デスゲーム」は、プレイヤー３人用の

本リプレイ付属のシナリオ「ギャラクティカ
パワー
シナリオになっています。

ＧＭはシナリオを開始する前に、以下の情報

事前の公開情報

リトライ：２
クエリー：３

初期グリット：４

をプレイヤーに公開してください。

チャレンジ：２

シナリオ概要
このシナリオは前述した拙シナリオである
のヒーローが、次の事件に巻き込まれていく中

プレイ時間はキャラクターの作成時間を除き 「ギャラクティカパワー」事件を解決した３人
オフラインセッションで４～５時間を想定して

ヒーローに或るまじきと非難される者

ヒーローという道に舞い戻った者

ていくというシナリオです。

で、更に自らの〝ヒーロー〟のあり方を問われ

また、当サークルの同人誌「ギャラクティカ

います。

キャラクターで遊んでもよいでしょう。当然な
ヒーローだった戦友を失った者

パワー」をお持ちの方は、付属シナリオの継続
がら、完全新規のキャラクターで遊んで頂いて

初期グリット
えっと︑今回は前回の反省を踏
まえ︑初期のグリットを４点に
しています︒
エントリー
なお今回のシナリオはＰＣ③に
強くスポットのあたるシナリオ
になるため︑このシナリオから
遊ぶ方は注意してください︒

あなたは正体を隠し、日夜人知れずヴィランと戦っているヒーローだ。
あなたは先日、強大なパワーを秘めた古代遺物を封印した。
しかしそれ以降、夢を見るのだ。
光輝く世界で冥い闇を放つ古代遺物――封印した『ギャラクティカパワー』
に似て非なる闇の塊。その闇を手にする一人の影。
あなたが知っているはずの人。その貌は仮面に隠されていて見えない。
しかし今日、とうとうその瞳をあなたは覗き込んだ。
あれは確かにあなたの親友であり、心に残った悔いそのもの。
死んだはずの『◯◯◯◯』だった。

エントリー ＰＣ③［ハーミット］
推奨 ミスティック、もしくはハービンジャー

※もし仮に、前回のシナリオを遊んだ結果でアリスが死亡している場合は、
アリスは時間操作の能力で復活したという設定になる。

あなたは金を目的に依頼を受けているヒーローだ。
自らが正しいと思えない仕事は受けないが、いわゆる〝真っ当な〟ヒーロー
たちからは〝ダーティーヒーロー〟などと、後ろ指をさされることもある。
あなたは大規模破壊事件――通称『ギャラクティカパワー』事件の首謀者
である〝オンリー・ロンリー〟アリスの護送の警備に参加している。
そう、簡単な依頼だと思っていた。
街中を走る護送車両に、無人の車が突っ込んでくるまでは。

エントリー ＰＣ②［ダーティーヒーロー］
推奨 ジャスティカ

果たして、彼らが示す〝ヒーロー〟とは？

も大丈夫です。

エントリー
本シナリオでは、ＰＣ３人それぞれに対して
導入イベント――エントリーがあります。以下
の中から、プレイヤーがそれぞれひとつのエン
トリーを選択してください。前作の継続キャラ
クターで遊ぶ場合は、選択するＰＣ番号は同じ
ものにしてください。

エントリー ＰＣ①［オールドマン］
推奨：サイオン、エンハンスド、もしくはテクノマンサー
あなたは一度ヒーローを引退し、一私人となった。
しかしとある事件を経て、また激動の日々へと舞い戻ることになった。
一人過ごしていたことが懐かしくなるくらい忙しく、でも充実した日々。
そんな日々の中、あなたはヴィランに誘拐された『記憶喪失の少女』と
出会う。
またトラブルか……？
そんな思いを抱えながら、あなたはゆっくりと少女に歩み寄った。

※『◯◯◯◯』には死んだはずの兄弟／姉妹や兄・弟／姉・妹弟子など、
以前に親密だったキャラクターの名前を考えて記入すること。
なお相手はすでにセカンド・カラミティで死亡している。

1
2

付属シナリオ
ギャラクティカパワー
デスゲーム

ギャラクティカパワー デスゲーム

導入フェイズ
導入フェイズでは、まず最初に以下のトレー
ラーを読み上げます。

［イベント１ 誘拐］
登場キャラクター：ＰＣ①
場所：夢の中

キミはザ・カーニバルによる連続誘拐事件を

状況１
追いかけ、とうとう実行犯たちのトラックを見

世
つけ出した。夜の道路にそっと止まる、派手な

現 世と 幽
相反する世界の壁を弄ぶ影を
お菓子の広告でラッピングされたトラック。情

解説１

く握り、想いを込める。

として売られてしまっていたのか。君は拳を硬

一歩遅れれば子供達がどんな味のキャンディ

絶対気に入る君だけのキャンディ♪﹄

﹃どんな味でも思いのままに︒

しい。広告のうたい文句はこうだ。

報では２時間後にこの場所で取引が行われるら

ヒーローが⁝⁝そしてヴィランが追う︒

デス・ゲーム﹄

再生は救いか︒果たして絶望か︒
デッドラインヒーローズ
﹃ギャラクティカパワー
還り来るシ者を︱︱再殺せよ︒

その後は、ＰＣそれぞれのエントリーに従う
形でイベントを処理していきます。以下の情報
ＰＣ①のエントリー︒現在追っている事件が
ザ・カーニバルによる誘拐事件だという情報を

を参照し、最終的に全てのエンドチェックを満

ザ・カーニバルとファクトのつながりを示唆

たすようにプレイングしていきましょう。

このタイミングでトラックを追い詰めても良い︒

するイベント︒ヴィランは戦闘行動にも出ずに

解説２

２時間後に取引に来るのは下っ端のヴィラン

即座に逃げ出す︒ＰＣが追おうとした場合は即

伝えればよい︒時間まで待ち伏せてもよいし︑

で︑特に追加の情報などはない︒

座に状況３につなげること︒
状況３
扉がひしゃげて開いたトラックから、３人の

キミがトラックを襲うと、中からザ・カーニ

状況２

少女たちが逃げ出してくる。少女は皆、長い銀

ファクト

バルのヴィラン〝ツインヘッド〟が出てくる。

しかし嗚咽をあげながら涙をこぼす２人の少

ると姉妹かと思う程度には似ている。

髪に細い手足。瞳の色は違えど、はた目からみ

せっかくの大物との取引なのになん

「何だ！
こいつぁ最近飛ぶ鳥を

でこんな奴が来るんだ！」
「お前知らないのか！
落とす勢いのヒーロー野郎だ！」

女と対照的に、１人の少女だけはキミを真っ直
ぐに見て問いかけてくる。

〝ツインヘッド〟は力任せにトラックを持ち

それにキミが答えたり、合わせて質問したり

「……ここは？」
すると。少女は大きな瞳をゆがめながらキミを

あ げ る と、 キ ミ に 向 け て 投 げ る。
〈運動〉か
手 く 受 け 止 め、 道 路 に そ っ と 置 く こ と が で き

眺める。
でも――」

だめ、何もわからない。私、どう

る。 失 敗 し た 場 合 ト ラ ッ ク は 受 け 止 め ら れ る

して？

「なんで？

が、キミはその衝撃で弾き飛ばされるだろう。
どちらにせよ、
〝ツインヘッド〟は下っ端の
ヴィランが投げた煙幕弾に隠れて逃げ出す。

手がキミに縋りつくように差し出されると、

〝ツインヘッド〟
ヴィランを出すとその所属組織
が強く関わってくると思われて
しまうことは多い︒ここでは誘
拐に適していたのがザ・カーニ
バルだっただけで特に今後ザ・
カーニバルは関わらないと明言
してしまってもいいだろう︒
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〈生存〉で判定せよ。成功すればトラックを上

ギャラクティカパワー デスゲーム

ふっと糸が切れたように少女は倒れ込む。
「――あなた、知ってる」

連続誘拐事件のターゲットが長い銀髪の少女

解説３
だったらしいという点と︑その中の１人がこれ

［イベント２ 夢告］
登場キャラクター：ＰＣ③
場所：夢の中

日君がかかわった強大な力。そのままにすれば

前にはふわりと、光が浮かんでいる。それは先

何度も、何度も。キミは夢を見ている。目の

状況１

よい︒念のために︑この１人の少女がハンドア
あっさりと街一つを消し飛ばしかねない輝き

からのシナリオに絡むということを匂わせれば
ウトにある﹃記憶喪失の少女﹄であると明言し
――『ギャラクティカパワー』。

てもいいだろう︒
光が迸ると、辺りにあったビルが。公園が。
車が。人々が。そして君の身体が。あっさりと

エンドチェック
□ＰＣ①がザ・カーニバルとファクトが取引し
その力で存在そのものをかき消されていく。

今まで何度も見ていた夢で出会った謎の人

解説２

ＰＣ①とＰＣ②と……キミの姿があった。

は﹃ギャラクティカパワー﹄が強大な力を秘め

そうではない場合もあるだろう︒よってここで

ているＰＣを想定しているが︑ＰＬ・ＰＣ共に

的には前作﹃ギャラクティカパワー﹄を体験し

ＰＣ③のエントリー︒本作を遊ぶ場合︑基本

解説１

ようとしていたという情報を得た。
□ＰＣ①が『記憶喪失の少女』と出会った。

ており︑一歩間違えれば甚大な被害をこうむる
前作を体験していないメンバーがいる場合

ということを伝えられれば良い︒
は︑状況に書いた表現を例として︑より破壊的

かつ凄惨な情景を細かく描写してもいいだろう︒ 影︒それが死んだはずの﹃○○○○﹄だったと
Ｐ Ｃ ③ が 悟 る イ ベ ン ト︒ ハ ン ド ア ウ ト に あ る

子などである︒親密だったキャラクターの名前

で死んだはずの兄弟／姉妹や兄・弟／姉・妹弟

通り︑﹃○○○○﹄にはセカンド・カラミティ

暗転。まだこれは夢か。辺りは薄暗く、じっ

は︑ＰＣ③に設定してもらうこと︒

状況２
とりと重い空気を感じる。そんな只中でも目の

いる。これはただの夢ではないとキミは確信す

ろか布団／ベッドすらも汗でじっとりと湿って

キミは自分の部屋で目を覚ます。寝間着どこ

状況３

前には浮かぶ凝縮された『闇』そのもの。キミ
はそれに目を奪われる。そこに秘められた力は
まるで『ギャラクティカパワー』のように強大
だ。その『闇』がやはり迸ろうとした瞬間。目
いつの間にか目の前に立つ仮面を付けた人

る。あの闇の固まりは……そして死んだはずの

の前に突き出された腕がその『闇』を掴む。
影。キミは確かにその人を知っている。にらみ

夢で得た情報が現実に迫っているということ

解説３

合う二人。仮面の奥の瞳は見えなかった――今 『◯◯◯◯』
。一体この夢はなんなのだろうか。
までは。
今日、ようやく覗き込んだその瞳。その瞬間

をＰＣ③が自覚するイベント︒確たる情報は全

『◯◯◯◯』
設定をある程度しっかり組んで
いただいたほうがロールプレイ
はしやすいが︑細かいディテー
ルなどはその場その場で確認し
て上乗せしてもよいだろう︒︒
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に キ ミ は 理 解 し た。 こ の 人 影 は 死 ん だ は ず の

『○○○○』だ。そして彼の周囲には倒れ伏す

ギャラクティカパワー デスゲーム

伝えること︒

起こり得るものだと予感したのだということを

くないが︑それでもＰＣ③はこの夢がこれから
連日の裁判も終わり、あとは護送車両でアサイ

が拘束されている。

の首謀者である〝オンリー・ロンリー〟アリス

エンドチェック
気もない揺れる箱の中に、キミとアリスは二人

受けてしまったが、随分退屈な仕事。味も素っ

ラムの中にぶち込むだけ。後始末がてらと引き
□『ギャラクティカパワー』の力をプレイヤー
□ＰＣ③が夢で『○○○○』と出会った。
「いつもの様に時間を巻き戻せればこんな所ひ

ている？

「ワタシ、どこに送られるのかしら。何か知っ

に伝え、それと対をなす『闇』の存在を伝えた。 きりだ。
□夢の内容が実際これから起こり得るものだと

手が痛くなっちゃった。ねえ？」

ランであるデラックスマンによる襲撃により︑

ある程度の時間が過ぎると︑ファクトのヴィ

解説２

マンが立っていることに気づくだろう。

そこにはファクトのヴィランであるデラックス

なってしまうだろう。

ちらでも構わない。すぐにそれどころではなく

てくる。それにキミが答えようと答えまいとど

キミの調子も気にせず、アリスは軽口を叩い

じゃない？

「ねえ、何もこんなに縛り付けなくたっていい

きないようだ。

けられており、身じろぎすることもほとんどで

自嘲気に笑うアリスの手足は拘束服で縛り付

ゅーっと逃げられるのに。これじゃあねえ？」

ＰＣ②」

ＰＣ③が理解した。

［イベント３ 襲撃］
登場キャラクター：ＰＣ②
場所：護送車両の中
状況１
キミの目の前には、先日の湾岸地区大規模破
壊事件――通称『ギャラクティカパワー』事件

解説１
ＰＣ②のエントリー︒前作のシナリオ﹃ギャ
ラクティカパワー﹄で起きた事件の首謀者アリ
付けられ︑暇つぶしなのかＰＣ②に話しかけて

護送車の屋根がはぎとられてしまう︒判定の結

スを護送しているイベント︒アリスは拘束衣を
くる︒ＰＣ②はそれに反応してもいいし︑黙殺

ヴィラン少年隊が投げる非殺傷性武器による妨

クスマン。立ちはだかろうとするＰＣ②には、

そのまま、アリスを連れ去ろうとするデラッ

に協力しろ」

「刻まれた死を巻き戻した女、アリス。私たち

「なんなのよ……アンタ」

手で抱え上げる。

デラックスマンは、衝撃で倒れたアリスを片

しかし今日私が用があるのは君ではないのだ」

「ふむ、君がＰＣ②か……うわさはかねがね。

状況３

よって制圧されていることもわかるだろう︒

果によっては︑辺りが無数のヴィラン少年隊に

してもよい︒
もし前作のシナリオを体験していない場合
は︑アリスというヴィランとは何回も戦ってい
るなど︑事前にＰＣ②と相談して関係性を築い
ておくとよりよいだろう︒
状況２
何が起きたかわからないくらい唐突に衝撃

強い衝撃。
を受けて、護送車の壁面がゆがむ。
〈生存〉か
を取り、周囲の状況を把握できる。失敗した場
合は何だかわからないまま、辺りを警戒するこ
とになるだろう。
どちらにせよ、護送車の屋根がはぎ取られ、

〝オンリー・ロンリー〟アリス
﹃ギャラクティカパワー﹄を遊
ばずに当シナリオから遊ぶ人に
関しては︑アリスを毎回大きな
事件を起こすヴィランであると
して表現してもよい︒大事なの
はアリスが元メイヘムであり︑
更にはシ者の復活などの背景情
報を知っていると思われる程度
には有能であればよい︒
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〈知覚〉で判定せよ。成功すれば上手く受け身

ギャラクティカパワー デスゲーム

ギャラクティカパワー デスゲーム

害が行われる。無力化されたＰＣ②にデラック

エンドチェック

□護送車が襲われ、デラックスマンがアリスを

□アリスとＰＣ②に面識が出来た。

攫っていった。

スマンは振り向きながら告げる。
シ者に気をつけろ︒やつらは死なん︒

□アリスが時間を巻き戻す能力者だと伝えた。

⁝⁝すでに死んでいるが故に﹂
□デラックスマンから意味深な忠告を受けた。

﹁忠告しておこう︑ヒーロー︒

デラックスマンが投げはなった閃光弾が辺り
を包む。眩んだ眼で見据えた先には、すでに彼
らの姿はなかった。

場所：ガーディアンズ・シックス本部

登場キャラクター：全員

［イベント４ 合流］

デラックスマン︵とヴィラン少年隊︶の狙いは

デラックスマンがアリスをさらうイベント︒

解説３

アリスであり︑ＰＣ②が邪魔をしない限りは手

「ＰＣ①……キミの事情はわかった」

状況１

スタンスティック

を出すことはないだろう︒また少年隊も使うの
ＰＣ②を傷つけようという意思は見られない︒

じゃないかな？」

「あぁ、ＰＣ①だ。丁度Ｇ６に報告に来てるん

ぶしたヒーローがいたはずだ」

「そういえばカーニバルとファクトの取引をつ

ため息をつきながらつぶやく。

らけだな……大盛況だ」

「カーニバルにファクトとは、全くヴィランだ

前も覚えちゃいないってんだからなぁ」

「しかしなんだ、あの少女……なにせ自分の名

眼の前にはガーディアンズ・シックスの一人。

はロープや電磁警防などの非殺傷武器であり︑
そのため︑ＰＣ②は敵対していいものか悩むこ
その困惑はそのままにしておいて︑デラック

ともあるかもしれない︒
スマンは淡々とアリス確保という目的を進める
ようなロールプレイを行えばよいだろう︒

ため息をつきながらつぶやく。
「とりあえずあの子は、病院の検査が終わり次
第Ｇ６の保護施設で預かることになるよ」
「そういや、ファクトともめたやつが丁度今来
てるよ、ＰＣ②だったかな」

合流に繋がるイベント︒ＰＣそれぞれの状況

をガーディアンズ・シックスの関係者が聞き取

合流に繋がるイベント︒ＰＣそれぞれの状況

解説２

をガーディアンズ・シックスの関係者が聞き取

りを行う︒アリスがメイヘムの裏切りものだと

解説１

りを行う︒その際のＮＰＣには︑ＰＣの好みの

いうことを明言しておこう︒
またＰＣ②のエントリーは当初の依頼失敗ま

造形のキャラクターなどを使っても良い︒相手
もヒーローなので︑年齢・性別・キャラクター

状況３

事のないように注意しよう︒

など思いのままに設定してみると面白いだろう︒ でがエントリーのため︑そこに責任をかぶせる
状況２
「ＰＣ②……キミの事情はわかった」

「しかしまぁ、
『ギャラクティカパワー』に

いだろう」

「キミが見た夢だ、ただの夢では片づけられな

眼の前にはガーディアンズ・シックスの一人。

眼の前にはガーディアンズ・シックスの一人。 「ＰＣ③……キミの事情はわかった」
「しかしなんだ、まさかファクトの大物が出て
くるとは想定外だった」
「キミの責任とは言わんよ。しかしなんでメイ
ヘムの裏切者をわざわざファクトがねえ」

ヴィラン少年隊
個人的にとても好きな組織なん
ですが︑ひどい目に遭いそうで
シナリオには出しづらい︒

ＮＰＣ
ここで好みのＮＰＣを作ってお
けば︑シナリオなどで何かして
ほしいときの誘導が楽になるの
で頑張って聞き取ろうｗ

9
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ギャラクティカパワー デスゲーム

どういうタイミングなんだ一体」

『○○○○』とは。
ため息をつきながらつぶやく。
を護送してたんだが、そこをデラックスマン

「丁度、
『ギャラクティカパワー』事件の犯人
に襲われてね」
たみたいだ。ああ、そういえば今さっき廊下

「さすがのＰＣ②でも一人では抑えられなかっ
ですれ違ったな」
解説３
合流に繋がるイベント︒ＰＣそれぞれの状況
をガーディアンズ・シックスの関係者が聞き取
りを行う︒ＰＣ③の能力はＧ６も認めているた
め︑ＰＣ③が見た夢ならば︑それは相応の重要
度をもった情報として受け止められるだろう︒

展開フェイズ
ここからは展開フェイズとなります。やはり
それぞれのイベントについて、エンドチェック
を満たすようにプレイングしていきましょう。

［イベント５ 追憶］
登場キャラクター：全員
場所：ガーディアンズ・シックス本部

ガーディアンズ・シックスのロビー。一般職

状況１
員やヒーローたちも通る中で、３人は出会う。
お互いの状況を確認し合う中で、その内に誰が
発したか。
﹁その⁝⁝﹃◯◯◯◯﹄って
どういう人だったんですか？﹂
ＰＣ③は、そっと口を開いた。

ーイベントだということを名言しておくと共

を始める前に︑このイベントがＰＣ③のクエリ

ＰＣ③のクエリーイベント︒まずはイベント

回らないから協力をしてくれないか⁝⁝のよう

い場合などは︑前述のＮＰＣなどから今は手が

誘導するイベント︒もしＰＣたちが乗り気でな

事件の起こっている渋谷地区へとＰＣたちを

解説２

に︑このクエリーは他のＰＣから問いかけて欲

に依頼をしてもいいだろう︒

解説１

しいと伝えておこう︒各々が会話する流れの中
ＰＣ同士のつながりと過去の仲間である﹃◯◯

□ＰＣたちが渋谷地区の事件へと向かった。

□ＰＣ③が『◯◯◯◯』について話した。

エンドチェック

で自然と他のＰＣから問いかけがあると︑今の
◯◯﹄とのつながりの対比がしっかりと表現で

□グリット１点を得た。

きるだろう︒
状況２
３人の会話が終わるとガーディアンズ・シッ
クスの中に大きくアラートが鳴り響く。
ヴィーン︒ヴィーン︒ヴィーン︒
定期任務外のヒーローは至急現場に急行して

﹃渋谷にて原因不明の大規模集団暴動が発生︒
下さい︒繰り返します︒渋谷地区にて︱︱﹄

どういう人だったんですか？
クエリーは必ずしも詳細に答え
なくても良い︒今回はあくまで
決戦フェイスでボスとして出て
くる﹃◯◯◯◯﹄に対し︑ＰＣ
③がどんな風に思っているかを
問いかけている︒もちろんそれ
を参考にし﹃◯◯◯◯﹄と対峙
するシーンなどをロールプレイ
すると盛り上がるだろう︒

11
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この中で、ヒーローたちは一般市民を守らね
ばならない。
解説

登場キャラクター：全員
場所：渋谷地区
れまわる人々がゾンビ人間だということを表現

いている。目を凝らせば、暴れまわる人々は一

る人々と、逃げる人々、抵抗する人々でひしめ

渋谷は混乱のるつぼとかしていた。暴れまわ

◯◯﹄と同じくセカンド・カラミティの犠牲者

わかりやすいだろう︒なおゾンビ人間は﹃◯◯

いるレポーターなどのセリフで解説をいれると

するチャレンジイベント︒ニュースを中継して

渋谷地区で暴動が起きている点と︑そして暴
状況

様に苦悶の表情で、自らが傷つくのも厭わずに
達である︒

場所：渋谷地区

に慣れていない人に対して、チュートリアルの

バトル・イベント。デッドラインヒーローズ

解説１

ーチャー〟の姿だった。

それは堕ちたヒーロー。ヴィランの元〝ティ

「――征け、キャプテン・フォーカスライト」

たちを取り込むと、一人の男となる。

広がっている。その『闇』が倒れたゾンビ人間

ると、その間にはやはり夢の中で見た『闇』が

『◯◯◯◯』はそうつぶやきながら手を広げ

「ヒーローが立ちはだかるか。まぁ当然だな」

仮面を付けた『◯◯◯◯』だった。

一人の影となる。それは確かに夢の中で見た、

ゾンビ人間が集まるとうぞうぞと形をかえて

人間たちを押し止めることができる。

点

状況１

のスティグマを受ける。

した場合は、一般市民に被害が出る。１Ｄ

→失敗：ＰＣがこのチャレンジイベントに失敗

登場キャラクター：全員

［イベント７ 戦闘］

避難させることができる。

判定に成功することで、混乱する人々を無事

・判定①：〈作戦〉もしくは〈意志〉

チャレンジ判定

なければならない︒

ためには︑合計２回のチャレンジ判定に成功し

ＰＣがこのチャレンジイベントを成功させる

暴れまわっていることがわかる。

またしても何らかのヴィ

・判定②：〈生存〉マイナス

まるでゾンビ人間さながらに。

かわらず動き出した。

は明らかに四肢がバラバラになっているにもか

き飛ぶ。しばらくの静寂の中、吹き飛んだ人々

その瞬間、爆発と共に暴れていた人間が数名吹

大きな街頭モニターに、レポーターが映る。

ラン組織の陰謀なのでしょうか？﹄

もわかりません！

突然に始まったこの暴動は︑何の目的なのか

﹃一体何が起きているのでしょう
!?

判定に成功することで、渋谷に現れたゾンビ

もしくは〈隠密〉

20

10

セカンド・カラミティの犠牲者
リプレイではすっかり忘れてい
たのだが︑これについては早め
に気づいてもいいだろう︒

チュートリアルの戦闘
わかりやすく言えば再生怪人は
弱いのだ︒

13
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［イベント６ 混乱］

ギャラクティカパワー デスゲーム
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（チャレンジ判定）
判定に成功することで、突如現れたヴィラン

戦闘として行ってもよいだろう。時間が少ない

元〝ティーチャー〟の策謀を上回るフォーメー

・判定①：〈運動〉 もしくは〈作戦〉

なおこの場で相手が『◯◯◯◯』だと確信で
ションを取る。

場合は後述のチャレンジ判定に変えてもよい。
き な い Ｐ Ｃ の た め に、 こ の イ ベ ン ト の 最 後 に

２

％

％

ターン７

ファクト最大派閥を率いる大物ヴィラン……

状況１

場所：自由

登場キャラクター：全員

［イベント８ 邂逅］

つかれているよう……そう思った瞬間、その足

情は獣のように歪んでいる。まるで何かにとり

膝をつく元〝ティーチャー〟。しかしその表

状況２

した扱いとなる。

のダメージを受ける。元〝ティーチャー〟は倒

は、元〝ティーチャー〟の反撃により１Ｄ６点

→失敗：ＰＣがこのチャレンジに失敗した場合

出をしてヴィランを倒すことができる。

判定に成功することで、攻撃的なパワーの演

もしくは〈霊能〉マイナス

もしくは〈射撃〉マイナス

・判定②：〈白兵〉マイナス

は『◯◯◯◯』の素顔が一瞬露わになる。その

︻サニティ︼
％ ︿運動﹀

％

％

射程

判定 ︿射撃﹀
代償
％の判定に失敗する

﹂

訝しげに眉をひそめた『◯◯◯◯』に向け、
空を切り一筋のビームが放たれる。
﹁デラーックス⁝⁝ビイイイイイイムッ

20

キミたちが振り向くと、そこには２つの影。常

﹁おっと︑ここで敵対する気はないんだ︒

かける。
まずは友人を弔わせてくれ﹂

するイベント︒現在︑﹃◯◯◯◯﹄は仮面に乗

仮面を付けているのが﹃◯◯◯◯﹄だと確信

灰のようなものになって消えていく。

戻るように傷が消えていき、そして突然に黒い

ていた元〝ティーチャー〟の身体は時間が巻き

アリスが時戻しの呪文を唱えると、捕縛され

っ取られているため本人の意識はない︒そのた

でしょうね﹂

﹁︱︱生き返る前まで戻したからこれで大丈夫

を行うので︑ヴィラン達が現れたということだ

リスである︒次のクエリーイベントで会話など

﹁アリスにも確認したが︑これはメイヘムの

デラックスマンは確信をもって呟く。

という話を聞いてね﹂

﹁助かった︑死んだはずの戦友が彷徨っている

け表現して早めに次のイベントに進めるとよい︒

また最後に姿を現すのはデラックスマンとア

するだろう︒

め︑ＰＣ③が何を呼びかけても気にせずに撤退

解説２

ならば敵対する、ヴィランの姿があった。

『◯◯◯◯』は影のようにぬるりと、消えた。 デラックスマンは余裕を持ってキミたちに声を

﹁︱︱まぁいい︒ここでの役目は終えた﹂

にあるのは、確かに『◯◯◯◯』の顔。

そのビームの勢いで一瞬ずれる仮面。その下

!!

20 20

為、無理にこの場で名前を明かさなくても良い。
元〝ティーチャー〟
︻ライフ︼

︿作戦﹀

︿意志﹀

︿射撃﹀

︻クレジット︼
肉体
精神
環境

タイミング 行動
目標 ３体

25
85
99

元に魔法陣が浮かびヴィランは捕縛される。

と１Ｄ６点のダメージ︒

︿運動﹀マイナス
10

属性 攻撃

《フォーカスビーム》

移動適正 地上

60 60 99 25

25

チャレンジ判定に変えても
チャレンジとして扱うほうが時
間としては短くなるだろう︒

15
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20 50 75

仕業だ︒おそらくあの﹃◯◯◯◯﹄もね﹂

ここは過去を水に流して

そしてＰＣ②に顔を向けると、真剣な声で問
いかける。
﹁どうだろう？
一時共闘としないか？﹂

伝えてくる。
﹁アリスによれば甦ったシ者は通常のパワーで
はなかなか滅ぼしきれないようだ﹂
﹁アナタが関わった﹃ギャラクティカパワー﹄
みたいな異次元の力とか︑ＰＣ③とかのよう
なミスティック／ハービンジャーの力なら別
だろうけどね﹂
そして最後にデラックスマンは重要な情報だ
﹁︱︱これがメイヘムの首魁である超祭祀

と前置きして、一枚の写真を見せる。

ＰＣ②のクエリーイベント︒ＰＣ②に対して

解説１
話しかける理由としては﹁君がリーダーらしい

ベントである︒

以下の情報をプレイヤーに開示するためのイ

解説２

が成長した姿だった。

そこに写っていたのは、『記憶喪失の少女』

見かけたら連絡をくれ﹂

〝ザ・イミテイター〟の素顔のようだ︒

から﹂﹁︵エントリーイベントで︶迷惑をかけて
しまったから﹂﹁一番話がわかると思ったから﹂
当然ヒーローという立場のＰＣたちはこの場

などもっともらしい理由を付けてもよい︒
でデラックスマンおよびアリスを拘束しようと
するかもしれない︒その場合はアリスの魔法な
どでＰＣたちを拘束するなど︑平和的に会話で
きる状態にしよう︒
・この事件の犯人はメイヘムである︒
ＰＣ③ならば滅ぼせるであろうということ︒

・甦ったシ者﹃◯◯◯◯﹄は強大なパワーか︑

状況２
ＰＣ②がなんと答えても、デラックスマンと

ほかは任意

『記憶を失った少女』はガーディアンズ・シ

状況

場所：自由（想定ではＧ６保護施設）

登場キャラクター：ＰＣ①

［イベント９ 疑惑］

アリスは意に介さずただ自分の言いたいことを

・メイヘムの首魁〝ザ・イミテイター〟は﹃記
憶喪失の少女﹄かもしれない︒
情報を渡したらヴィランたちの出番はない︒
特にＰＣたちが呼びかけない限り立ち去ってい
けばよいだろう︒なお︑補足として前作﹃ギャ
ラクティカパワー﹄を遊んでいる継続ＰＣたち

ックスに保護されているが、あまり心を開いて

ならば︑アリスから以下の情報を与えてもよい︒

いないようだ。少女を助け出したＰＣ①ならば

⁝⁝それがわたし？﹂

﹁あなた思ってる︒〝ざ・いみていたー〟︒

﹁︱︱ＰＣ①︒わたしは︑わるいひと？﹂

うに呟く。

出会った瞬間、少女はそっとこちらを伺うよ

簡単に面会などの許可は下りるだろう。

・前作にてアリスが部下にしていたヴィラン
じように甦ったシ者であり︑アリスが︑
﹃ギャ

〝ノーフェイス〟は︑今回の﹃◯◯◯◯﹄と同
ラクティカパワー﹄を得る手駒として持ち出し
ていた︒
エンドチェック
□ＰＣ②がデラックスマンの提案に返答した。

心を読まれたのにキミは驚くだろうか。怖が
るだろうか。恐れるだろうか。しかしそのよう

□シ者の滅ぼし方を伝えた。
□この事件はメイヘムの仕業だと伝えた。

な 心 の 動 き に は 慣 れ て い る の だ ろ う。 少 女 は
﹁きのう︑夢をみたわ︒黒いかたまりをもって

淡々と語る。

□ メ イ ヘ ム の 首 魁〝 ザ・ イ ミ テ イ タ ー〟 が、
□グリット１点を得た。

いるわたしと︑倒れるみんな﹂

通常のパワーでは
プレイヤーたちの力は通常のパ
ワーではないため通用するかも
しれない︒状況１ではＰＣ③に
スポットを当てる目的で上記の
様に記載している︒

心を読まれたのに
こういう表現はわざとらしいく
らいわかりやすくロールプレイ
したほうがいいだろう︒いわゆ
るお約束ってやつだ︵
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『記憶喪失の少女』かもしれないと匂わせた。
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エンドチェック
□ＰＣ①が少女のお願いについて答えた。

それはまさしくＰＣ③の見た夢での光景その
ものだった。少女はそのまま問いかける。
□ＰＣたちに、このシナリオではこれ以上少女
が関わることはないことを伝えた。

﹁わたしのこと︑こわいって︒わるものだって
□グリット１点を得た。

索敵］

みんな思ってる︒

登場キャラクター：任意

［イベント

なら︱︱わたしを︑ころして？﹂
解説
ＰＣ①のクエリーイベント︒どうやら保護し

場所：自由～湾岸地区

た少女は︑少なくともヴィランの首魁に関わり
だ︒自分がヴィランかもしれないと察した少女

直接現場で

対応したキミたちなら何か思いつかないか﹄

﹃嫌な予感しかしない︒どうだ？

らいつのまにか消えていたんだ﹄

﹃いや︑正確にはこちらのヒーローが向かった

が起きたが⁝⁝すでに鎮圧されてしまった﹄

﹃池袋と墨田区でやはりゾンビによる暴動事件

キミたちにＧ６から連絡が入る。

状況１

が あ り︑ ま た 何 ら か の 能 力 を も っ て い る よ う
は︑自らを殺してほしいと頼む︒ヒーローとし
て︑ＰＣ①がどう答えたとしても︒彼女はそれ
を受け入れるだろう︒またＰＣ①には︑少女に
ついて今回のシナリオではこれ以上の情報がで
ることはないことをしっかりと伝えよう︒
ここで少女を殺してしまったとしてもそれは
ＰＣの選択だ︒安心してほしい︒今この場の選
択が何であれ︑次回作では彼女がしっかりとボ
スとして出てくるであろう︒

ちは『◯◯◯◯』を追い湾岸地区へと向かう。

おそらく次は湾岸地区。それを悟ったキミた

状況２

決戦フェイズに向けて﹃◯◯◯◯﹄の企みを

れとも相手に気づかれぬように密かに追い詰め

何らかの乗り物などで急いで駆けつけるか、そ
るか。どちらにせよ、キミ達は『◯◯◯◯』の

チャレンジイベントを失敗した場合︑決戦フェ
イズでの戦闘難易度が上がるということをＰＣ

だが︑これで召喚の図式は整った﹂

﹁⁝⁝ち︑あと一歩で完成したのだがな︒

前に立ちはだかった。

マナ・オーラなどキャラ設定に合わせて︶から

・

カ

ラ

ミ

テ

ィ

その言葉と共に、近くにあったビルが空間ご
ド

が︑セカンド・カラミティで被害者が多かった

ン

とぐにゃりと歪み、多目多腕の怪物が顕現する。
カ

それはまさしく、あの悪夢のような事件を引き

セ

場所だったと分析することで︑次に狙われるの

起こした神聖存在〝ザ・スローター〟だった。

が﹃◯◯◯◯﹄を追うイベント︒判定する技能

次の狙いが湾岸地区だとわかったＰＣたち

解説２

東京の霊的な流れ（風水・龍脈・マナ・オー

によって演出を多少変えると良いだろう︒成功

＂ザ・スローター＂を召喚する眼前にたどり着

カラミティを引き起こした元凶である神聖存在

し て も 失 敗 し て も︑
﹃◯◯◯◯﹄がセカンド・

ラなどキャラ設定に合わせて）や各種の情報か

％のペナ

ら、
『◯◯◯◯』の次の手を読み解く。

・判定①：〈霊能〉 もしくは〈作戦〉

チャレンジ判定

は湾岸地区だろうと予測できるだろう︒

読み解いたり︑もしくは事件が起きている場所

判定①では東京の霊的な流れ︵風水・龍脈・

たちには伝えておこう︒

追いかけていくチャレンジイベント︒なおこの

解説１

10

『記憶喪失の少女』
ヴィランと疑わしいものに対し
てどう対応していくかを問うク
エリーイベント︒彼女は次回作
で出る予定です︒

19
20

→失敗：判定②、判定③にマイナス
ルティがかかる。

10

ギャラクティカパワー デスゲーム

・判定②：〈操縦〉 もしくは〈隠密〉

チャレンジ判定

なものになっているだろう︒

く︒判定に成功していれば︑その召喚は不完全

・判定③〈白兵〉マイナス

チャレンジ判定

での﹃◯◯◯◯﹄の能力が低下するだろう︒

れると一時的に支配力が弱まり︑決戦フェイズ

暗躍する『◯◯◯◯』を妨害する。
→失敗：決戦フェイズでの〝ザ・スローター〟
のダメージがすべて３点ずつ上昇する。
状況３
突然キミの耳元に。デラックスマンの声が響

﹃仮面だ︑仮面を狙え！﹄
く。どうやら盗聴器兼スピーカーを忍ばされて
いたようだ。そういえばあのときもデラックス
マンは仮面を狙っていた――とっさにキミは攻
撃を放つ。
解説３
デラックスマンの助言を得て︑﹃◯◯◯◯﹄
を支配している仮面を狙うイベント︒仮面が外

﹁これは︑聞き覚えのある声︒
もしかしてＰＣ③なのか？﹂
キミは、彼に何を応えるのだろう。
そして一瞬の油断。
仮面から闇が激しく迸り、
『◯◯◯◯』の身
体を絡め取った。

判定③に成功した場合の描写︒ほんの一時だ

解説４
け交わされる︑かつての仲間との会話︒しかし
無残にも︑仮面は﹃◯◯◯◯﹄の身体を奪い取
り︑ヒーロー達と戦うのだ︒
当然外れた仮面のほうを警戒するＰＣも多い
り︑﹃◯◯◯◯﹄を支配し直す︒かつての仲間

だ ろ う︒ し か し 仮 面 の 闇 の 力 は そ れ を か い 潜
を眠らせる為には︑決戦フェイズで打ち勝たね
ばならないだろう︒

もしくは〈射撃〉マイナス

％される。

﹁苦しい︑ここは眩しすぎる﹂

﹁ここは⁝⁝俺は︑確かに死んだはずでは﹂

めている。

ならざる場所を見ているかのように遠くを見つ

は苦しむ『◯◯◯◯』の素顔。その瞳はこの世

仮面が外れ、遠く転がる。その下にあったの

状況４

の成功率が全てプラス

→失敗：決戦フェイズでの『◯◯◯◯』の判定

解き放つ。

仮面に支配されている『◯◯◯◯』を一時的に

デラックスマンの声に従い仮面を狙うことで

『仮面だ、仮面を狙え！』

20

20

仮面を狙え！
﹃◯◯◯◯﹄は仮面によって操
られているのだ︒

21
22

20

厄を再演しよう
いまだにセカンド・カラミティの爪痕が大き

私⁝⁝
〝ザ・イミテイター〟

く残る湾岸地区に、再度神聖存在が降臨する。

と共に！﹂

ここからは決戦フェイズ。敵はなんと、セカ
守り抜かねばならない――この世界を。

決戦フェイズ
ンド・カラミティを引き起こした原因――神聖

決戦フェイズの敵は﹃◯◯◯◯﹄と神聖存在
＂ザ・スローター＂である︒
ギ リ ギ リ ま で 粘 り︑ 最 後

＂ザ・スローター＂は基本的にコストが軽い
攻撃手段でターン
う︒演出はリプレイを参考にしてもよいだろう︒
﹃◯◯◯◯﹄について能力値はＰＣ③と同じ
データ︵とチャレンジ判定失敗の場合は修正︶
とし︑炎と水・土と風・光と闇などお互いに相

《神聖存在》

１

３体

タイミング
目標

射程

ターン

３

判定 ︿運動﹀
代償

％の判定に失敗すると

ごとに１Ｄ６ずつダメージが減少する︒

の場合は２Ｄ６⁝⁝と︑１エリア離れる

同じエリアで３Ｄ６︒１つ離れたエリア

目標との距離差に応じたダメージ︒

︿知覚﹀プラス

でＰＣに襲い来ることだろう︒

それが大ざっぱに見えながら精密な狙い

まさに神にも等しい一撃︒恐ろしいのは

に腕を伸ばしてを周囲を吹き飛ばす︒

一瞬その身を縮こませ︑爆発するかの様

行動

クリティカルしなくなる︒

％
属性

ターン７

攻撃

％

射程

％

ダメージを受けた目標は︑そのターンに

３を選択する︒

を 選 択 す る こ と︒＂ ザ・ ス ロ ー タ ー＂ は エ リ ア

﹃◯◯◯◯﹄は使えるスキルによってエリア

反するもののように表現するとキャラクターの

ひと目会えただけでも僥倖だったな﹂

％︿霊能﹀

代償

判定 ︿白兵﹀

％

％

﹁さぁ︑甦りし〝ザ・スローター〟よ︒あの災

︿白兵﹀

︿意志﹀

︿隠密﹀

％︿運動﹀

︻サニティ︼

〝ザ・スローター〟
︻ライフ︼
肉体

︻クレジット︼
精神
環境
移動適正 地上

属性 攻撃

《討ち滅ぼす腕》
タイミング 行動
目標 エリア

３

％

％の判定に失敗する

射程

ターン６
％の判定に失敗すると

代償

判定 ︿霊能﹀

と２Ｄ６点のダメージ︒
《咎を問う瞳》
属性 攻撃
エリア

タイミング 行動
目標

１Ｄ６プラス３点のショック︒

85
20

130
85 85

12

108

︿意志﹀プラス

99
85

20 80 80

︿運動﹀マイナス

25 99 99
10

10

20

﹁会えぬと思っていたシ者に︑

この身体の持ち主の知り合いか﹂

危機］

解説

存 在〝 ザ・ ス ロ ー タ ー〟
。最初から全力全開で

!!

に︽神聖存在︾を用いて全員を対象に攻撃を行

20

立ち向かわなければ、勝ち目は薄いでしょう。

登場キャラクター：全員
場所：湾岸地区
状況

1

対比になるので参考にしてほしい︒

11

仮面を付けた『◯◯◯◯』が語る。

﹁なるほど⁝⁝貴様︒

1

〝ザ・スローター〟
セカンド・カラミティを起こす
くらいなのでかなり強くしてい
るが︑ＧＭは提出してもらって
ヒーローの能力に応じて若干変
更してしまってよいです︒

23
24

［イベント

ギャラクティカパワー デスゲーム

ギャラクティカパワー デスゲーム

『◯◯◯◯』
︻ライフ︼

︻サニティ︼

余韻フェイズ
や、各ＰＣのロールプレイ・お互いの掛け合い

余 韻 フ ェ イ ズ で す が、 決 戦 フ ェ イ ズ の 結 果
などを加味して、各自演出して下さい。

︻クレジット︼
そのほかの能力値はＰＣ③と同じ︒
シナリオ的に想定している演出案は以下の通
りですので、それぞれのＰＣと相談してもよい

ＰＣ③：『◯◯◯◯』と話す、もしくは弔う。

でしょう。

ＰＣ②：逃げたアリスを追う、もしくは自分の
キャラクター性を深める。

〝ザ・スローター〟を倒した瞬間、その肉体が

ＰＣ①：『記憶喪失の少女』を見守る、もしく

点）を配布しましょう。

結末を語り終えたら、各ＰＣに成長点（最大

は嫌な予感を感じる。

しばらく経ってから立ち上がると、まさしく

神聖存在を倒した時点で戦闘終了でもよいだ

解説２

いた︒

そこはＰＣ③の見た夢のような光景が広がって

弾け飛んで周囲を吹き飛ばす。訪れる静寂。

状況２

修正値を忘れぬこと︒

※チャレンジ判定に失敗している場合は

60

ろう︒倒した後の演出はＰＣ③のエントリーも
参考にして欲しい︒

10

25
26

60

60

