


アイロンとビスケット

＜ストーリー＞

物置の隅に眠る玩具箱。

喋らない人形たちは

「寂しい」の一言すら持たずに

静かに出番を待っている。

きっと、もう持ち主には

忘れられてしまったのだけれど。

彼らがそれに気づくことはない。

――だけど、もう一度だけ。

人形に魂を吹き込んで

あの頃とは違った物語を紡ごう。

幸せなだけの物語は

もう手に入らないけれど

『さあ、人形劇を始めよう。

ここには、君だけの物語がある。

最後の旅に出かけるんだ、

ひとかけらのビスケットを胸に抱いて』

＜用語・世界観解説＞

私たちには心がないの？

硝子玉の瞳から見える空も、

同じように青いのに。

　　　～蒼眼の少女人形・レオノーラ～

■人形

　ＴＲＰＧ『アイロンとビスケット』の世界

では、『人形』がＰＣとなる。

　彼らは現実世界では玩具箱の隅で忘れられ

た人形であるが、『ものがたり』の中に飛び

込むと、人格を持った一人の存在のように振

舞う。ＰＬは、彼らを操る人形使いだとも言

えるだろう。

■ものがたり

　『アイロンとビスケット』の舞台は、『物

語(ものがたり)』そのものである。それは童
話であったり、小説、漫画であったりするだ

ろう。

　人形たちは幸福な結末を求めて物語に介入

し、また時に悪意を持った存在によって改変

されかけている物語を守る。物語を思うがま

まに書き換えていく彼らは、時にＧＭすら想

像しなかった結末を生み出すこともあるだろ

う。

■『ものがたり』への適応

　『ものがたり』の中に入った人形たちは、

人間と変わらない外見を手に入れる。また、

人形の持ち込んだ『がらくた』についても、

物語の中では自在に変形する。

■がらくた

　人形たちの力は、物語の悪役に挑むにはあ

まりにもか弱い。

　足りない力を補うために、人形たちは物置

の肥やしになっている日用品を『ものがた

り』に持ち込む。現実世界ではガラクタで

あっても、物語の中ではそれらは強力な武器

となるのだ。
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＜ゲーム概要＞

■プレイ人数

２人～（ＧＭ１人、ＰＬ１人～）

■ゲームに必要なもの

ルールブック：１つ以上

キャラクターシート：人数分

筆記用具：人数分

サイコロ(6面ダイス)：２つ以上
※ルールブックの背表紙がキャラクターシートになってい

るので、人数分印刷すること。

（オンラインセッションの場合は、『どどん

とふ』とルールブックだけで、簡単に遊ぶこ

とができる）

＜セッションの流れ＞

キャラクターの作成(P.2~4)
↓

プリプレイ(P.5)
↓

メインプレイ(P.5~)
行為判定(P.5~6)
戦闘(P.7~8)

平常時の手当て(P.8)
チェイン処理(P.8~9)
壊れた人形(P.9)
場面の停止(P.9)

ものがたりの移動(P.9)
特殊な存在について(P.9~P.10)

↓

アフタープレイ(P.10)

[その他]
パーソナリティーズ(P.11)
用語集(P.12~13)
付録(P.14~15)

＜キャラクター作成＞

■キャラクター作成の手順

　ＰＬは、以降に示す手順に則りキャラク

ター（人形）の作成を行い、キャラクター

シートにデータを書き写すこと。

　また、GMがNPCのデータを作成する際に
も、このルールを準用すること。ただし、

NPCの装備点はGMの任意で決定してよい。
（キャラクターが人形でなければ、装備は

『相当品』として扱うことを推奨する）

１．がらくたの選択

　初期作成のキャラクターには、最初に１０

点の装備点が与えられる。

　表１より形容句を、表２より物品名を、表

３より部位を選択し、キャラクターの各部位

（計６箇所）について『がらくた』の装備を

行うこと。
※１：各『がらくた』の装備に必要な装備点は形容句と物

品名の必要装備点を足したものである。

※２：攻撃役と回復役は別のキャラクターが担うと良い。

同一ターン中の行動は全て同じ対象に向けて行われるため、

両方を持っていると出目次第では攻撃と回復を同じ対象に

向けて行うことになってしまう。

２．パーソナルデータの決定

　ここでは、戦闘データに反映されない設定

について決定する。ここで決定された情報は、

行為判定(P.5~6)において使用することがある。
　これらの設定については選択表はなく、プ

レイヤーが自由に設定することができる。た

だし、ＧＭはこれらの設定がシナリオにそぐ

わないと判断した場合には、変更を指示して

もよい。

●外見、外見年齢、性別

　キャラクターの外見、外見年齢、性別につ

いて設定する。

●名前

　キャラクターの名前について設定する。

●特技

　キャラクターの特技を５つ取得する。各欄

に描かれたサイコロのイラストは、その特技

に対応する出目である。同一の特技を２つ以

上取得することも適正である。
　※ここで言う特技とは、超人的なものではなく、一般的

な人間が持つようなものであることに注意すること。

2



表１　『がらくた』の形容句

素材 効果 必要装備点

アンティークの この部位がダメージを与える時、そのダメージによって破壊される部位を自由に選ん

でも良い。（この効果は『壊れやすい』の影響を受けない）
2

特徴のない なし 0

頑丈な 自身がダメージを受けた時、そのダメージを 1点軽減する。 3

職人細工の この部位は、発動する時に機能を２回実行する。 6

金属質の この部位は、機能を発動する時に、発動対象の熱量を自身の熱量と同じ値に変更する。

この効果は、非接触行動には適用されない。
2

鋭い この部位がダメージを与える時、ダメージに 1点を追加する。 1

おんぼろの この部位によって熱量が増加する時、その増加量は２倍となる。 1

最新式の この部位によって動力が増加する時、その増加量は２倍となる。 2

大きな この部位が対象をとる機能を発動する時、その対象を任意の数に増やしてもよい(対象
は適正でなければならない。また、指定した各個に対して対象をとる)

4

壊れやすい 自身がダメージを受けた時、破壊される部位はこの部位となる。（二つ以上の『壊れ

やすい』がある時は、攻撃側が任意で決定する）
0

古ぼけた 自身がダメージを受けた時、『古ぼけた』でない部位が他にある場合には、この部位

は破壊されない。
5

断熱式の この部位は、機能を使用しても熱量を増加させない。 2

※用語については P.10~11を参照。『効果』の定義に気をつけること。
破壊された部位は一切の効果と機能を失い、また回復以外の能力によって参照されることがなくなる。
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表２　『がらくた』の物品名

種別 機能 増加動力 増加熱量 必要装備点

バネ なし +3 0 1

歯車 自身の熱量が 10点以下の場合のみ機能する。ダイス１つを振り、出目に対応す
る部位の機能を発動させる。(破壊された部位の出目が出た場合はなにもしない)。
自身の熱量を 1点増加させる。

0 0 0

電池 なし +5 +4 3

冷却ファン 自身の熱量を 0点にする。 0 0 2

アイロン なし 0 +10 1

蒸気タービン 自身の熱量が 10点を越えている場合のみ機能する。自身は(熱量-10)点の動力を
得る。自身の熱量は 10となる。

0 0 3

鏡 ターンの終了時まで、対象一人を守護する。(守護：守護対象が攻撃もしくは回
復の対象となった時、自身が代わりに対象となってもよい)

0 +2 1

輪ゴム鉄砲 対象一人に非接触攻撃を行う。（非接触攻撃：(１＋動力)点のダメージを与える。
この行動は非接触行動である。）

0 +3 1

鋏 対象一人に接触攻撃を行う。

（接触攻撃：(１＋動力)点のダメージを与える。）
0 +2 1

文鎮 対象一人に接触攻撃を行う。この攻撃は対象を変更されない。（接触攻撃：(１
＋動力)点のダメージを与える。）

0 +5 1

羽箒 ターンの終了時まで、自身を対象とする接触行動が発生した時、それを無効化

してもよい。（複数の対象を取る場合は、自身への効果のみ無効）
0 +3 0

接着剤 対象一人の持つ、破壊された任意の部位一つを回復する。 0 +2 0

ティーポット この機能は攻撃ではなく、また回復でもない。

対象一人に飲み物を注ぐ。
0 0 0

※用語については P.10~11を参照。『機能』の定義に気をつけること。

表３　人形部位表

出目 対応部位

頭

胴

右腕

左腕

右足

左足
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＜プリプレイ＞

　プリプレイは、以下の流れで進行する。

今回予告

↓

目的の発表

↓

能力現在値の初期化

↓

自己紹介

■今回予告

　ＧＭは、今回のシナリオのあらすじについ

て説明する。端的に概要を説明してもよいが、

短編の童話や小説のような形式でテキストを

作っておくと、雰囲気を伝えやすいだろう。

■目的の発表

　今回のシナリオにおけるＰＣ達の目的

（ゴール）を発表する。悪役の撃破、アイテ

ムの入手など、明確に達成したことが分かる

ものがいいだろう。

　ＰＬは、メインプレイ中に『チェイン』

(P.8~9)を使用して目的の変更を提案すること
ができる。内容が妥当であり、なおかつ扱い

きれると判断したのであれば、ＧＭは目的の

変更を認めても構わない。

■能力現在値の初期化

　各キャラクターについて、熱量と動力を０

にする。

■自己紹介

　各プレイヤーは、キャラクターの紹介を行

う。外見や性格などの特徴的な面について話

しておくといいだろう。

＜メインプレイ＞

〔行為判定〕

　キャラクターが失敗の恐れがある行動を取

る際には、行動が成功したかどうかについて

判定を行う。これを行為判定と呼ぶ。

　行為判定では、ダイス２つ（難易度補正に

より可変）を振って、使用された特技に対応

する出目が出たかどうかによって行動の成否

を判定する。

■〔使用する特技〕の決定

　行為判定を行うとき、プレイヤーは、行為

に使用する特技を一つまで宣言する。（特技

を宣言しないことも適正である）ＧＭは、宣

言の妥当性を判断した上で宣言を認めること。

　宣言した特技に対応する出目、もしくは６

の出目が１つでも出た場合、行動は成功する。

■難易度補正

　通常の判定より難易度が高い（もしくは低

い）ものについて判定するとき、ＧＭは難易

度補正を行う。
※判定の概算成功率については表４にまとめられているた

め、参考にすること

　プレイヤーが行為判定を行う際には基本的

には（難易度＜通常＞の場合には）ダイス２

つを振るが、難易度＜困難＞における判定で

はダイス１つを、難易度＜簡単＞における判

定ではダイス３つを振る。　

■複合判定

　状況によっては、プレイヤーが２つの特技

を組み合わせて使うことを提案するかもしれ

ない。この時の判定を『複合判定』と呼ぶ。

　複合判定に使用されたどちらかの特技の出

目、もしくは６の出目が１つでも出た場合、

行動は成功する。
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表４　判定の成功率表

使用する特技の数 簡単(ダイス３つ) 通常(ダイス２つ) 困難(ダイス１つ)

0(特技なし) 50% 30% 15%

1(通常判定) 70% 55% 30%

2(複合判定) 90% 75% 50%

※この表は、５％刻みの概算である
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〔戦闘〕

　通常シーンにおいて、ＰＬあるいはＧＭが

「戦闘を行う」ことを宣言すると、戦闘シー

ンに移行する。

　ただし、戦闘データを持たないキャラク

ターは戦闘に参加することができない。また、

戦闘を行う一方の陣営が戦闘データを持たな

いキャラクターのみで構成される場合には、

戦闘シーンの代わりに適切な特技を用いた行

為判定により戦闘の結果を決定すること。

１．戦闘開始

　戦闘が開始されたら、全てのキャラクター

について以下の処理を行う。

・動力を０にする

・熱量を０にする

ただし、直前のイベントなどによりこれらの

処理をするのが相応しくないとＧＭが判断す

る場合は、これによらない。

２．行動順の決定

　行動順を決定する。通常シーンにおいて先

に『戦闘を行う』と宣言した陣営が行動順が

先になる。

　戦闘を宣言しなかった陣営の行動順は、攻

撃を宣言した陣営の後となる。

　同陣営内での行動順は自由に決めて構わな

いが、行動順は戦闘終了後まで変更できない。

３．メインステップ

　行動順の通りの順序で、各キャラクターに

ついて以下の処理を行う。

　①使用部位の決定

　ダイス２つを振る。二つのサイコロのそれ

ぞれの出目の部位(P.4表３)が、その行動で使
用される部位となる。
※使用される部位が破壊された部位だった場合、その部位

については機能を持たないため何も起きない。

　②歯車の処理

　使用された部位に『歯車(P.4表２)』がある
場合、ダイス１つを振り、歯車の効果先とな

る部位(P.4表３)を決定する。その後熱量を１
点増加させる。この処理を、全ての歯車の効

果先が決定するまで続ける。

　③対象の決定

　使用された部位が対象をとる場合のみ、こ

の処理を行う。この処理は１度だけ行われ、

使用された全ての部位の対象について適用さ

れる。

　プレイヤー（ＮＰＣの場合はＧＭ）は対象

の指定を行う。対象にとることができるキャ

ラクターがいない場合には、その行動はキャ

ンセルされ、何も起きない。

　④熱量、動力の増減

　がらくたの物品名表（P4表２）にある
『増加動力』『増加熱量』欄を参照し、使用

された部位の分だけ熱量、動力を増減させる。
※１：一つの部位が『職人細工の』などで複数回使われた

場合も、一度使われるごとに熱量は増加する。

※２：行動の対象が複数の場合でも、使われたのが一度で

あれば熱量の増加は一度である。

　⑤蒸気タービン・冷却ファンの処理

　使用された部位に『蒸気タービン(P.4表
２)』『冷却ファン』がある場合、その機能
を実行する。

　⑥行動処理

　『歯車』『蒸気タービン』『冷却ファン』

以外の使用されたアーティファクトの機能を

実行する。ただし、望まない機能については

実行しないことも適正である。実行する順番

は攻撃側の任意である。（P.3表１ P.4表２）
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４．クリンナップステップ

　全てのキャラクターの行動が終了したら、

全てのキャラクターについて以下の処理を行

う。

・動力を０にする。

・熱量が 10を越えている場合、そのキャラ
クターは(熱量-10)点のダメージを受ける。
・『ターンの終了時まで』の機能が終了する。
※熱量は、クリンナップステップでは０に戻らない。

５．繰り返し

　以降、３と４を戦闘が終了するまで繰り返

す。

６．戦闘終了

　戦闘が終了したら、全てのキャラクターに

ついて以下の処理を行い、通常シーンに戻る。

・動力を０にする。

・熱量を０にする。

　ただし、イベントの内容などによりこれら

の処理をすることが相応しくないとＧＭが判

断する場合は、これによらない。

※戦闘終了の条件は、ＧＭが自由に決めてよい。一般的に

は、『どちらかの陣営が戦意を失う』『どちらかの陣営が

全員壊れる or死亡する』のいずれかが満たされたタイミン
グで戦闘が終了する。

■ダメージとは

　人形やその他ＮＰＣを破壊する効果をダ

メージと呼ぶ。

　キャラクターがダメージを１点受けるごと

に、そのプレイヤーはダイスを１つ振る。出

目に対応する部位(P4.表 3)は破壊される。そ
の部位が既に破壊されていた場合は何も起き

ない。

〔平常時の手当て〕

　通常シーンにおいて、回復機能を持つ部位

（破壊されていない）を持つキャラクターが

いる場合、そのキャラクターは任意に回復を

行うことができる。

　ただし、シーンの状況などによりこの処理

をすることが相応しくないとＧＭが判断する

場合は、これによらない。

〔チェイン処理〕

　人形たちは『ものがたり』の中では人格を

持っているように振舞うが、そんな彼らも本

当は舞台装置の一つに過ぎない。

　物語を守り改変する力を持つ彼らも、与え

られた『目的』に縛られてゲームマスターの

掌の上で踊る人形なのだ。

　しかし、稀に人形は『人間の心』を持つこ

とがある。他者との深い繋がりは、彼らに物

語の枠を超えた力を与えるのだ。それは、時

に物語の結末すら変えてしまうことがあるか

もしれない。

　それが『チェイン』と呼ばれるものである。

■ルール上のチェイン

　各キャラクターは、１セッションにつき１

度だけ『チェイン』を使用することができる。

　プレイヤーは、以下の条件を全て満たす場

合であれば、いつでもチェインを宣言しても

よい。
　※ただし、ダイスが振られた後にチェインによって出目

を変更することはできない。

①他のキャラクター（ＰＣ，ＮＰＣを問わな

い）との以前のやり取りを踏まえたＲＰであ

る

②チェインによって得られるボーナスを踏ま

えたＲＰである

③このセッションで、まだチェインを使用し

ていない

　チェインは、ＲＰと共に『○○（キャラク

ター名）とのチェインを行う』と発言するこ

とによって、宣言されたものとみなされる。

　ＧＭは、チェインの宣言が適正であるか

（①～③の条件を満たしているかどうか）を

判断した上でチェインを認め、ボーナスを与

える。
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●チェインによるボーナス

　チェインの宣言が認められた時、プレイ

ヤーは、

・自身が次に振るダイスの出目を自由に決め

る。（複数個振る場合には、その全てを自由

に決める）

・行動宣言を行い、任意の行為判定を行う。

チェインによる行為判定は宣言と同時に発生

し、また自動的に成功する。
※ＧＭは、行為判定を行うことが妥当でないと判断した場

合には判定を認めなくてもよい。

・エキストラＮＰＣをネームドＮＰＣに格上

げする。このＮＰＣは新たに特技と戦闘デー

タを持つ。
※取得させる特技や戦闘データに悩む場合は、特技ランダ

ム表(P.14表５)や、がらくた（装備）ランダム表(P.15表８

～１１)を用いると良い。

・シナリオの目的を変更する。
※ＧＭは、目的を変更することが妥当でないと判断した場

合には目的の変更を認めなくてもよい。

・この項目は、自身が壊れたタイミングでの

み選択することができる。自身の装備してい

る『がらくた』から一つを選び、チェインの

対象となったキャラクターの任意の部位を置

換する。（置換を行う際、その部位について

『破壊された』状態から回復させてもよい）

のどれかを選択することができる。

　チェインによるボーナスを得たならば、

キャラクターシートのチェインの欄にチェッ

クを入れること。

〔壊れた人形〕

　人形が持つ全ての部位が破壊されると、そ

の人形は壊れる。
※人形以外のＮＰＣについては、死亡条件はキャラクター

固有となる。ＧＭはＮＰＣ作成時に死亡条件を自由に決め

てよい。

　人形が壊れた時、それはチェインを行うタ

イミングを得る。（チェインが０以下である

時は、ＲＰを行うことはできるがチェイン処

理は行われない）

　

〔場面の停止〕

　『ものがたり』の外部から入ってきたキャ

ラクターは、好きな時に場面の停止を宣言す

ることができる。

　キャラクターが場面の停止を宣言すると、

『ものがたり』の中の時間が止まる。この中

では、人形と漂流者しか動くことができない。

　ゲームマスターは望むタイミングで場面の

停止を終了させること。ただし、場面の停止

中には『ものがたり』に一切の影響を与える

ことができない。

〔ものがたりの移動〕

　『ものがたり』間の移動は、キャラクター

が宣言したタイミングで行うことができる。

ただし、ゲームマスターはこれを許可しなく

ても良い。

　移動先の『ものがたり』のどの場面に到着

するかについては、ゲームマスターが決定す

る。

〔特殊な存在について〕

■『漂流者』とは

　物語のキャラクター達は、本来自分達の

『ものがたり』の中で役割を演じ続ける存在

である。

　しかし、稀に自分達の物語から飛び出して

他の物語に干渉し始めるキャラクターがいる。

このような存在を『漂流者』と呼ぶ。

　『漂流者』は物語から物語へと自由に移動

する。元の物語での思い出や想いを、胸に秘

めながら。
※言い方を変えれば、人形達は、子供達と遊んだ頃の記憶

を『元の物語』として『ものがたり』の中に飛び込む、一

種の『漂流者』のようなものだとも言えるだろう。

■『漂流者』の作成

　『漂流者』のキャラクター作成も、基本的

にはキャラクター作成(P.2~P.4)の項に準じて

行う。

　ただし、『漂流者』の装備については物品

名をそのまま利用すると不似合いとなる事が

多いため、相当品ルールを使用して、上手く

それらしくすることが大事だろう。
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■『漂流者』の死亡

　『漂流者』のキャラクターが、全ての部位

を破壊された場合、そのキャラクターは死亡

する。（これは『壊れる』ではない）

　死亡すると、キャラクターはシーンに登場

することができない。その出身の物語には彼

（彼女）が元通りに現れるが、それは『漂流

者』としての一切の記憶を失った、物語の１

キャラクターとしての復活である。

■『漂流者』のチェイン

　『漂流者』のキャラクターも、チェインを

使用することができる。ただし、『漂流者』

のキャラクターは『壊れる』ことがないため

（代わりに『死亡』となる）以下の項は使用

できない。

・この項目は、自身が壊れたタイミングでの

み選択することができる。自身の装備してい

る『がらくた』から一つを選び、チェインの

対象となったキャラクターの任意の部位を置

換する。（置換を行う際、その部位について

『破壊された』状態から回復させてもよい）

代わりに、『漂流者』はチェインで以下の項

を選択することができる。

・自分の出身の物語から、好きなキャラク

ターを一人呼び出す。（呼び出されたキャラ

クターは、ネームドＮＰＣとして扱う）

■『漂流者』のチェイン

　『漂流者』のキャラクターも、チェインを

使用することができる。ただし、『漂流者』

のキャラクターは『壊れる』ことがないため

（代わりに『死亡』となる）以下の項は使用

できない。

・この項目は、自身が壊れたタイミングでの

み選択することができる。自身の装備してい

る『がらくた』から一つを選び、チェインの

対象となったキャラクターの任意の部位を置

換する。（置換を行う際、その部位について

『破壊された』状態から回復させてもよい）

　代わりに、『漂流者』はチェインで以下の

項を選択することができる。

・自分の出身の物語から、好きなキャラク

ターを一人呼び出す。（呼び出されたキャラ

クターは、ネームドＮＰＣとして扱う）

＜アフタープレイ＞

　アフタープレイは、以下の流れで進行する。

キャラクターの回復

↓

感想戦

↓

装備の変更

■キャラクターの回復

　『破壊された』状態の部位を全て回復させ

る。また、熱量と動力を０にする。

■感想戦

　今回のセッションについて話し合った後、

紡がれた物語が『どれだけハッピーエンド

だったか』をＰＬ及びＧＭが５段階評価で採

点する。[合計点/人数]（端数切上げ）の値が、

今回のセッションによってキャラクターに与

えられる装備点となる。
※ＰＬやＧＭは、紡がれた物語が素敵だと思ったのならば

メリーバッドエンドにも躊躇なく５をつけるべきだろう。

童心から離れた人形には、『幸せなだけの物語は、もう手

に入らない』のだから。

■装備の変更

　キャラクターは、セッションで得た装備点

を用いて新たな『がらくた』を手に入れ、装

備することができる。ただし、新しい『がら

くた』を装備することで、以前の『がらく

た』の分の装備点が戻ってくることはない。
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＜パーソナリティーズ＞

　ここでは、『アイロンとビスケット』の世

界の『漂流者』や『人形』たちの一例を紹介

する。彼らは複数の物語に跨って活動してお

り、良くも悪くも物語に影響を与えることが

あるだろう。

　もしもこれらのキャラクターが、あなたの

キャラクター（ＰＣでもＮＰＣでも）の設定

とバッティングする時は、パーソナリティー

のほうが登場しないものとしてもかまわない。

『アイロンとビスケット』の主人公はあなた

方なのだから。ただし、その時は他の参加者

ときちんと相談を行った方がいいだろう。

●漂流者：幸福な王子アラン（装備点１８）

特技：１動物語２頑丈３善行４人情５信頼

装備：

１サファイアの瞳（職人細工の歯車相当）

２鉛の心臓（頑丈な蒸気タービン相当）

３鋭い剣（鋭い鋏相当）

４頑丈な盾（頑丈な鏡相当）

５金箔（特徴のない接着剤相当）

６金箔（特徴のない接着剤相当）

解説：『幸福な王子』の主人公。様々な物語

を渡り歩き、皆に幸せを分け与えようとして

いるようだ。

●漂流者：継母アーネット（装備点１８）

特技：１罵倒２魔術３コネ４薬学５変装

装備：

１フード（職人細工の歯車相当）

２頑丈な鏡

３りんご（金属質のティーポット相当）

４りんご（金属質のティーポット相当）

５毒薬（おんぼろのアイロン相当）

６毒薬（おんぼろのアイロン相当）

解説：『白雪姫』の継母。自身より美しい者

が許せず、美しい女性が出てくる物語を憎ん

でいる。

●漂流者：魔女ウィキア（装備点３０）

特技：１魔術２薬学３変装４呪術５隠蔽

装備：

１眼鏡（頑丈な羽箒相当）

２ローブ（頑丈な冷却ファン相当）

３檜の杖（大きな輪ゴム鉄砲相当）

４魔術書（最新式の電池相当）

５ブーツ（職人細工の歯車相当）

６ブーツ（職人細工の歯車相当）

解説：出身物語は不明。『魔女』が出てくる

物語はあまりにも多く、彼女もあまり自身に

ついて語らないからだ。

古ぼけた杖を大切にしている。

●漂流者：笛吹きハーメルン（装備点３１）

特技：１音楽２笛３鼠捕り４誘拐５交渉

装備：

１古びた笛（古ぼけた輪ゴム鉄砲相当）

２頑丈な水筒（頑丈な冷却ファン相当）

３しなやかな指（頑丈なバネ相当）

４しなやかな指（頑丈なバネ相当）

５ブーツ（職人細工の歯車相当）

６ブーツ（職人細工の歯車相当）

解説：『ハーメルンの笛吹き男』の主人公。

様々な世界で子供達をさらっている。その目

的は知られていない。

●人形：ニーア（装備点３２）

特技：１変装２甘言３逃走４千里眼５嘘

装備：

１職人細工の歯車

２頑丈な電池

３アンティークの輪ゴム鉄砲

４頑丈な冷却ファン

５職人細工の歯車

６職人細工の歯車

固有能力：自身が行う行為判定に、ダイスを

１０個までの自由な数だけ振ることができる。

解説：『百面人形』の二つ名を持つ人形。性

別不明で老若男女誰にでも化けることができ

る。様々な物語に入り込んでは、物語を不幸

な結末に導くために暗躍している。

　物語の悪役を裏で操ったり、入れ知恵を

行ったりすることが多い。また、善人の純粋

な気持ちを歪ませ狂わせることも常套手段の

一つである。

11



＜用語集＞
　以下に、『アイロンとビスケット』で用い

られる用語を説明する。

（アイウエオ順）

●エキストラＮＰＣ

　エキストラとも。一切のステータスを持た

ないＮＰＣ。『チェイン』によって『ネーム

ドＮＰＣ』に格上げされることがある。

●がらくた

　物置にしまわれた日用品。現実世界ではた

だのガラクタだが、ひとたび『ものがたり』

の中に持ち込まれると、変幻自在の魔法の武

器となる。物語の中では出し入れ自在なので、

一般人に怪しまれる心配も無用。

●機能

　がらくたの持つ『機能』は、そのがらくた

を使用することで発揮することができる。戦

闘時に使用部位となることによって、がらく

たの機能が使用される。（←→効果）

●キャラクター

　ゲームの登場人物。特に、プレイヤーが扱

うものについてはＰＣ（プレイヤーキャラク

ター），ＧＭが扱うものについてはＮＰＣ

（ノンプレイヤーキャラクター）と呼ぶ。

●効果

　がらくたの持つ『効果』は、言い換えれば

そのがらくたの性質である。がらくたが壊れ

ていない限り、条件を満たせば効果は自動で

発揮される。使用部位である必要は無い。

（←→機能）

●ゲームマスター（ＧＭ）

　ＴＲＰＧのセッションを統率する人。シナ

リオを準備して、ゲームの進行を行う。

　その役割は、トーク番組の司会、物語の語

り手、ゲームの審判、演劇の演出家など様々

な立場に例えられる。

●ゴールデンルール

　ＴＲＰＧにおいて、ＧＭの判断はルールに

優先されるというルール。処理がルール上誤

りであっても、ＧＭはそれを訂正する義務を

負わない。また、必要があればルールを意図

的に無視する事も許される。

●壊れる

　人形が、原型を完全に失うこと。壊れた人

形は全ての能力を失い、以降の場面で登場す

ることができない。キャラクターの体の一部

が機能を失う『破壊される』とは別の用語で

ある。

●シナリオ

　ゲームを遊ぶための大まかな進行をまとめ

た台本。ＴＲＰＧのセッションとはプロレス

のようなものである。状況によっては、柔軟

に台本を書き換える事でより魅力的なセッ

ションになることもあるだろう。

●守護

　他のキャラクターを庇っている状態を『守

護』と呼ぶ。

　守護しているキャラクターが攻撃の対象と

なった時、攻撃の対象を守護しているキャラ

クターから自身へと変更する。
※一人の対象を複数のキャラクターが守護している場合は、

攻撃側はその中から対象を選択することができる。

※複数の対象を守護している時に全体攻撃を受けた場合は、

対象を変更した回数だけ攻撃を受けることになる。

●接触攻撃

　『接触攻撃』は、対象に（１＋動力）点の

ダメージを与える。

●接触行動

　直接的な接触を伴う行動を『接触行動』と

呼ぶ。対象をとる動作で『非接触行動であ

る』と明記されていないものは、接触行動で

ある。

●セッション

　ＴＲＰＧのゲームを遊ぶこと。

●相当品

　ゲーム上の処理は変えずに、演出上別のも

のとして扱うこと。（例：『鋏』の相当品と

して『剣』を装備する。戦闘でのデータは鋏

と同じだが、剣を用いた RPをすることがで
きる）

●ダイス

サイコロのこと。

●ダメージ

　P8参照
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●チェイン

　P.8参照

●通常シーン

　メインプレイにおける、戦闘以外の場面の

こと。行為判定を行ったりしながら、物語を

進めていく。ＰＣ又はＮＰＣによって『戦闘

を行う』宣言がなされると、戦闘に移行する。

●動力

　一部のがらくたによって生み出される、大

きな運動エネルギーを『動力』と呼ぶ。戦闘

では攻撃のダメージを大きくする効果がある。

(接触攻撃、非接触攻撃の項目を参照)

●人形

　ＰＣである、物置の玩具箱の底で忘れ去ら

れた人形のこと。シナリオによっては、ＰＣ

たち以外の『人形』が箱庭を訪れていること

もあるかもしれない。

●ネームドＮＰＣ

　ネームド、もしくは単にＮＰＣとも。

　エキストラＮＰＣとは違って、特技や戦闘

データを持つＮＰＣ。物語に深く関わる役割

を持っている。

●熱量

　がらくたが動くとき等に発生する熱を、

『熱量』と呼ぶ。熱量が高すぎる(11点以上)
と、キャラクターはダメージを受けてしまう。

●破壊される

　部位がダメージを受けることを『破壊され

る』と呼ぶ。破壊された部位は全ての機能と

効果を失い、また回復以外の能力によって参

照されることがなくなる。キャラクター自身

の存在が失われる『壊れる』とは別の用語で

ある。

●場面の停止

　P.9参照

●非接触攻撃

　『非接触攻撃』は、対象に（１＋動力）点

のダメージを与える。これは非接触行動であ

る。

●非接触行動

　直接的な接触を伴わない行動を『非接触行

動』と呼ぶ。 対象をとる動作で『非接触行

動である』と明記されていないものは、非接

触行動ではない。

●漂流者

　『ものがたり』の登場人物が、他の『もの

がたり』を渡り歩くようになったもの。

●プレイヤー（ＰＬ）

　ＴＲＰＧのセッションに参加する人。

●平時の手当て

　P.8参照

●ロールプレイ（ＲＰ）

　キャラクターがどのような言動をとったか

を宣言すること。宣言方法に規定はないので、

ト書きのように説明するのも、実際に演技を

して伝えるのも自由である。
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付録
表５　特技ランダム表

歌 説得 泣き落とし 道案内 学問（文） 人情話

跳躍 うわばみ 変装 治療 大食い

学問（理） 俊足 料理 経理

記憶術 隠蔽 機械工作

乗物操縦 格闘

水泳

※ネームドＮＰＣの特技を手軽に決めたい場合や、人形作成時に特技をランダムで決めたい場合に使用すると良い。

表６　苗字ランダム表

冬野 山田 サイレンス 岡本 ベントレー マクドナルド

ブラウン 鈴木 本田 下村 パウエル

ウォルターズ 王 ブラック レイ

アダム ケインズ 小坂

ライアン サンダース

綾小路

※ネームドＮＰＣの名前を手軽に決めたい場合や、人形作成時に名前をランダムで決めたい場合に使用すると良い。

表６　名前ランダム表

香 太郎 ルーシー ルイ 桜花 玲

ジョン 大五朗 アレン サンデー 一郎

ジェフ ミーシャ 花子 カナタ

チャーリー アリス カーネル

ハーベイ ドナルド

ハル

※ネームドＮＰＣの名前を手軽に決めたい場合や、人形作成時に名前をランダムで決めたい場合に使用すると良い。
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表８　がらくた（装備）ランダム表（形容句）   

　サイコロを２個振った合計が……

２ 大きな

３ 頑丈な

４ アンティークの

５ 古ぼけた

６ 断熱式の

７ おんぼろの

８ 壊れやすい

９ 金属質の

１０ 鋭い

１１　 最新式の

１２ 職人細工の

 表９　がらくた（装備）ランダム表（物品・頭胴）

　サイコロを振った出目が……

１　 電池（願望）

２　 冷却ファン（思想）

３　 アイロン（信仰心）

４　 蒸気タービン（情熱）

５　 蒸気タービン（情熱）

６　 冷却ファン（思想）

表１０　がらくた（装備）ランダム表（物品・手）

　サイコロを振った出目が…

１　 文鎮（金棒）

２　 輪ゴム鉄砲（弓矢）

３　 鏡（盾）

４　 鋏（剣）

５　 接着剤（包帯）

６　 ティーポット

表１１　がらくた（装備）ランダム表（物品・足）

　サイコロを振った出目が……

１　 バネ（ジャンプブーツ）

２　 歯車（ギミック）

３　 羽箒（羽）

４　 バネ（ジャンプブーツ）

５　 歯車（ギミック）

６　 羽箒（羽）

()※ 内は人形以外が持つ場合の相当品の例

※表８から形容句を、表９～１１から物品名を選ぶことで、手軽にキャラクターの戦闘能力を

決定することができる。想定外のキャラクターが『チェイン』でネームドになった時などに

用いるといいだろう。
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