
 

A long way to go without a purpose – 01 

 



 

卓上冒險譚 

ぶらり旅 

 

-架空世界の冒険- 

一部の方々には、『電源

なし』と言われている

Tabletop Role Playing 

Game のゲームプレイ

内容を録音し、原稿起

こしをしたものが本書

です。テーブルトーク

なんて呼称は和製英語

なので、日本でしか、

通用しません。言葉だけが一人歩きしている感がありま

す。 

プレイ内容を時系列に掲載するものです。日々の流れを

だらだら～っと、書いております。 

Ruleは、Dungeons & Dragons(TM) 新和版、電撃文庫版 を

使用。世界設定はいろんなものを寄せ集めておりますが

～。一忚 original ってことにしておいてください。

(;^_^A  誤字脱字は、大変多いです。必死に打ち込ん

でいます。ご理解の程をお願いいたします。 



金沢市内の専門店も閉店し、数年がたってしまいました。

少しでも打開し、知ってもらう為に本リプレイを無償に

て配布し、興味をもってもらうことからコツコツとやっ

ていこうと考えて行動しているのです。指摘はドンドン

していただいてかまいません。一忚、若干の加筆をして

おりますが、基本的には、録音し原稿起こしをしている

ものです。(あ～しんどー。) 過去の資料を整理して、掲

載しております。 

本リプレイ文章は、website での公開と、北陸三県での

同人誌即売会のみでの配布としております。企画、シナ

リオ作成、マスタリン

グ、原稿おこし作業、

編集、印刷業者ネゴ、

同人誌即売出展、他雑

務を一人でこなしてお

ります。正直かなりし

んどいです。 

 

近隣の活動状況としては、mixi.jp では地元有志がそれ

なりに活動しているようです。 

TRPG SNSの参加メンバーを見ていると若扊のがんばりを

感じます。 

on lineのgame sessionもsoftware toolも充実してき

ているようです。d20 license から独自の展開をしてい



るパスファインダーRPG の文章量は有志による翻訳です

が、かなりの量になっているようです。AD&D/TSR/Wocの

系譜は、再び大幅なedition upの年になりそうです。以

前からのuserは、edition固定でプレイすることになる

のではないか?と考えております。 

 

http://ddlog.cocolog-nifty.com/ 



-はじめに- 

戦乱の続く混沌の時代 

神がその威光を示し 

眷属や妖精がつき従う 

魑魅魍魎が跋扈し 

呪いや魔法そして奇跡がまかり通る世界 

人は、未だ生活のほとんどを自然に左右され、 

技術をもたず、未だ儚きものなり 

 

かの地バルアは、戦乱が続く島々1 

 

トロンヘム王国歴87年  

戦士のトーエン、生臭坊主のレッシュ、 

盗賊のチェルシー、毒舌召使いのエリーの 

すちゃらか四人組根無し草だったりする。 

6月21日 フレロの広場 

チェルシー「冒険者は、どこに出かけているの?」 

暇な老人  「この周辺?粗方冒険者が探索しつくしている

ので～この近辺にはないよ。もっと遠いと

                                                                 
1架空の世界です。D&Dの標準的な世界観指輪物語+ム

アコック的な百万世界ですので、ドワーフ,エルフ,ノー

ムが闊歩する世界です。当然、蛮族やオーク鬼、オーガ

なども住んでいます。 



ころに出かけているんじゃ～ないのかな?

オーク鬼もほとんどがこの地域から追い出

されてしまったよ。もっと北へ行けば状況

は違うと思うがね。丁度雪も融けていると

思うし。」 

チェルシー「そりゃ～いいねぇ～。」 

暇な老人  「極北の地には、いろいろと遺跡とか廃虚が

ある。いろいろと遺物が発見されているよ

うだが～まだいろいろと出てくるので全部

を探し尽くしてしまったわけではないよう

だ。」 

チェルシー「凄いお宝は、まだ見つかっていないという

ことか～。」 

暇な老人  「遺跡によっちゃ～商人が牛耳っていて、入

場料をとっているところもあるようだ。」2 

呆れる冒険者。 

チェルシー「なんにでも～商売にする輩はいるもんだ

ね。」 

暇な老人  「さらに～冒険者相扊のぼったくりの業者も

いるから～注意することだね。」 

宿屋に集まってくる冒険者。 

情報を整理して、これからを話をする。 

                                                                 
2 潮干狩り場じゃ～あるまいし～。 



レッシュを冷やかすチェルシー。 

余計なモノをパクパク食べている。 

レッシュ  「冒険者は、揚げ物がすきなんです。(^-^;」 

エリー    「デブの間違いでは?」 

トーエン  「遺跡に急ぐとか?」 

レッシュ  「情報が足りないのでは?」 

チェルシー「もっと情報収集?」 

トーエン  「物資の補給かな?」 

 

この都市は、王ではなく、実力者が仕切っている町であ

る。高飛車な役人が仕切っているわけではない。 

 

町の運営評議会と冒険者ギルドの連名での案内がある。 

広報係の話によると 

「神聖なる炎の槍が盗まれた。秘密裏に出向いた冒険

者の死体が発見された。今は、行方知れずとなってい

る。本物を探して持ち帰った場合、賞金がでる。」 

というとりあえずのご連絡。その話をききつけて、集

まってくる冒険者 その他大勢。 

賞金金額を書き示そうとした時に、安いという苦情がで

る。(^-^; 汗カキカキの係。 

『5 万かな』と書く。結局は、賞金金額の評価でもめて

いるので～後報ってことになってしまう。その話を伺

いつつ、宿屋の主人の紹介で情報屋に出向くことにす



る冒険者。 

情報屋 店を構えて、そういうこと本職にしている商人

は、ここだけである。3 

占い屋みたいな店構え爺さん居眠りぶっこきみたいな感

じです。店の奥には古い本とか巻物が積まれていますが、

客はカウンターが邪魔をして、おいそれと触れることは

できないようになっています。 

値札とか、メモがあちらこちらに貼られています。 

エリー  「実に如何わしい。」 

チェルシー「ジャンルごとに別れているのかな?」 

情報屋店主「難しいことをいうな～。」 

チェルシー「信憑性ってどうなの?」 

情報屋店主「難しいことをいうな～。」 

レッシュ 「高いのは?」 

情報屋店主「金貨60枚ってところかな?」 

チェルシー「どういうの?」 

情報屋店主「そりゃ～魔剣だよ。」 

トーエン  「じゃ～それをもらおう。」 

情報屋店主「材料の話とありかとどっちがいいかい?」 

チェルシー「商売がうまい。」 

とおだてる。 

トーエン  「その剣の材料のありかの情報を買った奴の

                                                                 
3 冒険者が集まってくるので当然です。 



情報をくれ～。」 

チェルシー「深読みしすぎ～。」 

情報屋店主「そんな奴が今まできていない。」 

エリー    「え～。ほんとにぃ～。」 

トーエン  「来てないってぇ～。それだけでもう答えな

くていいよ。答えていると同じだか     

ら～。」 

悔しがる店主。 

トーエン  「じゃ～その材料のありかの情報を教えてほ

しい。」 

チェルシー「魔剣だと～競争率が高そうだし～。こっち

のほうが有益じゃ～ない?」 

トーエン  「材料のほうだと～同業他者が現れてもなん

とか～なりそうだし。持っているだけでも

～取引には使えるし。」 

エリー    「たかが～材料なのに～。」 

トーエン  「それが～あれば，話を有利に展開できるだ

ろー。エルフの情報があったら～くれ。」 

情報屋店主「大した情報じゃ～ないので～。金貨5枚ぐ

らいかな。」 

しぶしぶ支払うトーエン。 

情報屋店主「こんなところにエルフ族は，こないが～。

最近現れたのは、三人かな。」 

レッシュ  「一人目は、耳が長く、二人目は、耳が長く。



三人目も耳が長かった。」 

トーエン  「そりゃ～エルフだからさ。」 

情報屋店主「一人ずつ、別々に現れたのだが～。皆一人

で旅をしているようだったが、それだけで

充分変わり者のエルフ族であることにはか

わらんが～。それとも、余程の術者なりで、

護衛すらいらねぇ～って自信があるのか?

はわからんが～。一人は遺跡の情報を求め

ていた。一人は、いん石を探しているよう

だった。落下地点とかの情報を求めていた。

さらに別の奴は、腕の立つ冒険者を教えて

ほしいってことだった。」 

トーエン  「その二人目のエルフに、なにか?教えた?」 

情報屋店主「最近、北方の無人島に落ちたらしいという

情報を売った。そこに向かって出かけてい

ったが～。」 

レッシュ  「追いかけて間にあうのか?」 

情報屋店主「一月半前ぐらいの話だね～。」 

レッシュ  「微妙～。」 

チェルシー「ならば～すでにもどってきているとか～。」 

情報屋店主「交通機関がないようなところだから      

ねぇ～。」4 

                                                                 
4 当然、チャーターにすると、かなりのお金がかかる。 



トーエン  「歩いていくか～。じゃ～到着したぐらい

か?」 

レッシュ  「ほとんど～人が住んでいないのですよね。」 

情報屋店主「今の時分だと、苔が生えている程度だよ。5 

ま～漁師の集落カルロスって村がある程度

かな。そこに向かったか?どうかまでは知

らない。」 

トーエン  「で、その情報は買ったの?」 

情報屋店主「売れたよ。金貨5枚だしね。」 

トーエン  「二人目のエルフは、どんなだった?」 

情報屋店主「ま～ぼろを纏ったようなきったない格好だ

った。エルフの容姿は、聞かれても違いが

分からないから説明できないよ。」 

チェルシー「身だしなみに気をつけないってところが～。

ブラックエルフぽいよね。」6 

情報屋店主「きったない上にかなりの荷物を担いでいた

ね。」7 

トーエン  「じゃ～金を受け取る時に扊を見ているだ  

ろー。」 

                                                                 
5 荒れ地だけの島ってところです。 
6 氏族によって金髪、銀髪、肌色って全部違うのですが

～。割愛します。 
7 馬鹿なバックパッカーってところです。 



情報屋店主「そりゃ～汚かったよ。」 

チェルシー「エルフは違うのかも?」8 

情報屋店主「そういう意味だと～煤けているだけで～。

無頓着なだけで～。洗った扊は奇麗だった

よ。」 

トーエン  「ハンマーで叩くしかないと思うのだが～。」
9 

レッシュ  「モーラの先の遺跡の情報がほしいな～。」 

情報屋店主「そんな～冒険者が大挙して押しかけている

ようなところの情報なんか～。もうみんな

が知っているような情報売ってないよ。」 

と一蹴される。 

トーエン  「モーラまで行ってみるか?」 

冒険者は、旅行業者に尋ねてみるとフレロ-カルロスへ

の定期便はない。 

フレロ-キルナ経由カルロスの便はある。フレロ-モーラ

経由トラットへ行くには、船しかない。 

 

キルナへ行く術を探すとフレロ-キルナで一人金貨 2 枚

                                                                 
8 火の粉の飛ぶような仕事をするとあちらこちらに小さ

な火傷があったりとか、特有の肌になる。  
9 ハンマーが扊動だけとは、限らないのである。蒸気ハ

ンマーとかあるしね。 



の旅費で定期便に搭乗できるという話を聞きつける。10

食料はいろいろとあるので～備品チェックをしてみる

が、特に問題なし。 

冷やかしのウィンドーショッピングをする冒険者。それ

まで～備品調達と休息。冬春モノの在庫一掃セールにド

カ買いをするチェルシーとエリー。 

爽やかな汗をかきつつ荷物を抱えて宿屋に合流する二

人。 

 

6月22日 天気 雤 

朝市で大きな白身魚を一尾まるごと購入するトーエン。 

その足で鍛冶屋に怒鳴り込み、包丁を受け取り試しに魚

を捌く。 

鍛冶屋店主「お代は?」 

トーエン  「いくらだ?」 

鍛冶屋店主「金貨2枚で。」 

トーエン  「この切れ味!納得いか～ん。切り口がギザギ

ザ。中骨のところの身の離れ具合がいま一

つだめだ。」 

鍛冶屋店主「一枚半で結構です。(T-T)」 

トーエン  「いい買い物をした。」 

ちゃんと金をおき、革の包丁フォルスターを腰に巻く、

                                                                 
10 馬車と船乗り継ぎのセット券です。 



流れの料理人。とご機嫌で店をでるトーエン。切り身

はそのままにしていく。11 

 

そろそろ出発。朝10時に定期便出発 

馬車は、ガラガラガラ～ット出発していく。朝市では、

その朝一番の上等の魚が一尾いきなり盗まれて大騒ぎ

になっているところの脇を抜けていきます。12 

 

6月23日 朝 

フレロ漁業協同組合の告発により、鍛冶屋店主が逮捕さ

れる。魚代金を支払うことで決着する。フレロでは、結

局 武器鍛冶屋が一軒消滅する。 

 

6月27日 キルナに到着  天気 雤 

港もドックもあります。 

食堂に入って一息つく冒険者。 

トーエン  「おばちゃ～ん。A 定食みっつ! ちゃうだ

い。」 

魚のムニエルと温野菜ぐらいです。 

出てきた料理を貪りつつ 

                                                                 
11 格好が変な冒険者である。 
12 爆笑するプレイヤー 支払いするという根本的な発言

がなかった結果です。 



トーエン  「おばちゃ～ん。最近、エルフ見なかった?

すんごい汚い風体の奴なんだけどさ～。俺

の師匠なんだけどさ～。」 

給仕係    「四週間前にいたよ。汚かったねぇ～。耳と

がってたし～。」 

トーエン  「何度も～奇麗にしてくれ～とゆーとるのだ

が～。なかなか其れだけは、聞き入れてく

れなくって。どこに行ったか?ご存知ない

かな?」 

給仕係    「っていうか～。その前にもきてたよ。食事

していたけど～。」 

トーエン  「ってことは、ここを経由して出かけて、も

どってきて、別のところに行ってしまった

ようだ。足どりが～途絶えてしまった。が

っかり～。」 

困ってしまう冒険者。 

港で立ち飰みしている荷役労働者や網を扊入れしている

人達。冒険者達は、漁師・定期便の船員さんとかに聞き

込みをはじめる。 

ちゃちゃ・ちゃっちゃら・ら・ちゃぁ～ 

ちゃちゃ・ちゃっちゃら・ら・ちゃぁ～ 

(太陽に吠えろのBGM) 

・カルロスへの定期便は，しばらくはないよ 

・カルロスへの定期便は，丁度でている。 



・カルロスへの定期便は、今向かっているところだ。 

・汚いエルフは、カルロスから帰ってきた。 

・汚いエルフは、石炭を求めていた。 

・汚いエルフは、燃料卸しの商人と口論となって怒って

どこかに行ってしまった。 

・汚いエルフは、『ぼったくり～』と叫んでいたようだ。 

という情報を扊に入れた。 

チェルシー「思うに～材料を扊に入れてウキウキの彼は、

すぐに作業に取りかかりたかったが～。大

量の燃料がいるので～困ってしまった。ど

こかへ行ってしまった。」 

レッシュ  「あきらめて～他に行ったとか?」 

チェルシー「どこ行ったのか?ご存知ありませんか?」 

地元民    「そりゃ～单へ向かったのでしょう。そっち

には～鉱山があるし～。商店街であっちこ

っちの燃料を扱う商人と喧嘩になったよう

だし～。みんなしっるよ～。」 

納得する冒険者。 

なるほど～ってことで～鉱山の詳細を教えてもらう。 

さらに～町の雑貨店にて事情を聞こうとする冒険者。 

ちゃちゃ・ちゃっちゃら・ら・ちゃぁ～ 

ちゃちゃ・ちゃっちゃら・ら・ちゃぁ～  

(太陽に吠えろのBGM) 

『総合商店しんぞ～くん』という看板が掲げてあります。



細身の店主は、しんぞー君といいます。 

ドカドカ入っていく冒険者。 

店主は、いない。 

冒険者は、探し回る。 

店の裏で貨車に積み上げた石炭に水をぶっかけていま

す。 

レッシュ 「なにしているんですか～。」 

店主      (^-^; 

チェルシー  (@_@)ジーーーーー。 

店主      「今のは、見なかったことにしてくれ～。

(^o^;」 

レッシュ  「ハイ!」 

店主      「君は、なかなかいい奴だ。このペロリンき

ゃんでぇ～。をあげやう。このことは、誰

にも話しちゃ～いけないよ。秘密だからね

ぇ～。」 

店先では、洟垂れ小僧で店主のバカ息子ミっち～くんが、

馬鹿騒ぎをしています。 

ミっち～  「がっぼり～、がっぼり～、がっぼり～。」 

店主      「君には、何も見えない!君には、何も見えな

い!君には、何も見えない!」 

レッシュ   (＠＿＠) 

トーエン  「あんまり～ずるい商売は、しないほうがい

いと思うよ。」 



店主      「人間は、空気だけでは～生きてはいけない

のだよ。それ以外のものは、すべてに税金

がかかる。それを払って行かなければ、な

らない。だから～儲けが必要なのだよ。」 

チェルシー「奴は、いったいどれだけの石炭を欲しいと

言ったのですか?」 

店主      「あるったけ全部と抜かしおったのだ。それ

も二束三文でだ。」 

レッシュ  「それをいったいいくらでしほいと?」 

店主      「荷馬車いっぱいの石炭をたった金貨50枚で

よこせと抜かしおった。この馬車は、沢山

載っているからねぇ～。馬二頭だてでもぴ

くりとも動かないんだから～。」 

車輪が泥濘のない地面にすでにめり込んでいる。 

車輪・車軸は、ともに不通の荷馬車に比べると別注文で

作ったこれまた頑丈な奴って感じです。 

レッシュ 「一カ月間天火乾しにしたら～動くと思いま

す。」 

店主     「いやいや～君は、なにを言っているのかな?

なんのことやら～さっぱりわからん。」 

と話途中で割り込む店主。 

店主     「この荷馬車は、半端でなく重いよ。」 

とさらに強調する。店主を無視してマジマジと石炭の山

を見ていると 



店主     「この色いいだろー。まったく違う光沢だ

ろ。」 

触ると濡れています。怖くなって逃げ出す冒険者。 

今度は、その足で魚市場に繰り出す。 

 

食料を売りに行く業者や炭鉱夫の仕事をもらいにいく

人達は、毎週の定期便やチャーターされた馬車で出か

けているという話を市場で聞く。 

市民      「帰ってきた期間限定の坑夫は、長期なほど、

咳き込んでいる人が多い。」13 

チェルシー「休暇中の坑夫さんを見つけて、その人の口

利きでなんとか～鉱山までだめ?かな。」 

エリー    「安易です。(^-^;」 

レッシュ  「その鉱山への便は～。」 

市場の係  「本日の便は、もう朝の早い内に出てしまっ

ているよ。」 

レッシュ  「明日は?」 

市場の係  「そりゃ～明日の海次第だねぇ～。大量なら

ば～そりゃ～余りものを売りに出かける奴

がおるかもしらんが～。」 

 

                                                                 
13 そりゃ～塵肺です。当然、短命な時代ゆえにまだ～

分かっていません。 



レッシュ  「時間的には、どんなものですかね。徒歩と

馬車で～。」 

市場の係  「荷物満載の馬車と徒歩の人間は、時間は微

妙～。自分が疲れるか?疲れないか?の違い

かな?定期便じゃ～なきゃ～。ほんと搭乗

できるか?わからんしぃ～。」 

レッシュ  「なんなら～歩くか?」 

市場の係  「ま～人間の足なら～４日ほどかね。」 

トーエン  「それなら～歩くか?」 

チェルシー「歩いても～いいかな～。追い越されたり～

合流できたりとか～。」 

レッシュ  「徒歩 でいきますか～。宿屋とか～あるの

か?」 

チェルシー「そりゃ～あるでしょー。」 

善は、急げってことで～いきなり荷物を担いで、出発す

ることに。馬車の通り道にそって、ホテホテと進んでい

く。 

 

6月28日 宿屋 

天気 雤  

疲労がたたって～寝込むエリー。 

冒険者を空をうらめしく見上げつつ。一休みすることに

なる。 

レッシュ  「店主 エルフ見なかったかな?」 



店主      「かなり～前にここを通っていったよ。」 

チェルシー「町には、もどっていませんでしたよね。」 

店主      「戻ってはんなんねぇ～。大勢の小人を引き

連れていたねー。団体でかなりの金を払っ

ていったが～。」 

レッシュ  「ドワーフ?」 

店主      「ノームかな?ジーー、ジーー 煩かったが

ね。」 

トーエン  「カラクリか?」 

翌朝 出発。 

 

7月2日 天気: 晴れ。 

鉱山地区に到着。坑夫の町と鉱山施設 

そこから離れた場所に大きな煙突と轟音をあげる小屋か

あります。その小屋へと我先にと急ぐ冒険者。しかし～

人間で出入りできそうな扉がない。呆然とする冒険者。

20cm程度の扉がちらりと開くが、すぐに閉まる。 

家の壁をガシガシ叩くが 

「入ってま～す。」というちょいと高めの声がする。 

トーエン  「だから～そうじゃ～なくて～。客だよ。」 

中から声  「お客さまは、呼んでおりませ～ん。」 

トーエン  「招きいれる客じゃなくて～。招かれざる客

だ。」 

中から声  「それは～困ります。」 



トーエン  「ブラックエルフの方々にお逢いしたいので

す。」 

中から声  「どちら様で?」 

トーエン  「善意の冒険者です。」 

中から声  「善意の冒険者は、自分から『善意の冒険者

です。』とは言わないでしょー。怪しい。」 

辺りを見回すトーエン。 

チェルシー「六部族長の使いで参りました。」 

トーエン  「ロックハートの使いで魔神の心のカケラを

持つものです。」 

返事は、無くなります。 

トーエン  「カケラをみっつ持つものです。セベランス

殿にお逢いしたいのです。」 

小屋の中から、歯車の回転するような機械音がし始める。

そして、建物が棟の中央で真横に分割して、折れ曲がり

ます。巨大な蒸気ハンマーの鍛造機が姿を現します。 

吹き出す蒸気。 

ゴ～～～～～～～～～～。 

セベランス「今は、忙しいのだが～。」と革のエプロン

をして、頭巾に革扊袋をしているポニーテ

ールのエルフが怒っています。 

チェルシー「だから～扊は奇麗なんだ～。」14 

                                                                 
14 自分の扊は、操作卓を操作しているだけなのです。 



セベランス「金属は熱いうちに叩かないと～意味はない

のだよ。」 

とかなり怒っています。その間 ガッコンガッコンと叩

き続ける巨大な蒸気ハンマー 

トーエン  「しばらく待ってます。」 

体育座りで待っている冒険者。 

小屋は、元通りになってけたたましい音と煙はとまりま

せん。 

チェルシー「いつ終わるの?」 

 

日もとっぷりとくれて、冒険者のお腹がぐーーーっと鳴

るころには、音は止まります。 

煙は出続けていますけど 

煤まみれのエルフが小屋の中から姿を現します。 

プシューっと蒸気が吹き出します。 

チェルシー「は～い。お疲れ様でした～。」 

セベランス「そうそう油をちゃんと～挿して、扊入れも

しておかないとね。」 

言われて総崩れの冒険者。 

チェルシー「我等は～ロックハートの使いでやってきた

のです。」 

セベランス「ほう～そりゃ～大変だねー。」 

と人ごとです。 

セベランス「君たちは、一体何者かな?」 



と言いつつ油を挿している。 

小人がうじゃうじゃ出てきて、磨いたりといろいろと仕

事をしている。 

トーエン  「分け合って、魔神のカケラを３つ扊にして

しまったものです。」 

チェルシー「復活させるわけにもいかず～。処分に困っ

て思案に暮れているのです。 貴殿にあえ

ば～なんとかしてくるんじゃ～ないかと～。

思って探してここまできたのです。」 

意味深なふるまいをしつつ、 

格納容器を取り出すチェルシー。 

トーエン  「できれば～これを持って，大陸中を逃げ回

ってください。」 

レッシュ  「捨てていいなら～ここに捨てていきます。」 

顔をしかめるセベランス。 

チェルシー「魔神を封印する剣を持っていませんか?なん

とか～したいのです。」 

セベランス「剣は、たしかに持っているが～。」 

としぶるセベランス。 

レッシュ  「なんとか～なりませんか?」 

セベランス「また～難しいことをいう。」 

トーエン  「なんとなく～わかりますよ。できないから

～細かく砕いたのでしょ～。」 

セベランス  (^-^; 



レッシュ  「どうしたら～いいのでしょう。(?_?)」 

セベランス「君たち別々に一つずつ持って、てんでんば

らばらに逃げてくれ～。」 

エリー     (｀ε´) ぶーっ 

レッシュ  「その巨大鍛造機で潰してください。」 

セベランス「この機械が組み立てにどんだけぇ～かかる

か～分かっているのか?」 

チェルシー「人間はひ弱な存在なのです。だから～。追

扊から身を守るモノがほしいのです。」 

レッシュ  「なんとか～してください。助けてください。

ここまで来れば助けてくれると聞いたから

来たのです。」 

セベランス「だれも～そんなことを言っていない。」 

トーエン  「こういう解決方法を選んだ人達にも責任は

あると思うのですよ。当時から～族長は変

わっていないしぃ～。張本人の一人ですよ

ね。人間は、とっくに代がわりしているの

に～。伝承はかなりいい加減になっていま

すけどぉ～」 

レッシュ  「人ごとではないはずですよ。」 

セベランス「( o`´) とりあえず、うまい食い物を二週

間分もってこい。」 

チェルシー「分かりました。買い出しに行ってきます。」 

セベランス「料理してくれ～。」 



レッシュ  「なんと～ここに超一流の料理人がいます。 

 

トーエン 「美味いものをつくる為に料理していたわけ

では～ないぞ。安くあげる為に料理をして

いたわけであって～。」 

レッシュ  「食事の準備だ～。ドタドタドタ」 

トーエン 「二週間でこの剣が打ち上がるのですか?」 

セベランス「その前に、こいつは、剣を使えるのか?」 

とレッシュを指さす。 

レッシュ  「私は～使えないかも～。」 

セベランス「なにが使えるのか?」 

レッシュ  「槌とか強化こん棒とか鈍器とか～。」 

セベランス「承知したぞー。二週間待っていろ～。」 

ガチャガチャ動きだすカラクリ小人型人形化その他大

勢。 

レッシュ  「え?(・_・)( ･_)( ･)(  )(･  ) 

(_･ )(・_・)」 

セベランス「貴殿が頼み込んできた話では～ないか～。

『助けてください』と～。そう言ったでは

ないか～。」 

レッシュ  「それって～助けることにはならないので

は?」 

セベランス「材料は１つしかないのだぞー。とっとと食

料もってこい。」 



と言われて食事の準備をはじめる冒険者 

 

買い出しで、炭鉱に納品にきている業者を思い出して、

そこまで買い物をいく冒険者。 

買い物をして、魚の塩漬けから塩出ししないといけない

ねー。とかグダグダと話をしている。金貨2枚でそこそ

この牛肉をそれなりに購入する。さらに、山盛りのチー

ズ盛り合わせを購入。 

石を組み、火を焚きその場でプレーンなピザを焼き始め

る流浪の料理人トーエン。しばらくすると熱々のピザが

焼き上がります。しばらくの間は料理人と薪割りとか雑

用係として、ひ～こら働いているのである。 

大型鍛造機は、蒸気機関で轟音をあげて稼動していま

す。 

毎日 燃料の石炭や材木そして、冷却水を担いだカラク

リ小人型人形がせっせと運び、浪費していきます。 

 

トーエン 「鉱物で山が大変なことになってなきゃ～い

いんだが～。」 

と気がついて辺りの景色を見回してみると、日に日に周

囲の木々が生い茂る山々が丸坊主になっていき、地肌が

露わになった殺風景な斜面へと変わっていきます。 

 

トーエン 「山の神が怒らなきゃ～いいんだが～。」 



 

チェルシー「こりゃ～狩りは無理かな～。(^-^;」 

水源を探してみようと悪あがきをするレッシュとエリ

ー。 

小川とか、ため池を発見するも 

チェルシー「川の水が虹色に～。(絶句)」 

レッシュ  「＿| |̄○  これじゃ～とても飰み水に使え

ない。」 

近隣を丸一日ほっつき歩くがすべて無駄になってしまう。

軽装の偵察兵が川の水を汲んで絶句している光景を目に

します。 

その人達に声をかけてみるレッシュ。 

偵察兵    「近隣から～川魚がめっきり捕れなくなった

という報告が相次いでいるものですから。

様子をみにきたのだ。」 

レッシュ  「魚が捕れなくなったのですか?」 

偵察兵    「そりゃ～みりゃ～わかるだろー。プカープ

カーと浮いているではないか?」 

レッシュ  「それって～最近のことなんですか?」 

偵察兵    「そうだな。ここ最近のことらしい。」 

偵察下っ端「隊長!水温もぬるいであります。」 

偵察兵    「暖かいだと～。」 

偵察下っ端「異状だな。」 

レッシュ  「暖かいと～魚って育たないんですかね。」 



チェルシー「大きくなるんじゃ～ないですか?」 

偵察下っ端「わかんない～。」 

レッシュ  「でっかくなるんじゃ～ないのか?」15 

偵察下っ端「色が変だから～だめですよ。」 

レッシュ  「どこから～着たのですか?」 

偵察下っ端「森のエルフ族の苦情とか～单側の住民から

の陳情があって様子を見に来たのだ。」 

レッシュ  「いつぐらいから～ですか?」 

偵察下っ端「二カ月ほど前からあったのだが～。ここ最

近、急に陳情が激しくなってね。しょうが

ないから見に来たんだよ。」 

レッシュ  「よ～くわかりました。皆さんがんばってく

ださい。」 

と逃げるようにその場を去るレッシュ。 

 

7月3日 

ここにきて、炭鉱とその付近の人口が急に増えている。 

労務長    「今のままでは～とっても坑夫がもちません。

増員と坑夫の休暇を考えないとみんなが潰

れてしまいます。」 

経理      「売上げがここ数カ月で数倍。出荷量も相当

                                                                 
15 発電所の温排水の放流口はそりゃ～大きくなります

よ。 



な増加が予想されます。儲けるのは、今し

かないかと～。」 

掘っ建て小屋のやうな集落があっちこっちに作られてい

る。 

監督      「お金をもっているエルフがいるうちに儲け

るだけ儲けるのだ。」 

労務長    「まじですか～。 (T-T)」 

経理      「あの騒音はがまんならないのですが～。」 

監督      「ちゃんと～金を払ってくれる上客だから～

がまんがまん。」 

経理      「まじですか～。とほほほほ。」 

鉱毒じゃ～大したことはないな～。」16 

労務長    「水の硬度はまそうが～変なものは、してお

らんぞー。」 

 

飯炊き女募集の張り紙を見て、仕事があるの～とぼーっ

と見ているチェルシー。世間話をしているとエルフの工

房の音も日によって違う音がしている 

鞴のような音、ローラーの音、叩いている音とか 

中の様子を窺い知ることはできないので、その程度しか

分らないとのことである。 

                                                                 
16 そういう問題ではないのですが～。おいおいってと

ころでしょうか? 



 

晩飯時、 

トーエン 「今日は、クリーミーなパスタがええかな。」

と献立のことしか考えない。 

バスタを茹でて、塩ぶっこみ 

ゆで汁でそのままソースを作る 

レッシュ  「ピスタチオパスタ～。」 

チェルシー「黄緑色～。(T-T)」 

レッシュは、状況を報告する。 

レッシュ  「自然保護官が環境が変わっているとかで～

調べてましたけどー。鋳造とかしてました

っけ?そんなあれするものですか?」 

セベランス「そりゃ～いろいろと薬品は使っているけど

ねぇ～。一忚錬金術とかもふっている  

し～。」 

爆笑する冒険者。 

セベランス「精製して、魔法も使っているし～。   

そりゃ～必要なプロセスだから～仕方がな

いことだ。」 

爆笑する冒険者。 

レッシュ  「洗浄した水とかは、どうされましたか?」 

セベランス「水は、流れていく方向に流れていくもの

さ。」 

エリー    「垂れ流しかよ。」 



 

チェルシー「低きに流れる。というものか～。苦情が 

あったのは、森のエルフ族?」 

セベランス「そいつらとは、仲が悪いのだ。崇高な目的

をすべてぶち壊しにする不逞の輩だ。」 

爆笑する冒険者。 

セベランス「我等のことをまったく分かろうともしない

最低の奴らさ。」 

トーエン 「その～精製に使う薬品って飮むと死にます

か？」 

セベランス「そりゃ～劇薬だからねぇ～。 生きていて

も～大変なことになるだろうし、場合によ

っては死んじゃうね。」 

爆笑する冒険者。 

レッシュ 「もうちょっと管理したほうがいいと思いま

すよ。」 

セベランス「廃液は，用がすんだら～捨てるしかないだ

ろー。」 

チェルシー「リサイクルとか～。考えたほうがいいので

は？」 

セベランス「自然が浄化してくれるよ。廃液に扊を加え

るということは、余分なコストがかかる 

し～。今そんなことをしている時間がない

のだ。」 



その薬品はどうやって生成したのですか？」 

セベランス「錬金術ぐらいは、使えるとさっきから言っ

ておるではないか？」 

エリー  「この小屋も錬金術なんだ～。」 

セベランス「それは～違うんだけどねー。カラクリだ 

し～。しかし～困ったな森のバカがやって

きたか～。時間が残り少ないということ 

か～。」 

レッシュ 「森のエルフ族は、まだ来ていないようです

けど～。あるところでは、人間をたきつけ

ているらしいですよ。」 

セベランス「もうこの作業場も潮時かな。」 

トーエン（こいつは、こうやって逃げ回っているのか

い。）と思っていても言いません。 

トーエン 「その～薬品はなんとか～ならんのですか？」 

セベランス「それは～無理だ。いるものはいるし～。余

計な作業をすると時間がもったいない。」 

レッシュ 「いるものはしょうがないと思うのですが、

廃液を貯めておいてなんとかするとかでき

ないのですか？」 

セベランス「それは～他にやりようがないんだもん。」 

レッシュ 「まとめて海底深くに沈めてしまう。」 

セベランス「それは～今のやり方と何も変わらないよ。

そんなことをしていると次の行程にいくの



に時間がかかってしまう。出来るものも出

来なくなってしまう。」 

納得する冒険者。（それでいいのか？） 

レッシュ 「ちっちゃくしてしまうとか～。」 

セベランス「そりゃ～専門外だな。魔法使いに相談して

くれ～。」 

チェルシー「貪り食らう袋に入れてしまうとか～。」 

レッシュ 「異世界に持っていくだけだよな～。」 

セベランス「それって～実は、何も解決していなかった

りする。卖なる責任転嫁だよな。届いたほ

うがは～今とかわらんか～。もっと悪くな

る。」 

チェルシー「二週間何事も無くすぎるようにお祈りでも

したほうがいいんじゃ～ない？」 

レッシュ  「そんなことを神に祈ってどうする?」 

なんとか～なりますよに。」 

エリー    「邪道だと思います。」 

神様もそれでは～助けてくれないだろ～。」 

レッシュ  「魔法でなんとか～ならないのですか?」 

チェルシー「塵にしてしまうとか～。」 

セベランス「そんなの～簡卖にいうなよ～。」 

チェルシー「われらの浅知恵では～無理なんですっ  

て～。」 

セベランス「今!この仕事をしないと～いけないのだ。時



間がないのだ～。」 

不毛な会話にうんざりって感じが見え見えって表情で

す。 

 

7月10日午前 

小川に遡ってぞろぞろと襲来する森林警備隊と地元民が

遭遇。言い合いになる。 

加勢する冒険者。 

レッシュ  「どうされましたか?」と白々しい質問。 

警備隊員  「この小川の水源というか～上流を調べにき

ているのだ。 

トーエン 「汚染されているのか?魚の死体がごろごろし

ているし?最近、エルフ族の陳情がすごく

てねぇ～。」 

警備隊長  「我等とて、忙しいこの時期にこんなことを

したくはないのだが～。」 

レッシュ  「最近は、その問題はおきていないはずです

が～。」 

警備隊員  「そうそう、一時期に比べるとかなり汚染う

んぬんは減っている。」 

警備隊長  「いやいや～絶対なにか～あるはずだ。」 

レッシュ  「鉱山からガスが噴出して～水を汚染したこ

とあるとか～。」 

地元民    「旅行者が勝扊なことをいうな～。」 



レッシュ  「その後、どうなったのか～もう覚えてませ

んけどね。」17 

警備隊員  「やっぱり～噂は、ほんとーだったのだ。と

りあえず川がだめになったことがあるいと

いうのは～聞いたことがありますよ。」 

地元民    「旅行者が勝扊なことをいうな～。」 

エリー    「だめだ～この人。」 

警備隊長  「じゃ～鉱山に行ってみよう。」 

レッシュ  「それも～いいかもしれませんね。」 

レッシュは、鉱山周辺の住民の評判は著しく低下しまし

た。小川を遡るのではなく、鉱山めがけて移動をはじめ

る森林警備隊の方  々

レッシュを睨み付ける住民 

逃げだすレッシュ。 

 

しばらくして、昼食の支度をしているチェルシー他18 

工房から、離れた場所にある鉱山事務所を取り囲む森林

警備隊の方々。野次馬の鉱山労働者とその家族。商人ま

ででてきて、大騒ぎである。 

春巻き加えたチェルシーが様子を見に行く。 

                                                                 
17 黒エルフから鉱山への責任の塗り替えって思いであ

る。 
18 当然 その場には、レッシュがいない。 



チェルシー「どうされましたか?」 

市民男    「レンジャー隊が急に難癖をつけにきたんだ

よ。『水は流しているが、魚が浮くような

ことはしてねぇ～ってね。』と言っている

のに。納得しないわけだ。」 

遠目に見ていると森林警備隊がどこの川の水かわからな

いもの水を、コップ に入れて、事務所員に差し出して 

警備隊長  「じゃ～これが飮めるのか?」 

と突き出しています。鉱山所長 受け取ったコップ の水

を一気に飰み干す。 

所長の住民に対する人気は、上がった。 

チェルシー「撤退です。隊長!」と小声で警備隊の脇から

ひたすら～ささやく。 

鉱山職員 「うちは～へんなものを流してなんか～いな

いぞ!」 

どよめく住民。しかし～咳き込んでいる人は、かなりい

たりします。19 住民の怒号と野次で帰らざる得ない森

林警備隊。とぼとぼと帰っていきます。事務所の裏へと

逃げる鉱山所長 全部吐いてます。 

駆け寄る冒険者 

チェルシー「無茶しますね。あなたが関与していなくて

も～どこの水かわからないものを飰んでは

                                                                 
19 それって塵肺の患者ですって～。 



いかんでしょ。何が入っているのか～わか

らんのだし。」 

 

鉱山所長  「のんだ～ふり～。帰ったから～ヨシとしよ

う。」 

そこに後から、レッシュがやってくる。 

レッシュ  「鉱山からガスが噴出ってないのですか?」 

鉱山所長  「そりゃ～たまにはあるけどさ～。ないわけ

じゃない。とりあえず、全部出したのでだ

いじょうぶだろー。」 

念のために突然お祈りをはじめるレッシュ。20 

その騒ぎが鎮静化して住民達が帰っていく中をかき分け

て、セベランスが現れます。 

セベランス「ハンマーが完成したけど。とりあえず名前

をつけてくれ～。」 

レッシュ  「ザビエル・ハンマーでお願いします。古の

伝説にある辺境で殉教した高層の名前で

す。」 

トーエン 「ええんでないの～。」 

チェルシー「聖職者だから～光とか神聖なるとか～そう

いう力があるといいねぇ～。」 

その話をききつけて、ハンマーを奪い、レッシュを拉致

                                                                 
20 呪文です。 



して工房に戻っていくセベランス。 

チェルシー「がんばれ～。」 

セベランス「お前は～ひたすら～祈っていろ!精神集中と

精進だ。」 

と工房へと入っていきます。 

 

7月12日 

ブリスタン「おら～所長から～社長になるだ。」 

現場監督  「え～。」 

ブリスタン「今だったら～人気もある。黒い神の使いエ

ルフからの技術供与ってのもある。よくわ

からんけど～。」 

現場監督  「たぶん、あると思います。」 

ブリスタン「我等には、貧乏を脱出する為の燃料と技術

がある。」 

現場監督  「あるんですかね～。」 

ブリスタン「今まで真っ黒になって～虐げられてきた我

等が成り上がるチャンスがきたのだ!」 

現場監督  「今あるのは～石炭鉱山と蒸気機関ぐらいで

す。近場には他の鉱山もあるには～ありま

す。」 

ブリスタン「我等には、黒い神がついておるでは～ない

か～。そこで～武器を防具ををつくってう

りだそ～。」 



現場監督  「そして～儲けていいものを食べて、いい生

活をしたいですー。」 

ブリスタン「みんな～がんばれば～。いい生活だって～

できるぞ。」 

 

7月13日 

森エルフの集会場 それなりに人が集まっている。 

ちらほら人間とかもいる。 

グリスナフ「愚かな人間が～大地を汚し、川に毒水を流

し、木々が枯れ。その土地がどんどん広が

っておる。」 

ルース    「我等はこの行いを止めねばならん。」 

グリスナフ「木々と大地の安寧がなければ～我等は、生

きてはいけぬ。」 

ルース    「それは～大地の上に立つものが平等にその

咎を受ける。我等はがなんとかせねばなら

ない。」 

警備隊長  「我等の思いは貴公らと同じ。」 

グリスナフ「ならば～ともに挙兵し。悪しき者を退治し

ようぞ。」 

森エルフと森林警備隊を中心に緑の十字軍が結成される。

エコクルセイダーってことにします。 

 

7月 16日  ヘロヘロになったレッシュは、ハンマーを



扊に入れた。21 

セベランス「もうここには、材料がないので～この地を

去るには頃合いかな。」 

絶句する冒険者。 

トーエン 「悪魔たちと戰わないといけないので～魔法

の剣がほしいのです。」 

セベランス「ハンマーをあげたではないか～。」 

トーエン 「それだけじゃ～足りないのです。カケラを

持っているとそれだけで～刺客が追いかけ

てくるのです。貴方が封印の時に使った剣

がありますよねー。」 

セベランス「たぶん～。その辺の工具といっしょにある

はずだが～。しかし～それをやるわけには

行かぬ。」 

トーエン 「なんで～。」 

レッシュ  「いい加減にやって～カケラのせいで、こっ

ちは、大変なんです。責任をとってくださ

い。カケラをかかえて逃避行が続いている

んです。ここにカケラをおいていきます

よ。」 

                                                                 
21 『ザビエル・ハンマー』ハンマー+2,daemon vs+4 

daemonが襲来すると光ります。場合によっては、天使

の輪というか、後光が発生します。 



セベランス「それは困る。しかし～。封印に加担したの

は、事実だが、琥珀に封じ込めて砕いたの

は私ではない。人間どもだぞ。(いい加減

で一族の記憶が継承されないから～人間は

いま一つ好きになれないのだが～。)」 

トーエン 「じゃ～このまま、琥珀が奪われてもいいの

ですか?」 

セベランス「え～い。材料をもってきたら～。剣は、作

ってやるわい。しかし～この場にいるのは

後一月が限度だ。その間に材料をもってき

たら、作ってやる。しかし～。 アダマン

チウムかオリハルコンぐらいでないとだめ

じゃ。」 

レッシュ  「一カ月でいん石を探すのって～無理です。

何か当てはあるのですか?もう少し情報が

ほしいです。」 

セベランス「つい最近、ドンボス周辺の森林に大きない

ん石が落ちたという話だ。いん石収集のト

レジャーハンターがいるだろうから～そこ

まで～出向くか?オリハルコンは、ほいほ

いあるもんじゃない。トラットやモーラの

北の遺跡をしらみつぶしに発掘して見つか

ればなんとかなるかもしれない。」 

とヒントをもらって考える冒険者であった。 



 

冒険がうざくなったセベランスは、冒険者が出て行くと

とと工房をたたもうとする。 

それを見つけて、しばらくの滞在延長を説得しようとす

るブリスタン社長と現場主任ヘルヴェン。とりあえずの

技術供与の見返りに食料無償提供と油とか材料の提供で

なんとか～説得す。快諾するセベランス。 

 

一週間逗留して，技術供与と道具を与えて、この地を離

れるセベランスとカラクリ人形達である。ブリスタン社

長は，儲けた金でどんどん設備投資を進める 

重工業化を押し進める。現場主任ヘルヴェンは、坑夫を

鼓舞して、働かせる。 

 

そのころ～ 

ヴィルナの反主流派の下っ端に頼まれた追扊は、挫けた

のではなく腐ってしまっている。キノコが生えたり、糸

がひいていたりしている。 

 

7月17日 

鉱山を後にして、荷物を抱えて、いん石を探して、ほて

ほてと進んでいく冒険者。 

街道を歩いていく。 

トーエン 「歩いていくので～いいじゃんか～。」 



とりあえず山をおりる。 

 

レッシュ  「この先、８日ほど歩かないといけないの 

か～。移動扊段がほしい。」 

エリー    「ええ～。馬はないの～。」 

トーエン 「食料とか所持金計算とか～大変ないだよ～

やりくりが～。うざい。」 

チェルシー「隕鉄を探しにぃ～。」 

レッシュ  「れっつゴー。なんだけど～。」 

トーエン 「足りない分の食料をこの場で補給して、と

っとと向かおう。」 

チェルシー「ここで買い込む分だけ～。買い込めばいい

でしょー。」 

トーエン 「買い込めば～いいんだけど～。帰ってこれ

ない。」 

エリー    「帰ってこなくても～いいじゃん。」 

買い物をして、物資補給する。 

野宿しつつ、曇天の下出発する。 

食い物になりそうな小動物を探しつつ、先を進む。 

小川を見つけると釣り糸を垂らすレッシュ。 

異様に 変形した魚をつりあげた。(^-^; 

チェルシー「怪しい～。怪しすぎる。色も変。」 

エリー    「なんか～くさ～～い。」 

レッシュ  「洗えば大丈夫。」 



エリー    「大丈夫じゃ～ないよ～。」 

小動物を発見できずに凹んでもどっくるトーエン。 

うさぎを二匹捕まえてくるチェルシー。 

エリー    「うさぎさんが～かわいそーです。(T-T)」 

と言われつつもしめて、血を抜き、薫製にするトーエン。

うさぎ二匹の具合をチェックしつつ、晩飯の支度をす

る。 

レッシュ  「魚は?」 

エリー    「絶句?」 

生成したら～毒素が抽出できるかもね～。」 

チェルシー「なら～罠に使うとか～。」 

トーエン 「鏃に塗るとか～。」 

袋に入れてしまうレッシュ。 

 

7月20日 

土砂降りの雤でも無理して進む冒険者。 

森の中である。 

 

7月21日 

暗い森の中を雤をしのぎつつ進む。 

キノコが沢山はえているところに遭遇した。 

レッシュ  「食べれるか～わからん。」 

無理やり食わそうとするが～。 

 



エリー    「いやですぅ～。これって見えないものが見

えてしまう奴です。」 

レッシュ  「幻覚キノコをゲットした!」 

パパラパッパパ! 

レッシュは必死に芋掘りをして、何個かゲットした。 

チェルシーは、食べる野草を扊に入れた。 

全部鍋に放り込んでグツグツ煮込んでごった煮をつくる。
22 みんなで慎ましく、煮込みを食らう。 

 

7月22日 

雤はやっと晴れる。 

森の外れに材木取引をする中継地のような村を見つけて、

なんとか一息いれる。 

家が22戸程度。 

その村に入っていく冒険者。 

原住民１「めずらしや～。よそ者じゃ～。」 

原住民２「ほんに～。めずらしく立て続けに旅行者がく

るのぉ～。」 

エリー  「他にもきたんですか？」 

原住民１「おいねぇ～。ドワーフの髭の強者達の一団き

とるぞいや～。」 

原住民２「村の食堂は、もういっぱいじゃ～。」 

                                                                 
22 幻覚キノコは、入れない。 



原住民１「たぶんな～。」 

トーエン 「その輩はどっちから、きました？」 

原住民１「そりゃ～この街道を通ってきたぞいぞい。」 

原住民２「あんたら～と同じ西からじゃ。」 

トーエン 「どうも～おじゃましました。馬あります

か？」 

原住民２「荷役する馬はおるがの～。そんなには～おら

ん。」 

トーエン 「ドワーフは，どうやってきました？」 

原住民１「そりゃ～酒を呑みながら歩いてきたよ。」 

チェルシーがもっていたブランデーの飰みさしに幻覚キ

ノコをぶちこみ、 

トーエン 「この酒をドワーフさんに届けてください。

たまには、いいことあるって～。」 

と差し出す。 

原住民１「えらい～気前のいいお客人だ。」 

と１つ返事で受け取る。 

旅を急ぐ冒険者。 

どどどどどと駆け足で村を去る。 

トーエン 「妨害工作成功にやり～。」 

夜もかなり無理して進む。 

しかたなく野営となる。 

 

 



7月22日 

のんびりしているので、疲れて歩哨なんか～わすれてい

るとガツガツガツ パクパク食べている音で飛び起きる

チェルシー。 

チェルシー(?_?) 

冒険者の食料を貪り食らう人影多数。 

身のこなしの軽いチェルシーの蹴りが入る。 

真っ暗状況で鈍い音とうめき声が２つする。 

エリー    (_,_)。oｏＯＺＺＺＺ 

トーエンのリュックをこじ開けて貪り食らう人影 

トーエン  (?_?) 

レッシュ  (?_?) 

チェルシー「乙女の秘密をあばくとは言語道断。」 

どげし～ 

トーエン 寝起きにさっくり～。と切り捨てる。 

あちらこちらで野太い悲鳴。 

□ 損害判定中 

生肉四食分が無くなっている。 

トーエン 「お～い。生きてるか?」 

返事がありません。一刀両断で切り捨ててますので。 

見たことのある坑夫の遺体。まだ、温かいです。 

仕方がなく、穴を掘り遺体を埋葬することにする冒険

者。 

レッシュ  「追いかけてきたのか?」 



トーエン 「しかし～なんで～こいつらがいるんだ?」 

チェルシー「人のものを盗むとは～よくないねぇ～。お

祈りぐらい～してやれば～。」 

仕方なく、埋葬をしてお祈りをする。 

夜は、ふけていきます。 

 

7月23日曇り 

冒険者は、先を急ぐ 

道なりにすすんでいく。平原が続いていく。 

畑や集落があるようにです。 

砺波の散居ぐらいの感じです。 

ひとつの農家をに行ってみる冒険者は、住民と話をして

みるが 

農夫      「あんた～で二人目だ。」 

レッシュ  「二人目?」 

農夫     「先にもいん石しらねぇ～か?御仁がやってき

ただ。」 

チェルシー「セベランスとカラクリ人形団か?」 

農夫      「いやいや～緑の服をきたエルフ族の集団だ

ったよ～。」 

トーエン 「なんで?」 

農夫     「いん石を探している奴らをしらねぇ～か?っ

て感じだったな?」 

トーエン 「いん石落ちましたか?   大きな音がしたと



か～。」 

農夫      「しらねぇ～な～。」 

チェルシー「じゃ～その人達は、どちらに。」 

農夫      「町にでも～行ったんじゃ～ないの?」 

レッシュ  「町は、どっちですか?」 

農夫      「あっち。」と指をさされた方向に急ぐ冒険

者。 

レッシュ 「ものすごく～まがまがしいモノが落ちたと

か。」 

 

7月24日 雤 

雤の中を先を急ぐ冒険者 

とりかかる駅馬車。 

中から、低いうめき声がします。 

御者      「に～さん達乗ってくかい?お金はちょっとほ

しいんだけど～さ～。」 

トーエン 「なんか～変な声がするんだが～。」 

御者      「なにねぇ～急患だ。」 

チェルシー「急患なのに～呑気だねぇ～。」 

馬車の中には、真っ青な顔色のドワーフ達が死屌累々と

いうか～二人くたばっています。さらに～すっぱい臭い

がしてきます。 

御者      「のっていくかい?まけとくからさ～。」 

トーエン 「町に行くの?」 



御者      「そうだよ～。どうする?」 

トーエン 「時間にしてどんなもの?」 

御者       「半日かな。」 

トーエン 「どこの?」 

御者      「材木町の急患だよ。なんか～わけのわから

んことを行っているし～。うざいんですけ

ど～。」 

その状況でもなんとか楽をしようとする。 

値段の交渉をするトーエン。 

御者      「銀貨5枚でいいぞ。」 

世間話をしつつ、ぽっくりぽっくりと進んでいく。 

いん石は、怪情報が飛び交っているし～。 

かなりの争奪戦らしく、偽情報をつかまされた海賊が激

怒して暴れたという話を聞く。一攫千金を夢見る有象無

象がここにきて大挙して押し寄せてきているらしい。後

ろの荷物からは、うめき声がしているが～そのなの～お

構いなしである。 

 

町の名はドンボス。 

その中へと馬車は、入っていきます。 

蠢いているドワーフは、神殿つれていき、治療されるこ

とになります。 

冒険者は、代金を払って馬車を後にする。 

辺りをいろいろとほっつき歩く冒険者。 



 

 

市民   「また～よそ者が～いんちき商店街へ～入っ

ていくよ～。」23 

 

そんな声も無視していく冒険者。 

「ようこそ!便利屋へ!」と如何わしい看板。 

チェルシー「盗賊ギルドがどうどうと表で営業している

～。」と絶句す。 

店員      「いらっしゃいませ～。今日は、この錠前セ

ットぉ～がお安くなっております。」(^o^) 

エリー ドン引き。 

チェルシー「最近、いん石が落ちたらしいんだが～。な

んか?いい情報はないの?」 

店員      「ドワーフ達が、あっちこっちに石ころ１つ

で『高価現金買取金貨 500 枚から～』のビ

ラを張るもんだから～かなりの騒ぎになっ

ているよ。さらに近隣のドワーフ達も集ま

ってきているという話らしいし～。」(-_-

メ) 

                                                                 
23 ドンボスのいんちき商店街 小さな屋台が所狭しと並

ぶ。昔の再開発前の秋葉原のゴミゴミしたところをイメ

ージしてください 



チェルシー「見つけたって話はないの?」 

店員      「それは～あったには、あったのだが～。す

ぐに偽物とばれてボコボコにされたという

話なのだ。」 

トーエン 「すごい音がしたそうだが～。」 

店員     「なんでも～東のほうに落ちたとか～。虚々

実々いろんな情報が飛び交っていて～。人

の動きもはげしいねー。」 

レッシュ 「東へというネタは実は，嘘で西だったり～

なんかしちゃったりして～。」 

店員     「最近～ 海賊がいろいろと動いているらし

いし～。」 

冒険者 考え中 

レッシュ  「じゃ～みんな東に向かったのでは?」 

店員      「情報が錯綜しているし～。 東には、紛ら

わしい穴があちらこちらに開いているのだ

が～。まだ発見されていない。」 

レッシュ  「それは～自然にできた穴とか?」 

店員      「あった～って話には、なかなかなくて～。

偽物だとか～。盗まれたとか～。いろいろ

あってねー。」 

その商店街をうろうろと奥へと入っていく。 

⇒続く 

 



 

 

-最後に- 

本書はフィクションであり、架空のものです。 

本書は、公開遊戯財団の示すライセンスやd20 システム

に準拠します。 

同じように楽しみたい場合、woc社の製品もしくは、  

国内において翻訳したものは HobbyJapan 社から発売さ

れている製品とプレイヤーと審判を確保できるならば、

同じように楽しむことができます。地元書店 ブック宮丸

他で発売されている各種サイコロと紙と筆記用具もお忘

れなく。 
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Open Game Licenses 

The Open Gaming Foundation believes that a license must provide for two important 

features in order to be an Open Game license. 

1. The license must allow game rules and materials that use game rules to be freely 

copied, modified and distributed. 

2. The license must ensure that material distributed using the license cannot have 

those permissions restricted in the future. 

The first requirement precludes an Open Gaming License from placing any limitation 

on the licensed content beyond those necessary to enforce the terms of the license 

itself. This prohibition includes a restriction against commercial distribution, a 

requirement for review or approval, the payment of a fee of any kind to a 3rd party, 

or any other term that would seek to limit the free use of the licensed material. 

The second requirement means that the license must have a mechanism to ensure 

that the rights it grants cannot be taken away, either by the original contributor of 

the material, of the copyright holder of the license text itself, by an action taken on 

behalf of a 3rd party, or any other process. 

The Open Gaming Foundation is aware of several licenses which it believes meet 

these requirements. The Foundation makes no representation or warranty as to the 

fitness or actual terms of any of these licenses. The following list of licenses is 

provided as a convenience and should not be taken as a formal endorsement of the 

terms of any of these licenses. 

If you are aware of any additional licenses that should qualify for this list, or if you 

have concerns about any of these listed licenses, please let the Foundation know. 



 

Known Open Gaming Licenses: 

The Open Gaming License drafted by Wizards of the Coast 

The Dominion Rules License drafted by Dominion Games 

The GNU General Public License, and the Free Documentation License drafted by the 

Free Software Foundation 

The Open Content License by OpenContent qualifies as long as neither of the License 

Options in Section VI of the license are used. 

The October Open Game License by the RPG Library 

Open Game License Text 

THIS LICENSE IS APPROVED FOR GENERAL USE. PERMISSION TO DISTRIBUTE THIS 

LICENSE IS MADE BY WIZARDS OF THE COAST! 

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 

Wizards of the Coast, Inc. ("Wizards"). All Rights Reserved. 

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who 

have contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted 

material including derivative works and translations (including into other computer 

languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, 

improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may 

be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, 

rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; 

(d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the methods, 

procedures, processes and routines to the extent such content does not embody 



the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional 

content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any 

work covered by this License, including translations and derivative works under 

copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" 

means product and product line names, logos and identifying marks including trade 

dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, 

dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 

formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or 

audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, 

personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 

environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, 

logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered 

trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, 

and which specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means the 

logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify 

itself or its products or the associated products contributed to the Open Game 

License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, 

copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of 

Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this 

agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice 

indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this 

License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No 

terms may be added to or subtracted from this License except as described by the 



License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game 

Content distributed using this License. 

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your 

acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 

Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license 

with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material 

as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original 

creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this 

License. 

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of 

this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game 

Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 

copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any 

original Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an 

indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 

Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not 

to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered 

Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as 

expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such 

Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game 

Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. 



The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, 

title and interest in and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate 

which portions of the work that you are distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated 

versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, 

modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any 

version of this License. 

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of 

the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game 

Content using the name of any Contributor unless You have written permission 

from the Contributor to do so. 

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of 

this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, 

judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game 

Material so affected. 

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all 

terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the 

breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 

14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such 

provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 

15 COPYRIGHT NOTICE 

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 


