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能力面白{ヨロイ乗り/ヨロイ)

活力 ・6/14
・カ :20 

体力 :3/7 (10) 
般鑓・5/7(10) 
錯覚 :4/6 (9) 
知力:4/ー • : 16/108 

宿鍵 :30/帥

明鏡の.・6S(+3) 
心力:6/世

共感 :4/ー
震力.曜の車備がdコイ司1'J.右侃がヨロイ
()円I<JI'!田園修正直み司凝力.

.負傷ゲージ

ヨロイ鰻り
健僧・燭 厳命死亡

3/ 2/ 1/ 1 
ヨロィ
嵯僧置働IlIIIl死亡

7/ 4/ 2/ 1 
・銭健

〈観照〉 中級
〈作滋〉 初級
〈嬢合〉 中級
〈帝王学〉 初級
遺沢

〈初級の媛能3つ> (ー般、専門、問わ~)

.所持争.
平鰻.1!3賀、嫁剣用の {除->10倍、ヨ
ロイ太刀{畑射.)用の (Il)30倍、
電砲周の (Il)20・、繁愈時周の野外
装備、応愈手当期の積箱、微績の4明l
{浴畏服に凶い込み)

・因縁
・~ I!:ヨロイへの度情(中級)
-その他:父{母)へのまたは国への忠磁

{中級)

.特殊J~-Jレ

タ イ プ 名 -• 

t低俗

lt鱒修正 +9 
射事 4 
射程 Ikm 
様相周敏 6 

{フル輔綱高.，)

背景
ltは筒iI，の「としてポ縦に伎を受けた

数えで6つになった(1'-に.11の父絞はltリ'1mの時Jj置をJ1析してくれた 父

純のr-;I!.!以上t二時l銭とitI孟うまくい1J'lし.そして父線が11のためのヨロイをあ

つらえてくれるまで.そう長t、時1111はかからなかった

tJJ~I"iヨロイが完成するのとほI:r. if目、Fだった
'm置を通して見る戦J41はまるで拶の小のようであり.'m完を泊して見る兵

1:たちは、無~I;主{な戦争ごつろのコ7としかI吹らなかった
1¥にとっては11 の仰の兵をJf.るのも、 Ii!;で~Lつけたツモの制lをもぐのも .

1.;1じニとだった

4\のヨロイがiI1'O~のIllá泌をつかみ.そこから微を :つに引き裂くのを、 (t
はくすくすとほぼ笑みながら見ていた

l味 Jjのt~が、 311 -1から降りた 1\を~lて、ひどく於いたのをおぼえている

あのVJI'I(から.とれだけのJ111がたったろうか?

w孟今でもヨロイ帰りだ

-・・・・・・・.... . . . . . . . ........ . 

民濁修正 +4(7)
射. 1 

射担

量産JAD 16 
(()内13 (~車}使用時} 疾走輪

移勘速度3倍.

厨遂行動に能

-ヨロイにf量販しているヨロイ集りlふダメージを自分の負傷ゲージにも割りふることが

できる.

-11合中のヨロイ鰻りが消費した頃合'1捕鎮の'.'と怒る.

-鍍合中のヨロイ集り隊司時観の濠'を消費して・因縁・を作属官ることができる.



1+2 

武器修正 +9
射率 6 
射程

装IA数 20
{フル著書横溝み)

武器修正+3
射事 2 
射程

装繍数 10 
{フA穏tII靖み}



-キ タ

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ... . ... . . .... . . .... . .... . . .... . . .. 

.能力値

体力 :7 活力 :14
敏纏:8 .力 :20 
知覚:8
知力 :4 策 : 71/108 
心力 :6 宿量産:30/60 
共感・ 3
.負傷ゲージ

帳傷/置傷/望虫歯/死亡

7/ 4/ 2/ 1 
.鎗能

<It志カ〉 中級
〈作法〉 初級
〈射穆舵闘〉 中級
〈鍍合〉 中級
〈帝王学〉 初級
〈白兵戦騎〉 よ級
遭銀

く中級の銭能1つ>(一般、専門、問わ"O')
く初級の銭能2つ>(一般、専門、問わ"O')

.所持品

胴丸、滋装向血管((嫁)15個入り)‘
200文
・因縁
・感情 :ヨロイに対する憎思(中級}
・感情:強さへのあこがれ (中級)

イ 7 

背景

名 • • 

負け戦、となってしまった戦助、そこにヨロイごとはき去りにされ、F誌
のf.に捕えられて以来、ヨロイは'/-1の身を守るものではなく.鎌悲し、

象になった。

強大な )Jが欲しかった。 ~mにもJ合てられないように、訴にも
に.~f~に也、負けないように

nは、ヨロイに':，'られてひ:ziかった体を鍛えに鍛えた。まるでそうすることが1'1 ~ 
分の過去をぬぐい去るI~f，ーの F段であるかのように。
.g，主、ヨロイとの|却いJiをおぼえた。まるでそうすることがおの身に起こったこ

とを忘れる唯一のF段であるかのように。

「そうだ! ヨロイを附くためにはヨロイほどの打悠を加えることのできる武紛が

t、る!J 
4LIのその与えを満足させる武器訂正、皮肉なことにヨロイの使う小太刀だった。

れを下に入れたとき、 .f-'，，ま大;/trでt，1iらかに笑ったものだった。

「これでヨロイを倒せる! これであたしはヨロイなしでも生き

いあたしは、強い!!j

武鑓修正 +6 
射事 8 
射程

量産繍数 8 
(フル畿繍涜み}



脇差

武鶴修正 +2 
射寧

射程

HlI敏

珠手綱殉

武器修正 8 
射事 1 

射程 15m 
量産相直敏 一(2僧}
{疎手織型車の起動に
1;1 Iポイントの霊
力の消費が必蟹.
燭磁調ド径1;l4m)



-・圃・

背景

キ

斬破刀

武器修正 +S 
射. 3 
射程

装向庫銀 12 

タ

(フル袋網清み}

イ

あの11年、 .[ljには'，'fれなかったの1tlまゆiかったのだから

ブ 名

あのiLト ./tの.， . で大切ないjかがI搾れた。 それ以*~代の.，.にH自

i、炎がHった。

11白t¥1Ij'jい炎が……日。

rJJ…)Jが欲しい…・・.fu!にも災わないように……綜われないよう

に。j

あの11年からどれくらいの年)Jがたったのだろう

ィtr立、熱にうなされたように)Jを求めた 人の叙しんもおIまえた

他人をあぎむくやりJJ也知!った

そして、そんなある 1 1 . れをWJけた';~WM向Fがこう . \"った

r )Jが欲しくなl功、? 必~なのだろう お前には)JをFに入れる

総がある J

./tl卓、そのことばに飛びついた。そして./tはサムライになったのだ

心の. '.1の炎はあのII.~のように熱<.....・H ・11111、。

• • 

.能力健

GI 

体力:7 (10) 活力:14 
敏鑓・ 8(11) 銀カ 18 
知覚:7 (10) 
知力・3 量権 ・73/108
心力 :6 宿築:30/60 
共感 :S
()内l草廿[.，.ライ感動碕の飽力樋

・負傷ゲージ
.苦情量燭想曲守~C
7/ 4/ 2/ 1 

・妓能

<It窓カ〉 中級
〈格闘峨舗〉 中級
〈白兵戦鋼〉 中級
車E沢
〈中級の筏骨量1つ>(汎用、専門、悶わ'O')
〈初級の筏能2つ>(汎用、専門、関わ苧)

.所持品

慣れかけた嗣丸、斬破刀用の{f車)15発‘
小銭少々
.因縁

・感情弱さに対する憎しみ {中級)
不幸 f-醤大切忽ものJの死{中級)

、
~ 



サムライ能力

峨闘賞Eカ:3
()内の舵カ値で"皮官ることがでをる

再生能力 :2
Eラつンドごとに2ポイントの活力が回
復曹る

想依能力 :1 特に関係怒し

i肖資銀力 :4ポイント

持続時間 I心力lラウンド

(6ラウンド)

埋め込んだ{礁}の数:25個

クナイ

武器修正 +2 
射率 6 
射程 10m 
Z主演鍛 (たくさん)



-圃- キ タ イ ブ

背景
おは、ヤツを倒した。ヤツは、のたうちながら1=『に」干しを求めた.

:fJI孟自分でも篤くほど面白滋になり、そんなヤツを間関した。

そして、なぶり叙した。

それから数日が過ぎた。

おは、心の'1'にポッカリとさEいた穴に気づいた.

ヤツを叙したときに宅いた7¥だった。

名 • • 

れは、その1(をふさごうとするように泌を飢・んだ。i自はそのず〈にII:iJかつて、議ち

て行くようだった.

そんなある日、したたかに~~って歩く Ltをntび止める)!-Iがした。

係りIf'Jt、たおの定I二、熱いものが出11さった。反射的に刀を級き、 -))のもとに制l
Fを切り倒す。

たっぷり l秒後、無念のJ.~怖を』酬に刻んで、少年の上半身がmに泌ちた. その
衡H主、 1.になるかならなt、かの少年の阪は、 Itl初jにヤツに切り込んだときのおと同

じfJJjをしていた。

}J!に出11さった小柄が、チャリンと経い13ーを立てて)liに泌ちる。

:/:'，1主、ひさしぶりにl吐いた。

(~llふもうふさがってl 、た。

.能カ自車

体力 8(11)
敏鐙・ 8(11)

知覚:7 (10) 
知力。 4
心力 :6
共感 3
(l内除ザゐライ値動時

.負傷ゲージ

経偏/鑓燭I/D:命/死亡

8/ 4/ 2/ I 
・妓能

〈鍾術〉 初級
〈燦気術〉 中級
〈白兵'韓関〉 上級
遺択

活力:16 
鍍カ :20

覇権 : 74/108 
宿鍵:30/60 

〈申級の妓能1つ>(汎周、専門、問わす}
〈初級の筏能2つ>(汎用、専門、関わす)

.所持品

鏑流し、羽割置、 {珠)10鋼、小事ijs紋

.因縁

-不幸: r一語大切なものJの死(中級)
.察E塁:殺人または行為に関する穣患を

一つ{申級)

珠刀

武器修正 +5 
射事 2 

射程

装fl数 6
{フル浪綱潰み)

“ 



ー-ー
-・・

サムライ能力
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・ ...・.......... 

戦網能力 :3
0内の能力値で学席官ることがで量る

忍依鰻汐J: 1 椅に関係思し

消賓室カ:2ポイント

持続局間 :I心力lラウンド(6ラウンド}
埋め込んだ 〈疎}の敏:20

・・・.

小柄
-・・・・・・・・ ..... . ..... . 

武援修正 +1 射. 1 

射程 10m 
装繍敏 (1*> 

投与されてL喝織

再生虫 :10ポイント分.
2ポイントごとにtつの負備ゲージ
をヲリアで琶る.

，.， 



背景
あれば./~が少年のときだったろうか・. • 
戦i孟l昧 Jjのl防ちに終わり、./~は父瀞tと述れだって戦)~lの ・IH~剥伐をしていたと

ころだった

突然、死体のI( Iが持ち 1:がり.そのsわから.fJlれた3体のぷが.ttたちに製t、か

かった!

そしてねば見たのだ .，~の父縦が‘慌てることなくぷの背後に1111り、そのit似を
. [111だけ、'.Miく打ったのを。 そしてそのたった}惣の'演打が、 Jdの動告を II~めたの

をl

，~はjEf室、感~日Jし、父.mにヤツらを関したuを教えてくれとmみ込んだが、父は
突って、 もっと大きくなってからと.?うだけだった

その 。Iq'~を忘れることができなl 、まま、:!(1('.が過ぎたある((、 1'ilま父縦{こi1frまれ

た

外ねてみると父釈は今まで~lたこと也ないような厳しい釘lで. ttにこう;りげたの
だった

fζれからおliiHこ. ~支が:it派に{ふわりし弧1))無比の鰍倣の喰法、不動1~1 (:殺の

傾必を授けるJ

それから数fit-Jtはついにやj止をwこlれt.今、殺，f;Lのl世に旅¥Zつのだ

ア ー
、 キ タ イ ヲ 名 • • 

〉

連事

武器修正 0(2) 

射率

射程

装lJI鍛

(J内1;平監隊E王替

で格"を行芯コた喝
舎のみ



武鑓修正 1(3) 
射事

射程

装織滋
()内13:不動明王・
で格Aを行ta:コた場
古のみ

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.........・.............. ....... . 

-能力健

体力 :6 活力:12 
敏縫 :7 蜜力 :22 
知覚 :5
知力 :4 費量 : 53/108 
心力 :7 宿費量:30/70 
共感 :7
.負傷ゲ甲ジ

鰻燭・傷致命死亡

6/ 3/ 2/ 1 
.妓舵

<~苦闘戦創〉 上級

〈嫌気街〉 中級
〈法術〉 中級

〈鱈術〉 中級

選択
〈中級の妓能1つ>(汎用、専門、問わす)

〈初級の妓能2つ>(汎用、専門、関わす}

.所持品

法具、仏具、軍事監め‘~装

・因縁
. ~直忌 不動明王司障を使用し1J.い

・幾百量。liI!t車として1J.にか惣~するとと
{中級)



.能力鏑

体力 :4
敏鍵 :7
知覚:6
知力 :7
心力 :7
共感:5
.負傷ゲージ

経燭/盤燭/致命/事Et::
4/ 2/ 1/ 1 

・銭能
〈観察〉 中級
〈鎗峨術〉 中級
〈法術〉 上級
〈路術〉 中級

選択

i舌カ :8 
霊力:28 

黛 :53/108 
宿費量 30/70 

〈中級の妓能lつ>(汎用、専門、問わ'g')
〈初値の銭能2つ>(汎用、専門、問わ'g')

.所持品

日正具.仏典、震緩め、 {式紙}、_.・le周奥、&R装、車、煙車Sキセル
・因縁
・目的:危険を獲しむ{申級)
・策忌 :樹章として忽にか股定すること

(中級}

背景
.s11、訟を学ぶうちに大きな矛1訂にS;(がf.j-t、た。

金剛杖

武器修亙 +3 
射III
射程

喜重繍敗

法では、事EI:を然じている.しかし、 'I=.き物は1"1かをおtし、食らわなければ生き

てはいけない。 寺院でI卓、悩物ばかりの約進料J1~であった。
白liI正に「命はI~J じ物だとü:l立教えているのになぜ絞らは俳のみ食らうのでしょう

か? それはx!別なのではないでしょうかりとI:-'.Jうた。

.{-¥を満足させるような符えはωられなかった.食らわなければ生きてはいけなi、
白書長に生きよと訟は教える。.{-';lま欲求をIfllえるのをふやめた。

.t.'.lま綬しを愛しているのだ。

さ司げに人を殺すのは、心がとがめた固!助物を殺すのはおもしろくなかった だ

から、妖を減lますことにした。

なにしろおもしろい。さらに他人にも感謝された。=れがtIの天i織だとkgえた。

妖を効率よく滅fますために除問の術もお{まえた。

ttl孟各地を欣i良し、人にIhなす1Ji1物を，l11jCしていた。しかし、利は、とある

が1'1'で、!IJ(にも心があるζとを知lったo ，(-~は、 i1iひ:;"Ii~ '二千在った。 今まで減lま
した妖の(J~廷に人生をかけるつもりだった。

そんなある日、ぶのもとに ・体の倣がliiiけられた.その不自然な倣は、

おに殺すことでしか救えぬモノもいることを教えた。

.{:'.lま欲求をIfllえるのをやめた

? -キ夕

、
イ プ 名 • • 
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金剛索............... ....... . 
武鑓修正 +1 
射事

射程 10m 
4基調数



-園田・・

背景

キ夕
、

イ 7 名 • • 

.ftはまだそのときf-lJtだった 人UHからド立れ、 111の中ひっそりと'Ieきている怠l味

さえ知らず、慢でいちばん長生きのJa:から大地の神の訴を聞いたりすることだけ

が.{"iの興味の対象だった

y;吋(な11々はJJf'尖に終わりを行げる

村に攻め入って*た人1/11たちのr l~fり J (こよって 、 nの 1，lij籾也、反述也、みんな

死んだ

冷たくなってtJ~く殺はそれでも.ftを離さず、 .f tはその腕の中でi眠りに就いた

%がi・1 け(il伶殺は終わり、代わりに ・人の引が泌を!I:‘めて:念仏をI~\えていた
(，tえる.f~に%はほぼ笑み、 Fを設しfII!べた
f命あったも和Iかの縁 どうじ守、わしとー絹に.米ぬか?J
リ1と別れたあとにも、ltI主位、向liの淡のまま旅をしている内法火の Fに身分をねん、

~!i I I Jの 1;にポfI:を隠し

-・ー. . .... . . . . . . ... . . ... . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . . .... . . .. 

.能カ値

体力 :7 活力 14 
敏鍵:7 鍾カー 28
知覧:6
知力 :6 業 : 53/108 
心力 :8 宿幾:45/80 
共懇 :7 

.負傷ゲージ
時咽'傷恕命/死亡

7/ 4/ 2/ 1 
・妓能

〈絡倒戦闘〉 中級
〈観聖書〉 中級
〈司陣情通〉 中級
〈神通力〉 上級

選択
〈初級の筏能4つ>(汎用、専門、関わ~)
.所持品

" . 
墨染め、車庫銀、数E車‘深編箆‘尺八

・因縁
不幸患の焼失 {中級)

・目的鬼の生き方を燥す{中級)
・感情 ・鬼のブライド (中級)



“4jf 



-キ タ イ ブ 名

背景
./¥は対.，#(.であり.明われながら育った

.PP.IIIはllt純明解にしてイミ，;J遍i..sの片税が!OII.だとl、う'WJA
7¥f孟ぷめてほしかった れの(fl正をo Uがここに'1:.童ているとt、うニとを

• • 

mt.剣の腕をIst、た ぷかのために戦うことができれば、1'1分がζこにいること

を符がJ干してくれるかもしれなt、から。

./¥1;1.サムライを入れた もっと強くなりたかった ，Jtよりも強ければ.符が芯のこ

とを必めてくれるかもしれなt、から

ui然のごとく、 (\1孟初'JI'Iiで敏え切れなl 、{孟どのì'í・*'~を 1:11たが、そんな討にかけ
られたことばは、決してlll.1かt、ものではなかった

「さすがは!.ILf.i'I:.よな.化け物じみた戦いぶりとはまさに最1ばのことじぞわいJ

1¥1まそう，tわれたのだ!

そのl段、 (M紋郷とl呼ぶにはあまりに1華々 しい、.(¥の'1:.J;れた I:J也を去った

.(¥II!，ほめられ.'ltきて行ける刷所を際しに

たとえこのIl!~~のどこにも.そんな渇所はないのだとしても

.健カ僧

体力 :7(11) 活力:14 
敏徳 :8 (12) 軍力 :24 
知覚 :7 (11) 

知力 :5 鎌 : 75/108 
心力:7 宿銀 :45/70 
共感:5 
。内国ワふライ起世均

.負傷ゲージ値・・・，u 死亡
7/ 4 2 1 

.筏能

< • . 劫〉 中級
〈緒鍋嶋田〉 中級
<"情通〉 初級
〈縛過力〉 初級
〈白兵制闘〉 中級
遭択

〈初級の筏M!3つ>(汎用、専門、問わ~)
・所鱒晶

薄汚れた服、 {嫌)15個、酒

・回線
-感情 ・孤鎗感 (中級}
・感情 :，ーであることの劣等慰 (中級}
・感情 :功名心 {中級}



珠検

武鑓修正 +4(6)
射率 4 

射程

表繍愈 16 
{フル装規済み〉

O内は廿ムライ起動時

打刀

サムライ能力

Ilt闘能力 :4
() 内の鍵カ・で，~することが
で琶る

打翠能力 :2 ダメージ1~+2

濠依能力:1 椅に関係!;I:し
消費量E力 :4ポイント

持続時間: [心力]ラウンド
(7ラウンド)

埋め込んだ{縁}の敏 ・30個

武器修正 +3(5) 
射事

射寝

袋網敏

()内li廿ムライ厳動崎



.Miカ値
体力 :5 活力:10 (5) 
敏健 6(8) 11力:22 
錯覚 :5
知力 :5 業 : 57/108 
心力 :6 宿集:35/60 
共感 :3
()内1;11φ修正を行怠った状態

.負傷ゲージ
略傷震情〆惣命，死亡

5/ 3/ 2/ 1 
.妓能

〈観察〉 中級
〈盤街〉 上級

選択
〈中級の筏能2つ >(汎用、専門、問わす)
〈初級の銭能3つ >(汎用、専門、関わす}

・所持品

鐙の工サ、襲、収集籍、服装、 3陸軍
.因縁

・感情.弱者に対する憐れみ (中級)
感情弱者に対する憎しみ (初級)

・感情轟{トモダチ)への変{中級}

-・・・・・・・.. .. . . ... . . .. . . .... . . . .. . . .... . . . .. . . . ... . . . ... 

-その他の投与されている畠

牙爪錫:宿主の身に危険が迫るか宿主の

任意で全身を織のごとく硬化さ世る.

再生11:15ポイント分.1ポイントとと

に1つの負傷ゲージをクリアできる.

申 11:強度5.活力に+5.
鏑化結織11:強度2.[体力lラウンド閥、

l敏鍵1+2.効果時間終了後に強度ラウ

ンドの閥、強度ダメージを受ける.

J 

宿主の口島内に潜む、巨大

ムカデのよう~A. 金II
5mほどにも成長し、宿主

の命によって敵に絡み付く

(命中判定1;[敏鍵1<盤

術>).絡み付いたときに

麻型車性の湾を敵に涜し込

む. 体が府調車し~いために

は、灘易躍[2のI体力1<耐

性〉ロールを成功さttる必

要がある。ζの濁の符練馬

聞は、 5ラウンドである.



入

t
T

耳、

牙爪綴

武績修正 +3
射率

射程

装規数

ア キ ブ • • タ 名イ-

a 
背景

.?'j l孟、さみしい少年時代を送った。 l申人・な II~Jt!îliであるおの父は、支配される

ことを織ってIl~Jt!î村からさらにwのImUiに行った。 、'i然、 ，nと問iHr_:のずlJtlまい

なかったし、 nのすべきことも多かった。父母は』愛しく {Iを愛してくれた。だが、さ

みしかったのだ。

そんなII.~、あの人に刷会った。

めの人l草、 ，mこトモグチをtfi介してくれた。ノドの担H.とや布の下にt、るトモグチを

/ll阜、さみしくなくなった。;ul主、あの人{こトモダチの児つけかたや捕まえプJそし

てトモダチの好きなもののことを教えてもらった.

mまtさせだった。あの11までli... . .. 

あの [1 、 nは遊びす~て少し巡くなってしまった. ;f年から出るころ、燃え俊る火

に%がf.J-t、た 家が、父さんが て巨懸命にi.I!てた家が燃えていた。

人・きく燃える炎に!lI!f.~したのか ・人の験ji!jE記者が近づいてきてれに切り付けた"
焼け付くような術みが虐って、 itのな議1j.1I白紙した.

11が覚めたのは、"チィ ・ 0チィィ"とt、う独特のトモダチの泣きPだった。トモグ

チが.ftを助けてくれたのだ。

4fのfl，lを懸命にふさぐトモダチの淡を行は、 一生忘れないだろう。



ア -キ タ イ プ

背景
1¥は、総11.¥な'ボに生まれたおは.幼いころからm父の

まくった

ある 11 、れはIII~の3を持ち出し、 .'UMの (Jりを 11・り 1'.げた

名 • • 

父t111父もその出来栄えに仰天していたそれから敏$1・でれは祖l父を追い怪

し.成人前には.1-"1のF2隙1¥，tt45ではなかった
すでに栄途はiH.っτいた .~の4と米は縛かしいものだと必もがfJじて疑わ

なかった

だが.ある"mt.-b}fのlfに一方的にこう伝えた

「旅に/1¥るj

./1のニとをJ'P.似してくれたのはやはり相l父だけだった

Ml父l主、 ./tにあの11、りjめて作った〈式}の作成u;の似った本をf-i渡しながら

こう.r..，た

r fマは JJ.なり、無拘11ま~IlなりじゃJ

{tは、このことばを胸に僚だったo:!l.P型を求めて・・

.能力値

体力 :4 活力:8
敏鍵 :6 .カ:34 
知覚:7
知力 :9 J匝 : 60/108 
心力 :8 稽嬢 :45/80 
共感:4
.負傷ゲージ
峰骨量也骨舎亮亡

4/ 2 I I 
.銭健

〈鎗燭編〉 よ.o
〈事情通> "'11 
<~.Il銅〉 中級
遭9
〈中11の筏能1つ>(汎用、専門、問わ~)
〈初銀の筏OE3つ>(汎用、専門.悶わ~)
・所縛晶

礼服、白衣、 {式船、置憲、蔵量、・、
{疎)10個‘ 〈式》の作成の碍門.、
小判隙校

・因縁

-感情:自己顕示欲 (中級}
.感情:..に対する知的好奇心(中級}
・目的:筏・の追求 (中級}

・ 式〉・大作.ポイント:27 
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珠'1、刀
-・・・・・・・...............
低鑓修正 +2 
射寧 2 
射程

量産規数 4 
{フル量差損満み}

珠式統
-・......・・..・・・........
武鑓修正 +5 
射事 6 
射程 50m 
Z査繍敵 12 

(7JW醐済み}



ア -キ タ イ プ

背景 ， 
おl林 弘 政の雌れた.nの父叙と各地を旅をして11.11っていた。

名 • • 

物的かで知的本おの父級l:t.:['jlこ優しかったが、おには一つ、どうしてもわから

ないことがあった.

「なぜ父さまと夜、はこんなに歳が織れているのだろう?なぜ夜、は.ほかの子

供たちと巡って、t、つまでも放をr[Xらないのだろう?J
その終止知る口r立、t'FZEにやってきた、 叫

!ì1iの疲れ、~い、lA1えて近こ・ろのIれj，jのせれでl米に fXじ
た1tの父tllは、:{-¥'をまくらもとにl呼んでこ昔、告げたの

だった f d 

fお前は人ではない。お前i主総I品本より

円11り出されたヒトガできにわしが木魂を込め ♂ 》

て作った、ただの本{仙人形じ平よ。 fl~if. ~ "サ
も、 fllf十年もわしにつきあわせてftか
ったのう。わしはもう死ぬお前は・・ 0

向 ....IJIじ申もよ・・

ヰt(ま父税の45のがlで少しだけ泣

いた。

謝ってほしくなどなかったのに!

父さまと旅があtけられれば幸せだっ

たのに!! 

." / 
， 

I 1 

、



鉄扇

武器修正 +2 
射率 1 
射程 5m 
事事項盟主

、、、

懐剣

. . .. . . . .... . . . . . . . . .... . . . .. . . . . ... . . ... . . .... . . ... . .... . 

.能力自車

体力 5 
敏鍵:6
知覚 :5
知力 :7
心力 6 
共感・ 8
.負傷ゲージ
.苦情 11情強命 〆死亡

5/ 3/ 2/ 1 
・妓能

〈芸事〉 上級
〈作法〉 中級
〈総司匝〉 中級

<Ii'i術〉 中級

選択

活力:10 
IIIカ:26

策 :54/108 
宿鶏:20/60 
価格:350万石

く初級の筏能4つ>(汎用、専門、関わす)

.所持品

父の位牌、旅装束、舞台装束‘網代筆.
鵬、祭器、豊宣言文

・因縁
・その他;私I~人間 (中級)

・感情:i京銀へのあこがれ{初級)

.胡織の夢{健.の特型車能力}

鎗・1草、自分にかげられている幻膨の衡
を利用して、他人に幻影{夢}を見せるこ
とができます。

もし‘縄手力喝っている怒ら無条件で夢
を紡ぐことtiできますし、起きていても相
手をI共感1<芸事〉ゃく総事〉忽どで夢
に引き込むことができます.縄手の[共

感1<憲志力>ta:どと対銚判定を行なって
ください.
もし、健.tJ'噌自手を不侠tJ，気分にしてし

まったら、夢から覚めてしまうかもしれま

せん.
これを紡ぐには、l共感1<憲窓カ〉忽ど

で対抗判定を行tJ，う必獲があります.健
.が成功すれば、夢l孟覚めまゼん。相手が
成功すれば夢l孟崩れてしまいます.

武鑓修正 +2 
射率

射程

量産拠数



-キ タ

背景

イ ヲ 名 • • 

lfilに犠れた刃を兇つめながら、l、つものように考える。との刃I手議のものだろ

うか.と。
「私のものだJ、そう言った人がいる。iiiいlfのことのように思えるが、あれはイI

のJl1flJでltl1.主の:1:人だった。あのときは町ω、にそのとおりだった.:t-~ J' I身が巡具

でしかなかったのだから。

fあなたのものですj、そう .3った人もいる。 あれは~~lりwmっていた:e;を拾っ

てくれた人だ. .. 
彼IHJが人を殺めるi告を兄てひどく悲しげな似をした。 それからだ、~がほと

んどのlを級かなくなったのは。

必は11iび人を殺した、彼が死んだと色、叙されたときに。久しぶりに級いた刃

は$，'1びついてはいなかった。

怖かった.

ZIは相手ではなく.自分自身に恐怖を感じた。

自分のな芯で人を級すヱとが、怖かったのだ。

それから時が流れた今も、人を殺そうとするときの自分の心に恐くなる。だけ

ど、それがどんなに苦しいことであっても、おの刃はねのものでなくてはならない

のだ。

、

珠刀

武醤修正 +3 
射. 4 
射程

装線数 12 
{フル畿旗済み} e 

.， 
a 

e ' 
4語



型'

ー

クナイ

武器修正 +2 
射率 6 
射程 10m 
H測量宣 (たくさん)

， 
r 

， 

， 

匂F

.能力値

体力 5 
敏鑓 ・7
知覚 :7
知力 :4
心力 :6
共感 :7
.負傷ゲージ
健傷軍帽重量命死亡

5/ 3/ 2/ 1 
.銭能

〈芸事〉 中級

〈作法〉 中級
〈射穆載鯛〉 中級
〈白兵戦闘〉 上級

〈総.> <t>1!l 
〈館街〉 初級

遺沢

活力 10 
鐙カ ・20

集 :76/108 
宿鍵 :20/60 
価格 ・275万石

く中級の筏能1つ>(汎用、専門、問わす}

〈初級の銀能4つ>(汎用‘専門、関わ'O')

・所持品
身のまわりの小物. (議)10個、小事~B絞

・因縁
-その他 :私l主人形 {中級)

・感情 :人を殺すことへの恐怖(初級)

， 

-・・・・・・・.... . ..... . .... . . . .... . . .... . ..... . .... . .... . .... 

.錫舗の夢 (11・の特孫能力}

健・I孟、自分にかけられている幻影の衡
を利用して、他人に幻膨(夢}を~ttると
とができま曹.
もし.相手が眠っている怒ら無条件で夢

を紡ぐことができますし、起きていてモ，相
手を{共感1<芸.>や〈続事>1<1:どで夢
に引き込むととができます..自手のI共
感]く意志力〉慈どと対抗判定を行怒って

ください.
もし、健・b噌手を不快1<1:気分にしてし

まコたら、夢から覚めてしまうかもしれま
せん.

これを防ぐには.(共感1<憲志カ〉悠ど
で対鋭利定を行1<1:う必.があります.健
舗が成功~れば、夢Itllめまぜん. 相手が
成功すれば夢は刷れてしまいます.

， 



ア -キ タ

背景
そのi!，-いくつUかの合戦で、.lll主、死んだ

I (llをボめ、 1(11にH:うた ~ ~ l;t.死んだ。

次に.ftが 11 .~tめたのは戦JJ，1。

-i'tの生きるJJ，lmだ。

.nはまた 1(11に任い、 また IU~りについた

ッ yサ.ア~.~ッザTアアアア

f尖l吹か7J
述いところで戸がする。

イ ブ

r\ 、え 、 殿。 いまだ，~~1~1 1 'でございますから判|訴は早川・かとJ
f怨!!J

，FiitFの ffと J~IニイtはIU~りについた。
ツツサ'ァッ~.~サ'TYγ77

「殿、御命令をj

これが~lのpi tであろうか? ひどくiiiくから聞こえる。

名

『民i.，3則的立終了しました。彼の おの 1;魂、封じましでございますJ
ßl引なり。 ~めてつかわすJ
fははっ.ではこちらの金脚l機に命名をJ
「よし、:n織のr，lま・・・ ..... J 

.金剛機高速観勘

金剛機1;.体内のリミッターを一時的に
外すことで超高速の移動や攻繁を行tJ.え
ます。高速機動中の金剛}機l車、体を使った
すべての判定で、"成功"したダイスを綴り
直してさらに成功数を足すことができま
す.再ロールl阜、判定l留につき、 1@の
み可能です.
この高速樋動l車、 181こl心1J1回、金陣l

憾の[体力lラウンドの聞だ11使用可能で
す.

.Ie憶惑乱

封印記憶が.因縁に存在するかぎり.現
在のl共感l以上の・気合"を得たら.封印
された紀舗のフラッシユパックが発集しま
す。金剛慨は突然、前世の記憶を断片的に
よみがえら世ます.
それは映画の予告・のようにバラバラ

で取り留めの忽い象徴的拡ものです.

• • 

巨大手裏剣

武器修正 +3 
射耳障 1 

射程 20m 
装潰数 (1個}



¥ 

双刃剣

武鑓修正 +2 
射率 3 
射程

装耳目敏 3 
{フル餐鳩潰み)

手裏剣
. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . . 
武器修正 +1 
射率 9 
射程 10m 
袈場数 (たくさん)

.能力値

(フル議繍済み}

体力 :8 (12) 活力 :16 
敏鍵 :8 (12) 軍力:20 
知覚 :7 (11) 
知力 :4 望書 ・81/108
心力 :6 宿費量 ・40/60
共感:2 明餓修正・+4
0内協栂鵠修正を行怠った状懸

.負傷ゲージ
健也/箪慣/怠命/死亡

8/ 4/ 2/ 1 
・銭院
〈運動〉 中級
〈偲身〉 中級
〈絡闘戦闘〉 中級
〈射敏戦闘〉 中級
く白兵峨闘〉 中級

選択

〈中級の筏能1つ>(汎用、専門、関わす)
〈初級の妓能5つ>(汎用‘専門、関わす)

.所術品

忍援策、 {疎)10個

・因縁
-感情。殺人快調匝症(初級}
・その他 .封印記憶 (上級)



-キ タ イ プ

武器修正+4(+6)
射. 1 
射程

装島町敏 1 
(()内{疎〉使用鴎)

背景
かつて仲間lがいた。

J~に腕をl符き . 笑い、戦った ('1'1111がいた。
耳目が~rを打ち抜けば、 彼・は~I を.rrち級いた。

-iJiが百の的をれち似け1;(、彼はTiとーを.fJ'ち敏いた.

彼lま決して経えられぬ憾だったのだ。

その彼の持つ鋭的!そのなんとすばらしきことか!

美しく.~抱く、そして11! く。

名 • • 

銃槍一射懸

武器修正 +10
射耳障 1 
射程 400m 
装規数 S 

{フJレ量基調J青み)

自分にあれだけの鋭愉があれば、彼に及1;(ぬことはないだろうに1

ある時刻は気づいた。微をねらう銃口iこ。

彼の気づかぬjfに。

おは引き金に婦をかけなかった。

今、おの子には、その鋭的がある.

tzがlfilを吐きながらおに託した銃愉がある。

だが彼をA韮えられなかったのは、はたしての物のi長劣のみだっただろうのか?

もはぞそれをIi'(Jiかめることはできなくなってしまった。

そして今も友の必後のことばが11Hこえるのだ.
・ ・ ~J し地、ったよ 、 と。



-・・・・・・・・................................................
..カ値
体力・ 7 活力 :14 
償却1:7 .力 22 
知覚:8
知力:5 鍵 ・ 74/108
心力 :6 宿鍵 :30/60 
共感:4
.負傷ゲージ
暢情量燭/致命，死亡

7/ 4/ 2/ 1 

・銭能
〈運動〉 中級
〈隠身〉 中級
〈事情通〉 中級
〈格闘戦闘〉 申級

〈射穆峨鴎〉 申級
〈白兵戦闘〉 中級

選択

〈中級の筏能1つ>(汎用、専門、問わ~)
〈初級の筏能4つ>(汎周、専門、問わす)

.所持品

鴫丸、銃徳用の {蟻)15個、 500文
・因縁

-嫌悪:痩切り {中級}
.目的:!重量の追求{中級)

小太刀

武鑑修正 +2 
射事

射程

装繍敏



-キ タ イ ブ名 • • 

ラH， ri 0β? 

背景
れはその11.11:えていた悶を火ーったq

わずかに伐った(II'ltllもやがては散り散りになっていった.ある布

lま仰いおぼえたJ去を総てrliJt-(こ紛れ、またある舟は斯たな11ftI、1ご
を係すために旅立って行つペ、

おはといえば、 ïriび~mかの危~;'Jとなる主(t，なく、かといってせっか
くの技術を封ずる%もなかった

そして今...'-t (;t (111，に1:きている l'iI iI' ，.q.が必要だと11、ったと

きにのみ、その術を{史う、

それだけだ。

しかしHキたま、 ..'tを訪ねるおがいる。1¥が本ulにやHiなのか‘そ

れを拘lっている行がi112れることがある

それはおの )Jを必2l!とする }~j nにしかできようはず£ない‘影
の化、1I をì!J!ひ~*る J:t

そんな時ぷは.1"うのだ 1'， (，1に満ちた，:1j'yで、相|子{こlfslかつて

「なるほど、わかりました……で、いくら払っていただけるのです

か?J



武容修正 +3 
射事 2 
射程

議横. 6 
フル張調講み

持手lU剣

武器修正 +2 
射!il 6 
射程 10m 
袈IJI.(たく古ん)

-・・・・・・・............目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. . .... . .... 

.能力健
体力 :7 活力 14 
敏徳 :7 霊力。 22
知覚 :7 
知力 :5 • : 65/108 
心力 :6 荷量匝 :30/60 
共感 ・3
.負傷ゲージ
峰. ..  Oi. ，.-
7/ 4 2 1 

.銭簾

〈射.1峨鵬〉 中II!
〈忍術〉 上級

〈白兵械翻〉 中級

選沢

〈中級の筏陣Elつ> (汎用、専門、問わす}

〈初級の銭能4つ>(汎用、尊門、関わl')

.所持晶

忍び畿束、忍び込みの遭奥‘変革重用興、

軍事人の格好‘忍衡の仕込み各種、 500文
と8分銀4つ. (磁)10個
・図録
・鱗忌 :i圃鳳として生管ること{申級)
・感情 :自・心 {申級)

.針術:湖買霊力-4



-、、 -圃

Orl: 
「実緩万.Jの世界へょうこそ。 ペンや万年第IH童けたほうがいいだろう。

この本の中で.君たちは知らないはずなのにどこか懐かしい、もう

一つの般国時代を見ることになるだろう@ -キャラクヲーシートのコピー

このf天諸万.ピジュ7'1レブ ~?Jは 、 ハイパーオリヱン空ルファ

ン型ジ-RPG“天JI万象"をプレイするために般低限必婆なルール

と、ワールドガイド聖書庫ね備えたものだ.

f!が「夫書JIζ滋ぴに行くためのパスポートみたい者ものだ。この

本の後半にあるキャラヲ~ーシートをコピーしておこう。

本書の内容は、大きく三つに分けられている. .気の合う友ii
第3怠「天JI世界Jでは、これ舟、ら君たちが勧れる実権世界の、自

然や国の仕組み、人々の暮らし本どを解鋭.

第2叢「天績人Jで1:1..PC(プレイヤーキャラフ聖一}として1Iぶこ

とができるさまざま客様織や立場の者たちを解鋭、

コンシューマーのRPGと遭って、 TRPGI:t-人t;~できない。いち

ばんの問題だけど、いちばんの魅力でもあるよね。コンペンション立

どでは、現地間違も可能だ.

そして、 第3ar天JI万象マス宮司セヲションjでは、ゲームマス~

ーをするうえで知っておいτもらいたい.(紗〉の秘密、 {神宮家〉

の秘管などを解脱している.

.3~4時間以上連続してプレイできる環境

“実績万象"をプレイするためには、以下のものが必要になる。縛

っていない場合には、少しだけ援を上げて、t周透しておいてほしい。

ちょっとうるさくしても怒らねないところのほうがいい.友遣のうち

とか.あるいl草公民館やカラオケボックスを借りてみると力、図・奮

とかで大騒ぎして怒られでも、責任は取らt.tいぞ。

本書には、ゲームマス型ーやプレイヤーをするのに必要容ルール

・天鼠万象ピジ斗アルフ"Yク はすべて収められている.つまリ、この本さえあればプレイ1:1.+分可

君が今見ているこの本だ。つまり、問甑なし。 まさか立ち畿みじ。 能だと曾うことだ。

ないよね? との本と問時に発売された“実経万象RPG"というポッヲスゲー

ム (~IJ売) の中には、この fビジュアルブッ ヲj 内のルールに加えτ、.6面ダイス 追加アーキヲイプや、オリジナルキャラヲヲ一作成ルール、ヨロイ、

いわゆる情通のサイコロだ。“天績万象"では大量にサイコロを使 金剛l織の作成ルールなどが追加されている.もし、この本だけでは

周する。最低11)個、できれば20個くらいは縛っておいてほしい. 物足りないという人がいた場合には、そちらも手に入れてみることを

お勧めする。

・鉛鏡、消しゴムなどの筆記用具 それでは、魅惑の天鋸世界へ、いざ ' 

TRPGIこは欠かせ宰いものだ。・いたり消したりするから、ポール

本文中の表記について
本書では190ページからRPGのルール

とチャートが収録されているが、本書の各

所にゲームに使う、デー習やI~-Iレの臨朋

がIe観されている。

.能力舗など
本書に霊場するさまざまな人物や物事

1:1.、そのままプレイに使用できるように能

力傭が表示されている。

各能力舗の意味は、以下のようになって

いる.本文中はカッコの中の省略形で奮か

れているぞ。

体力(体):体の頑丈さ.

敏鍵(敏):素早害、手先の器用事。

知覚(覚)::n感の鋭害。

知力(知):頭の良書、知院の深さ.

心力{心):精神力、心の強さ.第六感。

其$(共)・他人に対する思いやりの心.

活力:いわゆるスヲミナ。【体力lから算

出される。

盤力.精神的t.t7.宮ミナ。I知カ1とI心
力1から算出される。

.妓能について
キャラヲターがどんなことに1青過してい

るのか、どういうことに才能があるのか、を

表すのが「按能jだ。

技能はそれを鋳ってい者い状態、つまり

f妓能者しJから順に、「初級J.r中級j、f上
級j、「特級Jという段縞に分かれていて、上

にいくにしたがって強〈者る。

本書tこ登唱するキャラヲタ申によっては、

能力備とー緒にいくつかの技能が書かれ

ている渇会がある。

これは、そのキャラヲヲーが持つτいる

特徴的な銭高Eであり、一つしか書かれてい

ないからといって、その技能しか待ってい

宰いというわけでは章い。プレイに登場さ

せる時は、代表的t.tf宣能よりも低い段衝

で、いくつかの搭能を持っていることにし

τもいいだろう。

. ルール コラム

コラムのよにrRULEJと印があれば、こ

れはルールに関することが.いてある.ゲ

ームをプレイするときにはこれを目印にす

れば、見つけやすいはずだ。でU良いプレ

イを。



天羅万
法術I~-I~&チャート 132 

法舗のロールプレイ 133 

i鬼偏 134 

γラ
t鬼備とは 134 

芸術と偽偏 135 

i鬼温飾 136 

幻術 137 

アーキ$1イプリスト 2 サムライ 84 il傷者育てる 138 

f実緒方愈jの世界へょうこそ 32 サムラィ鈎t 85 保温の備自直 138 

サムライの代償 86 il温飾になるには 139 

.インターミッション1 社会とサムライ 87 il備の奪い合い 139 

“天草置"の基本判定 34 人間以外のサムライ 87 さまざまなf!儲 140 

武器 88 il偏の旅 142 

界 fi謀} 90 f車偏のロールプレイ 143 

E車刀 91 実. 36 E章式射撃兵草書 92 忍 144 

中央大峰 38 サムライのロールプレイ 93 忍と忍JI[ 144 

聞に生き閣に死す 145 

園紛の国
ヨロイ 94 忍のlI! 146 

40 心珠 96 忍術 148 

固とIt何か 40 明銚 98 忍術リスト 149 

名代 40 明鏡のネノトワーヲ 99 シノピ 154 

園祭・自門- 111-1; ・外織 ・軍役~・小者 41 さまざまなヨロイ 100 シノピのロールプレイ 157 

絡の.営・奉行について 42 ヨロイ用兵滋 102 

実施の時刻、方位、度量衡、貨幣 43 ヨロイの中で死ぬ 104 オニ 158 

実緩の都 44 ヨロイ重量りのdlll 104 天皇置のオヱ 158 

舗の人々 45 ヨロイ乗りのロールプレイ 105 オニたちの信仰 160 

舗の生活 46 オニたちの生活 161 

商人 48 金剛機 106 オニの文化 162 

地方 50 金制織と11 106 オニたちの超能力 163 

街道 52 その役割と位置 106 ォ=のロールプレイ 165 

漂白の人々の真実 57 会期繊の価値 106 

般 58 封じられた魂 108 . インターミッション3

般へと眠り立てるもの 58 さまざまな金剛織 109 “天11"の殿"と回復 166 

天11の駿 58 金剛婦のロールプレイ 111 

ま事大将-14将 60 錬倫使い、ヨロイ狩りのロールプレイ 166

サムライ大将・サムライ隊 61 畠使い 112 

曜ままで 64 A使いとIt 112 

般の鈴わり 64 医師としての畠使い 112 

プレイヤーキャラ??ーと厳 65 Aにttる 113 

aーを摘まえる 113 《紗》 170 

.イン~-ミッション2 行商人としての轟使い 114 

“実S置"の厳闘 66 A使いの事。ノトワーヲ 114 神宮家 172 

ハズレ 115 

Aリスト 116 “実路万象"サンプルリプレイ 174 

AI，畳いのロールプレイ 119 

陰陽道 70 .イン世ーミッション4
陰陽道の始まり 72 法師 12司 J'-'I':!rイプ相関チャート 178 

現在の陰陽道 72 天績の仏教 120 天穏健界の際立ったキャラヲ?-(NPCリスト)

{式札}とIt何曲、 73 僧としての息仙と朗蓮鴻Illli 121 180 

さまざまな{式} 74 三大宗派の本館 121 “天11万象"ルールサマリー 190 

最大の{式} 76 主主力とは7 121 “天11万象"チャート 195 

〈心議}と{式} 76 鳳鳳宗 122 (>t)シート 202 

さまざま者陰陽商事 78 奉加の国 125 シート記入例 204 

険自層進(1レール) 79 陰陽滋飾 127 キャラ7宮ーシート 206 

陰陽師のロールプレイ 83 盤仙宗 128 あとがき 208 

不働明王拳 130 埋骨引 212 

明蓮宗 131 
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出自u
Cj!l: r.同::i:「Ri1111 
だったとしよう.

と、すると、

~!ll ，.'が

成功

成功の骨から厳島度骨ザ

イコロを引〈

11易度

目-2鋼=;3

ョト.

。

[敏媛]7、〈運鋤〉初級

出回が白白白匂臼r::::JT
よって5成功、雌易度2でも

3偶成功

I谷の向こうに晶るおにぎりを取りに行<J…
…いや本当にこんな判定をさせるマス歩ー

もいないと思うが、ここではよのマンガでは

書き切れない細かい話聖書いておきたい。

判定と難易度
対統制定でないかぎり、夫緩万象では基

本的に1個でも成功があれttJ'その符&は成

功した"と考えてもらいたい。

ただし、 GMがPCI:“普通より困111な行為

に挑較する"と考えたなら、行為に対してJl

易度を2量定してもかまわない.

111易度とは、成功がキャンセルされてしま

う数のことである。もちろん、総易度を引い

て成功敏がO以下になったとしたら‘その

行為1:失敗と1$る.

貧要!! 

文中に特に雌易度について記述がなかっ

た渇舎は、 11易Jlは0として行為判定を行な

うこと.

対抗判定
マンガでは、時雨が知ら由聞に取られて

しまったおにぎり.だが、時雨がこの少年の

存在に気づいていたなら、この行為はオヱ

の少年と時雨との対抗判定と宰る.

対抗判定では、相手の成功歓がそのまま

Jl易度になる。マンガを例に取れば、少年の

成功はS個。鈴蘭1:3備。相手の成功数が鎌

易度だから、少年1:2個成功。日書雨は・・2倒

守...守オまcb.dd

の成功? いや失敗だ.結果は変わらない。

ただし、対銑判定では、成功数が伺数であ

った渇合、両者ともに失敗ということに主る。

このような渇合、引書分けのある状況{例え

ば、戦"の命中判定}なら引き分11になるし、

引き分付のない状況でl車、受働側(防御側)

の成功になる。マンガの紙況1$らぱ、少年の

勝ちだ.なんだ勝つ白書いな。時雨。

なお、様s度の大体の目安は以下のとお

り.

嬢易度表
厳易度0-2:普通

厳易度3-4:大体単キ

厳易度5-4:厳しい

34 



r.盟、厳、 ti..…どうして人聞は、これ

ほどまでに殺し合いが好曹なんだろう・・

農が地を現い尽くす単車蹴.誓約笛と

誉r'l舗との峰、修，t(請の乱の主眼織とな

ってよりまだ日ち浅いこの平僚にU、至る

続に屍ff織たわり、野犬や鳴の絡好の鍋

となっている。

うつろな恩で天をtこらむ鴬みただ中に

立つは、 -llIの男女。あたりを見回しなが

ら哀しげにつぷいた少女はh'~. 小娘で
ほあるがれっきとした飴鎗舗だ.後ろに立

つ若い争ム争♀は挙ヰ滋という.

r.かより良い事らしがしたい、肢かよ

り良いものが食いたい、骨量かより、艇かよ

1) ...…人間というものは、しょせん他人と

自分を比べながらでないと生きて行けな

いのさj

・毛をt童きながら、さもつまらt&さそう
な表情で蒼+l!がこたえると、鯵弓がさら

に曾う.

f上を見れliキリ11牢いッていうのにね

「その結果が、これだろ.吸ってヤツは

そうやって怠きるもんさ……なんだ1J

第1章

着+aの笑みがすと消える.f司かと鯵

弓が頗を向けると、iI<1こ自在凝らして蒼

+8sが返答する。

「あれは・・・・ヨロイ?J
司f+l!Sが指し示すその先には、 確かに

巨大な武者協の集。

f見たところ、中盆を開けられてはいな

いようだけど・.....? J 
lP弓11宮E舗の息をつ<. 

• u・に残されたヨロイ集りの末路は悲

惨のー"に尽きる.そのよう$自にあって

はいないようだと、彼女U安心したのだ。

fやれやれ、歩先ミ1:.・か抱……っ

と」
ひょいひょいと足軽の死体を飛ぴ鍾し

ながらそんなことをつぶやいて、司f+郎が

ヨロイへ近づいてゆく.あとを遣いながら

鯵弓.

fもう、着+飽はどうしてそういう曾い芳

しかできないのよj

へいへい、と蒼+811の生活E・-

いつしか、厳繍跡にはR闘が降り始めて

いる.
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広大な大地、天握
<<，民

f天維JとI草、 fあまねくすべての大地Jを

指し示すことばであり.この惑唱の名であり‘

そして、この巨大企11iI町名前で也ある.

東側に錘ひ.る4つの大きな大践で4構成された

この世界は、その広さにもかかわらず市北によ

る気候の遣いは少なく、金二t に開季がrrlf. ~、

生態系の速い也ほとんど見られ立t、.

また.文化也ー将領の志のしか存政せず.多

少の方言は1ft1.するものの.iti首也ーつにmら

れている.人櫛‘JllbR的にもl世界的に可tーで

ある(オニを民民肢と比るfi"Jきtあるが.ここで

は除外して考えることとする.オニは人1mでは

ない).

この間を治めているのは「お合議Jと呼ばれ

る集団であり、その別式tに砲する 尚である.

中央大附さらに中心に1捕する f搬出jと

t吟名の大111の挺を本拠とするこの集団は、争l'
itlを，;Jり.各地に神社を訟主祭場を執り行なう

ことでも知られている.
も・4・

l世界はいくつかの 『州Jに5JIJれ、 I州jはさ

らに 「絹Jに分かれる.この間JI草、事階家

のIt~として11命された「五1tj に統治され、
さらに名代は自らの凶内をいくつかの「総括j

に区切り‘その家臣に与えて彼を愉1とし.

統治の持労を分倣させるのだ.また、各大
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西方大陵
商方大陸、制、、は池端と呼

ばれるこの地は、 妖の出現が多発す

ること で知られている。大ヨロィ

崎』と妖『娠後定期 の激闘によ

り、中央自動に貨車の入口とうわさされ

る湖、通1量&がで曹止とされている.

天置でもっとも南に位置する大陸、

それがゐ.盛大鐘とも呼ばれる南方大

睡である。この土婚はEに宰ると大

嵐に.われることで知られている.

ま走、人魚を宣した不死の尼僧、

λ誕 生島の伝観測されている.

開ごとにーつ、神宮家の f英UJが船、れた

Iflがある{中央大惨i孟別.中央大般にはまさに

神宮家その也のである fお茶Jが晶るからだ).

この附だけは例外的に名代、制主をt~たず.

神宮家のー肢が直般泊めるl司となる.

各名代や領主によって‘統治の仕方や領内

に発布する法令はさまざまである.厳しい悶も

あれば‘非常に緩やかな悶もある. その務~は

とても同じ聞の・l'のことだとは臼じられ立t、ほど

ですらある{ちなみに、神宮の大社のある鴎は

おおむね緩やかであるといわれている.これは

名t~. 領まがい立い分.年l'tが少立くて済む

ということが大きな理由だろう).

し;かし.その逃いにl到して神宮家は介入した

り、様作したりはしなP.謀本的に神宮家はほ

とんどのことに闘して無関心であり、そういった

怠味では「悶Jごとに本当に迷う闘であると考

えてもかまわないのかもしれ止い.

土地は肥沃で、繍作が盛んである.人々の

主食は米や変であり、特に米はm嬰税される.

Q民たちには領主に年貨を納める義務が嚇せら

れ、 l現力l孟米の石ねで計られるのである.

民の生活は.大きな町と小さな村ではかなり

の隔たりが見られる.

部では商人が大量な力をtitち、領主の政策

に口を出すほどの影響力を持つ者も存在する.

また.都であれば民の繊字率也前〈‘ f町人

文化Jとでもnうべ芭大衆娘楽がよく発脱して

いる.官官のI廷は商泉や加工業のような2次 ・3

次厳乗を岱む場合が多い.

対して.小さな村などではその生活志賀紫で

地味止るのである.t前淳司匝もあまり高〈立〈、者

ているものーっとって也協の者よりは見栄えがし

ないと脅わざるをえなa 、とは脅え、 Q~平漁

業などをl'fなうこれらの民が人工の7-8jlpJを占

め、問の礎であると宵うことも動かし雄い砂災

であり.r士Q工商J却、ったことばの上で、武

士階級に次いで高い位であると (形だけでは晶

るが)位置宣づけられるゆえんなのである.

官IJ也の中にliむQ民たちより取り立てられた

年貨は、鎖主、名代を経て、神宮家に入る.

このために各閣の4古代は.年にulr.神宮家へ

と上る必要が串る.この喝合、中央大陸以外

の困の名代は.事l'米でほなく大社へと乱.¥I:iJ<.
これだけが神宮家が名代に似した責務であると

考えてもかまわないだろう.

また、戦の際には農民たちは徴兵され、尾根

として験地に赴く.働き手を奪われ.年nがm
割I~、もしかしたら村が戦地になる可f血性すら

ある ・Q民にとって、戦争は「失うものJで

しかないのだ.

それを少しでも忘れるために、人々は神仏に
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すがる.

中央大陸
天置全土にt主まうすべτの院の発

祥の泡また美:語磁の地とされる犬

隆弘 ;州大峰とも停ばれτいる中央

大慢で畠る.

曜かの大値にはqぃ縛興章軍事をした

山、神畢山があることで知もれている.

天E置にrf11.する宗教は、大量〈分けてZ極煩.

神を場る神滋と、仏を型軽る仏教である.

神道t孟剥It(家がfiU辞する宗教であり、各地

にほかれた神社でiふ地鎖祭や雨乞い、結婚

式却、った祭事が執り行なわれることはあるもの

の.日者を相ふすといったような行ないは見ら

れず、そのf.1者は神宮家以外には符在しf.tt¥0 

仏教には、大小さまざま立宗派が天縦には符

在する.その・l'で也級古のものであり、 lt1大の

初1をa~1?ているのは. fhh7桜J と呼ばれる
ZE糠であり.他の宗派は符これの分派で晶ると

も雷われる.それ以外でIム f盈11;禁jと

梢鑓;泊の2;;~蜘号、鳳糊宗と並び f3大宗
派jと祢されてL渇.絡に明雄52はその救世思

恕が広く民殺に受け入れられ.今や鳳楓7芦を

追い鑓さんという繰般にまで成長した巨大宗教

である.

この間の雌史は古〈、神宮家の勃興に1闘す

る配総平、神宮家以前の記録はすでに失われ

τ久い、.現存する般古の配録は八百年ほど

t~のもので晶ることより.すでに建白より千年近

くを経てtゆと推測される(t¥';lnlレベJレでの事&.

志しかしたら神岱家にはもっと省く、正確な記

録が現浴するのかも知れないが、公表されたこ

とはなく、鑓に包まれてt喝).

d? 
繊土

品りと畠らゆる事徳が全土寄稿う小

犬健、それが土で晶る.

もと悼漉刑勉としτ使われτいた

のだが、現在で姐山院や海隠といっ

た練注者の集団が統べる・m国軍約

な小園が乱立する状況に寄っτいる.

四百年ほど1X， 神宮家l孟当時の名代たちに

対して、 f武力による問題解決Jを許可した.

以来‘この凶I正大検I:!I時代とも呼ぷベ主戦乱

の時代を迎え、それはt、まだ終わる気配を見せ

なt、.他臨を侵略し、あわよくば奪い取ろうと

する名代たちの際限のない欲獲が‘すでに発布

されて何百年もたつ勅令邸、まだ風化させよう

としないのである.

大量なものであれば国どうし、小さなものであ

れば鎖主対側主線艇の戦争は、各地で頻発し

ている.他国に攻め入るため.あるいは佼附を

防ぐため.各国lまillを型車え、強化してゆくので

ある.般百年に及ぶ戦闘時代は， (式〉を伎役

する除蹴衡を発燥させ、強化人1111である『サ

ムライjや.巨大ロポットfヨロイJ.無人兵;器
f延期ぬといった、さまざまな酬のための技

術を生んだ.文字どおり 「一騎当千jと呼ぶ

にふさわしa、これらの紛兵器;11，まさに戦いの

ために生み幽された存犯であると含えよう.

これらの戦qt技術の発般にしたがってしだい

に大腿岐になってゆく戦. そのJ~で、力のない

者たちが隊問置され、命を散らしてゆく.

昨日の花は明日散り、昨日の洗野に明日は

新たな減がil!つ下克上の世.

終わりの如、戦Ic!lの1世界、それが、この「矢

縦Jの災際立のである.

• 

~ 
東方大陸
天.全土の中で、もっとも鵬錨が

遮れているとされるのが、画.• 漣大陸

の買11名を持つ貰方大.でÌ>~.
この地は、ほかの聞大費量よりも、さ

らに険しく入り組んだ山岳地形式，、開

拓の遅れに自白.をか吋ている. 

• 

| 世界の果て | r...の呆Tはどうな・，'T、喝のt:1，うJI:
;fえt:...人11多し禽際日寄れを.晶こピ

ロ生.量貨やlt:*のI:t~匹、・。
LI併し曙れを*U~I>'T生~'T ft守主量~I:

~晶ピー一実的Eこ4、存在L~ぃ。

... ーーかι官おう.*6甫花、
L'T品、ニのll.1:は果'TI1~ぃ。

色、.t:...I:~虫Lt:*".ぃ。

Lか し

量4'F・}虫寸.鎗.衡を天‘の民は持たな‘

天.1:11嘉T色、外の.界も存在L~，

だ。

月'It日

織をt，，/内亨.iテIt.::.五日，

ル.
~Jl/官.，;:..，、、，，:J.lI'tルJl.E金~~

ズト/:::I'~.
本BtIL盆~.品ヨリテ夫ヒ、最早4主タモ

戻ル毛アタハズ。金拠毛/:::1'・J少ナ夕、掃員

Jキュ，、.:I[~..::.身~aゲル*.f:Tラハ

レ、事:::1':::1''::'量リテ~Jl/恨ミJ・f/'臨+シ
テユタ/~.~思7.

・..、何故ヨノヤウナヨト，思t~・7~/
ダ予ウ申。強タ悔恨且ル毛/也J
(1:晶畠海岸1:.れ婦、、色、・..告のa庁E
思われる本切れに刻み)hまれTいた曾き村時】
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飽餓州
Ai:伏の2置しい大地が飽町"を思わ

ぜるところから、..と名づけられた.

この起伏U鬼側方薗に向かつて階段

載に隆起してゆ曹、そのa界となっτ
い晶1配山脈に郡.Iltl、同形放

の織形Uほかに1:.1.られIlい.

商由州
6つの小大.から章る僻島大陸.本来

は画・大陸というべ曹面積を持つが、中

央大量量と・鍋し、活発Il交涜が島ったた

め中央大陸とひと<<りに書れている.箇

箇の4つの小大健とU、高から順に零.、

明量、鍛錬、百潟、仁鋼、そしてもっとも

小事な伊守の4つで晶り、これを総して高

値六州、畠るいU碕・州と呼$.

このうち...1:賓の高い軍属垂直出

することで、仁湖の港町、色・I:tt....
いる糊嶋崎』の柑鎗となって

いることで知られτいる.
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言

繭望
編集い模型の大陸で、m名を髭畿

姉』もいう.犬儀の中央.，こ晶たる留

骨に沿って. .  山原がはしっている.

そのほとんどが癒緋に慣われ章、、岩

山でI>'}.中に岨天・・大の(1車HIt
山で畠る誕話出が宮まれている。

曜かの鋤方に比べて敏舗のオニの

集落が存在していたことから、II州と

名づ吋られた.現在でも他地方よりも

:tニのIIlI:多いが、その量ll:滅世のー

途をたどっている.中央大陸に浪過し

ている{心ll)の4111:鬼州aで1>6.

東州
三方をλtjjf山康に固まれ、中央

に誓16山脈が走る却すで、そのほか

1:Ai:伏の世Ilい広大竜平野を締つ鳩

方.その地形壷活かした..11盛ん

だが、そのー方で、観に遣した姐形

であるた暗記鴎火が縫えない.

三方t海にz固まれ.5つの小山巌

が領鱒に交舗する山園..緋面積が

多いためか、書匿などの木工・人を

徹多〈・幽する木工の本唱で畠り、

この地方の木工組晶U他鎗方のそれ

よりも高値に取り引曹きれτいる.

家内
実.の鹿町中心鎗というべ書地方で畠る.こ

の抱方には天橿・大の間録的宣配カと鍵tli
めた組曲量で1>骨神宮圏置の寧鍋織で晶る神畢の

聞や、同じく夫..大田調書敏縄鎗、鳳且耳障が主

配する・加の固定F存在する.

この事から寮内肱ー置のパワー7;:tI.νトとIl
っτおり、&aの..ゃ..が渇巻いている.

案内側の地形峨帰・1:.何をaきいても‘天査

察〈匡崎、縛来山に晶る.その不白書Eなまでに

特異IlJlfの山U、そこを支配する縛書官Eの縛也

性も亭伝ってλ遁山でI:Ilいかと--でうわ書

きれているほどで畠る.

そ町他.調院内は.やかIl丘陵と平原とが広

が吾、人11住むには理錨鈎章土織となっている.



鬼州六ヶ国
猛追:名代・総議長後

説:名代・遊説議、糊・縦 JJ語
気持:名代-HE主袋
説:名代・制 品、次代邑百齢

1錨:名代・芸繊益

繰:名代-Ad続完
波呼の銀泥鰻1:オニ狩りを奨励し、 魁績の

相集民貨と敵対関係にある..君的な銀泥限

に対して、平畏から暴君を倒して成り上がり、

恨のための私をうたう棟良質には以前か

ら含むものがあった.それが今回のオヱ狩リ

で爆発したのである。

続に倒れた前名代、 ~j泌総量の跡を次いで
異式の名代となった長訟は15般の少年であ

リ、現在、政務のー切It宰相の務長士部が執

り仕切っており、長政には何一つの実織も与

えられていない。

六ヶ回
転是:名代・議活
11 (.'‘ ...‘ 
伯仙:名代・武煉..叫M ・.，
厳罵名代・兜..

st妥:名代・“お繕議

縦:名代・縦平等、糊・縦芋茎

誕遜 :名代・美語録築

飽鱗州で特筆すべき国1:3つ。

tつは『百人斬りj事件を起こした稲尾の因、

もうtつは瓜ニつの姉妹が治める4草津の圏、

残る1つが数年前に組固されたばかりの若〈

活力を宿した倫仙の固で晶る.

さらに、数年の涜〉良から帰還した富次こと

実E路線炎の治める島経の国もあげられよう。

さいりん

西臨州六ヶ国
議議:名代 ・量Ut泳三L
街道:名代 ・話語.J忌議

船無:名代 ・六分儀栄J!!

金鴻 :名代・ 科婦九hd佐
仁滴.畠代・東娘勝宗

か25:名代・縫“福録

画飽州には海峡という動舟、し厳ぃ圏第線が

存在するため、aどうしの厳はおきにくいもの

となっている.函臨州の6つの小大随で怠き

た愚後の国旗開戦争は、約二百年前に明登と

船無の問で起きた経誌の乱である.愚後の合

載となった遍ノ1mの海厳のi雌さのためだ.

4砲を待つ固としては、かつてはど等と呼

ばれていた仁瀬と伊守の2国があげられる。通

例では併されない国の分割が許可されたのだ

が、その理由はいまだに期されていない。

また、鉛無では百数+年前に起きた、狂気

に念えられたa闘いの凶行が原因で、現在で

もなお愈使いに対する弾庄が緩いている。

ぎ

嫌州五ヶ国
崩 :名代・滋

苔援 :名代・裕42乗1S(死亡}

家 :<内乱中〉

討議 :名代・説話決冶筋

金34妥:名代・量挙経鏡、$栂・お1量
級州はいわば火事11.である。内乱状態にあ

る軍事、急逝した神鮫宗怖に代わって10にも満

たない甥の楠掛克を立てた怠篠、並々なら

ぬ野望に取リつかれた治瀬と迎借契・・・・-まさ

に一触即発の状態にある。さもに、泊灘・逆婦

美は;Ii曹と敵対をあらわにしている.

なんぼう

爾望州八ヶ回
忌貰:名代・ 京証領選

盆36:名代・話豆紛議

主ra:名代 ・台首

伊よ<内乱中〉

越後:名代-h39歳半
谷務-名代 ・お沿34語
科3t-名代 ・剥Sfd元
常I!I:: <内乱中〉

今、激動の渦中にある地方が商温州で晶

る.+年以ょに渡って続いている伊上と常吹

の内乱が、ほかの6111の治安にも大きな膨留

を与えているのだ。そして、無法地都の機絹

を昼し始めている2国の領内には、数多〈の

野盗山銭、無注者の類が中央大陸各地より集

り、徒党を組むようになっていた.

そうして集ってきた無議者を積極的に登用

し始めたのが、 i.濁あわせ飲む気質と実力優

先主謙をともに待つ空呂の窃刃と鳴羽の砺滋

紫緩である。現在のftii直州ではこの三者によ

る"が吹き荒れている.
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宗内州六ヶ因
縁等:名代 ・IlIiI渓必議

会畠:名代 ・柔道
A・マ・r 令 .1'1;1:，、.
灘鈴:名代 ・剣谷凱

謙譲:神宮家 ・1苓
縦:..宗大f，z.atE鉛
策議:名代 ・ゑilitlia

宗内州には神宮家の神来、鼠鳳宗の耳障加と

いった、夫鰻全土に対して膨嘗カを持つ2大

超大国が存在する。そのため、ほかの4固が

かすみみがちになりやすいが、神楽、事加の

荷閣の近備のためか、他地方に比べると篤く

ほど股火の少ない地方である.

この20年間で起きた大きな戦は、4年前に

碍守と稲尾との聞に勃発したrfi~6の鬼の乱l
のみである。

むろん、小般り合ぃ程度の戦1:頻発しτい

るが、神来と事加の両国に対する侵犯は一度

たりとも行なわれたことが宰い.この2国t車、

不可侵領で晶ると断曾しでも過曾でUないの
日... 

上記された~ft.'のーJt守...、.の"圃は、
・わゆ晶ruのJ天竃・中央え・の根itγ晶

品。..の+犯で晶晶狩来.L量111:1:箆むζ

ピがγ量晶ζのセ燭四+ーか."".ら<11主
要な舞台~o:，:晶f!~うも

1..いれら抑制鳴るみ1:判の11い

きさか危険かも知れ世‘h 叉‘はなんb・.，"l

f.a.園内.，..州、崎自家主Tぃf:..'明日

今日の.~の足..明日のえ将軍1:0:，:

唱え晶、帯ん0:，:下鬼上の鴫"'0:，:のだ.

・かい圃塊が定自られT、.0:，:いのも、a.の

たびに曙れがま蛸寸晶易棟、そも暗色正a・4旨圃
塊など11存在1.0:，:-.~いうJI歯に主品。
加えT、輸根舗の盤・されTいない叉・1:

ぉ、ぺ、『鋪恨J~111t1:不.明なものγ晶唱、
ζこ1:曾かれtk働組ですら、真実かど争かは

.い.~官え畠. .Il<，..聞いたうわさ.1::、実

際1:骨骨T見f:f.町ピがま.，f:<"うb・9可・

IU大量、・f!~う.

プレイ1:.1."l、守且ターはこれι舟震~告

活かI."lゲーム1."l f，~与えば、

う1<~匝せ晶f!1，うが、

晶晶ま')1:、~ft.の地..の，.らfζEの

『平令官j天.1:0:，:唱"lI.1うζ1::l1jUI.<昔、

E官え晶.

〈内帥〉骨.1:飢ぃ肌地11l'"lf，
かまわ0:，:-'1.、~ft.のい晶"も婚いた・1:"，& 
0:，:')"乱申鳴き"lf，曲、1"'0:，:，・。‘峰、む1.1，，，
が句在事鐘11依Jl!lU."乱の.だからζ

噌cζ晶.の興士、帯こに生まれ晶.. .，守』車、S

品うから.

t晶、 r....から~1.，"lぃ晶・ではなし
舎で白紙から援実lf:土地~い'J~思
きのt:bl:、+央大白Jlt1干のS大大島1:111."l 

IU噌島《の白紙挟.11‘1."l"' . 
.，"l、..ヵーーな轟音色t!ltの「叉鼠Jt・.I."l
1まい・.
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ここから、「香利闘Jを例にとり、f悶Jとはいったいどういうも

のなのか、その中心地である「部J.地方のf村Jの彩らしはど

のようなものなのか、そしてI戦Jはどのように起こり、どの

ように終わるのかを凝明する.特に変わったところのないこ

の闘は、あなた独自の肉造りのアーキタイプになるだろう.

香利の困

名代・玄狗剣肌

杉遂

香利のデータ
酬嗣の圏一腕を樹齢いい.州

北舗に位置し‘東側.大の領土t.る.鬼輩出

原を様んで鬼州凪凪の固と情植しτa州、書"
の畠代の玄河.と、昆凪の名代.芭刀.1$*

.(宜河剣視の三女U凪凪司芭刀亨・の偏重

で晶晶)による.やかな同盟燭備に畠晶.

骨利を.G品名代、玄湾鋼司111'1・す畠・1$.

玄河司RII'事情す轟~嘗の泊、 誌の・で畠る.

この・1$'・'.淘JI!に望む.市で晶り、淘よ貿

.のa，粛のーっとなっTい晶.

."の固で"に広い唖目ゆを縛つ領主 とし

τ‘帽の~;gのほか細の乙跡、輔の
丹下旗、t:厩の泊酒蔵書どの1oall'，晶げられ晶.

固とは何か
天fiiにおける凶1;1..隣修する領地を持つ鰻

散の軍1:1:たちが縫ってできている.

また.問とは基本的に神宮家が1REZした孤

立:、名代が支配の百i点に立つ事I土の集合をm
すことばであり、神宮家がM!，めてt、ない者が立

つ領地は聞とは呼ばれず、名代が管理と支配

の金織を安倍した領主の土地は告36J占、その

ほかの者が自治独立を仰げる不法占有地は

議論ミ呼ばれている.

名t~が束ねる問I孟、 敬語Eから10敏家……領

土の鋭敏によっては20:生家也の領主家が帯夜

し、その一家一家が独自に鎖土を1"つ.むろ

ん、この多くは何らかの功労により名代から与

えられた土地で品るが、広務の支配備はそれぞ

れの領主家に帰臥してt渇.領主とは、いわば

領地内では:E捕を持つ者と呼んでも過曾では立

P，そして、それら領主家の股閥的に立つs代

t孟『主たる者のまJとしてお臨する.

*添湾岸

-船
の

鋤河
J
'
宜動匂

名代
名代とは前述したとおり.r神宮家が認めた

領主閉の代表者Jである.神宮家が認めてい

ない領地支配者は、その土地でどれほどの総

力や人貨を有していようと名代とは呼ばれなP，

これは、民衆、支配者層を|叫わず流布してい

る.hqfの時代に夫総全土I孟制1械の酬だ

ったとt吟剥『簡の名残であり、その全土支配の

総の経しで晶る『三伺の神港』を.神宮家が

所引しているとされているためで晶る.

騒をfj!す.

神宮家ー一つまりは帝の添誌を旬、 o，'tttて名
今・叫

代となった者には‘ 『詞j却、う名が与えられる.

これは単独で使用されることばではなく.

I14有言iJというμ合に['1名に{判属して使われ

る.ー械の役臓名却、ってか、t、.

生お、.r.代として神宮家に総められるのは.

215は縫い、ことでは立P.袋立った支配を符立

っていたとされる神代の時代ならともかく.110般
的な支配:11しか符たない{持とうとしていない

とも宵われている)現在の神宮家からの添総

は、役所に扇ilt岳山すよりも簡単にのられる.

各大陸にある大社へ使者を送ればよt切だ.そ
句..，~t'1r

の際.地方fの特荷物を{品物としてともに送るの

が恨t習になってi、るが、決際には供物の術無を

[rJわず、所定のミT続きにれは門外絡となって

t、る}を締ませれば名代的地i立が認められる.

承認を仰ること自体i卓、このように鰭しくは立
• • 

P，それを闘雌IこしてL、るのは、天桜の広大さ

であり、さらには、.iIl巾に待ち受ける対抗初:ll

の蜘j存平山賊などの無法ぜ?で晶る.結Uのとこ

ろ.MHにとって級大の敵とはλ11!なのだ.



-家臣編制
農民

農民

農民

農民

農民

然 ~ 玄河家 E 農民

軍役衆 =:H 農民

瀬保家奨網~ . 農民

国衆・一門・路代・
外機・軍役衆・小者

名代の Fに集う家眠、 F占領主と一日に言っ

ても、おのおのの家柄や名代家との関係によっ

て総づけが立されている.

例えI耳、名代家にuえる家阪はl五i揖t.ある

いは凶匝と呼ばれ.多くは城絡めの家~で晶

り、地方鎖主を含めてほかの家隠よりも椅よと

されている.彼らはその家柄をして r-以来の

忠臣Jと紛らしげに口にする者も少なくなt、。

そして、 ー1・!とは名代の血に速なる家柄であ

る. 名代にJI~らず、鞍間の世の支配者府の家

では、家の砲が残る可飽伎を泊めるために多く

の子をfl1る.そして成長し、名代の位を純水し

なかった宥は分家となり、あるいは他家との縁

蝿lみを行なう.こうして名代家の血目離を持つ家

が11¥る.その家は名代の地位を調書ホする織串l
を持ってt喝のだ.ただし、この継本織は過1昔、

その時点の名代の4:111等までの者にしかf.t~ 、.

E時代とI孟.1量殺と!日!織に代々 名代家にuえ.

なおかつ広大な領地と械を与えられた家柄をさ

す.自肩代の多くは名代の治める地に隣娘してい

るか.さもなければ金や銀、あるt、は〈繰〉鉱

脈とL、った賞金偏が多くa'lIJJされる土地を与え

られている.これは.IJIffのおける家院に悶の

~掃を守らせるためだ.

制土合i仲立どの邸自によって家使に1I1わった

古は外線と呼ばれる.彼らI主婦から追い土地.

隣1c!1とf毒する土地主どに封ぜられるのが通例で

ある.領地自体毛ほかの踏l.)lより也狭〈、石防
も低い.なぜなら.これf.t'oill¥・反を起こした場

合でも.その進加が/:JIこ遣するまでに鎖庄でき

る可飽性を尚め、信用できる家|立の土地が燐

1'1との合戦で戦胤となる可能性を低くするため

だ.また、特に気の瀞せない外線領主の領地

農民

..，‘... 
にI草、際費役として州内泊りが派遣される.

いずれの家臣の下にも:i[(役衆、ある¥~孟小者

と呼ばれる者が仕えてL、る.

市役衆とは戦時に足艇として徴兵される半農

民の沿下級武士だが、その多くは-1Jrとしてま

ともな訓練を受けたこと也なIttU;t'、腰にはく刀
にはさびが浮いていても気にしないような、武士

というより也 「名字、'Ij}刀を僻された段氏jと

nったほうが正備な者たちである.

もう一方の小者I草、中間とも呼I;t'れ.完全な

A氏であり、家院ではなく領民とt、うほうが.iE

しい.彼らは税の一郎{あるいは金制)を.嵐

で縦れてしまった縞の修復や策械などの労役に

よって納めてt、る.労役による納税は.その農

家がfJHllする問畑l反あたり30日.一般的な股

t"が年nの全車iを労役で納めるとすると.約10

か月をnやすことに立る.立お、兵役に拭いた

場合tふ 25日でI反あたりの収峨{主に米であ

る)を納めたことになる.

こうした者たちとPCがカ哨‘わりあいになる"H血
性は章わめて向いと思っていただいてかまわな

¥¥.特にサムライやヨロイ狩り、シノピとt、ったhl品
@附の焔負屈にとっては、名代や領主といった

金持ちの権力者はいい履い主である.うまく取り

人れば一国一繊の主となるのも拶では主t、.

また、 ilI役織や小者に対してもそうだ.彼ら

には力がない. 腰に刀告、干にくわ，~持ってい

ても、彼らの心には「強きものJへの恐れが晶

る.彼ら力な主者たちに成り代わってPCはJJを.
知)J.(を、そして勇気を綴るうこともあるだろう.

いや、也しかすると、そのほうが多いか也しれ在

い.たとえ、 f払のわずか1.1:.....・初、散の

食事や10文ほどの現金.それに小さ立自己満

足以吟唖l~揮しか何られ如、としても.だ.

玄河家 丹下型E

井州. 乙吉~.

& 

| 実羅の身分制について | 
天邑の祉会制度11&本的に慣習的なもの

で晶弘明文化されたものではな、、曲線、寄

れ11身余制度にも宮えるニ1:1'晶品。

天値の身会制度内ピラミッド骨頂点1:立つ

のは判定、あるいIH両氏U 1'M f稲
f晶品。ld'L、-.の民集には雫の存在に

患いが瓦，izニピ11官、'0 fII:ら1:1:.，1神宮家

や菅ピ11、帯れ11ピ1γに鼻..量的~存在宮

内Rf。
神宮家、.1:い勺色、身今制度帯の4のか

らもf別格jの階級告別Eすれば、身分制度

の最上位に虚するのは武士階級の者で晶品。

武士階級の下11、111:んピー律的な身分

であるが、強い-r..士の次に位置寸る階級

を晶げれば農民I:~品。 fII:らは圏内主収入で

晶るゐ1即納める。

以下、風人、商人1:"う順1:畿〈。軍人階

級である武士を~Itll、 1次.倉t:2<k..案
内従事者に一一つま・人原始的な倉啄でf国
lへの貧献度j内高、.順1:身余づけされT、・晶

E、、勺T、.、、.
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， 

城の軍営・奉行について
械には.大きく分けてZ純叙のものがある.1 

・・"つは山地に築かれる山城、もう1つは平地に築

かれる械だ.前官には城攻めが閣般であるとt、

う.fll点があるが、怖を持つことができないという

欠点がある.111織とは逆に、後者には械攻めに
.. ‘ 

弱いが、城下町から稿を敏い上げることが可能

と立っている.

天縦の城は.，)tJ也に築かれる後者が一般的

で晶るが、近年になってli~者の111械を担iJ:d!とす

る領主、名代也mえてをてtゆ.

ここでは、.IJ1.Jt!!の械について車iる.
E・.

h起の側聞には涼が締り巡らされており.城へ

の11¥入りには午前6時から午後8時までのrnlにか

かる11M織が使われる.11泊、には、荷物処I'I!の
・二tI'r:: .、
河チ下人Hlの水路を使うしか立L、.<，、，い
減の111営としては、城おめ兵士問の首I合や.，、.. 

aとt、った兵舎、それに械の本丸の続上限には

錫日縞として天守r~1が削正するのが通例であ
る.また、ヨロイを布する領主の械ならば、ヨ

• • 
ロイ験制問に納め倉.品るいは鞠肢と吋'1まれる

也物が建てられてt、る.

また、臓の明I而にI草、組10棚、白書1mほど

の大をきをしたj達方形の穴が無敵に附いてtゆ.

これは侵入して吉た敵兵を弓で迎えf$つための
." 4声l別である.

-一玄・・句--
日一. -. 、ごー-
Fτ，ー-
ーーャー
ー ユー-ー一
ん_--

• 

.ー
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一戸

なお、城に初めている武士11制限や兵士など... 
町、いわゆる試行ばかりではな¥¥.武士惰級と

・・4・"
はいって也、そのすべてがJJをmるうことを生業

とする者ではなtぜ3である.

臓において総大将の補佐として指仰をとる武
・ぃ“い

官に対して. I:;:I~において名代を助け采配を綴

るう受信tdi?と呼ばれる{武nにも榊悦

t、う役峨があり.#行却、うこと11は名代の下

位補佐官に対して使われる).

$行でも代表部~，主役峨としては、凶の財政

補佐t主である勘定都行.l'f激縁側の貨任者で

ある金山移行や銀山挙行、減下の治安を任さ

れている町移行などがある.なお、{疎〉鉱脈

に関しては金山、ある¥¥1立書l山事符に任されて

いるが.大>>1.燃な疎鉱脈がある国の場合は珠

ボ行とt、う役車置が綬けられている.

1<1政の袋舞台に立っているはずの事行たちで

は晶るが、戦が続く天華麗では武官たちよりも絡

下の役織と比られているのが実情である.

なお.特に兵法に通じた者以外の場行11、

合戦の時には命年延命として城にとどまること

を命じられる.万がーにでも、戦で政治に必嬰

な人"を失うわけにはいかなt哨‘らだ.が、そ

れが武官と文官とのJI日に日に見枇L、配線を生

んでいることは確かである.

勘定奉行
国の財政綱佐官であ

る。平時眠時世間わ

ず盤警な役聴である

こと~IIII遣いない。

町奉行
機下の治安を任され

τおり、 警察、司法

の両方を費鹿島る.



天Z置では月の満ち欠けを基準とする太陰

暦と24節が一般的立属と して周られている。

これは夫緩の4士会基盤が農集にあるためだ

(例外的に、神宮家のみは太帰属を安官官

給釜aiとして用いている}。

以下に各月の呼び方をあげておく。

ゅ :64ふ後正EhW5
. t~ 1' ，....，. .，....，. 

2月:如月、術見局、宮鍋月

3月:品;袋、込18t員百
，ー""・・:....，.".，，，.，， 

4月.卯月、花残月、夏初月

5月.hfA、誕百:4偽有
a・...， ...，.." .. ..'・，

e月.本線月、嵐待月、鳴神月

7月.受賞、 宅安育、 ぷゐ百
‘， .， . U f，. ')w....". 

8月.薫月、萩月、燕去月

9月.廷賀、 tf会芳、道厳B
10月.杯最芳、 Ai白首、話語百

円月.滋賀、 hi柔芳、語録首
t.f>' 11."." ・...，.

12月:I罰走、春得月、三事月

方位も一般的には鱒刻と同じく+ニ支が用

いられる. これは 12崎を~tとして30度ごとに
去、賞、卯…"と錐移してゆく.

このうち、 北東、爾東、筒菌、 ~t函t草、それ

ぞれ蹴能、端、織と呼ばれ、さらに

北東は鬼門.南西は裏鬼門と呼ばれる。

一般的な時刻の数え方は、午後川崎から午

前1時までを宇の刻として、以下2時間おきに

十二支の順で筆、賞、卯、度、巴・…・と続い

てゆく。また、都市舗では午前、午後のO時を

九ツとして、 1時間ごとに九ツ半、八ツ……と

数えτゆく方法が四般的である。

天織には統一された貨幣I~存在しない。

告閣で鋳造された貨婚を用い、商人の問で

は高純度の貨幣が取り引きに使用される.

中央大陸では、宗内州貴泉箇の袋~l恥a
・・...

州泊瀬田の1ft:辺金がそれにあたる.

天11には統一された貨幣U存在しない.

告固で鈎進 天Z置で一般に用いられる度量

衡ーー長害、 体積、貸さの単位I~人聞の体を

基準とした尺鍵法である.

..さの単位

ー笠=約3，9畑{三+六町}
由町田約109m(六+間}

ー丈E 約3，03m(+尺}

ー悶=約1.82m(六尺)

ー尺=約30，3<m(+寸}

ー寸=約3，03明

一両
三聞に栂当。
通常は企の犬判.

百敏十数

-h

仰

向
な
の

h

，a--
e
e
e
u
 

r
icの
銀

持

刻

.体積の単位

一石=約1801;(+斗}

一斗=約181:(+升}

一升=約1.81:(+音}

一宮=約180ミリtょ

園

⑩ 

-置さの単位

-Il-約3.751<0(干匁)

ー斤・約鉛O官{百六十匁)

一両=約37，5gc+匁}

一匁=約3，75g

-面積の単位
一町=釣99，2a(+反}

一度=釣992""(三百滞}

ー縛=約3，3附

文(分)
ー般に使われる銅銭賞。
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天震の都
天続において、ただ rmuといった場合、

それはその聞の主俄のことであり、寸志わち名

代の臨す第一の都市をさしてt喝.

『飽錨jの草iで也触れるが.r俄Jとt、うij!

字には元来、 r~ぃ、J <:1、う滋味がある.そ

こからもわかるだろうが.本来の愈Il.f<における

rmJとは、 mili3t画にのっとって建段、量産制

されたm市のことなのであり、名代などの同政

の頂点に立つ者が住まう締iliを怠献することば

ではなt切である.

だが.今さら営うまでもなく夫総は軍~Iilrニ満

ち.閣内の統治と戦へのJfl;態とt吟相反しや

すい二つの「政治政策Jをl司じ比率で行なわ

止ければならなt、現在、 1卦を守るーーつまりは凶

力の大部分I;l.lli備へrt'(>され、 1--1内験備は半.. 、
ruf.ろtこされているのが実情で晶る.

そんな中でふ各国の名代は.己のda歳を
• Z暗示するとt、うな昧を込めて、ほかの郎市はと

もかく、己のおひざもとである掃に対しては綿

密な針耐を立案L..1，);大な資金を1tやして鐙

備を行なうのが通例となってt、る.

名代が8iす都I主、問の邸1であり、また古うま

でもなく1買の巾心である. それを槻f量的かつ~

しく縫えるということは.1'1体を鍛えることに、

そのまま直結しているとされて‘憾のだ.

希代の労務訪である告討議策訟の残した

fE品寝泊によれば、 『名代の凶城1:1:自の脳

であり.その都は心厳に相当する.人体におい

て、このこつの1)ilZ;が健全であることは.心身

が健やかであるのに必授である.1司織にこの二

つが健全である個体もまた壮健在ものと止るだ

ろう(口MlI10Jとされてt喝.
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ちなみに方術師と1:1:.mjli鐙NゃI由形的な

改滋を行なうことによって舗々の効娘(~l<t)

をもたらす険協1師の一派とされている.いわば

土地を対織とした書わめて大がかりな除隙仰な

のだが、多くの土IlIfJ仰を取り込んだ末に除

紛泡の片鱗すら見えないほど泥臭い土利呪術

的なものへと変形し、またその行使には莫大な

ff!Jfを1fやさねば立らなかったことから、彼ら自

身もその腕をmるう機会が少立かった.そのた

め、続盛期とされる約二百年前ですら、それ

を学ぼうとする者がきわめて少なく、 .!lltf.に葉

っτは一部の里UiiI.技法が除陥iQにjlj峨収さ

れたほ州孟、完全に絶えてしまってt喝。

この『建城慨嬰Iによれば、よいmとは、
W 

~tに山が鍛え.)1[に大ì.rが減れ、 ftjに大量な
eい"

池{海}があり.商に大道(術滋}がはしっ

ている土地に遣られた郎市とされてt喝.これ

は呪術的立I師のほかに也、官官市槻f車を十全に

発持させ.miliそのものが発脱するに必裂な嬰

紫であることは、里fhllのよでも型車解できる. 
.. ‘' 悶i'lでは、これらの方向はそれぞれ玄武、

器官、弘首、百混と時ばれる方fiHTによって

守i溝されているとされてt渇.

fil!城概lJ!!Jにのっとって建設された怖で

は.その北部中央に名代の械がil!てられる.
~ ，. It 

この区削は f内義Jと時lまれている。そして、

耐にi!iiした似自に械の表門が備え付けられるの

が通例だ.この波門から、 mの外に向かつて

ぶ祐実泌と呼ばれる大通りが延び、部の外と
.1(“ 

外織との嶋抑には朱itl門とt、う械門がi股ぼされ

ている.

m司iij!鍛とは築械法で也ある.その法l{IJに

おいて耐とも、う方"，n'lfi2ll悦されるのは.w ..のA

千件HIiiすJという古いことわざにも串るように、

，tiに而するとt、うことがま継の主般でも晶るため

だ.

さらには、賛成の闘があるとされる方1"で晶

る北を背而にぼくことにより、 f死の組鍾jとt、

う~m伎を仰ているのだ.

なお./3の東北に位鉱するIJIには.お主総
・L.A ..し・..τ" .. 

とも呼ばれる先制'.fJ'遮郎天を;eる寺が名代

の干によって建立され.瓜!凪京へと寄進される

のが符わしとなってt渇.これは慨に郷気宇災

禍が入り込まなt、ようにする鬼門封じである.

当然のことながら、 世の中は.こういった俄

巡りtことって都合のよい土地ばかりではなt、
すべての条件を練ね備えた土地を探す名代も

少なくはないが、大多数は新L.I、土地を探すよ
"1':1:" 

りふ方~えとt 、う郷合あわせで済ませてtゆ.

次に、 mの内局一-mmと、そこに住まう者

たちにつ:、て掛るとしよう.

当然ながら.mlこ住む者の大多数は、町人

とも呼ばれる平氏だ.そのほとんどは武家展敷

や尚応の事公人であり、それに次いで多いの

が各陣の般人たちである.

彼らはその駿倒平身分断級、貧富によっτ
mの巾で住む地区が決められている.f舟えr!、
鍛冶験人ならば鍛冶町.織物般人的1掛'jf.
旅唱置の集る旅篭町、I間風街である倉町、領主

公館の色町であるmf~、その他の町人が{主む
長股町などである.こうt、った区耐をm市計耐

の殿階で絞It‘文宇どおり附倒的に豊臣備する

のである。

mに{土む者たちは、その町ごとに「人別級j

と呼ばれる帳簿で管製されるのが通例となって

t喝.miliHt画にI草、住民管周の干JnJを経減

させるとt、う怨Il.f<似池島るのだ.



mのI主人には、こうした制練淑白な者たちば

かりではなt、.mが繁栄し‘ A見脱が大きくなっ

てゆくと、当然のように近隣の材者どから人々

が流れ込んでくることになる.

その多くは純特に喰を求めてやって世た善良

な民だが、中には無1(1の波I!!人や怖w却、っ

たヤクザ者が合まれていることる珍しくはない.

彼らは'"1らかの理由によって一般社会から弾き

mされた者たちであり、[.i)じヤクザr.でもj也自国

りと呼ばれる、定住し、/$，Iifこ適応・した形で

独自の社会を集いてt 喝波II!人一家とは~1)，.}

関係を生じやすく、刃111沙汰を起こすことも~
t、.
~Iこ流入するおで/1\線f 古の.joCこは、そこ

でも般を失ってしまう省も多い.いや.臓を失

うr.のほうが多いとt、うほうがより正憾だろう.

そうした占の~くはわずかな務えを干に紛郷す

るが.それだけの篠宮を手にできずに騎をなくし

た白たちは、町に住むこともできず.河原に11:• 
み.n<ことと立る.彼らは河子と呼ばれ.夕立

•. ・
ら6:11(もぐりの街14'\)、列なら)ßI 、11~や物

乞い、死体運びゃ汚物運びなどのr1Jれ仕事で

生討を立てており、 m市の治安を預かる下級

武上たちからはmに厄介者級t、されている.

町人データ・.・・右-1書簡氏木患の話頭、銀次.

5 茶屋婦の看板娘.湯.
aに住む典型的な町人。

現在、銀次は冴との仲を、釜慶

の主人tこIaめてもらおうとしている

能力・ :2 活力 :4
成功・:I (双方とも)

古都の人々
観に住む曹の多くU‘町人と呼ばれる

平民である.右のイラストの男女U、t

・の輿製的(l身なりをしτいる.農村やm
a辺町小都市に住む者よりも薄手で、柄の

める費量物を篇周しτいるのがわかるだろ

う.これ叫、舗とそのほかの土婚とで衣

簿の持つ量除あいに若干の遣いが生じて

いるためで晶る.

また、下のイラストからは.穏に住む髄

人や商人などの蹟衣の遣いが見て限れ

る.左から回廊.責貸し(高利貸し)、
留い師匠(町人に 宇の旋み書害者どを

教える敏師}、 ~命、刀鍍冶‘ 鯵
である.
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民衆が生活する上でな

〈て1:ならないのが、下町

である.その活気は、野卑

で汗臭いものだが、人情に

あふれたものでも晶る.

都の生活

ー. 

1:111こ住むtくの者は、武家以般や尚底の~

公人で晶る.彼ら、晶るいは彼女らは数年ごと

に契約をll!J時しつつ主人のもとで鋤く.契約

則Iruは通常で3年.長ければ10年に也在る.こ

のIIU.服用者で晶る主人はが公人の身元の}

切を引き受ける立場と止り、疑似的な1草子関

係となる.こうした関係を美化して.本来は官1
'"と武家との関係にJlH、られていた f御恩と事

公JということばがI:l!われるように立ってきてい

る.

また、隣人であれば、幼少のころから師ぽ.と

なる臓人に弟子入りする.~品合によってはその

家に泊まり込み、師匠の身の陶りのI!lMをしな

がら、五年から I-If.にも及ぶ修業生活を巡る.

ただし.験人修業は、師匠に耳】子人りしたか

らといって、子とり足とりと校術の手ほどきをし

て也らえるとt、うが?でiiなP，
いずれにせよ.彼らの日常は.その文字の

とおりに変化の少なt、毎日の繰り返しである.

では、彼らに~(I)点をあてて、郎の1:活という

ものを蹴ることとしよう.

端公人や!ll子l孟多くの地合、長屈町の
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平1告に絡を111える鶴市でU.織の理署

門からお鑓白にか吋て1Ef?.が延びても、
る.*絡にU‘その町の犬J8や家屋など

が併を並べており、犬きなにぎわいを見

ぜる.

長厳に位。み、 1証制.助めてt、る脳や師匠の色

とへ通う.
‘・.. 

これは.特別に暇をもらうか、あるいは数少立

い休日立どの特別立日以外は、9i:線するまで

S査し彼らの通働時JI日I草、その隣組にもよるが、

だいたいが六ツ半{午前七将ころ}から朝五

ツ(午前八時ころ)のIr~で晶る.

彼らに与えられる休日とは、 J島本的に盆と正

FIのみであり、遡休申I)lStではなt、.也ちろん、

勧めているのが大信ともなれば、交代制で休暇

を取ることも百Hi虚となっている.

休日の彼らは、ふだんの日々で行なえなかっ

た事柄を処J1I!する.例えrt:狐身の男性の婦合、

準鎖に品げられるのは洗い物だろう.

当然、休日を過ごすのに、そうt、った細々 し

たことばかりを行なっているt討すではな4凡多少

旅篭町
街道口からG市tこ入ってすぐの位置に、宿

鹿カ'lf聖鐙べる髭自匝ioTがある。この界隈では

綜‘の丁維や車公古書どによる客引曹の声と

曹の取りあいによるいさかい‘それにヤ?ザ者
によるHんかなどが絶えない.

また、館‘町には書&111への入出量監視する

『番所』という役所が""る.



ーー

一司場争

止りと也慨に余裕があれば.部にItむ彼らには

享受できる般楽が身近にあるのだ.

人が~<集る古車ともなれば、辻にIIIれば、よ

ほどのことがなt哨、ぎり、臓の32人のー人や二

人は、そこで去を彼自書している.また.1i¥般の

芝居小肢では師会滅と呼ばれる長12の興行が

l'it.!われているのだ.それに、季節の節目にあ

たる時期ともなれば.婦や周辺地域にある欄侠
~lI t~(t 

部Blから./:1:の土{点主届と呼ばれる会織に:lJt

がi駐車直し.ー大興行がとり行なわれる.その活

気は.都町周辺からも力士の瀦戦をー目鋭ょ

うとする民衆を呼び寄せているほどだ.

特に輔11買1:'.日ごろの憂さを忘れ.ストレス

を発散させるに足るだけの熱気を体感できると

あって、婦の民衆にとって般大の~~となって

t喝.また、相模部局の持つ地域との衝1I性
により、地元相t鼻音高股出身の力士には制定7

7ンがつき、 その勝敗に-g-避し立がら涼し

んでいるのだ.

そして、あらゆる民に共通する娯楽のーつに、
ぱ〈‘ "C. .， ・ゐ，
時打が挙げられる.安子.凶犬.11腕章ど散

え上げればキリがなP.当然、前述した相l'
の勝敗も賄けの対~となってt 喝.

/ 

寺
oi鋭治渇が爾かる鳳風宗

idta-4. 
天穏o大o古の宗敏である

鳳凪宗U、たいていの町や村に

寺院を置いている.また線下町

には大寺院が置かれており、現

世4極力と寺段織力との構速しの

役割を果している.

このような大寺院U、hF6毒
や 宮尋などとも呼ばれる.

橋
鶴市内ド甚法れるEf陶liOにかか

るがii長月語。摘は木紛と縄だ吋

で作られる止め..や大僚のた

iびに決唱慢してしまう.それを防ぐ

ため、婦げたに人柱を鱒りつけ

ることもあるが、それlidらくまで
民間呪術的なものであり、実際

に効擦が晶るのか否かU定かで

昼は損ひ君主どの大道芸人が、夜

は特定の11.に属きないもぐリの街

曲目が立つ.襲門へ鍵〈大通りはほか

の場所よりも取り締まりが厳しいた

め、後らはこうした辻で商売を行なう.

また、辻にlii草舗神と呼ばれる努

般を織した右憶が旭てられている.

4・傾奇舞、
‘〈ずみ?. 

黙葛の美事(左)と

十両カ士、
.・'1.11，<・ ・t 0 '" t 

武祭器~毘の旭斧持
都の代理堅苦な大農鍋lIiIi . 

傾奇鴛とIfI' である.特tこ、

相債取りは傾軍事鍵とは遣い.

舗に棺損部鹿と呼ばれる訓練

所に定住するため、大衆にと

ってほ身近な英緩でもおる.

なお、後ら力士の興行は審夏

獄事の四喝所が行なわれる.
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商人
天織での摘通には、大量〈分けて2系統のも

のがある.1つはmむのu由に定{主しない.俗

に『無縁』と呼ばれる者たちによるもの.もうl

つが濠尚ゃ1r.1長!など併はの町に住む者による

物品流通である.ここでは後者、 II!俗との結び

つきがより強い尚人たちについて却る.

彼ら定住の商人は、 一般に1均磁を介して品物

を仕入れるか.近隣で製渇された品物をじかに

u入れて版必する.これは.織送業カもそれJi¥体

での発展が遅れれ、る天総では、尚人の乎の痛

く範副からしiか物を巡i草することができ立いため

だ.そのため、ー般の尚人はl均嵐との関係が紛

れることを編岐に4雄元IrJ鼠の機嫌をlfIねれば.

売るのに4・哩!な11.1，~~骨が銅lしてもらえなくなるのみ

ならず、 101じIrJhilから卸している向来者たちか

らつまはじ曹にされてしまうのだ.そうなれば有益

な情報は集らなくなり、 I~終的には応は絡岱不

品iの*τtこ滑れてしまう.

このようなJ}l~が起きるのには、 一つの里tlljlが

ある.それは. 1i11じrrrJ!i!から仕入れる1，11~ l1た

航路
商船、輪、問わず‘天認の船舶ほすべて竜

骨のない秘主主紛である.このため、海上海愉は

;湯島E事飯豊防fために、可能なかぎり寄港する

ように舵路が発展して曹た.

天‘τ11、血白が棒舗でないかn、衣.. 

や持ち物T太体的虫身地を剣リ虫すこピがぞ

きる。なぜ~ら、ー般底民の所有晶11、奇的土

地τ製造された4告がえ侮今を占めT、・るため

官。崎温1:高績な貸用暗旬、。、る他地方倉時晶

11、』量民の.f.に11属品、町、・「高.&Jなのであ

品。たEえ他地方患の品を持."いた't:l，色、

奇れは旅鳳人の...による比敏鈎安値昔、つ少量k

生産の4・7晶晶鳩舎が11l:んどだ。

特に~鳳11、帯内婦の虫身地を見極める要

ot l: l，lit勺l:#，有効-r晶品。 -it庶民的~
:j証布-rn，ぃ品。 Lかし -t量

に底布E、、."t、地方地方によ9わずかなが

ら餓，):方に差異が生r品。震かい地方f特ら

れた...布11.リ自がえーし過民位に寸fれT
、・晶が、還に来、・処方ならl.n骨9目が掴曲、し

を重<<'lI:.');方どな."、‘るのが普通

f晶品。1色、使われT、・4蜂斜1:t>lH量11虫

やす、・。布告簸め晶のに4tわれる般桝11、

ζ。， ， • 
ちのIIUには n~韓j と時ばれるー仙の尚人組合が
形成されてt、るためだ.この臓の得税により、衡

人どうしが顧客を溜るトラブル(容の取り合t、な

ど)を.未然に防いでいるのである.

実質的にe般商人を支配してt 渇側主、 IrJ~量

立のである.では.天縦における!則段とは、ど

のような存在止のだろうか.それをひと舎で汚い

必せIi'r商人相手にII'iう運送力を持った尚人J
とt、うことになる.

1:1)肢はMlゃ大J$I.悦な荷。内111Jj(などの繍送干

段を'"ち、天縦各地から品物を1&り帯せ、それ

を小fJ~り尚人に卸すことを生業としてt 渇. 船や

f411KIlt隊は、人民と総持n，.，切・さむため、末期自

の尚人には手が届かぬ也のとなっても喝.

また、かつては問屈として術人たちに品を卸

していたものの、自ら}鍛符納手に向うようにな

ったr.がt渇.彼らこそが議絢と呼ばれる尚人

の始まりである。豪商は1削盛時代に築いた符j自

のツテと地元での判官成、それに}般商人には右

い愉送能力を，~ってt 、るため.各地の術やM曹l

が集りやすい.側主たちが豪商と|摺係を漂めよ

うとするのは、それがI~当ずか出咽念友

香料愚大の呉服

商、お白昼NSZ省.

肉体能力値 :3
知 :7 心:5
共 :5
〈軍備〉よ.

〈作活〉申鰻

船
滋 論'でおる急話忌所有

の御用船、 iiTt又.
銭高人は鯨噌や酒など

の米級制品を緩うため.続

海中には大量の米が視み

込まれる.

........•.•....•..........•...... 

能力・:6活力:12

芙羅の一般物品について 1 
基本的にその地方γ掠れる~の.汁から作ら

れる。布の単価が安〈なればなるほピ、地方で

ー般的な植物品、ら採れる焼事唱が周、・られ晶ょ

うはなるため、帯内虫身地告側9血Lやす〈な

品。

この占うに、一般的世物品l止、奇的地方独特

の特色を持_，t:暢が'しそれを見れI!忠身地

方を知晶こEもDl(はな、・。号l，伺t・1、こう
1I:生活.111&11晶1'1庖で11~ιれ官、・。帯れ

をd6.l:寸る岩が畠ら作品のが普通7、帯内傾

向11.市侮を勉れれば隠れ晶ほどE国益ピな品。

多〈の農村-r11、留畑町4略作がTきない.f.1:

11. 弔う、 同た輸を"・j、.iIr:.の.市I:~')I:
行〈的措<-it鈎なの-rM 。

1た、 -i止の康氏、特に廃材世どでは金銭

による原リm凶行なわれず、物々交aーによる

厳・}引きが通常l:~."、・品。

一般物品の偏絡(梅市鶴)

割由。宜-3.-



天箆における一般的な情報伝遣は、すべて

人の手に頼って成り立っている。

同月銚を用いる通13手段は存在するものの、

それは存在自体が晶まりにも非一般的であり、

さらには所有者自身も、1¥11銚を希少価値の高

い宝物であり、ヨロイや金剛織の頭脳ーー「魂

の器Jとしての価値を鴎めるのみで、 fl¥ll銭
での情報伝遣が可能であるjことを知らない

ことすら珍しくは宰い。

また、郵便制度が鍵えられていないことも、

情報を人伝えに頼らざるをえない理由の一つ

である。いつ果てるともしれ出願書乱の渦中に

ある天認では、各地を迅速、安全に移動する

ことを保値する組織はなしまたそれを行なえ

る者はほとんどいないため、一人の名代が治

める園内であろうと郵便制度を豊富えることが

できずにいる。そして、策総や量産に力を傾吋

ている名代の多くは‘それを行なうことにまで

考えが及んでいないのだ。

そのため、夫緩という広大な世界に遍在す

る情報の管理や伝遣のすべては、人の手に委

ねるしか宰いのである。

あらゆる情絡は、旅芸人や船乗り、通行f置
や旅..人といった土地土地を移動して生活す

る者たちの流れに景って伝えられてゆく。彼

らは酒の肴や船旅の退鼠を紛らわせるために、

そういった世間隠をしあう.そうすることで、彼

らはこれから魁くであろう土地の情勢を知り、

餓の安全を少しでも担保しようとするのであ

る。いわば、彼ら流浪のB証人たちが生書てゆ

くために作り上げてきた無限の広がリを有し

た締緩語なのだ。

このような口コミによる情組織送には、ニ

つの問E置がついてまわる。それは情報のTJJ
と精度だ。無作為的でゴールの存在しない伝

言ゲームと奮い換えても過震ではないこの情

磁調理は、情報の伝遺速度が溜〈、伝遣が繰り

返されれば繰り返される不定砲になってゆく

という賃犬な欠点を内包している。

骨唱えば「宮篠の固の名代が血縁者どうしの

織力争いの果てに殺されたJといううわさがあ

る。しかし、それと同時lこ『流れ者の浪人に殺

されたJf召し上げた娼婦が待っていたお話

が会条って狂い死lこしたJ f2年前に死んだ

正室の幽霊に集り給されたJ f夕げに出た

婦げ物にあたって死んだjといったうわさが、

最初のうわさと閉じ価値を符って世間に流れ

ているのだ.

こうした氾澄した情級鮮の中から正確な情

絡を見つけ出すのは、たいへんな労力を要す

る。しょせんはうわさ隠の集合でしかない情報

網なのだ。うわさはどのようにでb変質しうる

ものであり、場合によってはうわさの元と立っ

た真実とは正反対の隠と在ることも珍しくはな

いのである。

しかし、それでもほかの情報伝遣手段が乏

しい天緩では、これに輔らざるをえないのだ。

そのため、名代は鎌省労と呼ばれる情報分析

官を淘え、品i'#にあふれる膨大なうわさ活か

ら、一粒の真実を繰り当てようとしている。

ある練題方は、こう残している.

「どれほど驚唐無摘なうわさであろうと、そ

こに，:.~の一片が潜んでいるJ

一般に天置で用いられでも

fiOll毒と呼ばれる種である.彼尻馬U天量全

土で鍵罰する温厚な視であり、軍属にU過し

てい，.い{軍馬としてA高とされているの悼、

写晴遣の量jtである).

通常の荷純であれば、成人男性の3-5倫の
貧量聖人間が運ぶよりも早〈、そして畏麗雌の

遭織が可能でめる.なお、荷馬による物品11
鎗を酪売とする者霊鳥争という.

健カ・:4 活力:8~・ : 1 
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農民の暮らし
都やf;jl品~rの周囲に点在する村々の多くで

は.稲作が行なわれている.これr;t.天械の経

済の基本が水間1M"により収穫される米による

もので晶り.凶民の8削がQ~に従事する第1次

1:.iP.~者であることを示してt喝.

米の1)11立は‘ I人の人1mが1年1mに食する平

均怨を基畑に 『話』と呼ばれ、凶全体から武

家の滋訴の大小を日十る基触と立っている.当然
ζ(I!. 

ながら、鹿島量的には石衡は土地と符恨の鼠に比

例しτ申しまた、領民がmえれば飯用できる

兵の教もmえるため.武力の目安にもなる.名

』直の領主が、農民l孟武士wi級の一つ下、臓主

や尚人よりも路上であると {表向きでしか立t、が)

定めていることから也、股~従事者の1f(要性を

極rnm.ることがで主ふ

しかし、闘を支えるrHf.であるはずの農民の

待遇は決してお、とは1'tt、雑t弘 前述の身分申i
にしたところで、それは本当に口先だけの志のす

Eず、現実にはオニなどを別とすれば.続下II!I

に位置している(なお、 一部の例外を除いて、

、る).

、る大章者理由のーっ

人作
族

の
家

い村
の

ー岐
造

U

迷
古
口

生かさず級さずと生殺しの生活を強い

られてきた銀民階級の中から、近年になって武

力をともなって宵凶，1こ訴えを起こす古が現れるよ

うになった.LI告である.ー艇とはー械の暴動

であり、 }般に五~三十名ほど、大総額な也の

では近傍の村の農民が地方領主のl!I¥する戚下

町、ある川孟名代のおひざもとである締まで要求

を口にしつつ練り歩く.この際、通過した町や

村で暴1rを働〈ことも珍しく者い.そして、通常

農民
右から順に、舗の獲の弘芳等、

吉造の父である九宇;息子の録音.

彼らのIJ!作していた畑町信とんど

悼、例年に書く大量に発生したイナ

ゴにより食い荒らされてしまった.そ
の日纂らしを強いられている彼らに

は、年を経す蓄えはおろか、司自日貴

べる物すら，.い状態に1>る。

吉造、 ・ mヵ・:3 活力:6
九平、鹿盲 鍵カ・:2 活力:4



三方を緩やかな丘陵に図まれた、
香利と香阜の図績にぼど近い噂研
に位置する遺厳村の金量.
イラスト右手から下手中央に向か

つて流れる小111から、 鍵粂もの周水
路If引かれているのがわかる。こう
して農機用水を引書込み.碍悔して

おくことで農"の手聞を減らしてい
る.
また.イラスト中の:ltか所にある

井戸のようtJものU、中燭tJどの俳
浩物を溜めτおしいわゆる肥溜め
でみる.この中で数週間寝かぜた排
滞納u気筒し、良質の肥料とtJる.

.役111: f軍人からの年貫般入と

(農民}

作
人

作
人

車検の労働を領主に納める.
畠 主:f軍人からの年貫眼入を領主に納める.

11ー俣の成功失敗にカ哨、わらず、 一段に参加し

た首11t匝/[111こ提Eせられ、 一授を出した村には他

村へのみせしめとして、その年に納める綴主へ

の年賀米が般大2倍にまで刷踊Iさせられる.

こうした厳しい態別による管浬術によって締め

つけられてtゆ良民の数少本い耳障しみは.まれ

に紛れる旅芸人の芸平年にーJJ!の祭円である.

特に然りl卓、来るか来郎、かもオ捕、ら郎、旅芸人

とは速い、年に-I!!- 毎年のaという1国間lが
決まってt渇.村人たちは二か月ほど前から憎

備を始め、祭りの自がくるのを心待ちにする.そ

して、祭りの当日ともなれば、神主や御師によ

る五預fl鋭、安全祈願の祈鈎もそこそこに、村

長の家に集り、この日のた制:111)なしておいた濁

酒を~Jみ交わし、ふだんは1:1にで童ない米の飯

を貴べる.明け方近くまで人々は日ごろの憂さ

を忘れ.無礼織の乱開副長t騒ぎを繰り広げるのだ.

また.民村の正月には f主縮会の革恥』と

いう行噌fが晶る.これ11#1こ1則自重を与える争l'を迎

える行事で.この問J.村人は小豆備のみを食

(.，.家から-!);i也出ずに三が日を過ごす.これ

は才エから伝わった行事が年代を絞るにした品、

てilill1lltしたものであり、大凶作の''Il!再三者どは、

人身供織すら行なわれるほどに立ってt、る.

E区役衆 (足軽)

な砲し どごう

名主、土豪について
地方「の村々 には名主や土豪と呼ばれる者たち

がt渇.彼らはもみや農地を作人たちに貸し出

すことで'.f1)を得ている良地管理者で晶弘・・b‘.，
名主叫主慮、 Hf煎とも台い、相こ住む中級以

上の武士の領地の土地の管理を任されている.

また、何らカ>/T)理由により仕えていた武家が断絶

したi品合などには.そのまま土地の所有備を線

り、勝手に作人たちに土地を貸しつけ、年貨を

取り立てて私胞を肥していることもあるとt吟.

一方.土豪とは半民半士の下級武士であり.

ふだんは名主悶織.作人たちに貸し付けた農地

の智鹿や'Jlo:ltの取り立てなどで生計を立ててい

る. また.ごく級近では治外法織を主秘する~f

l閣を勝手に作り、浪人や野盗を廠い入れて武力

を鴇える者も出現し始めてt喝.

こうした段倒主たちは、作人たちから年賀と

して、収機の1i-七削を徴収する。そして、集

めた年貨の五訓告土地の領主に納め.残りのこ

曹l也貸しもみとして務えておかねば本らない.

ぐんえ曹レ・う

軍役衆について
平時Iま士績として農地持層や絹作を行ない、

戦時には兵士(足嵯)として軒1l島されるのが原

被織と呼ばれる者たちである.

官官述のとおり、土議とは半1農半士の符在では

あるが、その$くは戦闘の訓練を受けたことのな

t、ーそれどころか、 二十併ばまで]Jを綴るっ

たことのない者たちで晶る.彼ら11武士よりも農

民としての側而が強いのだ.

鎖主の命令により兵役に肢かねば立ちなt、の

は}I(役嫌だけではお、.村ごとに徴収される兵

の政は決まっており.それに満たない場合は.そ

の村に探せられる次回の年武官置が倍J曽させられ

てしまう.それを防ぐために.徴兵敏に遣しない

分は、年n納入額の少なヵ、った作人やその家厳

で強引に補自白するのが通例となってt、る.

また、!ll役集制まか、小省宇中IIUとLて徴用

される敏は決まっており、それに満たなL古書量h

年賀韻が噌加される.そのため.較ともなtut.
書くの村からは労働力がい立〈立ってしまう.

|作っているもの|
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天織の'l1!lを往〈者一ー行商人や行脚1抑止どは
符、特別なきl'悦でも立t、かぎりはlJ'i遣を刷JJIIし
て旅をする.

街道と11、幾Ilt代もの時をかけて税制されて

きた交通要路で串り.またそのまま過日網の後

でも串る。ズZ量とt、う大地を人体にたとえるなら

ば、街道はそのまま神経で晶ると合えよう。

人野i:l<l't.のl1!lが数多く符がする天織におい
て、中脱際以上の都市が干干犯するのは、例外

なく街道の近隣である。

それは街道が人と物と情報を'I!ぶからであり、

集務はそれを利'"して大きく成長してゆくからで

晶る.逆fこt、えI耳、街泊に沿って位践しない1島
訴は.栄えることができなt立t、うことでもある.

また、街Ji1を離れると、とたんに治安が感化

するのも、街道近隣に郎、mrlilの先述を問者す

るbji闘でもある.
o(~ 't 

下にあげられているのは、 I六道jの一つ、

f筒接話1につながる永白河這の織予である.

~ ・ 0

.、ー 司.'. 
‘~~ 

.J~駐ピ ・...... . 

ていないため、
、
• 

1白湖町とa宇lfれる小さな

、る.これらの町は街道を往く旅

したもので， Wや小さ止命段、

てられτいる.こうした術湖町は通

とt、う形式の名前がつけられて

1(i地町は、大きな街道で大人の足で11'1の距

雄、小さなtJi滋ならば2-31:1のffi緩ごとにイ'ftf.

している.

先に触れた不良児滋ならば、地形などの影轡

はあるが、だいたt、213おきに111場開fに到智でき

るようになってt、る.

こうt 、った峨~が生まれるのは.大街道は交

通litが多〈、物品の流通が活発だからだ.こう

した稀書た街Ji1は、為政者に闘を支えるのに必

12主力を鎚供してくれる.jJを卜二分に発生さ

せるには‘街滋の盤備をJI!めなければならない.

lfi湖町や中継指lIiを築いて、肢の安全性を少

しでも花めなければ立らないのである.

しかし.そうはt 、っても.戦続きのi~!I.!を持つ

のが天紛のlioI々である.本絡的立街道戦備に者

予したくτもできないでいるのが実情だ.そのた

め、 111のよう主人の自のl~liきにくい刷所には， IIJ 

賊立どの凶悪な無法者が出没するように立って

しまっτいる.

実躍の街道
天縦111央大路iこは，7日E証明加支配古と噂さ

れる神宮家の本拠地である紳米の都を中心に.

俗lこf六道jと呼ばれる6大街道が1HEする.

これは中央大陸各地の名代が神宮家への使

者を送るうちに笠えられた街滋で晶り‘Hl~だけ
でなく、 ItiE置や副臨六五五へも海路を綴IJ]して鯵

縦し'n喝.

締帽のl五lから'11111の闘を経由して神米の悶へ

と張る I234r長沼J.
舷傑のIc!Iから禍JfO)I葺を巡って神米の国へと

入る f道交誼J.
総側、!Q)I"から脅利の附をJ11、て神米の凶へ語

るrmJ澱道J.
商臨:;'，I~の~I鳴から必然、。，守を経由して

ζ 4・.，令
神米のmへと通じる、 Fをと海路の『冠深迦J.
叶兵のl型lから耐貨を縦断.海路でEiqrtiを

経由、家内を縦断して神来の問ヘヨEる
"・'"rrWi草!J.
前述したように.これらの街道はー般の旅人

の旅行路として以外にも、各地の名11:が神楽山
への総省をi草るときにもf.l!JlIされいるためか、そ

の住米では何かと騒動が組こりやすい.

また、この六Ji11こ11，大小とりìJ~ぜて無数の

街道沿可書鈍しており、それぞれの地方における

交通網を形成しーでt喝.

旅装束
木綿の衣類が
用いられる

怯ぃ場

、



にS-I()文の質問と簡単主申込み文轡を舵tlI

すれば、 i轟にでもIUI日発仔される.

2つ自は鳳119誌や1911:!i5;iの寺院で発11され..， 
る『仏寺手形J.この手形の;J1Jsとして.通常i孟

闘交状態によらず使仰が可能なところにある.

が、発行にかかる~JTI. 日数と也に宗派やLTに

よりまちまちであるという欠点がある.さらに

は、その宗派に帰依していないと発行を綬絶

される場合がほとんどである.

そして、 III後のーつが神宮家が発行する『天

礼手形jである.国交その他にまったく影響さ

れずに使える手形だが.制q古家に砿般的なか

かわりをI~たないー般人に宛1fされることは

ほとんどなt、この手形は神宮家の命を受け

たものか、御仰にしか所持が併されないのだ.

関係主く.必ずといっていいほど.そういっ

た者が現れ、街道を往〈宥や近隣の民.その

土地の領主ゃ名代を悩ませる樋となっている@

IIIJ成潟憾の;t~伐は平時における. ;j!'， ttゃ

矧J'.の也っとも大意なfj刈Eである.また.野心

を勉〈者が、こういった無法省の所~のまtl1:を

他|司になすりつけ.それを口実に鞍を起ニす

こと也晶る.

天搬を旅するには、そういった危険を臼わ

立ければならなt、また.そういったfi!.険を承
知で、そして、それをおすだけの理Itlがあるか

らこそ、B択をするのだ.

関所と手形
l瑚所とは、回Jtに般けられた防筋線附である.

国境といっても、今の天絡は吋・日と今日と

で領地の成界線が変わってしまう戦乱の1控で

あるため、刷所の場所が正晴な闘Jflとt、うわ

けでは立t、

その鉦憾に.1i!I織する1'"の成と在るI世帯?に

li.どれほど叙館主凶どうしでも.111やJ1I立ど
何らかの形で完全中立の組長不干渉11M昔がu
rf.する.

これは前述のとおり、激しい闘境の変化を

般収するためでもあるが、それ以上Iニ!問所が

受け持つもう一つの鱗のためである.

|瑚所のもう一つの役目とは.戦時の!lf.，¥llであ

る.攻め入ってくる軍事?を迎恕するのだ.そのた

めに.晶る担度以上の闘力を訂した闘では、:i!.

ず関所にヨロイを配している.この防役の任に
'ぃ・...

就くヨロイ乗りlif初刀jと呼ばれ、俗抑Jに散と

剣lを交える者として栄舛ある役務とされてtゆ.

ふだんの随所が受け持つ役目は、 ~うまで

も立〈人平物品の入出管珂で晶る.これには

通常、手形と時ばれる身分程明仰を用いる.

平j形には3随郊の物が符夜する.

1つは各国の役所で発行される物.これは

『通則手形jと時ばれ.各国の闘交状態によっ

てIJ!HIできなくなってしまうこともあるが、役所

10年ほどif.君事lのl葺でl則波滋に~がる
' 之のぺ

InlrJt道、その行泉闘とのl霊境にはしる1"i1ll山
・-to.，

脈の一線、結瓜山山中を桜臓とした山賊剖が

あった.百数十名のl位重量兵や無法省が寄り集
... ~ ~・"

まったものであり、彼らはf巴般党iと名のり、

山巾を通りかかる旅行者や近隣の民に録1置を

働者.時には郎市を襲うこともあった.

彼らの:I'~に泉を煮やした、時の領主 、
川 """_..."111Jl給油脅守挙法は総力を品げてこれをla巡し

た. もっとも、それで也すべてのf巴~n党j が捕

縛‘あるいは級将されたわけではt.&1、特に.

4・…‘i汀領絡と目されていたサムライ、崎辰弥と

「包括Jの録荷量兄というヨロイ乗りの行方Iふ

ト年を経た今も不明である.

旅の安全性
天紛での旅は.安全で晶るとは曾い磁t、-

t、くら街道が鍛偏されているとは曾え、今の

天rJI，は鞍乱に湖ちているからだ.載はj位者を

生み出し、それは無法省と化す.

街道筋の山中には.ff盗や111賊と化したl位
般財吻物が通り州・るのを的側;批とi村
備えていることが多t、.

船旅にしても、山中と向織に海賊が出没する.

過去敏年の1111に戦があった聞には、勝敗に

上と右は、番手IJの国

両信から主鴻へと通じ

る明月の凋.
閑じ名代に烹1;られ

ている国の内I!sでも、

興寄る領主ff治める地

に行くためにt革、関所

を通らなければならな
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上方凶
番所で手形の帽

Uが清んだ旅行者

U、そのまま通リ

蟻ける.

通行手形
過周手形.仏寺手形Uとも

に畏方形の木片でで曹てい
る.これには、所有者の名

前や磁調眠、出身地が患でー

かれτいる.そして、 通用手

形，.らぽ発行した土地の領

主的名{めるい111量級)tI. 
仏寺手形ならば発符した寺

の名と宗派が俊幸却され

る.なg、紙に包んで用い

るのが普通である.

番

所

番

所
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f無線』の民
特定の土地に帰属し郎、者がt唱.

彼らは情報、物流の倒い手である.

彼らは、礁がその土地を主・配しようと無関係

I二、自fll$司ままに漂白を続ける.

土地に縛られ、安定した生活を巡る氏は、彼

らをrm々の者jとlIf'び、うろんな闘を向ける.ま

た、土地の支配者は、その1li1Jをものともしな
い恨なしの潔白者一一無縁の者たちを~Iのよの

" 勉として忌み嫌ってt喝.

しかし、首i主や名代の中には、彼らの身銭喜

平独自に発返させてきた情報網に闘をつけて、

彼ら無総の古たちを保蟻している省ぶ渇.

無線の古の情報伝達速度は速く、 3週間!ほ

どで中央大践の消から端へと情報を伝えること

ができるほどである.し;かし、人々 の口伝えによ

る伝述のため.その愉.111f，'lJI' 1孟完全な(J般をお

けるものでは似、うわさ協の威を111るカ恒かで

しか立P.それでも.ほかに広島量的立情報llJ(ω
手段が存在しない天縦では、1f(嬰な例報源で

あることに変わりは立t，~ 

『無線』に止る却、うことは、あらゆる存1f.との

緑を切る/切られるとL、うことでは牢い.それま

で泌していたー般的な社会から，}'Jのよりマイナー
な社会へと移るにすぎ立いのだ.

『無線jになる
f無線jとは文字どおり、地理的、あるt、は備

力的な縁を自分から断ち切ることである.

『無縁の者jとなれば、年i'tや兵役徴収とt、

った脱を上U納する姥務はなくなる.しかし、それ

は同時に、土地の支配布からの庇旗を受けられ

なくなることでもある.これをしてf現世無線jと

宮九これはf無縁jとはf無銭jであり.現世出J

な抱11からの綴出Jを白らIf~することである. 符に
仏に帰依する者にはそれが顕著で.建前上は

仏寺I主権力不可似の『無blの-WJと立ってt、る.

当然のことだが.自ら煎んで無線になる脅ば

かりではなt'0 ji監かに、そう止ることでの利点也

あるが.それに追随するリスク1;1.決して小さ立$

のでは止t、からだ.

無線の者の中には、公的な地位から『無線J
に追いやられた者も少なからず干mする.

もっともわかりやすt、ところでは.武家子なの

fJt鎌一ー出家の強制jである.政由1;1.数多く晶る

が、代表的なものは以下の3つで晶る.

1 武*'の子息にふさわしくない場合。

2. *'の中の纏力争いの結県.

3. *'系 ・血統の断絶を避けるため.

これらの1/4鏑思由は武家に限ったことではな

く、尚家などでもよく兄られる.

こうした被胤鱗脅からは、1，<JI;J曹はl血.8}iに対

して一切働書かけることができなくなる.符tニ、3

需目以外の型的による渇合は、実質的立i自飲

と見て1M)遣いなP.
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盤仙宗)

l列車E僧の旅

胤風祭
a鯨憎め省鎖滅話。

彼U憤にBーした式刀
で武厳している.

明遁宗では、連歌師や1~8法師、~ひき

など、芸能・文化人の保績に意欲的なため

か、明ii宗の旅法師は旅の芸能者でもある

渇合がほとんどである。

彼らのよう者旅の芸能者は、民集にとって

半E半俗の存在として受け入れられており、

また、銀楽をiIぷ者として歓迎されている.

旅の芸能者を鰻ねていない旅僧J;I.、 PII蓬
宗のお思自であるf街無明遁寝憲』の六字を

幅える行脚iーだ.この行脚僧のことを、開祖

明蓮満師の教えに帰依することを周閣に知ら

しめつつ歩〈僧という意隙を込めて、 ~~(ii
という。

一般の{植が旅に出る理由でもっとも多いも

のが、まだまだ数少ない信徒の獲得である。

六字のお1113を、一人でも多くの民療のロか

ら出るように、教えを説いているのである.

量仙僧の旅
思仙のi曽は、一人の例外もtt<波浪の修

駿1睡である。

彼らは宗派理念により、終定の寺社に帰

属することは者い.そして‘無縁者であるが

ためにーっところにとどまることはない.

山々を渡り.野を駆け、蒼~を屋根とする

彼ら置仙の{園は、生涯を国防巡野のうちに過

ごす.それにより心身を鍛練し、『滋jを体現

しようとしているのだ。

鳳風、明遣の筒宗派と遣い、利己主おと

問l&えられるほどに徹底して自己救涜に望む

彼らは、無縁のH歯』という分類の中でも.民

衆には近寄り緩いほどの議後議か、さもなく

ぱ磁波憎 ・締念妨主のそしリを受けるかのど

医国

匝亙
ちらかに傭っている者が多い。

術者は主に山伏と呼ばれる者たちで、山奥

に餓遁し、自らに奇胎な修換を課してtsりへ

と近づこうとしている。彼らは問纏Bfl山が得

た綿織を、肉体的主方法でi畠汲しているのだ。

後者の僧l革、墨検めのf首衣をまとう、街道

や村などで見受付られる一般的な思f山fーであ

ることが多い.このような僧は、前者に対し

て在野畑と呼ばれており、人と共にあること

を安It入れ、日常的な事柄から悟りを得るこ

とを選んだ者たちである。

どちらの偏にせよ、他方の道を選叙した者

に反感や嫌葱などを抱いていることはない。

遣いは方法のみであることを知っているの
戸九。

鳳風僧の旅
天E置..古にしτ最大の仏教宗派、鳳鳳宗

に属する行脚修集f・1革、 11無{歯形をするの

が一般的である。

11無f量とは蹴を隠す深い編笠{天.)を彼

り、{曲衣を滞.IIlせず.尺八を吹曹鳴らす行脚

iーである.また帯刀する者も珍しくないが、

....宗では必要以上の殺生は議じられている

ため、彼らが理由もなく自ら刃傷沙汰を忽こ

すことはまずない。

....宗の虚無僧が刀を帯びるのは、法な

き力を断つためであり、外進に鐙し、改修を

拒んだ者を罰するためである.

彼らは鳳凪宗の法(救護}を絶対とし、その

修績の旅を正殺の敏行の旅としているのだ。

この績の行側修擦は、主に俗人時代の家

柄や学問に織のなかった平民出身の下級fー
が好んで行なう。ttぜなら、大きな成果をあげ

れば.宗源内での宋来が約束されるからだ。



「可明
句、・一、

画面~
家)

目もとを婦す仮面を嫡け、死衣ともつかぬ白

糠揃い、繍を背負うー無縁の流浪人

の中でも虚無僧と並んで怪異な容貌をさらし

つつ旅するのが、御飾と呼ばれる人々である。

後らは札売り、祈縛~どをしながら各治に

iIてられた祉を渡り歩く.そのためか、彼らは

社に縛られる宮司に対して、歩き神宮や歩き

荷量とも呼ばれでも、る。

御舗の売るお札は、神代文字と呼ばれる秘

文字で・かれており、神宮家と深い関係にな

い者には焼解はおろか、発奮することすらでき

ない.さらに箪要なことは、売り歩く御師自

身、そこに何が.いであるか理解していない者

がほとんどであるということだ。

御師は通りかかった村などで顕まれれば、祭

事を司どることもある。祭における御師の役割

は、 i色霊錫めであり、 .餓や厄避けの祈梼だ.

そうすることによって、その年一年の村の発震

を祈願するのである.

また、御師の中には、位に事納されている

のと同じ形の織を持っている者も、少なからず

存在する.しかし、それを人前に見せる者は

いない.~ぜなら、それは天績でももっとも価

値ある物の一つ、明鏡だからである。

御簡は旅をするにあたって、特殊な手形を

携えている。1<<3師、機5師ほどの大きさの、

経くて曲りにくい材質で出来た札であり‘上鑓

に，.い帯が捕かれている。それにもお札同機、

神代文字が寄いて晶る。

文化人

琵琶法師
番手明出身の録縫
法師.
彼の持つtt筒は

T肢 の 名E・
内閣杉の手に

よる物で.本来
ならぽー介の践
IIlIi師が持てる
物で($~I..\o

， 
' .. .， 

も

，，1， 

旅の支化人の代表的なものに、連取舗や

II!M法師~どがある.

連取:l1I1iとは、複敏の隊み手が上の句と下の

句とを交互に鯨みあう形式の敬人である。

本来の連取締は盟に庵を禍える隠居者であ

る。人霊に住まう遺骸飾たちは、季節ごとに

~Iきみの会を開催し、それぞれの符ち得る風

情を緩いあう.貴族緩骨量的な文化であるが、

この厳乱の世にあっても、茶の湯と並んで武

士の噌みのーっと飽知されている。

そんな連取締が旅の~に暮らすのは、各地

で閃かれる歌隊みの会を巡るためであり、武

家からの~tまみ1首m役として招かれてのもの

であることがほとんどだ.

さらに一節の連取師は、己のs牲を肩書曹、

見聞をひろめるために湯自の旅を11とする.

そうした運取師の一人に、朱鹿の国最f請に

生まれ、生滋を浪浪のうちに閉じた、+~!m
の一入、舗参議織がいる入。疎痛として朱廠

の闘でも五指に入る輔、融渥に生まれた

後I車、省くして散に目覚め、土地の敬入、

1砧京総こ弟子入りする。しかし、五年とし

~いうちに仲遣いして出事事、そのまま中央大

陸を巡る旅の生活へと移った。その旅の中で

でき帥が.灯悟の圏、婚勧明温宗持品

に納められた敵纂rif賀誠めである.

+敏盟にはほ制二、泊瀬の回議鼠に総点結

を備え、門下百余名を数えた笠#釘泊。宮

僚の図酬の示前E涜附舗のaj儲 丸 貨

寂の国注主占の領主、港後の兵法措餓役を務

めた兵法家、援銭iなどがおり、 E聖人の線敏

を集めている.

もうー方の旅の文化入、琵琶法簡はこの世

の無常を弾曹絡る半俗の盲僧である。

後らは戦場跡などを領内に抱えるI告を巡り

歩いて物怒しい綱子で無常の敬を司買い、事捨

を求めて餓をする。

m!法師が武家の屋敷や械に招かれること

はまずない.彼らの敵うII!M歎には、多分に

般や現世利益への軌婚をいさめる傾向が強い

からである。

著名な箆包法師には、興式の国経完に生

まれた醤碕法舗のfいる.それまでのfl!M法師

は、名を鎗てf議省の者Iとなるのが通例だっ

たが、覇王渇で光を失った彼1革、溢iU践とし

て武家に生まれたためか名を失うことに抵抗を

示し、明蓮宗彰議等制"を得るとnM法師

としτ温行の旅に幽た。そして、中央大健在

巡り歩いた末、東方の大使へと消えたと言わ

れている。この酋迎法師以後、R8法師が

名を持つことは珍しく~くなった。

文化人ではないが、各地を旅をする知観所

有者には、各磁の圏直人がいる。例え1I刀庖や

番医、It'，造りやろくろ師、危li命ゃ鉄山

師、お鴻などである。

番涯とは、寺院などの大線機なilll!物の'.11
遣を仕事としている大ヱである。番径の中に

は兵迭を修めた知険者もおり、第織にかかわ

ることもある.

銀舗道りt草、貝の内側の鮮やかな色の邸分

を使って漆器に滋飾を絡すのを生禦としてい

る者たちで、彼らが手がけたか苔かで漆器の

価値が倍以上に跳ね上がることもある.

ろくろ飾というのは、ろくろを引いて様など

の陶磁器をiiる者たちで、後らは11&鈴の原料

と~る質の高い土をlIt，めて旅をする。 また、 彼

らは土の善しあしを砲かめるために土を口に含

むことから、「主資Jとも呼ばれている.

..舗とは鍛冶飾のことで、市井に混じっ

て定住する後者と区別して、路線舗と呼ばれ

ている.彼らもまた、木地師と同織に良い鉄

を求めて旅をしている。

鉄山舗とは、鉱脈綴りである。本来は鉄鉱

脈を求めて山々をさまよった者たちだが、時代

を経るに従って、鉄に限らず卑金属、賞金属

にかかわらず、金属鉱脈の深揺を生寮とする

ように~った。 後らと陰陽師が交わって、 殊
鉱脈を掘り当てるのを生禦とする鼠水筒とい

う鵬首Eが生まれたと雷われている.

Jll量のa飾とは医者である。後らの締つ医

繍銭衡とは、外科的処置法をほとんど含まな

い、調書草処方と食餌療法術である。なぜなら、

夫認では盆術が存在するため、外科医療術が

発威しなかったので晶る。だが、病をSすカ

を持ったAが発見されてい書いため、 a師の

需要がなくなることはない.
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|白拍子|

医E

無線の源自民の中で、もっとも多〈存在す

るのが、旅の芸人である。

~.音幽をして生計を立てる彼らI~、放浪

の生活を送ることを~としている。

武芸者が至高の強さを京めるように、彼ら

はより多くの、一人でも多〈の人々に自分の

芸を観てもらい‘楽しんでもらいたいという欲

求に突曹圏直かされているためだ.

芸能者が旅をするそれ以外の理由としては、

受け手ーーつまり、民衆に飽きられないためで

ある。主主とは食物のよう書もので、旬やもっと

も姦し〈感じる置が晶る。い刺こ遼人の織に遼

した芸で晶ろうと、何度も繰り返し観れば飽き

がくる。飽きられれば人気がな〈者リ、愚後に

I~健からも振り返られることもな〈在る・・・・・・そ

れを防ぐために、彼らは一つの土地での興行期

聞を短〈定め、土地土地を巡る旅をするのだ。

元来の彼らI~.箆包法師と閉じように半~

半俗の存在である。それは流浪生活をi基る者

すべてに共通することで、法師の行B蝿修察を

iI惣させるからとも曾われている.

嘉人に分類される漂白者は、娘ひきや未像

{豊ぃ、能楽飾、iii会後、嘗女、自治子など、

数え上げてゆけば限りがない。考えうるかぎり

のありとあらゆる娘楽3芸能者がいるからである。

猿ひきとは擦を使った白書簡であり、より平

易には積回しとも呼ばれている.J責まねという

ことI!もあるように、人間を滑稽な仕草でまね

る織を活舟、した主主を売りにしている。

木偶使いは木偶回し、~lIll婦とも呼ばれる
芸人であり、彼らが使う木偶は、身の丈3加 n

ほどの木組み人形の各所に樋織の糸をつけた

繰り人形である。それを木偶使いの神楽取に

合わせて舞わせる芸だ。中には、繰り糸がま

ったく見えない木偶を繰る者もいるという。

能楽師とt革、その字のとおり、能を舞う者で

ある。能とはー種の仮面舞踊劇のことだ。実

車置の芸能としてはもっとも古い都知に入る伝統

漂白の商人を総じて‘行商人や自fよと曾

う。彼らこそが、実磁の物涜の担い手である.

品物の産地から消費地へと運搬し売り歩く

のをなりわいとしている彼ら符商人は、民間レ

ベルでの郵便の運織も、仕事のーっとしてい

る.

天穏には、全土に対して横纏的に働きかけ

ることができる統治政府が存在し~ぃ(当然だ

が、神来lj'1立例外である)。そこからもわかる

とおり、郵便制度は豊富えられていないのだ。そ

のため、民衆が手紙や品物を送付するには、

彼らのような係人に、若干の倣貨とともに依

すしかないのである。もちろん、人をJIうだけ

の財力を持った者ならば別である。

そういった行商人には、旅芸人と同線‘持

ち運びが河1高Eなあらゆる物が商われるため、多

くの鎌槍がある。 その中でも特に多いものI~.

油売りや魚売り、薬売り、泡禿りである。

芸能であり.各地の領主や名代の磨織に紹か

れて舞うことも珍しく幸い。著名な能楽商事とし

ては、鬼突の固の名代‘間那芳光の保複を受け

ている1厳3般古のの天伝才統能芸側能と、曾総われ紺る能和から、水、る温。
天11

の1ft.:が分化発展させたのが、傾奇舞である。

ここ50年ほどで興った芸能である傾奇舞は、

今までの能では考えられ幸い奇銭な舞と衣裳

で、編成化しつつある正統の能型軽師からは興

錦視されている.象ま~1た語、その常織を破る派手

者舞衣裳から、 舞とも呼ばれている。

白泊子U神楽を舞う女性鱈楽師である。元

は祭から祭へと神楽を舞ぃ歩いた彼女らは、

現在では各地の織力者のもとを渡り歩く存在

と立っている。白拍子が権力者から梅力者へ

とiI白し‘強欲な織力者たちがそれを併容し

ているのは、彼女らが待つもう一つの姿のた

めで晶る。彼女たち自治子1:、子息の出来な

4 力者の借り硲一つまり、代理出産婦で

もあるのだ。無縁の者である白泊子は、血縁

による他家からの織力介入を防菅、自家の利

橋を守リつつ、世継ぎを得るには最適者存在

なのである。

ちなみに、白泊子にはいくつかの鍵がある。

その中から比較的世に知られているものを四つ

晶げておく。

1.白拍子は倉んだ赤子が男子なら1:'*の主

人に渡し、女子ならば麿んだ白拍子が引曹取

って白拍子に育て生ければ者らない。

2.不具の子は男女を関わず、引き取るか、

竹筒に納めて山平JlIに鎗てなlすればなら事い.

3.一つの叢に3年以よ、住んではならない.

4.生理がなくなったら僧績に入らねば在らな

L、.

また、自治子に限ったことではなく、女性

の旅慈人の犬半は、容を売ることも珍しくな

ぃ。それを専門にする旅の者を、経安ゃ韮議

と呼ぶ。

これらは特定の土地にしか生産技術、晶る

いは生鹿能力が~いため.行商人の需要は

人々の生活に欠かせないものと立っている。

油売りが織に入れて売り歩〈泊1:、菜種や

紅花~どの植物から作られるものである。 また、

彼らは食用泊以外にも、香油も商っており、

都市の女性には欠かせないものとなっている。

魚売りと温売りは、沿海地織から内陵地織

へと潟産物を売り歩く。 特に温は内腿でI~作

り出すことができないため、それを売る極売り

は絶対に必裏書存在となっている。

最後に事売りで晶る。彼らは勘縞物を材料

とした襲在処方し、それを売りながら餓をする。

繋飾と同類の様だが、尊師と違い、務売りの

中にはIU憂いのf蝶』と関係を持つ者も多〈、

薬売り自身が皐使いであることも珍しくない。



潔白を続ける無縁の存在。

天を屋績にI告を床に注意る彼らt革、特定の土

地に定住する者たちとは異質ながらも、切っても

切れない関係にある。

物品と情報の流通を実質的に支配しているの

が、彼もだからである。だが.民集という多急派

とは比べるべくもなくマイノリティーであることも確

かだ。社会的な立織から見ても、常に弱者の剖IJ

に位置している。

無線とは、つまり無援である。現世約fl循カ

からの媛助を~けflい存在である。 少宰くとも、

表向曹ではそうなっている。

無線の者が土地に紛られ宰い民であるとはい

え、そのすべてが旅を続ける瀬自者であるとは餓

らない.例えば狩人や炭後君、木こりなどであ

る。この3檎の者たちは特に、平地民と区別し

て f俗文jとも呼ばれている。

この山人という呼び名1:、ォ=の中でも山を

生活の場にしているリュ族に対して使われていた

ことばだったが、白書を経るにつれて山を生きる婦

と選んだ人間に対しても使われるようになった。

このように、山は漂白の民にとって書くてはな

ら宰い土地である。

山は、山械を始めとする無注者の居続でもあ

る。彼らもまた、ー般の社会から蝉産出された者

たちであり、潔自の民に加えても避し支え牢いだ

ろう。

数晶る山隊集団の中でも有名なところは、申

簡の図取りを企む r!t~負始、 天下の大盗の名
をほしいままtこする也鴻の滋おが準

いる『持緩めなどがある。

海も山間織に.要な要繁

となっているが、 1世に足が

ついてない分、集団とし

ての鎗JI!カや裂どおり

の銀総性が要Z位される

ため、山人のように楓

独さのある畷能1:生ま

れることがなかった.な

お、海熊や漁師のような民1:、山

に住む山人に対して「湯文Jと呼ばれ

ている.

園競売りに変装したシノピ、
f河坂党H項目、出剰の迅内
峨乱の@中i二品る曹の国m.箇を本拠地と

ど;会〓is:お:J3??誌
俊して全滅した.

現在1:白;且 (盗髄}線織に身をやっし.鑓

E申書聖笠守への復曹の償金をうかがっている.
ま止、湾板減忍曹に伝わる手.剣術であり、

t量的呼び名の自畢とも寄っている秘銭『出綱
の術jを惨めτいる。

......................................................... 
{出舗の備:膏撫.手..  のa修iBo:+I)

隠は変わって潔自の女性である。

彼女らにとっての旅は、男性のそれ以上の危

険に満ちているといっても過曾ではない.般国般

乱のーー命の信絡が一文ニ文の慢の中なのだか

ら、それほしかたのないことで晶る。残自由なこと

だが、女性の方が出会う危険の種類がーっ=

つ多いだけのE主であるー“と曾うしかない。

だが、灘自の者に共通して備わっτいる、

背負ったハンテ'ィを利用するしたたかさは、当

然、女性にも備わっている.それは貌から子へ

受け継がれた、あるいは無線の者として生きて

ゆくうちに身に説、た知恵なのだ。

彼女らは求められれば、そしてそれにより得

られる利益が妥当であれば、ためらうことなく

響を売る。むろん、彼女らも生きた人間であ

るから、自由意志というものがある。だ

から、彼女らを勉くには

当然‘まずは彼女

らに気に入られ

なければ者ら

ない。

潔自の女たちは、たとえ外見的にか弱Iflに見

えても、定住民の女と比べれば格段に強い。そ

れは旅が彼女らを心身ともに鍛えるからだ。

獄図乱世に咲いた曾割り革、それこそが彼女

たち宰のである。

遍行の虚無僧、
r')1I4f:'・.
堂安滋奇
虚撫僧とは鳳風祭の下級修行憎

の-j置である.彼らは修行の一環
として、食事を照るとき以外UlI!頗
をさらさ~いが、:It安I:~らに1血底
しτおり、めったなことで1:11笠奄
外さ章、、.それどころか、物を口に
するのを見走者もない.

また惇かにも、自にもとまら岨ほ
どの速さで地を駆けた、動産もな
しに50mbの高さのある杉をIitび
鍾えたといううわさもおる。

結脆から冒えば、彼の正体u.
息調書に属する金"I.f漉膏J<'晶
る.後の任務は実11各地での鯨報
活動で、耳1I命が下れば暗殺や餓拐
を行なう.

茶園の姫だったとの
主税さもある白拍子、
弥笠
前速のうhさからfilIt怖とも呼
ばれる彼女だが、決しτ身の上
豊明かそうとしない.
障かにも自由主に関ずるうわさ

は数多く、 20年前から姿が変わ
らないというもの重である.
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載へと駆り立てるもの
戦の発端となるのは、 主に領土と潟、そして

岬刊 ゐ

思111の対立からである.

治める民がmえればより多くの食料が必~と

t.tり、その食斜を生産するためには腕作のため

の土地が必~となる. 智i地を求める第一の目的
は、民を土地鑑れさせないためである.

氏が土地を緩れるとa、うことは、すなわち闘を

姶てることであり‘それは無縁となることでもある.

そうなれば、収機は減巴， ，:>iを失ってl習は溺体

化し、他聞のつけ入る隙を作ることになる.

協日也と1\\と'I~の三者は切ることのできなt 、関係

にあり、いずれかが欠けても恒lは側主始めてしま

う.

そして忠也lである.理え11と宮t、かえてもよ

足軽
奇抜l~の誕滋. 平時は鎌
往来として主家に仕える愚

下車車の武士で品る.

肉体・ヵ・:3
銅 :4
心 :5
共 :3
IOJ・ :2
活力 :6 
a・:.(+4) 

い.人を治めるカリスマIコま絶対に必現なものだ.

それを持たない支配者は騰史上どこにも存在し

ない.

名代や紙主主どの支配者の忠惣には、ありと

あらゆる倒矧のものが晶ふ民の窃倒、完全在

る支配、奨学、fl!......数え上げることができ

なL刈まどだ.

支伺者に共通する也のが、思屯1の任主1、支

配の狂気ー為政者の狂気である.どれほど滋

I事立名代却、えど、"にlm大亥':1!!や残儀性を厄
'"1見せるのは、その筏気に主・配されてs、るから
だ.

その狂気こそが民衆を狂桜させ、滋縛するカ

リスマの正体で晶り.人々 を戦いへと駆り立てる

起爆剤なのだ.
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今さら宵うまでもなく、 天組の大地ω広大であ

る.一人の名代が治める問一つでさえ、日本の

半分ほどもの1広さを有してt、る.

それほどの領地を有した図どうしの戦ともなれ

ば、そこに綬入される111併は足絡だけでも、経

<5万を組える.

省事lの凶と替燥のl~lとが.凶境地~I~となって

いる嘗罰~III脈で発見された味鉱脈の所布摘を
ぃ ..  ・.

下って飽きた伊臥rnの説」告側にとれば， 1君事jの

問は金)J(でサムライ17i5干22名.ヨロイ40騎、

忍5千伎町名‘武者2万5千662名‘疎兵27;6

千951名.弓兵37i98名.足U8芳2千110名、

中rm・小者1I7i5千245名である.これに.さ

らに険制舗や僧兵などが3ω名ほど加わる.な

お、ここには金属輯殿、オニは含まれてt沿い.

符串JjJ(だけで総事与3071名以上.1雪利、行泉

のi涌jJlと也止れば、単純~t算でも2併のω7ï名

以上が一つの戦ロ殺人されてt、るのだ.

もちろん、このすべてがー肢の合戦で衝突す

ることはまず主いが、それで也一つの合戦で10

万以上の兵士がぶつかりあうとともまれではなく.

それが勝敗を決する一大合戦ともなれば、剥lli

合わせて30-40万の兵が験場に出る=ととなる.

戦場となる土地也、並外れた広きが必~だo ilJ 
•• .. • e 

び伊臥雨の説冷{同にとれば、勝敗告決した鐙名

グ鯨の合戦l阜、管事lの聞約弘容泉の図2f元
にまたがって存在するtt4L3iが丸々戦地とな

った.その面積は日本の関東平野の半分に哩;

倣する11.どで晶る.

盟名ケb~の合戦は、省泉の副将、治多lt1，.. .. 
射艇が討ち取られて終わった. 香~の名代であ



る羽多1問玄般の甥にあたる彼は、 18殺のまfさで
需品~O):胃j将を務め、 3号主返せなも将ど戦況がiIll

化してt、るのを見て取ると、総大将である伯父を

無事微退させる賊動作戦の附頭指仰を執り、つ

川こは榊lの武者.iU凸前こ倒されたのであ

るーとされてt渇.ただ、当時の香品目孟玄継

織と射lJ1I派とに二分しτ水両下での争いが緩い

τいたため、射1血の死には玄同盟派によるi謀略殺

W~もささやかれてt 唱が.績たる証拠は何ーっ

として存在しない.

帳場には、このような内ゲパじみた下t哨Sっき

也のである.合戦のーー特に乱戦時の泌乱した

状況は、球綬にはうってつけなのだ.

事副こ昏手1J側でもl自lじよう書官町略1孟巡らされ、実

行に移されていた.銀山併行として傾向を滋し

始めていたj}3AEabt謀殺されている.この綬

容はのちに発覚し、r.-~省である勘定例静行.

主tSEbs兇迭されてt渇.

倣のみならず.味方にさえも気をっす立ければ

ならなt、一網干身中の出を晶えて剣わねばなら

ないのである.

ちなみに、この伊臥雨の乱は、 n名ヶ)~の合

戦ののちに持事lの玄河釦胤が波多Ir.I玄儲へ揚

利をl~ち制す、符~IJ側に非常に有利な条件で停

戦協定が結ぼれた.その中には当然、戦のbi(

闘となった(I:t)鉱山の所有権の主張と、政後

の合戦の舞台となった五出'の北半分の胃l棋が合

まれていた.

なお、伊臥1輔の乱全体を通しての戦死者は、

決して小股燃とはt、えない戦であったにもカ晴、わ

らず、両継をあわせて37í5千人強、~<見積
もっても4万人に満たなt、.これは殺し合いが合

戦の目的ではなt、ことの証明白、えよう.

!Hi :1!!:?:;ふ;;:i=L己ぶ己;己二三ぶ己己iLL二ご三.;:J〉メ;:J)a1L:土:

?i例?制付1HF~立:，:汚タ三:イγj:〈
め ~iマ怖いゾ2泌.

.総大将(安角16鼠)

・IIJ将(~対校諸島)

-軍事医行 線奉行
(乞樹il弓奉行

ト槍奉行
y寄駄奉行

-軍師(然:i:ilh匝}

・.目付(三ii.Ml

..本 旗本衆
{鯵I長裟総)

.常曹事- 曹瞳Sロイ実..eMI由明.ヨロイ喧淘トt成鋪・ー
と事Eと・串晶.
・・~n司叫圃醐・脂血A・U・臨時L唱法もゆζι

サムライ隊

l武者大将
(箸紛経践}

l槍大将一一循兵隊
(審~義援}
<li1'.IHo毒)

l砲大将一一珠兵隊
(警が的援)

1翼線大将一足軽隊
(番必Jl'OIJ
(笈11i議34)
{厳厳通)
{量白bfatλ)

弓大将一一弓兵隊
{蜘1績綬倍)
(三¥'f4ti!iJ
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E事師
香判的図的軍飾、漁，WIi.
然軍U香利回国代々の名代{玄舟E置に、で

はない}に仕える蛾陽と兵訟の名家である.
後自暑は+年ほど前に、$l';f~.舗を務めた父、

滋議げの跡を縫承して軍師となった.初陣と
なった虚婦の合峨以来、 常"を鰻けている.

60 

‘?弘議長"$.，‘f. 也J・ゾ : 、0

a 4T13:?に公をさ7h; .:， aw ' 、a
e・ .h，4唱<:

• 

総大将・副将
総大将とは、大小数百の各-.5X-I.，より成

る恕事?の般向指仰山である.これを任せられる

のは、通常は名代自身で晶る.

天磁の司I隊i孟.一つの司令系統で統仰され

てl、るわけではなく、より小さ主単位・ー領主帝

大武家が側々に保ねしてl渇加をまとめJ:lfたも

ので晶る.末現曜の兵士たちが忠誠を事寄っている

のは、 l直般の支配者に対しτであり、般商司令

織を持つ総大将に対してでは立t、.

このように不安定な要訴を多く抱える1幅隊を効

単よ<l!I!IlH..、戦闘仔動をとるには、並外れた

指t軍f寵11と例より也将としての器がo聖書となる.

そのためにも、総大~:/を自ら任ずることの多い名

代には鋭い戦時lIJlとカリスマが要求されるのだ.

そうした虫貨を少しでも分ll:lt..、総大~~の補

佐をすべく、副将や軍側などが総，:iJ令部と邸、

うべき本陣に集ってl、る.

本側には総大4降、刷4君、 11l舗の他に、耳E日

付， illlflt子、AX本などが集結する.彼らは政治

的な;也味合いでもm立の役職にある一昨たちでも

晶り、本附をつぶせl;!、 1司政の中妓を消すこと

すらか立わ立t、ことではな1'.

/111，将はその名から也わかるとおり、総大将の締

.............................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...

体 :4 • :8 .:6 
知 :9 心 :8 共 :3
活力 :8 ・カ:34
負.ゲージ :4/2/1/1
〈憧筒術〉上自由 〈帝王学〉中'.

佐がその主な役"1である.よほどのことがなL功、

ぎり名代に近しい血縁者が務め、圏平総大将

{名代)1こ£よるが、通常はmニfl!の指{軍織を有

してt喝.凶同署とt、う地位にl!，r総大将のすげ

かえのItJ郎、う怠味合t功鴻るからだ.これは、

健大将がm仰を1'1うなどして戦崩を雌れ立けれ

ばならなt、秋態など、総大将カ可目t軍能力を宛t事
でき立い状態に立ったときに発動する.そして当

然、 fすげかえの['iJのことI;!どおり、総大将の

代理として死すことを強いられることもある.

総大将、即l将のこ名が実際に指仰を執るわ

けだが、その戦略を補助するのカ巧Ilf'li.の役割で

ある.名代の方針や闘力などにもよるが、 II【附

として本剛に償えることができるのはー名のみで

あり.多くの地合、，'i師は兵法を修めた険協師

で串る.天縦割立、知は除紛舗と共にあるのだ.

また.1叫によっては旗印Fの下に除脳集と呼ばれ

る除蹴llIiの集団を配していることもある.

JI(日付I!)I(のIJlUt維持をlH当する 一種の

懲兵で串ふだが.いくら憲兵却、ってもー共事

までも取り締まることはt.t<、'l(日付が関与する

のは各創立，51lの行動に対してである.彼らの役

割は、合戦の祖m.に乗じての謀反や、戦況を

緩化させるような命令逃反を封じることに晶るの

だ.

そしてil(務行であるoJft潜行とiが匹の司令官

であり、より小lJl棋な作較の立来、指仰を担1)司

する.また、軍事符の下には旗潜行、弓潜行、

愉ボ行.{./U>l降行など、お兵傾のIlifomが直!

されている.

そして勝本である.紙本とは本陣の近衛隊長

で晶り、勝本授と呼ばれる近衛兵の指仰を執る.

合戦の~であり段後の絡である本仰の聖書欄を姐

J・



弓兵
百人弓兵轟町一人‘li!'fHi丸百人弓兵畳

と1:.宜宇どおり、百人の弓兵を摘!Iする鰍畳

である.通常、弓犬事章一人の配下には五~三

+名の百人弓兵畏が控えている.

...............・・・.......・.......................・.......
肉体健カ値:4活力:8成功値:3
知 :4 心 :4感 :3
U :弓 (+3)

当する彼らは、軍事与の巾でも符に抜きん出たlil
m鋭であるとされ、 当然、平時においてる通常

の械結め武士よりも地位がね〈、その多くが名代

のl血縁か武家の跡取りである.

このほか、本側には使い需と呼ばれる者たち

が使えτt活.忍平金剛殿、{式}といった敏縫

位、隠密性にすぐれた者によって4構成され、本

陣の決定を各-.I);.Q)lIiへ伝遣する伝令役として

JlH、られる.天級俗強の級獄後密である金岡iJ槻

をそれに)t)いることからも、その役申lのm要性が

わかるだろう.また、使い奮のー絡をdJいて斥

'主としてml、ることもある.

そして、サムライ隊で晶る.人として生まれた

~としてはI.!高級の戦闘能力を鈴る彼らは、本

側首磁の兵として悶いられる.絶対数がゆ辛い

J:、例外な〈白書揮也ニ節也晶るー舟ぞろいのサムラ

イ1:'.各市iこ分散管即，させて問題の阿lをま世散

らすよりも、同じように緋者がそろいやすい本側

に副:伐させ.総大将やサムライ大将がii'WI指抑

を執るほうがIIU闘が経こりにくいので晶る.

通常縦縦の合戦では.本陣に使えるのは以

上の告たちだけであるが、安説ともなれば‘さら

にヨロイ大将と時ばれる指が入隊する.ヨロイ大

将は総大将の子息が任じられることが多く、各

武家のヨロイを指J司{下におく.もっとも、ヨロイ大

将とt、っても経験の伴わない子俄であることには

かわり立〈、 lJPJ'!(f1な指御船は総大将やJ[(帥が

受け持つ場合がほとんどで晶る.

珠兵
獄兵とは、弓兵の中から抜宿された

エリートであり、その主な任掠I~趨遠
距雌からの狙司障である，

哀悼鵬の嫁兵、 出催。1織
の初陣で30の敵兵を屠った功を鵠め

られτ以来、遊撃蘇兵として思り立て

られている.

肉体能力・・5活力 ・10
知・4 ，j) ・4
共 ・3成功・・3
U:様式長銀 (+5)

また、本側に被える*1ではないが、武者f大

将と呼ばれる武将が7Hf.する.武者大将とは

-，!jiの耳(~，を率いる前線司令t主であり、通常

は-.Miのさは.がその11に就く.彼らは使い1If

によって知らされる本仰の決定に従って配下

の兵を動かし、騎H1武者の削減指仰を行なう.

サムライ大将・サムライ隊
人として生を受けながらも人として死することの

で書ない仰在、サムライ.戦瑚における彼らの主

な役削I孟、真正I固から敵il(の兵とぶつかること

ではなP.

人InJを紹えた力を持つ彼らは、その側々は特

化されたf抱力をt寄っているため、通常の郎隊に

あっても、その飽力を十二分に発仰することがで

をなP.そこで、彼らは独立滋SF.単として巡111
される.その放が少ない地合I主総大将砥属とな

るが、 百，f，を越えるとサムライ大将却、う役峨を

扱けて、そのm仰を執らせる.

サムライ:大将 美桐執叉
右体香利の国のサムライ犬将である長谷

t¥f・f摘尽の盲人斬リjからの生還を自称し
τいるサdムライのー人.傭兵のー人として嘗加
した餓司容の合破{伊臥簡の乱の前鴫般にあた

る}においT援兵、サムライ、ヨロイを合計60、
そしτ軍師の笑.U~h倒した功聖路められて、
為京の織とサムライ犬将司役糠奇事えられた.

.............・・・・........................・・・.............
体:9 U2) 知 :6 活力:18・:8 (11) 心:7軍力 :26
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中間・小者衆
主婦Hから徴用されたljt'述。
見てのとおり、ご〈普通の農
民である.彼は年買を納める
代わりに兵役についた.

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......

偉力・:3 .吻・ :1 
活力 :6 
a・ :・ -・ (+2)

[ 中間?小者φ程在
..におい1UI:II:.晶のは、武士や4・4時
世どの、いわゆ晶鳳禽軍人1.fIt、・'1"U.~‘・。
ふだんは宙胞を偶作十品..Jll.1"晶唱、....

I:"*~れ晶存在rl1~炉問、晶晶い11.1、
ピ噂ばれ晶..たちがい晶.M:ιIUtの-.:

{晶晶、‘11金額}量.・-長arl1納品T、.
るのだ.

Uにおい1M:らは、鎗長rl1&接のfII
主の縄繍下1:入品。Lかし同様の立場ロ晶

晶品の骨量でFa.rl1-・え武士'銀1:晶晶足. 

.l '1ふきら1:下&.I:&.邑しまt:.・1"t司

rt.<を占1>1‘・品。

戦略級lt繍兵器であるヨロイ、武35に長けた

サムライや武者一一彼らを戦1品の花とするなら

ば、ここで紹介される者たちは、それを支える

縁の下の力持ちと脅えるだろう.もちろん、彼

らにも彼らの物臨が7'f在している.

彼らは戦織の裏方ではあるが.だからと曾っ

て無視できる作なではない.彼らがH在しなけ

れば.広次な夫縄では戦など旬、う大総険な行

動はできないのだ.

中Inl~小者と呼ばれる.納院を労役でrrな

う段民.彼らは獄事与を構成する人口の中でもも

っと也大きな割合を占める者たちで、通常は可I

隊行動を行主う上でもっともm~t.仁物資の運
送に割り当てられる.戦においては、段低でも

全械の三四jの散を物資総送人Uとして制〈必

Mがあるのだ.

どれほど強大な武力を有した敏"であっても、

十分な物資がなければ戦で勝利を納めることは

で主主い.物資の補給線を確保するとt、うこと

は.それほどまでに大切なことなのである.

織給自駐の簸保と主主んで汀t嬰なものに、例報

のfii，重が晶る.
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天織の験刷は.j品会にもよるが、かなりの広

さを有していることが多t、 特に.名代どうし

がぶつかりあう大級線戦ともなれば、地方i-つ

を丸ごと戦地としてしまうことすら珍しくなt、

そう本ると、 情報を.iE般に伝遣できな〈ては、ま

ともな軍隊仔動などとることはできなt、

そこで使い番と時ばれる伝令役が必嬰にな

る.

彼ら臼，'1に重量加する各illに本仰の決定を伝述

する.これが戦地での忍、金剛被.(式}の役

割jだ.

人が愉輔lを運駁する天縦の戦では、使い喬

に~せられた危険は多大なものがある. 彼らを

封じれば、それだけ自献を慣位にすることがで

をるのだ.敵陣深〈滑り込み、情報がゆ空機る

前に使い需を倒すのは、 ヲE総では戦闘自の初歩

でさえある.この任務に就くのは使い番と1司巴
〈、~、あか、は金削機である.

忍
嘩嘗利の聞に仕え岳会翁忍軍のシノ

ピ、鳶の~'~.
磁場にお吋る彼ら8町役割~、 そ

のすばや事と期密性豊活かした伝令と
斥候である.

体 :7 姻 :5 ・:8
心 :5 . :7 共 :3
活力:14 .カ:20
負.ゲージ:7/4/2/1
舗鏑:-3 .劫・:3

~凶tr為に砿t曹参加する者でt、ちばん$い

のが足絡である.

一口に足維と曾っても、その中にi孟大量〈別け

て三械の古がいる.

也っとも$1、のが、始も与えられず、敏打ちの

太刀のみをt寄った古たちで、ただ足能と呼ばれ

ており、武士としては段下級に位置してt喝.

次いで多いのが、怖を持ち.1昔1島陣形で迷

期される愉兵だ.彼ら1;1.11'1足艇と也時ばれてお

り、ただの足桜よりもわずかではあるが絡上とな

っている.

そして竹束、Jj;鮒である.この二つの兵級i卓、

どちらる防御2をJlIいることで共通しているが.

竹京のfjjli!は鴎定式であるのに対し、歩断l孟移

動式かつ側人装備である点で興なっている.

結l孟前後したが、竹Jl{とl主戦喝11:登場した当

初、般本の竹を~ねた般を主主べて作られたため

に付けられた名で晶り、現在の竹mは燃や杉立

匡堕E



戦い方の推移(局地的)
合臓俗まずf単語長送りJと「愈鑓返t..Jという、双方

を代費するヨロイどうしによる巨大な話笑の射ち音

いの傭式から始まる.

攻いでヨロィゃiiiiiaによる砲'が開始される.

これは軍制的怠昧古いが強〈、火力の強大さに比べ

て観る滋嘗U大曹なものでU~い.

縫いτ弓兵.1車兵による射撃、..11武者やヨロィ

の敵陣突掌華経て乱事責へと合厳ut量移しτ申く.

ぷ=ミミ

副

I rr~ I 
-ー …
働力・:4沼カ:8
成功・:2冨圏1:刀 (+3)
(ti・健鼠忠信、何寝を倉電3)

どの木材を束ねた物を使倒してt、る.竹!l(は.

数段砲や陣尽などの拠点を、弓矢や味兵怨牢

どからの防慢として運開される.そして、このfJj

~を敵兵に般再開されなt 、ように.足艇を配置し

てt、るのだ.

歩揃l孟約束告側人での機行と移動を可能に

した物である.歩怖の主な運/lItJ，;1主、弓兵や

車産兵、それにヨロイなどの「移動可能立砲台Jの
fJi御にある.

竹束、歩脈のどちるにせよ、戦時的に蛍喪主

拠点、兵磁を防自書する旬、う役目よ、通常の1.1i!
維や倫兵よりも死亡率はおくなってtゆ.
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まで

名代

下級武士

人数、武具の点機

金量齢

蹄所に集合

戦の終わり
川呼ニメd棚立械とtお没、始まりがあれば当

然、終わりもある.そして、戦の終わりと合戦の

終わりとは}JJのものである.

戦とI草、当事幽どうしの外交関係が助再開した

瞬間に始まり、その破綻が修復されたあとに斜わ

りを告げるものである.

それに対して合戦i阜、名ttf.tり側主なりが武

力行使を決意した瞬間に始まり、戦場で絡わる.

つまり、戦とは政治的'll!'障が多分に含まれる

ものであり、合戦はその手段にすぎ立いのだ.

戦t主的、ていの刷会.8正文を取り交わして終

わりを告げる.この紙文にli、双1;の同線級帝

国境の変動に伴う利益の移動立どが妃され、 113

所平I凶の不可侵が明文化されてi、る.

もし、まずそのよう立ととl孟晶りえ辛いが、相手

闘が滅んでしまった地合、勝利回l孟敗戦凶をそ

のまま乗っ取る形で支配備を主税するのが数少

ない通{刊で晶る.
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手柄と報酬
合戦を合む戦全般において勲wをあIfた者に

は、その~è献度に応じた報酬が与えられる.一

時廠われの兵であれば、契約時の約束金に加

えて.is1J1恨械が与えられる必とも珍しくはない.

与えられる報奨は、与えられる1';の身分に111

'される.例えば、も[.，". JIUが敵将の首絞を取

ったとして也、与・えられる態貨はた効、が知れてい

るが.それを成したのが武士であったならばそう

ではないのだ.

兵への哲l働卓、名Itと腺d以こよる御前会餓に

より決定される.もちろん、あまりに下位の兵へ

の報酬については.ここでは酪られなも、

武家への線網としてー般的な也のに.領地の

制 』一石高の引き上げがある.これは特に目

立った勲功をあげずとι自IloJが新しt、領土を

何た場合t立与えられること色ある.

また、倣将の首級を取った兵(武士)1こは、名

代の名から一文学を与えられることもままある.

緊急時は、
舗などで
召穫がかかる。

手柄の種類
戦I品での手柄とは.基本的に臼曜の士気を

高める行為である.

ー容の大手柄となるの11.当然ながら敵軍の

総大将の首級を取ることである.

また、総大~~ではなくとも、本側に償える者を

倒した者には第一級の賃貸と報酬が約束されて

t喝.本開iへの刻述、それそのものが技鼠の証

明であり、1tHに蝕することなのだ.

それらに次ぐ手柄l孟、各領主家の要職にある

者を倒すことである.彼らは本側の者たちよりも

陣頭に立つ機会も(比般的}多i、が、それで也幾

mの"j~量に閉まれてt 、るため. ー介の兵士がお

t、それと干を出せる相手ではなP.

生身の兵士がヨロイを11側めれば.それも大

きな手柄とされる.このことから也、 ヨロイが齢期

兵器tだということがよくわかるだろう.

名の串る武装者を倒すのも手柄となる.

そして、当然、 数多くの敵兵を倒しても手術

として総められる.-l$(の合戦で10人の敵兵を

倒せれば、かなりの猛省とされる.また、サムラ

イ5名を倒した者は符tこf後半Jと呼iまれ、大い

に尊敬される.



宵bf，般にかかわ怖いになるとすれば+中

八九、それは備兵としてだろう。

臓の気遣が盛り上がるにつれて、名代をは

じめとする鎖主たちは多くの傭兵や豊富男兵の

募集を開始する。ここ数百年、厳乱が絶えた

ことの宰い天Z置においτ、戦う衝を持つ者は

食い織を失うことはまずない.もちろん、己の

信義を曲げてまで食いつt，，:ぎた〈ないという

痩せ浪人ならば話I~~IJだ力、

傭兵として軍勢の一員と寄ったPCにl車、か

fJりの組酬が約束されるだろう。周隠にいる

者たちをよく見てほしい.Il界に入る者たち

の中で、 PC級にE曜が立つ者は、そうはいない

はずだ。よくて十人、もしかすると玄人以下か

もしれない。

d初はまわりにいる有象無象の兵たちと同

じ条件での契約だったとしても、 d終的には

より高い報酬が約束される任務を任せられる

だろう。一度でも厳渇へ出れば……PCI;注

目を集めるに足る能力を持っている。始めは

埋もれていたとしても、より高位の者一ー例え

ば総大将、例え11.飾が篇自するだろう.そ

うなれば、一人でも多く優秀な兵を欲する彼

らは、 PCIニ近寄ってくるに遣いない.

駿乱の天揮では、一介の傭兵であったとし

ても、手術を立て、一足銚ひ.に高い地位を得

ることは夢では章、、。PCにだって、そのチャ

ンスU用意されている.

力はある。あとは好樋を遺書ぬ洞察カと立

ち回り方だ。そのニつを手に入れれば、一織

の主人と者ることも夢では者い。むろん、その

後の立ち回りしだいでは、ただの三日天下に

終わるだろう.事実、三日天下の領主や名代

1:‘英語には婦いて檎てるほど存在した。そ

して、これからも数多く生れるだろう。

次に‘ PCに与えられるであろう報酬につい

て述べることにする。.努に参加する多くの

傭兵の目的は、何はともあれ金銭だろう。ー

慨には冨え者いが、傭兵への報酬は半金を前

漉し、残る半金に追加鰻酬を加えた物を後払

いという形式をとる。その額U箇の経済状態

や傭兵自舟の銭置などにもよるが、基本線麟

の合計はニ百文前後である.

さで、それでは、各種のPCがどのように般

へとかかわるかの一例をあげることにしよう。

サムライ、 Aサムライ、 IIサムライ、ヨロイ

狩り、銭鎗使い、若武者(“天S置万象APG"に

収録)は純粋に傭兵として漉ぃ入れられること

が多い。彼らに共通するのが、悶樋の兵がす

でに正規の軍事事の中に多〈いるということだ.

この崎、ヨロイ狩りは徒歩の武者として級わ

れる。

ヨロイ集り、会期織はrd初からその簡にい

たjということも考えられる。恐ら〈、これがも

っとも単純でわかりやすいだろう。だが、そう

でない場合一一例えば箇もとを出奔した、国

が滅びたーーで.もっとも一般的な参般理由

として、ヨロイや会同情(PC自身)の遜編を受

けるためというのが晶る。ヨロイにせよ金問l般

にせよ、その繊体1:非常に繍巧かつ高度な緩

衝{陰陽術)1こよって逃られているため、市井

にはその艶舗を行なえる者はまずいないのだ.

陰陽飾、主主飾、鬼滋筒、 A使いfJどの術者

系PCI革、 *"や各一織の陣に控える者として

扇われるだろう。4幸に陰陽師t革、:1:舗の部下

である陰陽9慢の一員とされる可能性もある.

彼ら術者のカ1:、その知織と術であり、車E闘

能力ではない。前線に幽されることは、まずな

いとみて間違いないだろう。

もっとも微妙なのが、~である. 舷闘系で

あり、なおかつ術者系でもある忽は使い番、

あるいは斥候役として麗われることが多い.一

時扇いだろうがそうでなかろうが、忍の能力を

1fT" 

法

+二分に発t置させる場所は、合総という舞台

においてはそうは主いのである.

少年、 fl也(“実施方象RPG"に叡録)とい

った「弱いとも、う能力jを持つPCは、会厳とい

う苛自由な状況下には渇遣い的に不釣り合いで

ある. 当然、 普通I~前線に幽されることも者付

れ1I、*~車などに使えることもない。 それでも
な布、彼らが般にかかわることがあるとすれば、

それは炊き出しゃ馬の世話などの世話役とし

てであり、晶るいは慰安婦(失?)としてだろう。

ここにあげたのが一例にすぎない.傍らか

の作厳が立案され、実行される際に必要とあ

れば、どのよう者PCであろうと一堂に介すこ

とだろう。そして、総という状‘況においてPC

に与えられるー醤の活r;の唱は、そこにこそ

あるのだ。

穂町伺智衝の領主、取調の姫だっ

たゐiodのヨロィrill鴻J.両肩には

実験的に二週重注砲r~証滝川'rJJが
錨蝕されている.

体 :8・:6111:6 
明・修正:+3 活力:16
a・ゲージ:8/4/2/1
a・:鴫浄砲(16)
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崎.. .・7<自民担a>中級成功l!2

前川由民
*IIIOi8コト官?
で寺志の

時間の負傷ゲージと活力

鰻燭:ロaxn:ロ
.11:ロ0:0
ISI命 :[日

死亡:ロ
活力 :12 

~.(Wì 
T可墨書与
訓I7It~

マンガでUま令止〈織れられτaいが、 tラウン

ドU.，骨と(1.，τいる.行動量鵬蛤するのU【積

極1の高い・とする.Tしい‘"ルールU‘P'90
からザマリーの形で縄餓されTいるのでそちらb

併臨しτbらいたい.

命中判定
基本的に命中判定u‘攻軍鑓能による対統制

定で解決事れる.同世が共に疎開妓能で判定を

行寄った喝合lι 成功し止ほう(より~い成功を幽

した悼うllJl.lY.・に成功したものとする.

マンガでu、lY.司置をttt時吋止時爾のほうが、ダ

メージ豊富らっτいる.IIIJHであった't年の日

うがより~<の慮耳荷量出し止からである.これを

“実曹司11.，"と時ぷ.

a 

、
少年飯蝿7<幡随磁調〉上級成功滋4

“事聖書ill.，"U.健制約(l1IIJ1ffi硲と寄るため‘

Dlt制限が存在しない.

書IJ、成劫憶が凋思だった喝含U.1iいに有婚

"が入らなかったbのする.

~T‘ 縄闘でU腸由にならないと患った時雨U、

飛ぴ道具t挽じる.これU.い遭規定.飛ぴ道具

でU'喫 fl返し"が発生しない.これは、紡・測

が〈回選>t符(1っτbllll織でめる.

ダメージの決定
命中判定の成功蝕の1t1Jl、&2与のずメージにな

る.ずメ・・ジ修正にU、霊堂鍾のほかに蕊ゃく縁気

編〉、 事刃司l(lt! IJI晶司~.

ダメージー{成功側の成功Ilー失敗衡の成功

鎗l+lUI修.iE+その他

マンガでU.世草の1&.幼I!U4.時扇町1&功a
U2で"IJ..町lIt1t修正U+。で"る.鑓果、ず

メージU2Aと申る.

ダメージの膨轡
ずメージを蟹け晶と事まざま章・5・が"d.~ャ

ラヲターシートの負傷ゲージ町役ろを見τもらいた

い.隠偏奇隊〈ゲージの後ろに敏牢が書いてある

と思う.それが、負傷t織った隙に、キャラクター

が受ける修正で晶る.この修正と悶じoだ付判定

のサイコ口町I!lIlIえるのでめる.例えば‘あなた

が.傷ゲージ量ーつでも纏めると、次の判定から

ザイコロ*，つ婚やしτ判定を行(1ラτかまt>(Iぃ.

銀鼠の負傷ゲージIJIIIまっている喝音U、現在

"吋τぃ晶bっとも.い負傷の"・を受けるζと



必殺の一撃[体力1で判定

防御をま令た〈考慮しないで攻'

のみを符なう.相手がく包遜〉を

行なわIlいかぎり、攻事(突き返

し)~必ず成功するが、栂手の与

えるずメージに耐え切る必要が晶

る.

⑥ 

W~\' II，r-加古弘、特.

受jIl::I 'tt-?!'，λ札Z

-tT(:コロlヲゆヰおら

になる.例えば、致命と死亡が埋まった渇昔、死

亡の彫曹のみ受けるので、サイコロ修正は+3と

なり、致命による活力の減1>~停止する. 負傷の

彫・u‘総闘の鎗擦を左右す品質要なフアフター

である.1事に忘れがち章ので、気を付吋てもらい

たいのが、致命の彫署である.致命がーつでも埋

まると‘毎ラウンドの終7時に活力に1点ずつダ

メージを受ける.この処理f忘れないように.

ちなみに‘活力が0以下に章ったら気絶する.こ

の時に死亡ゲージが浬まっていた渇音、即座に死

亡するが‘そうでな吋れ1.1'毎ラウンド1点活力U悶

復してい<.

必殺のー怒
さτ、マンガでは書害曹れIlい細かいu聖書い

τ必こう. まず、必殺のー.~、 射司直武器や手鏡

げ鍵穏でほ符なえない。

必殺の一.~、厳易JlOの {体力 1 <白兵厳闘〉

またはく格闘殿11>で命中判定とずメm ジの軍出

を行なう.ただし、 相手が〈園遊〉豊行なったな

ら、普通の対抗判定に寄る.

髄易度Oだから相手が・・突曹返し"て曹たら当然

のように成功する.この時、先に白骨にダメージ

を適応する.このずメージで気絶したら11>般のー

撃U無効となる。

ねらい懲ち
担らい掌ちでは、ぬらう鑓位f宣言する必要が

ある.このQ"った認位により、効果が遣う。・g位

ねらい打ちl知覚lで判定

Qらう館t立を選択する必要が

A;~. nらったところによっτ
効果が遭って〈る.

手足:図版~どの身体の'"鰭舗位

武器:武鑓や人体以外の邸骨(胴丸や鳳など)

急所:人悼の息所

2主)相手が人間でない樋音~GMの判断

・効畢

手足:-7メージで、まず軍備ゲージを埋める

武器:武器~.舛れるまたほ磁相置される

息筋::ダメージで.まず致命ゲージを埋める

ヨロイ、金剛繊の急所を行なう喝舎は〈蛾陽

術〉また~<媛合〉妓能を持つ曹のサポートff1l>

穫に章る.

見切り
見切り俗、防御のと曹にしか使用で曹ない.綱

手の攻撃を見切るのだから当然である.この崎、
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見切りI心:t.J)で判定
防舗のと曹にしか使用で

君主い.しかし、成功する

と栂手の成功数量Oとして
Fメージを軍出で曹る.

もちろん失敗したら白骨

も悶じ目に遭うことにな

る. 

. 吋ど..a砕の・.肘1;悦
もち升ヒ私!

飛び道具複数発射の

ポ』ナス

3つの目栂に対して余骨

に司書つ1発ごとにずメージ

命中判定の央貫主慣の成功敏を0として7メージ豊

富出する.つまり.見切れたら相手の成功敏を

0として見切れなかったら白骨的成功叡を0とし

てダメージ豊富出するのである.

飛び道具
飛ぴ道具でU、突曹返しが発生し章、、.また

飛ぴ道具U、ー度に武器の射率的骨まで発射可

能であり、3つの自婦に対しτ幸骨に寝つ，発ご

とにずメージtl点舗やすことができる.

さらに自傭人数以上の射率があり、自慢が全て

白骨の視界内にいるなら、機撤自傭へ岡崎に攻

掌することも可能で'"る.この時にU、命中判定

者111だ吋行ない、銘県を全員に適応すること.

マンガで1:.世年1:3発の貫型車を時雨に打

.0
.
 

ち込んだ.lM曜の武器修正1:+2だったので、ダ

メージの修正は、2(武器修正)+3(掌った気郷

町鍛)-1 (白根町教}・4となる.

多刀流
悶じ綾能を使用する複数の結"またU白兵武

器を同時に操った~ら. 余骨に使用する武器t

つごとにずメージを3点地やすことがで曹る.

不意討ち
不意討ちとGMに飽められた忠撃にU‘“突曹

返し"が発生し章、、.さもに不意討ちに成功した

なら相手の成功散を0としてずメージを算出で曹

る.そのJJ[司障が不意打ちに宰るかどうかの判断

I:GMにー任するι

、‘
ぃ・事情叫締
官，"k…

負傷の影.
致命ゲージがI1まると.ラウンド活力に1点のダメ

ージが入る.

このずメージにより活力がO以下になったため.世

年U気絶してしまったのだ。

-ー

さまざまなダメージ

時雨の落下距趨1:30m.よって厳易度30の{敏

縫J<週動〉判定でこのずメージ俗解決される.

3(<iI動〉の成功散)-30(雌易度)=-27

時雨は、27ずメージを餐付る.

肯官、ヒ伶村伊た
'111<叫7dd 

さまざまなダメージ
殿"以舛でもさまざま書状況、さまざまな方法

でずメージを負うことになるだろう.&本的にこ

ういったずメージの解決方訟は、ダメージを磁易

自Eとした適当な妓能の判定膏持寄って足りなか

った成功敏をずメージとする.この時に、 継続伎

のあるずメージ{炎、自費、膏などHムラウンドご

とに判定を符なう.
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ギインI

刃と刃が打ち合い、夜空に瞬〈墨より

もなお明ぬい火花を倣らす1

rj'-i-'iッtJ

『近寄るンじeねえッIIJ ••• 
たまらず駆け寄ろうとする 弓に対し

て、そちらを向かずに鋭〈僻してから、蒼

+811はにやりと~:.!た.
r.ったぜ、金'1iJ.とはねj

火花に照らされ、 一瞬だけ周の中に浮

かびょがったその姿It-漆"の鋼。

「正直、今止められたのだって偶然みて

エ主モンだ・......Itなj

『だったらり

ぎりぎりと刀を押し込むものすごい剤

第2章

" 1・、

カをこらえながら、ちらりと着+811が後S躍
を走らせる先1こU、傍らの大樹の線本に

すやすやと怒る少女の奏

『そうかい、ねらいは鑑ってコトか……J
着+811のほおにつうと汗が伝う.

fこの子7 だって……tJ

fどうやら・・・・"このお緩さんがさ主嘗てち

ゃあ観合が惑いってえヤツがいるらしいな
......J 
がくんと、)(+811のひざが刷れそうにな

る.
fちい、限界か・・・…11J 
それを見て血織を変えた紗弓tF、懐か

ら一敏の短冊を取りだす.

f待ってて、今そいつを・-・リ

曾いながら、紛弓の婦は短冊のよを滑

る.

f天~縛明に物申す 1 (式〉よ......! J 
fパカ野8111オレよりもそっちのお短

さんを守れIj

蒼十郎の叱貨を受けた紗弓の繍が止ま

る. 不安げ~tl織を向11られた着+8111:、
金剛健の無表情な仮面をにらみながら、そ

れでも不敵な笑みを浮かべた.

『オレも…，..*~を出させてもらうぜ・

・・・IIJ

着十郎の体に埋められた敏十 の 織 が

真紅の光を放ち、その体が異形の〈サムラ

イ}へと変じてゆく……11
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天緩の除蹴滋とl主~~I問、留学、 後続工学そして殴人芸

であるが.そのどれよりもまず装衡として存在する.

陰陽自幅は芸術家であり.おのおののr!XiしさJを{式〉

に求めて組み上げているのである.

除隊術ででさることはただ}つ.天燥にあまねく存在

する {紗〉を繰り.{式〉を組み上げること.ただそれだけ

である.しかし、その〈紗}の作動に法則性はない.なぜな

ら.その場にいる思考するものすべてが.無Jl.に〈紗〉に

何らかの~停を与えているからである. {紗}Iま常に変化し

絞けているのだ.

比えないが厳かに存在する物.除の物を制御し、自ら

の窓志のカで見えて存在する物、防の物とする.それが除

制i躍である.

錫ショーの
やったとおりに
やってるのに
うまくい書まぜん.

除剛造と総株主れてはtゆが、その実体1:1.陰

陽師ひとりひとりlこより恐ろしく遣った形を見せる.

除陥術旬、う概念は.ひどくあいまも唯物なので

ある.険紛術とは学ぶ物ではなく、感じる色のな

のだから.

なんであんたは
「踊Jで理解しようと
するんやH

頭で{式}が
打てるかアホ11

からんか!!見て解らんか!?

じゃあ!

我是無

除陥師の衣装
陰陽簡は錨性的主人物が~<、

決まった裕好というものUない.い
ちおうのスタンずードな例が.右の
丸iI-斤先生である.
鰻に下げτいる竹筒U、a.と

呼ばれる〈式〉を打つための道具で、
{紗}の温度を目臨時た特殊な盛が
入っている.
手に持っているのほ発鋤前の{式

札>. ー斤先生U事快な人柄~の

で、コkい箪を使用しているようだが、
普通はもっと細い筆在使用する.

つまり陰陽術なんちゅ叩モ
ンは実に感覚的章モン
なんや.

修行にしたっτ冒うより
慣れるの後錦酬やし、
修鍵糊間より窓人的
資慣がものいう

精神路もごっち予に
なっとるし一一一一一

m 

'H・・・・・・・・.H・・......................・"・・....
体:4・:7.:8 
畑:9 心:9 提:晶
、監'lt'8可Eげ事晶

A・ゲー!}4/2/1/1 
〈随.窃>.. ・〈縛傭〉観.

キピチー世界や



私に見える世界と

険爾舗が{紗〉をコントロールするた
めに使用するま虫織のようなもの。

晶なたに見える世界1:遭

うものなのよ.

〈鯵}のプロデラム.霊力をエネル
ギー源として起働し、まわりの{鯵}
や物質から興形の縄似生命体が形
作られる.

ねえ、弘司世界見た〈

{試}と悼{紗}が制御吉れた状態を
さすことばでもあるが、ルール上で
ほ、陰陽衡により創作された物を
〈式}と呼ぶ.

F2~品師は、それぞれがそれぞれの方法で1世

界をーー除陽道を理解してt喝.ちょうど両家が

ひとりひとり途うタッチと桶材で、奨のt世界に切

り込んでt、くように・....'"

どうも{蕊}と{心議}を混
同しているものが多いよう
だが、このニつは全然別の
ものだ。{蘇)1:気が封入
された特殊な金属だ.対し
τ、〈心E車)1:霊力を無限
に放出しTいるし、第一金
属でUqい.

自らの窓志をイ

むろん、〈心底}の方が

はるかに鶏備で希世だ.

強烈にして強仰な怠芯とfIII

位がそれを可能してt渇.(紗〉は強〈完結した怠;A;に引かれるのである.

とlぉ、うものの、どれだけの怠志と側性があればそのような事が可能なの

だろうか? 険防術.それは、常人をはるかに凌潟する似性と才使を持

った誕の天才にのみ"1能泳技術である.

ド一一『 給協illの1聞はか的広範聞に渡って刷、

サムライのー植で晶る忍だが、

実は鎗細舗の->11でもある.つ

まり忍とU、白骨に埋め込まれ

た〈式〉を駆使する陰陽舗と冨え

るのである.彼らはまず燈初に

{白紙}と呼ばれる特殊な{式}

を11め込み、その後それを用い

る術(忍術}を学ぶ.忍は、どう

すれば衡の使い方しか知ら章、、.

自らの術が動〈原理宰ど叫知る

必婆などないのだ.

忍衡とU、道具としての

側面査特化l!1tた蹟陽術な

:7' .:7 :..事:S'.)"_ 
!VS/V'I 
<->申.

てt 喝。 F~飢餓、 00温師、ヨロイ鍛治、忍、そ

してザムライ.すべて除脇道の一部に属してい

る.芸術としての険防道、突しさ、幻の世界モ

追い求める飽偏倒.特殊技術としての除蹴近、

正確さ、 機飽を求める~、 ヨロイ鍛冶. (式〉の

持つ強さを利用して!Jミ量るサムライ.そして.そ

のすべてを内包している除陥師.

険防御にできなも、こと立どありはし;ない.世界

を4構成する勉小単位、{紗〉を練ることのできる

彼らは、神に也悪艇にもなれるのである.

J2鰍舗とt.tるあなたは.この筋力をどう使うの

だろうか? すべては鼻立たの愈志が決める.天

繊は{紗〉に支配されたl控鮮なのである.

巴の憶力値
一…ー…
体:5・:‘.:7
姻:a心:9 ~宅 : 5
可取f.10 a;;，" 34 
AIW'ー~ 5/:亀/怠/1
<-情〉止・
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|小角導師と月詠|

現在の除械滋の続岐は.(式札)(1呪符}の概

念によるものと11える.

と晶る除隊舗によって側発された〈式札)rふ

除制術の制を広げることになった.札の中に

{式}を消ませ、険防遣の畑1耳慣のない者にふ

{式}を4控えるようにしたこと也1fl要だが、それに

もまして除陥術のスピードが}IU極的に上昇する

ことになったのである。止にしろ今までは.呪紋

を¥'1輩、〈式}を具現Itするとt、う2つの11動が.

〈式〉を発動するとt、う1つの行動に短縮されて

しまったQ)である.

そして{式札}からはサムライが生まれた.天縦

lilmのサムライr;l.時間丹在韓il"lとt吟武士であ

ったと1"えられている.その篤典的な戦闘11r孟.
各地の名代をJ.ltr:1させ.名代平耳tt.遣は先を
争うように優秀な除問師を召し絶えるようになっ

た.

陰陽~iの愉韓!r草、この天組の広おこ不釣り合

い立ほどに、速く正磁に伝わっていった.その膨

には.神宮家の介入があったといううわさもある

が、定かではなt、。とにかく、ほんの敏年のう

ちにほとんどの領主i阜、召し絶えの除脇師を持

つようになっτいた.大問中には、険制附の餐

成に手をつけたところもあるとLヴ.
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陸間道の始まり 「これれ私の世界l二対する倹いなのU 酬明-11

除陽道1の始まりには、さまざまな践があり.そ

の中の一つに除鰍術I孟、もともとオニたちの役衝

で晶ったとt吟彼がある.その鋭によれば、除鰍

衡は小f/I導師と呼ばれる人flU1によってオニ

の'"1から持ち出され.丹鍬と呼ばれる神宮家の

誕女によって担Uf.の形に扱えられ.除制術に

なったとt吟.

riカゆ脱で也、除隙術の>jjIJ成/91には月蝕却、

うA女の名前が残っており、円M:が陰陽術の相1
ということに1M"皇t、はないようTある.

本お.神111家lふ過去にも1JI.t正にも1mなど
とも、う巡女は有f正したことはなt、と公曾している

が.現在の天縦においてIi!潟水織の除制術l孟.

やはり制1宮家が附Iしてミ、るのである.

そのようなこと也あり.'2n1術は神宮鉱の槌1"

下のイラストは陰陽師が常に』寛俗するアイテム

である機待問軍人れと式紙である.機術fHl巨人

れの筒先の部分には、磁((紗〉の浪I!rの高t、液

体で胤られている)に浸した紛が紡めてあり、徹

織をしなくても〈式}カヰTτるように工夫されて

いる.(式紙〉とは、{式mとしτ使!日

するのに適した強靭な紙である.こ

の{式紙}をすくのが、険協師

の弟子の1li~な仕事のー

つである.

， 

であり.fl詠がそれを持ち出したとt、う説がやは

り慢"である.実際、 現在のオニたちにi孟険防

irrのような校術l主主い.

Fのイラストr;l.、非常にー般的なタイプの{式〉

であ旬、飛11能力をメインに持った連絡日l(式〉

である.感覚結合を{持JlIすることで険防併の強

力在日と立り、耳と在る.'2服飾♀ら{式札}とし
て溜り、 ーつはt寄っていたP.

〈式》ステータス
......・-・・・・・......・._...............
飽カ・:2 成m・:1 
活 力:4 ・a鎗合
湯依飽力 :1 111骨飽カ:7
鴻賓室カ :5 (匂側J)
満費作成点:10

除隊鮮の住居
九道ー斤先生61踊f.わず

らわしさを曹らう彼U、人
盟副量れたところに居を備

えている.



/ 

《式》の発動まで

《式札》とは何か
〈式札}とは、無生物に{式〉を滑ませた也ので

ある.生物に{式〉を持?ませたものは、サムライ

と呼ばれ、区別される.(式札}の材終には、

式紙と将ばれる{式~L>縛mの紙を使うのが、 ー

般的である.

{式札}を作る時には.(式〉に必ず懸依能力

を持たせる必授がある.とれI草、{式}を〈式

札}とするために!0~1.注力なので.;J.f体化した

{式〉がlt'll庇能力を行使できるわけではなt、
{式札}の発動には、 ー定の・m力"の消費を

必望書となるが、・鐙1)-をi間伐する人1mが除紛術

を知ってt、る必裂はなP.また{式〉が感覚総合

を持っていた喝i合、発動した者と〈式}の1111に結

合が発生する.

破再開される、または活動時1111が経過すると、

{式}I卓、元の{式札}Iこ炭る.

まず、主[を込めながら呪紋を一気に{"世上げ

る.由主上げるのに必要立時間H孟、 〈式〉の能

力によって変化すると思われるが、ノレール上は、

1分 臼ラウンド}とする.(式札}は‘こののき

上げる時1mが必嬰ないため.n利なのである.

除除lllliが呪紋に込めた$<((“強力"が関町|

の〈紗)1ニ働芭かけ、〈式〉は発動する.この

時‘〈紗〉が周聞にある物を自分の体を作るた

めに使閉するため、{式}の弼動時には、必ず

鴨園周の〈式》
一 …信カ・ : 5 (12) 
OI・ :，3
活力 : 10 (%4) 
.健健力:I 
・・・ヵ:7
帰行鎗力:2
潟費・ヵ:13 (0開J)

k 

〈珠〉を使った
〈式札〉
〈式札}に〈孫〉を5つ1里時

込むごとに、 発動に也事lq
0・"力"を1点滅世させる。た

だし、 0・霊力"の消寅1:0以下

にI:qらない.ft低3点t車、消
費すること.

この自民体化まてぜニカ哨、る時間1:、〈式}の

能力とl百聞の〈紗〉の濃度によって変化すると

思われるが、やはりルールよI立、 1分 (1ラウン

ド)とする.ただ‘戦闘中などに1ラウンドかけ

て尖体化するわけでもないので、受動的な行動

は行なえるとする.

ff挫しよう.轡過に{式}を打った時には、

{式〉のfi動がTlIまるの112分後 (3ラウンドm
である.(式札〉を使nrした場合には、 1分後

(2ラウンド日)ということになる.

〈式〉行動開始
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飛行周〈式〉
最周に縮まれた鳥形の{式).飛行速

度を薄とさずに1201<qまでの荷を;aぶ

ことができる.

健カ・ :2 成功・ : 1 
活力 :4 ・鎗錨倉
情符徳力 :12 泊費量カ:6

砲悠周〈式〉
嫌校時flどに使用される砲耳障局

〈式). 
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9 .. 聴・ :4 
18・貸借合
1 11_ヵ:5
3 It・・ヵ:14
5((!関川
50 

戦闘用〈式〉
強い打想力者.観

した厳鵬淘〈式). 

普通の人聞が相手な

ら績徹.

飽カ・:5 (8) 
a功・:3
活 力:10 (16) 
釘・健カ:6
m・偉力:3
時・延長:3
消費霊力:15 



戦闘用〈式〉
高い駿闘力を賃観した厳

鍋舟(j(). PC栂手で

も互角に餓える.

: 5 (12) 
:3 
: 10 (24) 
:7 
. .:.5 
: 13 

~型の〈式〉
11送局に組まれた{式). 

:4 
:2 
:8 
: 1 
:6 
: 1l((O.)) 

いかなる場所にも滋λ可能

主{式}である.

:3 
:2 
:6 

汚



最大の《式》
{式〉の大きさと資I孟.)"本的には~~~舗のイ

メージどおりである.つまり.明確立ルーJしはな

い.しかし、物'11にIU.!IJt(却、うものがある。や

はり、段低限の制限はあるのである.

まず、除陥商事1;1.作り上げる〈式〉を鮮側にイメ

ージできねば立らなt、(マスターI草、常に険制師

に{式〉の外見を鋭明させるように).このことで、

小さすぎる{式}は遣れないことがわかると思う.

また.J調印の〈紗〉のE誌には、限界がある.つ

《心疎》と《式》
{心稼}、それは"鍛力"を無限に{実際に

I;WF.flだが、%にするほど短くもなt、)般111す
る縁体である.この〈心放〉は、除的曲目にとっ

てたいへんf.tJf(で情嬰なものである.なぜ牢

弘 〈心珠)1;1.(式}に無限の活動時!日lを与

えるからである.

険協師によって異なるが.(式}の活動時間1
1ま通常数分([心1)J 1こ等しt、)である.活動時

JlUを延長できる能力(附町議長)を組み込んだ

ところで一時間也てrt非常に優秀な除陥飾で

ある。腹自は、〈紗〉にある.(紗〉は、常に凋

邸の怠~に従ってその姿を変えようとする. こ

れを協定化するために強力な怠志の1)( 
.鐙)J")の消慨が必要なのだ.r.tい検えるな

ら‘..鐙)1"をi間貸し続けるかぎり、〈式〉はそ

の洛を留め置くのである.

〈心~)を〈式}に取り込むことができれば.

無限の・鐙力"が〈式〉に与えられる.(式)1孟.

無F.flの活動時Jnlを符ることができるのだ.

{式}の永鋭化を行なうためには、〈式〉に

怒依能力を持たせておく必J!がある.そして

{式〉を起動後に{心株}に'"依させることで

{式〉の永鋭化I孟終了する.

T喧

まり.(式〉の体が大きすfると〈式}の生成に時

Jnlがかかるのである.つまり.1分で身体を生成

するというル田んからはみ出してしまうのだ.な

らば、どの限度なら評されるので晶ろうか.

現(f..峨A草されている天織でもっとも巨大な

〈式)1阜、 r'!.i代城攻防機jで使1目された攻戚
y>・・

砲製〈式>r減綬jと3われている.減殺i孟.十

数人の除隊側と多敬の1'.け貨を必~とし、体

r.s約18m.体長ぬmとt、う披外れた大きさを持

つ{式〉であり、その{式tL)も30館敷旬、う:t!¥

1量を絶する也ので晶った.

〈心珠〉
〈心疎}、掘りこぶし大の波泊

色町E書体である.あまり知られτぃ(l

いが、{心E車)I::tニの心鰻に栂当す

る務官であり、また、彼らの持つ特殊

な能力持ih%を司る務官でもある.

オニIf狩られる愚大の理由もこの

{心蕊)1こるる.

Ac.IIUtを符~..，た{式〉に11、・4司かの剖
が.れ品。 まず、水量t~llヒ{え}には、

・。品~..に・4ll"t、
〈ぬを停止させω:11、 《持

品l6、生、・。
次に、昼食町危険維が晶品。(彪珠3に

は、オユの塊が集会l"t、・晶可飽位が晶晶の
tfo 
もし帯のようなお"1:串・~.依.カL

T、、昔、、《ぬを永良化5せTはうピ

、・肉体を与え晶こI!I:~')かねな、
{お紛がl!".の忽皮肉Iおカ1を持今T、、品

。、11GM的判舗にu、せまる6<."<"ttIOを
官、.，1うにl"tもら、 .t!、.。

先11ピの滅殺ほどの{虫』になるE、l:"tt
-人で11fT"tな、.。そニ

カl"t(ぬ量打つニEになる。

雫の占うな場舎は、舗カ寸晶

ントを.. 討l"t
き品。ただし {式.)11(え剥.) (サムライ)

I!l "t1F"l~ltればならな、・l. 何人で打E
うが《ねのa凶 11、ー人オ「行なわな

ならない。

も.，I!t、盆本的にわがまま

はピ噌の傾向11.、・}



趨ド級砲台型〈式}r減殺j
Ii史に殺る天1111大の{式}である.その威力U霞攻

不落とうたわれた安代械を量虫歯の射掌で土台町山ごと消
滅さぜたと冒われる.

即描 :24 o・:4 活力 :48 
.依即，:1 n.総力:師 時・渥畳:9
射.偉力:29 ・覚鯖合
鴻賓室力:12 消費作成点 :149
民・修正/射程/射.:+伺 /8Ouν15

感覚結合
〈幻の知~lf:ものは寸ベT拾・"も知晶

ニEがτき品。ニれ11rt..r(式}の聞に、
a島覚的~.，なが・}が晶晶f:'"γ晶晶。 二の陰
陽師r(式}ピ舟‘党内・令官が・}舟こrt-‘党
結舎E・'.. iら

ニのた晶、岡崎1:忽飢Tお尚《ぬt止、自h
・"舟I知念l1.n:制限され晶((式〉の知
覚情.を・・"が処耳Il!れないのT晶晶}。
たf.:l 、 a島党結舎を鎗Ir~毒、勺f:(式)1止、こ
の制限1:11..1れな、・。
‘党鎗舎のJl.;:JIi.I:tlIlU.~、 '0 1た、

勉容や盗.11不可飽T晶品。L昔、L、‘党結
似た〈式M噴きれ(破歯車され)/渇令、初

ダメージの‘~品衛倉は共有l1l1うため、
街.11、清食.カの皐舎のダメージ告~It
4。
‘噴E錨舎の有無t止、《ね ((制.))の

作成時1:選択するニピ。晶Eから.史寸るニE
11-n~、.。

〈式〉の早打ち
蛤・師11、早nちを行~うこEで、 {式占

師実体化にかかる鴫聞を裁らすこl:d(.O品。

早打ちは、〈幻の作成ポイントの5ポイント
に弓!1の.易度量梼勺たIIIt捜)<陰陽術〉
I:l晶判定f行なう。この判定1:成功Lたら、
{式)11嶋崎にl1組み上が・}、打・，f:予ウン
ド町内に符'申告億二寸ニピが.0品。ただし
判定1:夫胤tとら、鴫鴫1:(跡地み上向

4のの'Jtllt1:鋲リが島勺たニr1: ~ ')、
{式.>11暴走判。

.走lt:<式)1品、 GM抑制御下1:8・}、敵
1: t '!l方I:t危険な単なるlUーになる。
をお、早訂ちは寄れ専用に究伎を組むdt:要

が晶晶JE由、〈式担.)1:11使用できな、、。



侃儲術

さまざまな陰陽師
除賊泡とは.(紗}を掛る枝i荷で品る.そう定

義すると.天縦の終妹伎術のほとんどは除蹴逝

の持制iみに組み込まれてしまう.

技術として険協進奇抜う也のの代袋は.ヨロ

イ鍛冶である{忍術もそうだが、忍術のiE体を

知ってt、る者はそうt、なt、).彼らは.人の手で

は工作不可能な告Fey-を{式}の元銭安検他力

などを利附して打ち出す.そうした純織な滞品

を組み合わせてヨロイや金跡l機I草作られる.

芸術として除IIJ，I~を被うものの代表は.飽面白

舗である. 彼らは.人の身には器~lJl不可後な00

を木彫りの紫体に刻み込む.飽錨飾の担1るi)l

しきそのものが刷り込まれ、:<<体IまCII舗と止る.

医固

サムライ陰陽師・
酒楽斎
サムライの覇軍闘力とI!UI飾
の知力を併ぜ持った希有な

人材.それがサムライ陰陽

師である.

体 :5 (8) 
.:8 (11) 
.:7 (10) 
苛獣11・
冒 13・

!ID: 7 
心:8
S亀:3

a・テ-51輔副E
〈筒陶衛〉主・
<e_>呼.
〈輔聞社渇

巨回

区画

特殊能力として除陽道奇抜うものの代表l卓、

外法仰とサムライである. 外~舗は、主主が与え

てくれない人を教う力、過施のカを〈式)Iこ求

めたのである.それゆえ.刷閣の人々は彼らを

外泊とののしる.lUをもって滋を申jす、化け物

を倒しえるのは、平はり化け物止のである。

サムライI主、{式}の強さを求めて、肉体と鳴

のf(!.険に大金を積んだ人rruである.まれにいる

のだ、そこまでしJなければなら者い人間lが.

除陥遣は.単なる校術にとどまらな¥¥.それ

はまさに道で晶り.lE吉方その也ので色晶るの

だ.住吉1i・であるのならば、それは人によって

迷って当然の也のである.除附自曜の中にも、サ

ムライを打ち込むもの也いるし、ヨロイや金剛

機、そして飽儲の制作に乎を染めるものもいる.

あなたは、どのように生きるのだろうか.



これは陰陽道ではない
ここからしばらく償問過についてのルールが・かれています.

しかし‘これはく槍陽術〉という妓能を使って{式}を組むため

の・ルール.であコて償問島道そのものではありまぜん.

ルールでl草、作成点怒る敏値を周憲し、能力の組み合わせで、

{式}を組み上げるようになコています.ですが、現実の隆晴師が

「ζの{式}には幻貧能力を強度3で符たせようJtJ.どというととを

しているわけではないのです.

陰陽道は芸術であり、鎗陽師は芸術家忽のです.つまり、 {式}

の能力とは表現妓法のー種であり、隆燭師怒ら肢でも知っている定

醤のテク=ックであると定貌できます.

主芸術l草、基本的に数償化でき忽いものtJ.のです.

《式》の作成について 目
{式}は、 必ず何らかの能力を縛っておリ、

発働には必ず“宣カ"の消賓が必褒になります.

能力の獲得には、作成点を消費する必繋があリ

ます。1体に使用できる量大の作成点は、〈陰

陽術〉と [知力lによって、決定されます。

{式}の能力傭と発動時に消費しなければな

らない“霊力"は、{式}に使用した作成点から

決定されます。〈式}の能力舗は、 I体力]とI敏
信]および I知覚1として使用で曹ます。成功

傭l;t.すべての行動に使用で曹ます。

〈随燭術〉の段階.作成点

初級: [蝿l肉!と同じ点まで

中級: [知力lの2倍の点まで

よ級 I知力lの3倍の点まで

特級 I知力lの4倍の点まで

作成点。能力値成功値活力

1-6:飽力値1成功値1 活力2
7-12 :能力値Z 成粉値1 活力4
13-18 :能力鍾3 成功値2 活力6

19-24 :能力値4 成功値2 活力8
25-30 :能力値5 成功値3 活力10
31-36 :能力値6 成功値3 活力12
37-42 :能力値7 成功値4 活力14
43- : 6点ごとに、能力僅に+1.;嵩

カに+2する.

消費量力=使用した作成点.;.2

{鋤惣I孟切り上げ}

《式》の能力 目

• 
{祖ax唱蜘}

眠りつ到し、t・2重醤にイ

メージ宅~~札込み後l1i>
t式).
温性留のl1li.の，べ

"t:13.槍嶋固に償取りt
(1.鎗蝿師的作り出した

世界に観世‘13とらわn
てし、る.

なり章常ん.・aの元....カを・・つの

《闘が伽i:l:障で曹叫ん.

この.カ嘩柿倉唱tτぃー・倉、(l!t)

.停の・鵬-書締た崎、必ず偽情τ
に*?τ"富島、ます.

同・広サ'''"，イ婦の(lIt)

たせ畢と・カ寄使用したその・で、

~依しτb富也、V'l!I.屯と広唱rーので鱒た
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打軍.ヵ
合満費作成恥強鹿ごとに2点

強度を掌.の.のダメージに造却で曹ます.

震観ζ《式)t過敏幸せた場合峰、その健"

の武鱒修正に打撃傭カの・.t.却す晶こ

とに章ります.

*鴻賢作成点、強鹿ごとにS点
t分につ曹、姐度分の活力量回復し宮す.

健闘などで、

合、

ます。

合消費作成点.強鹿ごとに3点
《式}の活・崎聞を延長します.

強鹿により、活動防聞は質化します、

憶力を縛った《式》の活動時間肱、

【心力1分から 【心力Jx (強度+り

なります.

射撃能力
*鴻費作成点、強鹿ごとに2点

{式}の体から、何fJ't発射す晶鍵カです.

11メージ健、命中の成功.およびほかの能力に

よります.この能力量持つことで、(Jt)It遮E
...カを持つことがで曹ます.

射撃の射檀冨随および射.隊、uによっ

て変化します.

S以降俗、強.'"・E・kの"に舗橿11+5m~
れ‘..'のと畝こ射**+1~れます.
ー帥とな暑側‘信)(ザム，イ}の伽-

.ですが.射穆の暢に(Jt)宇サム，イt1ダメ
ージ寄食う必標値aり曹せん.

騨

E
2
2
2
3

帽

h
m
m
一m伽

腿

E
2

3
4
5

*清貴徳...強鍵ごとに3.
(Jt) .と呼ばれ晶綿.ー・t(!iIt)の体

内守生成す晶飽カです.

《式).の有姉崎聞と偉.'峰、この傭カの

自由鹿に等し〈なり富す.ーーを曇吋たもの健、.

，ウンFの鍵7.. にー・の醤庫t・..としτ
【体力J<酎健〉の輔定者持者い、ダメージを

纏越す晶ことダで'曹す.

この傭力隊、・ーー齢制H・a・県豊-し

ます.この飽カを鱒ヲザム，イ館、.生..

カの強度を・の..より引いτ〈耐憧〉の判

定をfj~うことがで'寧す.

*溝費作成点、強鹿ごとにS点
{式〉の健カ健在祖鹿徹土興事ぜます

備力舗がよ興するため、活力也土If.します.

ザムライにこの能力を縛たせた喝倉院.

カJ(敏鐙】【銅賞1のみ温度微分土易しま

す.しかし、ザムライの緬倉悼、“活力"

負傷ゲージなどの寓tt.1t符ない寧ぜん.

これU、ゲームとし

ためのルールです.

間 (シートの・害直し、

ージ以上のダメージ章l!>

上昇することにしτもかま也、ません

釦

しτし宮います.岡剛こ鏑カを健局した〈式}

にも(Jt)・・健カが漫ぶため、使用した

《式)t.a・してしまい寧す.そのため、《式

札》として作属してもこの傭カを使用してしまっ

たら、偉い槍τと~ってしまいます.

《式調隙能力
*滞債作成鳳-ごとI~点

bt)を磁視す畢.カです.

この傭カ寄9・?f::(Jt)脇、ほかの《或》

に対して・.t...とした(Jt)の飽カ値

判定を持者わせ.す.ζの輔定に失.した

《軍t)跡、命令を磁寵しτb宮、、宮す.

(Jt) It、命令を・..す暑とその・で自.



強鹿ごとに1点
{式}に空を罵ぷ能力寄与えます.

篤行の憶にU、強.X10切までの荷絢豊岡

.この荷物に《式}自身の

‘サムライ周に作った場合

荷物と考えます.

飛行遠慮峰、各本的に強度X2<刷、/批

なります.・盤が組過した唱倉健‘飛行速度

遮R
・.X2<励n/分

担.X1側同/分

担.X鋤n/分

調UI能力を鱒つことで、(;.t)やサムライに

~.に~.11'生え寧す.この賓がどのような穫

をしている桝S陰.舗のイメージしだいです.

変身能力
*濁費伸虜康、 S点

〈式}の外見豊陰-のイメージどおりに

変化事世畢鍵カです.

この傭カを縛った(Jt)と悼、必ず・5賃値

舎をfj章って〈だ事い.

...にct1ラウンドかかります....11'イ

メージt(武}に伝えτ、そのイメーシ1こ縫っ
τ、自らの体t変形書世富す.

ザムライにこの情カt持たせた喝合、"は

l完全にイメージEおりに牢りますが、身長と体

・それに性別にct..6..の錫餓が加えられ

ます.害すがに.身長聖備にしたり、羽毛の

よう広鍵〈なったり、存在しない・a豊作り出

したり間前L吻明・.鋼障の・輩、、ところ

ctGM州踊阿倍齢、

なお、発働"の{軍t)の奇形U、陰..

のイメージどおりです.Zの篇力陣、..<曹で

:活働中に舛見壷密化事世晶ために必要tIので

す。

強鹿ごとにS点
生物中鏑4圃物内に漕む健カです.また

《式}の鎗合根・の強固さも'します.

自由依された相手11'、11依健カの強度を園E易
I心力)<.志カ〉の判定に失散す

• 

.ですが、ゲームの..性を.

輔定ctfjtlわず、ザムライ11'鰻っ

• 

ことので曹た槍・・u存在しません.

1.-つの物体、ーつの肉体にU、一つの

《式}しか渇依で書ない.

2一つのもの仁しか湯依でーない。

つまり、ザムライに《式}が渇依することU

、し、《式札》として作った《式》を伺

ません.さらに{心

によっT永畿化した《式}が何かに湯依

温依11カ信、《鯵》の組合の強田容を獲す

そのため、ほかの《式}の

• 
もし、ほかの《式》の能力が、週E依能力を

縛った《式)(ザムライ)にかけられた喝合、

その健カの強度を渇依能力の強度分、滅らす

ことがで書事す。この鎗集、 01111'0来湯に

なってしまったら、その鍵カは‘

とtIります。

UaL) 
鳳金剛ζ(Jt)・E覇依宮町A由.舞卸之島・8ヨ

ヵ，..調買でI!IlJAでも使用で晋る.
(lt眠』と時ほれる..111骨周睡も畠畠t:J'.".ζ.で~

回fUt.lJ~""1で臨写L、
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《式》の実体化
〈式〉の実体化に1:1."S力"のi円貨を必~とし

ます.陰陽曲目の怠志("It力")があっτ初めて

動紋は起動するからです.そのあとは、呪紋が

〈紗}を自動的に集めて{紗)1:1.連鎖L、〈式}に

止ります.

消費する鐙力1:1..(式〉の作成点の半分(消

散切り上げ}になります.

〈式〉の笑体化には、命令を仰いて実体化す

るまでメLまるlラウンドかかります.

つまり、険脇師は、{式}を1'1いたラウンドに

は、防御行動を除いて行動で世ません{“気合"

を使附して1刷り込み行動を超こした』品合l:l.lJIJで

す).

次のラウンドに入り、陰陽師のWill'fから〈式〉

は行動を開始します.

サムライおよび{式:./L)の喝合は.命令はすで

に利かれているので瞬時に実体化を終了しま

す.

つまり.(式〉はそのラウンドに行動を起こすこ

とがで主ます.同級にサムライはサムライ能力を

使問できるようになります.

{同えI耳、サムライが能力発動後に攻恕を受け

たら、〈式}のf1!カによる修正を行なって突き返

しの判定を行なえます.

{式}が実体化するまで {遇常)

1.使級を書き上げます。

2.呪絞にl!lを込めます.

{消費霊力は使用した作成点の半分}

3. (紗}が集積します。

{呪敏を中心にして空気が集まる感じ}

5. (紗〉が{式}の体を作成し始めます。

{慣のよう章奮がする)

6. (式}が完成します。

天.の陰舗道、あ(tたは、どうとらえているだ

ろうか?

正直、戸.いを覚えている人も多いことだろ

う.そして、鎗自由通のイメージが、留まっていな

いことに、気づいておられるのではないだろう

か.なにしろ、陰B・E・は、世界観的には芸術、

宮いかえるならアナロずなのに、システム的に

は緩衝、曾いかえるならテ'ジ9ルなのだから。

釜混と経絡が決して相容れないものではな

いことは、箱視の寄せ木細工など舟、らでも明ら

かだが、少々遣い関係にあるのも砲かだ。陰

陽道U、この世界において姦衡のーっと定鎗

されており、鎗蘭鋳の目指すものは、例外なく

『美しい式Jである。美し害、それは足したり引

いたりできるものではない.放に美しさに数舗

の介在する余地はない。しかし、それを曾って

しまってはルールにすることはできない。

結局のところ、夫Z置は、 T同喝のための世
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(1-6で1ラウンドかかります)

聞 が実体化するまで ゆL))

1. (~.L) に気を込めます。

(消費震カは使用した作成点の半分)

2. (紗〉 が集積します.

((式札}を中心にして空気が集まる感じ)

3. (紗}が〈式}の体を作成し始めます。

(曾のような奮がする}

4. (式〉が完底します.

5. (式〉が行動を開始します。

(1-41革、 ほとんどー瞬です}

《式》の活動時間
{式〉は実体化した後、基本的に険防師の

[心力!と同じラウンド数のrmそのカを鴻仰しま

すJ
厳止賞されるか.活動時間が経過するか.険

制(Jーからの停止命令で.消滅または元の〈式

札)1こ腐ります.

{式}の形鰻

発動後の形緩や大きさは作成時に決めた陰

陽 (作成時に決めた;強鵬)飾のイメージどおり

です.変身能力を〈式〉に待たせることで、あと

から変更もできます.

発動制限

一度に賃力が鴻貨できれば、 関時tこいくつで

も発動可能です。ただし、感覚結合を行なえる

のは、 路陽鱒の I知覚]以下の {式}に限られ

ます。

感完結合

〈式〉の知覚したものはすべて陰陽飾志知るこ

とができます.これは険防併と{式〉の!聞に、慰

覚的主つながりがあるためです.

この険制飾と{式〉との感覚のつながりのこと

を感覚結合と呼びます.感覚総合の及ぷ距厳

については制限i主将にありませんし、妨脅した

り、盗聴したりすることはできません.

しかし、感覚結合した〈式〉が殺され{破指揮さ

れ)たh組合、 i問fflt力の半分のダメージが術者

にも及びます.

感覚結合の有無は、〈式〉の作成時に選択し

ます.(式札)(サムライ}として作成した〈式〉の

.I4l合は、〈式札〉の作成時に感覚結合の有無を

選択しなければいけません.この選択をあとか

ら変挺することはできません.

“_.6."11、2嘗 a・
葉、CI V~I丙'‘
除鰍曲目l孟.樹党総合を仔なっていれば、{式〉

の行動に自分の“5司会・・を使閉することがで曹ま

す.ただし、{式〉の飽カ縦や成YJfIlを成長さ
せることはできません.成功総(H'fJl!と考えてく

ださt、)のー時的なJ:.抑立ら可能です.

《式》の早打ち
険制舗は、〈式〉の実体化にカ哨、る時rmを'it

打ちを行なうことで減らすことができます.早打

ちは、〈式〉の作成点の5分のl(地散切姶て)を

鰭紡度にした[敏姥)<除制術〉による判定で

す.

判定に成功したら、{式}は打ったラウンドのう

ちに行動を開始します.

判定に失敗したら.(式〉は議定を開始、しま

す.GMI:I.、そのラウンドから、〈式}に勝手生

ことをさせてくだ郎、

者お、{式札}やサムライにはliE打ちは使m
できません.

コンセプト:芸術と按術 . 
界で晶リ、その万象に~I~-Iレがなければなら

ない.そしてく鎗鴎術〉はf夫置万象"の賃裏

書筏能のーつであり、実質のJレールに乗っ取

って数値的に解釈されなければならない。そし

てルールである以上、一本筋が通っていなけれ

ばならないのだ。

そのため、私は陰傷遣に対して、次のような

コンセプトを持ってデザインに晶たった。r(式〉

に能力という鶴晶を持たせることによって、おも

ち。のブロッヲ的に組み上げられるようにする。

しかし、絵的に制限となる要素は章るベ〈持た

せないjこのコンセプトは、道具ややり方、

〈式〉の形.や大曹さをPCに任せる、といった

やり方で実現されている。

このコンセプトUはずきないでもらいたい。ル

ールの改造は、いくらやっても問鳳はないし、能

力などU、ぜひ追加してもらいたい.ブロγヲの

橿頬が、多ければ多いほど、絡好いいおもち。

が逃れるに決まっているのだ。しかし、きめつtす

だけはしてもらいたく章い。槍燭師の陀の発絡

になるべくなら枠をはめないでほしいのだ。「こ

の能力はそん章ふうには使えないよjなどとは

雷ってほしくはないし、作成点がX点以下の

{式}の大曹さは泊n以内などというルールをも

うけてもらいたくはないのだ。

それは、夫S置の陰陽温から決定的に幅れて

しまう.逆に冨う者ら、ここさえはずきなtすれば

どんなにルールが変わっても実橿の鎗，.~・と

寄るのだ.

われながら、無寮なことを曾っているなと思

う。皆さんに*めることではないのかもしれ者

い、だけどしようがない.

「ルーI~~、イメージに従属するjこれが、.

初からのコンセプトなのだ。



芸術家、自然科学者、妓術者一ーさまざま

な観点から天織にあまねく満ちる〈紗}のカを

引き出す術者、陰陽師.

彼ら真理の保求者の一員となるには、・・険陽

師"または“下滋師"のアーキ9イプをillぷ
か、〈陰陽術〉の妓能を取得すればよい。た

だし、{知力lおよびl心力]の能力舗が低いア

ーキヲイプでは、たとえく陰線術〉の銭能を

取ったとしても、うまく活かすことは緩しいの

で注意されたい{そして、旗揚師以外の?ーキ

')1イプは.総じて両方とも低<1量定されてい

るけ。I知力]は{式}を作成するための基本点

に影嘗するし、I知力1とl心力]によって鴻書

出される“震力"は、〈式〉を打つために消費

されるからだ。

t虫歯S飾、ヨロイ銀冶も陰嬢簡の一員である.

彼らの妓術は、陰陽術をlR底の理路としてい

るのだ。 i車偏舗に~るには<{車偏術〉はぜひ

取得して欲しいものだが。

プレイ中‘陰陽師は〈式}を繰る魔議使い

役と、ほかのPCの知恵袋と‘ 2つの役割を果

たすことになるだろう。そのための、く陰陽

術〉扱能であり、〈車情通〉妓能だ。a1l進テ

ンプレートや、フルスヲラγチから作る陰陽飾

であったとしても、で曹れば〈事情通〉銭高~I正

待ってほしい.

I!l燭飾の11合、f陰陽舗であると奮うことJ
それ自体が、陰陽舗を僧性的に、I!舟、のアー

キヲイプより自だたせることになる.d初の

うちは「個性的な陰陽師Jであろうとはせず、

『陰陽師らしくjプレイしているだけでも十分だ

ろう。物足りなくなってきたころには猿システ

ムにも慣れていると思われる。その時点まで

に、新しい因縁を設定で嘗れば、それから先

もおもしろくプレイできるはずだ。

さて、それではf陰陽飾らしくJあるためにt革、

いったいどのようなことに貨を配ればよいの

だろうか7

いちばん陰線飾らしさを演出で曹るのは、や

はり何と雷っても陰陽術を使い、〈式}を使役

するときだろう.

しかし、同時に、事に臨んで細心の注意を

v..っτほしい11函でもある。

険燭簡は芸術家だ.{式〉を打っときには、

どん宰に単線な〈式}であったとしても、そこ

には彼の美意績が刻み込まれねばならない.

{式}を打っときには、華麗に、優雅に、そ

して、{式}の姿形にまで心を配って……閉じ

畿で、飼じ能力の{式〉を何度も何度も使うよ

うでは、二流、三流の陰陽舗だと知るべ曹だ。

{式}を打つことで、自分はほかの人間とは

遭うのだと曾うことを見位つけてやるのだ。晶

くまで自憎たっぷりに、ほかの維にも繰ること

のできない陰陽の秘衡を見せつけてやろう。

{感情:自己顕示欲〉の因縁に従っτ.
ま丘、白書燭舗は学究の後でもある。始めて

見るもの、予想もしなかった事件に直面して、

陰陽簡は狼狽せずに、逆によろこぶべきだ。

〈感情:知的好奇心}や‘〈目的.扱量の途

}，}}といった因縁が、ロールプレイを繍強して

〈れることだろう。

アーキ世イプ 白'~~法師"の場合、よ犯のコ

ツに加えて、法舗であること、妖怪ハン骨ーで

あることがロールプレイの要に寄るだろう.

反面、妖退治をむねとした外滋簡をうまくロ

ールプレイしようとするあまり、妖怪以外のト

ラブルにはあまり興繰を弘わず、結局、ほか

のPCと孤立してしまう・・・・・・といった事態も起

こらfJいわけでは者い。“外法師"を選んだプ

レイヤーt革、そうなら立いようにある程度の余

裕を待ったロールプレイを心がけてもらいた

いものだ.

トラブルに際して、{感情:危険を楽しむ}

の図織をうまくロールプレイすることができれ

ば、外法績はずいぶんと鯵カ的なキャラヲ歩

ーになるに遣いない.

陰陽師系のキャラヲ')1ーは陰陽術のI~-Iレ

が少々厳しいため、あまり初心者向けのキャ

ラク貴明であると1:曾い雌いが、ひとたび陰

陽術ルールに習熟すれば、 l主力、のPCよりもず

っと強力なカを手に入れることができる。

しb、し、決してカに溺れることのないように

されたい。 あくまで、肴が{~}を打つの，;t~曜を

追い攻めるためだということを忘れないように

してほしい。



サムライとはなにか?
サムライ.(式〉を滋自主させた生物のことを総称してそう呼

ぶ.

しかし、時過サムライと言えIt_人を越えるために人を伶

てることを選んだ(選ばされた?)武喜芸名・たちの総祢である.

そう.サムライは人Is)ではない.サムライという例かh'tJの

モノ‘鬼や妖と同列のパケモノなのだ.少なくとも.サムラ

イではない市井の人々にとっては.
e 

パケモノを体に桜まわせて人としての姿を捻ててまでカ

を手に入れた者たち.人々は.そのような人外を民怖と恐怖

を込めて『サムライjと呼ぶのである.

「なせ¥サムライになったのか?J
「サムライになって何をするのか?J
このニつのIIQいは.サムライという存在を考える上で.外

せない喪主院である.もっとも.サムライの多くは、聞かれでも

人を棄てるしかなかった。

それしかなかったんだJ
御神獣郎太

答えることはない.僚かに、答えを語る必要はないし.そう

1M111に~えられるような111)いでもない. しかし_ ~えは持た

ねばならない.(式〉というパケモノを自らの体に緩まわせ

ようというのだ.まともな神経ではいられまい.そうしなけれ

ばならなかっただけの埋111がある{あった)はずなのだ.

t聖位p~<カを求める人Iß)はいない.それは現実も天巌も

変わらない.それがl他人にとって)どんなにささいなことで

もかまわない.あなただけの大事な埋E11があるはずなのだ.

戦うために、生きるために人を撚てたーーサムライそれは

純併なカを求めた修縦である.

あなたは.サムライに何を求めるのだろうか?



ぞ

弧焔
天轟畳強と雷われるザムライの一人。

彼の悼に仕込曹れた{式}悼、当代随一の

才を鯵っと冒われる陰燭舗三人泌かりで縮

まれており、その{式}の発勘を動吋るため

に苔を越える〈疎}が使用されている.

それ畿、彼の穂~狂気に蝕まれ、自らの

配下であるサムライ百人を斬り殺したという

有名寄『稲尾町百人輔り』事件を起こすので

ある.現在U、神事に身者寄ttτいるとの鴫

である.

匡到 |サムライ変化|

サムライ変化
サふヲイが発動することを、サムライ雪E化また

はサふライ化と呼ぶ.
u 

，投定された呪文やS型自の気合いと共に.

{式〉は発動を始め、サムライの体l主人とは思え

ぬ~に変化してt 、<. 皮h障の色が変化したり‘

f*.J<に縫の突起物が現れたり‘筋肉がグロテ1

9止までにm強されるとt、うあたりがー般的であ

る.強t、{式〉を入れれば入れるほど‘サムライ

化による変化は獄事干なモノになるようだ.サムラ

イの中には.孤焔のように人の原形をとどめぬ

ほどに変化するものもいる.

サムライ発動後にどのような涜となるかは、サ

ムライのプレイヤーが決定してかまわなt、
呪符の{式〉を発動させるように.サムライ化も

決められた“竃1)"をi問慨する.この時.体に埋

め込まれた〈株)5つごとに消費ll.l力を1点減少

(ただし.1，1低inty，孟1)できるところ也{式:fL)と

1"1械である.

中のサムライ変化
戦闘時などでのサムライ化には、 1行動が必

サムライは、{式札}と戸H講に瞬時に

発動が行なわれるため、その後の行動{例

えば、 FJi御など}では.サムライ化による

能力の.¥>tll<を受けることができる.

('i).それu、筑豊溜師、気在地帽する奇

妙な性質を締っと骨骨量震である.

{疎)~、サムライにとって武器に並んでもっ

とも.要書アイテムのーっといえるだろう.

まず、武器としての{嫁).天置には、{孫

刀}を代袈とする(Eめを使用する武量111存在

する。

これらの武器陣、 舗の主材料で晶るヒイロ童

と〈蕊}の希少きにより.総にでも平にλれられ

るわけでUない.そのため.(疎}の使える武

穏を待つということU、自らの強さを示す+骨

申ステータスシンボルとなるのだ.

次に.サムライであることの量織としての

〈琢).自らを鱒示するために、(fま}を見え

るところにI1め込むことを、ザムライは好む.

体にItめ込まれた(EU~5個につ害1点の割

合で、サムライ化するための消費量Eカを続減す

ることができる{ただし、 般低消費低1).そのた

め、サムライにU.10個-20個校度の{疎}が

I1め込まれτいる.t>ちろん、この{孫}も武器

に使閉することができる.泊費震力が、減っτ
しまった(f紛の舟だけ.変化する可能性もあ

るので、そのように{疎H使うときは注意する

』と.
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サムライ化手術

新潟

サムライの代償
強い力を干に入れるには、大量な代償を払う

必裂がある.サム予イとt、う力を手に入れるため

にサム予イたちは、 foilを失わ串ければならないの

であろうか.

まず.サムライは人で晶ることを捨てねば立ら

ない.何度tttうが‘サムライは人InJではない

のだ.その紙拠に.いまだかつてサムライが子

供を作ったとt吟紀録l孟在t、.~耳繍肢で畠る九

との1111にも混血は可能で晶るにもかかわらず.

だ.

次に魂のlil険について.除属品師に大金を験

み、サムライitの手術は行なわれるが、ここで

大きな1司泌が持ち上がる.

サムライ志願者は、陰陽師をliJじIIければな

らないのである。そして、 制神と体の両方の生

命を除隊師に袋ねなければならない.

これはたいへんに危険なことである.なぜな

ら.tくの除附師は、サムライ化の干術の際に

素直に〈式}を打ち込ま立いのだ.なぜヰら.手

術中平術後に志願者が:!kれ出したら、除陥舗

には止める手段がなt、.そのための保険として、

彼自t家笥134tE余裕膏暗殺したと冨

われるザムライ.

体 :8 (11) 銅 :5 活力:16 
敏:9 (12) 心:7 霊力:24
.: 8 (11) 共:4

巴
酬 榊脚の陰陽舗で、

強焔の創作者のー人でもみ

る.留が滅びた今は在野の

人.彼女が求める仕事の代

慣は.研究材料としてのー定

問聞の腺鼠的関係でめるこ

除陥師I孟.(式〉に「仕込むJので晶る.

tちろん物品的な代償も必要である.物品と

いっても、ヒイロ金や{珠}、それに〈心稼〉却、

ったm製な物品1で$ければ代舗には$らなt、
特に自分に蝶め込まれる分の(JlI;)1阜、志願者

の持ち込みで晶るのが将過である.

また金銭ではなも噌もしれなt、.一定時IInJの

級制的関係であったり.除蹴舗の個人的rr町雌J
を解決するとt、うことも十分晶りうるだろう.

続後に術その也のにかかる時1111とfil険性があ

る.敏遡l聞から数か月也カ哨‘る手術の級r'，に、

芯願者が死亡することもまれではなt、.ほとん

どの死亡耳目闘は.(JlI;)の埋め込みによる人体

のf拒否反応である.埋め込みは、{式〉を利閉

して行なわれるが、うまく人体と届連合するかどう

かは、賭けの!ll1~障がか立り強い. サムライの技

術11.いまだに由直立されてはt、ないのである.



b L ろ い ぽ

白粉彫り
〈式〉町線級u、動l膏の白

粉彫りのように、ふだんは褒

面に現れ章、、.サムライ変化

を符なうときや体が興奮して

いると曹にだ"、浮かび上が

るように現れてくる.

祉会とサムライ
サムライは、社会に認知されてt喝旬、うより、

ムリヤリli)fHっているとt、うほうが正解である.

前述したが、抑~の人々にとってサムライは身

近なパケモノでしかな: 、 人々は、悠りを~lわ
ないように、脈れ物にで色触れるかのように、

サムライを倣うことで晶ろう.

しかし、受け入れてくれるところがないわけ

でもなt、 戦乱の時代である今は、サムライに

とってたいへん生きやすい時代であるのは僚か

である.mlと戦いは、大なり小なり;R繊のどこ

にでもあるし、曲lを好む領主たちは、サムライ

の力を必要としてt喝.それに飲み届ゃ巡.?lI

の主人たちは.大企を務としてくれる{サムライ

のほとんどは本築家であり.利郎的な快耳障を

好む)サム予イ告義i面的には歓迎することだろう.

し;かし、それ色無fti人としての一時的な;g備

においてでしかなt、 サムライは、地域信会に

廷に受け入られるととはなt、 持らしてt、くこと

はで宮ないのだ.サムライf阜、1:きることだけが

a存されるので晶る.

人間以外のサムライ
陰陽道では、無機物に{式〉を仕込んだの

が〈式JL)であり、5主主物に{式〉を仕込んだも

のがサムライである.多くのサムライは人rr日だ
が、まれに動物にサムライを符なうこと也晶る.

岡町田
岡園町四百飼主主韓国

何度4宮、・T、喝ように、 サム，イIt!U'T
-晶《式制，H'島品。つま唱、方法さえわか叩T
-れ1[，、織に.n..，鋤きせ晶こEがγき晶のだ.

自....が』量鋤の兎文などを.定l'T、・晶tb
普通It外4ーから..され品二Eはな、'.l 
人間E倉庫内謙温がγき官、，(例外It晶

晶が} 鋤崎町ザムライ1:lt、~文などIt.定
・こEが歩、・.

... 
外ーーから..寸晶湯.1:lt..鋤きせ晶看

が・.カ"を鴻..，.晶ðU~が晶晶.1色、 サム
?'Iが‘覚鎗舎の飽カ告持.，'T、・た場令、.

鋤lf::t-I::サム?イの1111'、‘党内リンクは特

~Ioれ品。

、

代表的な動物のサム舟イでは、 1号、犬.弘、

郷、11などがあり、やはり鞍111での使用を

にしている.

人間でさえもサムライの手術で命を稀とす

ことが多いのだから、I励ではさらに成功車は

低いものになる.

しかし、帳場でのZL11品、感覚結合に

よって愈忠の疎通が行止える戦闘犬な

ど.特f.I;な能力を持たせるメリットIt.非

常に大郎、

蝿y物を愈のままに機るこの妓術I草、特に

線報活動を行なう忍たちに盤要拠さ

れており.~くの忍のmでは‘
動物のサムライはよく研究さ

れているし‘いくつかの組織

ではすでに~J:n化にこ

けている.しかし、.!lW!に

{式}を発動できるような

!1!力平、 〈味}のt埋め込み

に耐えられるような体カを持

つ動物などそういるわけ也な

t、.

《武》の..1:.1畠歯a民、
帯うや.，'T~向ζrl:世晶.

_.晶晶ご1::1:、
暗黒ろうrl'Tぃ品。骨れを倉a臨時カで押

ι司氏《却のカをザム，イIt"'l:入れT“畠

町1;'。
l，かt、‘・q晶、OOI:.i.われ品目暗章、

I::l 'T..，Iヒ.畿の・4トまで本書のパケモJ
1:((畠 B.~.，'T(晶'.1，号。 -ll'T、，<ケ毛J
I:J.!'lol、'..量Itえ晶こrl:((晶のだ.

注』ゲ-1..としての・ft"~.
ライの.'"取り白書.-宮れている.

缶、ザ1.."イitI訓刷ζ句"の・a・2
0司君を符怒ってもか軍NI.、.

実縄と呼ばれ、厳織に

S省ける早Jl&に使用される.

体 :5 (8) 

蛾:6 (9) 

. : 5 (8) 

知 :2活力:10 
心:4 霊力:8
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天羅世界の武器
"天級万象"のルールでは、武訟の側性は

乏しく.J!いはダメージのみである.

しかし.数値的パラン1者どはあまり気にす

る必要はなP.物麟の主人公たる也の脊是l天

外$武認を持っているのが「当然Jt.tのである.

ただ、大体の目安として、武器と武iiiI修正を

ー覧表にして晶る.もし、本耳目にない武穏を使

用したいのなら、その武器がどの程度の威力

を符っかを考えた上でほかの武iiiIと比べτ、

妥当な武器修正を決めてもらいたい.

なお、本唄では停泊の武器のみを紹介して

いるが.天fi独特の株主主総M2ページにて約

介しているので、そちらも参照して也らいたP.

打刀
+3 いわゆる

刀である.

太刀
+5 これLj:野太万
と曹われるタイプ.
反りが曹つく昼、、.

88 

小柄
+t 鍔に量産す

刀の付属品。

uの'-:."Ul1..す晶ピ、圃織に

対l1会会1:使用寸晶.-:.ごl:1:ダメージ

に+1のポー十ス岳会け晶こEが:.n晶.ただ

し氏.はすべT同t:o.aτ'<<え晶ものでな

ければならな、北、lItt1."t'晶.，11止なら
な、・。

基本武器修正......................................................... 
+1 :小柄、石とる、手鹿剣

+2:.鋼..盤、棚司FElI.首領、-

+3:打刀、思刀.・・紙、a・ ω鋼}

+4:.・、‘万、瞬"
+5:太刀、館、..  、a・、 1宇・
+6引陣ど

修正値(複数週択"り)......................................................... 
スコィ : +1 
痛そう : +1 
狂ってる:+1 
各刀 : +1-+2 
妖刀 : +3-+4 
軍ヨ団ロ・イ周 :+4 
a・卸値が多い :+そのS分のaE修正

注)例えば、情圃1.::.盤が付いている打

刀がもしあったS.そOIt・修正肱打刀
【+3)+箇.(+2)で、 +5とQ:る.

脇差
+2 tt士が平眠時に刀と

共に嫌繕する縄助武鑓.

"国胃【酬司 『

掴置置歯菌

忍刀

長巻
+5 柄の長い刀
太刀の柄を延長し

て間合いと威力者

3ーしたbの.

難刀
+4 刃の

畏い倍。錨
四

いが簡単で

強力な武器

である.

+3 l!l典として
さまざまな仕込み

がしτある.



回

図
.ぴ週具1:11. 、・(.，かの特殊~j\.-j\.

..存在寸晶.1i'、.tIJl具でU、....1:
-'UJ‘じがa生t昔、'.帯l"t&本鈎1:.

|用可・~防御".11<・.>のみγ晶畠t注
1). 

1/:. -<<1:底思舟鋪阜の舎11"..ー苛
aγ晶弘ζの鴫1:'.1:錆l"t会舎に祭司
':1.ご~I:ダメージ量+11"晶ζ~..n晶.

周‘1:・・人.民主的・，...，..，、・.が
寸...."t.舎のa思内1:ぃ晶~品11.、o田a
，、岡崎1:.・寸晶ζEがすき晶.

.....11.1・I!ltft昔、・..・帽す4

"t1:U寸晶.・4ト1:.噌Tぃ晶(It皐÷圃

・.併2"主)~ら岡崎1:0.舗のダメー

ジポーナ"'i"晶こ~"1"!晶.
l!.1)"'.げやPi..ー寸晶色仰は、白保

a氏.~・.U~ピl"/:t:!..~寸ζEが
ずーー.ーのtb晶、防s・a・rl"t<@llr.a
聞〉お.1，，<.・a・〉などが使用1"!晶. 

.fO' 
+4 もっとb
鍋いが簡単で

もっとb有効な

臓のために洗

練書れた鍍鍵.

戦斧
+4 
夫置でも

あまリ使わ
れ章、、.

タナ.

苦無
+2 もともとU穴纏

りの忍典だが、鎗げら

れるように胸聾涜み.

手裏剣
+1 いわ申る.a
疋が、手鹿童書b武士

のたしなみで1>6.

金剛杖
+3 11・4畠や山伏が

締っτいるU.先織

が金属で槽われてい

晶ので、まともに責ら
うと御仏の仲間入り

ということになる.

置.. 

-
れ・
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九

園
町
，
句
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3
と

タ

E
守
+
弓
る
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鎖鎌(分銅)
+2 錫

+3 骨銅



回|
e鉱ゐ

珠
E車剣の"としτ使用す
る止時に・e上げられ

た(1車). 

《珠》とは何か
‘. 車E王にも似た賞金凶(I:l:)は.その内側にsi{

を淘め込むことができるとt吟件慣により.主

まEま立111途に使用される

中でもめざましいのは式おとしての使lIIiJlで

あり、このRfiに(I:l:)が発見されてより敏行

年のうちに、人々は『段式統打線剣H:¥、う2大
武訟を*11み/1¥すにiiった.

また.サムライ化すると世に必喫な~.kな肢

の~力のi円債を補うため.サムライはその体に

t、くつ也の(I:l:)をJ'ftめ込み.1..11>1に険制附は

巨大な{式〉を打っときにnらの111)1のiMlft
防ぐために、{式札〉に{駿)tJ1¥め込む.

その発鋼、軒町製には特殊な独自制1.島硬なた

め、(I:l:)はたいへんな ttff(I'~iであり.oIl舗で
取り引きされτいる.

風水餅
... 本舗1:陰陽簡のー濠で~')、

{縁}の包厳に闘する作舞に従事

する.その作鍵の榔密性ゆえに、一

鎗人と交わることI:IJとんどない.

H縄と流通
(1:l:)1主鉱山より発鋪されるが.その鉱脈の

刷所は広〈知られることはω、 {議}を舗り出

すのは「風車両幅jと呼ばれる専門事量の書たちで

晶り.(I:l:)鉱脈の地所1;1.後らの俗伝とされて

も、るのがその里里山で晶る.

年に敏度.領主たちゃ白人の元へと赴垂.

〈疎}を先るときを除いて、彼らはその生活の

大字企鉱脈の近<1こ儲けられた村で過ごす. 

に加工事れる.

• • 
・，

、用途に従ってさまざま章大曹さ

上IJ通常サイXの〈皇軍〉‘左U大砲周の大玉.

《琢》の使用法
(.f:l:) 1主将録生刻印を'ーした軍般でrrっ

と.員量発四散し.肉時にその内にHじて品

った I気J告発倣する

u章式銭jの地合.その燭発)lt.flUsし

て鉛玉を飛1;(1.-.rf量刀jの地合は気の{l;樽

準の高い『ヒイロ金J"の}J.jtに5託金巡ら

せることによって切れ昧t.ltll.-.品るいは

自量発的立打績を与える.

また. (線)1こは気(司1)1)の噌池とし

てのlIIi主も作(Eする.険制怖がれ分 ー人で

は手に余るほど11.k立{式〉岳lfっときや.

サムライがザム ライItすると曹に必襲とな

る書置のttJJを綿うために. (総)1;1.使111

されるのである.

株式統列PI:l:刀の・岸九としτ融!JlIした地介‘

使った(.f:l:)は紛徴鵬に帥けてしまい‘ .1'1

'tは不可Itとなるが.サムライや{式札}

に用め込んで寝)J地池として使川した地合

には、 jlJひ・の府l川が可自Eで晶る.



疎刀の意味
怖や緩刀ではなく、刀こそが武士の魂を象徴

し、武士のf主主織を刻むにふさわしt、得物であ

ると考える風潮が、武士たちに刀を舘らせる.

般に、絶大な破J1lカを持つ〈段}武器の中で也、

特にJJは武士たちの1M)で好まれ.機嫌が比較

的簡単に作成できることとも網まって、武士た

ちの1111では琢71を持つことはー傾の営れと考え

られ'nゆ.

(l;t)を波紋する方式には2附置1ある.fIlr.1!唱
の給制に〈珠}を裟燐し‘使間するたびに輸胴

が回転する『給制式jと、 911伎を柄に仕込み、

パネの力でIII鉄まで抑し上げる『自動波別式j

とがある.

続恨の自動波境式の方が連発性能にすぐれ

るが、給制式よりも般仰の可能性が多く、どち

らを選ぶ糾孟好みが分かれるところである.

{味》
11、..が命キlI:晶!:1:fI!金量引にEγ、

(Jl)告停車Eさせ、
メージを与えるこEができる。

具体的にU...が成功lf:晶E、~.町
"射皐.!:JIll:l:までの任倉の(Jl)を使用

するこピができ、使用lf:(Jl) ll&につき、
ダメージが+l~れ品。

at修iE+5射事2 畿繍量t6

上認の氏忠告<ltJllll:!:!I:""・-ra明u

l&6、2俸の(Jl)を使用'n.~.・正
+7になるr，.うニ!:I:(&品。

J}.f(刀袋娯口
メカニズム

繍腕式、自勘磁調陣式

共に擁畿は取り舛し

が可能で、すばやい

交換が司能となって

いる.磁闘中であっ

ても.1ラウンドで交

操、湾線網は可能.

サムライの霊力消資
サムライu、体に埋め込まれた

〈琢)5鋼につ曹3点のi高貴 .カ竃滅

脅させることがで曹る.
これu鎗燭簡の遺品{式札}でも伺

織で、札に{疎}が5傭絹み泊まれる

たびに、起動に必要な霊力が1点ず

つ減歩してゆく.

サムライ・御堂競馬

.....・・・・・"・・・・・・“・・・・・........・-・・・・....・・
体:7 (10) 敏 :8 (1幻
覚:7 (10) 
知 :3心:6尖 :5
ザムライ飽カ:嶋.飽カ:3

再生鑑カ :2
.依箆カ:1 

《猿〉の倣:25清貧富力:4

匝E

量，



電重一

珠式射撃兵装

珠玉記長銃
E車式統よりも命中

車、情度にすぐれる.

封印砲
擁韻は{嫁}を使用し

た鮮liI!tである.

珠式火器のデータ

民・修霊剣種射Z匝積繍虫

単舗 +3 15m 4 4 
蜂式. +5 5Om 4 12 
'式.. 車 +5 100m 2 8 
封印砲 +7 150田 3 6 
.砲 +7 4冊田 I I 
封印.‘・・の卿体に1:.が使用害れτおり、封

印.1:単語帆・・u半径加の.繁華組こす.

92 

珠薙刀
+4 射率4

珠太万
+5 射率2装鳩敏6
E車武器の中でU刀がもっ

ともポピュラー.

火~の干干犯しない~純では.代わりに〈殊}の爆発力を事l閉した火擦が発脱した.

しかし、 {線〉の荷価さや.作動機憎の繊維さなどの里flllにより、これらの武器を1，';つも

のは少なく、}主催であったとしても特別観される.

I拠筒
t事ちiIびやす〈便利.

j}f砲
畳射程を跨る迫軍砲.燭発に

場曹込まれれば跡形b侵害者

いと冒う.



『サムライJの能力を締つ?ーキ世イプI基金

銭で3種鎖。

..サムライ"“畠サムライ"“鬼サムライ"

の37'ーキl'イプだ。

もちろん、それ以外のキャラヲヲーであった

としても、体に{式}をl!め込んでサムライ化

を可能としたものは、すべて fサムライjと呼

ばれることになる.

サムライ! 人の限界を越えるカを得た、緑

敵の超蹴士。

サムライを白骨ルプレイするに当たって大事

なことは、 f自分は強いのだjと曾う自覚を持

つことだ。

サJ..ライ化した君に、生身で追随することは

不可能。不可能であるからこその「サムライj

なのだ。

実際の数値商でも、サムライの絞闘能力に

よってブーストアγプされた能力舗は、ほかの

人間系キャラヲ世ーをはるかに漫鴛する.メイ

ンの戦闘系妓能が “中級"であればこそ、立

ち向かつてかつ可能性もあろうが、もともと〈

岳兵戦闘〉が上級の“感サムライ"などは、

会期梅以外では真っ向から立ち向かうことは因

援なほどの強さを持つ。

だが、強さに溺れるものを待つのは修量産遂

のみであると曾うことも忘れては者らない。理

白書き強さはただの集カなのだということを。

人を斬り、命を奪う.君はいつだって、その

意昧を理解しながら費請を撮るうべきだ.それな

しでは、君は「修擁jと変わりがない.

そして一方で、強きにはなにがしかの代慣が

付きまとう。無般の強さを得るために、省が失

ったものはいったい何だ?

例えばそれU、ある意味での f来来Jかも

しれない。サムライ化の硲衡を織自由師に鈍さ

れた際聞から、肴は子供を作ることができない

体になってしまう.サムライは、人間ではない

のだ.

例えばそれは‘はるかに強大な力を持ったも

のに対する恐れから来る、差別かもしれ章い。

君がその身にまとう血の臭いl車、副院を呼び、

争いを呼び、君を平穏な自々から遠ざけて申く

だろう。

それらのことにまだ気が付いていない“ザム

ライ"と“鬼ザムライ"。気づかないままに、

あるいは、気が付きながらもそれを無視して、

終湾を迎えつつある“品ザムライ"

閉じ f強さJというものを規範としながら、

これら37'ーキ空イプはその方向性聖典にして

いる.

“ザムライ"は、閉じた来来からの脱出を.

“鬼サムライ"は、生きる意昧の再

確認を。

“過サムライ"は、淀んだ現放カ、らの鋭出

を、せめて、脱出方法の発見を。

それぞれ意織してプレイすれば、“因縁"は

うま〈上下してゆき、プレイに深みが生まれる

ことだろう。

すべてのサムライ系7ーキ1>イプを選んだプ

レイヤーは、いつだって，忘れないでほしい。

rt.tぜ、強〈者ろうとしたのか?J
「なぜ、サムライに寄ったのかlJ
fなぜ、ここにいるのかけ

「そしてこれから、どこへ符〈

のか?J

答をすでに得ていたっていい.答を探してい

る途中だったっていい。その問いを、忘れない

こと。サムライが人間ではない、ただの殿"マ

シーンtこ援ちずに清むのは、まさにその聞いを

身内に有している点によるのだから。



ヨロイとは何か
人の倍以上もの骨文を持つ鉄巨人、それが

『ヨロイjだ.

ヨロイを所持しているとt、うことi阜、その娠の

権力、 I甘力のal微でもあるし、 -.適当千加、う

ことばを文学どおり体現するその力は、戦力そ

のものの象徴で也晶る.

ヨロイをー騎作るためには、その体自体を作

る『ヨロイ鍛冶j、fヨロイ乗りjの精神をヨロ

イと{機合〉させるための{明鏡〉、そし

どれとしτ.
ではなく.

ロイ

天級厳木の戦略

兵ztにして甲車術

兵様、それが『ヨロ

イIなのである.

織のデータ

体 :9 (13) ・:8 (12) 
• : 8 (12) 
'由航D・:96 (+4) 
怠民.
ヨロイ宏匁(+9)
ヨロィ・.(+6) 

議にも負けないんだ、絶対!

制詩
情鱒州寓牙図的領主、進代松海守に怯える

11本家のヨロィ.ヨロイ最リ1:周.の末娘、さ

ち姫.

f虎置の乱jを初陣として飾り、 敵将の首級を

数多〈上げた劫舗により.11木.頭首、 轟六烈

淘U松海守よりニ+万石を授吋られたと宮う.

ヨロイ乗り 村雨四郎丸



ヨロイの果たす役割
ヨロイI:U!tJllに晶っても、そのほかの刷所に

あっても.強い影暢:IJを持つ.

職場ではその強大な戦力はもちろん、味方を

Mい立たせる役にも立つだろう.

戦の鋭車時的げる誠実は.しばしばヨロイ

mの巨大な物が特注され、この弓を引くことは

非常な名畿とされてt喝.加えて、獅 f'j首巡の

働きを見せるヨロイが9il(1こtゆと知れれば、 1i
が応で也兵の士会tは上がろう.:』t線、常に戦線

の肢がIで戦うために、 lt!l:・6のEI<勲l孟ヨロイが晶

{ずることが~Po

tt争をi土紛ける僚にiふ倣凶が何騎のヨロイ

を所持しているか、ヨロイはどこに配され.よ世が

嫌っているのか……と3ったよう牟愉報が、非

常に可I授となる。止にしろ‘ヨロイー騎で戦"

を紅おされる』結合すら干f.tI.するので品る.

また.ひとたひ可民地を厳れれば.ヨロイはM
力、 相自)Jの~~世でもある.

ヨロイを打つためには長い時間!と 、 災大立~

iIIが盛要だし.ヨロイを作るために不可欠なニ

つの物、ヨロイの!il'i脇たる時l'置と、ヨロイの動

力滅たる{心線}f卓、金に算ずるのが不可能な

ほどに良重であり、そのこつを同時にそろえる

ことができると宵うだ付でも一憾のステータスが

生まれるのである.

ヨロイを桜数所持しているような大，>，では、

同岐的関所を守るためにヨロイを配する泌合も

~('. f，が攻め込んできたときには真っ先に散

を食い止めるべく刀を似るうで晶ろうこのヨロイ

.“..・は『初)JJと呼Itれ‘ヨロイ釆りを蟻出した家は

非常な名誉止のである.

ヨロイI草、戦術的に也、戦時的に也、また、

政治的にも非常にIf(喪主怠昧を1;';つ兵務なの

である.

ヨロイ乗りとは
ヨロイの頒軍司である(1'1鏡}に〈按合(塊を写し

込むこと)}し、ヨロイを自らの怠のままに繰るf壷
Hを1;';つ布たちのことを、総じて『ヨロイ乗り』と

呼ぶ.

{被f})するためには.その者の11が深くては

いけないと宵九魂の汚れのな色町、純粋な心

の持ち主ほど良t、と合う.

~が浅ければt~( 、ほど、向性能なヨロイを撚

ることができ.品るt、11ヨロイの性鈍を余すとこ

ろなく発仰することができるため、 E1ょ71;よと育
てられた、純斡無垢な千供こそがヨロイ乗りに

選ばれることに$る.正備に合えl;t、ヨロイ乗

りとするために、純粋無垢であるように育てる

のだが.

そのような服出により.子供で品るヨロイ釆り

Iふさらに年齢不相応に子供っI~( 、場合が多

、、.
自分が何をしτいるのか.その級生ことすら

珂!解でをずに、ヨロイ乗りはまるで人形滋びを

楽しむカ叩ようにヨロイを繰り、敵兵をたたきつ

ぶすので晶る.

いつの日か、肉らの行ぬの:tI昧に%が付くIま

どに成長し、魂に染みついたJ慢のI白書がヨロイ

に乗ることを然じるその日まで.

さち姫のデータ............................... 
体 :3・:6，. : 5 知 :3
心 :6 共:7
活力 :6
富力:18 
〈鐙合>'*'.

明鏡
ヨロイの蹟脳.

ヨロイ乗りUここに魂を簿とす.

ヨロイ乗り・さち姫
轟木耳買の末織として、ヨロイ『神狩j

を繰るヨロイ集り.
初陣の時に悼わずかに711でめっ

たが‘ヨロイf三ツ眼鬼J'を駆り、見

事敵将の曹を上げてきたと宮う.
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戦い附

佳品均~l

犠t晴

樹溜恥〉

ヨロイとの接合
ヨロイ乗り1;1..ヨロイの中でヨロイf$:金をかぶ

り、明鏡とid必を通すことによって〈綾合}を行

ない、ヨロイとー心間体に怠る.

この状態下では、ヨロイ乗りはヨロイの見たま

まを見、聞いたままをl聞き.感じたままを感じる

ことができる.

ヨロイの拘l覚:能力は人fmのそれよりも強化さ

れている地合がほとんどなので、ふだんと興な

るものの見え方，.型車じ1iを経験したヨロイ乗り

たちは、それをf夢の中の景色のようだつたJと
併する.その非現実感ゆえに.無括なる子供で

畠るはずのヨロイ乗りたちは、まるで虫けらを餅

み摘すごとくに敵兵を叙鍛することにまったく低

抗や疑問を感じずにt、られるので晶ろう.

実際、人殺しの泉は.ヨロイ飛りではなく彼

らが乗ったヨロイ自身{正備にはヨロイに組み込

まれた明鏡)が背負うため、何十、何百の人間

して也、ヨロイ乗りの魂が汚れること

ヨロイの心臓として、各自事に鍍力を俄給し.

その巨体を動かす郎動力たるi器官、それカ<(心
JJI()である.

-/jl組み込まれれば舷別されるまではw::永
久に鍵力を厳み出し続けるため、交換の~.要は

なく.それどころか破脱されたヨロイから無傷で

取り出すことができれば.j)Jのヨロイや金剛械

に組み込むことすら可能なのだ.

その製法は険陽自離やー部の支配者府の極~

とされ、 一般には憾となっている.

動力筒
ヨロイの筋肉に当たる鎗織線機.

心感より送られる霊力とヨロイ乗り

の意志を受吋て伸縮するこれら動

力簡が体内に織数に配置されてい

ることにより、ヨロイは人と寸骨遭

わ血働者が可能となっているので

ある.

左回はヨロイ鍍;曲、 HI.rii毒装が

現在制作中町ヨロイI国王之嘗・白

虎jの上半身と、左胸偲の広大図.

守FF4a聖崎晶伊
事官四Z<Z崎町時3

はな1'.

~喝でヨロイを送附するに当たって気を付け

ねばならないのは.まさにその「ヨロイ娘りの梁

が刷すJことによってヨロイに乗れ立〈なってしま

う事態なので、戦地におけるヨロイ乗りは専問

の天轄の中Iこ踊雌され、外にはー歩もt品加、こ

とが多い.
ヲロイロヲロイ合Jが犠+l't.. 晶場令、肉

体を4t噌た判定 {体カ、 敏袋、知~の‘カ
4lt使用寸晶判定E考えればtいだろう)11、
寸'-<'t本来的技.1"I1t.t(、ヨロイ金唱舟梼
噌〈按令>a:.tUl'tω、1101，1¥'0
司制、ヲロイが刀量a晶号場制ムヨロイ

余9の〈白条旗周〉ではなし〈接+>e:

.t4t..'t制実1"~晶のだ。
. .  ... のヨロイ余唱は、 aιの経a1"l1t.t

4、イメージすヨロイ量鋤酢tt.由、本人骨畿

‘は問題にならい、.

ーも4ん、〈白*.. 岡〉側Zうが〈畿令〉

，l，)t，&‘・のなιI!、帯ちらを使用l'tもかまb
官、、



申腔内のヨロイ乗り
甲陵内でヨロイと様合しているヨロイ集りは.

館中の飴兜のように丸〈なり、僚を抱えた姿勢

で眠りにつくことに主る.
この状態のヨロイ乗りU、空腹や疲労、苦a肩

書どを感じることUない.

『速水の綾媛jの途絶にもあるように、ヨロイ

量りの体が死んだとしても、同月餓が破織され~

いかぎり、通常とまった〈変わらず行脚すること

ができる.

整備と修理
陰陽術の粋を尽くしてfl

'
られたその体に加え、

たいへんに高価な〈疎}をt虫に使間する武滋

を多〈袋制していることる晶旬、ヨロイは細かな

重量制告必要とする。

また.ヨロイ白体は無線総で半止久的な作戦

仔動を『ザ能としてtゆが、その11Iに鍛合してい

るヨロイ乗りの休息.栄鍵補給をしなくては、ヨ

ロイ乗り自身そうと気づかぬうちに死亡してしま

う喝合もあり.そういった而で色鍛附、補給の

ための小休止は欠くことができ立t、.

ヨロイの鍛備や修蝶II-.，.:¥防御の巾で志それ

を抑1"1とする『ヨロイ鍛冶jが仔なうことが歩t、
ヨロイ鍛冶と1;1:.ヨロイや金剛憾の作成や型車備

の技術に長けた除A!!師のー純であり、ヨロイー

軍事に通常三ー四名のヨロイ鍛冶が付く.

ヨロイの副州iは、それが明緩や心腹に及ぶも

のであったり、修復が不可能なほどであったり

し郎、かぎ旬、ごく鬼i時間のうちにヨロイ鍛冶に

よって修復がiiJf.昆である.

|ヨロイの準備 |

品れIt.式Sしを使mしてIおまー瞬.内部議官

に翠るような大き立もので也、 ー日ー数日あれ

ば元どおりにすることができる.

ただし.これが1"鍛平心啄の殿!Jlともなれば‘

自主l孟雪Eわってくる.双方ともに入手l調骨量.代将

不可{躍であるため、代わりとなる新しt、明鏡や

心境iが生ければ{そして.ほとんどの刈合.そ

れは符uし立t、)完全な修館はで主ず、いくら

そのほかの般側部位を抗したとして也、ヨロイは

まったく動かなt切である.

4UAlf: (負4・.1:ダメージ内入.，/:)ヨ

ロイを修理11"品川止、負...を...n/:
I伽カI<陰・a>骨ロールをl~ltれIl~l)
ません。判定的成功.舎のダメージ告圃a寸
晶こEができ1寸。
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天寝唯一の制御機器
ヨロイや金陳l槻の頒協である{明鏡)1主、 ー見

良<1脅かれた銅銭と変わりはなt、ように見える.

し;かし、明鏡の絡めたカは、ヨ苦写しゃ』軍隊It

とl孟比べ物になる物ではなl¥.1"銭は、その内

に人の魂を移すことができ、ヨロイや金制械を

制御する.いわばコンピュータの役割を*たす

のである.

ヨロイ.金剛慨はー騎存在するだけで戦局が

左右されるほどの絶大立威力を持つため、つま

るところ、名代、領主にとって明般の保有敏と

は、そのまま闘力を表す1li婆な数字でもあり、

彼らはこそ・って明鏡を平に入れようとする.

なぜ、明鏡がそれほどまでに貧血なのか?

そtu草、明鏡の数が，.!!られているからである.

天認のどこを録して也、明鏡を作り出す能力を

I~つのは、神宮家の干T. それもかな円高位の者

たちのみであり、その製法は縦勝と立っている

からである.

紳宮家に1;1."れた叩l綬を自在に繰る能力が

あると含われ.笑際それとおぼしき事件也起こ

った記録がある.

それが事実にしろ.ttい伝えにしろ、飴伎の

神宮家に文Jする緩怠を押さえる大きな抑此力と

なっているのは101遣いttp.
雄也、自らうわさのJ.l偽を紋そうと且lう容が

いないのだ.
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明績を手に入れるには
liil.iAのとおり、岬l鍵を作ることができるのは

紳宮家だけである.従って.叩l餓を乎に入れる

ためには、神宮家にそれを願う以外に方法はな

L、.
1"鏡を干に入れたい者は、まず神宮の大社

{中央大隙であれば神米に所在)へと1111旬く必
嬰がある.

基本がJに閉鎖を手にすることができるの1;1.. 

名代‘または領主に阪られる.それ以外が1'1鈍
を下賜されたと曾う記録1;1.如、

明鏡の内部

中央は良くg
かれた金属で
出来ている.

町時繊の内包構造は‘ それを撮う鎗爾侮たちに
とっても隠とされ、古来より~くの陰陽師が解
析を鼠みるものの‘いまだ答は得られぬままで
ある.
とあるIe録によれば、 fそU型軽.2枚に骨か

れ、内には鳳塗りの薄lI!l枚が錦織の薄布に練
むるるのみなりJとあるが、それ以上はわからず
じまいで"，った.
明餓とはいったい何者のか? その蓄を知る

のは、明餓を11る神宮家のみ容のである.

また、 t閉鎖を下賜されることになったとして、

その数にl闘してはでたらめともいえるほどの無作

為綴りである.どのよう在強大な留であっても、

敏+度に及ぷ参nを無線され、 lt支の明鏡も波

書れない喝合もあれば、吹けIt飛ぶような小闘

に、 一度に歓枚の明鏡が下賜されるとともあり

える.

それほどまでに貨mな明鏡だからこそ.政治

的な取り引きの材料となったり.戦の理由その

也のと立ったり也するのである.



明.，:覇市ボ晶 r"JItごU~<、噌ζを・
;;1:寸晶携が禽環、喝のす晶唱走場令、遭週、

'0 ー皮鴫界，、E入..た.1:
が:aまれば、令舟鳴が再11外，、虫晶こE

1:6 

業を誠う

;/:曲、ヲロイ:*')IUIヵ

f'J!えIj:'使うほど.呼l鋭には-li!"がたまってゆ

く.

あまりに衆が染みついてしまった明鏡は.bal
に也被うことができないため、法師によって援を

級ってもらう必要がある.

3院を干高とした明鏡は.完全に無騒な状態へ

とt商品.この時に、明般の中にヨロイ乗りや金

刷機の魂が入ったままであった1組合‘その魂ま

でI~J時に浄化され‘成仏にヨEる.
，，，-仏Lてしまった魂は.いかなる乎綬告白骨じ

τも炭つては米なP.

持宮家の昆

女.明餓録作

に..ける.

領

@ 

勤 。蜘 0・0包繍
~ 得制.@'~

金剛機との接合
しかるべ曹手順を筒んで縫飽きぜた明銭

どうし1:、同月界を完全に共有することができ

る.

ただし、企画開慢と生身の人聞の魂の鰻触

悼、たいτいの場合、不事者結果に終わる.

修E置の魂の"曹を受け、 縫合を賦み止人

間の魂が値頃されてしまうのでd)る.

ー.

明舗のネットワーク
般会したヨロイ乗り.封魂された金目刷機の魂

は、時1餓内に4構築された仮想!1!IIUr明WJへと
移される.この明館空間I草、その内の魂どうし

が盟むのなら、互いに織触、融合が可能であ

る.

時l銚!1!1町内では、ヨロイ薫りは自分の望書を

「街に浮かぶ自分自身jとして知覚し、明鏡当日

ョンが可i曜となる.

lI:lこらうー目1::1ヲ会い
たいと顧う少女.
との担分骨ちに彼女13
亮Eした.

また、被合し.魂が明鏡~I町内にある状態

で肉体のほうが先に死亡してしまった刷会、鴻

は即座にi肖減してしまうのではなく、明鏡空間

内に飽まり続けることができる.

この段官官では.ヨロイを繰ることにはfolら支隙

I主主P.このため、ヨロイの中町ヨロイ乗りが死

亡していることに‘周凶の設もがしばらくの間気

|閣をJ~桁した日lのヨロイ飛りとのコミュニゲーシ が付か止t、とt吟事件もしばしば起こると合う.

明鍋@鳴r
砂、-19

z・-S9
4・ー"“-79 
働-99

Eω-1嶋
109-

ヨロイが罷tt~_+。
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 

鈎



人に似たき器の巨大機械、それが一般的なヨ

ロイの形だが、長い天織の歴史の中には.通

常とは興なる姿形のヨロイも数多く存在した.

ヨロイ鍛冶にとって.ほかのどのヨロイよりも強

いヨロイを打つことは至上の命題であり.そのた

めにヨロイ鍛治たちはさまざまな技法を試みてき

たのである.

ここに示されているものは、その中でも代表的

なヨロイのt、くつかである.人!削司書と閉じように.

現在で也艮〈使われてt喝也のや.その符殊さ

ゆえになかなか見られないもの、今ではほとん

ど使われていないものなども存在するが.どれ

も1司列に披い、 ~J帯することにした.

生体ヨロイ
ヨロイの部品に生体系のものを

使用することにより、 ヨロイにSを
仕込むことがで曹るようになる.

g傷、運用の面倒さゆえ‘実用
している国u金り多〈はない.
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-・・・・....・..........................

体 :6(9) . :7 
(10/15) .・6(9) 
活力:12 
再生. 舗鹿15)
.倒副岨@岨5)

無足ヨロイ

a • 2 • を

長距躍の軍用にすぐれた、Ib繍式を線用
したヨロィ。通常、舞足式といえば大鰐を
燥した下半島であり、珍しい例で晶る.

家内側責泉固のヨロイ

不敵桜
-・・・・・・・・・・・・・・・・・...............................

体 :7 (10) • : 5 (8) 
鎗 :5 (8) 活力:14 

ヨロイu.a本白骨民、骨の鯵板、タイヲ'1:，1

..，1.ヵ.が典~.，1<晶. アーキF
ヨロイ告Ilal阜、・場舎のポイント告示雫

ただしニ昆ニ鎗の人同書かも外れ晶E、
ロイ剰のイメージ'a-fCI・l<~凶助、
l"1.ヵ.u.減少寸晶..向1:晶晶ζE

Tお<0
~お、盆本館1:" I・均値の入れ.11U

噌た〈問題が(tI.'o

E 

さι1:縛い・ルー/1.11・叉・'1i
1:縄..されT、喝ので、興.舟畠晶働き11司
ちらを..属された、、



馬型ヨロイ

明健在2位使用することによっτ、ょ

うや〈制御が可能になる回どの巨大ヨ

ロィ.騒働系制御用と武銀系制御用

の2人のヨロイ集りを悶集さぜる必要

がある.

図u鬼州首式国の名代、皇縦書式

司轟政的所持する大ヨロイ『紅鱒鉱j

騎爆兵量規したこのたぐいのヨロイ

u、通常の人間型に次いで多〈作られ

る.

兵に対する騎馬町例に問じく、人間

Mよりも鰻動性に富む.

体 :8 (11)・:9 (1幻
覚 :8 (11) 活力:16

ヨロイを小製化し、{量敏性を得ょう

とする研究が趨み出しと実践機.

しかし、実現した高慢勘性にヨロイ

乗りが耐えられす、以後は無人itの方

向へと週臨み、のちの金剛磁の原形と

(1っτゆ〈ことに(1る.

.....・...・....................................
体 :4 (8)・:7 (11) 
.: 5 (9) 活力:8

: 9 (13) 鎗 :10 (14) 
鎗 :7 (11) 活力 :18 

主RS:=遺趨:. (12) 
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ヨロイには多くの兵装が問愈されており.ここ

に晶げられたものはそのうちのー邸にすぎなP.

也し‘あ立たがこの舗耐震にない兵被告求める

の在ら、通常の武器として飽いたい物をデザイ

ンしてそのあとにヨロイ仰の修正<+4)を加えれ . 

Itよ凡なお、データの袋町立以下のとおり. l--…一--T222・
1+畢/ZJ，st、白瑚国鴎唱E

鵡修正/射程/榊/制敏:コメント 1:9ロィm脱届E??ー

なお金剛償問のデータのある~のは金調。槻i二 .-----------_.， 
も但!悶できる.

|呪迷銃

_.一“一一町一…田町一・....
+ゐ〆附加/10/30:/J由径の

-眠踊.::3スNt.7:炉事~
都品唱児・・bてw・嗣帰仇

匝回
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燥射槍
{疎〉の燭発力をもって.短慣を打ち込む兵鍵.

0，.'糊困層

|ヨロイ小太刀|



|自然掌

+x/ー/ー/ー :X除、

・力消費量l+2.金制魯周

~電力泊費量.. ・カ老込め
た手のひらが、自織し取を
漕か，-.....湿とし
て肱.強のS鳳に入る.

露導夢
生体感知有効半径を10倫にする

特蘇兵革主である。震湖夢を使用

することで、光学U鎗が不可能

寺位置にいる般に対しても有効

な攻掌が行なえるのである.

主主込

+5/ー/4/6:格・.... 
@鈎爪..~身に怒るタイ
フと割目@申1;1:どに・されて
いるタイプがある.
+1/ー/2/4:!倉岡・周

17
 

-・・・・......・・……・…・・・…・・………一…

③。 +9/11an/4/6 :α申書を事周して務停
を打ち出す'..体にも慢畑仕温んであり.

・錆力をよ鼻させている.そ@ため‘命中位
・から拳毎4m1こもダメージ'~与える.

~積多彩，.能力を獅践

に付加することが可能

副
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........・...

12/2km/I/1 :偶蹄と刷れる縛
.1;1:(式》唱E費頭として使用する.(JO:が起

-に滋審制ぶので滋・@名前が与え§れ
た.式園"制動隊.制制肩代的す
るのでヨロイ鰻りが喧It.fを満買する必贋
依怠い.囲拡温砲をよ下2遣に-したf2温
泊副と呼ばれるもの.

7ω 



ヨロイの中で死ぬ
<1脅合〉と1;1.、再砲をヨロイの呼Ij，曜に移し込

み、ヨロイ乗りとヨロイが一体と立る郁iである.

これはつま旬、娘合中はヨロイ乗りの魂はそ

の体の中には((.tJ.しないということを;な昧す

る.

如、てt叫ヨロイ1;1.特別な補給なしに半永久

的に行動が可能立ために見務とされがちだが、

魂が抜けでも、るからといって.中にいるヨロイ

乗りも無補給で済むと;tうことでは立L、.晶ま

りの長則的立般合状態の持続は.ヨロイ乗り

をilHfさせ.ついには死に3'.らしめる危険性

もはらんでいるのである.

また、いくらヨロイが強力だからといっても、

ひとたび戦場に1I1ればそこにはII!.険がつ芭まと
う.強大な)Jを持つからこそ、敵にねらわれる

ことも多いだろう.対ヨロイ戦を将1"1とする、
「ヨロイ狩りJなる流れの傭兵もu在する.

そのようなt 、くさの"I"で、申般にÎÜ~を受It，
ヨロイはまだまだ行動可能だとt、うのに、乗っ

ているヨロイ乗りの体だけが般機される可能性

也大部、

そうt、った治会.それでもヨロイは動き続け

る.肉体と鴻1;1.切り商量されており.ヨロイ乗り

の魂は明鋭の中に晶るからだ.

ただし.肉体が死んだ状態で般合を解くと、

I'J銭から抜け出た塊は帰るべき肉体が干HEl-
在いが般に，rJiにi幸い/llてしまうことになる.

結局、 体を失ったヨロイ乗りを助ける術はu
(1.しないのである.
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元ヨロイ乗り
大館山町野議に1年もの

悶捕われていた、元領主

右勘兵隠の次女、つぶら

句Z

|野ヨロイ・無道|

ヨロイ乗りの最期
ヨロイ乗りの結末1;1.，大別して2同矧。戦i品

でヨロイを般耳関されるか、成長することによっ

て泉がたまってゆ輩、ヨロイに乗れ立くなってし

まうか、である.

ヨロイのない国のヨロイ乗り、ヨロイに乗れな

くなってしまったヨロイ乗りなどは、ただの名家

の胞を引く子供にすぎなt、 男子であれば家

長を補佐するべく剣術.礼節、司F31学などを

教え込まれ、女子であれば政略結燃の.illμと

されるのが常である.

しかし、それらはご〈まれ立幸運な{舟であろ

う.戦;f;lの世の中では、ヨロイを失うと宮うこ

とは、戦に!:t1t，i>Iるべき家を失うとt、うこと

に前給するからである.

戦に!'Iけたjl!のヨロイは、その中のヲロイ飛

りごと戦地に姶-Ci'iかれる地合が多t、 戦渇

より逃げるl泣左I(にヨロイは日立ちすぎるし、ヨ

ロイ飛りだけを逃れるとしても、子供はいかに

も足手まといであるとt、うのが鹿山であ

る.そう宵った事態を克也し、家名を調理

ぐ予定の必兄はヨロイに乗せないのが通

-い〈さのさflか‘修B置と牢り拠てた

ヨロイ乗りの魂をとど時たまま、敵疎

方併せて干名以上を屠ったのち、続

渇より獲を消した.

中に畢っていたヨロイ費量りU、死亡

が稽腿されτいる。

I舟となっている。

..................... 
体 :7 (13) 
徹:7 (13) 

• : 6 (12) 
活力 :14

戦場に政泊されたヨロイは.絡~r-の織物と

して銭党狩りや般.Il.l荒したちの傑がJと止る.

1明鏡や心放が無傷であれば奪い取られ、ヨロ

イ乗りが中で生産ているとわかれば引きずり出

される。

戦勝同へと連れてゆかれれば析打、その1品

で兵や野慌たちの慰み者にされた晶げくにt~さ

れたり.いずこかへ売り飛ばされたりもする.

悲惨な運命の中.その後也生き延びること

ので在るヨロイ乗りは1別にも満たなt池宮う.

そうして生童残ったとしてふその身に降り

かかった1l!.f量を絶する不幸は.ヨロイ乗りのtl'

と心に深い備を残し、If(いe.1!を刻みつける.

身に染みたe.1!1孟ヨロイJIiりの魂が1J1j喧に緩

合することを強くmむ.たとえ生意延びたとし

て也、彼はもうヨロイ乗りではないのだ.

生き延び.生き続けることを選んだf元jヨロ

イ乗りたちが、ヨロイと戦うことを重点的に考

える・3ロイ狩り"となる滋を選ぶことが多いの

は、!J!たして偶然だろうか?



アーキ?イプ“ヨロイ景り"を選ぷか、キャ

ラヲ9ーメイヲ時にく篠宮〉技能を取得したキ

ャラヲ?-I革、ヨロイ豊島りか、または以前ヨロ

イに集っていた経験を締つ「元ヨロイ鍍りJだ

ということになる.“ヨロイ狩り"のアーキ芦イ

プ1:後者に晶てはまるので、いちおうこの項で

も解脱するべきだろう。

すでに触れたとおり、ヨロイはたいへんに高

価なものであり、領主や名代、一部の名家に

しか存在しない。逆にいえば、ヨロイ乗り{元

ヨロイ乗り)1:、皆名目置の出であるということ
日

~。
そのうえ、ヨロイに乗るためには “繋"が低

くなくてはならないと曾う理由のため、ヨロイ集

りはできるだけ外界に触れないように {“集"

を上げ者いように}育てられる。

結果として、ヨロイ娘りは年齢に不繍応に催

事に疎い。ヨロイと雷う箱の中に閉じ込められ

た、筋金入りの箱入りと雷うわけだ。

"ヨロイ乗り"アーキ宮イプの拘っている2

つの因縁、〈恋愛:ヨロイへの愛情〉と、〈その

イ由:父 (母)、または箇への忠鍛}は、筒方共

そのことを喪現するための因縁である.

自らを鰻って〈れるものを費量条件に肯定し、

父や母の奮うことに雄々路々と従って生きるこ

とは、機かに楽だし、ある意味では幸せといえ

るのかもしれない.

しかし、そこに「成長jはない。

人が大人になるためには‘自らを包む般を破

らねば寄らない瞬間があり、伸ばされる手、掛

けられる声を採り払って、自分の両足で立たt.I

ばならない暗号問がある.

わかるだろうか。?ーキ9イプ“ヨロイ乗り"

の因縁1:.その両方共が彼が大人に申ること

を妨げているのだ。

よって、あなたはプレイを通じて、 2つの因

縁を削っていくことを自僚とし~Iすればならな

い。自分を腹ってくれるモノたちへの無条件の

(1頼の償援、そしてその克服といったプロセス

を経後して、初めてヨロイ粂りは一人前の大人

に者れるはず立のだ。

世の中のいろいろなことを経験して {プレイ

中に体験した事柄を新しい因縁として取得し

て)、 ヨロイ媛りはだんだんと大人に宰ってい〈。

その上で、 'HDから待っていた2つの因縁をi聞
きずにいられたのなら、それはきっとすばらしい

ことだ。ほかのことを伺も知らないから、ヨロイ

を、父や母や国を~していたのではないという
こと.その袋備が偽りではなく、 現実だったと

いうことの、それは確かな1正明寺のだから.

ヨロイは、その名のとおりヨロイ象りの身を

謂うf鐙jである。ヨロイ乗りが大人に亨るの

なら、いつかきっと、f錘Jはその体には務屈

になるだろうosIJれの時があるのなら、せめて

そのJi)IJ継は、ほんの少しでもいい。納得の行

くものであってほしい。

もしも、別殿が納得のできない、不条理な

ものだったならーーヨロイ娘りは真に成臭するこ

とはできないだろう。

7ーキ9イプ“ヨロイ努り"1車、まさにそう

いったキャラヲヲーとしてデザインされている。

元・ヨロイ乗りだったヨロイ狩りは、厳に負

けたことにより、 (11じていたすべてのものーーヨ

ロイと、家族と、聞とーーを奪われた。

怠に紛れた一方的な日1)れと、 その後に続く

J&獄のような体験の中、たった一つだけヨロイ

狩りが理解 (限解1)できたことは、fヨロイ

に乗っていたから、こんなひどい自に遭うんだJ
ということだった。そして、ヨロイを僧んだ.

皮肉にも、ヨロイを憎慈し、憎慈し、憎怒し

抜いたからこそ、ヨロイ狩りは生き延びること

がで害たのである.

しかし、わかるだろう。「納得の行〈別れj

を経験していないヨロイ狩リは、いくら肉体的

にはヨロイ粂りの頃よりはるかに成長したとはい

え、 精神的には、 本質的にはヨロイ乗りとほと

んど変わら宰い、子供のままなのである。

で、あれ11- ヨロイ狩りに 『成長Jを体験

させτやらなくてはならない.因縁{感情:ヨ

ロイへの憎悪}という銀角揮を解いてこそ、ヨロ

イ狩りは f大人Jへと成長できるのではないだ

ろうか。

“ヨロイ梁り"と

つた〈正反対の立場に畠りながら、この2l量頬
のアーキ?イプ1:.<ほど似ている。

f大人への成長J一一

この2アーキ世イプが芭錯しているゴールは、

まさにその点であり、そして、それこそが、後

らの新しいス宮ートラインでもあるのだ。
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金剛機とは?
天B量級新のテクノロジーの集大成である.無般の戦

闘マシーン. それが金剛機である.

険防衡の砕をこらして巡られたその体には、生身の人

れは誰なのだ!?J 
誌研益出金剛機、属部

1mの締分はー 切存在しない.わずかに魂だけが.人Iftl
のものー -il!深草ゆえに修巌となり来て.死んだ者の演

をJI!いられているのみであるが.それすらもi記悩を厳m
に封印され.もはや人間らしさのかけらも残してはいない.

てコトu考えんほう
グ身の止めや.

f金期健に腸つ

のu金剛腹だ付J
なんや.

ヨロイをさらに経i量化させたことにより獲得した組織

動性と人間性の入る余絶のない冷陥さにより.金剛

僚は天巌級強の戦圏百戦術兵器Eの践を得てL、るのである.

ー喜怒も生死も、
ヤツらには関係章、、.

ヤツらにあるのは、

自身の死すらも忘れる

ほどのf鍵Jーーただ、
それだけなのだから.

その役割と位置
天絹に金鱒械が生まれてより百年. ζの短い

問Iこ、金剛僚は戦の組事与を細うほどm聖書な地

位を持つに3臣った.

絶大な晴貴闘力と侠胤の俊敏さを兼ね備えた

金刷機1:'、戦I品においては兵穏としてだけでは

t.t<、情似収集平伝令、倣JIIの撹乱、敵の武

将のa官級など.さまざまなm途に問いられる.

戦掛から商量れれば、金跡l槻はさまざまな隠宿

泊勧告鮪けnうことが多P.主人の命令に絶対

服従の金跡j僚は.飼い主からしτ見れば信頼

で量る機械であると宵えよう.

また、その機時的な側尚也決して無線はでき

ないウェイトを占める.金剛織が一機存在する

か~かということが戦向を左右するため、各国

の領主は敵対聞に金闘機がいるかどうかをそれ

こそl血lI)lになって係る.

傑られる方志、その存粧を隠したり、

にして'系制したりして.戦を術事l
するのである.

牙炎
:r;国の領主の所持であったが.

留が瀧んで以来行方不明.-

lI!には領主的命を寺でも守っ

経糸
修蹟の魂を封じた同時鎌を2牧
使用することにより、さらなる

性能?ップを巣立した『貧富高

繊J.
思考のメインを『置晶J.武

磁の制御を"のf阿古Jt.ダ受
付抑つ.数年腕、宗内州朱a
CIIより出奔.
現在は『時繭jと名のる世

女と共にいたとの情線あり.



.んざん

費量斬
鬼州魁11国の名代、相集

民慣が所持する金偏..宵
中に宵負った豊陀111:演で
あり、大きく展開しτ~を飛

ぶことも可能な障か、切リ自ー
して必殺の武器とすることも
で害る.
磁斌僧の魂を用いている

ため.微を殺すたびに念仏を

............・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

体 :10 (14)・:9 (13) • : 9 (13) 
姐 :9 心:7 共:6
活力:20 ・カ:32 
〈自民嶋.>土.

〈制・m・〉よ.
〈幡.鋼〉土錨 <.傭遇〉暗唱E
R鴎:1'宇凋 (+7)

封印砲 (4)x4円

金剛機の価値
金制織は天華麗l世界の鮫先焔技術の紡品であ

る.ヨロイ鍛冶による鋼の体‘法舗によって現

世に呼び戻され、 (1羽鋭訓こ封印される修織の

魂、険協師による微測骸.そのどれかが欠けた

としても.falll'燃 は完成しない.

また、金御l臓の魂を封じる(1拘餓}と.エネル

ギー殿、となる{心孫}r;t~tl:~1 常にお舗なもので

晶り、金目闘機をl槻遺るためのu附はそれこそ

~大な也のとなる.

金剛機が般耳書されたとしても.その(1閉鎖〉と

〈心啄}が無事ならば、それだけで色回収する

ようにと兵たちは敬えられる.その2つの部晶は

お舗なよに立かなか手に人らず、失われれt幻ヰ

生はほぼ不可能だからだ.

|燕斬のデータ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
体:7 (11)・:9 (13) 
.: 7 (11) 知:6
心:5 共:1 
.:I!・修正+4
6 {射・a・として}

《対句~健》の田.量持唱、
l:~. ...令tU・ロール句rI共‘1
llJ二時・..... ・を...，:入れた場令、

日夢舟ょう，=-般寸晶ピ宮う

《記骨量‘<<.>が健ー晶.

GMl:プレイヤーの相.l:.it':J:'l
『前.J11、金珊.，:r・4トJ量
怠れ会司1:.去を..).........)

，:~晶I:"~?



封じられた穂
ヨロイ乗りがヨロイと般合する刷会とは巣立り‘

金剛械の穂111"鏡の小Iこ封じ込まれ.その外

へ抜け出るζとはかなわ在L、.

金鰍憾の{明鏡}に封じられる魂川、自らの~

の重さに耐えきれずに、魂が砕けてしまった£

7ω 

の.修縦の鴻であることがその思由であり、そ

の械いは俄析の注怠をt，'iつてなされる.

通常、金剛械に組み入れられるよりも前に、

〈叩1鏡〉にIお弛が封じられる.

l人から敏人の法師ヵ司岬l鏡}を闘み.修総の

主砲をその内へと白嘆するのである.

締本的に11(1"鍵〉の，l'へ入る魂を選ぶこと

はで量制切だが.rその瑚にill!う魂の中で、い
ちばん泉の深tものJであれば、1"測量，不可能

ではないだろう.

〈明餓〉に封じられた魂は、さらに入念に法師

たちによって記憶を封印される.修織を修織の

ままよみがえらせては、暴れ出すことは必定ゆ

えである.

封じた魂の記憶をi阿し、主人の宵うことを

¥忠実に1J1l<下倹に仕立てよげることにより.金

剛槻I孟3記滅する.

修施の魂を封じ、その記憶をy円す枝衡は、

天縦でも比較的意時しく.いまだ研究、 1聞

発の途上の仏市町である.

そのため、どのようによくできた金剛

機であったとしても‘封印されたile憶が

炭り、再び修織と立る可能性が必ず付

きまとう.

再度記憶を封印するとt、う手段也立い

d ~ A， .・
修緩金剛機・散惨撃
鬼の魂を封じて作られた、鬼州織

野図的金剛複.

11唱で修賓としての飽憶を取り戻

し、 倣時方合わせて=千余名を屠っ

たこの金剛IIU.(心E約聖破損され
てのちも銭測の問曇れまhっていた

法師・雲斎
鳳鼠療の{ーとして修行を積んでいたが.ある

事件をきっか吋に下山.以後、童を棚まれて〈明

銭〉に魂を降ろすf白書守1t慶jと，.る.

わけではないのだが、いったん修縦と成りJI!て

た金削機をI配り押さえるがゆことは実際には不

可能に近く、多大な織牲を払ってで晶ったとし

ても.厳械をl!lぷほうがまだ現策的な対応であ

ろう.

また、まれにではあるが、記憶をl担り炭した

としても緑れ尚喜郎、渇合もある.そのことが所

布告に知れれば、や1孟り記憶は~jV'JIぜられる

ことになるのではあるが.

道具に白愈ii'IIなど不要.それが、 II理で敏

百‘ 敏干の人'"'を級すニとので在る兵器であれ

ば、立おさらのことである.
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六足手金剛機 耐茶
世蒼1:.局地服用に開発された6足飯自由の金剛様である.その6*の

足の先にU、それぞれ爆射衝が仕込んでIJ')、絡闘織でのずメージを飛

躍的によ昇~-ttτいる. また口腔内に申轟の品発射破損があり、 この
糸によって対象の符動的自由を奪い、殺司書するのがA寧載術でゐる.

体 :12敏 :14覚・ II 知・ 4 心 :5共:1 
・軍淘修正満b

活力 :16軍力:18
題射・+3(町、白剤司置、甲鍋の糸 (+2)
〈白兵嶋.>岡TIl <籍回嶋田〉上高E

也・ a併 A

無足金剛機 蛇元
蛇元1:.西臨州は百，章の国の('*)鉱山に潜

む金剛織である.もともとの命令U、鉱山の守

鰻と逃げ出した人夫を坊るというものだった。

そのため、{孫}が纏り尽くされ、閉山のやむな

曹に歪った今でも、鈴元は成道の奥に潜み、侵

入者を脱走者華僑っているのである.

-・・・・・・・.................................................
'
a-

A

W

 

---
E
3

・a
力

体

心

活

.: 12 覚 :10知 :4
共:1 ・鴫・修正満み

霊力:18 

が いら

生体金剛機凱 螺
生体ヨロイの発想を基に考案され

た童剛場、それが凱嫌である.

生体部品を犬置に使用することで

Aを寄生さをtることが可能になり、自

己修復や畏期の作蹴行勘が可能にな

っている.反面、 E査申や繊体強度に

不安があるため.11遼担量動を行なう

ことUできIJぃ.この大きなデメリッ

トから生体金剛峻の制作はあまり行

-・・・・.......・・・・・....・・・・・・・.................
体 :12敏 :12
姐 ・3 心 :4
.，燭修正満み

活力 :16 .カ :14 
野太刀+5.手.剣+l

再生・f強鹿6)、
!if.爪・【強度3)
〈白兵嶋田〉咋唱曲

〈格.臓.>土.

7ω 



つが い

重 装機弐骸
同月続を2檎使帰した特殊な金剛機を・

2高金剛綴{略v，.Oll>と呼ぶ.2つの

惨Z置の穏を使用するため、そのIII艶や磁

体偶成'-ど繍微を極めるが、 2つの魂が

生み出す能力IJ..軍事し<r超j童u と

呼ぶにふさわしい.

反函.その魂たちの安定u困磁を峰

崎、天S置広しと雷えども鍛えられる程度

にしか存在しない。

弐般は、鬼州魁績の悶の.1高燥であ

り、燭.干砲と呼ばれる特殊な武器を4

門後舗す品。

110 

体 :12・
• :11細

心 :8 共

・明・・E濁砂
活力:16 .カ:34
野太刀+5._，子

砲+(心力J+2 
〈自民嶋鋼〉土.

〈繍...>土.
〈滋舗〉土.

体 :12
覚 :10
心 :8

• : 12 
知 :9
共:1 

-咽・・E濁み

活力:16 .カ :34
〈自異鴫.>ヰ噂

〈槍・m・〉暗唱置

筆 、，、
陰織金剛織是嵐
，.，.舗の修寵というたいへん珍しい

(修置、E歯鴎師どちらもそうそういる者で

IJ.'-ぃ}鳴を使用した金剛峨.それが陰

陽童楊績である.鎗繍金剛峰、It大町利

点. それIJ..織織の腕ゆえの正確かつ~
逮な呪絞の作成でおる.

また.休息を行なわずに長時間の

{式}の作成や純持が行主えるのも1I~
ゆえの利点といえるだろう.

陰陽金剛樋は、名代によって作成され

ることよリも陰陽舗が永遠の命を得るた

めの手段としT作成されることもある.

是嵐もそのような経った隊問飾的一人

であった.その修置と化す陣どの生への

餓"が、このゆがんだ金制織を生み出す

町で晶る，



天諸般強の存在、金問機。ひとたびその1闘
が撮るわれれば、般のょにU確実な死が降リ

かかる、府告げぶ鉱

品者たが金観樹になりたいのなら、その方法

u-つのみ。“金剛樋"の7ーキ宮イプを遺ぷ

ことだ。

そう.金剛峨It強い。実11ft強と敏われる

その強制革、他の追随を併さ者い。サムライも、

ヨロイも、ほかの何者であっても、金問機に勝

つことはか章わないだろう。

だからと言って、 Sの前に現れたすべτを命

令のまま切り倒していてはいけない。それは確

かに f金制繊的jであるかもしれな

いけれど、rpCの金剛峨的Jで

t草ないからだ.金剛績が強

いのは、劃lを振るうこ

とに疑問を縛っても

らいたいからなの

だから。そのた

めに、金剛織は自身の“因縁"をプレイ中に

うま〈刺周し、誘導しτゆく必饗がある。

金剛剛'I~俊量7'-キf世旨イプのt持寺つ2つの..因縁

{封印E記E傭〉と {絡人快掛様陸症〉は、その両方

共tfr消してゆくためのj“図録"である。自

分の前世を取り戻すためには〈封印記憶}を

薄くしてゆく必要があり、人間性を回復させる

ためにIt(殺人快楽怨}は籾魔になる.

しかし、そのためには、代わりに伸ばしてゆ

く“因縁"が必要となる。必要なのに存在し

ない、ならばどうすれば良い? 作ってしまえば

良い。簡単なコトだ。

新しい 白'因縁"を作るためのトリガーとな

るのは、消していかねばなら宰いはず

の{殺人快楽Jit)だ.殿"があ

れば、あなたは相手を斬るだろ

う.相手を斬れ1;(、晶なたの

魂の奥底にまオぜられた「修

IIJがざわつくだろう.

もっと血を.もっと

血を、もっと血を11

“気合"を得るた

めにサイコロを綴れ

1;(、1:ぽ確実にあ

なたは (letlS
乱}を起こ

す。封印された記憶、修S置の穏を抑え、乗り

こなすために無理矢理忘れさせられたなに舟、

が、あなたの脳康に蘇るだろう.

それが、始まりだ.

〈記憶~ä) によってあなたが見た幻想It、

思い出した f過去L唐突に態附に突きつけら

れる{前世のli!tI)とは、はたしてどのよう牢

モノだったのだろう? 自由に般定してよいか

らこそ、どうすればよいかわからなくなってしま

う。あなたも、ゲームマスヲーも領を悩ませる

ところでUある.

思考することを鉱止され、絶対級従を命ぜ

られていた殺人機械に生まれる自愈臓‘そし

て疑問。なぜここにいるのか? 主ぜこのよう

なことをしているのか? 単なる鉄のaだったは

ずのあなたに、その康問、自愈自障が生まれる。

繊織の体に押しIAめられていた f元J人聞が、

再び人であることを般り1i1そうとし始めるのだ。

その時遭遇した出来車や、ほかのPC、

NPCに関逮付けて考えるようにするべきだろ

う。そうすることで、あなた自身だけではなく、

ほかのプレイヤーのロールプレイの呼び水にも

なって申〈舟、ら。

糸口を見つけるのは、早ければ阜いほうがよ

い.ただ主人の命に肯曹、揚的の命を奪うだ

けでは、あなたに川金剛被"をプレイしてもら

っている意隊がない (もちろんそういった楽し

み方もないわけでほ者いのだが)。

さらに、微妙なことだが、あっという聞に前

世の記憶のすべてを取り戻し、解決を迎えτし

まってはつまらない。畿憾の体に刻み込まれた

命令と、次第に取りE要されてゆく前世の記憶

や人間性との問で生ずる葛臓を演出してみて

ほしい。

そうすることによって、{封印Ii!悔}および

{殺人快楽寝}の“因縁"を削った代わりの

新しい・・因縁..(当然、あt.fたが取り戻してゆ

く前世の12憾だ}が取りやす〈在る。

金剛僚のプレイがlItしいのは、プレイが始ま

ってから自分の方向を段定し書ければならない

からだ。そこに失敗して殺人マシーンのまま終

わる (そして、ほかのPCとの厳闘に者る.意

役として!)プレイヤーが多い。

しかし、その様闘をヲリアしさえすれば、

金陶'I~農はプレイの主役にだってなること
ができるパワーと魅力をf寄っている。

ぜひ、頑強ってみてほしい.
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なあ。オレを裏切ら

綴使い・ハグレのニ

綴使い・総本九馬
車州貨車聞のとある寺の鑓

突曹堂に住み着いていた彼は、

名代の竃震を受けていた禽娠

をさらって逮げ出した.

体 :6・:8 (11) 
.:7姻 :4
心:5鈴 :2
活力 :12

現在、ニ干両の賞金首で Sカ:18

畠使いとは
天磁の自然に11!台さまざまな『必，j.それらを

見つけだし.鋭い、己が体内に'舟生させること

によって、さまざまな思忠を受ける術を心得た

岳たち.

それが彼t;.r織f占t、jで晶る.

さまざまな能力を持つrlaJを白在に繰り、時

に大ケガを負った古などをその力で持って治癒

せしめるなど、医療妓術の発速していなt、この

天縦において不可欠な医師としての役削をも梨

たしている彼ら銭使いは、しかし人々に忌み鍍

われることがほとんどである。

それ11.体内に得体の知れないそノを飼って

t、ると合う車草地1感と、人よりる必に対して心を

l闘いち、るカ唱ような彼らの綴る舞t刈ニよるもの

であ旬、さらには必4郎、独自の才、ットワー~と、

そこから生まれる彼ら独自の符丁相滑りが、そ

れを助長しているとも合える.

必要とされながら也怠み娘われている.そん立

;f'lfiした存在.それがf必使‘、』なので晶弘
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医師としての畠使い
どのような深い織であったとしても、たち

どころにふさぐことのできる品のカは.医

療技術の未発遣な天織では盟1:;:な存

在で晶る.

大きな戦には必ず多jj¥のぬ使t哨t

H買われ、負i品・8の治自民に当たること

になる.

体 :5・:7.:8 
姻 :1心:3共:0

戸川画面白
錨鱗州現牙聞の

f虎堂の乱jの探に

逆I'I:~置に贋われたA
使い岬『マトメJ.
彼以下、数+名の畠使

いが逆代にU符在し、 峨時に

U~量生の負傷者の命を救ったという.
涜れ矢を受けても自骨骨偏より兵の治

療を先んじたという逸話は有名.

~_ : .丹・/・・ (5) /!frn・
(3)心・・(1)/狗m・(1)

、



訟を探す
Al:l華や河の中‘敏の体中など、その種績によ

って慎んでいる渇所が決まっている.

どこにどのよう摘がいるのか品、湘随1:，A使

いの紛伝である.

しまう.

原始的な欲求のままにすべてを殺し、食らお

うとする必.森の中にi問え、 二1:に滑り、体内の

幼虫を紛化させて死ぬ治、 -IJCの巨大止織と

して祈たに生まれ変わる識なI!， その演はさま

ざまだが.共通して1Jえることは、それはすで

に人では立いということである.

それを欲する必使t哨効唯りの散存在するこ

と色申災だが、 j也械の織使いたちを束ねる長

であるfヵシラjのtくは、識使いたちに

議たろうとすることを然じてtゆ.

百数十年前.ぬと変じた必使い

が操れ、問中が大波乱に陥った

ことを主つ制すに、 i現内の織使

いすべてが斬首されるとt、う

事件が西臨州で起こってお

り、それ以来の自衛的干

段なのであろう.

轟を捕まえる
必を捕まえるには.削船条件として必!}.!!

立訟の緩み家にl聞する知識を持たねば者ら

立い.

敏十、紋百何1Mにも&.ぷさまざまな必た

ちは、その様みかも、{!I料ι、何もかもが、

おのおの拠なっているのだから.

また、情らえてから1:.かし続けるためのブi

法、エサにl到する蝿J~躍など、知Iらねばなら

ぬことI:l.t岐に量産って.(.nI.する.

絡に， I当分の体Iこ憾みnかせる場合には、

そうdった拘l織は知りすぎるということはな

いだろう.エサや飼ttのやり方を1叫遣ったせ

いで、せっかくの織が死んでしまう立らまだ

し也、必使い自身の体に者が及ぶ司i慮怜也

あるのだから。

また、自然に生息するのではなく、掛け

合わせによって生まれる織郎、うものも{Hf.
する.こうt、った織は総じて強力かつ似'.f11な
fJ!力を持つが、その11'り方il:l.織似明rll]で

もカシラキマーメなと

将とされてt、る.
¥ 絡，1・の

投与ヨストの1/10(槍o:切リ上げ}の

I共‘1の減少11.永久的なもので晶・J、・気

を~.，1再び嵐長5せる鼠外に.JIt今た
(~J島1 を上昇させる争Ø:11~、、。

l共‘1 の能カIAが低、・b ・うこ~11、他
を見1t何も‘じないピ、・うニピ告示L1ぃ

品。 患を~内1:飼え11"飼う11ピ、.使、・11.人
患に近ィ、・T、、〈ので晶品。

ヨセ:Aをおびき寄せるための香炉.

コムロ:繍4与えた畠を一時的に入れておくための

竹で作られた小さな筒。

ハザミ・竹を削って作られたピンセット.金属製の

ものほコロシと呼ばれる.

テツ:獣の死体を解体するときに周いられる小刀

の呼び名.ヒラキとも呼ばれる.

aーを寄生害せすぎたA使いなれのはてが‘こ
の濯で晶る.

すでに人間らしい書館はq<、自に付〈ヱサt:

寅らうことしか頭にI:qい.

体:5 .: 7 覚 :8
知:1心:3 共:。
主芯.:伊丹・/地鋪 (5)/:努'l11li

(3)心眼・ (1)/:拘束.(1)
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カシラ 聞十郎
街鑓州縫見回一格的

『カシラJ.
野心にあふれ、名代と

のつながりも漂いという.

行商人としての畠使い
必のほか、 111野で将れる灘五tに関する噂門

家でもある織使いは.しばしば騎闘を縦して.

その泊僚の腕平、万病に1111くとt、うふれこみの

郷などを売り歩〈行商人と主る地合もある.

彼らの日Eる藁はどこへ行っτむ必lJJ立もので

晶るため、大きな郎でも‘ 小さな山flUの村務で

あったとしても[l5(され.彼ら!W5克明二関してだ

けは、忌遇Eの闘が向けられることは少なP.

郎市織では薬の代金は現金で支払われるが、

山聞などの小さな村々では、代価は金では立〈、

物々交検であることもしばしばである.DI<の身で

は不足しがちな.体内に飼った織のエサなどと

交換するのである.

また‘新しL、1司へと入った行商の識使t、tふ

その土地のカシラ.也しくはマトメのところまで

段拶に行かねば立らないというし世たりがある.

そのぬで旅の必使いI;t..カシラかマトメに何ら

カ切上納をせねばならないのだが、それは当地

での兜り上げの例制かであったり、彼の持って

t喝織の幼虫や卵といったような「析しt、血jで

品ったり‘あるいはljiに近隣の鴎々の繊千や、

級近宛比された新傾の織の鰭などとt、ったよう

立f愉報jであったりとさまざまである.

このしきたりを守らずにその士地で商売を行

なえば.ハズレと伺じく見なされ、平目白い持l聞
と処耐を受けた末、その土地での尚t池袋じら

れる.

轟使いのネットワーク
A品使t、たちは、彼らが人々に宕み繊われるこ

とへの反動か.Iまたまた彼らが人よりもf織Hこ
近いことへの現れか、 uや舗に似た1島問構造

と情報2・ットワーヲをいつからか溜り上げた.

fヵシラjと時ばれるリーダーを頂点に、小集

闘を統率する『マトメjを1mに配した彼らのネット

ワークは.一鴎からー州の範閣の織使も、に対し

て強い膨智力を持つ.

たいていの剤師合、この才、ットヲータは内部での

情報の交換や、何らかのトラブルに際しての怠

志の統ー.新械の織に関する研究の時のみ槻

能し、そのほかのときには比絞的ルーズなもの

だが、いくつかの点においては明稽なルールが

存在し、それを破った守?に対しτは厳凪な網lllJ
也則恕されてt喝.

ある記録によれば、

[カシラの命に反したるもの.マトメの命に反

し、"シラがそれを併さなかった者はオトシ.

決められた期日にササゲ{定められた縦の上

納や使役の鍍務を県たすことで串り、通常は半

年-1年に11司のみ)をITなわなかった者はハガ

シ〆.

カシラに無l析でナワパリの内で術兜を行なっ

た省はトドメ.

共闘のrmJのrl'の~を勝手に持ち出した旬、

殺したり、喰ったりした者はサキ7ゲ.

カシラに無断でナワパリの巾lこ巣を作った者

はシナ七。J
上配のごと量刑制が、 摘らえられた織使t、lこ

カシラ い刷

団十郎の庵
総見圏、三野辺犬山の奥深

くにある畠使いたちの『畠Jの
中心.カシラの図+esだ吋悼、
洞E置などではなく、このように

縄を燭えている.



1:，埠せられることになるという.

こうt、った脱JliJI主力シラごと、rlIUごとに少し

ずつ災なるものだが、Ni本的にはどの土地へ行

ってもそう変わることは立〈、 一般人との繭必に

I則する脱JliJと、 f巣Jの共!日JM磁である織の抜

t、Iこ関する脱sIJはどこへ行っても此ることができ

る.

これらの1fiJ削は織使いの命を奪うためのもの

ではなく(もちろん、JfIJの途中に死んでしまう地

合も多々晶るのだが)、どちらかと言えば品使い

としての能力を型車い.封じるとt、う性絡が強P.

刷納を受けた'foli、たとえ必使t、としての能

力が残ったとLて也、 二目と見られぬ而梢に19.
りlI!て.どの土地へ11っτも受け入れられるこ

とのない「ハズレjとなるのである.

通俄であれば、ほかの土地に移った織使い

は、その地のカシラに~~けることで簡単にrll!J
に泌することがで書るのだが、ハズレの場ド合は

その土地を厳れたとして也品使t哨「巣Jに属す

ることはで虐なP.それどころか、必飽いたちの

JI日で白限視され、無悦されるだけならまだしも、

泊当され、石を綬げられる存在になってしまう

のである.

品使t切抜う訟を生かすためには、特妹立餌

が必製な場合志tい.0誕Jからはじかれれば.

そういったものを手に入れるのはtまとんど不可1~

に近〈、つまりはハズレとなることは織使t立し

A使い

特殊な食料

てのfJEJとほぼ日l畿なのだと宵えよう.

ただし、即l制を受けずに済む方法也ある.:JIl

を犯したことが知れてのち、 f月の巡りの一同り

のillJJ処罰iを受けずにt吟れれば.彼のlJ1lはな

かったこととされ.ハズレと主らずに済むとt吟.

ハズレとなった必使いは、ネットワータのIJ1I遺
志制約也、もはや受けることは立L、 そのため.

ハズレとなったあとも織使も、としてのi車力を失わ

なかった者は、各地を渡り1Jj~.夜社会でその

E直前を綴るうように在る地合が多く、以前は取

り立ててEIだっところのなかったものが、ハズレ

となってから鋭角を現すといった憶も聞かれる.

彼ら.ハズレの独自の級事離やネットワークが

存在しているとt、ううわさ色晶るのだが.事実で

あるのかどうか、真偽のほどは縫に包まれたま

まである.

また、カシラの多くは自らの体に必を多litに
緩まわせる事によって人IMIを検て、4:lそのもの

となることを然じてLも.かつてそれが元で起こ

った織使いへの弾圧と僧綬が原鴎であり、織と

化した払使t、は発見されしだいぬ使t切手で妹

殺されるととになるのだが.織を愛するがゆえに

殺その也のに立ってしまう者iふ今でもちらほら

と符在するとt、う.

ハズレ
必f虫いとしての祭を破り.刑制を受けた者1;).

以後、ハズレと呼ばれ、 Iまカの必使も、たちに相

手tこされなくなってしまう.

そのほとんどは、彼らの持つ必使いとしτの

飽カまで也容われてしまうことになる.

それで繍に責付る愛情が失われるわけでは

な1、ので、大半は自身の飽力平、知.を生

かした仕事を選ぶことになるのだが、彼

らの風貌ゆえ、人々に受け入れられる

ζとはほとんどなP.

畠使いU体内にAを飼っておくため

に、彼らだ付に伝わる特殊な賞"を貴
べる.そうすることで、自身の体にAに

対するある橿の免疲を得るので畠る.

Il!IItカブスと呼ばれるA使い秘伝の

.に漬け込んだi貴吋物.甲Aが体内で

育つことを妨ぎ.なSヲかっA使い自身

の体を慢すことを防ぐ働曹がある。

| 諸刑罰覚書 | 
瓜下、舗を(l'JII・.ぃロ対寸晶処罰の

これら刑罰告会Itl*ピ品、
、崎、なる』匹、

晶こ~t..h色れ由芭す.
オトシ:磁カo:tl匝下Lの.1:1、
・た晶.のすべ1i"~寸.
・の体内ぞ腐リ鋤晶、

・白身骨身向日.晶.

:火食品、水食品o:t""l1、. .  '‘ 

，)盛量ttll失壇I:J皇、‘血す。

帯うE寸晶・11a."の向島会、...')、
晶晶、唱t濁れ苑向.

トドメ:ムロ u匝量宵T、晶晶、

を厨覚寸晶dk酌1:11‘・品れ晶小網.1
・を周l"~h.

UI:l1おらエザ量点ht:.:が体内よ

主的向量食・~~島号。
サキアゲ:・aいの.*.をテツを周‘

晴樹み、ハザミで'.キ骨a・i.，tみ虫寸.

コロシ:.ダルに畠袋、唯illt~み、
にHl舟a量検み，~ませ晶. 1Ut、 ..  ' 

時休11織が住み着〈二~I1ぉ~.、、1:-1<こE

さえい・4島禽の.~o:t品。
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画面画開;fiIii・-ーーーーー

3.再生議

‘. ，とみ T"
L伊丹A
15/3 

{寓ラ1と木町.Itどにいる}

活力を I体力1の3舗で寓出官る.

量輸骨骨‘畢の-.に寄生する・で、人岡崎‘.神
&，.ー闘する.伊丹・，.主1:..，与を.じることIn
811<傘ってし，うが.そのかわり・遍ヵ.t I像力1
肉@傭で揮出で@る.

'.~"4!Þ." 
Z 九官A
強度1ごとに4/首峰

-.聞いた留を再生する

のどに寄生する・. え官.豊寄生~ぜれば.自由自
在四声色豊置値することがでeるのみ1It，，(‘ー置聞い

たこと骨ある膏11らばか11りE・に荷担することがで@る

ようになる.

その膏にだ'~n傘いために1:、丸官・の姐鹿を..
直巳した I畑貴】<..>的判定@どに.，由し傘"れ
ばなら11い.

九官・の'童1:.剥量的11貴べ帽量貴べ'(1:ぃItll
い.ーーす.6禽ベー."'.すff6宣ベ拘隊、丸官・t
!I:埠ll1tてしまうので建車.
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1-0.戦鬼綴

女王再生訟
t畏きいろいろ}

-‘、.‘・...
3.再生虫
強.1ごとに5/強度+2
強.ごとに再生ポイントを5ポイント得る.

非常広生存*-町強い.で..骨たちの且{人体}

M・E・されるとすぐd'.tふさごうとする.
再生ポイン争牽1>11イシト消置するごとに、量偏ゲージ

11つ回復することがで86.11"、亮亡ゲージを.す
ことUで8(1ぃ.

再生・骨組..コス~I:..垂体内記At・剛ζ111，τ"
〈唱t古にのみi6贋でa・り、・t・すためのー時的な蛤与

に1::>ストU必畢ない.使用した再生ポイント1:いったん

減少するがj 自につ'1ポイント骨観音で圃11しτゆ<.
<.揖〉を岬，'(い11い相手に射する鱈与の唱音.

寓生ポイントu・1I1tずに、避に16巳つ81ポイントず

つ減少しτいれ

再生・の・1:..りか吋止聞にわ<6る.町・で66.
At鍵師伝書生~1t6.告にU、このよう@精華1通園ι1.1olよU貴べる晶."1>り.bし貴べeかった‘合1:.
'自につ"ポイントずつ再生ポイントダ滅少する.

，函

.-

轟リストの見咽

"..・s・.
句 牙爪A
強.1ごとに5/強.+3

たいへん.網e・で、量織が近づ〈と全島を金属の

ようι‘固化さぜる性置を槽つ.・・1.'tli!:畠した@のも

牙皿・と呼ばれるため、 U~'IIØ.や犠圃t掃つE
・4・.~れτL唱.
ー量化し止牙凧..置ーとしτ使用する.昔、..を

そのu量・・正とし'(aぅτかまわ11ぃ.

5f爪・の.1:島輔の血漉で6る.



I c1.J&ud I 
1-1-不死綴

:;r-~:{，(.:E全] ----
ー、ー--一、-----一ーーー『

ヘ---

....01. 

S甲.
姐圏11ごとにZ/強1HZ
...，.宿主の直下に.み・ー...骨織で鳳壷. 

.. で.6. 鳳俗、し~ゃ~'f!・'/~"''!>.<、・刃向
-・C;"iえう・IIl'f!.6. この・時雌~'!>.I\6
轟U‘帽浮骨つ世e轟としτ..$れτb'l、骨勉で畠
・T・り制U I¥τ晶、6• 
. 縫いたち倍、・6・晶にiI~.，~量・・・貴べること'f!..骨・ー.".直下に属品み唾視す鶴温量.."

止.こ骨ようにしτ体内広島膏聾ヲ止..  ぃU..庫'

ごとにiiI力量+''f!歯6.
.~. ..由轟U..にしT"~司p~. ょ・，歯軒ぜれ

ばヨロイすら縛ち土げaーととSで.611どの祖庫嘩鋤伺す
・.細企τζ骨轟鎗‘.骨信'健11.I>iI>T竃〈、恨の

.''1:'抑止.~'!>II由在広.'.'1.116'噌R・と
す・こと1''!>可・骨骨te.
a・と"'!'aう帽官.It・・正.U+2で・6.
..帽.慮、舗飾~...畢絢可~j・"、.童U~・

"'<，目広，."..積寄寓ベ・晶.11.6..，と‘'
・II.C;.'.すた・に.，週周に，.阻止"、カ7ス
と"111\6..ぃ.伝舟漬物豊富ベ~<τ隠~'!>~い.
・ι こ仇膏"'，."腿U6と.・lt"~.&c;・也、
崎両俸が宮、噂られることにω.

ι溺ii話語録

ε ，..，?~‘~・，

~鋼化結鶴.
強.1ごとに10/百個E
1m闘を強底分上昇さtまる.

成虫

・ljj・・・俗、 .使いが轟卑にわ止晶支配と改良町
...その..世幼生・定$1t止"由守、 .&.tel、u・
趣向で... 紙.に~.，τぃ6.
・主，U. ・青白.車，..~'!>.'ぃ込むことで・lt
...ー.・e・e・- 寓目した・6骨過す6・・~神
・・U.ー崎側諸主白神鑑缶・温.，..簡に.
o..t.lf、骨骨a・aーとしτ・章U...I.t土・6竃鹿守・-
Wるよう広~・の'te.
.u.l悼カ】ラウンド{骨)健過す61::・.1::同E

ダメー1I'''I::.C'ウシド(骨}骨伺.・主に与え
る.こ由同隊、 働lt;l嗣.. 即再s・岨で.~ぃ.
~8、 .lt..・時効県u. 備"に.骨崎県 f・

骨・.)で.り‘再曹生膏符~ヲτ"・au..t.鼻・t1'. 
曹に寄生しτいる倒併でも，ω・a町跡暢lt・・・m
樋ate付11..$1¥・.~8. .・Ufj~bl\l島町で. 
. 由*~-1IU*1Iしτ軍出する.
倒lぽ、・a・と2骨・fl:I副島・ーftf1tτいる.

量.判定に"1t・ψィコロu・っtell‘ .骨*~-9U'
，ウシド圃118、n。ンド・6・."');"1'・11..• 
，ウシド圃11，・と~6.

{大きさいろいろ}

~~ .. ~・..安心..
強度Eごとに10/強調E
ゐ・・IS.意義量鎗伝・c;:;;:.，圃'IIzル£寄生可t6

.'f!・・.かっτ陣..崎・Z由圃u.呈ヲ・'IIUf，

..骨.官置と息わ町、‘止.

人体巳心・・ー"・書・ーと、心uu・lt"止a
"'f!・おこ"<"'/~ιOtll信す轟.
やがτ冒室町a縛.I-M"島心・・銀、.骨骨昆
止凪量豊.室巴"，且・e暑よ，C;~・-
u崎切り・ぇU..室骨笹倉で符;~，こと，守ー

M、神・へ骨・・8よぴ鶴騨骨咽'lttlC;個1¥"でt
.U~I1!骨聾と申晶. 
.. 炉心・・伝4・I\T~'!>U. I鋼曾J11・a骨..t..ー

する.
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仏語it話語録

~()()。倍

a働総
E周~コ副5/3

面拍頑暗部両ds.E〉制州制事
時轟幅憶21:... 1". 
a・陣、"骨骨.t..".JlItuII.T、榔a・
・9・. .・・の・ー・~A'.

宅繊
蝿 胞と回 /櫨

...睡E血いと
151:?lt-"'III!'骨肉帽

組曲...豊e・t・a喝、且止.に.""t".ー
偉I!f)r直属，J...，'.・・母体内に鳳食うと、骨
帽傭故情f則柿事帥.錦同時".""，
ttJ6".置、骨骨ー・"..，J:II."τb軍事相軍晶・.
・ー伸.，，*:・・私・S止晶.信、唱飢唱圃晶1..

・制司.... 't・IS噛輔'''''1:すーととが守，..
・6・aとbτ司1.，，*・昔、a・・Z路姐廊崎串脅.

"・ー_1:関u.ω・削伽守輔.

1#.犠鑓話
勧 司暢

.富由・・E・富すー・・..縄師・... 

官官畠

. 富民...  ーー・ー・叩.鎗s・ー穂・幽bτ，
・~.. 鎗角，臓....t. ..・歯車企'民a・
情緒払.制宮跡輔. -・E・・aι骨骨・・・*信す事富除噛崎信fI，・
.. ・g・-ー-晶... ー梅毒......崎a・s::
.書館・・IIID1~1IJ<H>".・・aω~
カ】<..11>骨制定区.."*時fllfU'、UJ
輔郡婦"と、ol.ltj・跡周-.:1刷齢伽止
骨骨師、暗<.暑曹守..飾区・・ー・柑晶~tI.-.6.
寵興串仰'富盤...・民占，τ制下旬.抱ー・ー.

開闘闘を懐古危嶋穫に+4
UII:闘を健:1;危制定1t+6
再生・力側贈習慣イジト，20)
沼刻;:+10
民掴則自E.....，..(<.nR>宅帽圏由
民層修正+6O手@卿R
a・・E+3CO定a別1
-劉訓・(.a.~・事.，別号-.. ・... 盤帽.曹位以‘ ..  唱粗削民Jt.. 'τ 

骨剛幽.....明弘骨骨仙o幽・a降、帥a・
告主飾品.....体".・帽.輔畢tl.*‘ザ、.定魁'
'申竃-=・~‘ 官圃I:IA脅骨禽縄..&~旨
ー恥、

1.. 織溢
50/初蜂
... 鴨脚・・』骨M'不調・曹舗.
本提.睡骨骨・"""，1:、... ・曹と.. 
，.t~M1'・ロE・.'1. ・・ー.，.‘噌陣~
sぃE畠主恒提川駅.輔・勧師事事U(. ~

-・:3-(，悌拘】分
_ :5-(，傭拘1分・・:10--('樟拘】分
宛亡:市ー【依胡分担。ン的

r.・回・・岡.哩.曹洞
.....叩嗣岡崎、'-'='剛刷闘闘眠

Z骨よ例司島・*書締'軍需・o・...，..
ι・・守畠畠Z晶骨偉..い(~~τ
勧唱.

"骨申守也事."t.::t・ー-樟‘UJ・e・主畠. 



<A術〉妓能を持つこと、アーキ;イプで

奮えばUA使い"と“Aサムライ"がA使いの

oに入るが、“Aサムライ"はサムライの色が

かなり漉く、 A使いといったイメージI~あまり

強くはない.

その{也の7ーキ;イプや、フルスヲラッチ

キャラヲ型ーがキャラヲ9ーメイヲ時にくA
術〉を取得したとしても、fA使いらしさjを前

面に縛ってこないかぎりU<盆術〉は添え物

としての役割程度しか泉たさないで晶ろう。

それではfA使いらしさJというのは、いった

い何だろう? (感情:皐への愛情}という因

縁、体にAを憎まわせτいるゆえのl共感1能
力値の低ふもちろんS使いを助ける多種多

織な能力のfAJ ... そのあたりがfA使いら

しさjだろうか。

きて、“A使い"をプレイするに当たって気

をつけたいのは、まさにそのfA使いらしさJを
どううまく褒現していくか、という点につきる.

サムライがfサムライらしさjを、陰陽商事がf~世

田園師らしさJを演じることに重きを置くのと問

機である。

{因縁:Aへの震情}を表現するために、傍

自には気持ち奪〈映るaーたちに跨りかけ、そ

れを愛でる@

共感の低さを・演じるために、他人車には無

頓粛に怨する(あるいは、そもそも他人との繕

触を好まない).

そして、さまざまな渇箇で、その身に恨み細

いている便利なaーたちの能力を利用する。

fA使いらしくJロールプレイするのは、実

はさほど援しくはないのかもしれない.

しかし、ここに微妙な問題が生まれる.上

犯したfらしさN、そのどれもが人のつながり

の中ではマイナスに働曹得るということだ。

{畠への愛情〉という因縁I:A使いに人を見

な〈させ、I共感]の低さはさらにそれを助長し、

そしτ、A使いの愛するさまざまな轟たちは.

ー般人にとっては気味の惑いものでしか書く、

心を開こうとする畠使いの前に、大きなuと

なる。

プレイ中、ほかのPCたちから孤立してしま

う可能性のもっとも高い7ーキ歩イプが、この

"A使い"なのである.

ならば、どうするべき宰のだろうか? その

回答は、実のところ驚くほど少なく、かつ消極

的なものでしか者い。

「それでも、怠使いらしく生害るj

人々に疎んじられつつも、自らはそれに気

が付かない哀しい怠使いを演じるのも慈い選

択では牢い。ただし、マス9ーや他のプレイ

ヤーとの網肢の上で、シナリオ本来の溌れを

断ち切らないように注意し者ければならない。

fA使いらしくjあろうとした信巣、プレイを中

磁させてしまう盆使いは多い.

『他人に共感するプレイを心がけるj

ロールプレインゲゲームがコミュ=ケーシ

ョンのゲームなのであれば、他人に共感しな

い“S使い"は、その様本に背いていることに

なる。共感のfあまりうまくないJA使いがし

だいに人の聞で生きることをおぼえてゆく-

e そういった方向を機索することは、 由つの

正解だろう.

「あまり気にしないJ
援しいことを並べ立てては見たが、実t革、そ

ういった選択もないわけではない.

背最を鰻めばわかるとおりに、?ーキ;イ

プのA使いは生事事のA使いではなく、いわば

S使いの間でも?ウトロー的な存在であ

る。僚の畠使いに畠衡を教わったという

背景のおかげで、アー今世イプのA使いは

f巣Jの規RIIやしがらみからは比般的自由。旅

の商人などと閉じく、縄強りの中で商売をし，.

い舟、ぎり、地域のA使いの規則には縛られず

に済む。そういった意味では、アーキ空

イプのA使いは、これまでのページ

で解鋭してきた盆使いたちとは

少々異なっているのかもしれ者

い。そう、もしかすると、彼は

通常のA使いよリも、ずっ

とずっと、人間らしい感情を持っていてもおか

しくないのだ.

Aへの愛情も幸いわけではないが、それよ

りも股火で村老後かれた悲しみ、家緩や、仲

間を渇湿する気持ちを強〈前面に押し出した

プレイ苦心がけてみるのも悉くない。

人々から嫌われ、疎んじられながらも、純粋

な心を保ち続ける優しき異形.

そういったロールプレイを心がければ、A
使いはきっと、物騒の主役になれるほどに鯵

力的なキャラヲ9ーになるはずだ.
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鳳風宗総本山

鳳風寺

天躍の仏教
仏教とは{司か.そんなことは.ゲームのルー

ルプッずなどで被う志のではなP.それにほとん

どの人は、そん立ことに興味はないだろう.ニこ

では.仏訟の始まりと製作の天織での宗教の状

況について述べるにとどめようと忠弘

メ:緒においても仏教の始まりは、制プJの闘で

ある天竺と伝えられてt唱.もちろん創的/'11主、

普健制の木のドでtliりをl聞いたシッタルダ、す

なわち仏陀で晶る.大日如来、釈迦如来立ど.

4詩作される諸尊も本じみ深いものばかりだ.主

だった仏教鋭魁や経典など也すべて天織にはu
在する.

3it派の散は.数百とも敏千と也宮われてt、る.

本析では、その中でも三大宗根とIl'fii'れている、

楓限、 1l!!fI山、 1'll'Iiの三つに絞って解脱する.

天Z置でi主、仏教が公泌の宗教である.当然

のことだが、夫総において也土地神主どのj也椴

臼仰平共肉体のみに存在する限定的な宗教と

いうものは存在してt喝.だが、制略家がi惚め、
その布教に力を貸したのは仏政{符にI!!II叫;it)

のみである.

ここでm要なのは、神宮家もまた神.lIU:1、う

京教を祭る.祭司の-/i)iだというニとである.

しかし、神道にi;I，神宮家以外に口一知ぉ、なt、.

布教とt、う概念M.占たお切で、 fjjたに日者が

t骨えることもなI'. JI!!鎖然、雨乞い、結錨式立

どの祭事は執り行なうのだが、祭古lたちは民俗

のω仰をなぜか必要とし立t、.
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民草には、絶対的なものが必要なのだ。

天繊の宗教を航るなら、彼について部る必要

がある.日1iI!敬3-4百万を拘る)e.級品大の宗

教組織『鳳101主主』の頂点に立つ男にして準加の

名代であるこの浦生堂絞こそ、天紛で応大の抑

1Jを持つ例人である.

瓜I蝋3託f孟、天織全土に数百の寺舗を持ち、

その全両積11.主主みの名代敏名分を必える.

1凹兵に守られた:;鎖1;1:.宗教的結束也あって無

悦できない戦力として名(1:;への圧力と立ってt、

る.また.彼は政治にも指導力を比せており、

彼が大i四jEの賂について以来、守舗はm加す

る傾向にある.こうt、った彼の織力志向を.い

く人かの名代はfi!険制してt、る.しかし.彼は

神秘家に対しては都圏闘を示しており、 神宮家と

の倒人的立つ主がりも密機であるため.表立っ

て敵対を表明する名代はいまだにいなP.

|蒲生堂按

.... . ・・....・.................................・..........
体 :6 11・5 覚 :5知 :8心:9
共 :7活力:12 .カ :34
〈洛僑〉上級 〈神傭〉中高置

く億傭〉よ級

〈帝王学〉よ級

胤風宗教主堂按



うか?

rlit (轟仏)11、.い・男l'~.，た止。何事1:
MtJニ州、跡 内甥f制、.u.*のニ

(t園大僧正で晶司f:.織が轟仏告縛L1'宮勺
た二~1!1'"晶品。轟.u.1止、奇術~人舗をも.，1'
知られT、、色。1:11、調tL<成#量密定L、守

や椅尊を否定しひい1'11仏法"れ..をt.~
定II峰山色。幡唱に重品31111、鈍枠に個人倫

なも舟f:"~I:I1紙、・止のぞ晶品。

-~おI)~定Lたピニ4で、錐IUI らをも~lt
l，峰山f:。雫れ11、旗穏な善行のlfltγ晶司

色。E晶る轟仏僧l止、司のこ芭1:ついTこう掲今

た。

r..~の.~..，'f11'"生き品価値が、白ら
1:晶るのか? 暗l1'人を..ゲ ~t"1:， ・ぅ.

れ晶のか? 帯う思われたんl'~~J
哩の泉1'1:、1:11大悟l1'下、l.lf:。寄れが轟

1) 1'""~. I:~桐を価。たのか哩れ
は定かではな、、。なぜなら、畿の.えを鎗いだ

三大宗派の本尊
三大宗派I主、いずれも般大宗派である鳳胤

322治、ら別れたものであるが、その佐賀、本尊

などさまざまなi.¥lで拠なっている.そのi皇t、に

ついて簡単に述べておきたt、
鳳1凪言j(f孟.段高本怖として大13知来を低い

てさまざま立仏(存ごとに本尊は!J~なる}を帰っ

ているが、現制孟五大町i王{不動明王.金IIIlJ

夜究明玉、1lI茶事l明iE.降，三世叩I'E.大威

徳l狗30)を中心とした暗I:EIJ仰が盛んで晶る.

これは、現大1目正である蛍肢が‘明王1.1仰の

寺の111身だからである.

制111，);，は、 Jr.本的に寺を持たず、本(J也持

た立t、.その点を締まえて、あえていうなら、

太脇町化身たる大日如来で畠ろうo tJ1fIll ;;~は

どちらかとt 、うと自然物~:m(特に山岳fJ仰}

に近いのである.何にせよft6り(解脱)への滋

は傭人的立ものだJとするIMllh，i<に決まった形

などありえi;tl'. 

明雄のI.m本君主は、釈迦掴l来と阿弥陀初

来と弥勅答絡で晶る.人々 は現1Ilの救t吃釈

掠に求め、死後の指せを阿弥陀削l来に術る。

そして生まれ変わった未来での救いを弥納拶

踏に祈るのである.1開通公の人々はf再I無明

主曜日重構JI::¥、う嘗文を繰り返し附える.r南無

t開通損事JI明雄経に帰依し、目盛り挙るといった

怠昧である.呼1>11綬は‘人が究彬的に教われ

るぬのtまなのだから.それを議りポるのなら救

われるのである.

晶子11、1:.<"うlt:.tうに、まず師匠告審史L
1'l1.，たからぞ晶品。

明."俸は、畠.u.~I11畠でA司1'.~切な人
物1'"晶弘~<の占骨子1:.われT‘崎。 伎のこ
~1!I1. 白星典に記5れ、 11~んど'..，1'、・品。ニ
内経典こ号明..1'"晶弘明車寄噌ーの経典

~~.，1'、・品。

1:1止、歯ら.t'lt人々 を.うニピを第ーに考え

Tいた。伎のー生11、弘治を織成寸晶色勺1:t.

明・~t的。寸~わら、入量投う法11何か?
宅内線棋で晶司島。f法11、段、・を求由るすべ

T骨量Fたちのたhになければならな、'JI:I1¥'
1:ニう官勺T、‘たE‘・う。

伎の事実t止、』院予たちに受Itlllがれ、伎の

死後.十年f:勺T鴨島民~l1' 11:められた。
明JlI是t止、人々が.われ晶遣に司い1'1\~、

雫の紳僧t止、「甫.明星榎皐J':のた勺た6文字

に示される1:Lf:.これを線9誕L唱え晶ニピで

人は.われ晶のだ。明011、....の僧E市

井町人々の聞で'..鈎~人処を司~/..だ。
帯内畿、 ll!ら〈軍事互を受けるが、.えがA

向ニEはなし地方をや1¥;1:l1'人処11高1るー

方1'"晶品。

法力とは?
法力とは.<法術>l産能を持つ一打に与えら

れる減法的能力である.当然ながら、ほとん

どの例は、<i:I<術〉を持っていても法)Jを持

っていなt、.いや、 iE暗に曾うなら法1Jを持

つてはいても.普通のfI'Ws(能力値は多〈て3)
では.当5効レベルに高めることができないので

畠る.

法力には、さまざま立何i賀iがあるが(PI32~

!m. ;î<~匠を1")わず、悶じものが使える. しか

し.法力の評価に附して1;1..おのおのの宗派

によって央・なっている.鳳1風祭では.i:I<力1M

(法力を持つ{由をそう呼ぶ)1;1..総本山へ集め

られるため、基本的に末、?には.法力{自はい

な¥1，これは、宗派による法1Jの効準的な管

理‘とtづ1;1(t'~のほかに法11の使川を宗派の
判断{布施の大小)とするという ~I 的がある.

法力は、名代などから事甜1の布施を引き/1¥す

ための有効な手段なのである.

4日{山には、 111野での修行のTk.娘か.法力

1刊の開l合が比般的向い.もっとも、 IMI&を一

元的に符坦!するような組織が存在しないため.

法力を持っているかどうかは側人的なIIlJ閣にな

ってしまう.もちろんそれをどうIUいるかなどは

さらに側人的な間組立のだ.よってエセの法

1J仰は、lJ.Ildl宗の名をおふ

明雄官告で11.法力を持つことは、人々を救

う11を1，';っているとt、うことになるので、4費編

的立使聞を>t<められる.しかし、現世で人を

ま宣うのは釈"のみである.とする一部の岬l越
飯埋主義的なi円{目などは、法力1円のu在を制!

ましく思っているようだ.

法11には.傭人的な能力(P132参照}のほ

かに儀式をJIIいて行なう以 Fのものがある.特

にt明記されていないかぎり.これら修法はJ!Il胤

~;~でしJか行なわれなa 、.

太元帥法
とんでもない鰻慢で符なう、..11'・、

伏の・2量守、正月に・加国の止制二時#bれ晶.

孔省益法
備調町血!Ilや爾乞い.

~bn6. ・個両院でも奇書われ轟ことが晶弘

樹伏法
不動晴主に射しτ...伏を・ぅ.

婚の躯筑豊.晶晶.ぃbぱ温情車の

で轟轟.明書療でも!T~うことが晶畠.

如法延命法
・買竃...に討しτ長舟延命を・ぅ.

に対しTf著者うことが轟轟.

業省尼天魔法
薬吉尼実のカ奄僧りτ符章う修訟だが、

"・~で畠晶.

・.天.法
七代の置をー代にし

覇の儀式.勉県U不明.

実才的#陵情力量与える.
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虚無僧
dUU・u、経を唱

えるかわりに筒を吹

<.人々を数化する
ために全国苦行闘し

ているのだが、関所

や寺院でさまざま章

特典があるため、問

者やエセt"いのが
実状である。

一般的な鳳鳳家法師
時般的な鳳凪宗の浩師陣、左回の

ような絡好をしτいる.j・侶としTの

絡があがると袋緩や衣が車庫貨にflる.

こういった愚近の慣習に対して奥を
唱える僧侶もいるにはいるが、きわめ

τ1>叡で~る.

この宗教団体は、総本山として

.天桜各地に也大小さまざ

、る.それら寺領の守緩めた

也有して1d旬、近隣の諸l主に

にらみを効かせ柏崎. 鳳1凪);~の兵は、 1;~教的

結束と忠誠から各国の名代にとっても無線でき

ない紡力となりつつ串る.その上、現在の大間

何の自的があっτか兵力を鉱

せる方針であり.被の創始した緩法1帥(サ
法師)の峨闘力は、緩みのサムライをJ車線

している.

尼
宜性の僧侶である.

宗教であるので、性楚

別UflいUずだが.や

はりそれは建て前とい

うものである.
.ぃ位に雪量る尼僧

もいないことは章い

が、男女比を考えると

非常に世ない.

鳳風宗の教穫とその歴史
鳳鰍宗の目的はーっ.イ家主(生きとし生け

る也の)の救務jである.救済企実行するための

組織、そう鳳l且3Zは定鍍されてtゅのである.

では、加盟公はどのような思想で目的を速成し

ようとしているのだろうか?

凪1且京でlふ生晶るすべての也のは.その内

に仏佐平悩りか、った大字街のI王座をすでにt寄
っているとしている.しかし.仏では立いわれわ

れは、その身に持ったさまざま志田I~や煩怖の

ために、 tliりに気づくことができないのである.

そこで、われわれは仏法の実践をつむ必嬰があ

るのだ.仏法を過して仏性告知り.情りを1用色

大宇宙の奥座を知ることができる.そしてすべ

ての人の目がl削かれた.その時こそ仏法に約束

された完全世界が.この地上に現れるのである.

風胤訴の教義I;j:.大体このような也のである.

この教殺の中で目指すところとして何度か「大

宇宙のJ+~J l;t、うことばが出てきてl 渇. この

f大宇宙の真理Jとは何だろうか? 鳳楓公明主‘

この真理をf自らの中に宇宙(1控持)があり、宇

宙{世界}の中に自分が晶るJことを理解するこ

とだとしている.そして、この真理を仰るために

宗教的!J!峨‘すなわち風f化芦への帰依が有効

であるとして勧めている.

こうt 、った思悠~盤を持った鳳凧宗は、より



多くの人々の日を聞かせるために、政治力を求

めることになる.俗世の織力と衆生の救済、 一

見すると矛laしているように思えるかもしれない

が、そんなことはなP.より多くの人々の目を聞

かせるために也教団の』拡張は絶対に必婆なこと

だったし‘:JIll1!の綬減や煩慌の抑制とt、った内

省を促すためには、まず生活の安定が必~だっ

たのである.人々の生活を安定させる、そのた

めにもっと也布効な手段は、総力を干に入れる

ことだったのだ.

甑風京中興の紐にして初代大仰正道(111孟.

その111平として神宮家を選んだ.神宮家と按触

する{配下に入るとも句てよi、)ことに反感をt寄
ったM(，呂は多かったが、特定の名代の支配下

に入らず、天縦f公総j宗教却、う.ni'l曹をfJた
/lII!且*，主、 10年ほどで以前の101骨近い鈎力を

持つに叢ったのである. し;かし、忽な~力のt広

大は、教団の耳、統ー俊也同時に持たせることに

立った.

本山から画監れることで訟の解釈に対する独自

性が生まれ鈴めたのだ。特に教化のために土地

神などを積極的に取り込んだ辺境などでは、こ

ういった動きは顕著であり.すでに別の宗教と

t円τよいものまで存在する混(IiL..S(りで品った.

大書くなりすぎ.-111では輪カをfJたことに

より.腐敗まで始まってt吹.鳳風;詩は‘その

内邸に大量生矛1首を持ち始めていたのである.

組W'n'lの創立は、ちょうどこの時間である.

姐仙が否定した宗派の膨には.このような腐敗

が生まれていたのである.

増加の鐙国1:1..そういった分派や政治に近づ

きすぎたことから起こる腐敗を鎖めるために三代

大仰正体法大師滋忍の号令によって始まった.

紳宮家より地をもらt、うけ、すべての分派の本

山を$))11こ集めたのである.この策により..Il

l且;詩的分裂は回避された.そして、鳳J凪;誌の

t曲線は捌まったので晶る.

旅する法師
波浪の生活を>1!ぷ法師がt、る.修行のため、

人々の教化のために肢をしてt喝.

天磁の公M!宗教である11M凪京の寺l孟、金問

どこに行って也晶るため.法hliには移動の自闘

が与えられてtゆ.金，-，どこの|蝿所もフリーで

移動できる臓~などそうある也のでtまなt 、. 当然

のことだが.中には大i四正1:t1苦やそのほかの引

力11'1.さらには各地の名代や領主の紋った忽の

省がいるはずである。しかし、ほとんどのli'H&
は、そういったI!t俗陥力にとらわれずに理組を

追っている智量的である.

元米、旅旬、うものはf(!験なものである.符

に天縦は、さまざまな所に戦の影が差している

不徳な1甘界なのだ.山に入れIt、当然のよう

に山賊に/1¥会ってしまうし、戦のあった刷所に

は‘野伏りや武r.狩りが尚てくる.終わったば

かりの戦喝では、戦.ij}品在りが、取りIltねた大

将の首、Itt死にしたサムライの〈味).fTち姶て

られたヨロイの綴品‘武器tや叩Wそれに戦死者

の伐を求めてうろついている.もちろん戦それ自

体に巻書込まれることだって十ニ分にあるのだ.

それでも、彼らは旅をする続ける.そうt、った

危険に出会うのも目的なのだ旬、うf目侶邸、る.

心のすさんだ盗賊や市われてt喰 t、戦死者.そ

してi在按の被害者である良Fん彼らを教わずに

して和Iが訟だろうか?

彼らは、今日惜のもたら噌完全社会を目m
してB賢岳続ける.

|一般的な凪風宗の寺|

仏疎
風!品;j(の法師たちの舶にある珠にお気づ主だ

ろうか? これは.Z縁と呼ばれるもので、正

式なi帥俄である経しである.

ほとんどのm俗は.NI..!郷の守で出家して数年

間の修行を行ない.資Iiiありと緩められると本

山にて、仏味を受ける.さらに、本山で優秀と

飽められると.仮の仏般を授けられ、総本山で

ある鳳鳳守に留学を僻される.

鳳風寺に留学tすることは、宗派幹111へのエ

。ートコースに乗ったことを怠昧する.さらに、

優秀立学術者らIt、服鳳寺にてもう一度仏珠を

受けることができる.

そうt、った学i円1:1..総自転山山と将Itれ.周闘

のt1敬と綬fi'lを集めることに主る.

小坊主
いまだ仏孫を受

吋てい~い世年僧.
日常雑務が、彼らの

主な修行である.
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諸尊

孔雀明王
釈迎釦畢の変化である.

降三1賞明王
室園田大田知来の変化である.

過去‘現在.来集{三世}の畿

を書する三容(宵欲さ.怒り、

"かさ)を降ろしてくれるとい

う明王.玉大明王の一人。

宝生知畢の変化である.

またの名を‘。明王.

ありとみらゆる舛敵、障

害から帰依膏を盛ると雷

われる明王.五大鴫互

のひとりであり、大監破

事実の貰配者でめる.

隊利支天
武士の守鰻神である.

錐にも見えず.嫡らえられな

い。ゆえにどんな図録にも

遭わないという神。武士や

忍の者によく嫌揮される.

その加鴎を得れば、気づか

れずに敵を倒せると冒う。

金剛夜叉明王
不宣成主t知謀の変化である.

自にみえ4よい心的汚れや煩悩

を禽らい尽〈すという憤怒神.

烏但沙R証明王と肉体とされる。

また現在、過去、未来の惑と

欲を責らうとも宮われるため、

降三世明王とも関還があるら

しい。

不動明王
大自在天の変化である.

仏滋Oiliの守極神として悲られ

ている..1由請書でも盛んに情

仰されている.

.ぃ"ん守い

太元帥明王
ありと晶らゆる仏と箸躍の

集合体.太元帥同時王U、

個人的な信仰の対融では

な〈、国家守騒の明王で

ある.凪鼠宗では、他国

にその威力を知られるの

を恐れてか信仰自体が樋

されているようである.



~t1jに神米山を~lむ風聞13立の1'1地、それ

が耳障加の聞である.

米1置山鳳f喧みを中心とした/:111卓、寺院とそ

の付属機関しかない究鋭的な宗教沼市であ

る. 帰依者か~Oゆしか仰に滞iEすることは訴

されず、武;器などの持ち込みも厳しく制限さ

れている.綿内には、術家はtとより.Ti;桜

ヨロイ地天
ブ厚い議申と強力主打援を踊

るヨロイ地天U、西方の国横付

近を守る地天然の本"でめる.

..................................... 

や飲み湿など#段に関連しないものは一切な

い.そのため、政治、外交、重量持11のために

不!IWi旬、ぅ/:11.1，が近隣にf~在する.

もY)Jい鍛らにそのような総力が行使で書るはず

もなく、多〈の飛子たちは.111に維役を逃れ

事J1Iでは、租税郎、った形では収入はなt、
天織全土からの献上品、;{Ji胞が主主収入であ

る.琳加i孟』基本的には、鳳l且2Rのi四の修行

1也で品り.全人口に対しての!l:.援伎がきわめ

て低t、.さらに滅fl!(不級生成U.無埋立関

空世帯狩りなどは符立われないため、臼国土主産

物では全人口を闘IうことがI，H)Jからで置ないの

である. それ以外で也、寺院の維持f~ゃ~I院

施却のru虫:Jf立ど然大主文仰が常にある.つ

ま町.天舗では珍しく潜血H孟生命線を他聞に

t自られた|司なのである.

~fF.iÇとして自立つものといえば.事)JI笹l内

Iこ409ある仏絡であろう./:11の中心にある大日

如来を取った大日大仏階を中心にして胎量産評

処務総を耳障w金闘を車1mして描いているのだ.

仏.I1t1主、調停111守護の~でもある. 増加の臓

カは仏培に合わせて配留されており、その仏

.1111二ポられるIt/:lJの名を結したヨロイを中心と

して部隊が榊成されているのだ.部隊構成I草、

その仏のrt:ttを移したものに立っており.般大

兵力f孟不動明王.111を守議する不動~に与えら

れてtゆ.そのほかの邸隊では、北方を守る

民沙1"1然、JI(方を守る帝釈衆.両方のIIlI腿
3眠、凶方を守る』也天然と水天衆などが制強で

知1られている.

部隊の本館とお、えるヨロイは.その天や仏

の変化身とIJじられており.その依愈たるヨロ

イ感りは.防隊の名をmり、--虫干と呼ば

れている.彼らは、ヨロイに飛っている1111は依

なとして多大右側カが与えられている.也っと

ているだけである.

ヨロイ乗り
地天章子
i由天から降りるま

で彼女IJそう呼ば

れる.

体 :4 覚 :6・:7 知 :7
心 :6共:7
活力8.カ26
〈複合〉上級
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| 蒲生堂妓と神宮家 l 
鳳.，院大4・正にの大僧正 入信をe・f晶のI:Oの

Eいうa.li、静'1'1:が径... 寸持弔"カU、aーか1:えあ
晶&で晶晶}・j，金按E枠唱『ー艇に止れI!.紳"'.Ii.. の
.Ii、・S世.ヵ・.(震唱協和=射の奇跡・、

1:li，、鳳..Ii紳唱tl:.の底下組織l!l"t鳳..量Utt:t
ぞ畠晶)1:晶晶. 官われTぃ晶.u、帯れ

神.... が:，J.・の怠4t1:鯖l j~ι凪..1.1、神宮1:
T持.，.大Ct..カli、皐a・M人ctのI!~うか?
お.U'...... II:t弔:t.‘のa もも~ι、 ・生金書ーはこのt
~~・tCt噌Tぃ晶. じがし紳曹 う~.Ii-笑1:付L、
.I:t .. "tこの岡.はt:の主う li紳'l'1:l!li銚阜Lたもので品

世メリット量持唱のI!~うか? 晶E豊島調寸品。

AII風祭の1四兵は、基本的には帯血IのfJj帥iの
ための兵力だが、八部*と呼ばれる対外mの

兵力があると宵われている.J¥部衆I孟.持段

はさまざまな部隊に分散されていて術事の際

に各却隊のエリートi骨兵を集めて4構成される

というのだ.

八部*という名前から、その本尊はi<il修織

を始めとする八郎衆だと思われるが、八鐸身障

は、非公UIlのため、どのようなヨロイ? なの

かは知られていなも、

そのほかにも槌館袋行怨隙としてその存在

が知られている志のに智絵衆が品る.大i岡正

直属と宮われているが、百E生唱itl富也その;l!体
1;1.担保しきれておらず、メンバーの中には神宮

家の息女也いると曾われている.

僧兵
鳳風祭の兵力は.そのモラルや淡備それに熱

綿陀他国の兵を圧倒しており、近隣の領主にと

っτは多大立プレッシャーである.そのよ、これ

らのi曲兵たちによるゴリ押し的主布施の嬰求な

どもあり、情みの錨になっている。

特に1在検視されているのが、近年、 f補生蛍

般の発案で組織された護法{刊である.護法仰

とは、敏1墜事1同兵に神mである護法{自書法につ

いてはPI35参照)を乗り移らせたものである、と

鐙rt司きは税明されているが、先るものが見れば

一目峨然立派なサムライである.この纏法1的iふ

任俗的と也いえるモラルと自書法の組戦協力をあ

わせ持つ油断ならない験士で晶り.f'円兵I2IfJiの
主戦力として期待されている.

12喧

……………・…
体 :6(8) ・:6(8) 
心 :5
活力:U
〈漉.>嘩.

• : 6 (8) 

剣 :5
共 :7
・カ::ω

〈自民'圃〉ヰ・
〈繍 _>11:・

-・・・E雌 ZiJ1軍E23i居届・・・・

防局のEこ~r法J I:I止、よ批‘
・1量司4・..，.，のI!.A告提.I:l'
{カルマ')J岳民"，l、上郁・.1:.符寸晶ζ

ピが覚極寓根tCt晶...，.Ctlo色、U I!.
ルール..t.の~UIl!li、".禽"l!【呉・1

I:tt:筑・で晶・J、."のa会主."l"li、
U 量荷なうこE

li不可飽f晶品。

そのため、解..u剣1:
Ü"t人l!~旨畠。

弔う、，..，1:ジジイ{大体3fタイ':)11.へ

タツオ「、.カの~.Ir哩
暗れを総得l"t........ H晶晶15.1"晶晶.

"1')、天邑では、弔うゅうジジイt止、
百I:...l占うl!l"t、喝法"世の司「晶品。
へ'/?ツなのは、I共a闘が下が.. "t、

らで、畠噌吋世〈助カ量唱骨骨"tl1う舟は

，，.、ιぞ晶晶.JIL量将"止



法師の暗闇道
武'"などの削除Mて也わかるとおり.法的に

も険防術を学ぶものがt喝.絡に飢1凪可j:'H卓然

心で晶り.除防術に組織的に取り組んでt、る.

鳳鵬首1で1;1;.除陥術を自書法滋子訟と呼び、

法術のー械であるとしている.なお、 1種法とは、

仏教を守i獲する者のことで.自書法虚子却、う

のはその中でも下級の神nを怠昧することば

である.

除隊法師(績法虚子法を修めた法師はこう

呼ばれる)たちの打つ1!Itl:澄子(式}にはt、くつ

かの決まった慰があり、決められた作法やJ.l

1才を行なうことによって行使される.このよう

に形が決まってl、るのは.学野可能なように形

式を鍛え.ぁs、まいな線分を切り捨てた結集

立のだと忠われる.もっとも険防法師は、忍の

占とちがって険防術の術埋や方法鎗も学ぶた

め.忍術のように応m'('変形が1mしないわ

けではない.優秀な除陥法師ならば.独自の

鎌法を作成することができる.

布名な護法としては.知IJj置子、乙百世子、成

晴子などが晶り.どのm子也lJl符としτ作成さ

れ、 E遣い鞍削飽力と飛行能力を持ってt、る.

こういった織法貨子符は、それなりの敏が

保有されており、僚に出るl目f目平熱心なロー荷

などに守り札や小喜志仏像の形で贈られる.ま

~ た、 Mf8の中には、 E書法滋子符を御仏の脊

護法童子・論議法
脳出品目陸法師峨併

ると冒われる11法貨干で1>る。
緑光滋師U.健妙山に鷹を

燭える脂燭法師で.量i1>(>い騒

法宣子法の同閣制でおる.事

加の桂鯵山U、山岳修行の盛

んなところとして知られている.

"・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・"・・・・・・・

飽カ・ :5(8) _・ :3 
活力 : 10(16) n・憶力:3
帰行飽カ:4 ・・aヵ:3
m・竃鍵:3 ・依健カ :1 
浦賀盤力:5(C!C桐J)

跡の力として教化の役に立てている者邸、る.

そのほかに色人体に積法を乗り移らせ、舗法

斌子を現出せしめた武1田平仏絡の本将{ヨロイ}

のJ!備など蟻法滋子法はさまざま立形で.ftJ閉

されている.

。.t":'
陰防法師・校妙山の緑光
当代ーの続力を持つと冨われている槍婦法

舗である.厳しい修行を銀すζとで有名だが、

不思"な人認を持ち、常に数百人の挽子を持
っτいる.

陰陽謹舗であるが.現在の首節節の方針を

倹く怒っτいないとのうわさで晶る.

......................................................... 

体 :4 .: 6・:5 知 :9
心:8 共:7 活力:8 霊力:34
〈縫傭〉上級 〈槍・術〉土鍋

しかし、いまだにi護法賞子訟を妖術とみなε，"，I 

す{則自は~<、除締法舗は、磁波幼主、外

遊法的とののしられることもまれではない.t. 
ψ 

っと也鳳H13Eの首脳部i草、現実として砂

防法併の能力が必嬰なことをよく理解ぴ・-

ており、そのような怠見は黙級し、除 、

防法師のn成に力企注いでいるo i 

しかし、い〈ら形をmえても.護

法章子法は、隣自品遣であるとい

実にかわりはZ却、 結局のところ、

の資質に左右される口伝を

仰の健しい修法で晶るとnえるだろう.

-註}ルール土U.憧撞量子訟を冒御するにU.<

，.陽輔〉をとる必.111>る. もちろん、~躍する.

量車干にも輔，"Il制限やルールUIlぃ.宜ゅに1>
る能力うん硲ん"'1><*で傾向である.

• . . 

uうのん

ー'陰締法師・宝林
若干14.で法衡と陰陽術t惨めたという天

才1>宜.将来を.留されている.

: 5 .: 6・:7 姐 :8
:8 共:6 活カ:10・カ :32 

〈溢備〉土鰻 〈槍・術〉暗唱量

-、



墨仙宗
l品IIIJ;jlは.夫総に晶るあらゆる3it教;it派の

中でも飛び級けて~:I't立宗派で晶る. まず.

本山平寺却、った制定的な拠点をl品Ilh況は持

た立いため、 filJ~世よ刷、まだその金設を知る者

はいなt、.つまり‘議が{何が)1<品i山5主である

か.ftt知らないので晶る.それも泌1111;j1の抜本

と立る考えによるものなのだろう.では.掛IIIJ
宗の考え方.教義とはどのよう立ものなのだろ

うか?

係リへのi量11個 人的なものだ

jjlJ始.r，I.lIII山はこうIq¥えた.彼11.人はi証終

的には経験IlIJでしかl'ぜかを仰ることはでき本い

と与えた.

もし、そうだとするなら、 tliりを符ょうと思っ

たらtliりを得たもの(すなわち釈尊)とJ~Jじ経験

を積む必嬰があると宵うことになる.

地1~1I;t.寺を /1\て山に篭も旬、活仔を1m航し

た.fI't!:がしたようにあらゆる苦行を経験する

ことでffE行は無愈昧であるjことを知ろうとし

たのだ.彼は9年に也およぶ苦行を行ない、存

に灰って童た.{品11111孟1!i行を綴り返って1問胎l

通常の鍛仙家法師の姿
思仙宗で~、滋飾に決まった服滋u

ない. もっとも、 普通の滋師~重臣賞者

臓S査は好まないため、鳳思案の僧侶

と同じように.染めである.

のmこ[先人の教i関
は活かすものだjと街っ

た.

彼がlil'iに入っていた0年IIUのtnll主、 III
J且3討がその妨力を大きく拡似した時期でも晶

った.そして彼がボJJlに反ったころ、その舷

';J~によるさまざまなゆがみが‘大きな波となっ

τ鳳凧宗を飲み込もうとしていたのだ.

さまざま立仰が、自らの考えを絶対とし、

宗派から厳れてt、くなか、鎚Wlは立ぜか

鳳1曲第に残っていた.彼i卓、自分の

~えを人に広めるとt'tうことに興味

がなかったのだ.しかし.瑚闘

の.r，はそうはも、かなかった.彼

は、第凶Itの大{目正に娘当直

された.むろん、政治的

妥協の鐙物である.彼

にそのよう立'f心が

あるはず也止かっ

た.

尼で~t.1い.彼女らも
男性と悶じく漉師と
呼ばれるのである.

11 "い
盤側l家法師・北栄

後U、...宗で将来を嘱liU!れた秀才だっ
た.しかし、彼の悟りの道U鳳鼠宗にはなかっ

たのである.いま北栄は、不動明王畢の修練に

集中している.肉体を鍛えることで僑りに近づ

〈ことができるのであろうか?

........・・...............................................
体 :7・:6 覚 :7知 :7心:8
共 :6 活力14電力30
〈法術〉申級 〈繍.峨R>中級

このゴタゴタが彼を決断させ、品IIlh，古は和l
飴されたのであった.

l品lillのもとに集った47き{四侶たちに対して、

彼はこう古い始めた「われわれは立ぜ衆生を救

済しなければなら立いのか?J. !III山は段 ~J}の

誕訟で、仏法の椴本に輸みついたのである.

この111]いに答えられる古はいなかった。品Ifllllふ
弟子たちを限り倒し、関惑する彼らを}J，J]に
ひとり座禅を始めた.次Iニ、品!(山はf仏は't!:い
志のなのか7JとI用いた.やはり、軍事えられるお

はな〈加予たちは限り倒され、掛fll!の座禅は
鋭いた.

このvu答と1殴打I草、数日に渡って続いた.

彼はそうやって弟子たちの先入雌や慨念を限

り倒していったのだ.

これが/，11111'の仏法で品った.



鬼法自画・関空仁堂
間宮仁盆は、命自治山耐毒の住聡でおふ

畠仙宗には珍しいことだが、 ~I~寺を締っTい

る滋舗でおる。彼は、自分の寺で眠乱や犯拐

により観を亡くした子供たちを育てているのだ.

これで艶われば奨阪なのだが、恐ろしいことに

その中には‘ Jl子や鬼までいるということだ.

差別のない宗派
釈路は、すべての命は簿価であると1'tった。

すべての志のには仏性をfoしているとも.それ

を'"~として受け 11:めたなら差別などと宵うこ
とは起こらな1¥.しかし、現実はそうではなt'0 
凡俗であるわれわれは「自分はほかの者とは

述うjことを経時lしなければ生きてはいけない

のだ.

これは、仏郊子たる法例たちも例外ではな

い.:l!: [.，1、ことだが、すべての，jlSI!が相対的

である以上‘そこに差別l孟作在してしまうのだ.

しかし、地11biitには滋別はな1¥.いや.正

Iifiにnうならば区別がな1¥.例えば、鎚flll;i，
では1件{自はすべて法師または11省と時ばれる.

特別、明だからどうとか、女だからこうとかい

ったことはなt、副仙の考え方では、性のi車

いや人IftjではなS吐いったニとは、 )1¥なる個人

的な|剖姐と11自らえられてしまうのだ.そう思わ

t&い法師だってもちろんいるだろう.だが、そ

れこそ倒人的立思想であり、掛flll，~の考え方

ではな1'. 

とにかく、 mfl山;itを名東る法師にl;t， !ljも
女も人るオニる半出も飽也制、るのである.

もちろん区別されないことによる勝也はある.

修行中の事散や死Cが多数発生したり、不軍事

i宇戒を犯してしまう法紛が多いのである.

もっとも/;lIflh~誌は、あまり成IItを強制しない

ので.さほどl問題悦されることはなt、

教穫のない教穣
機{山3itのI~的"'0 このo&lJll必E硝で怯なP.

t4lflhの教えのもとで、修行する仰{呂たちの1:1的
I卓、tIiりの境地を仰ることである.しかし、悩

りの城地は教えるニとはr.lにもできなt切だ.立

どん右師liiも仏陀ではな1¥.仏陀が穿

った境地をl.*に拘lる者はい立いのである。

結局のところ‘ことI!で敬ええること.日で

ないし、自分の幻た境地までし;か弟子を滞くこ

とはできt.l:t'0 
つまり.臼分に~p.解で童ない行為を行なうか

らといってそれを否定することはで産主いのだ.

その人11tH!，臼分より高次{低次、 I<~次とl 、っ

たそらえかたは正確ではなt功りの舗りの境地に

述してt、初、也しれなt切である.もちろん、奇

1Tがtliりの証明ではない.すぐれた法制である

なら、ニセ物と本物I:ru:鋭的に~W(<だろう.
あらゆる行為.その中には、当然のように破

戒色合まれている.破滅， ~主体を級ることだ.
仏教には、さまざまな戒怖が晶るが、その巾

でも也っともm嬰な色のが、不級生成……怠昧

なく~l 書物を殺してはならない.不安i踏成…

うそをついてはなら立い、耳、廊混成 .itらな

rrねをしては立らない.ィ、飲iI'i戒 j帽を飲ん

ではならない.不像盗成 盗みを働いては

ならない、の五戒とよばれる5つの成1Itである.

こ示、った成111を~;t理主集約な1M侶 O\llf!A"，
では、なかなかの妨力を持っている)は、官1=1
的に守ろうとする.ωi山32では、そういった宵

~I 的主思い込みをi詰初に破模する. そのため‘
修行者の中には祭じられた1Tぬを肉ら行ない始

めてしまう針もいることが晶る.なお.Ulllhl孟11
信者で晶ったし、酒豪で品った.

自然物崇捧
自陣Ilhは.仏像を織っていた.それよりも日給

の獅書.111の雌大ふ川のせせらぎにこそ仏性

がよく見えるといって礼持した.側織に倣って

か.自IIflh，i'!の法仰のほとんどは.存を持たず、

山野を宮署白する人生を巡る.

法師にとって山は死者の鍍が天へ王まってt‘〈

霊世界の入り口であり、伸、仏の住まう所なので

ある.1:舟えt耳、神米山は神の限界とつながって

いるとされτいて、その鑓にも近づけなt、{神宮

家が封鎖し・てt、る)絶対の.1'1地とされてt喝.ま

た太E舗は、大目担I来のft身(現身}とされてお

り.烈なる也のの級官置である.1111;1.， I到の町の

村の演目であり.生童るのに必要不可欠な水を

雛持(111)からもたらす『聞なる也のとされた.

織flh;i，は、こうt、ったi曜大な自然を俗阿均対

象としたのである.

山伏
曾山にて厳しい修行を積む修行者である..

仙宗に限らず山岳悔行を行なう宗派U多い.

山伏にu注力を体得することを目的とする者

が多〈、実際益力膏待つ者も多い.
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天躍最強の殺人拳
不動明王拳は、天繊般強の武織であり、制

f山が修行中に不動明王の化身に出会い.(A球

されたと曾われてL渇 .

夫総には、武術の流派平準法旬、ったものは

あまり成立していな¥¥.徐々に生まれようとはし

ているだろうが、学べる環境にはないし.すべ

ての校は門外不出である.武術I孟.納宇l'性を

持たず、純粋なる殺しの伐として符tf.する.

掛{山;誌で法、不動明王継の修11を通じて人

は牙を持つことができると教えてL喝.なぜ、人

を教うべく努力するfI'If&が‘殺すための牙を持

たねばならないのか? それは、牙をmいぬた

めである.牙がなくてで量船切ではなく、牙が

あってやらないので立ければ、不級生成の意味

はなt、と儲(1111孟曾ったのだ。さて、不動明王拳

とはt、ったいどのような武術立のだろうか.

不動明王*の特徴t立、受けの武衝で晶ると

いうことだ.型はすべて相手の攻費量を受け泌す

ところから始まるし、すべての技はカウンターで

ある.そこで不動明王拶は.間合いの取り方を

虫要観してt、る.相手の必級の，"，合t記入らぬ

こと‘自分の必殺の1111合いに相手を入れること

を教えるのである.こう轡くと単純で簡単そうだ

が、それを体得するのは歪鯵の技だ.

不動明王拳開祖・鍾仙
普行中で晶った・仙は、不働明互の昏示を

受けT不動明王撃を細み出した.

彼U、不働明王事を通じて何を体得したので

あろうか?

130 

被甲護身印
これは、不動明王

懇士がかまえに入る
腕に必ず待者う践

印、彼申旗身印で

ある.不動明王に

加績を頗い、自身

の力を高めるので

"る。

-mlSî!ljllJ~1: :1詳書置副~"，JJ官官a・

ーつ、手を出すことなかれ

一つ、銀聞に使う=となかれ

一つ、あとは自由

これが、本鋤明王.士が4'晶-<U:"1"
晶品。 た“へん~~プルか"JI省T晶晶E宮
え晶flろう.鎗局、体調lt:4l衡をピう..うか
なピ伺人的なものずLかな“のf晶~;.

基本のかまえ
見ていただけれIfわかるだろうが、おかしな

かまえで晶る.これでは攻費量の7クションは大宮

〈なり、容易に見切られるだろう.だが、それ

でいいのである.不動明王構t孟、打ち込むので

はなく打ち込ませる、武術である..IU手の打ち

込みをかわして相手が体勢を』曲したところに大

きく餅み込んだー量産を加える‘そうt、う武繍な

のである.

外道の拳
掛{l111Rが、部教被いされるのは、この不動

明王争の影慢が大郎、やはり附(gわが人級しの

訓練を積むのは線本的におかしく、まさに外)ll

の所業却、えるだろう.もっともそうやって非難

する当の鳳鳳宗は、l習を撮るためと称して耳l甥

までt寄っているのだから.それに比べれば傭人

的であるだけ、まだマシなのかるしれ立い.

ただ、細{山家の{閣のすべてが不動明王拳を

修めるわけで也立i、.級しの技など身につけた

くはない、そういうl白色多いのである.

不鋤明王事士l阜、格闘氏患の氏.. 修正
に+2寸畠こEができ晶.

なんのかん司曹司'tf.、実質鈎な効果U.二
れだけ1"晶畠.カウンターやどうのニうのは

ルールltされれ・~ぃ俄周オプ~!Jンの・見
切ゲが'fE..か色l#¥官、.).棒縄好きの方11
不靖1:思うだ~うが、絡調RPG1"はな‘「天
履耳，...では、絡調11特殊~/I.-JI.I:寸晶11
て骨ものてはな、、両1:0



明主主家の僧
僚をすることの多い明撞

宗の僧U、比般的簡素で傷

能的な臓を好む.

障とんどの僧uu、非公

認のiーであるため、問所な
どの通符は、市井の人 と々

なんら変わらない.そのた

め、限法のとき以外u.篠
崎をいとわない曹も多い.

新興宗教

今では天J/，伝 大宗派のーつに教えられるほど

に立っている.

明選諸君は、もともと鳳帰京内の-3123rzであ

った.当時I;l.，明遜派と呼ばれており、曙J~車線

師が編纂したもっとも衡しい縫典である岬l遜

綴を偏曲する宗派であった.

明議録は.明益事言tが成立する敏十年前に集

まれており、その単純にして力袋い救いのこと

ばは、人々に広く受け入れられていた.

悲劇は、今か;40年ほどuItに起こった.I町
漣派内にl列車直結こそ救いを也たらすDfIt-の仏

典であるといった風潮が生まれてきており、そ

のことが、内自由部の110で問題視され始めたの

だ.

ところが、それを聞いて思い余った-:lflの

明漣派が、と晶るぞ，t頃を占拠してしまったのだ.

自らを明蓮宗と名のった彼らは鳳凧宗からの

独立を往信したので品る.

この事態を抵〈見た、時の大i四n:瓦誇I卓、

明議派を邪3Rの従と断定し、呼l誕派の純正と

派兵を決定した.この命を受けて八:lfl衆が脳

集され.独51.騒ぎI主流血の大惨事と立ったの

だ.

こうしてその鈴カをいったんは尖った明蓮

~j~だったが.明雄糊師の教えはjfなず、地方

を中心として徐々に"力を1'1'ばしていった.

なお、現在の大{岬正である繍

先々代の行なった行為を様挙

で畠るとして激しく非難し、 ，"越

*に対して謝郊の怠を表明して

t、る.このt証明として風風3it総

本山である朱雀山風胤寺に、策

的問然の被いを受けて厳煎に

保管されている呼u車線師本人

の書官の入った明漣経の閲覧お

よび写経を認めることを検討し

ているとのことである.

芸人としての僧
彼ら学震学俗の憎たちは‘
人々 に娘楽と共に仏の教え

を..んでいる.

匂. 這

/ 
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〈法術〉技f躍を~;?つことで使間が可t置にな

る担H~íについて解脱する， 11:術は . 法師の;2

3院がなんであれいlじように制!IIJで在る.

..し:消費量力 5ポイント

相手の負傷を衝すことがで曹る.

負傷度を厳AIfにした[共感1<法術〉で判

定を行ない、成功度分の負傷ゲージをヲリ?

することができる。同時に“活力"は全快す

る。

(11し〉は、横践を問わずに効力を発I草す
るが、ヨロイ、金剛織および“死亡"を衝すこ

とはで宰ない。負傷度は、対象の受けている

もっとも置い負傷から算出する。復量生の負傷

ゲージに渡って負傷していても累積し者い。

負 燭 負蝿鹿

鰻傷 :1 

盟燭 :2
致命 :3 

.<燦}作成三時間の折鋳

{珠〉を作成する。

ヒイロ系の特殊金属の玉に"霊力0・を封入

することで{珠〉とすることができる。1つの

{議}を作成するのに、{殊}の材終と3時間

の祈縛が必要である.

-軍事返し:消費震カ 召喚する死者のl心力l
死者の魂を召喚する。魂を指定することは

できないが、死んでから49日以内なら、まず間

遣い書くその死者がやってくる。

{心力]と対象の生前の[心力1<意志力〉

で対抗判定を行ない、対象のI心力!と同じだ

けの"宣力"を消費する.

召険した鴻は、成功Ifによって召喚者に対

する態度が変わってくる。

成功度O以下 :攻撃的

交渉態度によっては精神戦闘になる

成功度1 :反統的

交渉限度によっては攻撃的になる

成功度2 :非悩力的

ひと雷、ふた曾しか話そうとしない

成功度3 : t晶力的

会館1:行なえる

成功度4以上 :友好的

世間隠しが可能

.ij曙封じ・消費霊力 召町民する死者のl心力l
召喚した魂を明餓に封じる.

l共感lで判定し、相手のI心力1<意志
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力〉との対銑判定を行ない、成功すれば明鏡

に縄手の魂を封印することがで書る。こうして

できた魂入りの明鏡は、金剛l繊の中継になる。

この封じ込めは疑似紙生と宰るため、封印

完了とほぼ同時に魂からは、生前のte悔や性

格が欠落する。封印された魂の悶織をすべて

消去して‘新たに封印記憶という因縁を、上級

で追加すること。

魂封じに失敗した喝合、魂はすぐさま徹対

的になり、自働的に精神級"が開始されます.

-精神戦闘疎を殴って成仏さぜる符掠1JJttllI
議師t草、魂返しを行なった鴻や成仏で害者

い幽量、それに{妖}などを見ることがで曹る。

このよう宰かわいそうな存在に対しτは、脱

得して成仏してもらうのが、仏の道と言うもの

だが、どん者慢の中にもわからず慶という入

植がいる。こんなヤツらや封じ込めに失敗し

た魂を殴り倒してむリやり成仏させるのが、精

神殿"である。

精神殿"の判定は、[敏縫1<法術>(涼師}

とl心力1<注術〉または〈意志カ><盆魂)で

行章う。通常の機関とi量って、'/:メ四ジはすべ

て“11カ"または“活力"に与えられる。

法舗が勝てば、栂手は成仏するし、負けれ

ば気絶した法師を11魂かf支配することになる.

通常の魂ならば、自分の目的や、来線を髭

理すれば勝手に成仏するが、貨の惑い震の喝

合t革、湾び得ることので嘗た体を灘さない渇

合がありえる.寓較するときは、両者ともに肉

体が存在しないため、l心力1<法術〉また

はく意志力〉の破防になる。

.買t~攻G!:消費量カ〈法術〉の段階による

手の中に気の塊を遭って相手にたたき付け

る攻思方滋である。

岡崎に復数発の気5躍を発射するときは‘追

加の1発につき武鑓修正が1つずつ増えるが、

消費“霊力"は、1発当りで消費すること。

気E曜の命中判定には、I敏嫌1<法術〉を使

用する。気機t草、実体を1寺た書いため、相手

はく白兵殿11>などを防御鑓能として使用す

ることができず、 く回選〉などを使用する必

饗が晶る。

段継 毘縫催E 一発当たりの潤慣霊力

初級。 l心力1+4(消費量力。 1)

中級・ l心力H'2(;同費量カ:3) 
上級・ l心力I (消費霊力・ 5)

特級。l心力Ix2 (消費震力。7)
2主)自分の〈活衛〉の段蜘よt下車51<1.滋舗の任意

で、 無理陣のレベルを下げること§で晋る.

.御霊返し・消費震力法師による

祈祷によって霊を成仏させる。

祈梼によって明餓を浄化したり、魂を成仏

させることができる。祈縛には、-jEの時間

と震カの消費が必要となる。

10分の時間が、魂のI心力1と閉じか、浄化

する銅銭にたまった“集"の10点ごとに必要

に寄る.さらに法舗は、10分ごとに1点の・・11
カ"を消費する必要がある。

祈鋳にかかる時間に関しては、法鱒の待つ

t量得力によって短くすることが可能である.魂

のI心力1<意志力〉と法師の{共感1<話

術〉で対銑申l]jEを行ない、法簡が成功したら

成功度の分だけ‘祈得の時間は短くなる.逆

に、魂が成功したら成功Ifの分だけ、時間は

伸びる。

-懇.退倣消費盤力 {妖}による

祈祷によって{妖}を追い払う。

人に取りついた霊魂、〈妖)(式〉を犠牲者

から分躍させることができる. ~依しているモ

ノのI心力}または濁依能力などの強度ごとに

3点の“鐙力"と1ラウンドの既経が必要と宰

る。うまくいけば遇依しているモノは透げて行

曹、 lt低でも1時間の聞は漢ってこれない.

もちろん、観経中に逃げられてしまえば意

隊はない。

法1)(式}や{妖}、それに霊摘が..-;メージを畳
ゆる口11でI;;'<>~、

主主2)ヲムライの〈式)l;-:向的に惇止する.



"法師(不動明王拳士)"と“外注目置"の27'

』キ9イプだけが純粋の法飾である.“鬼法

師"は? と思うかも知れ者いが、“鬼法師"ア

ーキ世イプt草案のところく濠術〉妓能を持っ

ていflいので、正確な愈疎での漉簡では宰い

と書うことになる。

また、キャラヲ11ーメイヲ時にく法術〉按能

を取得することで、法商事となることは可能だ

が、〈法術〉を有効に使うためには[心力lや
[共感lの能力舗が高〈ないといけないことは

頭に入れておいてほしい.

さらに付付加えると、“注節"は駿力的には

こ線級であり、「外法師Jも本磁の陰陽舗には

カJ;lぽflい。議筋系2アーキ世イプI車、厳倒

シーンなどの派手書場面で目立てる?ーキ合

イプではなく、どちらかといえばうんちくを霊れ

たり、血気にはやる著者を符さえたりする、い

わば脇役のアーキ宮イプだということもおぼ

えておくといいだろう。

法舗のロールプレイは、いったいどのよう

なことに気を配ればいいのだろうか? r法師

らしいJロールプレイとは? という疑問に関

して1:'その答がすでにここまでのページに

I~されている。 天績の三代宗派、そのおのお

のの特長を見てきた容なら、いったいどのよ

うなプレイが、i1i師のキャラヲ9ーらしいかは

理解できると思う。従って、この項では・・法師"

と“外強師"の7'-キ歩イプに関する注意点

をi童べることとしよう.

この27'四キ宮イプが共に縛っている{猿忌

{戒律として何か2量定すること))という因縁

t革、まさにf浪商事らしさjを演出するためのもの

だ.PCの宗派IH~本的に墨仙宗が勧められ

るので、あまり厳しく考えなくてよい.

肉をロにしない、酒を飲まない、級生をし

ない者ど、各自で想像力を働かせつつ、プレ

イの際に演出できそうなものを選べばいいだ

ろう。

このfプレイに活かせそうなjというのが少々

厳しい.因縁はプレイ中にうま〈演出でき立い

と、「気合Jはたまらない、「業Jも『宿MJも滅ら

ないと、惑いことしかないので、あまりとらえど

ころのない因縁を造るのは考えものだ。

さて、「戒律J以外の点で曾えば、“不動明王

準士"の{鈴忌:不動明王撃を使用しない〉と

“外注宮市"の〈目的:危険を楽しむ}が、戒律で

Itflい.7'由キ宮イプの個性を付けるための

因縁であるといえる。アーキ9イプを魅力的

にプレイしようと思うのなら‘こちらの

因縁のロールプレイに気を配る

べきだ。

“外法師"の〈自的:危険を楽

しむ}は比般的ロールプレイも簡

単な部類の因縁だと言えるので

はないだろうか。妖退治を生擦

にするうちに、妖退治のスリル

に取りつかれてしまっているとい

う幸盾、手段と目的の逆転してしま

っている現在をうまく演出し、そこから

さらに一歩道んで、そんな自分に気

がつき、悩む鶴間をロールプレイで

きればベストだろう。

それよりも厳しいのは、“注鱒"の

待つ〈禁忌:不勧明主司障を使用

し宰い〉という因縁だろう。f祭
会であり章がら筆法を使わない

と奮うのはどういうことだ?J
と思う人もいる舟、も知れな

、、.

これは、『繁忌j系因縁には良〈存在する逆

観的な因縁だ.本当に不働明主筆を使うな、

と曾うのではなし人を救うはずの仏法織が、

その司障を綴るうという矛盾に悩むというロー

ルプレイと、自らの書院の威力を織して、障して、

ヲライマ・ノヲスに錫発させる! というi噴出と

のためにこの因縁はデザインされた。

f飽役のアーキ世イプであるJと冒訪で述べ

たものの、この因縁をうまくプレイに活舟、すこ

とができれば、“法師"はほかのPCを食ってし

まうほど鎗力的なアーキ9イプに化tする可能

性も+分存在する。

剣の世界に司障で挑む、 i圃{自にして格闘家の

総力をうまく引き出してやってほしい。
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傭偏とは
人が作りtIIした.偽りの人Inl.それが"飽傷"

である.

樹齢をmねたil般を商11って作られた体に、

木魂と呼ばれる自然強を降ろし、飽値崩ーたち

の.品るいはその依頼主の理坦lを忠実に移し

た幻術により‘焚しい人皮をかぶせられ、人

としての教'tfを受け。・・ 0・・そうやって生み出され

た飽I;r草、也はや人と何ら区別が付くところは

立い.汗をか章、減を液1..-.切れば血が流れ

る…・・ただ一つ人161と典なるのは.彼らは死

ねば木の人形に反ってしまうとt吟.その点の

みなのである.

飽信自躍はけっして多くはなく、飽慣を1体作

るには5年、 10'1'-といった年月を必要とする。

それに加えての、生身の人側には不可能な

ほどの美しさは、時に飽鼠に一刻に依するほ

どの価値を付けさせる.現に1;;;脱的な{地協同市、
I.-k'・，‘
獄事Iの作る飽温は.大闘に匹敵し、ややもす

るとそれを凌鴛するほどの価値を持ち.新作

が生まれるたびに、それを奪い合うt、くさが起

きるほどだという.

~しく.名の晶る{車偏1測が削った偽1;を持

つことは、領:tや名代たちにとってー樋のステ

ータスで也晶る.それゆえ.1車備は栴力者たち

の政治的な取引の材料となる地合も多t、.

木の人形
命を吹曹込まれる前、失っ

た織の{l値は、ただの人形に

しか見えない.しかし、それこ

そが偏温の寓の楽章のだ.

134 

u 
わたしょ人ならぬ身に人ならぬ魂を宿し・・....

傭舗はいったい何者なのでしょうH ・H ・?J
鏡花

十二月姫之六姫・水無月
伝恨の{l鍋師、IIlI1の遺作、r+ニ用

銀jの6番目の偶値.

その価値は六千万石とも、八千万右と

も冨われたが、函臨稼働の乱以降は行

方不明.



芸術と傭偏
00を文字どおり体現する称在、{鬼備は.そ

の尚価さゆえにたいていは-IJSの裕御な好耶

家たち、つまりは名ttや領主といったよう立各

家のものの手にしか渡ることはなPo

協力者たちの平に渡った飽径は、しばしば

ほかの領主などの也とへと絞り担書されることが

ある.r.li名な飽偏自曜の手になる飽1.:を所持し

ているというのは名誉なことで晶り、名のある

飽備を送ることで他国とのつながりを深くし、

白鴎の地銀を築こうとする領主は多い.

茶道における茶器、担F滋における名担?とlolJ

織の怠昧を、~僅は持っているので晶る.

しかし、金儲けのために飽温を作るというお

はほとんどいず、もしそのような毛のがいたとし

て也すぐに晶きらめることだろう.011錨をfj1るに

は楽大立年月がカ晴、るのだ.

それではなぜ、 {車協師は飽笛を作るのか?

UUt、に対する明維な答を持つ飽儲師はそう

はいないだろう.また.f車傷師によってその腰

rJJはさまざまだろう.

しかし、ただー点だけすべての飽儲師に共

通する、 f雷るぎない~II~がある.

rf車偏師は、自らの心の中の!)'!を現1世に刻

みつけるために.~儲をl'I'Jるjのである.
もちろん.併を見て~(.，\、と感じるかは人そ

れぞれであり、健也怖が刊さった飽箇が第三者

にとっては受け入れられないるのである場合也

存在する.

それでも.健悟師たちは『究婚の奨J.r嘗
;aのJ!Jを*めて.自らの持てるすべてをそそ

ぎ込んで飽偏作りに打ち込むのである.

知 :7
・カ :;泌

|健織の奉納|

男のi鬼偏
~しさを愛でるとt 、うその用途ゆえに 、 ~備

はうら器産女性の望号に作られることがほとんど

である.が、 tちろん例外、つまりは郷後の偽

温品、非常に限定されたものではあるが存在す

る.

まずは明色、衆道の快業にふけるために作

、られた美少年、次に影武者としての飽也、大

別してこのこITI途しかなく、ほかにはわずかに

飽値併の%まぐれによって巌み11¥
品るのみである.

焚を追求する、その上で9l性より

ほうがモチーフになりやすいとL

品ろう.

.~ 

期雲作f蒼j
移り申〈空の色をおのおの泡ぜら

れた、期費中闘の遺作r*品iJi.'iJの
第四景にして、織震にしては珍しい男

傷値.

| 身代わりとしての健協 | 
a・の実用鈎世周治t:l1、身'4tIo>')、.. 氏

幻備にaわれ阜帯舟外鬼11、"1.')11•• 
むu:t'晶唱、ゆえにa舗のa量生以来、

帯町書量・ιに似せ1~ιせ、舎.t:l1111.， 

.t;t:*え晶ものは多、'0

l ，がtなが仏像舗の剣持1:11多大~嶋岡
t:. ..カが費やされ晶.人11..l:l、老、・晶.

制作。=婚事lf:"t:鬼"lf:鴫1'11、.111... 
f:<別人ォ「晶弘帯ζ民生む晶・a・を.'"晶dbb
1:11..1:.，・量作品.l')f，J'<の巷，が付s
1t:う司'11..1:・H旨“・

"IJ~ . ~ " ・ .
狩屋演賞丸

家ん

鼠色れた鴫聞の+、.らの*遁.l')外れた
・かか10>')1:<は昔、.ピ官う.~・"も多

、・. 狩思若笈等のー人息子に似ぜT作られた

t血温.
償国‘笠尾守との般により、狩慶家が滋ぴ

てよりU行方不明.
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傭偏師
純白巴を作り、 ffてる伎を身に付けたものたち

を『飽箇倒jと呼ぷ.

飽偏I孟芸術ft，で品り.飽箇師I立芸術家で晶

る.彼らの作る健協i卓、時にー1司にI!l;敏する
縦を(，tけられる地合すらあるが、あくまで彼ら

は、臼らの内にある『築Jを1ll般に必すために、

健舗を作るのだと宵う.

純白商事の~Iまあまり多くは4却 、 無名のもの

生らl;I.'t、ざ知らず.その名が広〈知れi麿ってい

るような践の立つ飽温餅であれば、なおさらの

ことで晶る.

かれら布名な飽偏曲。たちはそのI笥作の'J1しさ

や.特徴のある飽備を作るということで名を知

られ.名が売れると共に彼らのぬ備は天tl'知ら

ずの制を付けてゆく.

しかし、純絹師は.SiI:を儲けるために{砲僅を作

るのではなi、.nうなれj;l.'、臼分の中にある1"1
かを吐き出すために、CIl偏師は飽備を削り続け

るのだ.

その干にする協や名誉とは裏腹に.CIl偏自幅

1 :l.1.E野の生活を選ぶことが~い.
わずらわしい人間のしがらみから逃れ、飽1:

作りに打ち込むことを箆むのである.

各地を旅して{車偏作りにJaした神木を見つ

け、そこから飽舗の議体を削りだし.木魂を~

かせ.幻備をB革し.部1)，[(を吹き込むーー1体の

ぬ値を作るのには、通常5年‘ 10年といった長

い年月を必'llfとするため、 一人の健編1却が生

誕のuuに世に送り出す耶ので在る純白の散は.

決してt<1主主い.

かつて晶る飽温師は、晩年にさしかかり、珂1

干にriiJh'っていったそうである.

「わしが飽温を附れ1;1.'、飽僅i孟Mかが起りぬ、

まだ先が晶るとわしにささやく.その戸に従って

i地温を削れば、守1ftはこちらが足りぬ.あちら

に進めるとt吟…わしに')J命なぞとt、う下らな

いものがなければ、いつしか究極をfFめようと

いう志のを.悔い、のう.悔しいのう……j
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鏡闘16l
1.118を除けばIl高骨量の(l温飾.
山田中の厩に住み、 l1i~て〈るものの依頼

でしか傷健在作ることUない.ただし‘相当の
恒屈老人で、その首を縦に績も信るのは並大

抵のことでuないと冒う。

『鏡花Jf彩花Jf県花Jf燭花Jt.l乙さまざま
な作風の健也を世に送り出している。

御神木
織傍州扇牙園、廊5主H
の近〈町議に生えるブナ

の巨木。

sl儲師・雌講義宗
『剣姫{厳闘用情温)Jと呼ばれる、厳闘技術豊

島につ吋た(l温を多〈作ることで有名.t置の究僧

の自的は、金剛慢を超えるカを縛った健也量生み

出すことだという.

路作には、f時扇Jf狐月Jf花~Jなどがあり、い

ずれも率い鰐価を持つ.



棄体
仰1/:01;1.本来f九~t$Jと脅かれる. r部JI主「笑

いものJ1:1、うな味であり、そしてf九以Jとは.
飽協を構成する9つの体の緒E，一一蹴部、右腕.

左腕、省側、在脚、胸部、般都、懐古匹、そ

して魂ーーを怠除していると符われる{飽温を作

るのにmいる9つの滋只のことだとt、う拠離もあ

りl.
このことばが示すように、純白品の体はいくつ

かの古都品を組み合かせて形作られる.JIH、られ

る紫材t草、樹齢を冒Iねたf神木jである.

樹齢何百年を綬た巨木tふその内に「示場j

と呼ばれる自然~をliiすと言われる. これが

「神木Jであり、その名のとおり神の慾代と~<な

されることも多いため、これを切り倒して鈍傷の

部品を削り出そうとする飽錨師と.神本を守ろ

すると宵う.

9耳なる木を111いて作られた飽畠は、飽儲珂た

ちのIIUでは俗iニf本がi皇うJとØ~ltれ、まともに

動かない場合が俗であるため、 {車偏のすべての

都品は一つの巨木から削り曲される.

「九具Jと曾っても9つの部品だけしかないわ

けではなく、手足であれ111関節や捕まで形作り、

厳には耐l糸で祭の毛を備える.

別々 に作ったこれらの部J品すべてを剥lみ合わ

せτ人形に仕上げることで、飽偽の般本である

「紫体Jが完成する.

身体の各部をつなぐ糸はf神糸jと時ばれる

特別のものを川いる.(紗〉を絡めるとnわれる

この糸を使うことによ旬、飽侮に魂がleiりやす

くなり、(l(I錨舗の幻荷1もうまく働くとt、う.

この段附での各部のパランスや奨しさが、完

成した飽悩にも影轡するため‘たとえ然体であ

うとする土地のおとの'"1にー附狩があったり也 っても手を被くことは僻されt.tl、.

" 

戸

4・・

.，ιーノ
) . $ 

~ 

ら

幻術
各自事の飾品を組み合わせ、人形に完成した

飽値は、その後飽俗世ーによって幻術を施される.

この幻術によって.単なる木の人形であるは

ずの飽偏が人1"'と寸分違わぬ裂に見えるように

止るのである.

基本的に、飽備の外見は飽1/:0師の望んだ

とおりのものと止る.しかし、磁の中で摘

いた絵が策で容易にifiJJlできな
いのと日J~語、その幻

術も究!¥1に飽也f婚の

思!理lを映すことは不

可能に近t、
さらに合うなら、御

神木に宿ったf水車IJ
、 と呼ばれる自然制~

也、飽儲の性絡や外

見に影号することにな

り.そういった怠l味

で£飽偏l'IJiの郊の追

泉花

*は.i!2ぃ道のりであるといえよう.

この飽慢にかぷせられた皮とで也君うべき幻

術が解ける瞬間はただーつ.f鬼備が「死ぬj場

合のみで晶る.人とまったく変わらないように見

える飽備は.人と附じ〈命を務とす.命を務と

した飽錨tふ也と也との木の人形へとE買ってし
まう.

また、飽偏1;1.幻を繰る衡にも通じるという.

沿い革連たぜ?の拶の中へ1Jlれ、拶の健界を案

内する鈍値のカ1;1.、{l(I偏が夜伽として好まれる

もう一つの理由でもあるのだ.

ほとんどの純白は他人の拶を鳴き見、夢を機

るI'DSCのことしかできないが、特に幻術に通じた

飽錨になると.起きた人IIUを夢の中へと滞在、あ

るいは引きずり込むほどの力までをも持つ加、

う.

鎌田慶の作にしτ、現在U鬼州漁野由の名代、 通院議のもとにある健也.
2竃呼司の嬰留により夢見館の按に墨付、その簡の音陪いかなる人聞をも自民

りの織に銀い‘み、望むがままの夢を見事ぜて〈れると冨弘
個 師.liii蜘長崎町刊、その倒岬千五百万石を越えるとか.
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i鬼偏を育てる
人形に幻術をかけて人そっくりの後形にした

としても.その魂は真っ白な状態であり、人1111

でnうならば生まれたばかりの捗ん坊同然だと

いえる.幻術は飽鼠白身の臼我の影響も強〈

受けるため、自我のi尊い出来たての飽偏の迩

は、ひどくあやふやなものに見えるという.

飽鼠附の次の仕事I孟.この未完成の飽悩に

教ffを絡し、完全に人'"'と見分けがつか在いも

のにするとt、うもので晶る.

ことばで言うと簡単に側こえるかる知れない

が.何也知1ら立い人形を人1"'にするのだから、

その苦労は想像を絶する.

ことばや世の中のことを敬えるだけではなL、
両足で立ってJV<方法や食事の取り方、笑

い方や泣き方といったことから教えなくては

ならないと宵え1;(，その苦労も:I!¥{躍できよ

う.

完全に数刊が終了す併で、どん止に

熟練した飽侮併でも10年Iまか晴、るとtヴ.

健協作りのプロセスの11'で.いちばん

時1111が必喪主のが.この「飽値の教育J
とt、う段両者なのである.

鋭闘厳作f燭花j
慢にも診しい筒性具有のi且温.高

値州仁滅菌のー領主、}.島鏑里守の

依願によって作られたが、量生年問、自画

史-15を機嫌にする淘践である准鹿

本軍に軍われ、今では生亮も申l然と
し者いという.千二百万石.

傭偏の価値
いつのころからか、飽慢は次第にお偏なもの

に立ってt唱、現在では領主、名代クラZの人

1111でないと手に入らなt吋まどのものになってしま

っている.各国の領主は、こぞって飽也併の元

を紡れ.自分のために飽温を作ってほしt、と願

う.CI.I温を持っている.美しい飽箇を持ってい

るが、うことは.露出にとって晶る稽のステータ

兄で品り.自分のI邑位を示す道具で也晶るから

だ.

偽備が完成すると、CI.I錨餅はそのことを広め

るために茶会を餓す.その織で、飽備自聞と縁の

晶る領主たちは、彼のJfr作の飽箇を初めて見る

ことになるのだ.

i斑協の価値を決めるのは、このぬ値を見た領

主たち自身である.自分がL、〈ら出すに足るCI.I

儲か、領主たちはそれを自分の自で判断するの

だ.自らの富栄般に自白のない者ならば.お飽

えの飽儲舗や険協舗を同11させる喝合もある.

飽値の価値は二三百万石抱度がt!I地といわ

れている.しかし.飽信のr;'eり先jが決まっ

たとt、って、それだけの大金を本当に受け取る

わけではなく、領主によって生活の保証を仰る

といったようなことでその代舗とする場合が多

、、.
当然ながら、焚しい飽偏、完成1ftのおい飽

偏ほど高い値がiれすられる.特徴の品る飽傷11

例外的に高い悩がI't<場合がtい.耐性具宥

の飽俗である鋭捌唆の『煽7EJや、鶴男鯨itの『時
帰1を初めとする一連の剣縦、成長する飽偏で

ある操兄嫁m~の『探織iなどは通常の101，語以

上の簡が付けられたとt、う.

CI.I儲師によってはこういった所符を好まない

志のも存在し、できあがった偽留を人知れず野

にa宣ったり.そもそ也自分の住みかを明らかにし

立い者也多t、とt、う.



備偏師になるには
IJI¥包飾になりたいと.¥!lう省はそういなt、 ま

ず.健協側却、う者がいることすら、 }般的に

はあまり蝿陥れていないのだから.

IJI¥協舗になるには.これと見込んだ飽温師に

弟子入りするところから始まる.抑jめの数年・は

師匠の身のi司りの1控魁や.賂のtil除や食事専な

どのnいliIし、純白品作りの滋具の嚇備とt、った

ことしかさせて也らえなP.多くの弟子を抱える

偽傷師であれば、兄滋子の身の回りの世話か

ら始めて、師匠にたどり着くまでに例年もかか

ることさえ晶る.

時には飽留を削るための神木を傑すたびに日l
f干し、時には師匠が創作中の飽値の教脊を手

伝い、時にはIJI¥信が'光成したことを各闘に告げ

る使者の役割を娘たし、弟子としての生活は忙

しいものとなる.

しかし、その中で鈍傷舗が弟子に教えること

は.鴛くほど少立t、.しかも.IJI¥協を作る旬、

う、も、ちばん大事な技術の耐にl則しては.ほと

んど数えてはもらえ立いという.

自がl己|るほど忙しt、生活の中で師匠の作集

を滋み見て、耳1子たちは飽昌作りの技術を体

得してt、<.
飽儲を作るー速の作業f孟、そのまま飽傷併を

生み出すfI;;$'!で事あるのだ.

三輪誠一郎防安の
処女作(破棄)

三輪誠一郎i時安の場合
東州灯午閣の{lil師、久慈f山1障に師事する著書{l値鰯.

武家の家に生まれた被は、 数年前、とある事件がきっか

吋で{l温の世界に入った.
重量的ロJIIえでls介された健温鱒の元に後1:弟子入リし、

以来久慈f山覚の身の回りの世話などをしながらその路で{l

備作りの方法などを畷収している。

本来の資質か.はたまた情幣か.拍手入りして以来はめ

きめきとカを付け、先だっては鋪置の見ょう見書ねでc:あ

るが白骨で{l温を作るところ:I!でいったらしい.

まだまだ緩衝的に完成されたとは冒い飯いが、今後が期

待される.

傭備の啄い合い
r，'l闘のなにがし郎、う悦也餅が飽畠をもうす

く交成させるj却、う情報を、領主たちは欲して

tゆ.その情報があれば、 1:1.治、の鎖主を出し抜

いて飽恒例に取り引書を持ちかけることもで章る

からだ.

何度か述べたように.飢偏を所持するとt、う

ことは織力者たちにとってある闘のステータ

スで晶る.飽偏を持っていること‘雄かよ

り也奨しい飽備を持っているということ

は.彼らにとって館大事なのである.

それ故、 f轟の也ので也ない健悟の存在

は、ii'i:銭的間接的な理事い合いを生み出す.

臼分よりも地位の低いものに庄力をかけて他

局を献上させるという話は多〈、逆に姉崎や献

上品として偽偏が選ばれるとt、うこと也よく聞く

踏である.

魂がうまく入らず、教育も曜とんど絡されてい

書いた晶、幻術も薄い.

下いを避けるために.IJI¥傷師Ii:析しt、飽偏が

完成したことを広〈知らせる「お鍛露目Jの織を

限けるが、それとて権力の晶るもの、 l甘力で勝

るものがその力を紛示する場所でしかなく.そ

の場での仲途t功Eあとの戦のー鴎で晶ったとい

う舶が聞かれることもある.

それでも人に見える段目ーまでを作り上げるこ

とができたのiム{l温師自身にモデルに対する

強いイメージが畠ったからに低かなら宰い.彼

は亡鈴を再生害せようとしているのだ.
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露彩の庵
溢磁を鎌う傭温簡は人望躍れ

た山異に11を禍えることが多い.

，、いSい
健偏日曜・鑑彩
後の作る!t温~.何かが必ず欠吋ている. そ

れU宇であったり足であったり、 彼力‘声、はた

また恐れや悲しみ、怒りのような感情であった

リとさまざまだという.

盗のIt作に膚をひそめる者b多いが‘のめり
迅み、 大量豊払うものも世主<~f，よい.

代表作‘と呼べるものは存在し章、」砲の!t
舗を手に入れたことを公言する領主があまり多

<~ないのが.そのE空白である.
r.彩の偏舗には不思踊t，r力があるJと宮う

ものもいるが、真偽の信ど~定かではない.
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さまざまな傭偏
芸術にさまざまな形が晶るのと10)じく、{車偏

飾が~温に求める美しさもまたー織でi主主t 、.

からすの漏れ羽色の調1のIJ¥袋、白t、IPlは世
め細かく、卵援の輪郭に細いおとがt、ーーそう

いった興烈的な夫人前lの美しきではない、別

伺の:毘しさに魅入られ.それを追及する飽1:

師也般は少ないが存在する.

M日縦しい飽1:1:1;ど高い依が付くのは事実

だが.それ以外に也、将過にはないような、

変わった飽備にも多くの鎖主1:1.価総を比いだ

そうとする.rどこか変わったところのある飽偏

ほど良t、Jという考えをt者つものさえいるとt、う.

「変わった飽温jの典型的な例としては、"

の'Jf，をした列飽温がある.女形に11'られるの

が惜の飢備の中で、f}~の飽儲を所持している

とt、うだけで診しがられることも事t、
また. f斑備に~，郁1平10術.除制師Iなどを仕

込んで.燃側自E力を与えた卵l姫也あまり多くは

ないがゆえに珍I宣される.側にほいておくこと

で刺客の手から自身を守ろうという考えから.

郵l姫を欲する領主はtl、。

飽偏西J..燕3託が、より強い剣艇をfj;る
ことにー生を仰げる飽偏婦だとt、うこ

とで有名である.強さと)lの共存

は、彼にとって究舗のテーマ止の

だろうか.

11治、に珍いゆiと脅え11'、成長

する飽畠があげられる.偽傷のIX
'ffには10午、 15fJ'.とt、う長い年月 て"

がかかることと、成長し、老いること ¥

によって奨しさが111なわれることを防ごう

とtヴ考えにより、膨武者として川いられ

る飽織の地合を除いて.静過は飽也は

成長しな‘、.

1車偏師、 1括質の作であるr-l・ニ
H姫・卯月Jf.tどは‘成長の迷

1ftが人より也はるかに1:i1沿い

う特徴ため、あまり?:6~自が

付くことの多くない子供

裂の飽備にしては珍しく、

九百万石もの値がl、fけら
れたことで有名である.

人の数だIt~は作iE L.、 一人の人間lの
中でU:毘しさJというのは轡iIIのものではな

t、.~記帳の美しさを求める飽偏飾たちの悦

然が、こういった変わり飽偏を生み出

すのである.

• < I、
腿燕家作、剣姫・ l待雨
髄燕寮のrll筒J;帯剣媛の第四婚.

自州議犠閣の名代、望月胤遣の側仕えであ

ったが、名代田暗殺と‘それに緩く内乱のさな

かに・磁ari{晶Jと共に出奔.四百七+万石.

体 :5・:7 覚 :7 姻 :4
心:6 共:7 活力:10・カ:20 
〈白兵嶋.>上鰻

• << 

量彩作、真眼.vの作の中では珍し〈その所締者がUっき

りしている健也.

まった〈見えt，rいはずのその目は、時に寓曹

を見銭曹、千盤先量も見通すと雷われる.

現在悼南望州叶寓閣の名代、利賀タ刃の所

絡が確隠されている.弱。方寄.



伝説の働偏師・期襲

朔r.:lの名に「伝説J/;: 1、うhI¥りきを関するの

はl間違いなのかもしれなt、その名が始めて

UJ:!l!に主主場してより二面年近い年丹が縫っ.6l

If.で也、紛'J，!は仏.l41iflll也を作り出しては、 Iltに
激っているからだ.

Z調裳がどのような人物なのか、それを拘lる

.r，rまいない.絶世の美女だという噂も品るが、

その/1¥所すら備かなものではないと3うのが

災情である.

そもそも、J.It震はその1]¥向からして不離かで

ある{とは合え、これはE割安に限ったことでは

なく.飽也併にはそのl出身のf'l然とし立い者が

~い) . b曜に師事し、どこで鈴めて他備を削っ

たのか、そのすべてが縫に包まれてtゅのだ.

初開lの作風により.併はrti守{州伊上I.tの潟

多兄3(>>~であるとのi斑. 1))めての作S，は1'111制
1....‘ 

学萩守の所持していた r1'fla)jか.谷口組b~"'"

の所持していたf船んであるとの却が有力で

晶るが.それとて』耳目層のはっきりし止いぷ児で

しか本1>.

しかし、どのよう立i慌を取る者であったとし

て也、口をそろえる事柄が一つ符必する.

滋州連!揃う時制に湖3障が即jった飽儲『九鑑姫

('ピ:ここのえひめ)Jが舶にとって、いや.英

を追3推するすべての飽箇婦にとって、大き止

転回JZであったということで晶る.

九liIt般は美しいi施包であった.飽俗である

という点を除いて考えても一一美しすfた.当
...". '・ζ.

時、1I11iーと紘えられていた歌人.1l利宣I車E
が.九司直艇の売しさを形容するニとばを思い付

けず、司直を折り駄をI~てたとt、うllt訟はイY名
である.

加えて、もっとも術妙で品り、そして、いまだ

に議にも解けぬ混として残っているIW~

JLliIt姫r:l..死んだ.

f，代の偏った縦愛が不興をJ~ い.九liIt蝿Eは

と品る年の文JH円、 iErJrl併せて30人を越す

名代の占たちに、大輿にてめった刺しにされ‘

命を務とした.

鴛くべきは九鍵姫の死体.飽偏であれば本

米は本側人形に炭るはずのそれは、 一位夜綴

っても、 いや、それどころかいつまで縫って志.

515身の肉のままだったのである.

もとより人であったのか? いや.それはあ

りえぬ.

それでは飽備が人に転じたと? いや、そ

れもありえぬ.

民主にi麿る餓占音色結局正併を/1¥せずじまい

であったのだが、湖ヨ空白身にとってる九彼艇の

死はー械の転槻であったらしく.それ以来拘燃

は作風をがらりと変え.出に送り出す113Jt，の
量生もがぜん~<立る.

色 I.IIIS.11い

連作を好むように立った矧'Jlr:l..r王tlJl八景J
S体、f跡綿J6体械けて世に3M/l¥した後

{この時点でr1'ftRIH散hEjの時代よりすでに

l∞年J;Lb.を綬てt、る).ついに伝説的な遺作、。..・...
『寸二月曜日にま?手する.

おのおのに併の呼び名が忽せられたその迷

flZは.恐らくは峻FIより始まっているのであろ h
う.

しかし、この天磁のどこを当たっても、総fl

というflIIl:を見つけることはで者ず、また、そ

れに関する文献も(f.在しな1'. r-l-二11婚之

を峨flJ 1:1.幻の飽温なのである.

『トニn縦之弐・担111J以降にl到しては.r孟
ぽ完~にその足取りをつかむことができる. た

だし.1 、<rtくかの懇得一-r戦吋ぴJのニつf，

とJもに.

掴1月の、人では立いがゆえにその身に脱出

することができた尋常立らざる美しさは、人徳

篤い省主をも迷わせた.名代の乱心が元で総

こった泌州軍f篠問全土を巻世込む戦乱は、20

司王の民世にi贋って続くことに立ったのである.

掴111以隊、 5年から10年の1111院を聞けてII!

に送り幽される彼女の妹たち一一『弥生H卯

FlH以月H水無月H文HWi!fIJ-----1泣新
の作であるr!MIJr二五るまでの7体、そ

のどれもが、何らかの形で械や衝突

刷、刷機申!のbjt闘となっている.

朔擦の作るi地温は、そのどれ也

がまさに「傾聞のうE姫Jと呼ぶに

ふさわしいと甘えよう.

どこに胞を締え、どのよう

して飽也を作っているのか?

そしてー-~.'荷なのか?

湖'J，!は、この天織においても

っと也羽名でありながら、tっとtl!!
に包まれた飽偏向官なのである.

話16誠訟
rmoの唯一の弟子Jと冨われる彼の作った

i且鍋『構想J1ムmlll以外で始時τ肢を呼んだ

1l舗でめるとして有名。

い〈ら関われてもその師について跨ることは

ないと曹う.

• ? • 

卯月
世にb珍しい.申っ〈りと成長するt竜也.

5.児ほどの獲で産まれた彼女U、その後初

年以上もの鰻月を経て.ようやく叫にならずや

といった穫で晶る.丸百万石.

体 :5・:6 覚 :9 知:7心:7
共:5
〈傭.術〉上級
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傭舗の旅
通常l主総力者の「持ち物Jとして.そのそば

から自量れることので章者い飽偏だが.例えば戦

乱によって主人を失うだとか.例えば主人の

o震を失って袷てられるとか.例えばそもそも

主人を持たず、 完11<した時点で野に!lJ.たれた

だとかーーさまざまな理由で主人{持ち主)を

持たず、流浪の旅をする飽偏もごくまれにで

はあるが11-在する.

こういった場合、飽温であることが知られれ

ばー縄千金をもくろむ省たちの側企に怠るこ

とは疑いなく‘飽箇たちは自らの11¥自を隠して

般に目踏まねば立ら立t、.

女の旅{男の{車偏も存~f.するが、全体として

女がほとんどなので、そこに限ることにする)

はそもそもf白検が~l、 人立らざる美しさで闘

を引く飽包であればなおのことであり、偽11:0と

知れずとる人さらt刈こかどわかされ.いずこと

も知れぬ土地へと宛られてゆく場合もあると

t、う.

それを防ぐために.たいていの場合、{鬼値

は身分を隠すための変裂を絡してから街道に

81ることに生る.

飽備の変袋としては、tJl師後や鯵女.白拍

子といったような陳芸人裂が選ばれることが

多い.tJl師であれば!lIW.i'芦が;aばれる.これ

は品II.~の仰が自由形にl閉する滅111を持たず、さ

まざまな資の仰が符在するからである.U女、

白拍子で晶ったなら、僚をしながら舞を舞った

り討を2生ったり、 Iまたまた税をうピる場合もある

だろう.そうしてねた金が.その後の肢のため

の資金となるのである.

街道を渡る衡人たちの集団平、S京芸人の-

E革に紛れ込めた)ij合にはか立りf立険は減る

が、それでもまったく安全とt、うわけではなt、.

1，胸、のはずみで自分が偽僅だと知れれば‘昨

日までの仲間lが手のひらを返すことすらあり

えるのだから.

11しも僧に対してUtitiむね寛容であること

より、 f園を慢す綜人u~ぃ.
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もしも一人旅であったの立ち.危険はさらに

Jt'1すことに右る.山賊やinJllJはえてして一人

旅の者をねらうものだ.

食l崎H<<mm飽偏)としての期防棋を績んだ飽

備であれば、危険はかなり減るだろうが、それ

で也先慢であるとは君い賎いので.やはりIdl
織に変肢は必要とする.11¥9がばれたときに、

危険をj従するととができる賭事が、多少上が

るだけのことだ.

それほどのfl!険を¥1してまで.f車偏が旅に

IIIる理由はいったい何なのだろうか?

ìi符歌にあるように、 ìi~となった主人の元

へと三千虫を鰍した健也もいれば、 「生みの

製Jを求めて主人のもとを出郷した飽箇のlt6

も伝え聞かれる.もしかしたら、仕えるべき主

人を被すための旅立のか也知れないし.そも

そも自的などないのかも知れなL、

その~I由はさまざまだが.彼ら.彼!xらは自

分のfJじる何かのために.旅に11¥るnを;aぶ

のである.

ご・e
轡女

圏直司珂m亙E

胡蝶の夢(値値の暢轟憶力)
a・U.、・伽Z制fιれ示、晶n・e剥m
l1、他人量.. の... ~、~..~、幻.量見せる
こピがfき晶.
対象の相4トが眠司Tいるのならば、働条将

司r..量It('ニEが.n晶t、組事Tぃ車場舎

も対象のIA・J<.怠カ〉民対l1【‘J<&*>守I共‘J<枕事><:tt'.の判定
γ'..tbすれば、，ーの...... 、E錘司E朱.，，~

')111むζピがτー晶.".lt:J・+1:11..相
.f.ll.e&..を息企止うな杭亀民生晶t:;;.."11.入量目覚白書せ晶.t.l.U 
、"!".鳴1.1:~... 1不換なもので"...t比
例Z、相.f.I.t雫こ-r..かιjt#)1lU"も
れない.
ニれを防('f: #) 1: 1.1、&・E対1.11.1・.J<.怠h>，lttt'τ対批判定量待Itt... ねa

<:t4<:t....け・・6湖凶Lt:Itt晶、対象のf・.. 
から司舞踊淘Ifl，J~.';.~匝量押きえ111むζE
1:成功l'T、対1.11."量見.It晶ζ~1:<:t4.

本に戻る場合
AιI!&・11.1:1."1昔、. .  の択.1:

戻...1lH.ζれ時、&4・の.<・.11>

本町人罰則Z幻.量定着き払人聞の婆l:l1
い晶a鋤カE世... 'Tぃ晶ζEの佳明オ「晶・1)，..，: 
1 ')11..ーから切9値された<.の"量~，tι
れな(<:t...t:Ut;の-4匹が.帯二t:，tホ':J1.... 

111うこ~~t.A.寸晶.
何らかのn・なれば・.1"舗の.'

が切唱魅きれ主婦令、切9・5れf:f・~Jt!
けが本':J1.晶.~ーや足のt骨密肉..1.人.，:
~').震の~II.・4匝~~晶.
俸の方の4・司』車、..の人岡E伺ι玄... ! 

')，I.~‘ '.fl創量......1治a臨す晶ζEはでき昔
、・が、<*.. ~ト書>~<.旨>1.1..ピお
')a‘寸晶.1晶、<&.. ・>1:.1晶治.t.
可a-r晶晶.

ルー/1..1:11...倉:..~..φ・.0=-
1:"量的ダメータ量~，tt:.令、 4トや..~
ぃ，，tb・a失舗歯切Eこ晶こEが晶おこう宮... 

h場舎に、ホロ足。1lU四肢量う車<lI1I
l1t.ら‘‘晶、、.

値幅の因縁
.舎がa・t!~bl1ぃ晶曲、 l1、・ない

かーー十-<'Tの，.・IH舟劉値鼠に~Itιれ
るピ事官え晶.

.舎が&4・I!~'dlll1ぃ晶場令、《

繍:"11.人軍事》ピいう..量、.舎が人同，Z
E忠唖Tぃ晶場舎には《‘捕:"1.1人問)~
いう..量、帯れぞれ椅叩ζt:，:~晶{両方E
t.tt司 T“晶場+t.畠晶.寄れは寄れγかt
...~“). 
これもの鴎録申句由え品目、働・11.暴t:l1
U-r，I.~(~晶のだろうか?

旅の立芸人.舞を舞い、民を跡う.



まった〈人と変わるところがないというの

に、億実に人とは異なる存在。それが君の選

んだモノ.それが、{l舗だ。

{l備は人間では者いので、ほかの7ーキ9

イプを己主遣することによって傷偏になることは

できない。もし、(l備のキャラヲ歩ーを作りた

いのなら、悌舗の?四キ~イプを選ぶか、初

めから健省としてキャラ7世ーをフルスフラッ

チするしかない。また、傷温にはa誌を渇かせ

ることも、忍衝で体を強化することもで曹ない

ので、初期設能や成長としてく易術〉ゃく忍

術〉といった銭能を取ることはあまり意味が

ないということもおぼえておいて繍はない。

{l舗である7-'\'~イプ112種類存在する。

“it偏"と“殿"用情値"がそれだ.健備であ

るために必要章妓能や、特殊能力は特になく、

強いて曾うならば『私は人間j

f私11人形jのどちらか{晶

るいは両方}の“因縁"

を持っていること

が， t車曲ーであると
いうti[にt.tる。

ft曜儲らしさj

をプレイし

てゆ〈のなら、これらの因縁をうまく活用しな

tすれ1Iならない.

{l温であるあ書たの人生は、疑問に満ちた

ものとなるだろう。「私は人間宰のだろうかj

f私ui血舗なのだろうかJf{l値と人との濃い

は、いったい何なのだろうかJf私はここにい

ても良いのだろうかJf私はどこに行1111良い

のだろうかJfどうして私は人間ではないのだ

ろうかJfどうして私は傷備なのだろうかJどう
して、どうして、どうしてl

まったく人と変わるところがないからこそ‘

そして、確実に人では幸いからこそ、 i鬼温t正人

の持つ線源的な疑問に繍われざるをえない.

f自分11何者なのか? 生きてゆ〈ために、

自分は何をiもすべきなのか?J
雌かに作られた存在だからこそ、自分がそ

こにいる愈妹を必要とし、自分を必要

としていたものを失ってしまったから

こそ、自分がそこにいてもよい理

自をjI切に必要とする。

{l惜の旅は、まさにf自分j

を療すための旅にほかなら

ないと雷えるだろう。

また‘健保11非常に;t;
{酉なため、それと知れ

ると危険な場合も多

い。 結局、{l~畠はそ

の身分を隠しなが

ら旅をすることが多くなってゆく。

だが、時にはi!が(l偏であることを隠さず

に打ち明けることも必要だーそれができる棺

手を発見することーーそれも、君の旅の賃聖書

な自的の一つには遣いないのだから。

君が偽備のキャラ?~ーを造り、プレイが始

められる前に、あらかじめ雷っておこう。惚侮

は、こと般闘に閉しては、まったくといってい

いほど役に立たない。戦闘の訓練を受けた

“眠銅周倫偏"であっても一流に速く友1Iず、

“健値"であれば話にならないほどに弱い。

だからといってほかに取り柄があるのかと

いえば、人に鈎れるはその美総のみとt.tれば、
どうすればいいのかと悩むことも多いだろう。

この本に収められた全アーキ世イプ中で、

まったく臓腕能力のないものは“健也"ただ1

つで、これはS置かにどうにも特集に映る.しか

し、このfiiilぃJということは、rl!は弱点では

t.tい.ともすれば、 i鬼偏のft犬の長所でさえ

あるのだ。

考えてほしい.厳う術を持た宰い者が、自

刃の前に立つという意味.武iIiの緩いも知ら

ない者が、賃ぃ刀を両手に媛るという意味。

それはサムライが刀を綴るうよりも、はるかに、

はるかに賃大な愈味を持つ瞬間であるはず
日

~。
プレイに際してもう一つだけ付け加えると

すれば、マス~-泣かせの絡殊能力、 "胡般の

夢"の使用に閉してだろう。他人の夢をのぞ

き、繰り、あまつさえ強引に夢の中へと引きず

り込むことすらできるそれは、みだりに使用す

ればプレイを蹴割置させる危険すらある。あ〈ま

で、そこで使うのは理にかなっているという僚

間の使用にとどめ、何度も何度も多用するべ

きではない能力だ。

..胡燃の夢"にはあまりルール的な制約が

存在しない。だからこそ、プレイに映えるJI所
でしか使わないように、ロールプレイの役に

でしか使わないように‘ IIIを配

-)~的に耳目l約がないj とい

.を返せば君のロー
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体 :6・:7 知:7
知 :5 心 :6 共:3
活力:12 .カ:22
負.ゲージ:6/3/2/1
鋪術:-5 <忍情〉中.

シノビ
h，忍軍中忍のー入、舗誕の

光7.彼が得愈とする〈鴇"の
術>1:く飛実麓彫の術〉の菱形

x&である.

ときから叙カ旬、るように、忍とも、う存在は、いつ

の!聞にかそこにいたのである.

もちろん、側々の忍軍についての起源や成り

立ちについては.ぞれ止りの記.lカ明日目っている.

ただ、それらで起訴脱絡は.明らかに後胞の省

によって作られた偽作であ旬、己が~lll流派を

正統としながらも、その源流となる忍.Ilや流派

は、~l1lによっτまちまちなのである.
忍'11内の規律のlitしさは、他のt功、なる組織

と比較して也引けをとることが立い.この脱i幹線
範は幼少のころから繰り返し数え込まれ、それ

に縫いを持たぬように敏行されている.小さな

規律違反に対する厳しい説法また述反省の

処刑を公開することによって.~を違反するこ

とに対する恐れを深層怠餓にまで刷り込むので

ある. .. 
なお、忽jllの錠ーー脱111はrl刷、それに違

反したことに貫ける納1I1)1;H耐と将ばれる.
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シノビ
シノピとU、その肉体に『シノピj

と呼ばれる封術処理者鈍された者

をさす.畠る陰陽舗によると、fシノ
ピJI:サムライと間後に特縁者

{式}でめるとされているが、真相

U判明していない.

，の.
忍者嶋一天縦において.忍冶総林される彬tf.

とは.ひとn-で曾ってしまえば「符3耳な妓飽を

手iL-t.:喰能者Jとなる.

この「特異な技能jとは、 111物築物の取り級

いや将軍iの体術、変3奇術などである.そして.

それらの肢奥維としてf忽押iJと呼ばれる秘術体

系が存在する.

通1it.忍は『忍司lJと呼ばれる集聞に属して

tゆ.より併しく宵えIt.r忍が忍lflへ加入す

るjのではなく、「生まれた時からi!i応なく認可I

の-uとなってt、るJのであるo ;t;!.取とはf1.の育

成線l閣で晶り、 !日i時に統制機関でも晶る.忍に

とって忍加の命令は絶対で畠り、それに反する

ことは死を意味する. 定~)Ilはその結束力.組

織行動力をして影に徹する符在で晶り.雌反省

平造反省.~耳泊者に対しては絹地とも曾える1;1.

どの市首ijが下される.

:[!のすべてと曾っても過哲では立い純織、忍

jllの成り立ちにつt、て正確な資軍司や文献など

は.何ーっとして残されてt喰い.進{を変幻自

布たらしめている「忽術Jの1ft宣告して、侃平匝i
敷を追われた典鎚の険制締{除側面層それ自体が

典鑓者ばかりとnえなく也ないのだが)が寄り集

ってで主たとする税や.主に山中を県点とする

ところから鍋fllr策修験者の修梁道場を組源とす

る鋭などがある.だが.どのような税にせよ、蟻

たる証拠や記録が~Jlされてt 、るわけではないた

め‘今一つIJmに欠ける.

また、忽とt、う臓{庖そのものの怨歯車につt、て
・4・，刷f.....・aぃ

も1司じことが宵える.InI制である民自直幻階斎の

名のみが残されているだけで、 E干し¥'III米は符

t正しないのだ.まるで、子供に物心ついた

「忍は目な
忍は声なしを以
忍は耳なしを
忍は己なし

忍と忍軍
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に生きーー
忍l孟通常、五十人百人とl、った単位で服わ

れる.服う側{多くは織力者である)から見れ

ば‘忍の持つ量生大の力は組織的な行鋤力に

あるためで.またこれはJnJiAった兄織ではな‘、

織力者はこれだけの大人数の忍を騒い、 f司

をさせるのか?

答えは簡単である.合戦なら1;(伝令役に斥

候役、平時ならば隠官官ゃ情報収集だ.忍側

人に1(1点を晶てれば、その力はの符牲はw官官
H ・

伎や一夜干虫を駆ける足にある.これを緩み

た場合、こうした地味といえなくもないfNIの

数々は.忍に与えられる任務として適切と脅

えるだろう.

そう.忍に与えられる任務の多くは.非常

に地味で晶り、日厳に{立H宣する志のばかりで

ある.それだけではなく、すべての記録には忍

の存在が記されることはない.彼らは記録の

上では、この世に存在していないのだ.

記録では存在してはいないものの.事実

上は雌~に存在する者である忍. その彼

らが隠密慢の情報収集のみに使われる

はずはない.常に地味で晶ることを

要求される忍の紛れ舞台ともいえ

る任務が、要人の暗殺である.

叙人ーーそれも暗殺を紛れの舞

台と曾ってしまうのは不蹴似かもし

れ立いが、 i彼らはそのような使われ方をするよ

うに背てられる.殺しに心を締めぬように.ま

た殺しを嫌恕せぬように、と.いわば、彼らは

刀で品る.刀はl却を断ち.命を隼うが、それ

クノイチ
刷忍軍のクノイチ、織の枇

肉体能力・ :6
知 :6 心 :6
共 :3 活力:12 .カ:24 
負傷ゲージ :6/3/2/1
封術:-4 <忍術〉中級

に恐れや峨惑を他くことは立も、 そういった感

情を鈎くのは使った官であり‘ ，1mは例も感じ

ることは立t、.
忍は道具Sのだ.

道具として生量るならば、余計なことに向け

る刊は必要なく、怠見する口は荊IIJlであり.

命乞いのことばを側〈耳は余分なものでしかな

い.そして、それらに締り動かされる心!草、 f1.

にとってもっとも不要な也のなので晶る.

このように伶人が禁忌とすることに対して也

平然としていられる忍は、Iitiみを行なうことを

命じられることもある.いや.頻度にしてみれ

ば.罰官級より也窃程誌を任務とすることのほうが

多いだろう.戦時なら相手間の布仰を起した

文轡を.平時でも1-YJ，:Jを働〈阪下のZiE拠物件

を、そして時には期資金集めのために敵の通産ー

から金を… 1

彼ら忍I~.このように晶らゆる』剣把に通じ.

そして常人とは追った鎗思観念の下に1:きて

いる.しかし、その能力.技僚はすべて他者

に使われるためのもので串り、 44拘身の欲ゃ

願5自のために使われることはない.だが、それ

が劉人的な無欲さからくるものでは主いことは.

これまで記述したことからもわかるだろう.

忽とは、己自身もそれと自覚している道具

であり、その生在方を受け入れている符枝な

のだ.

クノイチ
ヲノイチとはシノピの女性阪である.

封術処理を鈍された者のみを『ヲノイ

チ』、 そうでない者IH<ノ田H!I:忍j

と呼ぶ.t.;お、封術処理を鈍されてい

ない者でも、任務の性質から不妊処

置を鈍されている曹が多い.
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一間に死す
忍の限界は訓愉であり、冷徹である.

彼らにとって任務の失)&1説明、J'¥:に直結して

いること也まれではなP，しか也、その先は献の

刃によるものだけではなt、仲間であるはずの

かlじ;t，l躍の忽による死も少なくはないのだ.

必には厳絡な錠、 rl11Jが存在する.これに

は必として生きるための一般胤JtlJから、Iilい主
への応対弘までが鮮側に配されており、それに

対応する形で制J[lJ規約で晶る『成jがある.

この[J成jによれば.各忍jJ(により多少のを吉次.

は品るものの.服い主に明大志耳、利益が生じる

失敗は死によって慣わなければ立らなt也記さ

れている.同じ忍lf【の仲JlUにより死が下される

のは、こうした型自によるのだ.

反対に任務に成功した場合はどうだろうか?

忍にとって.与えられた任務を製たすのは当然

のことで晶る.混ぜられた仕事をまっとうす

るーーそれが道具としての役割なのだ.そのた

め.もしf1.が大きな勲1))を晶げたとしても、それ

によって何らかの手術とされることもなければ、

何らかの記録に残され、祢えられることも郎、

初則に取り決めた曹1Mが支払われるだけである.

そう.mHを手入れするように.

これは23.廠い主の双方・が納得した上での

扱いだ.;忍1ヨ身がそう使われることを当然とし

て受けとめているのだ.
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忍の盟
I ~~忍軍の本拠地.久甲の笠.
hlidJど向。Jに狭まれた小向

盆I患に存在する.この皇へと至る

遣は獣道以外にはな〈、近僚に住

むw舗ですら近寄ることはできな

い.もし.方がー..関係な者が

近づくことがめったとしても、見張

りの下忍が忍術fillいて下山す

る遁に腸ヨーすることになっている.

上忍泊三与86柏ht毒
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忍の里
j忍1fCの本拠地となるのは通常、潔t、111中に
.の."陸

ある.~..mと呼ばれる小村で晶ふこの小村は外

持との交浦市5極度にー符無と脅えるほどに少

なt、ため、隠れ思とも呼ばれる.また、ニのf隠
れ曳jということ1;1.'(こthEぷtの庭み家という怠

昧跡、があることから也わかるとおり、 一般人に

とって忍の住む虫というのは晶やふや者ぷ商品

のような符在にすぎ$いのである.

聞いたことはないだろうか? 銀や狐にii:かさ
れた11111主けな鍬舗の話を.

この三Tの結に鷲糊する111111)けな猟師のほとん

どは、偶然にも忍の隠れ里に近づいてしまった

ために.各所に回日限された見張り役の下忍が使

う忍術によっず訴まれ、惚れ制、ら逝く雌れた

刷所まで跨糊された者たちなのだ.忍術でiE1it

• 、.
の'"1級けな猟舗は二度と隠れ~へ近づく滋を

思い出すことはできない.

また、忍の'"れ盟lがあるl世械の多くには.flli 
人や天狗lこまつわる伝説や逸話が銭されてt喝 .

そのほとんどは、数少ない1]..1の目望書例から.村

人たちが(彼らにとって)晶子向1のrFaに対して包1

1撃をふくらませた結!I!である.だがしかし.ごく

まれに本物の天狗OOn'illむ山も制fしてい

ることもあるため、天狗伝授のすべτが忍の白

書I!~ではなt 、ことを断っておく.

こうした忍の偲れ思(;1..1つの問内で也5-10

ほど也存在する.が.こうした忍慣は多くの場

合、 一つの忍可Eの分け!I!(支部)が独立した色

のであり 、 そのため、それらの忍揮に伝わる~

1留にはか本りの奴似点がある.そして.そうした

忍淑がほか吻忍縮を敵対鋭.ライバル鈍してい

る似闘は、己のt(111をその|調の正統なる後肩書

飢餓としていることにある.

さて、忍の隠れ.wの具体的な而について説

明することにしよう.

忍盟には多〈分けて3械級品る.1つは忍11(
‘"金の本拠地となる本!I!.通常はこれのみを忽虫、

隠れ恩と咋ぷ.

2つ闘は分け甥.これは本県の胤闘の山鱒に

点在しており、本~よりは外界との桜触が多t\.

領主や名代とt、った織力者と忍の百l鯛との彼触

は、この分けm.で行なわれる.たとえ相手が履

い主であってふ同じ;l，!.111の忍以外の者を本虫

へ迎えることはないのだ..，I.t 

そして、 3つ目が阿裂である.字揺を見れば

わかるだろうが、 ~Jの中に配された思で晶る.

r!l!J旬、うことばがついてはいるものの.この町

虫は通常、応や長局、時には武家嵐敷などの

形をとってtゆ. 町~の持つ役制は.クサ(市

井や武家社会などに紛れ込んで生きる下~)が

忽箪の本白書と連絡をとるためのIJ¥先織闘である.

町虫の1列から毛わかるように、IIが己の調首位

を隠すことなく集れるJl.Iはすべてr!l!Jと呼ばれ

る.これは忍特訓σ'lro語表現で也晶るが.それ

とM時にf忍111却、う心のよりどころを破認で書.

わずかでも安心で量る地所Jとt、う心的のような

也のを感じ取ることもできるだろう.

それでは、ここからは)g~の般備などについ

て税明してゆくこととしよう.

本製には忽の育成槻関、総合的な総絡機関

としての役割lがある.忽111の頂点に立つ首誕iで
ある上忍が臨していることから也、それがわかる

だろう.忍社会にとっての本隊、忍の城こそが

本I阻止のである.

そうした1L!!f(!J'，!傑点で畠る本思に(;1..上忍の

魁鍛.段々の忍具を製作する工TJlであるIL
所、忍の教練を行なう滋Jl.I(tどがある.也ちろ



いかに忍とはいえ、その

日常U普通の農民とほと

んど変わりはない.外界

との鰭触が樋度に世主い

ため、任務を帯びていな

い忍U、交代で盟で費や

される食料や務などの生

活必需品の生aへの従事

が軍事務付けられている.

ん、忍たちが住む小さな家や、自給自足のた

めの農地などもある.

|二忍の届敷は!Ilの中でも段大級の建物であ

る.とは札、え.城下町の武家屋敷とは比べるべ

くもなt、.ー般的な縫村にたとえれば、上12の
温般1;tJ自主のそれに相当する也のなのである.

次にHIえ所.これは忍術告111いる時に使われ

る忍n岳製作するための工初であり、認111ゃ!ll
の脱際にもよるが、 3-5軒の鍵家Jlの盛物に

分散されてt‘るか、さもなければ長凶鼠の盛物

である.ここでは、上忍から符に泡良の製訟を

伝綬された10名ほどの下iEが、 111忍の指滞の

Fに:ti.lJlを製作してt、る.

沼地は、mの子供を忍としてrtて上げるべく.

教脊を仔なっている場である.ここでは骨l術や

手義剣術の嶋礎のほか.文字の鰻み初吉やw:

悼I、錠jjilの構造，a物やlli物の敏いコrjや捌合

法.人体の構滋‘武家照般や減の4構造.忍の
.1."， 
符1'(合宮耳障やIJ:1，Y)、古今東西の仏典、各観
の35司(，忍111によって1m賜衡や掛術の基礎な

どが教え込まれる.これらは忍が活動する上で

必要となるであろう、すべての知様である.

なお、剣i高平手裏剣術加、った肉体的立絞

f慮1;1，基礎訓練以外はすべて野外ー盟の胤

l聞を闘む殺体の中で行なわれる.元日!のlil大の

武践である隠密伎や俊敏さを鍛えるには、平砲

な土地よりも木々が!tl、凝り、給藤村iれ肢が散

乱する議の中のほうが適当なのである.それで

も.やはり訓練を受ける-r，に基本的な枝能が備

っていなければ、そういった訓練はまったくの無

駄となるため、泊地でのJI;礎調制!が行なわれる

のだ.

このように忽として必要な鮫舗のほか、忍盟

にも段紛地が存在する.22却、えど人である.

't昔てゆくには食物告口にしなければならなt、

七つ道具

1. .笠
2.鈎縄

3.石軍

4，藁

5，三尺手続い

6 打竹

7 燭曾包

織を11す
景はん補助

チョ-7
救車車庫‘鬼丸

頗を殖す‘組の代わリ‘
濁ら1tぱ武鑓

火種保存、懐炉代b'l
自殺用

しかし、忍虫はその性質上、可能なか~り外'R

との娘触を遮断するようにし;なければならなa、
そのため、白給自足がb~"IJとなってt 喝.
面1績だけでいえば、:e!llの大半の土地1;11剖

剣である.むろん.彼らはその1Faすら知られ

ていない町たちであり、 IdJ織に忍lliは余人の知

るところではなt、 それは闘の役人にしてもかl

じである.'Waしないことになっている彼らは晶

らゆる悦{年抗や労役など)を納める必'll!1;1止t、

そして:ti.lの就く任務上、ふだんからl!l~に馴れ

ているほうが郎合が』追いため‘農地の5宵lで米

を.残る2l'J1Jで野菜、 3曹jで:euやl~物援物と

本る草を』書』脅している.

これらの農地i卓、任務に脱いてい立い下忍た

ちによってI!tlドされている.ふだんの忍は、il!

はー般人とそれほど変わらない姿とさ伝活をして

tゅのだ.これは本!Ilの忍のみならず、分け虫

や町~Ilの忍にも|両lじことが脅える.

忍!llの警備体併についても触れておこう.

本虫の豊富備は111'1'1こ政った見張り役の下:e

に任されてt喝.とはt、え.虫に近づいて〈る

者とt吐I!、 11~述したように道に巡ったり、織

物を追っているうちに入り込んできた揖由hぐらt、

なものである.見綴りに与えられた任務は一般

の猟師のロを対じることではなく、忍術により

線"や幻覚を発!tさせて.偲やかに彼らを~Ilか

らi茸ざけることで晶る.

しかし.fsI人容が倣対勢力の者であった地

合、は4躍り役1;1鳥のq白書戸に似せた合図を!Il

へ送り、仲間の忍を呼ぴ処めて侵入者を州ら

える.

分け!ll.は外界との娘触をt日絶していないた

め.本型!ほどの事事制は敷かれておらず、 .r!llに

叢っては表立った糠備は存tf.しなt、.

自然の樹木の色に

| 忍者の支配システム | 

縄社会的支配線通11単純ながら.絡で晶

品。いや、単純ゆえに..1'晶晶ピ官、.かえ

たほうが、正晴ーを射1:."1:宮えるIll，う。

IU士会内頂点1:立司舟11、上111'晶品。

温唱官、上1111-司舟縄寧1:勺きー人tかい

ないこE曲、ら、 11軍内..u.ねT、

が111:んどで晶晶.

上11丹下1:11+111:"ばれ晶岩晶、、品.

中1111上111:11....111軍司混視に鹿t:"f

IU'増えTゆ〈が、寄れn最大τ15畠
でld、な、、。宜の+1:..を.ぇ

されるのは、ニの7'
中起の下、1I.f1会的.下層には下11
寸品。.ι11上11や+111:仕え、日

どの世誕を待なうニ1:f:.... 1:され
、・品。

1た、+11、下11には寄れぞれ中継眠、

11鳳1:-.う到置がい晶.+11.111-3名、
11.11下IIIO，f，I:・"H人ピな勺T、・品。



忍びの者.どんな鎖主でも干也とにdE組の一

つは持っているし、名代の敏だけ、必の減昔1(1孟
存仮すると~って也過~ではなt 、

その忍の持つlUl<f毘1)で晶る忍術、その蛤

まりと現!.(cf.Q~について配しておこう.

始剤、.<('¥t幻幽斎は、希代の除隊師でt晶

った.幻剛斎I孟‘険陽道1を過してII!の埋に触

れ、そのすべてを解き明かしたと3われている.

その幻剛J:iがすべてを注ぎ込んで作り上げた

のがi421弘すなわち隠密と支配の術である.

この戦I~Iの世界で生き残るためには、情報収

集と階級、線路を生来とする組織11.絶対に

必~である. 名代平野心ある首Llミたちは.こぞ

って幻胸斎の力を欲した.たしかに、それまで

色忽の者はいたし.j占術もあった.しかし、幻

附斎の作り上げた忍衡とそれを行使する忽は、

それらをはるかにits6するものだったのである.

幻剛J:il主、支配 r.たちの~:11には、弟子を

もって当たらせ、自ら11，陸ともftえようとはしな

かった.政終的に彼{彼女?)は2人の郊子に

何伝を行ない.自ら1m!逝した.その!&o>il可虫、

はさだかではな".うわさによれば.忍術の幡

;なを3つの巻主物に記したと君われている.

その2人の弟子が興したのが、 th混と1面泳、
晶り.この2つが現在でも天総忍術のItl大波派

である.そのほかにも布名な滅派には.御似た

ちがJ1Iいる弘首、議械から別れた1長官、磁波
HHh， 

のl内部抗争から生まれた以ば波立どがある.特......， 
tlなケースでは、知IJt~と時ばれる例兵た
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忍術の開祖幻闘斎
httFゐE曲第、それが忍衡の鎗舗の名

前である.彼{彼女?)U、この世の

理を解いたという.

ちがt、る.彼らの使う妓4絞らは法JJと休してい

るが)も1C術Tあるのは!間~いあるまt 、.

~tE天総には、およそ百余りの忍術の減派

が晶り、今Hも削の中での戦いが続いているの

である.

忍術の真の姿とは何か?
思術とl卓、限定的串:効*をt，';つ除制術であ

る.除蹴術をできうるかぎり簡潔にし、術鹿を

教えず‘余計者ことは考えさせなP.rこうすれ

ばζうなるJそのことだけを1.1じさせるので晶る.

そうなって初めて忍術を仰いることができる.

そう、 22術は巨大な文配のy;(テムでもある.

情報の!JlA!使、絶対の従、教tIが生む上役へ

の絶対111従、命令を*たすことだけが正義却、

う概念、まさに完全なる支配の社会で晶弘

現犯では、 t忍ですらこの支配のシステムに

組み込まれてLゆ.すでに忍衡を教える側にも

術理告知る者立どいないのだ.

結*としτ、忍の虫は.変化1:剥くな旬、徴

性的な人口減少に悩むことになる.組織として

絶対に必質主閉じた社会性が、今l!tl主、外舗

の101を締めIJlしてしまうからである.そのため、

1Ilの近くの村などでは神隠しが繍行することに

$る.また.組織の硬化が約束されているため、

ちょっとした事件が.容易に1!をI前島揮させるこ

とになる.ゆえにf級けJは語干しては立らなt'0 !R 
の秘留や愉iIlなど1;1..大した1問題ではなt、。製

を厳れて生きてt、る省がいること.それ自体が

白木の11¥1阻止のである.

忍術で使う道具(忍貝)
① 熊本の入った約筒

② 軟膏

③ liで鉱

@ 鬼丸

Il具の作・，);方11.Il衡を学んだ僚1:1:え

られる。やリ方t止、A!I制的選び方から作成町

!持法までぴ。L・')1:埋ま..，1ぉ・j、一悔のRーも

ない。ニれを型でおリ1:実行するニ1:"'(1l具

11作成される。

ルールγ11、術ご1:1: 、 .ttðt:要 (i ll~崎

投範の段階を決酌晶ニピで、 A具の作成をサ

ポートl1、・品。lo6'l、A具的運用面につい

Tのルール11存在l~皆、・。 官、・4、えれば、ル

ール上"'(11、A具が尽きた・J寸るこ1:ll(i、、

なぜだろうか? 司れは縄がプロτあるか

らである。A具や手裏剣(it"ll、彼ら一-11
1:生きる4のーーに1:..，1..t:I:.~(i品物

である。プロで晶晶fItらが、哩れらの締兎を

*6(it"1:"うこ1:06'、晶るはずはな、・。もは

や、帯れ11、トイレ1:行〈シーンを舗:J.lない

のE罵1:('らい事~のこ1:(iのぞ晶品。 l o6'l、

.l1官えI!. トイレのシーンを描写する1:~

4品品。なぜか? 雫こfイベントが起ニるか

ら"'($，6.A具にもそれo6'官える。

づ1').A具が尽きる嶋岡山止、，t(晶晶ニピ

などではなし..t:に特殊主予期せ白状況

(晶なたがf(iんTニ..，たj1:宮勺た瞬間などが

寄れにあた晶}なのぞ。

-天値耳1."γ11、十""1のー象的古物品

ピそのキャラクターがt:1:a.l1、-11意。、
l(ない嶋昂1:勺、'1このIうな進曲t的なル

ール(ルールが存在Lな、-1:、.うルールだ)06

存在する。



忍術リストの見方、
忍術の掛け方
ここには、とある有名統派に伝わる忍術の忍

共や掛け方などが刊かれている.

もちろん.これがすべての44衝ではなP.ほと

んどの泌派には、初伝の.f.l.術がrr.在するし、多
くのアサ1:1..自分だけの隠し技を拘っていて、味

方で晶ろうとも決して見せたりはし立1¥.自分の

情報は.死にiIi.結する.それが忍の1ft卯である.

忍衡の見方
局衡に11、すベT使用雌易度ピ使用可能

な<Æ術〉の段階、tl6~((Æ具、鴻1tL'il'

ればならない霊カが設定3れTお'J.-jーの

A術11、3つの段階に別れれ・品。

例l:l"f、処曾包の衡のま犯をあIf品。

畢編皐/畢属/使用に~.(l<串繍〉町般祖

..  包の街/丸緩/初級

-使用隠易度・満賓室力{効果)

・2・5(鰻発の強度1:8.半径命nにダ

ージを与える}

A衡を使用するtこ11.設定5れた・・.カ"を

J高貴L、使用す晶A衡の.. 易度内I緩縫J<A
による判定に成功するtlI:要がある。二の

.失政IIとI:H、清貸される..カ"11、
成功LたI:~I:同rである..Ii'l、・ニピ1:、術
1:夫'-:l1ふ術が畢走寸る占うなニ1:11弘・、・。

そl"ffe動lf;A術11、街1:書かれれ・官

、叶、fk使用lf;Aの11¥;カ1今(ラウンド}

的関効果を特使する。

封衡の効果
対衡1:11、品らかじめ衡の鎚働を助けるた

めに、体にお1えを佳品むニピである。

対衡を.lたキャラクター11、A衡を

寸晶療の清貧..ヵ・をー定量緩滅寸るニピ

がτきる。たf!l、.低1点11、“震カ"を
するニE。

忍衡の制限
lZ衡の使用1:11、、ぺ

分にかtする衡を2つ以上、岡崎に使用

することUできない.

.衡を途中で打ち切ることUできない.

.使用段階に遣してい章、

で曹(tい。

・ヨロイは、衡を使用で曹ない.

忍呉
海鬼の術に使用する忽典は、括支と呼ばれ

る丸績である.li丸は、守り札をえ崎、 数摘の

車庫車や滋養のある貴物{これらの配舎は、流派

ごとに興寄る}申どを固めた物である.

術以舛にも気つけ擦として使用することがで

きる.

涜源によっn固かい遣いはあるが、 鬼克にt草、
精神聖激しく高婦さぜる説話と呼ばれる察車

が、必ず混ぜてゐる。そのため.まれに飛狗の

中湾に申るヲサグ出ることもあるが、 そのよう

な?サU、即座に処刑される。

術者の中にU、精神の動婦を織って、湯鬼の

衡を使用しない者も多い.

必要なアクション
術者協.衡をか吋る僚に次のような動作を必

要とする。

切る。

。守り札を織さないように嫡

すばやく絡む.

とに決められた呪を③と岡崎に唱える.

者絡み、『主うま〈さんまんだ11たな

ん害りかそわかjと唱えると衡が発動する.

効果
渇鬼の術u、さまざま書神々 のが元を僧り、

術者に鬼神を降ろし載闘力を著し〈綱大さぜる

術である。

術t:、術者のI心力l骨(ラウンド)の間持続

し、そのl1li(体力11敏1111知覚1が上昇する.

印f不掛明王旬j
'!t r~:う 1 <~1んH
I!~'ιti人か/..J

猿鬼の術/到.11/中級

旬f係三@明正旬j
究f必んそんIrs:そんば
うんIrざらヲん11'..，たj

Ipf*嗣宜主咽王旬j

Itf 1;人ばYら

やさLゃうんj

印r.臨宮尾荒印j
Itfなう1<さん1んた.

I r~二位ん~').O'''h(l、J

衝の般信使用橿思_，消寅lIt.J(効鰻}

申，3・8(買力、活力、1I1JII(ζ+4)
乙・2・6(盤力、活力‘健カ・1ζ+3)
丙・ 1・3(1I1J、活力‘健カ・1ζ+2)
注:ゲームの・冒性を・視してI樟カ1による負.
ゲージ..活力.の再肘贋1;行制コ尊い.
草拡冒肋.と.活力.の蝿加隠.111紛効県で8

O.摘の効県で惨事い.
この効膿によO.'.カ.および冒紡.が止隈聾掴

えてもかまわI<JI.、ょ"を.えている分惜.1崎伺
後に失われる.
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威吹きの傭/軟膏/申蔵

忍具
怠義者の衡に使用する軟膏U、さまざまな察

軍と樹慮、猷胞からできている.軟膏は、黄色

でどろっとしT~ヲり.無隊11.である. 首通U ‘
民を使用した膏.入れに入っτいる

必要なアクション
①丸字を切る.

③軟膏を指先につ吋、玄武絞{上線上 膏飽絞

{館全蟻)、白虎絞{手の甲)の3つの紋章を両腕

に書曹込む.

③降三世明王印を絡み、『おんそんぱにそんぼ

うんぱざらうんばったJと唱えると衡が発動ず

る.

効果

-- -

/// 

ジ〆〆 .("'Aシ
， 

威吹曹の術は‘四神献の内、三神のが追を

借り.潜在的~力を発現さを主、 篤興約書体力量
発悔する術である.

................................... ..・・・・・・・・・・・・・・..，・・.

この衝が締続しτいる問、術者による{筋力

がずメージに開通する)政掌のダメージがー定

量上昇する.

刀旬を組み、宇刀-r空中日、緩に5本、績に

‘本のマス目を切る。その時、 S車内1本1本に対

庇L< 1'.正兵泊客告苑五ぬE唱える。哩丹後、

手刀を刀旬1:戻t、奥宮を唱えT、衡を解れ

これが九字{早九字}ピ呼ばれる究法fある。

LかしIIIの九字11、簡易化されT、・るのか

次のような争順γ'ff(l;.
①刀印を組む.

②手刀で、空中に八~患を切る.
③手刀を収め.刀印を組む.

⑥喫を嶋える.

⑤手刀で、図形の中心をつく.

ヲtl止、国量幸町中止;に文字をイメージする占う

にするこど。
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九字の
切り順番

厩放をの術/軟膏/中級
衡の般傭・使用.II1.II'湖貴重力{鋤!I!)

申・2・6(ダメージ1<:+5)
乙.2・5(ダメージに+4)
丙・ 1・4(ダメージに+3)

I JJ~J I 
987  

2 

3 

4 

6 

忍兵
銀首包の衡の忍典は、 爆雷包と呼ばれる丸

羽田である.爆官官包1:.曹軍と呼ばれる木の玉を

中心にして、鍛えやすいもので朗図を包み.さ

らに銭片を含んだ結土で包めた物である.

術者は、術をかける鯨に次のような動作を必

要とする。

必要なアクション
①丸字を切る.
②働省包を揺り込み.九字の八を障の中心を

通るように績げる.

③舛縛却を飽み、「録jと唱えた瞬間、 鐸曾包u
a音と共に燭発する.

~~宮、 緊車時や白煙の時のために‘ t量密魯

の術にだ吋は簡易にか吋る方法が‘存在する。

①鐸曾包を纏った聖堂、内綱印を組む.

<2lf煽』と喝える.I0Ilえてから、3秒後に燭慣包

1:甥到する。

区画

|八琶の切り順番|

8 

7 



l:雪之:三I二 時 円

k J 

効果
燭曾包の術i革、広範囲に大ずメージを与える

ための術である.

副次的に炎や畑幸大量に吐き出事ぜτ逃走

幸容易にすることもできる.

この衝は、攻掌用、遁走用、そして般後の手

段としτ、たいへん.饗な術で晶り.すべての

忍U、趣初にこの衡をおぼえさぜられる.

-・・・・・・・・........・・・・・・・・・・・・・・・....・・・・・................

-・包の術/丸厳/祖国量

衡の陵情使用・・a.満質量力 t鋤寮}

申・2・5・

{鰻発の強直隠8‘半径命"にダメージを

与える}

乙・ 2・4・

(鰻売の強度隠5.半径3m1とダメージを与

える、強度3の誕を鋤泉魔B内!こ・I!12S
し‘可織物に情火する}

丙.1・3

~発の強度t孟3. 半鐘2mにダメージを与
える、煙が穴量に出て効果鑓園内の舗界を

遮断する}

飛天.~の忍具U、震の入った特劇的外棄で

ある.この外棄の材質U、沈滞によっT輿なる.
例えば、強当証では、，!Iく溢った牛の皮を使用

するし. 'i識では、 視の羽機~t直え込んだ物を
使用する. ~事議すベ嘗U、 神主であろう. 神)i，
では、学透明の布のよう$舗を使う.ー鋭によ

叶れば.それは天立の羽衣であると冒う。

材質にU関係なく、 ~具には、 甲畠の晶によ
る微細書絹繍がB草される。

術者~. 衡をか吋る鯨に次のようt.tl曲作を必

嬰とする.

、. 
、 子、

効果
飛天窓髭の術は、術者を飛行で曹るようにすII 

る衝である.

この術U、忍術には珍しく術者の適性が.必

要とされる.必要な7'7ションの③が、 績リ返

すという形になっτいるが‘適性のない曹が.

何万ベん唱えても衡は発動しない.
術t戸発魅すると羽ばたくような量とともに.外

饗が体に取り込まれる.そして、光{間}を伴っ

τ羽幌が、背中から生み出される.このと曹に、

臓の背中がずメになる. そのため、続天.~の

衡を得.とするクサ~、 背中があいた4毒劇的忍

草書寮を鑓ていることが多い.

、

‘
山

Y

‘‘

、

‘一、母、ヘ、
、、

‘ 

-・・・・・・・.................................................

飛天沼影の術/擦の入った舛書/上級

舗の般筒・使用橿拠震・鳩賓握力{鋤県}

申 .4・10(術省肱空申を自在に飛行で

きるように怒る.期守温度低所持してい

る荷舗と術者の体E置によって賓化宮る。

100koまで怯時速132切で鮒守可舗で、

以陽ほ100切ごとに飛行遠慮肱辛分に怒

る. 飛天膚彫の術協I心~Jx3分冊持続す
る}
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忍呉
国組陣形の術に使用される飲み獲は、飯坂

と呼ばれる。耳つ鳳でドロドロしてS引J、緑u
かなりまずい.この療の主な材料U、掴でみる。

上質的経に+ニ神将の蝕を'き込んだ物を

f司枚も周章する.

これを鍋に入れ、ある極的木町樹液と叡極頬

の車庫軍を加えて煮込む.紙が刷れて患い嫌汁

が残れば、鼠本の出来上がりである.

必要なアクション
術者は‘衡をかける際にまのような動作を必

要とする.

切る.

効果
+ニ方位を守摘する+二神将の歳、を借り、

自らを方位の中心である『混沌Jすなわちf'AJ
と宰す. すべてでありながら、 すべてで~章、、
そのような状態に申った術曹は、この世にある

すべτのものに変形で曹るのである.

なお、この衝で姿を消すことはでき牢い.
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/飲み藁/中蔽

医函

回目隠形の衝/飲み廼/中級
衡の段掲・使用陣蝿鹿・消興舞カ{効県)

甲・ 2・6
(術者の盛んだとおりの獲に.術者の外見

を蜜身さゼる.ただし、術者の畿舗畠その

他l草、変化し~い. 回目鳳形の術館、 I心
力)x2分銅持続曹る}

I~"忠一宮玄j翠
忍具

鰍膨骨身の衡に使用する{l典は術者を機し

た事正人形である。紙人形U‘後維な手段によっ

て正方形の厳から折られる。

この紙は.IIで高まと呼ばれる紙で、術者の

汗、小車、血などで濁らしてから、乾かした物で

ある.

織で仮にU、九字のほかにさまざまな絞舗が

ーかれる.紋織は、約鈎種頬#)I}、ーつの敏織

が四つの平仮名に対応している.

この絞械をもって術者悼名前を掘で紙に記観

する.このため.織で.lU 複数の術者で共有す

ることはで曹ない。

必要なアクション
術者U、衡をかける瞭に次のよう~動作を必

要とする.

①丸字を切る.

③紙人形在地面に打ち込む.

③兎歩を行ない、紙人形のまわりを図る.

@紙人形に本を吹きかける。

⑤智犠印を組み、fしゅ〈いんとうごげんしんjと

唱える.

⑥ポンと縫い音を立てて紙人形が術者の袈に

生る。

ζ二〉

cコ

ζ二〉 C二〉

園
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効果
無事5骨身の術は、婚にあま匁〈存在する物の

震を紙人形に降ろし、自らの骨身とする術であ

る.

骨身U、愚大でl知覚!と関じ敏だIt、岡崎に

造ることがで曹る。その行働悼、完全に制御可

舵で、能力値はI体力J(敏鑓J(知覚1として使用

され、その行Au.すべて成功傭で判定される.

ただし‘骨身は【知力J(心力J[共感1に却する

俊力量締っておらず、それらの能力に骨ま置され

る行為俗、符なうことがで曹ない.

また‘骨身tこu、負傷ゲージは存在しない.

骨身U破犠される{自爆も可能)と問時に爆

烈して、術者とその問題にずメ句ジ膏与える.t>

L、術者がこの鰻完に者曹込まれたなら、その

骨のずメージb同時に受付ること.

鋸膨骨身の術は、遺る骨身の敏によっτi高費
量カが変動するため、封衡による修正は、i開質
量E力豊富出したあとに行主うこと。

| 例天羅の中で |目
時局内目的"で、石州場ゆ身L1航。 1.

2. 3. 4. 5.金毎τ6人町石州が、鴫扇を.l!

や.，1ニヤ.}tロをゆが白色。

石州』止、 ".4を緯Lt:.lI-r'晶品。1Itl1乙
の分身をS体作品。.IHト身内乙1.1.、 u車内

!作成1:411.の.カが'U~-r'晶晶.uーだけを
l作品のなら錦織の修正が入弔T最低の111.γ
済む。 Lð'L、今圃 1.l.5~-r'晶品。

4 X 5・20
対衡が町、・..還のタサなら2011.の盆カが

~要f:. L.炉Lli州に1.1.、対衡が施きれTぃ

晶。

20 - 4・16
后州1.1.、~の舎身量作品色白に16~祉の震

カ是清貸Lf:.

-・・・・・・・.................................................

鴛.:分身@編/紙人形/申a
舗の俄鯖・使用・...鴻健軍カ {婚.，

甲・ 2・6x分身叡

{分身が..  されたら術者1;:3点、
半径4.5ml.こ9点のダメージ}

分身の飽カ:憶力・3 成聡・2 活力6
乙・ 1・4x分身愈

{分身が..  された§術省Iζ2点、
学径2.5mlζS粛のダメージ}

分身@偉力:飽カ・2成功.1活力4
丙・0・2x分身憤

{分身が磁観されたら傷・，;:1点.

挙管0.5mlζE点のダメージ}

分身@健カ:箇カ・1 .鞠・2 活力Z

忍具
煙"の術には、特に忍具が股定されていな

い.ただし、この術U婁符に際して織またu燈

が不可欠である。

必要なアクション
術者U、術をかける際に次のよう$動作を'Ib

袈とする。

①九字を切る。

③摩利支実聞を組み、『おんまりしえいそわかJ
と唱える.

③見信たい幻覚を強〈思い浮かべる.

⑥あとは、気取られ由ように幻を演出すること.

効果
煙筒の衝は、 帽鈎を切で包み.幻を見せる

衝である.

どのよう者幻覚を期的に与えるかU、術者の

自由である.栂約は衡をか吋られる際と何かお

かしいことが晶るたびに、抵抗厳易度によるI心
力J<意志力〉の判定を持者って衡からの脱出

を民みることができる.

矯"の術U、僚的となる人数によって、消費

霊力が変動する.封衡による修;ru、消費量Eカ
を軍出したあとに行なうこと.

なお、この術lム サムライ8よびi鬼値には型車

効である。

土鰻
衝の鰻鋪・使用・...満置霊力側需J
甲 .3・9x.的叡{幻覚の抵抗属鳳.5)
乙・2・6x.陶磁{幻覚の...u3)
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ふう".っ
封術

封術とは.品らかじめUiの起動を助けるため

に、 体に略式をU;込むことである.封郁1を行な

っているキャラクターは、忍H置を使閉するときに

消費する・1M力"を桜滅することができる.ただ

し.股低でも I~(Iま・1111)" を消費すること.

封1高を行なってもらうためには、上if:JにMlめ
られ.元日露1よる手術を受ける必聖書が.t>る.この

とi ほとんどの告が術の失敗、術に伴うあま

りの苦痛によって死亡する。天織では、このよ

うな命と納判明危機を感り繕え.封i蒔を受けた

布のみをシノピと呼ぶのである.

く忍街〉伐能をl;t-，たPCが.シノピになる

には、キャラクター作成時に綬泌する“鑓力"1

点につき5!，~\のe・2官。を上昇させるa宮、裂がある.

封術の正体
対師'il;l..人1mと〈疎)Q)Inli :!O({"強力")の旅

れるための泡をつなげる術だ.(稼〉を体に喧め

込み、その〈抹}と体iこ織や〈式〉を利閉して作っ

た糸を過すのである.こうすると.12.織を{世間
するためにi間賞された鍾力"がいったん〈味〉に

滅れ、紙がm偏されるのだ.その結lI!.術を

将通より.少ない艇で符fJ!で在るので晶る.

封術の弊害
忍術や封筒の勢i!Hふすぐに現れるものでは

ないが、いずれ也致命的である.

忍特有の病と宵えるのかもしれ立いが‘突然

体が腐れて死ぬニとがある.これは.封術によ

って作られた過に対して体カ可臣否反応が出るた

めだと忠われる.

また、認となったt.は、その後、子1I1が作れ

なくなる.これ也封術による影轡と河われてい

る.申えに多くの'1l!では.封1荷を志願する者は、

その前に子供をねしておくようにすすめられる.

f2.に生れるような、慢秀な人rruの F舶はm裂な

~滅なのだ.
あたりまえのことだが、忍は民放で強力な使

い手である.体がさIII、τtサtlt次々と使命が来

る.使命を*たせずに死亡するζと也、この世

界ではよくあることだ.

設主体に脅えるが、 i[!.術白体制虫い続けると

あまり良くなt、影響を体に与える.よ〈ある例と

して、崩初中滋があげられる.r忌誕の術Jの
忍具fKAIfニI:S..飛IiiJと呼ばれる擦はが大盆

に使われている.この飛拘I孟.使いすぎると殺

しt、中裕樹状を起こすのである.

もちろん.このような状態になった必は、 IUJ
tl!に始末される.
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fお父様、お母様、

あたし必ず生き残ってみせる」
鬼目指の鳩羽

¥ 

会，:.

腿の葛
葛は、創潟随ーの使い手である.格闘術量得

意とし、忍具、忍術に頼ることを好草書ぃ.

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......・・・・................

体 :7 覚 :8・:8 知 :6
心:5 終 :2 活力:14 .，，: 22 
〈忍術〉土鍋〈格._>上.11

封術を施された忍
血管の機豊通っている細い線

が封衡の遣でめる.(琢}はも

っと奥の方に入っているため‘

ζの図では見えIJい.

(1車〉封じの衡を忍

E画tf行立つτいる。
もし.術に失敗す

れば忍は死亡する.



-・・・・・・・.................................

体 :7 覚 :7・:7
石州は、汀涜の忍である.とめるi且11知 :7 心 :6 共:3
歯師のもとに畏〈潜入していたた 11活力・ 14.カ:26
め、現在では、 i鬼温舗として名をあ 11<忍衝〉上自E
げτいる.主命でもあるが、個人的11<傭.術〉申級
興瞭も船人当代ftlliの厳刷用惚温

忍の心得、役割
ーつ.'I! (流派}の総僚を守る.

ーつ.前項に矛I{iしない限り.任務を述成せ

よ.

一つ.1百二項に:.rh'lしない目見り.あらゆる干

段を使mせよ.

一つ.clの身11.1.1/..の手段である.

このように、忍のすべては.!P.の絡街の保持

と11:粉の遣成のためにある.か止り無茶12・3高
な心世』だが.これらの心的に疑問を持つ忍は

い者t、不足!.:轟か也しれ辛いが、 しょうがなt、

疑問1を持たせないように造られているのだか

ら.もし、疑問を持つことがあった止ら、その12
1:1.死ぬことに#ふそれがit識で晶る.

!.I!のエリートである忍は、単独で任務にあた

るか、犯行侮隊の~としての役削が与えられ

る.任務の実行に際じては、政大阪の陥平1Jが

争えられることになる.もちろん、政大'11のn
11:も12に科せられることになるのだが.

按ける忍
優秀な忍には、まれに「自分の愈芯Jとt吟

市妙なものを持つ台がいる.肉分の愈志を持

つ~H孟.型にとってたいへん彪険な.?Hf.であ
る.なぜだろうか? それは、自分の怠志を持

つ荷I;t..r臼分の正幾j也問時に持つからであ

る.r臼分の正投jそん立也のは任務のi畠仔に

とって、$!躍な存在でしかなL、そして.どん

なにすぐれた枝を持っていようが、任務が遂

行でき立いjむなど""の役にもsr.たなP.

}訟の腕を持つ忍・鳩羽
f鬼腕jの崎羽1:、元汀漉の忍である.後世の

詞腕は、ふたつ名のとおりの化吋物である.彼

女の意思に従い、E躍は自在に変化し、時には武

器となり‘時にI:!;lとなって彼女を助吋る.そ仇

どころか、 腕~それ自体が命を締っており、自力

で符動可能者のである.この鬼腕を絡つために

彼女俗、天斑中町涜濡からぬもわれることに寄っ
日... 
体・6 覚 :7 ・:8
知 :5 心 :5 共 :6
活力:12 盤力:20 
〈忍術〉中級〈陰燭衡〉申鍋

鬼鴎{両Iiとも同じ}
II!力・10 成功・3 活力20
変身総力あり慮覚絹倉あり

飛行能力:6 打'健力 :5

さて.ìll~がßl!いにくくなったとき‘あなた

はどうするだろうか? 上忍色恋らく晶なたと

向じ考えを持つ.そう.再開して姶てるのである.

しかし、ほとんどの地合、そうなるllilに自分

がすでに裂の人1mとして典分子となっている

ことに%づくだろう.忍に引退はないことは自

分がいちばんよ〈知っている.上忍が‘対.分子

をどうするかもよく甥解している.かつて自分

もそういう災分子を何人色狩ってきたのだか

ら.

さτ、あなたはどうするだろうか? 忍も怒

らくあ者とと向じ考えを持つ.そう、遺げるの

だ.すべてを姶てて.

こうして天織の地に依Itllが生まれること

に立る.もっとも、生まれるとはいっτもほとん

どの紘け忍は、すぐに死を迎えることになる.

也ちろん.組織が総力を挙げて.総けた;gを

始末にかかるからで晶る.

組織は、晶きらめるというニとを知らなt、.事11

1年は次々と送られてくる.組織が.どれ〈らい

あ主らめないかが、う例としてお有という流
4・...

派について記しておく.風軍基という抜け忍を

始末するために71;流は、5人のシノピと30人の

;f，.!を般入した.それでも胤燃を舶来できず.

ri'i流1;1.滅亡することになった.
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女を捨てる
9ノイチ.一般的には、女の訟のことである

とされている.だが、本来l孟kの.ti{でも特fU.
i~iすなわち.Jli'1嚇Iを修めた忠が.クノイチと

呼ばれるのである.なぜクノイチと呼ばれるの

だろうか? 女却、う漢字を1'1吉岡匝に従ってパ

ラパラにしてみよう.<ノ一、そう事if.じてクノイ

チである. ~ノイチは.忍でありながら女であ

ることを武器にする忍なのである.

ちょっと忽悔してみてほしt、天絡も中I!!ltt 
Wの例にもれず‘抗予上位社会である.i，(性

は不当に3防則されているといってt刈‘{もっと

も.現在は戦凶時代であるがゆえに、実力さえ

畠れば.ある滋味平等であるl.しかし.リj性

上般社会だからこそ.女であることが、武務に

なる刷所はいくらで也ある.

例えば、後e'r(大奥)や郭、J.'t人の女初など

は女の1世界であり、男子然申lである.このよう

な刷所に長期}借入しようと思ったら、クノイチ

に頼るほかはなt'0 9~でl阜、 101押jから不可能

だL.属量級{リH宝}のお相手をする可{量性也身

えれば、単なるkの，gでも役者不足である.

側1'1とt、うことばが示すとおり、古来より色

に扱って道を添った支配者は.Il!帯にt、とま

がなl、.敵問に対してbt般的な破峻活動だけ

で立〈、からめ手の緩宇治、立場体化も1Ii~な

戦附であるe ~がV.<き身の刃なら、クノイチI草、

トゲを持つ美しき滋1eなのだ.
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ヲノイチの好む鰍筏U、僚

主主人や武家の娘である。

ただ、宮町一人旅i基調眠用

の危険を呼ぶため、別的

クザと共に夫婦量緩うこと

も多い。

クノイチに封t掘を入れるのは干iioJな策であ

るといえる.甥111は二つある.一つは.1，面を効
率よく動かすために(これは普通の理由だ).

tうーつf革、対術のf.[lJ作Jllで晶る不妊のため

である.任務連成のためのF段として自らの

肉体を多mするクノイチにとって、身ごもって

しまうことは前在約書危険である.身mでは.

f工務の統行は不可能だし.不f日な止'11胎は、
向らの#をf白線にさらしてしまう.もっと也、こ

ういった理111が、封術肉体の危険性を減らす

ことはなi、.

2C術.f.1.のu在は、総じて悲惨かつ非道な

物だが、その'1'でふクノイチの悲惨さは際立

っているといえるだろう.なぜなら.クノイチt立、

人均的に'1，物としての存在l'mrll告、断った作

品!であるからである.自ら(他脊)の体をiI1，U

にしか考えられ主い(させなt、}忽術の究録的

な体現者.それがクノイチ止ので品る.

腿のタ月
タ月u、・漉のヲノイチで、現在は錨揃泌総の

園u討議領玄の側窓になっている。温からず西

京は滅，Fことに寄るだろう.

依田 5.:7・:6姐 :5心:6
共:6活力10.n22 
〈忍術〉中級<fUI>上級〈醤術〉上鰻

人a量的術11、~古尼叉の虫;11を借リ、
岩内~液量致死毒に変化させる織で晶品。こ
の織が作用vr、・611111:.晶晶-.It以上司.. 

、衛調昔日触れた、 1':11術岩内体液(唾

滅、血液を...む}に接触Lた倉11、.uト以内

I:~Iこ呈品。 術t止、lIi倉町 (11:;カJX2~ト {ラ
ウン竹内問持続する。毒11、<<桂看lこ毎分

{ラウンド)2-6点のダメージを衡の効果時

閉またはダメージE同r問、与える。 犠牧場

11、u車カJ<耐位〉の判定を行官、~成功L
たサイコロ司会I!け、ダメージを減らすこE。

クノイチ専用忍術
人織の術
忍具
人畠の衡に使用する忍鼻は、首長官fと呼ばれる

丸事Eでめる。伝えは、 繍神興奮作用のある察軍

霊童福と致死量には+骨fi量のトリカブトを災液と

呼ばれる液体で線り込み、丸寮にした物である.

必要なアクション
転丸U、術以外にも毒繋として使用で曹るが、

独特の線がつけτあるため、工夫が必饗である。

術者t革、衝をか吋る際に次のよう'1動作を1f，・

饗とする。

①丸字を切る。

③ • .tz_績を飲み干す.1骨以内に衝を発動さぜな

いと膏にやられる恐れがある{竃の強度3)

③蕎吉尼印を細み‘ffiう書くさんまんだぽたな

んきりかそわかJと喝え、衡を発動させる.

.......•............................................•...• 

人・の編/丸./中級

備の段鰭 ・使用燈8..鴻費震力(効果}

甲・ 4・12(膏の強度拡6)
乙.3・9 (庸の強贋I孟4)
了.2・6 (・の強慶I孟2)



"シノピ"のアーキ~イプを選ぷか、 キャラ

ヲ世ーメイヲ鯖にく忍術〉按能をとれば、君

は崎の住人、忍者の一員となる。ただし、キ

ャラ?責ーメイヲ時に〈忍術〉銭高Eを取った

としても、さらに・・集"を主弘って「封術Jを絡

さないかぎり君は一人前のシノピでは者く、い

わゆるfヲサjだということに立る。また、サム

ライ、低価のキャラヲヲーは自分の体を強化

する忍衡は使用できないので、それらの7ー

キ世イプがく忍術〉妓能をlII!る窓昧はあまり

章いことを忠告しτおこう。

〈禁忌 田道具として生きる}と{感情:白蟻

心〉という2つの図録を待つアーキ世イプのシ

ノピは、それでなくてもほかの人間から自身を

遠ざけようとする傾向が強い.そのよ、追っ

手に追われ、逃げ隠れながら生きねばならな

い鎗け忽であっては、プレイに支隊が出τし

まうだろうという配慮のもとに、「抜け~では
ないJという内容の背娠を待つ今のアー

キ9イプはデザインされた.

それでも、人を遠ざけるあまりに

プレイに参加できず、つまら章い

思いをしてしまうプレイヤーも多

い.人と会錯し、銭触する。ロー

ルプレインヅゲームの基本で晶

るこのことを、シノピを混んだプレ

イヤーは忘れないようにするべきだ

ろう。

しかし、同時に晶る程度の緊張も忘れて

はならない。やはり明る〈議しく、では、いわ

ゆる「忍者Jのイメージからは遠ざかってしま

うというものだ。

逃げてきたのではないにせよ、昔の生

活は今でも窓の立ち居撮る舞いに~.

を与えているはずだ.簡の世界に生曹、

光の中に出る時1;1:命を落とす時一一そ

う言う生活の残湾は今でも肴の中に

残っているのだろう。

2置かに背中を見せるのを嫌い、ほんの少し

の物音に気を配り、絶えず周囲に目を走らせ

る シノピをプレイする宰らぱ、「プロ7z'，
ショナルjであるということを，怠れてはならな

いだろう。

さて、シノピが活路するいちばんの喝函と

雪えば、 f司と言ってもさっそうと忍術を使うシ

ーン! これに尽き~.

しかし反面、これらのシーンは気を付けてプ

レイし者いと、とたんにつまら者いものに寄っ

てしまう危険すらあるといえる。ではどうすれ

ばいいのか、解観しよう。

シノピの使う術はどれも強力容ものだ。そ

れはもしかしたら、マス~ーの恩泌をはるかに

銭える場合すらある. 飛天J:~、爆慣包、四

図除行、無彫分身.. . . . .使い所、使い方によっ

ては、どんなことでもできるのがシノピの使う

「忍術jなのだ.

しかし、少し考えてみてほしい.それはその

場に遣ったロールプレイなのか? なにより

も、かっこいいのか?

そう。シノピのプレイヤーI阜、何よりも自分

の忍衡がすばらしいことを示すために、忍術

をみだりに使うべきではない。

使うべき時に使い、しかも最小の使用で般

大の効果を晶げる シノピたる者、いつい

かなる時であってもそうあるべきだ。

再び言おう。シノピ1;1:聞の世界のプロフエ

ッショナルである。すべての行動、発雷、そし

て忍術を使うと曹、虫嵩々 からそれが感じられる

ロールプレイを，むがけてほしい。
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「世界を変えることはできない・.....

には同胞を恐怖と暴力から守るための力と意志がある。

ー
一 ...‘'、

甜1に1与を生やした典形の存在、修縦一ーオニ

却、うことItの持つ，也111:1車、ここ天織でもほぼ

オZの聞に子供が生まれるの

は歓+年に一度のことで、それ

すらも棺実な数字でUない.

年を経るごとにオエの量生は減

るー方なのだから、彼らにとっ

て子供とU、何を犠牲にしTtl
守らな付ればならないき置なの

日lじだと符ってt川、だろう.しかし、ことItの持 | でd;~.
つイメージと、その災状の1111には、大きな遣い

が晶ることも思解しておかなくてはならなP.

現実の倣排に'1'きるわれわれが胤と古う£の

を見たことがないように、天級に1'.きる人1111た

ちもその自でオニをh\たことがない"Ilh~孟とんど

だ.もちろん、われわれの1世界と遣い、天舗に

はS置かにオニとt、う錘族がfftf.する.だが、そ

れほどに希少立mf.であること也、また確かな

のだ.

オニと人1111とを大きく隔てているのは、 2つの

おnの~r.t正である. 1つはもちろん誠に生える

1'1.そして.也うlつが人1111の心細とほぼ!日lじ
1世代に晶る{心掛，)だ.オニたちは.この2つの

;器官によって神通力を使うことができる.

また.オエl主人'"1に比べて非常に長nの械

E主である.無限の鍍力を生み出す{心成}と、

大地のillを聞く刈のJJで、智通のオエで也二百

司から三百年の生を持つ.中には千年近〈主主主

ているオニもいるとt、う.

それ以外に也、人間と比較して大きな体怖を

もっていること、彫りの深い繁った創立ちであ

ることなどが品げられる.しかし、人1111との混血

すら可飽で晶ることから.われわれと非徐に近

い樋僚であると考えることもできるだろう.実際

のところ. 1'1を除いた外見昨~~裁で、オニを特

定することは非常に嫌い、.1'1を折り.オニで

あることを鈴てたものならば、人の巾に混じって

!E童τt、くこともで芭るだろう.

そもそも「オニjという名4本li人がつけたもの

で、オニたちは自らのことを『ル=ティラエjと呼

ぶ.これは彼らのことばで管寝者却、う愈味で

晶る。オニたちの伝承によれば、 f神』と呼ばれ

る.((.在が、その御守のInlに大地をT1irt.管P1.
" させるためにオニたちを創り11¥したとされている.

オニが天械の以住僧肢とされるのもこの伝承の

ためで.オニたちにとって人InJとはf舶に乗り、

ここにやってきたJ存在なのである.

}lll!であるかaかは定かではないが、

も入'"1が践している監査史の中では.最初からオ

ニは:((.~正していた. だが.JJl在の天絹におい

て‘大地の大得分に生意ているのは人11日であ

り、人1111にとってのオニとは民怖すべき存在で

晶ると|司時に泊客の対畿ですらある.

1!副B

議にも邪魔はさせない!!J
間空仁堂



|オニたちの家|

鮮の印
オニが体に施した銭何学的書入れ息。

成人するまでの問、毎年轟老の手で歩しずつ

剣まれていく。男には大君な絞織を数多く刻む

が、女にほめまり大きな蝕繊U剣まれ，.い.特

に‘宮の厳に鍛織を剣むことはまれだ. この

紙撤には、オエが持つ3つの宜字、イ=イル、シ

ャ、ディ=ヨの&C号と共通点在見いだすことが

できる.ォエたちにとって、この敏1Jt:悟かのオ

=とのつながり、そしてイ=イルやディ=ゴとの

つながりを示す蚊織なのだ.

体に刻みこむという点で、ザムライの敏織と

似ているが、それとは完全に別物である.

アルカナ旗の畢老.娩度目かの人間

的."障ののち、彼が舗族を$いること

と，.った.だが、実際にU若輩曹と呼
ばれるような年齢でしかない.

: 7 .: 8 覚 :6 知 :6
:9 共:8
: 14 .力 :30

〈神通力〉土.. 

， . .、
修副tとr;..，.王倒的な力で破械をもたらす、人

に主〈似た化け物と臼じられて‘、るが、 一般の

人l聞にとって修織はオニと悶じ怠昧のことばだ.

t.ちろんこれは限解である.迷fJではあるの

だが、思!I却がないわけでもなt、 それヵ4.j名な， ， • 
f前通畿のオニjの.i!t献である.

地州の雨道徳的、う山にあったオエの集!fiが、

そのI患を治める官i主の1[(併に終われたと輩、追

いつめられたオニたちが反惣に11¥た.その事与い

は凄まじく、 Jtf比隊は全滅。その慨を受けてIII
陣した数千の提111も1i1lじ運命をたどり.彼らの

惨たらしい死に織は、鬼州に{主む也ののijfを冷

平した.この時のオニの人数は正確にfiiえられ

てい初、が.多t、と曾われる鱈で百鬼liiJl&.少
立いものでは数鬼であったとt吟.

確かに.彼ら雨通卿のオエは追いつめられ、

絶切と怒りの中で修縦になったのかもしれなP.

だが、人に修縦になる者がいるからといって、

人のすべてが修織ではないように、オニもまた

修揚ではないのだ.

個体としてのオニと人IIUを比べると、オニは

人IIUよりも強t 桶Rnだ. だが.舗~全体として

オニと人とを比べると、オニははるかに人に劣

る.劣っていなければ、オニたちは今也大地を

智却してt、たはずだ.例えr!.かつて雨通徳と

Ilf{まれた1111こは、也う才ニの1品務は称{f.しなP.

長老
オヱは文字を持た

書いため、イーイル

などに閉する伝最の

すべては口伝で伝え

られる。畠老U伝量
豊次代に伝える賃要

牢役割を担っている.

オニたちには守tるものが晶り、そして僧体とし

ての強さをも?っ申えに、彼らは戦ってしまう.戦

って勝つほどには強L、.けれど、どんなに強い

オニであっても、勝ち続けるζとができるほどの

力は持ってい立い.数百有生きるだけの舟命を

拘っていて也、中途で叙されてしまっては何の

愈昧也なt、 何よりも.オニたちの数は少なす

ぎたのだ.

オニは.大j也を守る紛り政書欄i桜だ.

そして‘それゆえに、彼らは滅び行く運命に

あるので串る.

アルカナ族の
一般的な装束
オニたちの積東は民I!;

衣鶴とも冒えるような独
特のものだが、人間たち

の臓が般国時代のもの

そのものであるのに対

し、その作り自体t:比較

的現代的手軍服に近いも

のだ.

パンヲナや耳飾り、lIIii

飾りなど、多くの筏飾品

を身につけるのも4車種的

と雷える.
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オニたちの信仰
「世界は神が『われわれjに預けたもの.だ

からわれわれが守って行かねば止らない.い

ずれ神が世界に返って〈るその日までJ

オニたちもまた、独自の宗般を有している.

彼らが文字を持たなt、般に、鮮細は口(:i;にしか

残されてい立いのだが.宗教とt、う級点から見

ると、それはか主り不可思銚なn仰である.

オニたちの(;aポによると、イ=イんはオニたち， .・ぎ

に大地の灘と大地の怠芯を与え、旅だっていっ

たのだとt吟.そして、時が満ちたと吉「必ずt寄
ってくるjという.オニたちは、その'MI.k1患をmt
り受けてt唱Jのでr<正常に}符理しなけtuまな
らなt、Jとt、うのだ.

シャとは、険防術でいう{紗〉と|日lじもので、

これを撚る力がテェ=ライだ.ただ、ディ=ゴ

については.rイ=イルの窓恋を伝える.大地

に眠る紳jとしか伝えられていなt、
(J仰と対象と主るのは創造主であるイ=イル

であるのだが、問時に彼らが:主主る大I曲、すな

わちディ=ゴIこも向けられる.そうt、った怠昧で

は、 ー舶の自然r.:t仰と曾えなt、ことも立t、.

イ=イルはオニを作り、大地を守れとt、う命

令を与えて天績を去った.大地を守る一一これ

がオニの命雌であり、存在する理由なのだ.

口伝が);g起であるか替かはl則魁とならない.

彼創立そう(Jじている.そしてなによりも.彼ち

には大地のJUが聞こえるのだ.

かつて..Qやかであったとt巧大地の1"1ふ

今世明白となってオニの心を打つ.それは、人聞

が畠'1り出したゆがみに耐え切れぬl世界の型!~

だ.

そう、イ=イルにとっても.人rr日必、う生物の

来紡I孟予想燃のことだったのだ.人1111との戦下

を綴た現容において、 オエたちは大地を符思守

ることができ立くなっている.大地にあまねく存

在するのは人間たちであり、オニに残された領

域はもはやわずかだ.管理する以前に、オニた

ち自身がE主宰てt、くことすら燥しくなっている.

オニたちはイ=イルを(Jじている.イ=イルに

困

大地の意志

ラズ=テ.ィ=ゴ
祭纏にあたるもので、
オニの集落にそれぞれ

ひとつだ吋、畠老の』曜
の後ろに置かれている.
衰弱にItilされているの
はディ=ゴを意隠する

Itil号である.

与えられた命令を信じている.けれど、 一部の

オニたちは、日じるがゆえにこう114ぷ.

「毛れはf司もしてくれなかったではなt功、?J
オニの信仰が不可思議だとt、う明!由がこれ

だ.この宗教には救p;dtなt切だ.イ=イルが

帰還したとき.オニは役目を*たし.救いが与

えられるとt吟.だが、イ=イルを迎えられなか

ったオニはどうなるのだろう? オニたちは.大

地を符典!することの怠昧すら拘1ら立いのだ.

ー部には日仰を鈴てたオニたちもt、るが、そ

れはオニがオエでなくなることを怠昧する。大地

を管理するために作られた極族、それがオニな

のだ.だから、多くの'Ioたちは(，'1(;続けている.

イ=イルを待ち続ける.それが滅びへの滋だと

知っていても、である.

オ二が首にさげている‘
いわば~印で、 ラズ=
ディ=ヨと閉じ〈ディ=
ゴの声を関〈ためのも
のだ.本物U金属で作
られていたが、現在の
ものの多くU、木製の
レプリカで晶る.これ
q<しT、大鳩町声U正
確なことばと者らない.

繍

回
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オニたちの生活
オニには、コミュニゲーション手段として心

訴が存在している.そのため、彼らにはf個人j

旬、う慨念は非常に希薄な也のだ.

I~唱え lí、オニたちには「わたしJrあなたj

f彼 ー彼女j一一つまり、 一人4車、 二人称.三

人体などの呼び方はなt、.ほとんどの』岨合、

f，前{もしくは字名}で網干ばれることになる.心

雌を交わした時点で、相手の名前はわかるの

だから、対象となっτいる片ニがjjjなのか?

という鎖の疑問は発生しない.オニの名前自

体也、側人名とl 、うよりは百~~の中での役蹄l

を怠昧するといった方がiE1，1、ofljIより、オニ

にとっての倒とは、 fひとつの悠織でつながっ

ている、オニ全体の中の一指分j立のである.

揺れ吠ぱ、 It，かの多くのオニとiiil書触れあ

うことで、オニの精神は非常に平均化されて

いる.もちろん、すべてのオニが側伎を持たな

いわけではな‘、 人間との戦いの中で.この

考え方に疑問を持ったオニたちも品目て芭てい

る.また、人1111の中でffったオニは、人間と

変わらなl、事T争l'情遣を/i'1っているだろう.

狩人
基本的に狩りの

道具U弓だ.ただ、

時にU神通力量

使っτ凋物を得る

ときもある。

向じij!FIIで、彼らは文字をI;?っていなt、

それでも、イ=イル、ディ=ゴ、シャを併す3

つの文字だけは伝わってt、るが、これらも文字

却、うよ町11記号、シンボルの怠味合いが強t、.

さて、オニたちの実際の生活I草、~，~本的に

狩猟民僚としての生活だと考えてよいだろう.

9}は狩をし.女は*物などをI[i(り加工する.

作物を~Iてたりすることはなく、生書てt 、くた

めの必要ljl小限の也のだけを自然から受け取

る.例えば、狩りでねた獲物などは、 l対を食

"とし、皮はなめして次般に、1'tをI'iIJって淡

飾品や生活のための道具を作る.余分なもの

を作ることはないし、怠lJl;もなくj\~りをするこ

と也なt、 干にした物は、すべて無駄なく活

ITJするのだ.

このように.オニはmかに生きてt、<.それ

がイ=イルが言った、大地を管理する一一fそ
のままの状態を維持するjこと立のだ.

ただし.人101という存在がある以上.オニ

の生活にはひとつの制限がl醸せられる.すで

にわかっているだろうが、それは人1111の目から

隠れItまなくてはならないとt、うことだ。オニ

の集務1;1.人間の生活聞から骨量れたところに作

られ、人1111が近づけば移動する.ただ、移動

するといっても限度があり、またオニにその地

を離れられ主い思!闘があること也ある.そうい

った場合、戦いが起き、ほとんどはオニ側の

逃走、敗北とt、う結末が待っている.敗北は、

つまりオニが狩られることを怠昧してL喝.

4・一般的な
オニの狩人 ¥ 

¥ 
体:3敏 :4
.:4知 :3

:3共:4
〈創..，.>中級
〈縛量力〉初級

オニの女・

4事:2・:3
.:3姻 :4
心:4 共:4
〈締遇力〉暗唱

食料の保存法
余った宣車奇書どは、住居の中に吊しτ乾燥さぜ

たり、揮に;貴吋たりしτ保存する。もちろん、治

τたりすることはない。ただ歳近では、もしもの
と曹のた的{多〈は人聞かも逃れるた時)に貴科

署貯めてお〈必要がある.

オニたちの食料
才=たちがロにするものU、普通の人聞のもの

とぼとんど麓はない.狩りで得た獣の肉や川魚

は火t過し、 木の実はすりつぶして団干にした

り、 3十物にしたリもする.果物の績は生で口に

することが多い.ただ、 米のように主食と牢る

もの1:ない.オニにとって、大1告が与えてくれる

ものすべてが、主食と冒えるもの容ので"る.
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ケイラと呼ばれる機

笛、ハタという太蝕、

そしT弦楽器であるマ

ルシャ.オニが待って

いる謀総は主にこの3

つである.そのうちマ

ルシャにlム蔵官を出

す韮訟と、低音援の三

Eまとの21彊績がある.

どれも単純'"ものだ
が、オニが扱うことで、

美しい曹を審でる.

l-q )v~ヨ

オニの文化
敬、 工芸品など、オニの持つ文化一-32:棉j

t草、議中トながらも非常にすぐれたものだ.

「イ=イルがそれを愛したからJとは曾うが、オ

ニたちが本質的に主芸術を愛する舗肢で晶るこ

とに縫う余地はないだろう.

オユたちの工芸品は.彼らの身を飾る主主飾

品や彫刻が代表的なものだ.彫刻lなどは非常

に写契約な也のだが、 -"'fj・でオニたちが自ら
，， ~ . ， I 

の体に彫り込む紳の印のように幾何学的立も

のもある.ただ、これらの区分には非常にはつ

量りした接触がある.自に見えるものはそのま

まの姿を.見えないものが幾何学的な也のとな

るので畠る.あか、f卓、このS量級こそが、彼ら

が見ているものの本質なのだろうか?

工芸ZS，のlI{材となるのは木や動物の骨がほ

とんどだが、段飾品のー部には金属製のもの

がj昆じっていることがある.I、ちばんt、L、伊lが.

オニが首からさげているラ=ディゴだろう..院

はこの金属とはヒイロ金である.ただ、現在の。ε

オニたちはヒイロ金を創り出す技術を失ってい

るようだ.さもなければ.金属製のラ=デイゴ

i卓、才エたち自身が作った志のでは者いのだろ

う.

また、オニたちが轡ている衣服も工芸品と

宵えなくもなt'0 fP!の皮を使うこともあるのだが、
オニたちは陥物から取った線維を編んで布に

する妓梓1を持っている.そこに、やはり鍋物を

使った後利でさまざまな綴織を掃くのである.

さて、もう一方の分野である管業だが、オ

ニたちは.人1削のもののように体系化された校

術をt寄っていf.tl、 けれど.それをして人1mの
脊索に劣っているということはできなt、.むし

ろ、心鉱を介していろいろ立也のの本質に触れ

ることのできる彼らの歌は、こと1;(のわからな

1-7171 

オニの工芸品
右のイラストのように、:tニたちが

得た余暇は工芸E晶華道量ることにめ

τられる.その作品は、彼らの自然

への鱒敏だと冒えるだろう.

w 

い人uuが毒事いても心を打つほどのるのだ.

その音策I主、オニたちの生活に非常に密倍

したものだ.日常的に口ずさむことは当燃のこ

とだが、部肢に続たな子供が生まれたと書、

あるいはオニが成人したときなど.節目節目の

/Jl米事は歌をもって彼われることに在る.その

点では、敏に祭舵的な怠111<があるとる宮Iえる.

もちろん、人1mがその管業を聴く機会はほと

んどない.唯一の例外があるとすれば、それ

は人1mがオニの戦いの歌だとS見解している歌

だ.それは、すなわち市いの歌である.

ここに、 18;蹟の筒jという名で一般に知ら

れているひとつの哀しt、物商がある.

とある閣のむ武者が、野駆けのと主に美しt、

筒の管を聴いたo i}をたどっていった若武者

は、ひとりの般にであう.若武者と娘は、敵

対する表絞どうしのものだったが、彼らは瓦い

に打ち解け.その後も官官会を続けていた.だ

が.ついに終わりが紡れる.若武者の苫が、

娘のいる獲量Eを攻めたのだ.者武者は娘だけ

でも逃がそうとしたが、彼女はそれを純絶し、

燃えiiiちょうとする館の中に消えた.そして、

若武者のIIに哀しげな箇の背だけが妓ったと

t、う.

良くある話では晶る.だが、決際には、この

;nl;t.叢肢の娘ではなく.オニの娘だった.そし

て若武者が聴いた筒の脅こそが.オニたちの

弔いの歌で晶るのだ. また、この物館は~Iの

事実をも示している.オニたちの脅裂が.人

uuが持ってL渇オニへの偏見を結えるほど美し

いものであると震う事実を、だ.

、



神のカ
テェ=ライ1ムディ=ゴがオニたちに与えた

力だ.この1Jの減は、オニだけが持つ111と〈心
線〉であり、それらを持たない人rnlはく神通

力〉の技能を修得することは絶対にできない.
】.. ，・

また、テェ=ライは、大書く天とI自に分けるこ

とができ.オニによって、 7'/l-の得愈なもの、デ

4のの怠な也のなどの個体をがある.また.7

Jレともテ・4とも区別されないテェ=ライもある

が、この能力を持っているオニはきわめてまれ

である.

なぜ狩られるのか?
オニたちは人1111に狩られる存在である.

化け物と司自問されることがひとつの理由であ

るが.治大の理由li(心珠}だ.
ζ.‘ 

テェ=ライの源である{心IJI:}は、成1(1色の

飽りこぶし大の線体だ.(心珠}I孟、持ち主で

晶るオニが死んだのちにも.低/JJ力者がら、 It.
If無限に被カを放出し続ける.ヨロイや金刷

機l卓、動力源となるこの無限滅工r書くしては動

くことすらで主なも」

オニの体から取り出す以外に乎に入れる手

段はないゆえに、〈心株}I主宰わめてお悩な物

と止る.つまり、〈心琢}に向けられる人の鳴い

欲自由ゆえに、オエは人から狩られるのである.

"‘ 天
.持・.aの飽カ. ~・..が耳t品または串』巳世

ι，!'、 双方向γの14"が可飽~!tるo l.併し
格...が事オユ農の場舎は‘ー方鈎，:..量.. 
1)." ，晶か、 相..の..を慎み.晶ζ~l.が"t'
stEH. 
11..，止、人網走もが声量IIl't晶ょう1:14"量

符なえTいた"だ帆S悼のオ品dhもIt、品慮"
をft?l:周銭聞でも.れ晶止ラロ!t弔.. u-r“晶.

院副〈相溜カ〉で嶋定

観圏直:泊費・カE
""のォ=とゐ醤で...で歯轟.

帽 :珊鐘描
ォ=脳併の働倫'舗絢と心・曹1111守ーー.

λに封bτ・ifd..・・盛り1l1T6.
ほ・:泊費lI1l3

ォ=魁舛の・...臨むとと，でーー.

・手陣【心力J<o カ〉守鍾紘1" 6.
: .. ・:却卿掴防S
網"噌:・1豊栓鍾It畢~t"で，ー.
舗手とのE心力】<o カ〉で鋪鶴輔.寄符.

い、成功'.が竃カへの*，，-?a:...

{心Eめのカを借りて行なわれる

テェーライには.ディのほか、すべ

てのテエ量ライがそれに当てはま

る。つまり、〈心E車〉がな〈ても使

うことができるテヱ=ライというも

のは存往しない.そもそも、鬼が

〈心E車}を失うということは、売を

.除するのだから.

通
.錫の・ヵ.東.6*泌:IIjt~l:怠が晶

$-キのJ骨量4・I)'tfr"."すカI!.
ヂ￥唱rat島ダメ-9，量与，t晶~!It，、調争の

【拘カ'.<倉怠カ>1':剤棋網定量#t-、感劾
皮がダメージ~!t晶o .告加‘l-r.r..，帥車場
舎は、 娘ザ遭具~t:・t.争.

I体力】〈制帽拘〉で輔定

観.:-カE
・句・aの・ー."すè:~ー.

帽:欄'畑
島+旬掃磁の・ー."すU:II何ーー.

土織:M図的S
鰍賀同自陣m・寄・"すこ~*，1'''.

欄:繍陣畑 3‘' 孤

角の力で行なわれるチェ=ライは

ふたつある.ひとつは‘テェ=ラ
イの中でもっとも大意書位置を占

めるアJ".もうひとつが神の声を
預曹として聞くイルのカだ.ここ

から、角がいわゆるアンテナのよ

うな役"を締っていることがわか

るだろう.

c.)..寄鐙晶Z晶画F守'轟よ事1:...

偶M・a鑑カー・・働=凶判定i:a諭
す仇ぽ.(Jt)嘩舟備す6i:H'マーー.
ω》畢醸叫んで..職制停泊U:.醐副

l:!MJ&::・a・1"ー.縛・・・怯1(1ヵ)i}.

角を失ったオニ

t草、心飴を使え

なくf1る.人と関

じ〈ことばだけで

会路し16<ては16
らなくなるのだ.
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アル'n~<ディずもな、、特別なテェーライ

11、キ~予タター持..時にLð'、.縛寸品二Eは

ずH~、.。ニれらのテェーライ11鈍縛に才.

の問題-r使用の可~が決定される。

PCのオニ11(皐"'11習得できな、.)、キャラ

タター作成時に.を5歳上昇させ晶こ~-r，、骨骨

子ェ-"イの才胞を持司T、.たこピにできる。

必:繍勧5
1共感1<検量カ〉で判定<.易鹿駐車負・.)

..111皮舎の負傷度を..，.ニピが-r~品。

融:澗闘肋10

I心力1<縛通力〉で現~
〈紗H4It司'TJUIの隊.t-作成す品。

二時障壁11織量骨量+~~lf:成功度圃皐a-r

作成され、内毎日晶畠ものを〈枠温カ〉お占ぴ

I法術lによるダjージから完全日守品。1色、
〈式)11ニ丹障壁内日侵入ぞき官、、ッェ11、

術岩内 I~カ1 "ウンド有効。

164 

掛悶悶肋20
t像力1<締温カ〉で輔~
体内外の働を7n...・5せ、肉体的限界

を鍵え晶.

..111度ラウンドの岡、金剛.~1111." .1うに高

i&.鋤を行なうニEができ品。ただL肉体に邑

えを負担がかかるため、エジャ"1鴫1:実符

l'T、・たラウンドロっき [15- 1~カ11 舎のダ

メージ告会け品。

NPC専用のテェ=ライ
特嫁キの特殊~テェー予-t-r寸. ニれιのテ

ェー，イをPC舟現t..::.が持守二~I1 -rHせλ。

融:漕掴出総

I体力1<繍温カ〉で輔~
・岡fJ鋤を行なう.

白今肉体{身に叩けT‘・晶嶋H，h'T)舟イ

メージをα"に記憶させ、い司f:ん今解L、量
鬼i&で'fJt6寸品二~1:.l..'T、..劫度hの嶋岡

fJ鋤を可飽E寸品。

エグ.

疾風
この神通力を発動宰ゼたとしTt>、肉体が強化

されることは宰い.錦町体である金刷機であれ

ばこそ耐えられる溜慎重由U.オニに漂い傷を与

える.

これが限界を飼えた代償立のだ.

純明則勘初

【心ぬ】〈繍通力〉で拘置E
永来予量加を行なう.

a功康 予質扮レベル

2 ・Dft
2 犬体の幽来'

3 舗展を知る{鍾温で肱1;1:い}

4 優遇も知る

5- 隠ぽ同副，1(1)飢.1'予知

1時間を越えたといわれる
伝説上のオニ

メディの力を使い、 時閉そのものを超えた:t

ニもいる.彼女1:‘未来から現在的天置をtIiれ

たオニだ炉、その自的を口にしたことUないと

いう.

ツ aι

隊壁
オニが自§的意志のカで造り出す完全容る

結界である.(式}と問じように、妖のま置や
〈式}で作られるサムライもまた、絶対に組え

ることはできない.だが、この貨を>1<遣に錐侍

することU不可能であり、:tニ町歩む滋ぴの潜

在防('Uにはなりえなかっ止.



“鬼法紡" か“鬼サムライ"のアーキ~ィ

プを選んだ渇合、 意I~ rオニjの生まれである

ということに宰る。額には角が生え、良〈人を

惑わし、人mに警なすとて退治される定めの

・・・~I: 、 オヱだ。

ただし、 “鬼サムライ"の?ーキ~イプは純

粋のオヱではなく、人とオエの混血である f半
鬼jなので、いくつかの特殊宰待通力が使え

ないと曾うことを留意しておいてほしい。

まず初めに忠告しておく。オニのキャラヲ世

ーをプレイするには、並たいていではない苦労

がつきまとうだろう。

オニは人間では幸い。人に見つかれば揃らわ

れ、責められ、殺されることはほぼ問遣い章、、

昨日までの仲間が、話の正体を知ったとたん

にまるで獣でも見るような目を向け、刃を織り

かざしてくる・・・..・そんな可能性だって者いわけ

ではないのだ。

意の額には、オヱである1[-ー角が生えてい

るはずだ (その細かい場所や、本敏はプレイ

ヤー自身が自由に決めてかまわない)。オエで

あることを織して生きるのならば、それはつまり、

角を隠して生きねば者ら宰いということでもあ

る。

オニであることを隠すために、あるいは否定

するために、自らの角を折るオニもいるが、そ

の渇合、神通力の半分、「芙Jを失うことを覚

tliしてもらいたい。

そして、「天jを失ぃ、大地のささや章、仲

間の呼び声が聞こえなくなったとしても、「鎚J
を鎗てることはできない。もしそうしようという

のなら、胸を裂曹、心腿をえぐり……自ら命を

失うtまかないのだ。

オヱであることをやめ.人間になるのは絶対

に不可能者のだということを忘れてほしくはな

い。どうあっても、遂げ切ることは不可能寺の

だということを。そして、逃げられないのなら立

ち向かうほかないのだということを。

オヱのロールプレイt革、まずはその自分の主

体を隠して人に縫するところから始まる。相手

が、自分の正体聖教えても平気な人物か、教

えるに足る人物か、11頼できる人物か、音量す

べき人か・ 何気ない会uの中から、それを

見極めてゆこう。その中で、ォ=独特の文化

や風習、ことばをにおわせ、ほかのPCやNPC

に対して伏線を張っτおくのが良いやり方だと

曾えるだろう。

そうして、いつの自か君が自分の正体を明

らかにしたとき、あるいは、君のE体がばれて

しまったとき…・・まわりの人たちは誼に対して

どう怨するだろうか。もしかしたら、昨日まで

の友が態度を豹変させ、君を化け物を見るよ

うな自で見‘あるいは君に刃を撮りかざしてく

る舟、も知れ>iい。

君はその事態に臨んで、どう対処すれ1Iい
いのだろう?

〈目的・オニの生き方を療す}と{感情;オ

ヱのプライド}という因縁を持つ‘鬼法締"な

らば、オこと人間の共存を理想として、努力

を貧ねてゆくべきだろう。道1:険ししともす

れば不可能なのではないかと思えるほどであっ

ても、決して晶きらめないようにしてほしい。

また、 {感情;孤独感}と 〈感情.オこで晶

ることの劣等感〉という、ネガティプな因縁を

2つも持つ“鬼サムライ"の渇合、これを額面

どおりに演じてしまうと、ほかのPCとうまく交

流ができ章い鳴合も存在する。

しかし 、考えてほしい.

f 孤独なままで良いの

か?j r劣等感を抱

き続けたままで、君はかまわないのかリ

なんのために「功名心Jを持つのか7 その

愈妹を探りつつプレイしてもらえれば、“鬼サム

ライ"は非常に勉カあ占、れるキャラ?~ーに>i

ることができるはずだ。

オニのキャラ7世田t阜、プレイにいろいろな

制約を受付、動きにくい渇語も多いという‘プ

レイしづらいキャラヲヲーではある。

しかし、 その欠点を補ってあまりある勉カを

待つのも、またオニというキャラヲ空ーなのだ。

、
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ホぜうも.~IルーI\.
a宙博歯l1[~忽う
lレ}-"2占有

軍力の回復

1時間に1点の割合で回復す

る.

GMの指示があったと曹にU全

快する.

活力の回復

駿闘終了時、GMの指示があった

と曹に全快する.気絶している

か.安飾にしていることで1骨(，

ラウンド}に3点の割合で回復す

る.

時
晴
J
時

!

i

-

ま

町

"

と

前

ち

す
活
A
W

活力減少の停止

致命ゲージにタメージが入ると穂ラ

ウンド3点のずメージが活力に入る.

しかし、応車手当に成功することで

このずメージを停止さぜることがで

きる.ただし、その晶とに負傷ゲージ

がーつでも埋まると活力の滅1>1;南

側する.

誌でtJl~胡
I¥lll!.' 66 

穂偽
札ずM仲お
合議ゆと命ミヲ苫守

戦闘中の負傷ゲージの

クリア
1.議術(al-)

2. Aの能力

負傷
まずは、 負傷についておさらいをしτおこう.キャ

ラヲターがダメージを受けた喝昔、ずメージ骨負傷

ゲージのマス目や活力を即lる必要があリます.負

傷ゲージに悼、3つの段衝があり、吾PCの I体力1

によって負傷ごとにゲージの散が遭っτいる.

通常の負傷ゲージのほかに白・死亡"のゲージが

おり、死亡は特殊者ゲージでゲージを埋めること

で.，図的ダメージをすべて受けることがで曹る。し

かし、活力がO以下.または金銭すると苑亡する.

基本的に、これを退ける方法U存在し章、、.

また、活力は、現在の活力以上のダメージを望号

吋てもマイナスに寄るだ吋でめる.ただし、活力If
O以下に寄ると気絶する.

撤
作

品
吋

負傷度

負傷度とt草、もっとも買い負傷

から帯出される.治司直行為者ど

の髄易度である。

負 a開。負傷度

経傷:I 
盤傷:2
数 命:3

有.

=... =ムピ'::~ι
制批~掛

戦闘中の活力の回復

1 浩術{錯し)

2.式の能力{再生能力}

3忍術{渇鬼の術}

1前~ぢ同ピ'
~\仏11> 1'

負傷段踊 ゲージ鍛

鰻傷・・・・・ l体力1
.信・・・・・ l体力1/2
致命・・・・・ I体力1/4
死亡 ・・・・・・ 1つ

活力がO以下になると派手に出血して活力が1以

上になるまで気絶する.気絶中に活力は、'ラウン

ドに1点の割合で回復してい<.

失った震カは、，時間に9点的割合で回復してい<.

活力 : 0以下に~るまでは関係怒し、 。以下に怒る

と気絶.

電力:0以下に怒るまでは関係怒し、。以下に怒る

と気絶.

負傷の影響
続制中にずメージを受けるとさまざまな彫嘗があ

る.複数の負傷に量産ってダメージをいる渇告.もっ

とも.い負傷の・5・を受けることになる。 死亡ゲージが埋まったら、気絶.またはく活力〉

tf全快するタイミンヴ{髄闘の終了、GMの指示、

その他)で、完全に死亡します.

死亡;判定の守イコロを+3個.気.I!またはく活

力〉が全快するヲイミングで死亡

経鑓:I司も1;f.し
箪燭;判定のサイコ白老+111
E主命:判定のサイコロを+2錨

1ラウンドごとに活力に1ダメージ
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~'<: . ぇ仰の
後'1件ずを1)'17
でt~毒事哨お.

時雨の負傷ゲージと

活力

・ま傷・・・・・・ロロ
賞傷・・・ロロ
致命:ロロ
売亡:口

活力 3

?? 偽情)1対事政
t侶 3T.<下時I¥U

前)lr前.

時雨の負傷ゲージと

活力

経偏・・・・・・=む
賃傷・DC紅巳

致命 ロロ
売亡・ロ

活力・ 14

+ 負傷の回復

治癒を行なう渇音Cl.負傷度を

厳易度としたく知覚>(!Ii皐手当!

の判定を行ない、成功Ilに等し

い数の負傷ゲージtクリ?する.

自然治11に侵ぜる渇合俗、負傷

度を緩，allとし止〈体力>(耐性l
で行flぃ、成功度に等しい鍛の

負傷ゲージをヲリアする.どちら

にぜよ、 自然治iIおよび治棟の

判定悼、1日に1皮しか行なえI.iい。

ごの5岳軍事ti.181之

11ましか4i業ち"ん
長攻作.

者Lうa¥!
レ悦.世旬、を
濯1Rじ拡都
j..¥叶怠L.¥のよf

戦闘中の治療行為
厳闘中町代褒的な治療行動には以下町叫置が1>

る.ただし、どうやっても“死亡"華街すことはできない.

吋〈知覚>(!Ii車手当1
負傷度を儀易度とした判定に成功することで、気

a患の回復を持者える.<活力〉を3まで館領事ぜる

ことができる.負傷を範すことはで曹ないが‘獄舎

による活力へのずメージの進行を止めることがで

書ます.しかし、その後に死亡者除〈負傷ゲージが

1つでも埋宮ったら、 再び出血してしまうため、活力

へのタメージは再開する.

2)<共~>(法衝) (箪し)(消質量力 :5ポイント}

負傷度を厳島震とした判定:に成功することで、成

功度分の負傷ゲージをヲリアずることができる。問

時に活力cl全快する.

3)0の洛勘

再生Aが、どの程度の回復t符なうかCl.宿主

の任意である.消費する湾隼ポイント分の負傷ゲ

ージをクリアするζとがで曹る.ただし、活力量衝

すことclで君主い。また、不lI:Aによる回復は、ラ

ウンドとラウンドの問に行なわれる.

4)式の再生能力

式{サムライ)が再生能力を待っていれば、ラウ

ンドとラウンドの聞に荷生能力の強度骨の活力が

倒復する.

• 

ヨロイと金剛機の負傷の鴎綴
ヨロイと金剛j悔は、人間檎手の治績行為では回

復することがで曹Ctl..¥q 1:1まってしまった負傷ゲー

ジを倒復書ぜるには、 負傷度を霞易度にしたI知
力1<陰陽術〉の'Illltが必要と寄る.ただし、いか

なる方法でもlI:亡ゲージを衝すことはで曹宰い.な

お、 Aを仕込んだ生体ヨロイなどが、現生息章ど

の能力量使用した場合Ct、このルールではなく皐

のルールに従って回復を符なってかまわ章、、

ヨロイとヨロイ乗りの負傷ゲージ
ヨロイに協合中のヨロイ車りは、ヨロイの受け止負

傷を自分的負傷ゲージにも割りふることができる{活

力に割りふることclで害者いl.この崎町負傷による修

正は、両者を過しTAt>.いものを使用する.flti、
縫合中の肉体が、lI:亡しても、特に問IlCl章、、.
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アーキ宮イプ “錬傭使い"と“ヨロイ狩り"

は、ここまでに説明してきたどのアーキヲイプ

とも少し遭う方向性を符つので、ここにまと

めて解鋭しよう。

この2アーキ9イプに共通するところ、それ

は、7'-'*:?イプの「個性Jが、強力な武

器によるところが大きいという点だ。“鋭惜使

い"の銃舗、“ヨロイ狩り"の八連斬甲刀.

そのどちらもが、なまじの人間ならぽー軍くら

っただけで再起不能に者るほどの戚力を持つ。

しかも、容の待つ武器1革、唯一無このも

のであり、司直行く訟もが待っているた<.~、の

武穏ではないのだ!

銃徐使いやヨロイ狩りのロールプレイは、

自分の俊穏を大$に、大車に級うように心が

けるところから始まる。その強力者得物が手

の内にあるからこそ、きは過酪な般鳴を生き

銭ぃτぃItうのだと思うようにしよう。手

の!t:いたと曹には武器の手入れをし、

寝食の時にも舟、たわらから雌さ~いよ 1 

うに一一まるで武器が君自身である

かのように (あるいは、話の恋人、

級友などであるかのように}撮る

舞ってみよう.

自分の武鑓に対するこだわ

I}-どうあってもほかの武器

は使わ宰いとか、手触すのを

樋織に嫌がるとかーーを演出し

立がらプレイすれば、ずいぶん

とそれらしくなるだろう。

また、両方とも立11的には傭兵で

あることがほとんどだ。金に汚〈
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あれ、とは曾わないが、金や(!車〉に関して

はシピ?に考えたほうがいいだろう。{獄〉の

ー発の有無が‘戦渇でIt生死を分けることす

らあるのだから。

岡織に、〈珠〉を使うヲイミンずはできるか

ぎり気を配ったほうがいい.(疎}の数には限

りがあり、おいそれと補完できるたく'いの物で

Uない。大きなダメージが与えられると宵うこ

とにおぼれて、あっという聞に G章}を使い切

ってしまっては、いざというときに君自身の命

でツケを払うことになるのは開通いない。

もうひとつ、実際のプレイのときに気を付け

なくてl主なら幸いのは、ヨロイ狩りの因縁 {感

情:ヨロイに対する憎しみ〉と、鋭槍使いの

〈総忌:裏切り}の使いどころだろう。

この2つは、宇宙どおりに

解釈していてはいけ主

いという点、と

てもよく

似ている.

なぜ、「ヨロイに対する憎しみjを待ってい

るのか7 それは限解や逆恨み、八つ当たり

のたぐいではないのか?

なぜ、「裏切リjを併さないのだろうか?

それはかつて純愛を裏切った自分を責めてい

るからではないのか?

解消してゆく必要はないかもしれ者い。普

起こった出来事を忘れる也、婆は章、功、も知れ

ない。

しかし、それを惑いほう‘葱いほうに考えて

ゆかずに、ポジティブな方向へと転化してや

ってほしい.

rt.tぜ、そのよう牢因縁を待っているの

かリ
ほかの?ーキヲイプも問機なのだが、この2

アーキ?イプは、それを考えながらプレイする

ことでいっそう輝くことのできる可能性を秘め

ているアーキ宮イプだ。

ぜひ、その点に気者配ってみてほしい。



第3章

マスターセクション

「わたし・・・・・-とうさまに鎗てられちゃった

の…・・もういらないって、そう曾われたの

・u だから、生嘗ていても、しょうがない

の......J 
泣き笑いのような表情で少女はつぶや

いた。短刀を鐙った両手も、その着物も、

すべてが朱に染まっている。

「ねえ、き浦・・・・それを捨てて・…こ

っちにいらっしヤい。大丈夫、なにも怖い

ことなんかないから・・..J 
少女の足もとに倒れた血まみれの塊をで

きるだけ見ないようにしながら、ぎこちない

笑みを作って鯵弓が両手を差し伸べる。

撮り向いた宥和はカなく笑みを浮かべ、こ

たえた。

「お姉さま、それに…..十郎さま、こ

こまで連れてきてくだすって、ありがとうご

ざいました.でも……わたしもう、どうす

ればいいのかわからないの。だから一一」

自分の首筋tこ、父親の血で漏れた短刀

を押し当てて、少女はそっと自を閉じた。

「ごめんなさいーーさようなら・…'J

「パあッカ野郎I!J
蒼十郎がいち早く反応した。自由から取り

出した小柄を、抜きざまに役げる!

短刀fI打ち落とされ、ぼう然とする少女

に駆け寄った紗弓が、少女を飽きしめて叫

んだ。

fパカ……l なんで……なんで死のう

とするのl パカ……パカ!U
張りつめていた気が緩んだのか、音羽

の陶鶴のように白いほおに涙がこぼれた。

「だって…・・だってえ……j

「あなたのお父織がどう曾おうと、あな

たはあ者たでしょ!1 いらない、なんてこ

と、絶対にないわJ.-，シ
「だって・・・・・・業iIiももうないし・・・…あた

しの価値なんてもうないって、とうさまが

……なんで喪ってきたんだって、そう、と

うさまが曾ったのよお……!J

fあなたはあなた自身のものでしょ、あ

なたの価値は、あなたが決めるのよ。ほか

の肢かが決められるようなものじゃ、絶対

に、ない!J
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《紗》とは何か?
〈紗}とは向か? ここで{紗〉の般5i!につ

いてすべて配してしまうのは簡単なことだ.だ

が、それは天縦の〈紗}ではない.ここでは、一

流の除蹴倒として名高い九道一斤先生とのー

l問ー答を過して〈紗〉とは何であるかを紀して

みようと思う.

.<鯵〉とはどこにあるのですかF

あらゆるところにある、そうとしか言えない

のだ.

.<紗〉とは何なのですか?

{鯵}とt革、 陰陽師が

Itると曾われて

いるものだ。

市 井の

{紗} それは天緩を機成する級小.111位の物である.1Ia線不可能な 「何かjそれ

が天様を天様たらしめているものだとL、うことは灘も知らない.

{紗}を巡ることができるのは 〈紗〉のみである.では.紛まりの 〈紗}は援が巡

ったのだろうか? オニの伝敢によれば.彼らが大地の滋と呼ぶものを彼らの神が与

えたとL、う.もし、オニのいうシャがわれわれのいう〈紗〉であるならば、神と呼ぶ

べき人知1を超えたものがつくったとL、うことになる.

~ 

人々、鎗燭簡ではない人々は、われわれが何

も幸いtI~帯地獄から〈式}を呼び出している

と思っているだろうが、そん宰ことはない。

陰陽師は、{童書}というこの世にあるものに

命じて{式〉の体を作らせているのだ。

.<鯵)1;1.自分の)1志を持っているのです

か?

〈紛)1;1:意志を持つてはいない。当代最高の

陰織飾でも自由意志を持つ〈式〉を組むことは

できない。もちろん、わたしにもできない。し

かし、だれもでき幸い

からといって絶対

にできないわ付

う.

やってi2iるので

すか7

するとはとても思えないのにもかかわらずだ。

優秀者陰陽舗であるなら鋪や糞金は作り出す

ことがで曹る。しかし、〈式}によって{鯵}そ

のものを作リ出すことはできない。ま.あたり

まえといえば、 あたりまえのI~だ章。

.<砂)11践が遭ったのですか7

それは知られていない。天続最初の陰陽師

である月除ではない、それは稽かだ。{明

鏡}と同じく縛宮家が違っているのかもしれ宰
，.寄

いが‘それを鍋べる術はない。わたしもまだ命

11惜しいからな。一鋭によるとオニどもの樽

とやらが遣ったものらしいが ・・・。まゐマユツ

パ物だ。

.<鯵}をどうやって{式}とするのですか?

{紗)1;1.、強〈完結した意志に引かれる。陰

陽師の窓芯が〈量生}を引き寄せ、その{式〉に

従わせる。

おっと、ここでいう〈主主}とは、{式tL)やサ

われわれには 、 ムライの体に錨かれているあの紋織のような

〈鯵}を造ることはで ものだ。あれが、〈鯵}に対する命令となるの

きない.<紛}のような だよ.

ものが自然に発生

.<紗〉はどのようなところに集まるのです

か7

〈鯵〉を自で繍らえることはで曹ない‘従っ

て集まっていることを確惚することはで嘗な

も、。
しかし、稽かめる方法はある.陰陽衡をか

けてみればいいのだ。〈式〉の出現時間で

{紗〉の纂械を見ることがで曹る。わたしの体

験によれば、野原より町中のほうが術の効き

がよかった.意志に引かれて集まるという

〈紗}の性質にもあっているな.

また.生物の体内にも;w;潰度の{紛〉があ

ると曾われている。これは人とも思え由姿に

変化するサムライを見ればわかるだろう.



動力筒
ヨロイ、金剛健の働力fi遺鑓官、そ
れが働力簡である.ちょっとした・瞥
力"が、伝遣されることで働力鱗~

伸縮する.(銅線}の制御力で、実
に繊細にして畿能的な勧きをして見

せる.
{式〉が金剛舗やヨロイに作用し

ないのはこんなところに綴似{式}
が使用されているから宰のでるる.

“霊力"と《紗》
.“.カ"と〈鯵〉の関係はどうなっているの

ですか7

意志の力が、{鯵}を集積させる。意志の

力、それが法力で晶り、気であり、総じて“震

力"と呼ばれるものだ。

-“宣力"は{紗〉のエネルギー源t.tのですか?

{鯵}の4再選も何もわからないのだからその

閃いには答えられ者い。私見を冨わせてもら

えば、恐らく遣うだろう。{式札}などの例で

もわかるとおり.陰揚術の使用自体は、.湿カ"

を待つ者主ら践にでもできる。つまり、“電力"

自体が{紗}に対するl~源的な命令に宰って

いるのではないだろうか?

.<式札〉と・E力"の関係はどうなっている

のですかF

何度も言っているように{式}の起劃には

“震力"が必要だ。これは{紛〉に対する鰻初

の命令と者る。先ほどは錐にでもできるとい

ったが、{式〉の存在を信じてい宰いものや箸

しく集中力にか付た状懸では、恐らく〈式〉は

起働しない。

また、わたしのよう章一流の陰陽飾の打つ

{式〉とも寄ると、(I草}を大盤に仕込むとい

ったような仕鍋けを絡さなければ、普通の人々

には起動することもできないだろう。

.<紗〉と〈珠}の関係はどうt.tっているので

すか?

〈珠)1革、鉱山などでE重出される特殊な金属

だ。

活性化した{疎}は、“霊力"を増幅すること

ができるようだ。なぜそのようなことができる

のかについては絡餓紛々であり、ー僚にこう

だ‘と冨うことUで嘗ない.有力主践の中に

は、(l車}は{紗}の固まったものであるという

ものもあるが、わたしはそうは思わない。自に

みえないほどに微細だと伝えられる{紗}が、

鶏民
喧初害a挑む眉

司排吹主式T
6ぬ也均rz宮'"伽?旬のB柑ラ岸酔0/l!1

，.i，¥J3I; ， 

このような形態をとるとはとても思えないの

'ーι. 
.<珠〉はなぜ“.カ"を増幅できるのですか?

わからない。正置に官官ってわからないのだ.

《紗》は万物の根源か?
.<式)l草、なぜ分解するのですか7

〈紗}のみでi草られた<;.1:)の体li、たいへ

ん不安定でな。形般を固定化するために、常

時一定の“震力"を必援とするのだ。わたしも

休息を必要とする生物である以上、無線に

“賓カ"を供鈴することはできない。銘果、

{式)1草分解してしまう。

自力では、永遠に活動する〈式〉は打てな

いのだ.

.<式〉でi!られたものは分解しませんが?

鍋や賞金それに動力鱗といった、 {式}

とは別のものにした場合は、分解しない.形

般の決定が、{紗〉を安定させるようだ。もち

ろん、この変化したものには、 {紗〉として

の性質は残っていない。

-では、 {滋〉を遺ることもできるのでli?

日、ところが{獄〉を造ることはできない

のだ。わたしも何度か銚較してみたが、すべ

て失敗した。確かに形態は似るのだが、

{疎}としての性質を持つてはいなかった。

-万物は〈式)(<紛〉の集合体}なのですか?

ふふ、万物が{式}であると言う陰陽傷も碕

かにいるな。その鋭に従うと、われわれも自

分の体の錐符のために“蟹カ"を消費してい

ると曾うことになる訳だ。

.<心E量〉を使えIt永遠に1&(<式}が可際だ

とか?

ほう、よく知っているな。そのとおりだ、オ

ニどもの“:11力"器官である{心殊〉を利用す

ることで〈式}は永遠の活動時間を得ることが

できる。

.<心縁}はなぜ"霊力"を永iIに鍍出できる

のですか?

晶れが、オニの本体なのだ。われわれの魂

が、頭蓋の中にあるように、晶の統治色の疎

体の中にオニどもの魂はある。ヤツらの永遠

の命が、〈紗〉を{式}の設に安定させる源に

なるのだ.

そのため、{心琢}に{式}をつかせるとき

には、+分注意しておく必要がある。

L置とヒイ口金とIn明 | 
オユ11001'晶弘明唱え晶.."Itf，.・

晶.号の"1'11こう曹司Tぃ晶. 

.，告掲弔こr1'.ゑ民~-t晶. ォ

生命量椅・'..tt:オ品Ii(式.)1'''~ro
この"11、たいへん乱Aなうえに、

な矢崎がい〈つ4晶晶6¥

Tい晶のぞ島晶.

《式.)r(お紛r(JI争 、 噌l1tイ官.~

色周逸品主唱主(Jlうこの4唱だが、

にはま..t:(同rものなのだ.ζ骨4叩 11、

も(>>>が‘...v:tのなのT晶品。

《硲 t止、活動停止挟趨の

q、ヒイロ企11.itl:;t鋤+の@怜
，.，，~o (ね11鈍-'1:
')、(11::11)11、オ.::.r‘
7、 体内1:.~Atnt:(Jt)机

"."v:tのなの，.，，~.
1:1:、《向調t)I1a.度の《紛rl

T‘・晶.乱 、《抱擁事が・宣カ・

t:~ι、Hさせt:(.・-の，ul:，y.'冒ポロE
4う.号1.1、
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f絶対不可能jとは、各国領主たちの杯造語

に対する.ごく一般的な総織である.が、神

宮家の実体を冷静に考えれば、 ifMi裕茶の

1 '1とt、う.ただ一つの1"1を統治しているにすf

ない.しか也.沖米のt叫には'l(却、うものがff.
ff.せず、神米の問1ft:$!.以来(神来は天縦股古

のf図Jであるllll告編成したことすらないの

である.

しかし、今日まで神米のI~Iが戦乱に

巻き込まれたことは、 -I!I:もない.

"101'がJに見れIthl由}のl主lである『神

来J.しかし，神宮家iま『絶対不可侵Jと
言われて世た.その織力を支えるのは.

イデオロギーで也:'1(11';11でも

なP.絹A草したテクノロジー、

そのものなのである.

実施中央大降、宗内州

にそびえたつ天総厳大の山fh
込山j、鑓に広がる『詰完結溺策J.
その広大な樹iIiJの外れに神米の

都はある.

俄.とはt、うものの、統治して

s、るのは神宮家で也かなり下の身.・a
分([務の{立』以下}の人1mである.

それ以上の身分の人11111;1.，神
来山にrl、るJとnわれてい

るが、僚かめることの

できた人1111はいなt、

なぜなら、神宮家以外

の人IIUが樹海に入っ

て.帰ってきたことは

なt、からである.
4・・，

神宮家の段高織力者は『帝jと

呼ばれる.

帝は何十年'"11こ-I!.r交代する

ようだ.骨fの名前がその時代の

[11'-ηjとされている.例えば.

iJltf.の年号I;t.r;fI1神の世J，とい

うことになる.

帝の'.1大のfJ:lJIl孟(1事1鍋}を名代

に下賜することである(といっても.

備がztJE行なうわけではない

がl.名代とは神宮家にまま録

された側主のことで、名代以

外に(IJI鈍〉が下賜されること

は晶りえない.

{時l鋭〉とは、主に金跡l槻やヨロイ等の頑脳

に使閉されるもので、その所事I敏が.凶カを

左右するとt、って也過曾ではなt、

その{岬l銚}を創り出せるのは神将家だけで

あり、首l主たち自らが勝って(中には迫くから

例年もかけて}神宮家に使.IJを送るのはそうt、

う坦!曲からなのである.

しかし、名代になれば必ず〈岬l鏡}が F妨害

れるかといえばそうではなく、何十年たってもl

般も也らえない強同志あれば、いき止り剣小凶

Iこ2-3政まとめて与えたり…'jEに帝の気分

しだいとしかおいようがなく、それらを巡って

戦乱が起こるのはもはや必定とnえよう.

彼ら神宮家の組技術は{明鏡〉だけでな〈、

ほかにもさまざまな奇跡・-彼らはそれをく神

術〉と呼んでいる・・・"を起こす.一様による

と.品る紳宮家のA5cは人の心を繰ったり、

ヲぞからws慌を陥らせたりもするとのことで晶る.

そのようなJJがあれば、天級会土の統申立ど

やさしt、ように思えるだが.....0 

仮面と神宮家
神宮家のI師々は、余人の前には、必ず耐を

ゐ

つけて反れる.I泣下級の盛である御師で薗1の
半分を煩い、正式な神宮家のメンパーで晶る

官の位以上の患ともなると完全に頗を隠すこと

になる.

むろん、それらの位の患が人前で向かを食

することはないし、必要般小限以上に口を聞

くことはなt、

この仮簡を外すことは、彼らーー神手f家の

-.5)l- 1ことって散大の告書忌である.彼らのj指

揮1を見た者はいなt、.見たと吹聴することです

ら、命の危険を呼ぶことに止る.

死と神宮家
何度かn及しているが、神宮当証について必

要以上に知ろうとするのは.愈か立行ぬである

といえるo 'i彼ら1;1.，彼らが教えてよt、と思った

こと以外は絶対に担11;れようとはし郎、 そし

て.不滑に也知1ることになった者には.すみや

かに死が贈られるというのが神宮家の基本方

童十である.



神楽山
天覧A大の山。

神宮軍の量微で

もある。 天堂に延

びる量五分は、見る

角度によっては実

に続〈ー条の光と

して見え、 ~IJ名
「芙の~t高 J とも
呼ばれる.

τA'いて.61I! 

天礼手形
実礼手形、別名奨JEである.この烈Lを掬つ者

U、いか寄る鼠体であろうが、委細かまわずに

で曹るだ吋すみやかに過すのが、関所の敏則と

されている.天札は、白い金属仮に鳳い別の金

属が鮎り合わされてS寄り、その費面にはさまざ

ま主総織が彫リ込まれている.

神宮家の代理人一御師一

• A • 

御師
A下位の神主o~'i"(J)亨
い地方豊行脚して、 8
札を配っとり、祈祷し

たりする。設X I}の儀

式でー般より;xばれ
る.ザの低・・

星
-v

・・・・且
.... ，
 

•.•.•. 

-・・・-.J手扇言書彊ゆE司・・・・・

oJI!.-l35隼

御師、彼らは.鳳1曲家の倒的J，，1I曜かそれ以

上の行動の自由を持っτtゆ.彼らの持つ天

礼手形をa示して通り抜けられないl凶所I主主

t、し、御舗が名代やi副主たちに婦らえられるニ

とはなP.

当然のことだが、この天礼子形を儲遣しよ

うとする昌也いる.しかし.その試みが成功し

たことはなt、.いや、成功したと行えた者I立、

拘lられていなt、.

治静元2早ー総量早
正紳元年-15年
... ~;e"'-(.4It骨骨15J巳}

治事+・
正紳'

今上e

!神宮家の金剛機
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体 :17-20・:21-，幻
覚 :15-19知:0-3
心刈ト3 ~宅 : 0
〈神鏑〉市銀〈録台〉土.

R・ E・修正射檀 制. ... 

右手 +6 1伽D 8 20 
'If手 +8 - 12 30 
注}金剛.で畠曇色しい、.ヵ・に明鏑・lEU
温加涜みで轟轟.

2主倉l~1tれIlなι昔、・のは、
‘司tb網&U(I>昔、

品品。1阜、寝台仰いかιにかかbらず、

4'/.1:対す晶反~持品や内乱世ピ1:11、
的~文4宣告符智弘
神宮家11.瓜下町符

・}、re寸4町民対l111実カ符伎を"1>

'11:.い''('')方1'11む。

・天.の正・.地図の作11
・明舗の分解/鱗舗および偽造

.神宮.の俳魯

・蘭方への掴a霞雌鉱淘{よりの'温}

.神宮司k:r.ージzントの積書

'.4'."fj 
・神集山近辺への侵入

神宮家的エージz.ン":~')f:ltれIl.
の梼可量得T、〈神衛〉量調鑑γ鳳縛寸晶

ニピ。〈持衛>11神唱r*の4t.'t'晶唱、銀、

liGMI:-(Hれる。



-なかったッ!! 

ただのガキでしょう?

何をそんなに阪を立

てているのです?

、・.

そのつもりだったん

だな

プレイのー仰とbτ、N問告の・極純・a巴'ーー遣の'."，.

a"Tいと事.

.......8 1&、主Aで・ー・回抵*111:..守仲良〈章9止
轟男、 -・:t，.で・"・iItL~t<::暑lI!.
プレイヤー自主ζ己富でに. .舎の主人..."..と...(;.~
τおり.令a纏え6l1!畠号・・の*:lT巴，、11lマー_<o吋島由"が献
しいとこ畠でも轟轟.

時r-...・殺す必要は・・・・・・なかったッ!リ

〈感情:一郎太への愛情〉で“気合"を取る(2点)。

マス$1ーは綾花のキャラシートをのぞき込み、層を曇らせた。

ここに来るまでに綾花は“気合"を使い巣たしてしまっており、

今手に入れた2点分の“気合"しか持っていなかったのだ!

時「ただのガキでしょう?
何をそんなに阪を立てているのです?J

前途の理由により‘マス世ーは助け船を出すことにした。後

女の主人、礼次郎のロールプレイを、良くしゃべる~.皆無礼で
嫌みな努であることにしたのだ。f悪役を倒させたいJのであれ

ば、プレイヤーが“気合"を取けやすいロールプレイを心がけ、

展開を派手にするのはマス9リンクテフヱッヲとしてかなり有効

な手法だ。

o+f初めから……そのつもりだったんだなJ

このセリフ自体C:“因縁"Cこ関係するものではないが、次の会

話への鶴導になる。f置じていた主人に寓切られるシーンの演出

l草、この会話のヲライマッヲスであると曾ってもいいくらいに貧

婆なものだ.



ちなみに、ζの時点でのa花の・回・"陣、以下のとおり.

網棚:払は入11(1申船》

倒柵:主人への竃舗{申船》

0・・:人を償曹ととへOII:情。剛眼))

4輔:ー猷へ@闘(1即》

岨蜘n:Co8H側

4雑草は早めにむしっておかないと、足を
取られる。草むしりですよ、ただの、ねJ
~信じていたのに

主人だと思っていたのに……!J 

〈感情:主人への忠誠}で“気合"を取る(4点).

会館の流れから見て、恐らくは消えてしまうで畠ろうこの u因

縁"の、d後の使いどころだ.

それでもどこかでrl!じたいJと思っているPCを突き放してや

るのは、マス9ーとしての翁務だとも雷える{笑)

吟「私はお前の主人ですよ、今でも、ね。
人形は言うとおりに動くから、人形な
のですj

引 くッー…・! 許さないッ!J

〈感情:私l;t人形}で“気合"を取る(S点}。

マス11ーが会話の錨々で、こうやってPCの感情をi!なでして

やることによって、 PCは“気合"がたまり、戦闘l主力11J~シスに

満ちたものになる。PCの“因縁"をこまめにチエ l?しながら、

マスヲーはNPCを演じていこう。厳闘中に“気合"がなくなって

しまい、ピンチに陥ることも舘情多い。そういう事態を防ぐため

にも、マ:%.11ーはPCが"気合"を取りやすいように践導してやる

べきだ。

線1，tI孟.f，!めにむしってお
かfJ.いと.起を取られる.

取むしりですよ.
ただの.ね

ア
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D: 

おやおや.x人に向

かつて刃を1白mるつ

もりかな?

吟fおやおや、主人に向かつて刃を向ける
つもりかな?J

4黙れッ! 賞織など、 貴様などもはや
主とは思わぬリ

〈感情:主人への怠餓}中級から初級へ.

〈仇敵:l盟関礼次郎(初級))作成。

マス?ーはもう一度、 {主人への忠銭〉をくすぐってやろうと思

ったのだが、返ってきた返答I!左のよう章ものだった。

しかもプレイヤーI~.ここで〈主人への忠妓}を中級品、ら初級

へ落とすことを宣曾、加えて、{仇徹:1盟国礼次8s)という“因

縁"を、新しく初級で作成することにしたのだった.

さて、 PCの“気合"も充分たまったようだ。プレイヤ目はここ

から殿"を開始することを宣言した.

fひと曾ひと曾奮うたびに“気合"を取るのは、プレイが細切

れになってテンポが惑いJと考える人は多いと思う。そのtI合、

例えばこの『戦闘開始Jのようにキリのいいところまでロールプ

レイを行ない‘途切れたところでまとめて"気合"を取ってかま

わない。

時「あああああッ!リ

厳闘の開始だ。

礼次郎の[級担IJU8であり、綾花よりも先に行動できるのだ

が、このラウンド、彼の行動はない。余俗を演出するとともに、

総闘をPC有利に進めようと考えてのことだ.

綾花は“気合"を3点使ってサイコロを3つブースト、I敏鑓Ju
7なので、 7+3~ '刷圃のサイコロを娠って耳監察する。 〈白兵厳〉

は上級だ。

判定:の結果1~6成功。 しかし、 礼次郎も同教の成功を望台書出

し、 綾花の刀I~受け止められてしまう。

ここで綾花のプレイヤーは、せっかく“気合"を使った攻患を

無歓にしたくIH~いと考え、 ・・気合"をもう3点使って「成功数の

ブーストJを行なうことにした.成功量生を2上昇させれば、攻望書は

成功したことになる!



巳I-~Y
時ぎいん、と音がして努の刀が折れ飛ぶ。

銘局、緩花の成功数が礼次郎のそれを1上回ったため、緩花

の攻理障が成功したことになる.ダメージは成功度H俊録修正3
の、 4点だ。

マス世ーはこの4点のダメージを、どこに税りふるか考えた。

“気合"を使ってようやく引曹分けと冨うことは、どうやらNPC
を強<1量定しすぎてしまったもしい。せめて与えるうfメージを減

らして、 PCのチャンスを増やそうとマス11-1:判断。4点のうち

の1点を“鍾傷"に入れて、武2告が折れてしまったことにした.

時「ふむン、どうやら域れてしまったようです
ね、この人形は……ガラクタは捻ててし
まうに限るJ

残りの3点のダメージのうち、 1点を“経傷"に入れることにし

た。こうすることで、額からうっすらと血が流れることを表現で

きる。

加えて、PCの“因縁"をくすぐるひと曾を吐き、もっと“気合"

を稼いでもらおうとしている.

1自に与えるタメージは減るものの、“.1居"にダメ』ジを入れ

たことにより判定時のサイコロが1つ渇え、実際のところ鏡花の

ピンチは変わらないのだから。

..rあたしがO組織であっても・・・・・・人形であって
も、この心は偽物じゃなないッ! i't様だけ
は許さない、一郎太の仇… ・・覚悟ッ!!J

〈感情:私は人形〉で“気合"を取る(4点l.
〈仇厳:l盟国礼次郎〉で“気合"を取る(3点)。

〈感情:一郎太への愛情〉で“気合"を取る(3点l.
〈感情:私は人形}中級から初級へ。

マス11ーの口四I~プレイが功を穂し、緩花のプレイも冴える'

このひと奮と同時に、綾花は実に3つの“因縁"で“気会"を

線ぎ、さらに彼女が待つ〈私1;人形〉の“因縁"をも鼻益させて

みせたのだ.

どうだろうか? これが“天寝万象"の殿"だ..定例シーンと

ロールプレイは切り磁すことので章者い関係であり、二つは複

維に絡み合っていると富えるだろう。

「ドラマチγ?を演出できれば‘勝つJ
そんt.l“実績"独4幸の殿"を1晶能してほしい。

品
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さ晶、君のア四キタイプを探し出し、ほかの

アーキ空イプとの関係を礎かめてほしい。相関チャートの意味

なお、当然のことだが.7'-"fo ~イプの背

景や因縁を無11して独自に作リ直してもかま

わ宰い。その渇合でもこの相関チャートは有

効である。ほかのアーキ9イプキャラヲ9ー

が君をどう見ているか表すことに者るからだ.

女CM
このヰ日間チャートに見慣れないアーキ世イ

プも濃じっτいることと思う。それらの?ーキ

空イプt革、“天S置万象RPG"にて追加掲般され

ている?ーキ宮イプである。また"実諸方象

RPG・' には、完全オリジナルキャラ? ~自作成

J!，.-JH，併せて掲眼されている.7'・・"fo世イ

められないことが多い。

“天績"では、このキャラヲ貴一段定に.点

をおいたキャラフ世一作成を行者う。雷いか

える寄ら、それ以外のキャラヲヲー情報はすで

にliまっているので、プレイヤーの仕事1:段

lE:を考えることしか幸い。その股定にしたとこ

ろで、背畢と因縁という形をとって、 あらかじ

めある程度の方向性が与えられている。

その方向性を各7'ーキ9イプキャラヲ宮ー

との関係に級ったのがこのアーキ世イプ相関

チャートだ。各アーキ9イプの聞にli.このよ

うな関係が発生するのだ。これはアーキタイ

プデ一世よからだけでは牢〈膨大な回数に護

ったテストプレイのデー脅からも裏付lすられて

いる。

“天11万象"は、キャラフヲー作成にアーキ

宮イプと呼ばれるサンプルキャラク歩ーをill
IRするというやり方を採用している。そのため

に従来のRPGよけもキャラヲ歩一作成におけ

る自由度が低くなってしまっている。

ほかのほとんどのRPGでは、ゲーム開始の

前にオリジナルのプレイヤーキャラヲ合ーを作

成するところから始まる。プレイ時間の30分

から1時間半ほどを能力舗や妓舵の選択、 E菱
自障の選択平自陣入、そしてデー習をキャラヲ責『

シートに寄書込むことに費やしてしまうのだ.

結果、キャラフ世ーの数値に直銀関遣しない

キャラフ~-I量定者どには、 さほど注意が払わ

れない。年齢や性別それに名前ぐらいしか決
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険陶制~I.'.乍"でる芸術
で6ましτ司P恨み置か~.

" H/Ilすことでtllい.
~ItU"(<のだ.

お

H A 

餓陽簡にとって、
他者は基本的に
f自分よりおとる
審Jである。

ヤツ"迎い.ヤツ4-酬
した11".ヤツと嗣じ
化"絢iご(lっていた

鬼サムライ

人r:1.I~られようとするた

びに.IlU(，分が人で"
41'ことf思い知らされる.

間銭嫌慈
奨
し
く
章
い

式
を
打
つ
者

統括疎い.$'本11ぃ.だが
それより11いのは己のiI
<01(<り.

を作成したいなら、ぜひご餓入いただきたい。

プに飽きた。あるいはオリジナルキャラヲ世ー ィ内線"となる.l!tを付けよう。

きて、それではゲームマス世ーのために代表

的な関係を例にとって解説をしてみようと忠弘

*ヨロイ乗りとヨロイ狩り
彼らは織に映したようにまるで正反対の存

在である。それもそのはず、彼らは一人の人

間の過去と未来なのだ。その関係もそれに準

じたものとなる。ヨロイ狩りは、保11者の役割

それも

母性的な役富市を演ずることになるだろう。も

ちろん鰻初の段織では、反感ゃなにやらいろ

いろあるのだが… 。余録だが、この関係t品、

うまくいかなかった渇合U、+中八九パーテ

*陰陽師とオニ
険回目簡にとっτオヱは大変な宝物である.

オニIt、その存在を織すものだが、いつかは

"レる、と、、うよりJ{レなけれl.it.fら者い。し

かし、正体官官見が、阜すぎて{基本当にお宝に

なってしまうし、還すぎては何の意味もない。

この世イミンゲを計る自安としτt革、キャラ?

11ーに目が向いているかどうかで判断できる。

おE蓄を追うことが一段落して自分やほかのキ

ャラヲ9ーについて知リたくなったころが、オ

ヱの正体が官書見するいい11イミンずである。

実治{史いと忍
両者には共通する特徴がある.その緑徴と

白骨と閉じ
人形

は、パーティから浮くことである.忍は、ロー

ルプレイが他者に近づこうとしないし、i:l使い

は、他者が近づこうとしない。これはある意

妹、しようが者いことかもしれ章い。しかし、プ

レイヤーが、領解されるようなことだけはない

ようにしてもらいたい。これこれこういったロ

ールプレイを行者う?ーキヲイプ申のだとい

う事前鋭明などを行なうべ曹である。

ヲ貨統総{史いの誤解
まれに銃鎗使いは、他人に共感しないアー

キ世イプなのだと鋲解されている。実際はま

るで逆である。銭信使いl車、他人と共感した

がっているのである。ただ、 裏切られるのが

漢切るのが恐いだけなのだ.
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シナリオソースとして、または単なる敵役、味方役と

して使用できるようにと、 NPCリストを設けてみた。

そのまま使うも良し、設定や能力値の一都だけを利用

するも良し、思いつくままの使い方で、プレイに役立て

てもらいたも、

また、能力値の欄には、“因縁"とその強度も表記して

ある。rNPCなのになぜ?Jと思うかも知れないが、 これ

はマスターする際に、 NPCを表現するうえでの役に立

つだろうと考えてのことだ。

イラスト、プロフィール、能力値とセットになっている

ので、マスターするときにはこのイラスト部分を見せれ

ば、プレイヤーにもイメージが伝わりやすいだろう。

別に“気合"を取る必要はないが(もちろん、 NPCだ

から、“気合"は取れないのだけど)、“図線"に従ったロ

ールプレイはキャラクターに厚みを与える。せ'ひ叙して

みてほしい。

ー二ミ号、 奏子 女 26.
事子U、.館側由自仙の固に仕える宜ザ1.，イ

でIhり、 写子という7.にな晶女の子の母鰻でも

畠る.もちろん.ザムライに子供1$.時章、、 ，

子1$.サムラィと章る"に.んだ子で畠る.
彼女の夫U、4自仙の名代で畠吾lIt鱒の省〈か

らの.11だった..干U、ーーがと畠吾眠で命寄宿

とし止崎、 .flttし守ろうとした圃と織のために

ザムライとなる決心をしたので轟轟.
それから散草たち、値仙同;歯固と宿った、 銀色

元気£育っτぃ畠.しかし‘膏干U人織しで晶り、

失ったr*Jももう漢っτI$i豊富い.

種女U、自らの存在s・が'れτぃ晶のを.
uτいる.ザ1.，イ聖人れたことを悔やみ鎗晶τ
いるので晶晶.

"子が行方不明となったのUそんなころだっ

た. 

. 健カ値

体・ 5(8)・:7 (10)覚:6(9) 

続魅火 女 17・
『符側、、』日のるか鯵彬・彼女の育

勺た忠霊U、 その遺漏 r~iW骨 』のすべτを

舘した砲伝書豊島もう何脅かの・・に畠っτ・量ー
した.ひとり生書捜。止省食1$.実.中t時ぐり‘

tr壷討つべく肢を.吋てい畠.だが‘嘗女U知ら

ない.種宜がサふライ疋と思い込んだ・・4ーた
ちは実1$11で晶り、彼らが碕伝書世ねらい.今も

彼立をつ吋晶らで，τいること豊.
-・・・・・・・・・・・.....・・・..・・・.....・・・・・.....・・・・・・・・・・・・・・...... 
-・カ値
体 :4・E・6 覚 :5 知 :7
心:7 共・7 活力・ 8 .カ :28 ・2童館
〈閏遭〉 中8‘〈遭.>上8.
〈橿身〉 申8.<.慣〉申8.
〈応・手当〉中級

・園・
目的:隙討ち {申8)

感情:九顕・への陵情{中銀}

知 :6 心 :7 共・5
活力:10 ・カ :26
.ザムラィ・ヵ

嶋.偉力:3忍依飽カ:1消費量カ:4.鎗.
〈白兵嶋 .>申a‘〈緒・m・〉申級、
〈・情通〉 申・.<作滋〉 観眠、
<D> 担調量

・回・
目的:・子on (上級}
感情:.子への優傭 {申・}
感情:震擁への-(初8).. ・
打刀(+3)..聾 (+2).線・ー式
.せりふ
r.子、あのζ肱どこだい111
『とんu力.伺@債にも立ちゃしuい』

..・
小太刀 (+2).線傍4
父の甥した観符17fl!
.ぜりふ
『行~':>，圃・11 15いつを食Sい尽くぜ』
『鳴りあと.. 依しかUI.IJ

巨大呪符 『対面詰』..............・.............................................
飽カ・・ 10(19) 成功値 :4 
活力 : 20 (38) ...ヵ:9
n・偉力:6 帰行憶力:3
回復鑑カ:4 ・依偉力:2
泊費鐙カ:13 轟使用霞 :108 
やl事0・女が姐SQ:いことだが.このut咽Jこそ

が清親E両副E・1'111剛"l:'N.これ以舛4凋硯明週L
・・・.，，-'与ヲィフの旬。者。蜘』として使用曹る
宮、.作成点M鳳以下でGMIJI自由に徹底曹るζと.



....‘. 
遣雷のエジヤ 男 18.
白干のオ二.r誕凪jの名を持つエジャU、量い

ちばんの神通力の使い手で晶り、事まざ宮章特殊

(t神通力寄栂っτぃ晶らしい.これ俗、自由の血申

えのことか、人鳳への憎しみが生み出したオニの

舗止t・力者のf11t~f1でIt(tぃ. 

. :在由tlt、鬼州毎aの圃の名代相鰻良貨に阻

t>tl.賓・・主の..与絢と書れTいる.体の自由

壷噂t>tl.実の傭カf>失った・の中守、人同へ

の憎しみUいっそう.I.(章ってい畠のだ.

敏に骨書以土の辱崎豊与えてい畠縛鳳の寓の

Ia'i>ぃIt.:I:ジャ豊.・とす晶ことに畠晶..路、

Zジ.t使っτ傘"ーーを.畠つもり(tので晶晶.

このよう章、..に・ちτもおかしくない訣況の

中で、ーーがいま躍に.ち書いの怯蜂ティティア壷

ttす暑が申えで畠晶が.それも嶋冊の周・で晶ろ

う.

ティティア 女 15.
温・のヱジャの異父鎌にして.辛鬼の少女.も

の心つい止ころにU、すでに父It(t(、先ごろ、

生まれ育つ止量も..と共に失った.略ーの血

縁と冨え晶のIt.見のエジ.，1f.吋で畠る.

・*It111 'i>1I'半鬼で畠ること壷知らtlぃ.エジ

ャと低血のつながった見鎌で畠畠と じている.

笥躍の父峰、人闘で晶り.鬼側iU，の圃の名

代‘ .;m・に仕えτいたヲザで畠った.
Sの量豊緯け止信女の父を遭っτeたヲザた

ちにより、オエの.It発見事れ、 .;m眼により滅

ぼ事れることになったので轟轟.この思が.量E呼
と..の・a聞に晶った止晶、.・も過"に度

応す畢ことにtlっ止.

.食の見{温・のZジャllt、現在行方不明と

章っτおり.鎗女の必~の呼ぴf1付にもこたえτ

〈れtlぃ.鎗百tlt見を.1，、."と..を旅して
い畠.

.. .. 
湯女 女(倶・1年.不明

傭・・-・i作と曾b抗毒傭‘-健@嶋有の

人知t.えた鍵しu縛止tlぃ{というより・・女
で畠晶}という、漢に.. ーらしい作品で畠晶.

しかし、その奥の鱒I.~It舛且にでIttl(. その

声に畠ー..まの取Jalt.・.寄錯す晶と冨うの

で轟轟.

うわ事で峰、 ・の・置で魯に.t~匝 f11t止だと
か、..寄慮。止目置で二+-の心中華幽し止
と冨t>M，II.いつしか信官の・tlt人t織すと曾

われ晶ように者っ止.

それ章'i>ぽ、議しいことや鍵しいものについて

のみ.取っτいればよいようーものだ.しかし彼

女U、由脅の声の・書畠こす事.についτわれ

鋼電tずとい・2止・.量一.1."(..，て1511、闘わ

れ吾輩曹に害まざ章者・を・ぃ.Itでい畢.

彼*が、・f1に帽まれtl吋れぽ司tt>章いのが、
骨骨τもの偉いで晶ろう.

-・・・・・・・....................................................

.鍵カ値

体:7・R:9 • :7 知 :6
心:9 共 :4 活力:14 1It.J: 30 
.鎗億

〈緒.嶋田〉上級、〈遭勘〉 申録、

〈橿身〉 中銀、〈・調書〉 中銀、

〈遁節〉 中録、〈樽遁力〉特.

・回・
感情:ティティアへの蟹傭{上級)

感情:人周への僧息 {上級)••• 怒し
.せりふ

『怖さ忽いつ併さ恕いっユルザナイッユル
サ.....J 

-ー'EヱジャId.アル、イル、メディを隊くすべ

ての神通力を使用できる.

-・・・・・・・....................................................

.健カ値
体 :5・ :5覚・6 知・6
心 :7 共 :8活力・ 10・カ :26・2量飴
〈竃勘〉 中録、〈観.>中銀、

〈縛週力>，*，8
・田・
感情:エジャへの鐙鋼{中級)

感情:人同への僧恵 {初級}

••• 線復ー武‘イ=イルのシンボル、角を・す

ための墨飾り
.せりふ

rllねがいっII兄ちゃんを助l:tてJ
rtl~. どうして殺さ怠きゃい1:t1;l:いの ?J
ME  

ティティアl車、学鬼であるため‘特型車芯神

通力隊一切使用でき1;1:い.

-・・・・・・・....................................................

.鎗カ値

体 :5・:6 • : 5 知 :7
心:6 共 :8 活力 :10霊力:16
.鎗飽
〈傭.傭〉上級、〈墾.>上級、
〈作治〉 中級

・園・目的:I肢を目闘う{上級}
'傭:自分に対する銀思慮{中舘).. ・線狼・-Jt.三蟻線.唱E・』ゐ
J1t惨いいわねえ.殴1孟j
憎しい般協怒しくしb喰え1;1:いもの』・4・E彼女の敵隊、正環繍(<傍・術〉筏飽鋭明
惨欄のこと}として判定する.
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U"  .. 

「黒姫j炎火 女年.不祥
1留の圃豊中心にして活動向武蔵姐.制舗

の珊点に立つ女サムライ.量ー干簡の賞金酋で

おる.鬼凶組は究極の章らず曹の集団で晶り、実

力事え畠れば.11も女も.別しない.その.Il.
には.サムライ、金剛・、それにオ三宮でいると

いう.
通常、こういった規横の大曹い.固に院、それ

なりのルールが生まれてい〈ものだ.しかし.鬼
凶組には.初から晶畠たったーつのル田)~t鎗い

て、それがIIい.

「カこそ、すべてjそれが鎗.

百余りもの{蜂>t利用して打ち込まれた{式}

は、どん章男にも負け者い隠どの巨大なカを彼女

に与えた.体に刻み込まれたザムライが晶るから

こそ、彼女U強者ぞろいの鬼鴎組において‘爾を

務めることがで曹晶ので畠る.

真白翁 男 64.
量制.壷作IlするにU、たいへんな苦労11畠

る。.俸を作晶ヨロィ・冶、人にU通れ血もの膏

{式}をもっτ作成す晶陰・・-穏を《明鏡》に降

ろす法鋪.・官Eでもそういった3人のr.寛章J人
材11必要にII晶.ところが、ここにそれら3入量蟻

ねる才健壷待つ老人がい晶.

それがこの男..白.。量剛・にー生壷・げ

る金剛・パカだ.

しかし.才舵だけでは輩"・t遺ることUでー

ない.材"として〈鴫自由><心a><ヒイロ壷》そ

しτ、..置の魂といった翁世晶t鯛遣し書付れば
ならない.それらを比般的簡単記手に入れ畢喝所

は? そう、砲唱で畠6.
被t革、そのために鬼凶組に属してい晶.そしT、

その鬼凶組で敏u望みうる..の嚢材、鳳掻壷

見つ吋た。

も司r・
死棒真 男忽鎗

ニ遣の鎗岡崎.r鎗』にハマリ、〈武>t打ち出

、『自作の{式観〉をもって暑地の破樋壷遭り歩い

ている.(式〉を視としτ銭から打ち出すという.

畠まりに鍵し〈暑い編壷使うため....の聞で

の解判悼すこぶる.ぃ.

しかし‘鍵しさでu，置に.てない.そのことを

よ〈知っている爾彊州通貨の園山包の領主、丸a・
S亀・tこu.(式Il>健葬常に魅力的に見え止.31:

海腐は、この聞に掴かれて《武鑓}の大量生虚査

依縛された。ところが完成しτみ畠と、(;1:鏡》

は、健.11安定し$いうえ、葬常に**.~いこ
とがわかったので畠晶.，.，. ..怖が《式》の

た時大鑑生.11利かIIぃ.その土、通常の呪絡
ならば胃制周が利〈のだが、《式Il>で路樹体と

しT打ち出しτし宮うため、再利用がで害者いの

1'~6. 

ここにいたっT丸溜典.u..、死量..u-
夜にしτ賃金歯となっ止.

-・・・・・・.............................・・・.....................
.能力値
体:4(11)・:3(10)覚:4(11) 
知 :5 心 :8 共:4
活力:8 .カ :26
.ザムライ飽カ

嶋濁即):7時燭延長:2再生鎗カ:3
.依偉力:1 消費軍力:7
・鐘健
〈白兵嶋圃〉上級、〈錬lt術〉土銀、

〈・傭適〉 上級、〈作滋〉 中銀、

〈帝王学〉 申書量

・回・
S鋼:力へのe・{嶋銀).. ・様剣(+3(+8 U車》使用時)/1/目、

その他路噂晶、だ§しtJ:い繍鰐

.せりふ

『カがすべてだっ!I ほかに何があるつIIJ

-・・・・・・・....................................................
.能力値
体 :3 敏 :5 覚 :7 畑 :10
心:8共:2 活力 :6.ヵ:36
・豊富健
〈怠怠カ〉暗唱1.<飽燭暢〉 土・、

〈法術〉 土.II.<応a手当〉土銀、

〈事情通〉土.

・回・

目的:・強傘"・の作成 {上級}

感情:自分の'盟関白に対する置鋼{上紐}••• 
工具酒、たばこ、徳留{ベットの別レ}

.せりふ

『うひっうひひO.たeeSh.OeJ
『ふむ‘tJ:るほど.ととの遊びで……』

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....・・・・・・...........
..カ値
体 :5徹 :7 覚 :8 知 :7
心 :6 共 :5 活力 :10量カ:26・a・〈回避〉 中級、〈射事嶋掴〉中級.

<JI陶術〉中自民<.慢遁〉 中舘

・園・
目的:式畿の改良(中級}

感情:自噂心 (申書量}..・
式鋭、到{呪符)いくつか、

身のまわりの小物

.ぜりふ

『だか§つ今.肱大丈夫だって』

『あん嶋俗、銃身の締慣が懸かったんだよj

・特記
"の内書隊、 GMが死憲民の健力を使用し

て作成すること.



‘・5
鶴 男総.
端山齢制山に居豊嶋え開制.

そのa・u岡遣い章〈ー涜だが‘じかに舎。τ.
ーらに自舎が.にλら(t帥れば‘絶対に刀を打止

なもパという篇金入りの・..'l.'晶晶.

常に..セルtふかして指"、酒寄手.したこと

が章いという陣どの酒好ーでも畠畢.うわ事で也、

宇土aに酒かたばこを縛っτこ章吋れば、怠旭で

も会わないと冨われτい吾.

ま止、 値Uザムライ量.鹿に.・3てa・J、ザム

ライのた晶に!l-.・1&打ヲ止とと!l(tぃ.値 .
4置に!l.鎗の打つ止刀t.すザムライがいた(t

!:..必ず・すようにと敏翻す岳. 

. 績の刀怯常に‘・名刀(+2)"."~っこいい(+
1)"の酎+3の修正幸鱒ち‘打刀{銑・・.iE+3)
で畠1/(t1l&.tt・修正+6という、とんでもない
刀を打つことが'l.'t6.

山

噂 不明不明
止だ.その名のみが伝えられτぃ晶.の人物.

伝え聞かれ晶~tJりで峰、著い女で畠ラ止・1. • 
tつ<.Aで畠ヲ止り、隼鏑もいかぬ少年で畠ラ
止ことも畠暑と.う.
共通す曇.守Il..に属ぃiU身にat.，τぃ

ーととと、 盲目守畠ーということ.
「それらJIl実鱒品らりと現れ‘遣いうちに起こ

ーで晶ろうことを告げ畠.そのことばU必ず凶・
t鋪し示しτa州、.人の・.~&・-の存亡に
関係す毒事件寧で害事ざまだが‘ーつ車付.禽(t
ことが畠畠.必1:歯止晶ので畠轟.
『それらJ!l、 主呼ばれ晶一舗で轟轟.・6

位、生まれつ書目11見え(tぃ.-tの代わりに来事
tA晶ことがで歯晶のだ.1!1I，、.らに見晶こと
がで書骨のIlf'何が粗こ6~Jだ"で晶仏『どう.
暑のかJ!l見晶ことが守曹章い.・品館、それを知
りた〈τ人々に.告を脅す畢ので畠畠.

.... 
鹿錫 女 19It

轟轟瞳.簡がいた.名膏災.，・3手..食健、・Eで.量失ヲ止少.少女止ちを引書.?て曹τ
τいた.・4与のft!晶とす晶止めに、で畠晶.育て

止『子倹たちJを.っτ.々のザム，ィ‘生体司ロ

イ‘そしτ拘，ヲリ人司障が!tb幽;!:tLt:.-t仇&
!l. f・の子らJと呼ばれ.像々の武織を土11ft.
-・位、その丸・・干11..に手IIlt止干.

で畠晶.ー見す晶とa・に陣どこにも畠'しなと
ころ!l(tぃ.(1車》のーつも坦曹ラτuぃ章い....

体作-tl1I，掴憾で畠晶わ"でも章、、.鍵しい・ー

もつ・温の少女で晶晶.

そう、

と呼ぽれ骨.1110
本に，耳障の濁音で混ぜて晶晶ので畠畢.この・-

mの仕.It跡、-の倉耳障に1It?τ・在広.t、
ー・を舗晶え..織す轟.-tの威力止6...ーーー
舗にRえーほどだという.

-・カ値
体:6・:7 • : 7 知 :5
心:7共 :4活力:12盤カ:24
・鎗飽
〈白兵m・〉土.. 、〈憲怠カ〉よ銀、
〈鋸錦織〉 中 .

・回・
.傭:ザムライへの僧思(土鼠}
目的:自分@民爆を作る【呼吸}.. ・. .  、沼、鑓涜し

.ぜりふ

『気に入った.打ってやるぜ』

『かe-、同情矧U

-・・・・・・・・・・・.....・・・・・........・・・・・.....・・・..・・・・・........・.
-・カ鎗
舛見にふさわしい偉力.

・鎗・
〈箇術〉符.、<.鴫遁〉符ー量、そOtII・E・.情:野膏心{嶋11)・.・舛見1;:&1、さわしい・.鳳b・・
.せりふ

『へ足、asもしろい繍をしてるよ.あんた』
ras窓たもうすぐ死ぬよう恕目1;:会うねj

r.，*んのお.それ肱見えMI.)~.，.ょ』
『隊てさて、どう怒ることやSJ

-・ヵ・
体 :5・:7覚 :5 知 :6
心 :6共:8酒カ :10霊力:24
.ザムライ健カ
圃・飽力:3 ・偉偉力:1 
獲身飽力as!:l ・m鯖倉as!:l
洞実鍵力:9
・鎗纏
〈自典明・1>ヰ唱量、〈応・手当〉呼噂、
〈盤.> ヰ唱置、〈傍注〉 舞踊E.園. 
. 傭:母への'.(中・}
OIIl :兄aーたち 【ヰ嘩}.. ・釘刀(+3)、甲陽聴.週_(+2/1.518).
甲・簸.錆.嶋(+2/1伽皿}‘鎗嘗ー-;t

・せりふ
rasw、見ていて'Q..閉して見世るわ』
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八重助 男 56.
車州香曜の園のSに住むヨロィ・冶.実利主

弱者で晶り、f独特のjデザインセンスを待つ.18
の遺骨ヨロイ悼、性由lltいいものの‘畠まりに実

用的すぎて櫨唱で目立たない.そのため、強遣

を望む路銀へのアピ・吋レU寺ーつで畠り、畠まり

売れてはいない.
そんなわ吋で、債の実力に反しτ、ヨロイ工房

の*ltli火の車なので晶6.
繁華暗主槌者でおる彼の能力を遺.章〈発慣で

曹るとすれば、それ悼、金制・の.作で晶司~. し
かし笛U、『人に"を強って首えないもの壷遺品

質惨ないJと冨って依"を突っぱねてばかりいる.

こう書〈と備やら立濡哲人物で"るような気も

するが、 そん書ことIi~い. i直結、 30年ほど闘に

遭った金剛・が.走し、その時に右目をえぐられ

ている.以来、輩"・豊通るのが怖いので畠る.

苦火 郷不明

苦火U呼び名で晶る.この男の本名が知られ

ることUない.苦火U、盟を縛たない属われの忍

で、現在陣、副州鈴情の白下谷の舗主、能辺・

JJが絹子.佐辺aJJに贋われτいる.

後の命に従って普火U、島らゆる汚れ仕.壷ー

手に引き受付てきた、女子供を殺したことも"暑

い偽の血，似を周..t-τ・臣を-tI;ごと虜り去

ったことも晶る.どんな状況、命令で畠っても値

が冷"事を失ったり、..するようなことUなか

った.
人間らしい感情査察失した11甥的な患のように

見える彼だが‘その心の中は綱力欲と支配欲に

焼かれる、煩小(i男の獲が晶る.

下谷の薗Ii.現在、政治が乱れ納めTいる.そ

れというのも領主で畠る・JJ1f、+夜という偏食

にいれ晶げ、政務をおろそかにしている止めであ

る。高房U、+夜か父かどちらかを鯵障し、自分

が実帽を橿るつもりでいるようだ.

話4i寺1al会瓦 男 26.
剣司医、風'克U、もともとU鳳息寮の僧でおっ

た.鳳且療の僧たちが察う僧会4こ出席したと曹の

こと.鼠.克の父績でも晶り住aで轟ー・音寺界
路t戸、岡国曹の住鳴と対立、ついに暗積書れる).lt

.と~った. このことを知った皿・丸俗、父のJI:
に怒り、閣園寺に眠り込んだ.しかし、岡国脅に

仕える磁娘舗、縫製廷に敵札右目を失った.

この白線俗、己の糠力事膏知り、ザムラィとな

った.以来、復'のためと、簡を・〈ために、幅

園を旅しτいる.
風..丸U、鼠に憲吾刀傷の1tいで.こわもてと

いう防愈寄与えτいる.しかし、彼の性格を知る

ものはみ章、績が温厚で人づ曹畠いの良い性帽

で畠るということを知っτいる。

いまで位、汐.と小動という章人を得て、復'

とは追う遣を織備している.

........•••••••••.•.............................••...••.••. . 

.健カ値

体 :5・R:S!II! :6 知 ・8
心 :6 共 :S 活力:10・力:28 
.銭健
〈陰陽衝〉上級、〈偽造〉中級

・-感情:盆-への恐怖 {よ級}

感情:自分に対する劣等信(中11)・..
工貝、工房.揚子般人

.せりふ

rtilいつ.隠いっ、 8金lil朗自までにlil必，1'J
『は事、いや、ですが.絶対にこち§のlまう

が.ご子息の命を守れま曹が・・ .J

-・・・・・・・........................................ ........... . 

..邑力鐘
体・7・E・8 覚・ 7 知 :5
心:6 共:2 活力:14霊カ :22 
・鐙健
〈早織〉上銀、〈忍術〉土..
〈偽造〉上級.-
感情高現に対する慣れ{初級)
感情・高房に対する憎思{中級}
目的・織力者と怒る (上級)

・益・
忍万(+3/2/ー/6)、忍び畿索、
変獲用具、忍衡の仕込み各種
.せ句み

T・劃
r.lt.ておれよ.必，1'…寸

...・・・・..................................................... 

. 能力値

体:7 (9) 敏 :7 (9) 覚:7 (9) 
知 :3 心 :6 共:6
活力:14 .カ :18
.サムライ健カ

鴫鋼lOt.J: 2 再生鎗カ :3 愚依即3・1
消費量カ :4
・鎗箇
〈自民->上銀、〈格.嶋田〉中銀、

〈騎鰻〉 上11.<康志力〉 申..
〈滋術〉 申書置、<.慢週〉 中級

・国.

宿徹:寮義文 t中級}
感情:仲同への鐙偶(中級).接.
添刀 (+3/ー/3/12)‘民士通 (+0)、
震周.微量豊ー式

.せり.&、

r.よ…光よ…ザムライ変化えッ リ

『カ芯き正銀I孟無軍隊!!J



tふんが.“・rA

神骸慣梅 男 36.
先ごろ・E睡した・州 :o.の名代神鎗寮舗

の"で、混在の名代衿 元の父.で晶畢.

(tぜ..It名代に(t・3ていないのか媛"に思
われ畠かもしれ章い..It"にλ，τいるうえ、
年舗が年鎗のた崎‘.mたちに.宜しがられたの
だ.もっとも、彼U名代の・eそこにとも(tうい
ろいろがだいっーもい章ので‘名代の.or晶っτ
も眠ったこと躍るう.
敏陪現在、..1:5f!1!を遭っτいる.別に見

の僧を討とうというのでIt(tぃ.神.寮舗が漣れ
のサ1.ライに殺害れたといううわき<..で畠暑

が)It骨も宮債の圏内に畠晶.t弘..と牙炎
iI注意ているかgり、縛・.の・圃怯つぶれた
ままなので晶吾..ltttす晶血干のた晶、..と
(t吾心豊決時止ので畠晶.

「IH・ ・川日am鬼jの砕九郎 男鳩
怖の・持品舗帰国『儲:~Jのうちで

もー三世争う鴎舗を持つ.普量膏...'1込み・.A.つ<J.れた片81tt1'っτと畠68いにbい
て、女・使い、担牙にえぐられたもの{観牙Uそ
の後、音量療に名を遭Ia畢ことにな晶).
ザ1.~イ化す吾とつSれた固の土に角のよう(t

賓館が・・J土が晶ことから、『強贋鬼の棒丸邸jの
ニつ名で恐れられτぃ晶.

そのニつ名に鹿しτォ=t事常に憎んでbり、
オニが出場すーといううわ害晶らぽ勧紅、その・
れ.量完膚(tーまでに..す暑という.
.に益した晶『目・Jr月舗jという舗のー対の

刀U、その刀身すベτがヒイロ金でIt(t((1車》
で出.ているという・鞠で晶り‘縛ち主が刀身に
筑豊温め晶のに応じて寓紅の.U8I:つ.

神宮司置の昼食で畠・』‘普是織との遭結保ttt
吋縛ってい曇周という娘と恋仲.

~ . " 
「不死厳飼いjの狼牙 女 84・
天才的女.使い.それが司自牙で晶晶.-1.の

鍵しい療にだま事れて彼女に渥づい止脅峰、その

全身oruとも曾え畠・女の恐ろし曹を身寄情。
て餓わうことにな畠1:!15う.
彼女1t.5O年以よ"にと畠晶圃で不亮・t.

時込まれ.傭限の偉人と化し止.不亮・のa再

生.カ4ζょっτ省官の崎伺U止輩"、8Ot.え畢
年.にもかかわらず、外見1t20f1:に1.t1'見え(t
い.しかしその4明IIt大曹(.彼女Itl!・寄失い‘
混乱し止民健Uい草だに省女を奮しめτぃ畠の
だとも冨う.

記録に甥ー・ーの不完.保縛脅で晶・1.その
身に渇いた不完.It、ll.t耳R晶晶名ft止ちの

量遅の的.
現在隠縛療の・にτ普.療に.血書してい晶と

いううわ害.かっτ自らと磁い、片.を切り1曹と
した男の傍らで、鎗女U伺壷思うのか.筒刀使い
で晶り‘縛宮司置の.をおらっていーとのうわき轟
り.

...・・...・・・・・.....・.........................................

-・ヵ・
4事:8 .:6 • :6 知 :5
心:6共:4 活力:16 .カ:22 
・盤健
〈絡・鴫・〉土銀、<.盤〉申・.
〈憲窓カ〉 申銀、〈法衡〉ヰ唱E・E・・・ :噺局、牙lIt (申鰻}
.情:縛厳貧丸への慶備は鰻}

.‘・自鎗唱障 (+5+X X除霊力満興銀}、

続優ー式.その他小崎、鳳-掬行@手形
.せりふ

『しょ世ん.oo各省怒ど健軍鎗怠とと.

わかって8るのだ.そん怒ととは鉱l

-・・・・・・・.................................................... 

. 魅力・

体:8(11)・:8(11)覚 :5(8) 
知 :5 心 :7 共:3
活力:16 霊力:24
.ザムライ健カ

"・健力:3 回・・ヵ :3 打.鍵カ :2
.依飽カ:1 鴻費盤力 :5
.鎗島
〈繍.鴫舗〉申銀、〈白兵嶋.>上級、

<.漕的〉 暗唱、〈鋼眼目帽〉 ヰ唱置

・因縁
'情::亨=への僧思 (申鍋}

・鏑;普是法'への怠援は鰻}

感情 :.への・傭 (被服}.. ・日.(+5+X Xは富力満貫・02信}、
月・(+4+X X鉱量力消l1li).羽・、符

-・・・・・・・....................................................

.鎗カ・

4事 :7 ・:7(10) .: 6 
知 :3 心 :6 共:3
活力:14(24) .カ:18
・鎗健
〈・.>申級、〈遭.>上級、
〈遁.>土銀、〈憲窓カ〉暗唱圏、

<o>上級、<.傷〉 申a・B・目的 :自分@遁去を見つ殴るは級}

M :独・鬼@梼九郎 【-)・.・牙爪・ (+5)、 甲 ・ 岨 副0)、備化s・

・@岨初、不賓温、色つ臨時師、・・、
酒

.せりふ
『あんまり、 15たい司f~め~いでよ組』
『いつもととよ、世界の愈・ってヤツ』
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b?‘.~で.. 
「組問爾J三書館秀昌 男 3881
実.に怯正確な地図U存在し書い.濁畳緩衝

が未発遣なことがその主牢理由である.

しかし、ここに地図作りに一生を縛げようとして

いる男がいる.

鎗同かつてある領主のお抱え陰陽飾だった.
近鏑の地閣を作れとの命を受付た彼U、いつしか

その仕事に引かれ、取りつかれていった。

ちづと正憶に、もっと鍵しい婚簡を1
後のその依illt路わるところを知らず、期日ま

での完成はもとより‘領主の出頭の命令すら鰍慢

しT地図作"に思り組み・ ーそして、彼の知らぬ

聞に織から自由の.*It$闘えτいた.

その知らぜを聞いたと曹、彼U悲しむどころか、

避に喜んだという.これで耳目白など買にぜずに地

鴎作りに打ち込める、と.

しかし:彼悼知らない.主砲宰地図豊作ることU

神宮憲の固い禁忌でおり、その身に剥客の手が

迫っていることを.

健個師・接言語曇 男 43餓

彼悼かつて、すぼらしい11・奇聞lることで知ら

れていた.彼の作る11・は、自壷毘碩晶ほど鍵し

いというほどではなかったが、 ttらし〈、清圏直で、
可備だった.彼悼仕事が畢<.傭・自体も安かっ

たため、彼の傭.は人気となった.

彼は、同じ穫の傭.しか作らなかった.11・u
彼の苑んだ安織の再現だった.11ーを作り、世
に送り出ぜぱ、亮んだ娘がよみがえるような筑が

して、彼U-心不乱に11.奄作り続けた.

晶る崎、町に出止彼U.Ii.的なことに遭遇す

る.

それU‘tt績が色町で奮を引く餐だった.彼の

11・u、婦"として賞われていったのだ.
彼U織の首を絞めて絡し‘工房へと這げ帰ゥ

た.作りか吋の績をも婚し、工房に火華航っτ慣

は旅立った.自由Uまだたくさんいるから.
自らの舗を療して織し、過ちを傭う.彼は寺、

そのために生曹τいるので畠6.

す! o.，?".， 
I凄まじきj匹誇坊
鳳凪宗の備で畠り、非合迭の活動などを.で踊

吋由う婚し..全身これ凶鰭の男で晶る。
しかし、彼の本当の恐ろしきがわかるのは、Jt

IU縛ったと曹では章い。無事で現れ、その摘発

t向けられたと章、相手UIIlの恐怖を知ることだ

ろう.
彼の奥の武量tu、その手より.たれる気測で

畠る.鎗の実才的な.111のセン:>:U、通常U衝

.を与えるにとどまる筑揮で、相手をa慣に切り

"む。・うように健やかなステップとともに婦を
緑〈鳴らしただ吋で、彼U相手を文字どおり両断

できるのだ.

敏の粧を間近で見た人間陣、例外宮<f漉まじ

いー… jと濁らす.それゆえに、績は『纏まじ曹j

というこっ名を得ているのである.

，止、安形を気にするしφれーでも"6.

.... ................... ............ ...・........... ........ . 

.能力値

体 4 徹 :3 覚 :4 知 :7
，i) : 8共:7活力:8 .力:30 
・舘能
〈観察〉申級、〈陰陽街〉中級

・因縁
目的.天担の地図を作る(事官級)

・.・
測II1II興、鎗子量聖人

.せりふ

f見たまえ、この'唱しさを!!J

fすべての地形をこの紙のよに再調するの

だj

.能力値

体 :S・:6 覚 :8 知 :7
心 :4 共:8活力 :10・力:22 
.掻能

〈白兵鴫掴〉申銀、〈早寝〉命館、

〈傍.備〉 申銀、〈蚕tI>初銀、

〈作活〉 初級.因.
目的:錨たちを思す {よ鰻}

感情:Iーたちへの震情{上級}.棲.
工興、打刀 (+3)、仕立てのいい慮、

線量産一式、結構t.J・の金銭

.せりふ

『父自軍隊、父繊~ね、お前が大好き忽んだ.
だからね、こう.，.るしか、 ζう.，.るしかt.Jい

んだ.わかってくれるねJ

-・・・・・・・................................................... . 

.魅力値

体:7 敏:9覚 :7 知 :6
心 :8 共:3 活力目 14霊力:28 
.鎗健

〈射穆繊周〉中級、〈縄・..>上組、

〈溢術〉 上級、〈錬気街〉 上銀、

〈芸tI> 申級

・図錫

自的・自分がかっこいいこと{中級}

感情・般人による快楽 {上級}・嘗.
仕立ての良い衣圏、金属を打ち込んだ下敵、

仕込み紋 (+2).手麗剣(+1) 
・せりふ

nまう、まだ耐えま.，.か.で~これでliJ
・特配
彼肱.飛び遁貝にく嫌気街〉を使用できる.



ペー
、‘・

「議」と長論 男 12.
鍵晴怯畠吾領主の.匡の息子で畠る.・ーと

畿の脅を'ーする心慢しき少年、それが績だった.
衝の父"が仕えτいた領主が売に、闘が.ぴ

止と曹、.Il鎌を遣れτ圃膏脱出した.
.いかか晶害まざまな普偉から債の'を守っτ

くれたのU、ヨロイだった.父・が提吋τ〈れた
ヨロイU、績と、鎮の錬の命をい<Jlと~<被っ

た.
そしτ骨、遺げ出した陽園で.Iltt嫁と暮らし

てい畢.~与の.えを匁;う野党t追い返し止こと
により.村の曹とも打ち"'11晶ことがで曹、ささや
か章がらも・ぜな生活lffIいていた.
しかし、晶る崎、ttす吾鎌が備に鋼れた.
寮帽に見ぜるにも、脅の種にU量tf章い.そも

そも.貸しい村に医者のいようUずもない.
.Il決.した.ヨロイ膏躍り.眠っτ、金壷手

にλれようと.
除の備を治してやろうと.

のぺ.・むろ・，
山陽・野辺山次郎吉
本書、山債というのu・E山簡の別総で畠晶.
山に霞晶鑑震の情縄Uしばしば外れ晶止晶、‘
uτ「山・』とU、 r.，.テに~Mlぃハッ9リの情舗
を縛っτ〈骨骨』という窓織に~っ止.
この興.まきにそういった窓織でf山・H:呼ぼ

れている.
町の濁渇にふらりと現れた被炉事事やいた.11

.ぃu、ちょっとだけ気寄付けたほうがよい.摘
かに.力的章箇だし、簡単~.にも聞こえる.し

かし、真偽のほどIl..・...1
寺a t.酒場に寝れた種降、いっ止いどん~魁

膏縛って〈るのだろう.

r.百年前の..の財宝J?
r.u.で企で出来た賃金の.れ.J?
「山の中の洞窟に隠れ晶..のうわさJ?
デタラメ~情舗ぱI)OlltMっτ〈晶ことで知ら

れ骨盤疋が、不思・と憎め~い翁人好しでも畠
畢.

盗賊 「説話越1
~ごろ・に出没す晶ようになった3人組の盗健.
r..錘』の名U、3人のa事事で晶晶.
間夜に・uτ大商人やIt.の..などに~ぴ

込んで健、財重量盗んで申<.
その正体儲いつ事い不明.珊面をしτいる1tい

で.Il判鑓とし章い炉、その様、絹・より‘著い
女で晶晶と纏司障害れる.
舗方をからかうようにするりするりと包囲の銅

壷組付、予告l!aり(そう.値安止ちU盗みにλ
晶舗記、予告技量送りつ吋晶r)寧奮の万やら、ーー
1，.。ら、叢磁司~;‘宝玉略Pらを盗み出すので畠
畢.

絶対に鎗付出すこと隠不可艇とも息われる包
圃綱の中から、いともたやす〈財宝壷盗むその手
口から..近Ilr鳳強健隠妖健の止ぐいでIltlい
のかjという声寧で土がっτぃーという.
量近舗に欄盾した鍵術商『鳳荷量jとの闘遭U

いかに?

-・・・・・・・.................................................... 

. 篇カ・
4事 :4/7(11)徹:5/7 (11) .・4/6(10) 知 :4
心 :4 共 :5
活力 :8 .カ:16 
鴫舗の旗:83(+4) 
.鏡健
〈績合〉土録、〈作法〉初組、
〈霊事〉土.. 

.1i!I・
感情.鯨への密情 {中銀)
感情.ヨロイへの愛情(中級)..・
ヨロイ問刻、身q凋りの4嶋、小刀 (+2)
.せりふ

『お兄ちゃんが‘いつだって助けてやるよj

"2  
『俊Jの.備隊、アーキタイプのものを流用
曹るb岨当に遭ぶこと.ただし、{疎}およ
び現肱、官でに使い切っている.

-・・・・・・・.................................................... 

. 傭カ値

体 :4・:5 覚 :4 知 :4
心 :4 共:8 活力 :8 霊力:16 ・2書館
〈信傭〉上級‘<.情週〉土鰻

・困・
目的:金もうl:t【上級}
感情:自己陶僻(中級}

・.・小富島宝の地図(本物?)

.せりふ

『いや、ホントだって111ントホン卜j

『ー度だってオレのネタがガセreってことが

あるかい』

-・・・・・・・....................................................

.傭カ値

体 :7・:7 覚 :6 知目 5
心 :6 共 :4 活力:14 .カ :22
.鎗傭

〈絹・m関〉申書置、〈遭勘〉よ銀、

〈周密〉 上級、〈偏遁〉申a・m・目的.父織の適量を鎮める{よ銀)

感情.盗みに対する質慮.(申級}

••• 予告状、体のラインがよくわかる鳳量産束、

盗みの週奥

・せりふ
にん芯に美しいものをあん忽下蜘鴇つの

除問遭ってるわJ
『盗むのよ.ヤツ§が私たちから'ったよう

に』
.特毘

3人とも同じ.もちろん変えてもかまわ1;1:1.'1.

187 



材木問屋「鬼州厘J主人・
上野幸四郎 "“. 
鬼州豊中心にその"力量広げ轟絹..r鬼

側・Jの由主.
『鬼釧置J~百人以土もの鍵..聖徳え晶大簡

で晶・/..突の圃に畠畢*".，鎗111、い〈っ，の

.に出".，出しτぃ晶ことでも有名.
・園"の企に対す晶a・隠す書まじ〈、出畠倉

院ー文でも惜しむというから.そのしみつ止れ8
・/~-..で~~ぃ.
量止、・にU良から畠うわ事もっeまとう.いわ

〈、鋼主に臨調fI遣しτ、俸制晶の・・をしτぃ
ーだの、卑賓の舗量しに荷.1，τぃ吾だの、。E
いもので~.火付付壷符~~'.材木の舗をつり..t
げτぃーといううわ害すら轟轟.
.止しτ、これらのうわ~~.金縛ちに討す畠直

民の"'.，かみが生み出し止デマ~のだろうか. そ
れとも......7 

t .・ ・
百々眼鬼 女 zdt
勧 .，.t.，たその乞齢帽抑制込んだ

・u、..・を土げて這げτ・〈ζとだ皐う.
~ぜ者晶、その鼠‘その俸に~.鋸徹のr・J"

晶晶のIU，':>.
女の名前~lH.鬼. 本盛の魯飼障すでに忘
れ表られτ久し〈、自身.，含め止皆..~の書簡で
彼女壷呼<J.. 
. 使いで晶った_1t陣、r.Jの健在磁り、 慣め

普聖!tltt::.それが、企身に『心眼・Jの'壷植
え付tすられ晶ことだヲたのだ.・止事館すペτ-
1..彼女U眼壷閉ざすことがで曹章〈宰ヲ止.・
止ちu・を翻1:1'、省会U鴎晶ことがで曹~<寄
った.そうしT、値女信審・3止.
この乞食女に.りかtすれば. 怠鎌の~い害容や

曹が遭っτ〈晶のみで畠晶.しかし、その寧蟻をよ
〈噂えτみτ~eうだろうか.

笛食~..に、・t.銅色章いUずの翼寓奇書い
溢T晶ので晶晶.

.、.. 
金剛楓 .I'II~牙
と轟轟事件..曹っか"でE・..よみがえ.，~閃

Sf~、..とftL..れ轟こと~~t1っ止.
-~.げ幽L止.食予備宮守手伝.It止、.

4ーのr.ニの生』膏奮定す畠止め広.
止どり1・い企U山.の濁・.どうす仇ばいい、
とひざ.，突いた.の亭の先に、小書~*切れが

触れた.
...付〈払.~その*切れに.小事者u>.，M

っτぃ止.
仏・の鼠陣、 Eこと牢〈よ〈鯛，τぃー・のよう

章."L.~. ~ぜだか、少し安心L.~.
'俸がで曹畠..晶と.衝しい*切れを手にしτ

も引停を闘"舗めた.そうやっτ仏・a肉体幽集
晶止ぴに.81，止人聞のt人に鮒す6慣いがで曹
晶ょう書賓がした.
いつのBt1自分を.1，τ、遭っ手陣ζこ曹で宇

っτ〈ーだるう.L.t1L..もう刀膏鱒つこと障で'
eぃ.人.，8すこと~'l'8暑い.

-・…………………………
-・ヵ・

体 :3・:% • : 3知 :6
心:5 共:7活力:6・カ:zz
.鎗鏑
〈館街〉主鐙、<.遣〉呼曜、

〈作治〉観圏直.. ・目的:お金を・Wる (tll>
.情:自己正当化 {噺・0••• 大~. .~OIZ)よ1，"蹄

""ふ111鱒館館鰭.叉・陰4・』
『とかくこの雌鉱・し矧Aともうし11して琢』

…………………・……・
-・ヵ・体:%・:3 • : 3姻:%
心:%共:0 活力 :4 .カ:8
.鍍飽
〈偏.>.. ・.<.編〉観圏直・m・不明

・ーー・・・.・せ"，&.
『みているよ.みている@さ』
『しってるよ.しってるIZ)~J

……・・…・・………………
-・ヵ・
体 :8(1%)・:8(1%)覚:7(11) 
知 :4 心 :6 共:%
温カ:16 霊力:%0.. ・
〈週働〉 申 .‘〈・.> 申・.

〈繍.:n.>噂唱置、 〈鋪->噂・.

〈自民->暗噂

・ー-_:人e・電電JI.'【申・3
園鈎白い は船••• ノミ、彫りか信@仏
.ぜりふ

『見えぬ.見えぬのだ』

fし占t重ん館、カラクυtl'J



*t'1'f 1'" 

「烏男J加疎八十助男州制
小事~ころから‘重量淘う鳥に憧れτいた.
「いつの日"，自分も」、その..鱒ち.It止ま

重大人になった・u、勉強に鋤強壷・a‘・の

陰-にλった.

しかし、..の中で、.It償錨帽の限界を悟っ

た.信・衝の《武}で笠置需べたとしTも.(JI:) 
の寓体化しτぃ晶嶋岡にU限界f$晶り、章により

(;t)が!2を..;cメカ=ズムU、島のそれとU大

嘗〈興~っτいることを知り、.の自歯.衡に対す
畠興島ll:lIれていった.
陰・.壷中退した笛1:.淘沿いの小害者村に

移り住んだ.年中曽ぃ.の吹〈そこ1:.績の『婁

・Jの喝耐としてぴったりだっ止のだ.

そしτ彼U寺、〈式}のカ膏11りずに2..ぷ

方注.研究しτいる.変わり4置でU畠吾が、捜が
優しい人物宰ので、村人の肝判も.<拡宰い.

天気のいい自に村舛れの高台に符吋ぱ、巨大

書オモチ1>と格闘しτい晶鎗に会え岳1t1't:.

<41!"，，"'.1 
「彫り蘭j黒田家久 "鈴代後半
aの仕事を・"負う肱・・.鳳図示久U、ど

ん宮人聞にも{式》を打ち込んで〈れ晶陰陽師と

しで、a批舎でU知られた"で畠晶.

置度の阿片中‘で晶り、ほんのー"の夢の止

時にその鴎壷領晶う.濁と阿片事え切れ者"れ

ば‘.1:."，に有鎗で.絹まれた仕事U情実に

こ脅し、ザムライの打ちl2.みに失敏し止ことU止

だの-aも~ぃ.
*止.敏治嶋のセンZによって打ち込寧れたサ

ム，イ館、鋸働"に・2匝色の軍躍りを"色、必ず何
らかの図柄も岡崎に浮かび上がら1t6.
これが漉手書.野むヤヲザ.や鋸宿人に大ウ

ケし、.の・U犬曹〈膨れることに章った.

官官eGUNSL悶GER
陶明暗know帽 岬w・同0町間骨酬明.

臥岬・H蝿.凶刷咽haIr.割咽申⑮町司抽a申唱.
岡。官制nlylo叫S岡也前arr剛 InT，尉岨.

同咽崎川事崎鴨却制ト唱同咽由lU8剖脚、，

h咽.情。曲hIm輔綱"Gl島崎UNGER."
糊 *'同岨叫岡崎'肌同町噛倒的伊S
hIS Il1O'帽.開明暗帽n・匝沼岡術開地

明暗明帯副官官W圃 '輔町閣官yofbul幅値加

胸

A凪皿・耳障1101世噛僻11'1.蜘副Is
GUNSl降焔ER
陶縄開同W圃同制加副咽個m・骨四n

寸劇T8.・剖剖車副抽ofT，酬....agr輔
副脚開制帽.制削陶8附 蜘.by
a晴樹11.

陶 同 制 唱 耐 胸W町加由。匝拙加

T制芭.・帽、lhOI.ゆIlw園出耐脚田副・

宵.:.畿で天 .に迫害れτし量った.いつのB
"，・9てや暑と思っτぃ晶.

.鎗カ値

体 :3・:2 • : 3知 :2
心 :2 共 :5 活力 :6 1In:8 
.鏡鎗

〈遭鋤〉中..<憧燭衝〉叡圏直

・園.
目的:!!!!を鴛ぷ(土級}... 
出来鋼1;J:いの..造りかげの調、 工鳳

.ぜりふ
『忽にがま，かったんだ?J
rlR'喝.とんどとそj
『この空.鍵しいと思わ忽いか」

..........・.......・......................................... 

.. ヵ・
体 :3・l:4 • :6 錨 :8
心:4共:2酎 ):6 1In:24 
・鎗箇

〈自民->申銀、 〈陰陽術〉中銀、

<.'情通〉 中級、〈害事〉 中級

・園・.情:ゆがんだブライド(呼吸)

'情:世作、の鎗思 (観服}... 
自分の銀、酒.煙車、阿片{あと少し)

.台回

『きいてくでよ.おりや畠こん怠ことでいき
てるよう琢人同じ，給んだよリ{蹄ってい
る}
『で、あんたSどん1;J:んがいいんだ.‘iJ'.
虎か‘それとも弁天4・かい?J

.AblII世帽

CON:5 DEX:8 PER:8 
削T :2 POW:4 SYM :5 
shock Damaoe: 10 Fon:淘 :12
.敏雄抱

ぐGUNSUNG> E潟 市t
<lJNARMED COMBAT>向冒CtICed

G花 AMGEAR問問NG>向前統制

<GAMBLES> No叫ce.W，副!PCII1
co性有国間姶rer
DaIT国se :9 R町唱:e:15m 
Rete of円陣・6 N制 :6 ・α祖racter加国情
<Purpc湾e:To聞tumtoT，町 8>
Elq:踊rt
4司自問α晦IIty: Frontler 印刷b
PreCtICed 
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キャラクターの準備
.7'ーキ~イプ費量E択し、キャラヲ9・ーシートに・書写す。 銭自u週E

IRして鍵了。

.伎能U段篇さえRえ(flすれば、別のものに変更してもかまわ書い。

.量産舗U、変更してもかまわ書い。

.種鎮の変更は基本的にしないこと。したい渇合It..実扇万愈RP

G"聖書照.

o.基本中の基本ルール

-ヵνコイイかどうか、それが彊婆なことだ

.鎗数は切り上げ

・[)内は、能力舗、<>内は技能名

・能力値の，意味

[体力J:肉体のカ{筋力、耐久力)

[敏簿上肉体のスピード(総期、反応)

I知覚J:五割W(-セブション)

I知力J:知峰、理性の強度(インテリジェンス、知性}

I心力J:綴性、第6感(POW、WIL)

[共感J:思いやり、感情の多彩さ(シンパシィ)

1行為判定

-天鐙で11、6面体サイコロを使用する

・判定に使用する能力舗と披露Eを選ぴ、能力舗の数だけザイコロを掠

り、緩能段階によって決まる成功値以下の目が出たサイコロが成功で

ある

筏能段階:成功値

主主し。 1のみ初級・ 2以下中級・3以下

よ級:4以下符級・ 5以下

・行為判定には、行為の厳しさを示す鐙易度が、段定されることがあ

る。霞易度とは成功がキャンセルされる数である。

.厳易度を上回った成功数のことを成功度と呼ぷ

・成功度が1以上なら行為は成功となる

.サイコロはなるべく一度で振ろう

例。鎌易度3の[敏嫌J<遭動〉判定で、成功数が4だった。成功度U

1で行為11成功である。

1.1.対抗判定
.相手の成功数が厳易度になる

能動側『相手に判定を要求した者

向調。

ことってのは、存外少ないもんだJ
はぐれの烈堂

受動側『得手によって判定する必要がでた者

成功敏が間取『両方失敗『受動側の成功

例 :AがB;を見つけようとして[知覚J<観察〉の判定を行なう。成功数

114だった。自は見つからないためにI敏縫J<稼身〉の判定で、 4以上

{日は受動側なので同数でも成功となり、発見されない}の成功数を出

す必饗がある。

2.戦闘ルール

.1ラウンド11、1分.1ラウンドに以下のよう宰行動を取れる

0行劃の宣曾(ラウンド前に行なう)

l穆動([敏槌Jx10m以内}

2.1回の攻穆/術の使用/サムライ化/ヨロイの起動

3.回避/突き返し/見切り

4.その他(1分以内でできる普通のとと)

.防御行動はlラウンドに何回でも行なえる

・以下の処理11.次のラウンドまでの聞に行なう

1継続的忽ダメージ{覇軍や炎1;f.ど}

2.(式}の活動終7

3.(式}の宵生能力による回復

2.1.命中判定
.対抗判定で判定

.突嘗返しが存在するため、攻撃的な技能による命中判定では、成功

した方がダメージを与える

.<図滋〉などの防御的技能でl車、ずメージを与えられない

2.2.突き返し
・白兵戦、絡網などに対して攻耳障的な銭高~(<白兵殿前〉、〈格闘戦

前〉など)を使用して防御を行寄って防御備が成功した11合、突き返し

が発生する

・射司陸、投司障などでは、突曹返しは発生し章い

・突き返しは、能齢的な防御行勧なので回数制限は存在し章い

・突き返しがあるため、弱いヤ yが勝算なく強いヤツlこ攻司書するのは

自殺間然である

2.3.ダメージの算出
・7メージ盟命中判定:の成功度+武器修正+その他

2.4.ダメージの適用
.ずメージを受けた測が、好意書ように負傷ゲージと治力に割り4、る

こと

• 



.負傷ゲージとは、各PCにある経傷、 .1畢などのマス自のこと

・もっとも賃い負傷から負傷度が算出される。負傷/l(1j、治療行為な

どの槌易度にt.tる

負傷:負傷度

経傷: 1 

賃傷: 2 

致命: 3 

2ふダメージの影響
・活力または"霊力"が、。以下に者ると気範する

.四番貨い負傷の~.のみを受ける

経傷ー何もなし

11燭『申tlli:のサイコロを+1錨

致命『判定のサイコロを+2個
ラウンドごとに活力に1ダメージ

死亡『判定のザイコロを+3個

活力が全快するタイミングで、完全に死亡

2.6.ダメージの回復
・活力は1ラウンドの休息で、1点ずつ回復する.覇軍闘の終了時に全

快する

.“宣カ"は1時間に1点ずつ回復する

.究極的にI~GMの任意による

2.7.戦闘オプション(必殺のー懲)
・[体力Iで判定する

.射事武器または手役げ武録ではでき主い

・磁易度Oの行為判定で、命中判定を行なう

相手も攻撃『両方にダメージ

相手l主防御『対抗判定で判定

.先に自分にずメージを適応する‘このずメージで気絶したら必殺の

一撃は無効となる

2.8.戦闘オプション(ねらい撃ち)
・I知覚lで判定する

・ねらう都位を貧富すること

手足・四股1;;.どの体の宋錨!!I!位

武器・武穏や人体以舛の節分(銅丸や館主主ど)

急所:人体の急所

連}相手が人閣で思い唱合I<l.GMのllJ商

.ねらった部位で効果が遭う

手足.ダメージで、ます.傷ゲージを埋める

武器武穫は、 91れるまたは碩措置される

愈所。ダメージで、ます致命ゲージを埋める

・ヨロイに対するねらい掌ちには、〈険陽術〉または・1豊合"によるサ

ポートがゆ襲

2.9.戦闘オプション(見切り)
.1心力1で判定する

-防御のときにしか使用で曹宰い

・命中判定の失敗側の成功数を0とする

2.10.戦闘オプション(フェイント)
.1知力]で判定する

-攻掌のときにしが使用できない

・命中判定:の成功度を2倍にする

2.11.飛び道具

.突き返しが発生しない

・飛び道具は、一度に武鑓の射率の分まで発射可能

.1つの自慢に対して余分に漂っ1発ごとにずメージを1点織やす

・下犯の条件を満たせば、複数目僚へ問時に攻'書することも可能

1 )目繍:A鍛以上の射事がある

2)自織がすべて自分の視界内にいる

2.12.多刀流
.下旬の条件を満たせば‘1つの自械に対して余分に使用する武器ご

とにずメージを1点機やす

l)同じ妓能を使用する

の飛ぴ道具では忽い

2.13.不意討ち
.突き返しが発生しない

.命中判定の失敏倒lの成功数をOとする

・1司も11れることだけが不愈をlTつことではない
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3.サムライ能力

.サムライ能力t草、決められた数の“電力"を消貸することで発動する

.厳闘中の発動には、lliiJ分の行動が必要で、能力は、そのラウンド

から効果を発織する

・サムライはl心力lラウンドの間続く

..・霊力"が消費できれば、1Iヨに何度でも発動可能

4.金剛機高速機動

-体を使ったすべての判定で、“成功した"サイコロを媛り直してさら

に成功数を足す

.;t;逮捜動による荷ロー)~I革 、 判定 1 固につき、 1 図のみ

・高速複動は、 18にI心力1固だIt可能

.高速機動は、I体力]ラウンドの問、使用で書る

・高速犠動中は、“必殺のー態"オプションは使用で曹ない

5.その他のダメージ{腕紙棚、落下etc.)

-強度(ダメージ}を緩易度にして適当な防御銭高Eで判定

.判定で、 足りない成功敏がダメージと宰る

6.気合の纏得

.GI叫l草、PCがカッコ良かったら・・気合強得ローJν'を行なわせて気合

を取らせること

.気合獲得ロールとは、因縁を妓能とした緩易度0の[心力lまたはl共
感1!担li主である。この判定の成功量生が、取得した気合の数となる

6.1.気合の{史い15
・1ポイントにつきサイコロのftをlつ滑やす.ちヰみに上限はない

・3ポイントにつき妓能の段階を1つあげる..園高で上級まで
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.1ポイントにつき他人の行動に郁り込んで追加行動をIIlil行なえる。

複数の割り込みが問時に発生した渇合は、もっとも多い気合を消費し

たものから順番に行動することができる

・3ポイントにつき成功重量を1つ増やす

・上昇後の能力舗の3借で能力舗が1つ揃える

.技能の上昇

なしから初級・専門妓能の場合師匠が必嬰

汎用策能 : 5ポイント

専門t査能 : 5ポイントで師匠が必要

初級から中級 10ポイント

中級から上級・20ポイント

上級から特級。 40ポイントで.何か.が必婆

6.2.気合の初期値
1)前のシナリオの残り

2)全因縁で、気合II得ロールを行1Jコた合計

上犯の多い方を初鰯備とする。

7.業

.集は、使用した気舎のポイント分だ付上昇する

.割障が108を越えると修鑓となり、NPCである

・因縁の獲得により消費される

怒しかう初級:5ポイント

初級かう申級:10ポイント

中級から上級:20ポイント

上級から特級:40ポイント

.能力舗を1つ下げるごとに減少納の能力舗の3借の調障が消貸される

・シナリオ終了時にGMの指示により、10-20ポイント消貧される

8.宿業

-因縁の獲得に消費した書院は宿調書となる

・因縁が消滅するまたは段階が減少するとその因縁または段階分の宿

繋が消費される

・因縁の減少

将級からよ級 :-40ポイント

よ級から中級 -20ポイント

中級から初級一10ポイント

初級から怒し-5ポイント

・因縁の消滅

特級:ー70ポイント

上級・-35ポイント

中級:-15ポイント

初級:-5ポイント

9.ヨロイ、金闘機の明鏡修正

.縫合中に使用した気合は、事曜に落ちる代わりに明鏡の重量に牢る

.金陶磁では、自分の寮になる

・明鏡の業1:、肉体系の能力備([体力)[敏縫)[知覚))1こ修正舗を与

える

明鏡の鰻 修正値

-20 +0 
-40 +1 
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-60 +2 
-80 +3 

-100 +4 

-108 +5 
109- +6 

.負傷ゲージや活力は‘修正前の能力舗で算出する

・畿が、 108を越えたらその閉鎖{ヨロイ/金剛l機}は、修E置になる

9.1.ヨロイ、金剛僚の負傷の回復
.[知力J<陰陽術〉判定(1Il易度は負傷度}成功度分の負傷ゲージを

ヲリアする

10.技能について

.妓能とは、その分野における才能を意妹する

.妓能の名前舟、ら、使用が連想できるなら銭能は使用できる

・妓能と能力舗は、対応していない。すべての技能は、すべての能力

備で判定できる

.いろいろ使用滋を考えてGMを図らせよう!

10.1.戦閥系技能
妓能各/種別/もっともよく使う能力値

・回 避/汎用/ [敏鑓]

危険を滋ける妓能

.絡闘般聞/汎用/ [Iil鑓]

格闘全般を級う筏能

.射司書線開/汎用/[敏鍵]

発射または投射する妓能。ほかの厳闘系彼自Eと遭って防御には使用

で曹者い

.白兵嶋田/汎用/ [敏信]

武器全般を錫う妓能

10.2.肉体系技能
綬能名/積別/もっともよく使う能力値

.遜動/汎用/[徹鑓]

肉体を使ったさまざまなアヲションを行なう鎌能

.随身/汎用/[敏鍵]

隠密行動を待t.tう妓-~

.観察/汎用/ [知覚]

人やモノなどを発見する捻能

.飼育/汎用/ [知覚]

動物に関する銭高E

.耐性/汎用/[体力]

何かに低抗する銭島E

戦舗中以舛なら負傷度を緩易度にした[体力J$J:;E:で、成功度分の
負傷ゲージを衝すことができる。ただし、死亡を織すことはできない。

.追跡/汎用/ [知覚]

選げている猿物を“遺跡・・する搭能

・早業/専門/ [敏穫]

手先を使った犯罪の技能

10.3.精神系技能
t責骨量名/掴別/もっともよく使う能力錨

.懲志カ/汎用/[心力]

何かに抵抗する銭高E

.銑軍/;)1.用/[知覚]

深夜の交渉事をうまくやる銭高E



-鑑術/汎用/[共感l
会隠をう宮〈進める妓能

10.4.衡法系技能
筏能名/穫jtJ/もコともよく使う能力値

.隠聞術/専門/[知力l
陰陽道全般{知機‘実路)を包t置する銭高E

.(式〉の作成ポイントの半分の・・.カ"を泊費することで{式}は起動

する

.厳闘中の鼠働にI~ 、 1 回分の行動が必要で、 {式}は、次のラウンド

から行動を開始する{呪符ならば、起動したラウンドに行動可能}

・〈式}は基本的に[心力lラウンドのあいだ具現化している

.“11力"を消費できるなら、いくつでも同時に{式〉は起勧可能

・感覚鑓合を行なえるの{式}の総数はI知覚]以下

.感覚結合した{式}が破織されると術者は起動に消費した“鐙力"の

半分のずメージを受lする

・{式}の能力に関しては、(;1:)シートを拳照

・t血S術/尊門(特殊)/[知力l
II儲に関する全般を包矯する妓能

・幻~衡は、 I心力 1 <ll偏術〉とI心力1<意志カ〉との対銃判定で

判定し、 術者は、何らかのイメージを相手に与えることができる

・イメージを変えたり、 幻~と現実が矛盾する場合11 、 もう一度対抗

判定を行なう

・幻~衝の対.と~る全員は、術者を見ている也、要がある

.. 術/専門/[知力1
必に関することをすべて包倍する緩能

.神通力/尊門{符殊)/[心力l
オヱまたは単鬼の超能力を表す抜能

.アル(天・'"神感1&)[共感1<神通力〉

初級・消費霊力 1 ほかの鬼と，i>f百で路ができる

中級.消費量E力 2 鬼以外の動物や舗物と心路で隠ができ

る
よ級消費量E力 3 鬼以外の思考をIl!むととができる

符級消費鐙力 5 ，商縛攻寧を仕働けるととができる

.ディ(地・念動)[体力1<神通力〉

相手のI心力1<意志カ〉との対抗判定を行なって成功度をダメージ

とする

物を加速してぶつけた喝古は、飛び道呉として扱う

初級。i肖質量E力 1 敏kg程度のものを動かす

中級.消費霊力 3 鍛10kg程度のものを動かす

よ級消興霊力 5 鍛100惚程度のものを動かす

特級消翼蟹カ 7 (紗}自体を繰る

{式}を分解するととができる{舵

易度，;1:(式}の葱依能力)

{紗}を級い込んで、成功度を肉体系

能力値に追加できる

.特別世テ:1=ライ(神通力)鬼のPC作成時に鎌を5点よ昇させること

で1つの術が使用可能に寄る

ミグ{恵み)[共感1<神通力〉で判定{燈易自Eは負傷度)

ミグ:消費憲カ 5 成功度分の負傷ゲージを癒す

ツx(爾壁)[心力)<神通力〉で判定

ツx:消費量Eカ 10 

{紗〉を使って透明の陣留を作成する

この陽銀11術者を中心とした成功度m半径で作成され、内部にある

ものをく神通力〉および〈法術〉によるダメ申ジから完全に守る。ま

た、{式}はこの"i!内に侵入できない。ツェ1:、術者のI心力lラウン

ド有効

エジャ{疾患)[体力1<神通力〉で判定

エジャ・消費震カ 20 体内外の{紗}をフル稼働させ、肉体の

限界を超える

成功度ラウンドの問、金剛軽量と同じように高速モード(4金剛軽量高速

モード~照) を行書うことができる。 エジャ終了時に実行していたラウ

ンドにつき15-(体力1分のずメージを受付る

..気街/専門/ [心力](将孫)

気を使った厳制街。通常11ロールを行者わずに決まった効県を表す

初級:消費した・霊力・4点ごとに+1ダメージ

中級;消貸した..力'3点ごとに+1ダメージ

上級;消費した..力"2点ごとに+1ダメージ

特級:$肖費した".カ"1点ごとに+1ダメージ

“.カ"の消費は、命中のあとでもb、まわない

.法術/尊門/[心力l
法師たちの宗教授能

・lit..・消費量カ 5 
負傷度を厳易度にした判定により、成功度分、負傷をa置すことがで

きる

・{疎〉作成:(滋〉を作成する(3時間の折衝が必要)

.魂返し.消費“霊力"死者の[心力1
死者の魂を現世に召喚する

.魂封じ:消費“霊力"死者の[心力1
召喚した魂を鴫銚に封じ込める

.欄神破闘:鳴を殴って成仏させる符殊な破圃

.気剤攻思:手の中に気の測をつくって縄手にたたきつける

気E曜の命中判定に11(敏1.11<滋術〉を使用する

IH曜のダメージおよび消費“霊力"(一発当り)

初級.武器修正 =(心力}/4(消費.霊力":1) 

中級.武器修正=(心力}/2(消費"霊力": 3) 
よ級.武器修正=(心力) (消費"霊力・ :5) 

特級!ttoi修正=(心力)x2G肖.".力・:7) 
飛ぴ道具同織の修涯を受lすることがで曹る(2. 11 .飛び道具~照)

.御霊返し;満費量カ 10分ごとに1点

祈梼によって震を成仏させる

.慈1IiI敏 :消費定力 妖による

祈慢によって妖を追い払う

渇依しτいるモノのI心力1または渇依能力などの強度ごとに3点の

“貧力"と1ラウンドの民経が必饗

.忍術/専門(特猿)/[敏鑓]

-術ごとに決められた“銀力"を消費し、術の厳易度の{敏獲1<
忍術〉判定に成功することで術は発勘する

. (式) 1こ湯依された状鯵では、忍術を使用でき~い

-自分にかける衡を2つ以よ、問時に使用することはできない

・忍術U、鰐時に効lJ¥を発11する

.遁鬼の術

l心力1ラウンドの問、肉体系能力舗の判定にザイコロを追加する

甲.使用総易度3/消寅霊力 8/".カ.と活力に+4、4儒のザイ

コロを追加

乙・使用鶴男112/消費震力 6/".力.と活力に+3、3舗のザイ

コロを追加

丙・使用厳易度1/消費軍力 3/".カ.と活力に+2、H闘のザイ

コロを追加

.戚吹きの術

(，[1カ1ラウンドの問、攻司障のずメージを上昇させる

申。 使用雌易度2/消費鍾力 6/ダメージに+5
乙'使用機易度2/;肖質密カ 5/ダメージに+4
丙 使 用際易度1/;肖JItII力 4/ダメージに+3
.娼曾包の術
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爆弾をま量げて、周閣にダメージを与る

甲:使用鍵易度2/消費握力 5/爆発の強度ふ半径4m

乙:使用熊易度1/消費霊力 4/燭発の強度ふ半径3m
可燃物に積火

丙;使用駿易度1/消費鍍力 3/燭発の強度3、半径2m

煙が大.に出る

・飛天篇彫の術

I心力lX3ラウンドの問、飛行する

飛実ll1Jlの術・使用隊窮度4/消費鐙力 10 

・悶圏濁形の術

l心力lX2ラウンドの問、l!ljの姿になる

四回線形の術:使用雌易度2/消費霊力 6 
.無彫分身の術

自分の分身を作成する

・分身は、最大でl知覚lと閉じだ付巡ることがで曹る

-分身の能力値は肉体系能力舗として使用で曹、それらの行為はす

べて成功値で判定できる。しかし、分身1"-精神系能力備に類する

能力を持っておらず、それらの能力に分叙される行為は行なうこと

ができない。また負傷ゲージも存在し幸い

・分身は破摂されると同時に爆烈して、術者とその周囲に亨メージを

与える

甲:使用鍵易度2/消費量E力 6 x 分身惣

分身が破織されたら術者に3点、半径4.5mに9点のタメージ

分身の能力.能力偏3 成功値2 活力B

乙;使用継易度1/消費量E力 4 X 分身数

分身が磁織されたら術者に2点、半径2.5mlこ5点のずメージ

分身の能力・能力鋪2 成功偏1 活力4

丙:使用雌易度0/消費量E力 2 X 分身数

分身が磁織されたら術者にt点、半径0.5mlこ1点のずメージ
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分身の能力:能力値1 成功値1 1活力2

.煙"の術

幻覚を見せる

・煩織の術1"-，サムライまたはt鬼偏には無効

・衡にかけられる緑と何かおかしいことがあるたびに抵抗緩易度に

よるl心力1<意志カ〉の判定を行なって術からの脱出をはみるこ

とができる

・煙窃の術li，棟約となる人敏によって、消費.カが変動します。消

費量Eカを算出した後に封術による修正を行主ってください。

甲.使用健易度3/消費霊力 9 x 線的数/底抗凝易度5
乙.使用隊易度2/消費霊力 6 x 復的滋/紙抗総易度3

10ふ知識系技能
筏能名/積81)/もっともよく使う能力値

・応急手当/汎用/ [知覚1
けがや病気などに対する応急の対処法

駿闘中などで気絶した人間を回復させたり、致命にダメージが入っ

た時の止血者どを行者うことができる

厳胸中以外では、負傷度を鎌易度にした[知覚p判定で成功度分の

負傷ゲージを§すことができる。ただし、 死亡を徳すことはでき章、、

.偽造/専門/ [知覚]

ニセ(?)の細工物などを作る設能

.蜜司匹/専門/[知覚]

楽穏を演型車したり、1ftを鳴ったりする銭能

.作 法 / 専門(特殊l/[知覚]

悔い人の前で耳もをかかないようにする妓能

.事情通/汎用/[知力]

ちょっとした知織を知っている技能



武器チャート

〈琢〉在使う武器には“集"の取得が必要(2ポイント)で‘予備の〈珠}

It5備ごとに“集"を受付取る必蓑がある(1ポイント)。

白兵武器広D
名絡 武容修正

小太万 +2 
金剛特 +2 
長万 +4 
金剛杖 +3 
長槍 +4 
太刀 +5 
忍ぴ刀 +3 
打万 +3 
度巻 +5 
十文字鎗 +5 
鎖餓

鎌 +2 
分銅 +3 

白兵武銭② ({珠〉使用可能武鰭例)

名跡 武髭陣正 射程 射串 電車川滋

E章太力 +5 2 6 
主意畏刀 +4 4 16 
琢鎗 +5 5 20 
煩射檀+3(5・) 3 
. (起草〉使用崎.

射耳障武鑓①
名綜 鼠鑓催正射程 射事

手11膏j +1 10m 9 
得手厳劃j +2 10m 9 

き無 +2 10m 6 
金剛鎗 +3 10m 3 
金骨l符 +2 5n‘ 3 
弓矢 +3 100m 2 
鎖鎌 ・分銅 +2 5m 

射理E武器②w的 使用可能武総)
名栂 抵器修正 射程 射串 量産i蝿鼠

様式統 +3 50m 4 12 
E章式長銃 +5 100m 2 8 

封砲 +7 150m 3 6 
鱈砲 +7 400m E 1 

絡闘武緑①
名怖 武樋修正

不動明王雛 (+2) 

描闘武器日v1{ーナス
パンチ +0 
キック +1 
石を費量り込んだパンチ +1 

金剛爪 +3 
絡制武綜① ({滋〉の使用可能武録例}

名称 霞滋修正 射程 射事 装損放

盆骨IJ~爪 +3 3 6 
鉄司書 +2 3 9 
白熱耳障+4+X.
.x=負担力.消費滋ーz
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忍術チャート

忍術リスト

-漆鬼の術
一時的にI体力)[敏獲)[知覚lを使用する判定にサイコロを追加で

きる。

忍異 .丸濠

必婆〈忍術>:中級

甲使用様易度3 消費量Eカ8

..カ.と.活力.に+4、判定に4個のザイコロを追加

乙 使用雌易度Z 消費媛カ6
..カ.と"活力.に+3、判定に3備のザイコ白老追加

丙・ 使用鎌易度1 消費霊力3

..力"と・活力"に+2、判定に1個のザイコロを追加

-威吹きの術
ー時的に攻撃のダメージを上昇させる。 白兵、格闘および手厳剣~

どの投穆武器に使用可.

忍具 軟膏

必要〈忍術〉 中級

甲使用雌易度2 消費鐙カ6
ダメージに+5

乙:使用総務度2 消費霊力5
ダメージに+4

丙:使用雌易度1 消費量E力4

ダメージに+3

-爆雷包の術
織的に命中または地面と激突して破裂、嗣図にずメージを与える。

忍具 丸薬

必要〈忍術〉 初級

甲;使用雌易度2 消費量Eカ5

煩発の強度li8、半径4mlとダメージを与える

乙:使用燦窮度1 消費量力4

煩発の強度1a:5、学径3mlこダメージを与える、可燃物に漕

火する(火の強度li3)
丙 :使用雌易度1 消費鍾カ3

煩発の強度li3‘半径2ml'::ダメージを与える.煙が多く出

る.

・飛天鳶軍監の術
術者は笠を舞うことができる.[心力1の3倍の問、持続。

忍呉 ;援の入った外套

必要〈忍術>:上級

使用機易度4 消資銀力10
飛行速度li速績する荷物によって変わる.この.荷物"に

はクサの億温も含む.

O-IOOkg: 132km1h 
-200kg: 66km1h 
-300kg: 33kmJh 
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.包囲陽形の術
穆形の形態を強〈イメージするとそのイメージに体が変化する。[心

力lの2倦の問、待続。

忍異 '飲み察

必蟹〈忍術〉。中級

使用総務度2 消費握力6

.無影分身の術
紙人形を術者の姿に変形させる。分身は、 A大でI知覚1と伺じだ

11、問時に遜ることがで宰る。分身の能力舗は【体力)[敏徳川知覚!と

して使用でき、それらの行為はすべて成功僧で判定できる。しかし、分

身は[知力)[心力)[共感1に類する能力を待っておらず、それらの能力

に分類される行為は行なうことができ宰い。また負傷ゲージも存在し

者い. また、分身t草破線されると同時に爆青~lして、術者とその周回に

ダメ四ジを与える。消費“霊力"を算出した晶とに封術による修正を行

者う。

忍具 紙人形

必要〈忍術〉 中級

甲'使用厳易度2 消費窓カ[6xr分身数Jl
分身が磁慢されたら術者に3点、半径4.5mlζ9点のダメ

ージ

分身の能力:能力値3 成功値2 活力6

乙:使用鍵甥度I 消費霊力[4xr分身数Jl
分身が磁怨されたら事聞にZ点、 半径2.5ml<:5点のダメ

ージ

分身の能力:能力値2 成功鍾1 活力4
丙.使用機易自rO 消費量E力[2xr分身鍛Jl

分身力噂I聾されたら術者に1点、学径0.5mlζ1点のダメ

ージ

分身の能力 :能力値1 成功値1 活力2

.煩舞の術
織的を軍事で包み幻を見せる。サムライまたはil偏には無効。どのよう

な幻覚を相手に与えるかは、術者の自由。織的1:術にかけられる際と

何かおかしいことがあるたびに抵抗緩易度によるI心力1<意志力〉の

判定を行者って術からの脱出を鼠みることができる。消健霊力を算出

した晶とl二封術による修正を行なう。

~具 :特になし

必聖書〈忍術>:上級

甲:使用鍵易度3 消費握力 [9xf;織的聖堂Jl
jg錦織携度5

乙:使用磁易度2 ;肖貴重力[6xr概的独Jl
担ま錦鍵窮度3



陸揚術チャート

1. (式〉作成ポイン卜
初級。 I彊]カ1
申級: (知力IX2 
よ級。(蝿]力Ix3 

特級 I蝿1カIx4 

2.消費量カ
作成ポイン卜-;-2

3.活動時間
鎗帰師の (1I)1J1ラウンド

4. (式〉の能力値
ポイント 能力値 成功値

1-6 1 2 
7-122 4 
13-18 3 2 
19-24 4 2 
25-30 5 3 
31-36 6 3 
37-42 7 4 

活力

6 
8 
10 
12 
14 

43- 6点ごとに、舵力値に+1.活力に+2する.

5. (式〉の早打ち
I敏鑓I<槍燭術〉で判定

総易度1;作成ポイント-;-5

失敗した場合、 {式}は暴走する

6.発動制限
感覚結合ができる {式}の鍛1;賂筒師の l知覚Iまで

7.“気合"の消貨
鎗陽飾1;、感覚鐙合を行なコている{式〉の行動に・気合・を使用

することができる

8. (式〉の能力
。気体化能力 :3ポイント

物理攻穆はー切照劫になる.気体化・実体化には1ラウンドを饗す

る.

。感知能力 : 1ポイント/強度1

(強度xl0m)半径内の生命体の渇所‘大きさを感知できる.クグ

ツ・禽陣y，ーなどは生命体とみ1J.さ1J.い.

。幻覚能力 3ポイント/強度1
{式}の自慢l車、強度を殿窮度にしたl心力1<憲志力〉判定で幻覚

に紙筑できる.

<>元繁変自民能力 :6ポイント/強度1
強度m31の物質の組成を変換する。対象の隼命体は、強度を舵易

震にしたI心力1<意志力〉判定で抵銃できる.

<>再生能力 。3ポイント/強度1

1ラウンドに強度分の活力を回復する.

。時間延長 :3ポイント/強度1
〈式}の活動時間をl心力Ix(強度+1)ラウンドに延長する.

。{式}破猿能力 ・5ポイント/強度1

自僚と怒った{式)1;.強度を費量易度とした能力値判定で由貿織を回選

できる.

。射寧能力 ・2ポイント/強度1
強度1で(射程5m'射率1).以後強度が偶敵の時に射程+5m、奇
量豊の時に射率+1.ダメージは命中の成功度による.

テ 1 = ライ

0戦闘能力 3ポイント/強度1
{式}の能力備を強度数よ昇さぜる..活力.も強度の2倍よ昇する.

。打_能力 ・2ポイント/強度1

強度を攻_，のダメージに追加できる.武織に{式}をi!依させた渇合

l草、武器修正に打量産能力の強度を追加することができる.

。湾生成能力 :3ポイント/強度1
ζの式濁を受けた者は{式}が起動している問、毎ターンの終わりに

.強度"ダメージを受ける.このダメージは[体力1<耐性〉判定で鰹

滅することができる.

<>爆破能力 ・1ポイント/強度1
(強度一2)m半径内の対象に強度に等しいダメージを与える.

。飛淘能力 ・1ポイント/強度1
{強度x10)kgの賃置を運搬し、分遼(強度X200)mで飛行可能。

飛行速度1;.量が(強度x10)kgをオーバーするととに半分.

。変身能力 5ポイント

変身にl阜、路湖師との感覚結合と1ラウンドを要する.

。葱依能力 。3ポイント/強度1

{式}の白梅1草、強度を灘易度としたl心力1<憲志力〉判定でi!依

に録l1iできる.(式)1ま一つの物にしか週依でき1J.い.一つの物lζl基
一つの{式}し白、恐依でき1J.い.

1Q7 



神通力チャート

〈神i!カ>1車、{心疎〉が必要なのでオこまたは半鬼しか習得する PCのオヱIH単鬼は習得できない)、 キャラヲ世一作成時に“雛"を

ことはできない。 5点よ典させることで、そのテェ=ライの才能を持っていたことにでき

テJ:=ライ1:、大きく芙とf&に分けられる.アルともディとも区別さ る.

れないテェ=ライもあるが、この能力をt寺っているオヱはまれ。

2.1.アル(天)
精神感応の能力。相手がオこまたは半9足立らli、双方向でテレパシ

ー会騒が可能。しかし栂手が非l1!族の11合は、一方的に思考を送り付

tするか、栂手の思考を続み取ることしかできヰい。〈神i!カ〉の段階

によって、以下のような能力を発織する。

アル(実)(共感)<縛通力〉で判定

初級 :消費霊力1

ほかの才ニと心路で路ができる.

中級 :消費鐙力Z

オニ以外の動物や織物と£信で騒ができる.

人に対して自分の思考を医鍍送り込める.

上級:消費怨力3

オヱ以外の思考を混むことができる。

相手1;(心力)<憲志カ〉で鑑筑できる.

特級:消費建カ5

縞神攻墜を仕鍋げることができる.

相手とのI心力)<意志力〉で対筑判定を行忽い、成功度を.活力.

に対するダメージにする.

2.2.ディ(地)
念劃の舵力。実施の大地にあまたに広がるシャの力を借りて物を動

かす。ディで直緩ダメージを与えるときは、相手のI心力)<意志力〉

で対抗判定を行主って成功度を~メージにする。

物を加速してぶつけた場合1:、飛び道具として級うこと。

ディtふく待遇力〉の段階によって以下のよう者能力を発縛する。

ディ (地)(憶力)<神通力〉で判定

初級:消費霊力1
重量kg程度のものを動かすことができる.

中級 . 消費盤~1J3

mOkg程度のものを動かすことができる.

上級 .消費霊力5

徴100kg程度のものを動かすことができる.

特級 :消費霊力7
{紗}自体を繰ることができるように怒る.

{式}の~依能力を厳易度にした判定に成功すれば‘ {式} を分解

することができる.

{紗}を服い込んで、成功度をI体力1とく敏11>とく知覚〉に追

加できる.持続時間l主(，l)1J)分.

2.3.特別なテヱ=ライ
アルでもなくディでもない特別なテェ=ライt阜、キャラフヲ一作成時

にしか猿得することはできない。これらのテェ=ライは純斡に才能の問

題で使用の可否が決定される。

11副B

ミグ{恵み)

{共慰)<神通力〉で判定(髄易度は負傷度}

消費鐘力5
成功度分の負傷ゲージを搬すことができる.

ツェ(隊盤}

{心1J)<神通力〉で判定

消費鐙力10
{紗}を使って透明の障壁を作成する.

この樽鐙l手術者を中心とした成功皮m半径で作成され、内部にあ

るものをく神通力〉および〈滋術〉によるダメージから完全に守る.

また‘ {式}はこの卿鐙内に侵入できt6い.ツ工は、術者のI心力}ラ

ウンド有効.

ヱジャ(疾風)

(1車力)<神通力〉で判定

消費量力20
体内外の{紗}をフル梅働さ管、肉体の限界を超える。

成功度ラウンドの問、金陣j慢と同じように高速鰻働を行t6うこと

ができる.ただし肉体に巨大な負短がかかるため、エジャ絡了時に

実行していたラウンドにつき15-(体力l分のダメージを受ける.

2.4. NPC専用のテェ=ライ
締殊中の特殊なテエ罰ライ。これらのテz田ライをPCのオヱが待つ

ことはでき者い。

イル {神託)

l心力)<待遇カ〉で判定

消費鍍カ30
来来予知を行t6う.

成功度 予茸防レベル

I 強烈t6予感

2 大体の出来司匝

3 *事娘を知る(経過でI:t<l'い}

4 経過も知る

5以上 1まlif，間違いの忽い予知

メディ(時間)

[体力)<神通力〉で判定

消費量Eカ30
銅間移動を行忽う.

自分の体(身につけている物も含めて}のイメージを{紗》に記憶

させ、いったん分解し、受光速で移動することによって、成功度km

の瞬間移動を可能とする.



轟チャート

役与コスト

[共感]の減少備。Aを投与する際に投与コストの10分の1(~嵩数切

り上Lf)を[共感]から引く。

発見.易度
山野などでAを帰す際の雌易度です。判定は[聖目覚l<A術〉で行

なう。Aの鍵紫には、砲実に1日以よかかるものとする。

議リスト

挽与コスト ・15
発見緩易度=発見の l知覚1<鰻術〉の総易度

.伊丹盆
彼与コスト :15 
発見様易度:3 
;i!iカ.をI体力1の3倍で算出する

...')1・:，.t...，
.九官盆
役与コスト:投与コスト4ごとに強度1

発見鰻易度:強度

一度、聞いた奮を再生する

-詰2E語
検与コス ト:強度1ごとに妓与コス ト5
発見様易度:強度+2
餌 :腐りかけた肉によくわくある種の鐙

強度ごとに再隼ポイントを5i1tイント

-牙訳語
役与コスト強度1ごとに役与コスト5
発見燈易度強度+3
鎖 ・動物の血波

武鑓名 武艶陪正射串

牙爪錨 +強度 ー

"..1.シ

・甲畠

射程 装11;自

彼与コスト。強度1ごとに役与コス ト2(2匹}

発見総易度・強度+2
飼 ・新鮮1J.野菜や果物

強度ごとに・活力.を+1

申錨の糸・武磁として使コた場合.武器修正+2.

-詞花話語語
役与コスト強度1ごとに投与コスト10
発見鍛易度強度

I敏鍵1を強度分よ昇さぜる

.:F両証
役与コスト:強度1ごとに投与コス ト10

発見縫易度 .強度

I知覚lを強度分上昇させる

.詰l主3i
役与コスト ・役与コスト15(1匹)

発見鰻易度 ・3

飼 ・動物の肉.18に成轟1匹につき 200g必要.

".." ¥") 

・戦鬼盆
続与コストマ投与コスト60(1匹)

発見緑易度 :作成にl革、一定の期間、施段など多数必嬰.

飼 : ~量食. 1日lこ2人分の食料が必要.

I敏鍵lを使った判定に+4.
I知覚lを使った判定lこ+6

再生能力(再生ポイント20)
.活力.1<:+10 

武器修正+4の電電書(<射.ti翻〉で判定)

武鑓修正+6の手の鈎爪

武器修正+3の足の爪

強度2の酸(何でも湾かす)

その他作成時の初科に使った織の縫力

.氏，
・地鋒
役与コスト・強度1ごとに役与コス ト3
発見総易度 ・強度

武線名武髭睡正 射串射程 厳繍鍛

武鑓A +(強度+2)強度 10m 

7l診 .， ? 

・不死盆
役与コスト :娘与コス ト50
発見様易度 :すごく重重しい

鏑 .不明

不死鐘1Jl搬しにかかる時間

経燭: 3ー [体力1分

轟傷: 5-[体力1分

致命 ・ 10-[体力l分

死亡: 15- [体力1分{ラウンド}
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法術チャート

.癒し (消費霊力 5ポイント}

相手の負傷を織す.

負傷度を雌易度にした I共感)<法術〉で判定を行ない、成功

度分の負傷を11す。岡崎に・活力.1;全快する.ヨロイ、金刷機

およびヲt亡'を11すことはでき忽い.

負傷度l草、その人間の彼っているもっとも盤い負傷か5算出す

る。

員 慢 。負傷度

車重傷。 1

E傷 :2 
致命: 3 

-魂返し
死者の現を現世に召喚する.

(消費量Eカ死者による)

l心力1と対織の生前の I心力)<意志力〉で判定する.対it
の I心力]と問じだけの・盤力.を消費する.

召喚した視は成功度によって召喰者に対する態1Iが遣う.

成功度O以下.攻Z躍的、交渉によコては精神殿"に1J.る

成功度1 :反銑的、交渉によっては政事的に怒る

成功度2 :非憶力的、一宮、ニ冒しか~そうとし忽い

成功度3 :憶力的‘会路は成立する

成功度4以よ友好的.世間絡しがで苦る

.魂封じ {消費量Eカ死者による)

召喚した塊を明織に封じ込める。

l共感1で判定し、相手のI心力)<憲司Eカ〉との対銃判定を行1J.

い、成功すれば明鏡に相手の魂を封印できる.こうしてできた涜入

りの明織は‘金剛憾の中枢に怒る。

この封じ込め1;疑似転生と忽るため封印完7とほぼ岡崎に現から

は飽悔や、性絡が欠自書する。封印された現の・因縁"をすべて消去し、

新たに{因縁:封印記憶}を上mで追加する.

潟封じ1;相手のl心力!と同じだけの・震力.を消費する.

覇軍封じに失敗した渇合、調はすぐさま敵対的に怒り、 自動的に精

錦戦闘が開始される。

."神戦闘
視を殴って成仏さぜる4著書車忽蛾問。

精神戦闘の判定1;，[敏鍵)<法術>(洛師)とI心力)<法術〉また

はく意志力>(量規)で行忽う.ダメージはすべて・霊力.または・活

力.に与えられる.

滋師が勝てば相手は成仏するし、負げれば気絶した法師を鐙鴻が

支配してしまう.

2∞ 

.気弾攻~
手の中に気の草曜をつくって相手にたたき付ける.

1ラウンドに復数発の気弾を発射するときは.追加の1発につき

ダメージが1点すつ泊える.消費窓カl草‘ 1発当りで消費.

気5曜の命中判定に1;(敏鑓)<法術〉を使用.

気郊のダメージおよび消費量カ{一発当り}

初級 :武器修正=(心力)H (消費霊力 :1)

中級 :武器修正=(心17)+2 (消費量Eヵ:3) 
上級 .武器修正=(心17) (消費霊力 ・5)
特級 :i武器修正=(心17)x 2 (消費鐙力 :7) 

滋飾の任憲で、気弾のレベルを下げることもできる.

.御霊返し
祈衡によって窓を成仏さゼる.(消費霊力洛師による)

現のl心力!と同じか、浄化する{明鏡}にたまった.鍵.の10点ご

とに10分の時間が必要.さらに滋島市1章、 10分の祈拐に1点の・.力.

を消費する。

祈衡にかかる時間l草、法師の持つ脱得力によって鍵怒る.魂のI心
力)<憲窓力〉と法師のl共感)<話術〉で対筑判定を行1J.う.法師

が成功したら、成功度の分だ|才祈祷の時間I;~置く怒る。 逆に涜が成

功したら、成功度の分だ11時間1;伸びる.

-悪震退散 {消費鍾力妖による}

祈鵠によって妖を追い払う.

人に取りついた鍾鴻.妖、 {式}を犠牲者から分怒さぜることがで

きる.日豊依しているモノのI心.17)または葱依能力などの強度ごとに

3点の.霊力.と1ラウンドの続経が必要。うまくいけば猿依している

モノI;il!iげて行く.もちろん、限緩中!こ遜げられてしまえば憲隊1;
1J.い.

主主，)(式}や妖.量調がダメージt畳付るわ11で1:11ぃ.
2主2)ザムライの{式}む一時的に停止する.

建3)(式札)t健司食することUできない.



圏圏圏圏圏圏圏圏層圏圏圏圏閣
:9 

:8 

:7 

:Ml，在.

長大 :34

カ

カ

党

カ

ι問
ル
山
知
愛

キャラクター%

フ.レイヤー

アーキタイプ :，.，.o 
徐楊術技能 .よ級

〈え}作成ポイント・ 27

宣ζ⑧タイプ :戦節感覚結合:

えの能カ:強皮 ・

式名:
:後JJr.: メモ

・射程1伽1、射率2

.能力筆必、活力禍

えの能カ

射Z宮

崎'111
1T1if 
飛車習

: 22 

11 

成功催 。2

イ宇成ポイント

消費愛カ

併用する (.ll)

能カ依 : 7 

口
-

口
・

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

活カ:

有/無

メモ

感覚結合:

式の能カ:強度:

タイプ:式名:
メモえの自主カ :強皮:

:Z: 成功徳.

:口口口口口口口口
口口口口口口口口

•••• 
作成;1":イント

消費愛カ

併用する {珠〉

能カ他

活カ ・

有/無感覚結合:タイプ:式名:
メモ3えの能カ:強度:メモえの能力:強度:

成功他:

:口口口口口口口口
口口口口口口口口

作成ポイン ト

消費愛カ

併用する (.ll)

能力他

活カ:

有/無

メモ

感覚結合:

式の能カ :強度 .

タイプ:式名:
メモ皮強カbu

 

のえ

成功徳:

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

作成ポイン ト

消費~カ

併用する {珠〉

自主カ{査

f舌カ.

圏圏圏圏圏圏園圏層圏圏菌圏閤圏圏圏圏園



圏四圏国圏圏菌闘圏圏圏菌

。i且代.

lt大.

カ

カ

党

カ

知
恥
山
知
愛

キャラクタ-%，

7'レイヤー

アーキタイプ

陰陽術技能

〈え}作成ポイント ・

有 /無
メモ

感覚結合 :

3えの能カ;強皮

タイ プ:式名:

メモえの自主カ : 強1ft:

成功徳

作成ポイン ト

消焚1tカ

併用する 〈珠〉

能カ他

-口口口口口口口口
口口口口口口口口

f昔カ 。

感覚結合:有/無タイプ:式名:

メモ式の能カ:強皮 ・メモえの総カ:強1ft:

成功徳

:口口口口口口口口
口口口口口口口口

作成ポイン ト

j商焚愛カ

併用する 〈珠〉

能カ他

1もカ :

有/無感覚結合:タイ プ :式名:

メモえの能力:強皮 .メモ式の能力:強皮;

成功{直:

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

作成ポイン ト

消費1tカ

併用する 〈珠〉

能力他

if;カ :

有/無感覚結合:タイ プ :式名:

メモえの総カ:強度メモえの青色カ :強度:

成功{直:

:口口口口口口口口
口口口口口口口口

• 作成ポイン ト

i向貸霊カ

併用する (1;1;)

能カイ直

活カ:

圏圏圏圏圏圏菌圏圏菌圏圏国圏圏圏



圏圏圏層圏闘園圏圏圏園間圏圏菌圏圏菌園
式名: 感覚結合:有/ 無タイプ:

作成ポイ ント

i免責霊カ

併用する 〈泳〉

総カイ査 成功徳:

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
口

口
ロ

カ品
巾

3えのHeカ:強度 メモ えの能カ:強皮 メモ

式名: 感覚結合:有/無タイプ:

作成ポイント

消費霊カ

併用する {珠}

能カイ直 成功徳:

治カ 口口口口口口口口
口口口口口口口口

・ 〈式〉作成 ポイント

初級 I知カ1
中級: [知カJX2 

上級。 [知カJX3 

特級: [知カJX4 

・澗ftWカ
4下成ポイント +2

・活動時開l
陰陽師向 [A，;カlラウンド

・ {式〉の能力鮪

ポイン ト 能力値 属肋値 活力

1-6 2 

7-12 2 1 4 

13-18 3 2 6 

19-24 4 2 8 

25-30 5 3 10 

31-36 6 3 12 

37-42 7 4 14 

43- 6点ご1:1=、量カ{創=+1、活力に+2t60

・ 〈式〉の早打ち

[敏縫J<陰陽術〉γ判定

数易11:11作成ポイントー5

失敗L色場令、〈式}は轟走寸る

・発動制限
感覚t~令が-n.;{式〉の歎は険陽節的

{知覚J1T
. “気合"の消費

陰陽師11、t，党結令を行なうT、・';(式}

的行草地に・丸 令"を使用するニどができる

えの能カ.強度 メモ えの能カ・強度 メモ

L強度の2f事上昇する。

<>打祭総カ :2ポイント/強度1
強度をJ.l:奇書のダメージにjftbロγきる。t史認に

{え}を遺4まさせた織令11、来Jl修正にm豊

能カの強度を迫加するニビができる。

<>幸生成総カ : 3ポイント/強度1

二の式毒を受けた渚Ii{式〉が起働II、、品問、

畢7ーンの終1->')1二"強度"ダメージを企ける。

ニ的ダメージ11[#>カJ<耐性〉判定f経滅

寸るニピがγ~.;。

<>鴻.it縫カ 1ポイント/強度I

(強度';-2)m阜緑内内対車に強皮に尊L、、ダ

メージを4".える。

<>飛湖能カ : 1ポイント/強度1

(強度X10) kgの重量を運縦L、会述(強度X

200) mτ飛行可能。飛行i車11:11重量が{強

度X10) kgをオーバーするごピに半分。

<>覧身銭カ :5ポイント

変身に11、陰陽師ピ円4党結'*'l:lRを要する。

<>遜依i~カ :3ポイント/強度l

{式』の目線11、強度を獄易11:l::lた[，1::カJ<
意志カ〉判定γ遺依に拡4えでき品。{え>11 

-つの物にLQ、遺依できな、、。一つの物に11

-つの〈式)lo、遺伎できな、-。

. (式〉の能力

<>ガス化能カ 3ポイント

物IfJ.l:拳11一切無効lζなる。ガス化・実体化

に111Rを要す4。

。感知能カ : 1ポイント/強度1

(強度XI0m)半経内丹生命#>の場所、大きさ

を感知できる。7グツ・金制緩世ど11生命体

ピみなさな、‘。

<>幻覚能カ :3ポイント/強度l

{式}の11H曜は、強度を段易皮lζLた[，¥; 

カJ<:聖;tカ〉判定γ幻覚iニ抵抗γきる。

<>え常まI員総カ ・6ポイント/強度l

強度m3内物質の組成を変換する。対車内生

命体11、強度を総d.b皮iζlf![，ヒカJ<意志

カ〉判定で拡抗τきる。

<>再生能カ :3ポイント/強度l

IRIこ強度分の活カを回復する。

<>時間延長 :3ポイント/強度l

えのif;働時間をIおカJX (強度+1)ラウンド

に延長する。

<>(え〉破壊能力 ・5ポイント/強度1

回線l:'t勺た〈式)11、強度を絵易皮ピLf.こ能カ
値判定τ核1量を回選τ~.;。

<>射音書能カ : 2ポイント/強度l

強度1T(射tl.5m・射車1)、以後強度が偶数

的時iζ射経+5m、奇数内崎に射車+1。ダメ

ージIi~争中内成功皮じよる。

<>敏闘能カ : 3ポイント/強度l

〈式〉内総カ舗を強度欽上昇さぜる。"活カ"

圏圏図圏図圏悶圏圏圏圏菌圏圏題圏圏圏園



圏園圏圏圏圏彊圏璽彊圏菌圏
キャラ クタ-%，・ l!1.堂

性別 : ~害

年鈴 ・26

アーキタイフ， -Ifムライ

フ.レイヤ-%，

)

}

)

)

)

}

 

状悠

10 

11 

10 

(

{

(

{

{

{

 

~gカ{直

く体カ〉

く敏捷>

<知覚>

く知カ>

く11:;カ>

く共繕>

軽傷・ :口口口口口口口・・・・・・・・・重傷 口口口口・・・・:+1致命 口口・・ + 2 (治カ減少)
死亡 :1:口。+3 -肖像晶、または家紋ー

iをカ 室カ 久令 メ寿ι、 宿7f
114 118 1108 30160 

無初中上特・0000
00000 
00000 
00000 ・0000
00000 
無初中上特

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 

一一 知織系 一一

汎 〈応急手当 〉

専 〈 偽造 〉

専 ( 芸事 〉

専 ( 作法 〉

汎 〈 事械通 〉

専 〈 帝王学 〉
一ー その他 一一

専 ( 枠術 〉

無初中上特

・・・0000000 ・0000・0000
無初中上特

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 

・・・0000000 

一一 納神系 一一

汎 〈 意志カ 〉
専 〈 挨令 〉

汎 〈 枕*>
汎 く ま昔術 〉

一一 術法系 一一

専 〈 陰陽術 〉
専 〈 ぬ偽術 ) 

~ ( 議 術 〉

専 〈 神通カ 〉

~ ( 嫌気街 〉

導 〈 法術 〉

専 ( l&術 〉

無初中上特・0000

・・・00・0000...0。
無初中上特

・・000・0000・0000・0000・0000・0000・・000

一一 戦闘系 一一

汎 〈 回途 〉

汎 〈格闘紋闘 〉

汎 〈射撃紋捌 〉

汎 〈白兵紋閲 〉

一一 肉体系 一一

汎 〈 逮動 〉

汎 〈 総身 )

汎 〈 級察 )

汎 〈 騎乗 )

i凡 〈 耐性 〉

汎 〈 追跡 〉
専 〈 卒業 〉

接持1数
12 

たくさん

射程榊

3
一6

武係修正

+5 

+2 

武i鈴名
著T;i!t刀
クナイ 10m 

口
口
口
口
口

国圏菌圏圏菌闇圏圏圏圏圏圏国



圏圏璽圏圏圏圏圏園圏闘圏国
(因縁・過去を記入せよ)そはいかなるものか?

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

初中上特・:・・・00:弱さに対する憎しみ

:・0000:

:・0000:

:・0000:

:・0000・

:・0000

:・0000:

山
一

m一
一
荷
一

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

:・・・00:r一番大切なものjの死

メモ所持品
口
口
口
口
口
口
口
口

3 

2 

口
口
口
口
口
口
口
口

気合の使用法
絞脆/凶緑の段階の上昇 {いつでも)
『初級 5ポイント/専門技能11要飾低

ー中級 10ポイント

→上級 :20ポイント

→特級・ 40ポイント/J畏 ・判。、"

追加l行動 {判定のIIII)
1ポイントで、 lU、円行動1:1'1')]6む。

サイコロのブースト (判定のjjij)

1ポイントドっき H園、判定に使用するサ

イヨロを地やす。

成功数のブース ト {判定の後)
3ポイントにつき 1~圏、成功欽を増やす。

l;$(因縁u.t潟費して取得119.111上昇する.1(~、つでも)

X3ポイント

能力面白の上昇
(!t在内総カ俄+1)

銭能のブースト (判定のiiij)

3ポイン トにつき I段陽、技能的段階を上

昇させる。量;f，11上J級1τ。

盟国国圏圏圏闘圏圏圏菌圏圏圏圏圏



圏圏圏園盟国圏圏圏圏圏圏圏菌圏圏圏園圏
キャラクタ-_t

4生}j'J 

年齢

アーキタイフ.

プレイ ヤ-_t

)

)

)

)

)

)

 

状態

(

(

(

(

(

(

 

能力』量

<林カ>

く敏縫>

く知覚〉

く知カ>

く11::カ>

く共繕>

口口口口

)

口

少

口
l
滅

ロ
+カ

ロ
・・活

口
口
(

口
口
2

口
口
+

口
口

・・

口
口
口
3

口
口
口
+

口
口
口

口
口
口
口

市
情
偽
命
士

軽
重
致
死 一尚イ象品、または家紋ー

i主力 i支カ 久令 メZkL• 宿7f
無初中上特・0000
00000 
00000 
00000 ・0000
00000 
無初中上特

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 

一一 知議系 一-

i凡 〈応急手当 〉

専 〈 偽造 〉

専 〈 芸事 〉

専 〈 作法 〉

汎 〈 事情通 〉

t{.( 帝王学 〉
ーー その他 ----

t{.( 紳術 〉

( > 
( > 
( > 
( > 

無初中上特・0000
00000 ・0000・0000
無初中上特

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 

一一 精神系 一一

汎 〈 意志カ 〉
専 〈 挟令 〉

汎 〈 枕事 〉

汎 〈 誕術 〉

一一 術法系 一一
専 〈 陰陽術 〉
専 〈 ぬ偽術 〉

専 〈 滋術 〉

専 〈 紳通カ 〉
!j. ( 繰気術 〉
専 〈 法術 〉

!j. ( 忍術 〉

特

0
0
0
0批
判

0
0
0
0
0
0
0

上

0
0
0
0
上

0
0
0
0
0
0
0

中

0
0
0
0
中

0
0
0
0
0
0
0

初

0
0
0
0
初

0
0
0
0
0
0
0

無・・・・
無...... 。

一一 験閥系 一一

汎 〈 周遊 〉

汎 (~喜朗戦闘 〉
汎 〈射祭戦闘 〉

汎 〈白兵戦闘 〉

一一 肉体系 一一
汎 〈 運動 〉

汎 〈 総身 〉

汎 〈 統察 〉

汎 〈 騎乗 〉

汎 〈 耐性 〉

汎 〈 追跡 〉

専 〈 卒業 〉

主主興数射程射事武~修正武器名

口
口
口
口
口

国国圏困層圏闘園圏層圏圏国圏



圏圏圏圏圏圏圏圏圏圏圏国圏圏圏圏圏
(闘縁・過去を記入せよ)そはいかなるものか?

口
口
口
口
口
口

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

:・0000:

:・0000:

:・0000:

:・0000:

:・0000:

:・0000:

-
-
-

-

時
一
O
一

却
一心一

hv
一戸」一

都
一劃
一

--
-

-

プ
一
一

J
1
一
一

タ
一
一

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

:・0000:

口
口
口
口
口
口
口
口

メモ所持品
口
口
口
口
口
口
口
口

気合の使用法
技能/図録の段階のよ好 (いつでも)
『初級 5ポイント/専門技能11要締匠

司中級 10ポイント

時上級 20ポイン ト

『特級 40;1-:イン ト/要 “何唱、。

追加行動 (判定の前)
1ポイントで、施。、円行働iこ制・)joむ。

サイコロのブースト (判定の前)
1ポイントにつき l倒、判定に使用するサ

イコロを増やす。

成功量生のブースト (判定の後1
3ポイントにつき l鋼、成功数を婚やす。

1後図揖U揖t消費して取得I1iI置土興する.1(~、つでも)

X3ポイン ト

筋力値の上昇
(~なの飽カf直+1)

t支f彪のブースト (判定のJiij)
3ポイン十日っき l段階、技能の段階を上

fI.~せる。 畳あ11上級1γ。

園自彊圏圏圏園圏園圏圏圏圏園菌



RPG吋ジンの備の方には「お待たせ

しましたj、初めτの人にはf初めましてj

ょうや〈みなさんに見せることができます、

これが，r3l<1I万象ピジュ?ルプ，?J.これが

僕たちが見せたかった、次世代RPGの形で

す。

ルール的にはもう2年〈らい前に出来てたん

だけどね。それだ付じφダメだっていうのU、

この本を続んで〈れたみんな寄らわかると怠

う。

RPGマガジンで11短編小lI!とかリプレイと

か連載させてもらっていたf鼻、滋辺ヒロシです

が(焼んでてくれた?)、 この本の創作に当た

っては補佐的な役割を務め、ルールとワール

ドの樋渡しのような仕事をしていました。両方

に少しずつロを出す、そういう感じですね.何

かあるたびに、今日Itllに明日は茜に、みん

容の間をか付ずり回る毎日11，いやめ・ ・た

いへんだった{笑}

しかしまあ、ルー)~，ワールド、どちらにとっ

てもメインではない慢は、その立喝のおかげ

でという舟、何というか、ルールとワールドと、

両方の大ファンでも晶ります。

f井上君すごい、渇勝零えらいJ
そう奮いながらの仕事t草、たいへんで晶つ

でも楽しいものでした。なんたっていちばん

近くに寄ることができるファンなんだぜ、楽し

くないワケが者いよな(笑}

ルール作ってる最中It、鮫を見つけてはテ

ストプレイをやってました。徳内あちこちのコ

ンペンションに出か付τは(名古屋まで出か

けたこともあったっけ{笑} 今となってUいい

思い出です}、f今日It実緩万象とゆーTRPG

のテストプレイをしま~すJとか奮ってマス空

ーして曹たもんです。今、この本を手にとって

脱んでくれている人の中にも、テストプレイに

..加して?ンケートを書いてくれた人がいる

んじゃ章い舟、な? その時のプレイが、この本

を買ってくれる原動力になればうれしいんだ

けど。

「実質jプロジェヲトがス型ートしてから3年

近く。ょうやく完成したこの『天績万象ビジュ

アルブyヲjがあれば‘今まで少しずつしか伝

えることができなかった、この能力的な世界、

{鼻があの時井上君にイラストを見せτもらった

瞬間に、思いっきりシピれたこの世界を、ょう

やくみんなにも伝えられるんだttdl、と思うと、

本当にワヲワヴします.

さて、みんなはこの世界を、好意に者ってく

れるでしょうかF

渡辺ヒロシ
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ど うも遠藤闘です。・夫前段。いか

がだったでしょうか7

私が、実S置をデザインするにあたって常に

意織していたことは、記憶に残るプレイを鍵供

できるようにしようということです。記憶に残

るプレイ、それを構成するのは何でしょうか7

厳"でしょうか? すごい成功/失敗を出し

たことですか? 感働的なシーンでしょうか?

これらのプレイに共通約に存在し、不可欠な

もの、そしてシステムによって鑓由民可能なも

の、それはロ由ルプレイ牢のではないでしょう

か。

ロールプレイをシステムによって鍵供する

ことがで曹る。こういうと、皆さんは置置かれる

かもしれません。ロールプレイというものは自

分のプレイヤーキャラヲ世ーやほかのプレイ

ヤーキャラヲ空ーとの関係によって生まれるも

のであり、ある程度の時間を必要とする。第

一、ロールプレイt革、プレイヤーの自由窓怠

によって行なわれるべきで、システムによって

規定されるものではない。そう、思っていらっ

しゃるのでしょう。

もちろん‘私も規定しようなどとは思ってい

ませんし、それを行主つてはRPGとは言えま

せん。また‘昨今のRPGの量で11、とても時

間をかけて関係を滋りよげていくなどというこ

とはで宰ません。私のように学絞というRPG

に愚遣な環境を失って久しい人間にはなおの

ことです.プレイヤーキャラヲ世ーはまさに一

刻一会であり、仲間は名前も知らないどこか

の人々です.このような状況で、 12憶に残る

プレイを行なう。残念ですが、たいへん厳し

いと曾わざるをえません。無味舵燥な時間が

ただ流れてい〈ことでしょう.

しかし、そのような状況でも然心にロール

プレイができたらどうでしょう。犯備に残る般

$1:上昇するのではないでしょう舟」先ほど、

システムによるロールプレイの規定11不可能

といいました。磁かに、規定はできません。し

かし、システムによって、餓導することは不可

能ではないのです。

アーキヲイプを用意することで、自分はも

とより他人のキャラ?~ー性をすばやくつかめ

るようにし、システムを勉強しなくτも済むよ

うに単純化してルールを減らし、“気合"に繍

らなければならないようにしました。このほか

にもさまざまな仕紛けが施してあります。

記憶に残るプレイを造る.・・天蹟万象..lt . 

そのために先鋭化されているのです。そして、

品者たが記憶に獲るようなすばらしいプレイ

を体践することができたなら、これに優る喜び

はありません。

“実Z置万象"、さまざまtt人々のご尽力がこ

のRPGを生み出してくれました。

最初のデベロ yパーであるわがiI¥.さまざ

まな?イデ?を提供してくれたサーヲルヘリオ

ン・コートの皆さん。・・天沼万級"の名づけfl!

たる牧山昌弘さん.8初に天掘の匂いを教え

てくれた図中としひきさん。天貨の風を感じて

くれた践者の皆さん。全国津々満々で、“実施

万象"のテストプレイに参加してくれた皆さん。

そしてわたしが“天慮万象"をデザインする真

に原始的主きっかけをくれたわが筒銭。掻後

にこの本を続んでくれているあ宰た.

皆さんに強大の感謝を込めて。

遠藤卓司

本当によかったんだ~7/J'?

いきなりこんな寄書出しで申し訳ないが、そ

れが今の{翼の膚偽りない正副Eな気持ちなのだ

から、しかたがない。

この本を手にとって、そしてここまで続んで

〈れた人の中で、{曹の名前を聞いたことのあ

る人は、ほとんどいないと思う。それもそのは

ず.“天置万像"のライテインタが‘f自分自身

の文章jを.<初めての仕事にttるのだから.

“天11万象"に関しては(企画立ち上げ前か

らの知人というポジションを利用して}テスト

プレイヤーという立111にはいたが、まさか自分

が執筆者として名簡をつらねることになるとは

夢にも患ってなかった。

……ここで正直に告白してしまうが、実t草、

自慢は間人活動すらしたことのない、本当にズ

ブの素人容のだ.いや、「素人だったJと君い

かえておくほうが聞こえがいいか。

頭のf本当によかったんだろうか?Jは、つ

まりそういうことなのである。

そん宰慣がここまで u天擁万象"にかかわ

る嘗っかけとなったのは、5月のある臼にかか

っτきた、渡辺ヒロシ氏からの電話だった。

「キミの書いた小娘、なかttかおもしろかっ

たんで仕事をあげよう。どうせ鮫でそ?J
本当にそのとおりだった倶は、『ん、まあ 0・0

"'J 
といつもの最路をしてしまった.

そして、それからの約半年。僕の生活は“実

縄方象・・ー色に染まった.仕事だからーーそれ

も晶る.ほかにやることもなかったから一一そ

れもある。でも、それ以上に、僕が天11という

世界に惚れ込んでしまったからだろう.



どこかでf置かしい色彩を持ちながら、実は

どこにもなかった奇妙牢世界。そんな世界を、

ー歩先にのぞき込むことができて、そこに自

分の色を織妙に織り混ぜることすらで曹る。そ

れどころか、自本史とのわずかな相遣すら植

え付けられる! 時にはたいへんなこともあっ

た付ど、本当に楽しい仕事だった。

だから一一頗わくば、“天Z置方税"がたくさん

売れますように.そして、多くの人たちに見τ、

緩んで、プレイしてもらえますように.

僚に小鋭の函白書を教えてくれた心の師匠

で晶る納松鑓先生と、自障がわがままに生きて

いるのを黙認してくれている雨続、そしτこの

本を手にしてくれたすべての人々に感聞を縛

るだけの「おもしろさjを、手にした人に伝え

るものであってほしいと思う.

正直牢ところ、この本のライティンダにかか

わるつもりは宰かった。そこを渡辺ヒロシに駆

り出されτしまったわけだが一一こう書〈と、者

んだか恨んでいるようにも聞こえるだろうが、

そん宰ことはない。こうして自分の3年間を娠

り返ることもできたわlすだし‘・・天Z置万象"に

文章という檀か主形を授すことができたのだ

から、もちろん感謝しているのだ.彼に面と向

かつて言うのは非常に照れくさいので、この喝

をお借りして礼を曾うことにしよう。また、遂

惑をかけてしまったたくさんの人たちにはお詫

びを。そして自分には‘次の3年後に“いちお

う"のついてい者い何かになるように命令す

とが、どんなことにも鰻優先された.

それで結局、だからそういうわけで.その時

の気鍔ちが宏、れられず 忘れ緩〈、20代も

後半になろうってのに、こん立ことを始めたわ

11だ.

うわ、カッコワルイ.f高校時代の膏春をも

う-1lJ? シツコイにもほどがあるってもん

だ.いい般こいで何考えてんだか。キモチワ

Jレイ.

だが、本当の録。本当のはなし、“天緩万象"

を創ったのは、それだけの気締ちだ。なんの

広大牢ビジョンも者〈験海なテーマ牲もない。

かけねなしの‘それだけ。

げつつ、このへんで畿をおくことにしよう. る.

繁野聖書

さ て、この班が齢、のIlIIこ触れ日と

いうことは、とりもなおさず夫灘も無事に

世に生まれ出ることがで曹たというわけだ。

実認という世界に初めて触れたのは、健か

94年の容だから、考えてみれば3年近くもの時

間が過ぎてしまったということになる。天積と

の出会いは、僕にとってU渡辺ヒロシや逮線

電との出会いでもあったわけで、10年以上前

からつきあっているような気になっていたが、

湾ぴ冷併に考えてみると実113年程度のつき

あいでしかない.いやはや、 3年というのは短

いようで実は長いものだ.

そしてその3年前、自分は九、ちおう"大学

生だった。その後九、ちおう"鶴訳者になり、

"いちおう"PBMのマス11ーをやってみたり、

“いちおう"副絹集長などという肩書きを締っ

たりもした。と、まあいろいろあって、売にか

けたりも{笑}したのだが、今はやっぱり“いち

おう"大学生をやっている。実S置はこうしτ世

に出ることができたのに、慢はまたス11-トラ

インに戻ってきている.もしかしたら、3年前

よりも後退しているのかもしれない。

少しはF かりずチになりかけたので話を引き

戻そう。とにもかくにも、この3年という時間

は、ただの大学生だったベーシストが、樗びた

だの犬学生に戻ってしまうだけの時間立のだ

{笑} それだけの時間が・・実施方象"という

RPGには費やされている。商業という観点か

らみれば恐ろしくコストパフォーマンスの悪い

商品ではあるが、たった今品主たが手にしてい

るこの本は問時に作品でもある。願わ〈ぽ、こ

の3年物の作品が、かけられた時間に相当す

ただ、うれしかったのは、それは慎一人だけ

さて‘これからどこにゆこうか7 じャなかったってことだ。

システムの遺厳重宝も、ライ9ーの源辺肴も、

谷口和1也 秦野容も谷口肴も、武図書んにも、多かれ少

本当はこのあとが君、カ・ノコイイの

...を用意していた.いつものように。

僚はあとがきをカッコヨク閉めるのが結柵

得愈なのである.だからいつも、 11初にあと

がきから省き始める。カyコヨイあとがきを用

意して、初めτ内容に手をつける。

完全に本末転倒だが、これがけっこううまく

いしキチっとあとがきが決まると、他人には

僕がちょっと頭良〈、婆領がいいように映るら

しい.

だから、ス世γフの渡辺君とかに1:[いや一、

“実路万象"だ付11、すべτが終わってから、

あとがきを.<よjとかいっておきながら、実

は力yコヨイあとが曹を用意していたのだ.

だが‘それは消去した.

fIぜか、それを …その用意されたカッコ

ヨイあとがきをここに般せるのは、なんか、こ

う、ー番大切なものを農切るような気がした

からだ。

いや遣う、そーじゃない。そう……それはき

っと、この“天蹟万愈"ってTRPGを創ったの

は すっごくカッコワルイ想自があったから

なのだ.

慢にとっτ一時湖、~絞生のあの崎、 赤籍

{晶の伝鋭の0&0の1)こそ、世界の中心だっ

た。本当に本当に、それしか考え宰いで生き

ていた。ACを下げることが.20面体を綴るこ

なかれ.そんなカッコワルイ、変容コタワリが

あったのだ.そして償の変なコタワリに共感

し、文句をいい立がらもついてきてくれた。

変fIコダワリが力安チをもって、この 0・実溜

万象"というTRPGは生まれた。史上まれに

みる『変flJ世界観。『能力備なんてドラマを演

じる進具でしかないjと割り切った、でも、11
近あるようなドラマ主鴻!lI!TRPGなんかとも遭

った f妙宰jシステム.

その線本にあるのは“変なコずワリ"

だから、結局それがなけり命、物客んかっ〈

れfIい.カッコワルイけどそれが事案。

だがら君が、このTRPGを遊ぶことで、“変

なコずワリ"ってやつをほんの少しでも飽いて

くれたら、これにまさることはない。

ほんと、かねねなしのそれだ11のために、こ

のTRPGはあるんだから。

弁よ純::1:;
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.変身忍者嵐

.激突1

・用'l."梅
・棒三十郎

.七人の待

・3買と地と

.秀吉

・ジパング

.魔界転生

.新里見八犬伝

.戦国自衛隊

TSR/新和・角川寄宿 .イースト・ミーツ・ウエスト

.帝都物館

FASA/富士見書房 .JM 

.TORG ・ロポコYプ

ウエスト・工ンド・ゲームス'/新紀元社 .プレードランナー

.ストーリィテラーシリーズ .ハイランダー

ホワイトウル7 .GUNHEAO 

.スペース1889 ・ジャイアントロポ

GOW ・獣兵衛忍風鰻

・岡修.ファン9ジー ・天地無用!

コスモエンジヱアリンダ .装甲騎兵ボトムズ

・戦国銀異伝 ・縄動総土ガンダム

キラメキ .妖刀伝

・サイバーパンヲ2020 .カムイ外伝

R. 11ルソリ7ン/イエローサブマリン .グッドモーニング・アルテア

.メヲルヘッド ・もののけ姫

“天繊万~..の掴IJfjl過桜でその成立に影響

を与えた名作や‘「これそ茨燭! これぞデタ

ラメ時代劇I!Jと合った作品などを、古今東

西.とにかくまとめてみた.

興味があったら探してみてほしt、.それを

見て、「串晶、これが天錨かJと納仰してくれれ

ば.大成功だ.

RPG編・0&0

-シャドウラン

ホビージャパン

-ワースプレイド

ホビージャパン

-セブン=フオートレス

ホビージャパン

.ルーンウエスト

木械ゆきと/集英社

-鉄KUROGANE

与目./腕鍛社

.ファイブスヲ一物路

永野11/角川...

.るろうに剣心

和月伸宏/集英社

-うしおととら

E車因和田節/小学館

.陰陽筋

肉野玲子(原作:夢枕獲)/スコラ

.パス9ード!

荻原田歪/纂英社

.スプリガン

皆川亮二(原作:たかしげ宙)/小学館・BLAOE
伊国康彦/鶴族社

.考える侍

山図芳俗/嶋畿批

.カムイ伝

白戸三平/小学館

-あずみ

小山ゅう/小学館

.カムイ外伝

白戸三平/小学館

.伊賀の~丸

機山光錫/秩図書庖

.仮面の忍者赤~

マンガ掴
.鏡花血風録(RPGマガジン51，52号)

繍山光鱒/秋田...

・学園帝国俺はジュウベイ1
中平正彦{原作・広井主子)/小学館

.覚悟のススメ回中としひき/ホビージャパン

.KAZE 山口貴由/秋図書庖

アバロンヒル/ホビージャパン

・ベンドラゴン .無線の住人

ケイオシアム

神崎正匡/1車問書庖 .バイオレンスジャ '/?

五k井濠/日本文芸絵

紗村宏明/繊殴社 ・~t斗の拳
原留夫(原作:武鎗尊)/集英拾

寺沢武一/スコラ .魔法騎士レイアース

.トーキョーNOVA .TAKERU 

ツ7ずホビー・アスキー

.ストームプリンガー ・影鍍

ケイオシアム/ホビージャパン

CLAMP/踊厳絃

.工ルリッヲ! .修Z置の劃j

ケイオシアム/ホビージャパン

・ミュ一世ントクロニクル ・E太の寿司

ターゲ。ノトゲームズ

.スベオベヒーローズ ・X-MEN

周囲芽武/竹書房 .ゲッヲーロポ

石川賢(原作:永井濠)/大都信

川原正敏/1111剣士 .ゲッヲーロポ濠

石川賢(原作:永井豪)/徳間寄宿

寺沢大介/踊阪社 ・11末伝

石川賞/リイド社

ホビージャパン マーヴルコミッヲス/小学館 ・幽々白書

・アップルシード

丸オ

掴
一純一
門

機

一
制
服

岡市
一・・

'町樫積1尊/集英社

士郎正宗/膏心事土 .リングにかけろ

.オリオン 恵国正英/集英社

士郎正宗/膏心事土 ・軍基! 男m
.銑夢 宮下あきら/集英字土
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.紅い牙1直 ブルーソネット 鷹氏蜂之/線般社

-ベルセルク

.低俗霊狩り

.G臥 Y

柴田昌弘/白泉社 ・どろろ

三浦健太郎/自京社 .MADARA 

手爆治虫/秋図・庖

田島捌字/角川・后

電源ありゲーム
・銭

奥瀬サキ/白泉祉 .符法師マンダラ伝カラス ・ウルフファング

克亜希/小学館

たがみよしひさ/徳問書信 ・キャッツアイ ・9ヲティクスオウガ

S直udioTwin'kle 

デーヲイースト

・セイパm キャッツ 北条司/集英社 7エスト

山本貴闘/角川，..15 ・神幻暗夜行 ・侍スピリッツシりーズ

..田和BOII短編集「夜の際J 長谷川哲也/ホビージャパン SNK 

績飽和田郎/小学館 ・o周少女 ・BURAI

.俊~.察パトレイパ一 川原由美子/朝日ソノラマ リバーヒルソフト

ゅうきまさみ/小学館 .サイパ白桃太郎 .ファイナルファン空ジー6

・人魚の森 山田貨由/秋図書信 スクウエア

高橋留美子/小学館 ・ブックス・ヱソテリカシリーズ ・償

-パオー衆肪者 学研 リー7・ゾフトウェア

~木飛昌彦/集英社

.仮面ライダー

石ノ森章太郎/飢餓社

.強殖装甲ガイパー

小限舗
・山田風太郎

.宇宙の戦士

11:作品

高橋良樹/1車問書庖

-孔省主 ロパート・ハインライン/早川書房

荻野真/集英社 ・光の王

.夜叉鴻 ロジャー・ゼラズヱイ/早川書房

荻野真/集英社 ・リングワールド

-宇宙英雄物騒 ラリイ・二ーブン/早川・房

伊東岳彦/角111・16・ホーム社 ・妖戦+勇士

・幻想世界実$?1J伝忍ザード 朝訟撞/KKベストセラース'

てんま説丸/竹書房 ・ハードワイヤード

-コマンダー0 ウ方)...~担ー ・ ジョン ・ウィリ?ムズ/早川書房

宮沢鈍/集英宇土 ・必殺の実路

.EATER ウ方)~$I一・ジョン・ウィリアムス'/早川書房

うすね施俊/箪笑祉 ・モナリザ・オ四ヴァドライブ

.ブラスナッヲル ウィリアム・ギブスン/早川書房

続来僻也/白泉佐 .車Iい涙

.トーキョーゲーム 東野司/早川・房

青山広美/竹書房 .京美ちゃんの耳慣出

-雷火 東野司/早川書房

蔵原カムイ/スコラ ・能無しワニ

.ドラゴンヲエスト・ダイの大冒険 中井紀夫/早川書房

三条段・稲田浩司/集英u ・ガンスリンガー

.ZMAN スティーブン・キンダ/角川書庖

西川秀明/エ=。ノヲス ・ガンヘッド

.ブッダ 合川異/角川書庖

手線治虫/文容文庫 .未来披浪ガルテ'ィーンシリーズ

・あつかんベェー休 火浦功/角111.庖

板ロ尚/鍋際社 .禾来は君のもの."B使い 冴木忍/富士見書房

岡崎武士/角111.底 ・ユミナ戦犯

-風使い 吉岡平/富士見書房

-サイキックフォース

TAITO 

-天外魔境シリーズ

ハドソン
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~まで 64 

プレイヤーキャラと- 65 
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~のロールプレイ 142 

~を育てる 138 

傷儲師(くぐっし) 71.78.83.134.136 

~になるには 139 

丸字 150 

孔雀明王(くじゃくみようおう) 124 

繋売り 56 

口寄せの織(くちょせのぎ) 108 

丸海の鄭(くづみのみやこ} 糾

丸進一斤(<どういっこん) 70.72.170 

閏 37

ヲノイチ 145.156 

11役(ぐんえ意) 51 

軍役衆 40 

~について 51 

軍師 60 

軍茶利明王(ぐんだりみようおう) 124 

212 



m務用筆入れ

解脱{げだっ)

外法続

72 

126 

12，78，83，133 

玄河剣札{げんがけんこう) 40 

f1量級概要J(けんじようがいよう) 判

幻術 137 

玄武紋{げんぷもん) 150 

栂{こう) 48 

直ノ測の海戦{こうのうらのかいせん) 39 

甲陵{こうこう) 97 

河坂党{こうさかとう) 57 

降三世明王(こうさんぜみようおう) 124 
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香鶴山巌(こうべきんみ。() 38 

航路 48 

義を緩う(ごうをはらう) 99 
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4存え所(こしらえどころ) 146 
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買人(こじん) 56 
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E女(ごぜ) 56，142 

琴鳴(ことなり) 38 

11法盆子法{ごほうどうじほう) 127 

コムロ 113 

2聞用商人 48 

金剛機(こんごうき) 26，62，65，78，98，111 

さまざまな- 109，110 

修擁- 100 

金剛夜叉同月五{こんごうゃしゃみようおう}
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~険随邸 78 

~隊 61
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~の代傭 86 

~変i化ヒ(へんげ) 85 
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山人(，さFんむん) 57 

斬鳳(ざんμlぱ!) 8鈴6 

塩売り
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56 

60 

記絡山(しがらみやま) 38 

時間 43 

{式)(しき) 62，70，71，84，170 

多くの人間で~を打つ 73 

~の作成について 79 

さまざまな- 74 

〈心珠}と- 76 

天組織大の- 77 

ーの永緑化 76 

~の再生能力 166 

~の実体化 82 

~の能力 79 
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{疎}を使った- 73 

式紙{しきがみ) 72 

時雨{しぐれ) 140 

時刻 43 

〈事情通> 83 

下町 46 

般電の盤尼{しでんのそうに) 145 

敗:a:佑士{しどうゅうじ) 61 

4昔日師寺{しなんじ) 47 

忍{しのび) 30，62，65，71，142 

抜ける~

~霊

~襲来

~と忍軍

~の心得

~の符T
シノピ

芝居小鹿

{紛)(しゃ)

シャ{大地の源)

射撃兵拐

シャ=ラズ{鉾の印)

酒楽斎{しゃらくさい}

州{しゅう)

宗教

銭槍使い(じゅうそうっかい}

宿場町(しゅくぱまち}

155 

146 

147 

144 

155 

146 

40，57，144，154，157 

46 

70，71，137，160，170 

159，160，170 
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159 
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37 

37 

28，65，168 
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明蓮fll(みようれんそう) 54，131 

〈操気術>(そうきじゅつ) 66 

総大樗(そうだいしょう) 60 

it兵(そうへい) 63 

僧兵(そうへい) 126 

集体(そたい) 137 

た行
太元帥明王(だいげんすいみようおう) 124 

太元帥法(だいげんすいほう) 121 

大師会(だいしえ) 50 

大社{たいし。) 37 

大道芸人(だいどうげいにん) 47 

大目朗来(だいにちによらい) 129 

内o(だいり) 44 

大戦国時代(だいせんごくじだい) 37 

構邦の鬼の乱(たかくにのおにのらん) 39 

~天原樹海 (たかまがはらじゆかい) 172 

竹策(たtすたぱ) 63 

路網師{たたらし) 55 

4量花頼政(たちば寄らいせい) 141 

多刀流{たとうりゅう) 66，88 

旅 52

旅芸人 56 

旅装束 52 

毘の生活(たみのせいかつ) 37 

ダメージ 66，166 

さまざまな- 66 

~の影. 66 

探顕方{たんだいかた) 49 

図+!ls(だんじゅうろう) 114 

1也天{ちてん) 125 

1也夫貴子(ちてんどうじ) 125 

1也鎌{ぢぱち) 116 

女王- 116 

知比衆{チヒシュウ)

中央大陸

~の情努

中間{ちゅうかん}

~小智衆

町人

徴兵{ちょうへい}

ツェ{陣舷}

使い番{っかいばん}

笥(っかさ)

突き返し

月日の呼称

月続{つくよみ}

辻{つじ)

辻君{つじぎみ}

土食(っちはみ}

角{つの}

デFィ(地}

ディ=ゴ{大地の意志)

ディム・イン

テェ=ライ(神のカ;神逸カ)
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156，163 
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特別な- 164 

手形{てがた) 53 

手柄と繍嗣 64 

鏑叉{てきさ) 38 
木偶使い(でくつかい) 56 

テツ 113 

鉄山師{てつざんし) 55 

出目 {でめ) 34 

寺 47

天孫降臨{てんそんこうりん) 37 

突破{てんら) 37 

天礼手形{てんれいてがた) 172 

i:安瀧欝(どうあんそうき) 57 

"犬{とう11ん) 46 

東州{とうしゅう) 38 

東州回ヶ国 39 

道祖神{どうそじん) 47 

東方大陸 37 

設与コスト{とうよこすと) 113 

動力筒(どうりよくとう) 96，171 

戸JII蘭白 (とがわらんぱく) 112 

鴻腐の光7(ときつ1Iのみりょう) 144 

常鍵大峰(ときわたいりく) 36 

土濠(どごう) 51 

~U革 (とざま) 40 

土地 37 

飛狗(とぴいぬ) 154 

飛ひ道具

複数発射のボーナス 66 

鳶の叉佐(とぴのきずけ) 62 

土俵犠(どひょうぱ) 46 
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支配システム 147 
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~で使う道具{忍具) 148 
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煙織の術{えんむのじゅつ) 153 

飽閤I¥i形の術{しいおんぎょうのじゅつ)

152 

人&の術{じんこのじゅつ) 156 

爆曾包の術(11くらいほうのじゅつ}

149.150 
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151 

:!鬼の術(ヒョウキのじゅつ) 149 

人s1l帳(にんベっちょう) 44 

ヌサ{孤) 163 

綱ii:(ねぎ) 55 

おらい打ち 66 

農民 50 

能力値 34 

は行
i自仙の国(は〈せんのくに) 39 

1専行(ばくち) 46 

〈白兵絞闘>(はくへいせんとう) 66.89 

白兵総武器{はくへいせんぷき) 89 

ハサミ 113 

ハズレ 114 

旅篭町{はたごまち) 46 

続本{はたもと) 60 

八鶴衆{はちぷしゅう) 126 

八苦{はちl;tう) 150 

鴻羽{はとは) 155 

績賞党(11んがとう) 57 

番匠01んしょう) 55 

判定{はんてい) 34 

一般行鋤判定 例

基本判定 34 

対統制定. 34 

命中判定 66.89 

ヒイ回全(かね) 171 

日高見大陸{ひだかみたいりく) 37 

必微の-.(ひっさつのいちげき) 66 

奨網執叉{ぴどうしゅうざ) 61 

百人斬り{ひ。くにんぎり) 39 
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白虎紋{びゃっこもん) 150 

濡自の人々(ひょうはくのひとびと) 57 

ヒラキ 113 

不愈肘ち 66 

封術(.;、うじゅつ) 149，154 

風水筒{ふうすいし) 90 

武器 88 
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線事行{はたぶぎょう) 60 



町事行{まちぷぎょう} 42 見切り{みきり) 66 ヨロイ 61，62，78，94，98 
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負傷ゲージ 66，166 首級(みしるし) 64 ~との縫合 96 

ヨロイとヨロイ難りの~ 166 遥々の者{みちみちのもの} 54 ~の聾自陣と修理 97 

負傷の~. 66 御堂銚馬(みどうきょうま} 91 ~の中で死ぬ 104 
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鱒代(，l、だい) 40 身分制(みぷんせい} 41 ヨロイ狩り(よろいがり) 4，40，65，105，168 
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不動明王拳(，;，、どうみようおうけん)不働明王 三繍綴一郎防安(みわせいいちろうときやす}

明陸士-~量師 139 
ら行船無{ふなし) 38 無線の民(むえんのたみ) 54 

船 48 A(むし} 112 

平民{へいみん) 45 伊丹島{いたみむし) 116 揮糸{らさく) 106 

方位 43 牙爪晶{がそうちゅう) 116 ラズ=ディ=コ 160 

滋会寺{ほうえでら) 47 丸官A(曹ゅうかんちゅう) 116 ラ=ディ=ゴ 160 

鳳風祭(lまうおうしゅう) 37，120，122 自陣化結線A(こうかけっせんちゅう) 116 娘鍋造り(らでんづくリ) 55 

~の教事量史 122 拘束息{こうそ〈ちゅう) 116 燭花{らんか} 138 

~のI!t史 122 湾生A(さいせいちゅう} 116.166 六道(りくどう} 52 

鳳鳳寺{ほうおうじ} 120 心眼A(しんがんちゅう) 116 健奥山脈{りゅうおうさんみや() 38 

奉加{ほうが} 38.39.125 女王再生A.(じよおうさいせいちゅう)116 総量a州(りゅうりんしゅう) 38 

奉公人{ほうこうにん) 46 厳鬼畠{せんきちゅう) 116 筒鱗州六ヶ国 39 

法師{ほうし) 10，65.120.133.142 甲盆(1:がねむし) 116 緑光{りょうこう) 127 

鬼~ 14，65.165 不亮轟{ふしちゅう) 116.166 領主(りょうしゅ} 37，98 

陰陽~ 、，27 ~を探す 113 領地{りょうち) 37 

外法師 12，78.83.133 ~を締まえる 113 輔織法(りんごほう) 127 

旅する~ 123 A使い(むしっかい) 18.65.112.119 留守居役(るすいやく) 42 

毘琶~ 55.131 医師としての~ 112 ルーティラ工(管理者) 160 

鳳風宗~ 122 行商人としての~ 114 溜綴磁{るりえ) 36 

~のロールプレイ 133 ~とI共感1 113 11彩{れいさい) 140 

〈滋術>(ほうじゅつ} 66.133 ~の遜具 113 11カ(れいりよく} 71.73.154.158，170 
滋術ルール&チャート 132 ~の才.ットワーヲ 114 ~の回復 166 

方術飾(IJうじゅっし} 44 ~のロールプレイ 119 連敵師{れんかし) 55 

飾銑州(lJうせんしゅう} 38 陸込{むつごめ) 39 労役(ろうえき} 40 

注力(Ilうりき} 121 {明鏡)(めい曹ょう)49，55.95.98，108.172 ろくろ師(ろくろし) 55 
宝林{ほうりん) 127 ~下IIIの倫{めいきょうかしのぎ) 98 
北栄(lJ(えい} 128 ~の費量 99 わ行.1，由(l!(せん) 121.128，130 ~のネットワー? 99 

置他宗{ぽ〈せんしゅう) 37.128 本llUもとざと) 146 
歩循{ほだで) 83 百i章{ももっ) 38 511Jit水草{わいぱすい('ん} 38 
本陣{ほんじん) 60 若武者{わかむしゃ} 65 

や行
分け竪{わけざと} 146 

ま行
八尾州山脈{やおすさんみやく) 38 GM 34 

魔王線{まおうそん} 44 八百比丘尼{やおび〈に} 36 PC 34 
関空CI:(まくうにんどう} 129 ヤヲザ者 44 

町里(まちぎと) 146 八州大飽(やしまたいりく) 37 

祭り 50 ~ß倶大鈴{ヤマ$1ノヲロチ) 36 
マトメ 114 山伏{やまぶし) 129 
)(限(まな) 140 柏姫(ゆずき} 65 
/fUIJ:t天(まりしてん} 124 弓兵{ゆみへい} 61 

帝(ミカド} 37 ヨセ 113 
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