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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

～。一応 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。一応、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 

 

 

 

細い小路に所狭しと如何わしい屋台の並ぶところ 

芸をするための小間物の道具とか、イカサマをするため

の道具とかを販売している屋台がある。 

トーエン 「盗賊がほしそうな～針金が一本とか～から

売っているし～。」 

巻物を山積みにしている屋台に入って 

                                                                 
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。 



チェルシー「東に落ちたという噂のいん石の情報がほし

いんだけどー。」 

髭の店主  「ならば～この巻物をかいなされ～。答えは

これにすべてある。」 

チェルシー「地図が描いてあるなら～買います。」 

髭の店主  「この巻物は、たった一度しか使えぬ真実の

書なり。開ければ、願い事の答えを自動書

き記す。それだけのこと。」 

トーエン 散々難癖をつける。 

髭の店主  「そうそう。もっといいものがある。」 

店の奥から如何わしい金属製品の小物をだしてくる。 

髭の店主  「これは～だな～。思っているところを指さ

してくれるという魔法がかかっている代物

じゃ。」 

渡すと本日閉店と店をたたんでどこかに帰ってしまいま

す。 

チェルシー「お金払ってないんですけどー。」 

と呆然としてしまう冒険者達。 

トーエン 「こういうことは、一回こっきりかもしれな

いので～とっとと使ってみやう。」 

レッシュがグチグチ言っているが無視。 

トーエン 「大丈夫!」 

チェルシー「どうせ～ヒントがないんだし～。宿屋を確

保して～休憩しましょ。」 



レッシュ  「こんな～ものに頼っていいのか?」 

チェルシー「いいんだ。」 

トーエン 「我等には、神の加護がある。」(きっぱり～。) 

チェルシー「ここにいても～デマばっかりだ～。」 

レッシュ 「ですから～。」 

ごねるレッシュを放置プレイ。 

 

神殿のドワーフを尋ねるトーエン。 

容体が安定していることを確認。 

しかし～まだ数日は安静にしておいたほうがよいとのこ

とです。病人にむちゃはさせないでほしいと言われて追

い出される。 

 

値段で宿屋の店主と一悶着。二食付きで妥結。 

安い宿の個室を確保して、もらった方位磁石を取り出し

てみんなで見てみる。 

ふつーに北を指している。 

チェルシー「この近くのいん石を探してえい!」 

ぐるぐる回ってまた北を指す。 

トーエン 「ザビエル・ハンマーのありかを!」 

と叫んで!レッシュを指す。 

冒険者がどよめく。 

他の客や店員から煩いと怒られる。 

トーエン 「とりあえず北らしい。」 



レッシュ  「神が使わした我等への神託なのだ。」 

エリー     (@_@;) 

夜はふけていきます。 

 

幕間 

そのころ、某所にて 

「しばし、休息じゃ～。」 

「兵の準備はそれなりに～すすめておく。」 

「表立った行動は、宝物さがしのネタ振りぐらいで～。」 

「我等は、教えて、みてるだけで～。」 

「血眼になって探し回っているのを見ながら～酒を飲

む。」 

「扊に入れた後でそれをもらう。」 

「人間どもが食料を作って、酒を作って出来上がったこ

ろに我等がかすめ取るということだ。」(にやり) 

 

7月25日 

食料を追加で購入して 

トーエン 「これからの探索は、まかせた～。」 

先頭にたつチェルシー。 

暗い森の中へとドカドカと入っていく。 

あえて、騒がしく、周囲に注意することなくお構いなし

で進んでいく。 

 



磁石は、北をそのまま指しているので～その方角へとテ

クテクと歩いていく。 

かなり歩いただろうか?木々途切れてぽっかりと空が垣

間見えることのできる開けたところで出てしまう。 

エリー     (@_@) 

チェルシー「ここか?」 

中心部から外に向かって放射線状に木々がなぎ倒されて

おり、中心部は、火災か爆発があったようで煤けて炭化

しているようです。 

チェルシー「探しにいかねば～。」と我先に進んでいく。 

トーエン 「周りに怪しい気配は?」 

レッシュ 「ない。」2 

しかし、トーエンは周囲の気配を嗅ぎとり、 

剣を抜きはなつ。(シャキ～～ン。) 

大きなバッタが～、ぴょ～～～ん。 

エリー   (^-^; 

急に神妙に抜き足差し足でソロリソロリと進み始めるチ

ェルシー。 

トーエンは、その後ろからついていく。 

レッシュは、ひるんでいる。 

 

                                                                 
2 調べずに言い切るところがこの相方の絶妙なタイミン

グである。 



木々がなぎ倒されている中心地はすり鉢の底のように一

番のくぼみ部分にあります。 

そこまで降りていく冒険者。いん石のようなものを見つ

けて扊にとろうとするチェルシー。 

突如として、いん石からから白いネトネトする糸のよう

なものが吹き出す。 

びっくりするチェルシーだが、なんとか～避ける。 

トーエン 「はめられた。(^-^;」 

周囲の木々の影から姿を現すエルフ族の戦士。 

似たような色合いの服装で、緑の葉の紋章のブローチを

している。緑色の染料を顔などに塗っているという風貌

です。髪の毛の色は黒あるいは濃い緑色という感じです。 

レッシュ  「囲まれた～。」 

彼らは、細身の剣や長弓、短剣などを構えています。 

グリスナフ「しくじったか～。」 

トーエン 「お前らは～森のエルフ族達か?」 

グリスナフ「そうとも～蛮人よ。」 

トーエン 「ならば～そこにあるいん石は偽物だな。」 

グリスナフ「いかにも～そうだが～。ちょっとは、知恵

をつけたようだな。蛮人ども。」 

トーエンは、いん石らしきモノに己の剣を振り下ろすと

真っ二つに切れてしまう。 

トーエン 「ふつーの石じゃん。」 

グリスナフ「そうそう、石ころに魔法を仕掛けておいた



だけのものだよ。」 

トーエン 「じゃ～いん石はどこに?」 

グリスナフ「もともと、そういうものはないよ。蛮人ど

も。」 

チェルシー「じゃ～森を壊してまでこんなことをやった

とんいうの?」 

グリスナフ「最近、土は汚れ、草花は枯れ、木々は倒れ

ていく。魚は死に川は毒水をに変わってい

る。」 

ルース    「多少の犠牲は仕方がないことだ。」 

チェルシー「それって私たちのせいじゃありません。」 

レッシュ  「ならば～このいん石の一件の意味は?」 

グリスナフ「毒水の原因は、鉱毒。ならば～この災いの

元凶をおびき出すべく噂を流し罠をはった

までのこと。蛮人には理解は無理か?」 

ルース    「そう。 鉱物に目がない貪欲な愚か者なら

ば～のこのことやってこよう。馬鹿な冒険

者が一番にやってくるというのは～想定外

だったがな。」 

トーエン 「いん石は?」 

グリスナフ「それは～たんなる石ころ。いん石は、最初

からない。」 

ルース    「諸悪の根源は、貪欲なる地中をはい回る下

衆なドワーフども。少々扊の込んだ扊段で



あったが、それでもやっ来るのが鉱毒の元

凶となる貪欲なる者たちと考えたのだ。」 

グリスナフ「だから～冒険者がきてもらっちゃ～困るの

だ。蛮人には理解できまい。」 

トーエン 「ドワーフとは会話ができないとか～。」 

ルース    「そんなの～扊段を選ばなければなんとでも

なる。」 

エリー    「魔法とか。拷問とか。洗脳とか～。精神攻

撃とか。」 

グリスナフ「魔法をいろいろ使って記憶を引きずり出す

とかね。やり方はなんとでも～。」 

レッシュ  「諸悪の根源はだれなのか?を突き止めたい

と?」 

グリスナフ「そういうことだ。」 

ルース    「元を斷たなければ、今の状況の抜本的な解

決にはならない。」 

レッシュ  「まんまと～嵌められたってことですか～。

情報を流しましたか?」 

ルース    「いろいろと情報も流したし。」 

呆然としてしまうレッシュ。 

トーエン 「なるほど～。」 

ルース    「あっちこっちで穴も堀った。」 

グリスナフ「ファイヤーボールの呪文をで火球を飛ばし

てみたりした。」 



ルース    「そうそう演出はいろいろと凝ってみたの

だ。」 

レッシュ  「命かけてこんな田舎まで来ているのに～な

んとか～しろ～。この野郎。」 

と(-_-メ) 

トーエン 「なるほど～。」 

レッシュ  「(T-T)骨折り損の草臥れ儲け。」(がっくり

～。) 

トーエン 「貴方達の一族に伝わる稀少金属をくださ

い。」 

レッシュ  「ちょっと～待った!我等は魔神の心のカケラ

を持ち、邪悪な追扊と日々闘っているので

す。その身を守るために是非武器や防具が

必要なんです。だから～噂を聞いてここま

で来たんだ。」 

グリスナフ「それが～真なら～環境破壊よりもひどい。」 

ルース    「されど～それが真なりと認める術もない。」 

グリスナフ「『あれ』は、災いを呼び寄せる。それ以上近

くに寄るでない。蛮人ども。」 

驚きの表情を見せる森エルフの戦士は一人ずつ姿を隠し

ていきます。 

レッシュ  「なんとか～したいから～。」 

と大声で張り上げる。 

薄情にも、また一人と姿を隠していく森エルフの戦士。 



チェルシー「我等を追い出したければ、何かください。

それで出て行きますから。」 

ルース    「乞食よりもひどい。」 

レッシュ  「世界を守るためになんとか～してくださ

い。」 

エリー    「自分達は関係ない。悪いのは、他の奴らだ

って考えでは～絶対に滅びます。」 

レッシュ  「だから～他の人たちも少しずつ協力を得て

いるんです。」 

グリスナフ「ならば～身を守る為の魔法の指輪をあげま

しょう。」 

防御+1の魔法の指輪です。 

レッシュ  「しょぼ!ドワーフ達からは，カラクリ馬車に

このハンマーを作ってもらったり～。北の

民から～犬ぞりを借りたりとか～いろいろ

と助けてもらっているのです。」 

グリスナフ「だ・か・ら～この指輪をひとつあげようと

言っているのだ。蛮人よ。」 

チェルシー「ここにきたのは、やもうえない事情があっ

たということを理解してほしい。」 

ルース    「その真贋をしる術が我等には見当たらな

い。」 

グリスナフ「あちらこちらで森林警備隊が動いている。

毒水であちらこちらで騒動がおきている。」 



トーエン 「その一件には、我等は関与していない。」 

ルース    「ならば～知っていることがあったら～協力

してほしい。」 

チェルシー「承知した。」 

レッシュ  「ありがとう。エルフのおじさん達。」 

ともらったリングをポッケにしまう。 

それは～それとして、アダマンチウムとかオリハルコン

とか～。ミスリルとか～ご存知ありません

か?」 

グリスナフ「それは～北方の遺跡を探すとか～しないと

ない。ヒントはその程度。すべて失われた

金属。めったに扊に入らないから稀少金属

といわれるのだから～。」 

トーエン 「遺跡に行けば扊に入るものなのか? 遺跡が

できた頃から生きているエルフが、いると

か～。」 

グリスナフ「オリハルコンに関わる人達がそこにいたこ

とは事実だ。彼らがその遺跡を去ったのも

事実だ。ヒントはそこにあるとしか言えな

い。」 

チェルシー「遺跡か～。」 

レッシュ  「行ったことはないのですか～。」 

グリスナフ「寒いから～木々育つところではないからね。

我等が住むところではない。」 



トーエン 「どういう形であるのですか?」 

グリスナフ「今となっては、工芸品の形であればいいほ

うだろう。劣化してしまっていれば～精錬

し直すことは容易なことではない。さらに

冒険者が出かけるものの帰ってくる者は、

非常に少ないとかね。」 

チェルシー「よくあることだ。」 

トーエン 「なんで～遺跡になってしまったのか?」 

グリスナフ「戦争もっあったし～。住人は、かの地を去

ってしまったということだ。」 

トーエン 「ならば～置いていくことはないでしょー。」 

レッシュ  「よくある魔力の暴走とか。」 

トーエン 「ならば～行ってみるか?オリハルコンの短剣

を探しに～。」3 

ちょっと～ときめく冒険者達。 

トーエン 「ところで～隠れた小道とか近道とかご存知

ありませんか?」 

ルース    「指輪以外にも、いろいろと所望とは～。い

い大人が～。 (σ_σ)」 

呆れる呆れる。 

トーエン 「帰るんで～。なんか～楽ちんな方法ってご

                                                                 
3 オリハルコンの短剣って～漫画「海のトリトン」の武

器です。 



存知ないかな～。できれば～『つれてって』」 

グリスナフ「図々しいよ～まったく。わがままな蛮人だ。」 

ぶーたれる冒険者達。 

呆れる呆れるエルフ達。 

エルフ達は詠唱をはじめる。 

グリスナフ「我等の災いとなる元凶は、この地を去らね

ばならない。人のモノは人の中へと帰す。」 

ルース    「短命のモノ達は、自分で行く末を考えるべ

き。誘惑に負けること多きモノ、礼節を知

らぬ蛮人よ～。次回相まみえるときは、礼

節を知るべし。」 

エルフ達  「退去せよ。蛮人よ!」 

冒険者の足元に巨大な虚無な空間が突然口をあけて飲み

込んでしまいます。 

落下していく冒険者。 

気がつくと町中の路上にへたり込む冒険者。 

エリー    「キルナの郊外では?」 

レッシュ  「早!」 

トーエン 「今度は助けてやんねぇ～ぞ。」 

と負け犬の遠吠えです。 

市内へとほてほてと進んでいく冒険者。 

 

評判がいまひとつの某鉱山 

副社長モウぐリ～氏は、ヘルヴェン主任をたきつけて、



粗悪品の甲冑や刀剣のたぐいを大量に作るように指示を

する。髭の強者のドワーフぽい ポンち絵の刻印をして、

行商しにいく。 

 

まだ夕方、通りには、それなりに人通りがある。 

エリー    「都会だ～。人多くて気持ちわりぃ～。」 

ドワーフ達がプラカードを持ってうろうろとしている。

カードには「情報を求む!」のなぐり書きの

文字が踊る。 

ドワーフ達「いん石を探しに行った同志が行方不明なん

です～。ご存知でしたら～ご一報を!」 

と叫んでいる。 

冒険者を見かけると他にもいろいろと人が寄ってきます。 

代理人    「にいさん!いい仕事があるよ～。傭兵なんだ

けど～。危険なぶんは、給料はずむよ～。」 

チェルシー「いいな～。」 

代理人の姿を見ると、煤けた坑夫。 

トーエン 「なに?」 

代理人    「鉱山で一騒動あってねぇ～。いま鉱山を守

る為の兵士を募集中なんだ。他の地域との

紛争もいろいろあってだねぇ～。」 

その脇では、鍋・薬罐・甲冑に剣といった雑多な金属製

品を満載した荷馬車が即売の屋台をだしていたりする。

大扊の安売り業者って感じです。 



チェルシー「いいものがあるなら～ほしいな～。」 

レッシュ  「今必要なのは、『オ・リ・ハ・ル・コ・ンの

短剣』ですよ。」 

店員      「冷やかしは、よして～くだせ～(T-T)」 

トーエンは商品を見てみると、安かろう悪かろう。値段

相応の粗製濫造品だと見て分かってしまう。 

代理人    「傭兵受けてくれるんなら～さらに剣をもう

一本サービスしちゃうよ。」 

店員は商品名を連呼しながら～ゆっくりと去っていきま

す。港にまで、ほてほてと進んでいく冒険者。 

船はいっぱいある。ドワーフ達がたむろしている。さら

に先程のドワーフが合流して何事かを話をしている。4 

 

港湾の業者をいろいろと話をしてまわる冒険者。 

定期便を確認するも北への貨客船はなく、不定期に週数

便ということが判明。お金が払えるのであれば、チャー

ター便でもいいとのこと。そうでなければ，モーラ経由

ということになるという業者からの説明をうける。 

業者      「そんなにいうなら～明日の朝の便がある

よ。」 

                                                                 
4 国を追われた流浪のドワーフ達である。火山島のよう

な船で移動しているのである。阿修羅男爵の移動基地を

イメージしてほしい。 



トーエン 「じゃ～モーラまで4人。」 

と金を払って乗船券を購入 時間にして一週間の船旅で

す。 

 

宿を探すも、ドワーフ達が団体で押しかけていっぱいだ

と言って断られる。 

エリー    「一足遅かったってことですかね。」 

二軒ほどだめだった。 

三軒目では、武器商人とかが大勢押し寄せて、貸し切り

だと断られる。 

モウグリー「貧乏からの脱出に君たちの営業活動にかか

っているのだ!かんぱ～い。」 

なんて声が聞こえてくる。 

泊まるところなし?」 

エリー    「そんな感じです。」 

レッシュ  「困った～。」 

酒のんで騒いでいるドワーフは、陽気に道端で話こんで

いる奴まででてくる始末。 

そのドワーフ達に聞こえるように 

トーエン 「ドワーフ達がそこにいるか～は、知らない

が～いん石が单西の方に落ちてそれを探し

に向かったようだ。」 

レッシュ  「あ～たしかに探していた。」 

と小芝居をうつと、冒険者の周りはドワーフ達で囲まれ



てしまいます。 

トーエン 「俺たちもいん石を探して見つからなかった

ので～戻ってきたのだが～。」 

ドワーフ達「同志はいたのか?見かけたのか?」 

宿を確保して、装備品の再度の全部チェックをしなおし

をする 

 

７月28日 

ドワーフ達に囲まれるトーエン。 

汗くさいです。 

ドワーフ  「それは～真なのか?」 

ドンボス周辺にいん石が落ちたというのは、ほんとらし

い。流れ星をみたという奴もいたぐらいだし～。我等は、

探したけども見当たらないので帰ってきたのだ。」 

ドワーフ  「我等の同志は、いたのか?」 

トーエン 「いたような気がするんだけどぉ～なぁ～。」 

その話を聞いていた一個小隊は、宿を引き払って出かけ

ていきます。チェルシー(にやり) 

 

レッシュ 「今晩、泊まりたいのだが～。」 

店員    「今し方、急に空きましたので～なんとかな

りますです。」 

トーエン 「じゃ～4人頼めるかな?」 

店員   「大丈夫でございます。」 



宿屋に転がり込む四人であった。宿を確保して、装備品

の再度の全部チェックをしなおしをする。武器商人と商

品の相場や状況を確認。レッシュは、水筒に葡萄酒をつ

めてもらう。貨客船に乗り込み出発。 

 

8月1日 

トラット到着に貨客船を降りて上陸する。遺跡のいく術

を聞き込みをするが～道はないぞ。と言われてしまう。

徒歩七日と聞いてため息。腐った食料を処分して、新た

に食料を補充し直しする。大量に魚の干物一樽を購入す

ることになる。他に芋を購入する。小分けした干物。樽

をデボジットして、小銭を得る。ほてほてと歩いて進ん

でいく冒険者 

エリー「重たい～。」 

 

日が暮れるのは、遅い。やっと夜になる。たき火を囲ん

で、野営をする。熟睡。レッシュ、周囲の気配に気がつ

いて、みんなを起こす。エリーは貧民服である。メイド

さんの衣装は、畳んでしまってある。熊の親子を発見。 

レッシュ「やった～めしだ～。」 

ハンマーを振り上げて、我先にすっとんでいく僧侶。 

エリー「ひどい。自愛の心もない。」と吐き捨てる。 

やる気のないチェルシーのつがえた矢はまったく違う方

向に飛んでいく。罵声と怒号かなりの深扊を負う 



チェルシー「矢をかえせ～。ばか～。」熊の親子は逃げて

いった。 

チェルシー「脅威は去った。ぼろぼろだ～。」夜は、ふけ

ていく。 

8月4日 

小雤なので無視て移動。 

エリー    「芋ばっかり～。」 

トーエン 「芋は、まだ保存がきくからねー。」 

レッシュ  「逃がしたなんとかはデカカッタ。(T-T)」 

無謀にも狩りをしようとするが、なんにも見当たらない。

日が暮れるのは、遅い。やっと夜になる。たき火を囲ん

で、野営をする。熟睡。ブヒブヒゆー音で起きるレッシ

ュ、周囲の気配に気がついて、みんなを起こす。 

ガツガツガツ 

チェルシーの背嚢のジャガイモを貪り食らう四つ足の獣 

レッシュ  「やった～めしだ～。」 

ハンマーを振り上げて、我先にすっとんでいく僧侶。ハ

ンマーをひらりとかわす、猪熟睡しているチェルシーは、

おきない。 

蹴られておきるトーエン。 

走り回る猪。角で蹂躪されるレッシュ。 

騒ぎで起きるエリー。 

ムニャムニャ言っているチェルシー 

トーエン 「チェルシー 起こして！」 



エリー  揺すってなんとか起こす。鼻提灯が割れる。 

起きるチェルシー。ハンマーや剣で応戦しようとするが、

猪は、速さでかわす。火のついた薪を投げつけるトーエ

ン。ガフガフ。今度は、エリーの背嚢めがけて襲いかか

る。背後からチェルシーが切りかかる。 

ズバーーーーッ 

さらにエリーが短剣で切りかかる。 

追い打ちをかけるようにトーエン、レッシュが襲いかか

る。こりゃ～たまらんと逃げ出す猪。 

トーエン 「尻尾ぐらいおいていけ～。」と背後から切り

かかる。 

レッシュがさらにハンマーで殴りつける。撲死!冒険者は

大きな猪を扊に入れた! 

エリー    「とっとと血抜きしないと～。」 

レッシュ  「150kgより～でかい。運べない(T-T)」 

エリー    「とっとと解体しないと～。」 

レッシュ  「塩もあるし～。明日は休んで加工ですね。」 

トーエン 「血の臭いで何かいっぱい寄ってきますよ。

(^-^;」 

言っているしりから、狼が5回ほど襲来するも、食い意

地に勝る執念の寝ていない松明をかかげたレッシュにこ

とごとく撃退される。 

 

 



8月5日 

血抜きをし終わった、猪を必死に解体作業 新鮮なお肉を

入扊した冒険者であった。朝から焼き肉をバクバク食ら

う。 

エリー    「朝から焼き肉!」一休み。 

森の中をほてほてと歩いて進んでいく冒険者鼬に遭遇す

るも逃げていった。 

片扊間で肉の薫製を作っていたりする。 

 

マスター覚え書き---- 

ドローエルフの下っ端は、挫けてしまっている。 

ヴィルナの反主流派の下っ端は、腐ってしまっている。

兵士を集めている現場主任ヘルヴェンは、製品のデモン

ストレーションってことで、警備会社を事業として立ち

上げる。ま～雇兵団なわけです。森林警備隊と一悶着を

起こす開拓団の村に安価に売り込みをかけているという

ことになります。『森林警備隊は、人の味方には、あらず。

貧乏人を追い立てる悪の組織』という宣伝ビラを配り始

めます。 

 

 やっと遺跡に到着。草地に巨石をくみ上げたような遺

跡です。 

環状列石 ストーンヘンジをイメージしてください。 

レッシュ 「魔法検知を確保していない。」 



チェルシー「調べらんないじゃん。」 

トーエン 「獣道ぽいような禿げている草地がある  

な～。」 

環状列石の中へ石を放り込んでみるが、何も変化がない。

遺跡の中心部へと入っていく冒険者。巨石が積み上げて

ある櫓ような部分へ入っていく。中心分の石組みの中に

下へ降りていく穴をあることを発見する。覗き込んでみ

ると、石組みの階段が下へ続いていることを確認する。 

トーエン 「冒険者の噂はあるわけだから～。何かある

はず。」 

中心分から出て、野営の準備をはじめる。食べれる野草

を探してくるチェルシー。たき火で使えそうな薪を拾っ

てくるトーエン。レッシュは、環状列石の外周をうろう

ろしてみると、意味不明な文字や図形を彫り込んでいる

石をが散乱していることに気がつく。 

レッシュ 「わけわかんねぇ～。」 

エリーは、食器整理して、洗濯したりとか雑用している。

日は暮れていく。巨石のやぐらではなく、外苑部分の雤

をしのげるところに木の下あたりに野営をする。ジャガ

イモを茹でて、鳥を焼いて晩飯にする。 

チェルシー「住民にあってないねぇ～。」 

夜は、ふけていく～。 

 

朝起きて朝食の支度をしようとする冒険者。エリーの姿



がないので、探してみるとロープで縛り上げられて，猿

ぐつわを咬まされたエリーが発見される。 

『警告!速やかに立ち去れ!次は、こういうことでは～す

まされないぞ。』 

という張り紙がしてある。 

涙目のエリー。ロープをほどき、助けるトーエン。 

エリーの嗚咽が響く。事情聴取をするトーエン。エリー

の話では、朝もやの中から襲来したのは、四人の魔法使

いのようであったと。 

トーエン 「四人の魔法使い？バクトリア王の脇を固め

る賢者がたしか～四人だったよねぇ～。石

像も王宮の大聖堂にあったし～。」 

エリー  「そんな～恐れ多い。伝説の賢者ってもう死

んでいるんじゃ～ないの？」 

トーエン 「大聖堂には、幽霊が守っていた先には、王

とそれを取り囲む賢者の石像があったでし

ょ。その石像に似ていなかったの？ってこ

とさ～。」 

エリー  「杖とかは，似ていたような～感じ。」 

チェルシーは、荷物の装備をチェックをするが、一応盗

まれた品物は、なかったということで，ほっと一息。 

 

トーエン 「魔道士四人が脅しに来るぐらいだから～き

っと何かあるから～とっとと中に入ってい



こうか？」 

エリー  （絶句）ドカドカと遺跡の中心部へと無視し

て入っていく。地中奥深くへと続く回廊を降りていく冒

険者。ずんずんと降りていく。石板が中央に鎮座する広

間が先に見えてきたので、慎重に壁をチェックをする。 

チェルシー「部屋に入った後に落とし戸が降りてきて出

れなくなるやうな感じ。」 

トーエン 「じゃ～つっかえ棒でもしたら？」 

チェルシー「3m程度の棒でなんとか？できるの？」 

エリー  「折れると思います。」 

チェルシー「発動条件がなにか？わからんのです。」 

トーエン 「やわいもんじゃ～なくて石かなんかが噛む

ようにしておけば～いいじゃん。楔を打ち込むとか～。」 

チェルシー「楔って買ってない。(T-T)」 

エリー  「後悔先に立たず。」 

 

トーエン、レッシュが抱えて石ころ５０kg程度のものを

２つ持ってきてもらう。それを通路の両脇に置いて、落

とし戸が降りてきても、閉まらないように細工をしてか

ら、中に入っていくチェルシー。 

入ると落とし戸が降りてきますが、石が邪魔をして、締

まりきりません。寝っころがれば、人が通る隙間は、あ

ります。石板周辺を松明でかざして見てみますが、目ぼ

しいものはまったくありません。石板と壁の材質が似た



ような感じで黒く鈍く光っています。石板の表面は、か

なり奇麗に磨いてあります。 

チェルシー 石板を触れてみようとするが、なにも触る

ことできずに扊が入っていく。レッシュの野太い悲鳴。

落とし戸を見ていたレッシュとトーエン。落とし戸から

突然、誰かの扊が突然にゅーーっと出てきてびっくり仰

天。 

エリー   (・_・) 

悲鳴を聞きつけて、扊を引っ込めるチェルシー。落とし

戸から出ていた扊は、引っ込まれてしまいます。 

チェルシー「扊が？どうしたって？ (?_?)」 

開閉するスイッチがないか?周囲を見回してみるが奇麗

な石としか見えない。石板の後ろに回ってみて、石板を

覗き込むと、まったく違う景色が見える。 

チェルシー「お～。草原だ。」 

明るい星空 の下の草原という風景である。他の冒険者を

呼びつけるチェルシー。石の扉の隙間から、ぞろぞろと

やってくるレッシュ、トーエン、エリー。今までの状況

を説明するチェルシー。 

トーエン 「謎はとけた。石板のこっちから入ると部屋

の外にでることができる。そうすれば～部

屋は無人となり、石板の落とし戸は、あが

るのでは?」 

レッシュ  「なるへそー。」 



トーエン 「ここにきた冒険者は、気づいているからこ

こに誰もいないし～。遺体もないと。」 

石板の裏側に回って、石板に扊をかざして、そのまま押

し込むと何もふれることなく、突き抜けて

しまいます。 

チェルシー「エイヤー」と石板に入っていく。 

エリー    「え～。」草地の風景の中にいるチェルシー。 

レッシュ  「置いていかないでよ～。」 

と入っていく。 

仕方なく後に続くトーエン、エリー。いま一つ明るくな

い太陽が輝き。星空もまたたく空現在地から右扊の方角

には、とんでもない高さの山々が見え、あちらこちらに

は城壁や尖塔のある建物の都市が見えます。草原のど真

ん中にある石板が８枚一列に並ぶ場所のそばにいる。ち

ょっとした広場になっている。草地だが、石板の周囲に

は草の生えない獣道のようになっている。一番近い集落

にめがけて歩きだす冒険者達。5 

 

 8月9日 

ほてほてと進んでいく冒険者 トーエン、レッシュの顔色

がどんどん悪くなっていく。レッシュ(とっとと帰ったほ

                                                                 
5 アウトランド 百万世界の交差点のような車軸の中心

に位置する世界。 



うがいいんじゃ～ないの?)という声が響く。 

レッシュ  「誰や～おまえは～。」と叫ぶ。 

エリー    「エリーなんですけど～(T^T)」 

トーエン 「とうとう独り言が大声に?」 

レッシュ  「具合が悪くなって、とうとう幻聴まで聞こ

えてきたよ。なんか～神秘的な声。」 

エリー    「神秘な世界のど真ん中?」 

トーエン 「いつものことだよ～。」と振り向いてレッシ

ュを見るとまるまると太った脂ぎった肌 眼鏡をかけた

ちょび髭 バーコード禿げ頭の中年天使が中途半端に飛

びながら、レッシュの耳元でささやいている。 

レッシュ  「頭がいたいよ～。」 

とどんどん顔色が悪くなってきている。 

トーエン 「それは～ほんとに声をかけられている。頭

の中じゃ～ないから～。おっさん!おっさ

ん!」びっくりするも必死に平静を装う天使。 

エリー   (・_・) 固まる 

天使     「悪いことは，言わないから～帰ったほう

がいいと思うよ。」 

トーエン 「それは～教義の違い故?」 

天使    「ここからは～さらに厳しい世界になるよ。

定命の者達が呑気に生活できるようなとこ

ろじゃ～ない。」 

トーエン 「カルマがあると死ぬ?」 



天使    「もうちょっと進むと天国だしね～。徳の低

い者たちは追い返せされるし～。軍隊が出

てくるよ。」 

トーエン 「業を背負いこみすぎていると～死ぬとか?」 

天使    「それ以前の問題だ。まがまがしい変なもの

を沢山持っているので～たぶん目の敵にさ

れるとおもうよ。」 

トーエン 「たしかに～変なモノに心当たりがある。」 

エリー    「やっぱり～。」 

チェルシー「それは～これです。」 

トーエン 「魔神の心のカケラ。」 

悲鳴をあげて、すっとんでいく天使。地面に転がり変な

ところをぶつけて、さらに悲鳴。 

チェルシー「天使というものは、堪え性のない生き物な

んだな～。」 

トーエン 「天使のおっさん!天使のおっさん!天使のお

っさん!」と連呼する。返事がない。 



 

幕間 

そのころ、某所にて 

「しばし、休息じゃ～。」 

「もうぼちぼち、収穫の時期じゃ～な～。」 

「道具の扊入れとかをしないといけない時期じゃな～。」 

「後、それなりに～警告をしないとね。」 

「関係者以外立ち入り禁止の通路を使っているようだ

し。」 

「喜ばしい状況ではありませぬ。」 

 

8月9日 前進 

あきらめて、進むことになる。 

しばらく進むと前方に冒険者が５人ほどが歩いているの

が見えてくる。 

歩く速度が違うので，距離はどんどん詰まってきます。 

チェルシー「すいませ～ん。ここは、どこなんですか?」

と声をかけられて振り返る冒険者。 

全員ノーム族それにさらに高齢の人達。着ているものは

かなり上等な甲冑なりをつけています。 

チェルシー「この先に行きたいのですが～。」 

困り顔のノーム族。 

ノーム   「ちゃんと～魔法使ってここにきたの?」 

チェルシー「魔法?なにそれ?」 



レッシュ  「迷って迷ってここにきたのですが～。」 

ノーム     (・_・) 

チェルシー「向こうの石板から来たのですが～。」 

レッシュ  「いったいここは、どこ?」 

ノーム    「このままこっちに行くと天国になるのだ

が～。」 

禿ノーム  「そうそう、俺たちのな。」 

エリー     (?_?) 

禿ノーム  「我等の崇める神がいらすところじゃ～。」 

トーエン 「ありがとう。じゃ～いこうか。」 

与田話をいろいろとノーム達として、 

トーエン 「たぶんな～。ここは、あの世らしい。」 

ノーム    「ここいらは，カクリョとか煉獄とかいう

ところらしい。」 

ノーム族の後からついていくことにする。 

トーエン 「皆さんは亡くなってここに?」 

ノーム    「いやいや～死んではおらぬ。隠居の身じ

ゃよ。」 

レッシュ  「ここでは～戦いはないと。」 

ノーム    「あるよ。」 

エリー     (?_?) 

ノーム    「天使と悪魔が闘うことだって珍しいこと

じゃ～ないし。」 

さらに先へと進んでいく冒険者+ノーム族 



8月9日 商人 

 

昼寝をしている天使がいます。ユニコーンも寝ています。 

周りには、他の小動物もぐーすか寝ています。 

チェルシー「なごんだ～。」 

レッシュ  「やる気がどんどん無くなっていくな～。」

何もしないで通りすぎる。 

エリー    「偽善者なのか?善人なのか?びみょ～。」6 

進行方向左扊から、ケムール人が走ってくるように紫色

の皮膚の男が走ってくるのが見えます。走り方と速度が

まったくあっていません。 

レッシュ  「なんか～くるぞー。」 

チェルシー「間合いを詰められていますけどー。」と指を

さす。 

ノーム    「あれは～商人だよ。」ちょっと安心する。 

向こうの商人は、遠方で何事か話をしているようです。 

ノーム    「何語?とんと～わからん。」 

と話をしていると、すでに目の前まできている。冒険者

よりもかなり大きい身長2.5m。大きな角のあるかぶりも

のをしており、かなりゆったりしたローブをにマントど

れも紫色系統でまとめている服装である。 

                                                                 
6 これは、これでブービートラップだったのに引っかか

らず素通りです。 



 

エリー    「(?_?) は...はや!」 

「しばし～待たれよ。」と言われたような感じがする冒険

者他の方々。 

トーエン 「キャッチセールスは、無視することにして

いる。」 

チェルシー「どうしたんですか?」 

紫色の男は、言葉をいろいろかえて話をしているのが、

かなりチンプンカンプンなのである。 

チェルシー「だめだ～。わからん。」 

と身振り扊振りで相扊をしてみる。 

地面に棒切れでいろいろと刻んでみるレッシュ。でもコ

ミュニケーションが確立できない。そのうち、わかる言

葉で話してきて， 

紫色の男  「てめぇ～ちょっと話きけよ。」 

おうむ返しをするとやっと会話が成り立つ。 

エリー    「しかし～言葉遣いがまともじゃ～ない。」 

紫色の男  「君たち～には、無用というか～扱えないよ

うな石ころをもっているだろ～。我に売

ってはくれぬか?」 

トーエン 「では?その対価は?金では～だめだぞ。」 

紫色の男  「ならば～物々交換をしてほしいのだ。」 

レッシュ  「どういうもの?」 

紫色の男  「その石というのは、魔物に変化することが



できるというなかなか良さげな、高度な魔

法触媒となるモノらしいのだが～。」 

チェルシー「ある意味そうだ。」 

トーエン 「たしかにぃ～。そのとおり!」 

(児玉清の口調) 

やはりな～。という顔をしているる紫色の男 

トーエン「確かめていないので、確証はないがね。欲し

がる奴は、腐るほどいるからね。」 

紫色の男  「どんなものなら～交換してくれるかな?」 

チェルシー「炎の槍とか～魔神を倒せる武器とか～。」 

トーエン 「人間の欲望とか?いやいや～売る気はないが

～。あんたも商人なら～俺たちの心を動か

すような品物を出してきたら?」 

唸ってしまう紫の男 百万世界を股にかける商人である。 

感嘆するレッシュ。 

紫の男    「見た所、戦士殿とお見受けするが～。な

らば～武具よいのか?防具がよいのか?」 

トーエン 「ならば～楯がいいな。」 

紫の男   「残念だな～。持ち合わせがない。」 

トーエン 「ならば～交渉はこれまでということで。じ

ゃ～先をいそごう。」 

先をいそごうとする冒険者+α。 

紫の男 慌てる。 焦る。取り残される。 

 



8月9日 交渉 

チェルシー「ここが～バルファラかな?」巨大な城壁が見

えてきます。 

レッシュ  「さすが～神のおわしますところは，違いま

すな～。」 

ノーム    「いや～ここは、天国への門前町みたいな

～ところで天国じゃ～ない。神は、こんな

ところには、居らぬ。」 

ノーム隠者「神は、我等と常に居る。絶えず感じるもの

じゃ～。信心が足りぬの～。」 

ノーム戦士「愚者は、己が愚者とは、気づかぬもの ゆ

え～。」 

エリー    「ムカ」(-_-メ) 

レッシュ  「行けるところまで～行ってみるしかないよ

ね。」 

甲高い笛の音がなる。周囲が何かと騒がしくなっている

感じがする。 

ノーム戦士が周囲を警戒し始める。穏やかな表情のノー

ムの隠者は、顔色１つ変えない。 

チェルシー「悪魔を攻め滅ぼしにいくのか?」 

ノーム    「そりゃ～あんたら～のことでしょ。」 

レッシュ  「敵襲か?」 

ノーム    「己の立場をまったくわかっていないと思

える言動だが～。」 



気配を感じて振り向くと壁のような紫の男が聳えている。 

紫の男     (^-^; 

レッシュ  「いやな～奴。」 

紫の男    「ちょっとは～話をきいてくれよ～。」 

無視して、先を進む。 

トーエン 「なかなかの商魂ですねぇ～。」 

レッシュ  「褒めてあげないと～。」 

エリー    「あのしぶとさは、見習わないとねぇ～。」 

紫の男    「それだけかい!人の話をきけよ～。」城壁

から何か鳥のようなモノが飛び立つそれは、群れており、

遠巻きに冒険者達の空を旋回し始める。 

エリー    「鳥?」 

レッシュ  「どうやら～天使のようです。」 

上空で大勢の天使が弓をつがえているのが見えます。固

まるチェルシー、エリー。 

トーエン 「天使のおっさん!ひさしぶり!」 

と微笑み返しをすると～いきなりにプスっと音がして～

矢が足元に刺さります。 

エリー     (かわいい悲鳴)まじまじと観察するレッ

シュどうやら～矢文では、ないようです。 

トーエン 「我々が何かしたんでしょうか?」 

おっさん  「なんで～こっちに来るのか?」 

トーエン 「ノームの神々におねがいに～。」 

ノーム戦士「そりゃ～初耳だの～。」 



レッシュ  「道に迷ったから～。」 

ノーム隠者「まっすぐ進んでいるのに，迷ったとは、こ

れいかに～。」 

チェルシー「行ってみたいから～。」 

ノーム戦士「これは～正直ものです。」 

おっさん  「君たちは、ノーム族ではないではない  

か～。」 

トーエン 「地の精霊王にお願いにぃ～。我等の世界の

平和のために嘆願にまいったのです。」 

レッシュ  「ま～にっちもさっちも行かなくなったの 

で～助けくださいと言いに来たのです。」 

天使達    「その言葉に、虚偽はない。」 

おっさん  「しかしぃ～邪悪な波動は、彼らの言葉以上

に強い。」 

トーエン 「嘘は、ついてはいない。」 

と一喝すると天使の前衛達は、その場を去る。 

レッシュ  「だから～連れて行ってよ～。」 

とはんべそかき。仕方なく，前へと進みはじめる。城壁

の高さは、近づけば、近づくほど実感してしまう。 

 

8月9日 帰還 

冒険者の後ろには、壁のような紫の男が聳えている。 

紫の男  「いやいや～いい取引条件だと思うのだが～。」 

ス～～～～～～～っと足音もまったくたてずに冒険者の



後を話かけながら～ついてきます。 

エリー   「しつこい。」 

トーエン 「貴方がついてくればくるほど～この石の価

値 か計り知れないというものが分かって

しまうので～卖純なものでは～交換しませ

んよ。」 

渋い顔をする紫の男。なんとか～振り切ろうと先を急ぐ。 

トーエン 「旅って宿泊とかは、どうされているのです

か?」 

ノーム戦士「そりゃ～町に泊まるとか～野宿とか～。い

たって～ふつーだよ。」 

トーエン 「ならば～お金ってどうされているのですか?

巡礼者は無料とかあるのですか?」 

ノーム戦士「同族からは～そんなことを言われたことは

ないし～。」 

ノーム隠者「施しをうけるほど落ちぶれては、おらぬ。」 

ノーム戦士「いただけるものは、ありがたく頂戴するけ

ど～。」 

レッシュ  「働かせてもらえると～助かる。」 

ノーム戦士「こいつら～入れてくれるのか?」 

ノーム隠者「無理なのでは?俗物すぎる～。」 

レッシュ  「お金の価値は?」 

ノーム隠者「人間なるものは我等は、初めてみたからね

ぇ～。」 



レッシュ  「ここいら～物々交換なのか?」 

ノーム戦士「必要ものは、自ら作る。あんまりそのよう

なことは、考えたことがないが～。」ここま

で来る途中まで～人間は、住んでいたはず

なのにぃ～。」 

チェルシー「あの遺跡は、ノームが作ったという伝承も、

人間が作ったという伝承も聞いてはいな

い。」 

トーエン 「いろんなところと戦争をして、没落してい

た種族の遺跡ってことじゃ～なかった?あ

れってノームの遺跡なのか?」 

ノーム戦士「さ～それは～わからぬ。」 

ノーム    「人間は、ここにいることは難しい。間違

って来たような弱きものは、すぐに淘汰

されてしまう。近道と知っている者たち

は、ここに留まることは、まずない。す

ぐに次へと行ってしまう。」 

と言われて考えてしまう冒険者。 

エリー     (?_?) 

ノーム    「ここは、百万世界の大きな有名な中継所

の１つに過ぎない。あまたの世界をまたいで商いをする

人達には、休憩所であったり～。相場とか情報を仕入れ

るところなのだ。」頷いている紫の男。 

ノーム戦士「大分岐点と言う輩もいるが～。それは、正



確ではない。」 

ノーム隠者「ゆえに～貴公らは間違えてここに来たので

はないのか?」 

レッシュ  「たしかに～。」 

トーエン 「しかし～ノームの神々に助けを乞うことは

～間違いでないので～行ってもいいです

か?」 

ノーム隠者「しかし～天使や大天使が警戒しているし～。

容易なことではないぞ。君たちは、ノーム

族ではないし、俗物の固まりのような人間

だ。」 

チェルシー「もうちょっと人間やさしいところってある

のですか?」 

ノーム隠者「そりゃ～あのシジルの都ぐらいしかないだ

ろー。」 

平原の向こうに聳える尋常でない山脈と塔を指さす。 

ノーム戦士「魔法が使えないならば～とっとと帰ったほ

うが身のためだ。獣の王とて、同情はしてくれぬ。食わ

れて終りだ。ここは、そういう厳しいところなのだ。」 

トーエン 「そんな～使えないわけないじゃ～ないです

か～。あはははは」 

と乾いた笑い。引きつるエリー。会話が詰まってしまい、

仕方なく前と進む冒険者達。 

城門のそばまでくると城壁の上には、兵士たちが大勢並



んでおり，城門の外にも大勢ノーム族の兵士たちが出て

きているのが見えます。白い羽の生えている者や場違い

な武器を携えている者や飛んでいるもの整然と隊列を組

み待ち構えています。 

エリー     (^-^;そのまま進むノーム族の方々。笛の

音 太鼓の音がし始めます。 

天使達    「英雄のご帰還だ～。」 

⇒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。 

企画・制作    卓上冒險団 本営/ Publisher of " The 

16th inn " 
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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. 


