信者はそこにしかいる場所がないからそこ

にいるのかもしれません。そういったＰＣの

内面の奥に有るものの描写は夢歩きの重

要な機能の一つであり、そのためにはキャ

ラクターメイク時の見立てが 重用になりま

す。

　四つめはそのＰＣのクライマックスシーン

はなにか？ということです。ストーリーの見

通しがたっていないと夢歩きがやりにくいの

は分かりますね。そのクライマックスシーン

が実際使われるかどうかは置いておくにせ

よ、漠然としたイメージを描いておいてくださ

い。

　構造型のシナリオであれば、以上の４点を

明確にしておいてください、他の方法のとき

は、これらがはっきりするまでプレイヤーに

問いかけてください。

　次にマスターは作られたＰＣをもとにストー

リーラインを作る訳ですが、それはこの原稿

の趣旨ではないので述べません。

　オープニングにおける夢歩きはそのＰＣの

自己紹介的な役割を持っています。過去に

有った事件、今の悩み・不安といった設定が

良く分かるようなことを題材に夢歩きをおこ

なってください。また場合によってはこれか

ら先このＰＣに起こる事件についての予感

めいた夢歩きを行うときもあります。主に巻

き込まれる形でストーリーラインに関わるＰ

Ｃの時は、こういう夢歩きのほうが効果的な

場合も有ります。後者のオープニング法を

使った時は自己紹介的な夢歩きを後に行う

べきかもしれません(ケース・バイ・ケースで

す）。

オープニングの夢歩きは直接夢を扱うより、
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短いシーンを実際行う形にしたほうが良い

事が多いです。

　ゲームの序盤における夢歩きはＰＣがこの

シナリオで何をするのかを明確化するのが

重要です。シナリオ上待ちうける困難の予

兆、ＰＣの回想、重要なＮＰＣに対する印象

等の描写を通じ、プレイヤーにＰＣをどうあ

つかうかということに対する理解を深める事

が重要です。

　ここで一点指摘しておかねばならない事が

有ります。通常ＰＣは２つの運命を持ってい

るわけですが、たいていの場合一つのセッ

ションでメインテーマとして扱われるのはど

れか一つであり，もう一方の運命はメインの

運命に対する補佐的な役割を果たす事にな

ります。しかしながら、場合によってはどっち

がメインの運命かわからないようなくみあわ

せもありますし、また、マスタリング上１セッ

ションでは片方しか扱いきれない場合も有る

でしょう。そのような場合、どちらの運命をこ

のシナリオで主に扱うのか？を序盤の夢歩

きによって明らかにせねばなりません。プレ

イヤーの出してきたカードでどちらをメインに

扱うか決めても良いし、マスターが決めた事

を夢歩きで宣言するような形でもかまいませ

ん。

　いずれにせよプレイヤーに「このシナリオ

で何をするのか？」を伝えることが序盤の主

眼です。

　さて中盤においては夢歩きの役割は、プレ

イヤーに与える情報量のコントロールといっ

たことになります。すでに方向性がはっきり

しているプレイヤーには情報の整理を、迷っ

ているプレイヤーには判断の材料を提供し

ましょう。描写するものとしては今起きてい

る事件に関する事、ＰＣの内面に関する事

の２点にまとめられます。どちらの情報を与

えるべきなのか？という点に注意し、夢歩き

を行ってください。中盤の夢歩きは、ＰＣが

走ってさえいれば も楽しめるものです。

　終盤は、クライマックス・エンディングを予

感させることが夢歩きの重要な役割です。

訪れる悲劇の予感をプレイヤーに伝え、心

の準備をさせましょう。

　エンディングはいわば「おち」です。事件の

顛末、今後の予感等余韻の残る夢歩きを演

出してください。

　上記を見れば分かるように、実は夢歩きに

おいてはキャラメイク～序盤までが も難し

い部分であり、そこさえうまく乗りきれば夢歩

きに関してはほぼ成功であると言えます。

「ＰＣの事を理解する」、これがあらゆる

TRPGにおいて も基本的かつ根幹的なこ

とであり、それは夢歩きに関しても変わらな

いことをここで強調しておきます。

　さて、上の文章では、夢歩きで「なにを」伝

えるのか？といった点について論じてきまし

た。そこでこの小論の後半部では、「どうや

って」伝えるのか？という表現上の技法につ

いて論じたいと思います。

　私の場合、夢歩きの表現方法にはいくつ

かのパターンが有りますので、それぞれに

ついて実例を挙げつつ紹介しておきます。

　なお、夢歩きを行うコツの中でも裏技的な

テクニックですが、セッション前にいくつかそ

の日使う夢歩きを考えておき、状況にあわ

せてそれをこだしにしていく、という手法は

非常に有効なものであるということを指摘し

ておきます。以下を参照に自分の得意なパ

ターンを考えてみてください。

１そのＰＣを中心にすえた短いシーンを行う

　オープニング・エンディングの夢歩きにお

いてもっとも多用される夢歩きです。この夢

歩きは通常のシーンと同様に処理されるた

め、あまり夢歩きらしくないと思われるかもし

れませんが、通常のシーンとの 大の相違

は、そのシーンがプレイヤーの選択により発

生していると言う事です。夢歩きというのは

プレイヤーの意志表現の場であると言う事

を覚えておいてください。なお、これについ
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ては例は挙げません。

　現実のシーンだと思っていたのが実は夢

だった、という裏技も有ります。

２幻視のなかで過去の事件を見る

　オープニングや序盤に多用される夢歩き

です。そのＰＣの自己紹介的な夢歩きであり、

過去の事件とセッションで語られる物語との

関係を伝える夢歩きです。記憶不全、過去

に関わる疑念等の運命の持ち主の場合全

編がこの夢歩きで統一されることもありま

す。

（例：オープニング時）

白の風虎

我は忘れぬ。我はあきらめぬ。我は追いつ

める。

ＧＭ：「あなたはいつもあの時の事を夢に見

る。

自らの友を手にかけてしまった時の事。

あのさびた鉄のにおい。

ゆっくりとナイフが肉に沈んでいく時の、あ

の感触。

暖かな血。

そして、あなたを見つめる、友の娘の視線。

あなたはいつもそれを夢に見る。

３なんらか（死霊、魔族、龍、幻聴等）の声が

聞こえる

　何らかの超越的存在と会話する夢歩きで

す。幻視の中の時も現実のシーン上の時も

両方有り得ます。中盤においての情報整理

や、終盤でのクライマックスを予感させるた

めの夢歩きに私は多用しています。問いか

けやあざけりの声というパターンが多いで

す。

（例：中盤の夢歩き)

黄の通火

見よ！光と闇の双方があって初めて意味が

あるのだ。

ＧＭ：「あなたは夢の中こんな女性の声を聞

いた。

ほんとうにそれで、いいの？」

　４幻視の中でなにか（魔族、死霊、龍等）と

であう。

　通常達成値が２５を超えている時に発生

する夢歩きです。それ以外の時に用いる場

合はクライマックス直前が も多いです。そ

の場合プレイヤーに覚悟を促すための夢歩

きとなります。序盤・中盤で発生する場合は

事件の予兆、情報を伝える、といった目的で

用います。

　３、４の夢歩きに関してですが、通常私は

シナリオに直接魔族が登場しない場合でも、

ＰＣ達を「見ている」存在を設定する事が多

いです。彼らの目的は見る事そのもので、き

まぐれにＰＣ達に声をかけているという風に

描写するのです。ブーレイ、イェロマーグ、タ

ンローズといったあまりにも超越しすぎても

はや何を考えているのかさっぱり分からな

いかたがたや、ゴアスプル、ナイストラッドと

いったよく分からない行動指針の持ち主を

わたしはこういうとき使います。

　あと、特筆すべき点としては、死亡したＰＣ

のエンディングで死の翼を出すのは定番の

一つであるということがあります。

（例：終盤の夢歩き）

黒の原蛇

融合せよ。汝の生きざまを我に分け与えよ。

ＧＭ：「あなたの魂は肉体を抜け出し深い深

い深淵の奥底へと降りていく。

そこであなたは一人の老人と出会う。彼は

尋ねる。

君の望みは何かね？」

ＰＬ：「彼女を救う事です。」

ＧＭ：「彼は続けてあなたに尋ねる。

その望みは、例えば、そのために君が何か

を失っても、ということかね？

５何も言わない
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　あまりにも状況にはまりすぎて、なにも言

わないほうがよいケースもあります。中盤～

終盤に多く発生します。また、この変形とし

て「あなたはそのとき～～と思った」というの

もあります。

（例）

白の翼人

死は正しき終わり。終わりなくば節度もまた

無し。

ＧＭ：「このカードの通りだ。僕が何も言う必

要はないだろ？

６予知夢

　この先起きる可能性のあるシーンを描写

する事によって、プレイヤーにシナリオの進

む方向性について情報を与え、心の準備を

させるための夢歩きです。特にクライマック

スシーンの予兆はくり返し行い、プレイヤー

に準備させるべきです。また、ＰＣの望む未

来を描写し現在の状況を克服する活力を与

える、といった使い方も有ります。

（例：中盤の夢歩き)

赤の野槌

この場所こそ我が故郷。それだけは決して

忘れない。

ＧＭ：あなたは夢を見た。

故郷で彼女と二人平和に暮らしている、そ

んな夢だ。

目がさめた時、夢の中の彼女の笑顔を思い

だしながらあなたは思った。

まだ、死ぬ訳には行かない。

７イメージの断片

　現実世界で見る夢のように、抽象的なイメ

ージが語られるだけの夢もあります。こうい

う夢歩きは、もっともプレイヤーに深い印象

を与えるものの、はっきりいってこんなもの

は準備しておかなければとっさに出せるも

のでは有りません。いくつか描写のストック

を考えておくべきです。私が良く使う描写の

パターンは、・消えそうな灯火・雪に覆われ

た町並み・落雷・沈みそうな船・吹き荒れる

嵐・肉の渦・流れる川といったイメージです。

（例１：エンディングの夢歩き)

白の海王

汝の行いはすべて許す。今後も敬意を忘る

ることなかれ。

ＧＭ：「あなたはいつのまにか雪がふってい

るのに気がついた。

この調子なら、きっと明日にはつもっている

に違いない。

ゆっくりと振りつづける雪がこの町を純白に

染めていく。

この町で起きた全ての事の上に、雪はゆっく

りとおりていく。」

（例２：第２回京都深淵コン使用シナリオよ

り）

黄の原蛇

希望？夢？それはいったい何を意味すると

いうのだ？

ＧＭ：「こんな夢を見た。

吹きあれる風の中、

たたきつけるような雨の中、

その小さな明かりは光をもたらしていた。

絶望のような嵐の中、

恐怖のような豪雨の中、

今にも消えそうなその小さな明かりは、

それでもたしかにそこにあった。

あなたはそんな夢を見た。」

８声

　闇の中から声が響くといった夢歩きです。

３の夢歩きと似ていますが、むしろこれはＰ
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Ｃの無意識からの声と言ったような夢です。

「よわむし」偽善者」「おくびょう者」といったＰ

Ｃの心にグサッとくるような言葉が、言って

欲しくない人の声で聞こえるという夢歩きで

す。私は中盤～終盤で多用します。例は挙

げません。

９その他

　特殊な表現方法を用いた夢歩きです。私

が聞いた事があるのは運命カードを破く、燃

やすといったものです。カードの予備がふん

だんにある場合しか使えない夢歩きです。

なお、聞いた事が有るだけで本当にやって

いたのかは知りません。火の始末には十分

に注意しましょう。

（例：エンディングの夢歩き）

白の翼人

死は正しき終わり。終わりなくば、節度もま

たなし。

ＧＭ：「あなたの脳裏に、死は正しき終わり。

終わりなくば、節度もまたなし、と言う言葉が

浮かぶ。

（カードに火をつける)

（燃えるカードを見つめながら)

あなたは思う。そんなのはうそだ。でたらめ

だ。BR>

　以上が私の使い分けているパターンです

（９はさすがにやったことはないですが・・・）。

重要なのは自分の得意な方法を見つけ、ス

トックを増やしていく事です。

　では、この言葉でこの小論を終わりたいと

思います。

　良い夢を！

（付記：某コンベンションにおいて９のヴァリ

エーションとして以下のようなものをお教え

いただきました。

緑の青龍

汝らは我が餌。ただ、それだけの存在に過

ぎないのだ。

ＧＭ：（運命カードに塩をふって)

もしゃもしゃ・・・

もうお分かりですね、破る、燃やすの他に、

「食べる」という指摘を受けたのです！ちな

みに「この夢歩き実際使う気あるの？」と聞

いたところ、彼は絶対いやだと申しておりま

した♪）
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お願いお願いお願いお願い（あとがきに代えて）（あとがきに代えて）（あとがきに代えて）（あとがきに代えて）

　以上が「深淵がよくわかる本上巻　ー基礎編－の内容です。どうでしたか、わかりやすかったで

すか？楽しんでいただけましたでしょうか？

　はじめにでも言いましたが、シナリオの書き方等の応用的なことは中巻、資料的なことは下巻に

て扱います。上巻には構造上「キャラメイクが深淵は一番楽しい」と書いたにも関わらず、そのキャ

ラクターを使ったセッションのことは書いていないのという問題点があるのですが、それは中巻を

お待ちください。

　さて、あとがきに代えてお願いなんですが、この本を読んで何か質問、意見党あれば是非およせ

ください。重要なものに関しては次巻以降でお答えしたいと思います。

　また、下巻に深淵の出来るサークルリスト、深淵を扱っているＨＰ一覧というのを掲載したいと思

っているので、それらの情報もお寄せくださると幸いです。

では、次は中巻でお会いしましょう。

奥付
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