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魔法は消え、
魔術師もまた
滅びる。ともに
旅立とう、
真影の国へ。
そこは魔法の
生まれた地。
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フォール
オブ
マジック
デザイン:ロス・カウマン
イラスト:ダグ・キース、
テイラー・ドウ

フォール・オブ・マジックは、魔術師と旅の仲間た
ちを主人公にした協力型のストーリーテリング・ゲ
ームです。魔術師の一行は、旅の途中で風変わ
りな人々と出会い、幻想的な場所へと足を踏み入
れ、困難な選択に迫られることになります。旅をつ
うじてキャラクターの人物像、人間関係、変化が明
らかになります。
プレイには 2–4 人のプレイヤーと2時間か、それ
以上の時間が必要です。各プレイヤーはメモ用紙
と筆記用具を準備してください。
1回のセッション(ゲームのプレイ)は小説でいうなら
数章、長編ファンタジー・シリーズなら上巻のよう
な感じになります。セッションを何度も遊べば、壮
大な物語を創造できます。

ストーリーゲーム
ゲームを始める前に、参加者が理解しておかなけ
ればならないことがあります。参加者の間でこの冊
子を順番にまわし、以下の項目を読み上げてもらい
ます。その後、参加者の間ではっきりさせておきた
いことや、話し合うべきことがあるなら、時間を割
いてください。

これは会話のようなもの
「楽しいゲームセッションは、楽しい会話と同様
に、感動や連帯感を与えてくれます。そして、会話の
上手な人の心がけは、このゲームにも通用します。『
まず話を聞き、そして質問する』です。仲間のプレイ
ヤーたちが何に心を動かされるか把握しておきまし
ょう。そして、あなたが何に心を動かされるのか伝
えましょう」

小さく考える
「何かアイデアを出さなければならないときは、小
さい範囲で考えてください。先の先のことまで計画
してはいけません。物語を、捕まえようとしてもする
りと逃げてしまう動物のようにイメージしてくださ
い。それは、簡単に答えの出せない質問や、間に合
わせの手段では解決できない困難です。語りに余
裕をもうけることで、物語は協力して語られること
になり、すべて1人で計画した物語よりも味わい深
いものになるでしょう」

ソーシャル・ファンタジー
「フォール・オブ・マジックはキャラクター、つなが
り、そして文化の探求をプレイの中心に配している
ことから、ソーシャル、社交的なものと言えます。そ
して、現実ではありえないようなことが起こるので、
ファンタジーでもあります。私たちがキャラクターを
実在するかのように扱えば、その世界も活き活きし
たものになります。キャラクターたちを多彩で、陰
影ある、時には矛盾した存在にしてください。『考
え直すゆとり』を保ち、現実の経験に基づいた人
種、階級、性別への固定観念や先入観を抜きにし
て探求を行うようにしましょう」

安全第一
「最後に、あなたの心の安全はどんなゲームよりも
重要です。物語を聞き、テーブルを囲んでいて居心
地が悪くなったり、興の冷めることがあった時は一
緒に遊んでいる人たちにそう伝えてください。必要
に応じて物語の細部を変更したり取り消したり、
休憩を取るようにしましょう。同様に扱いづらい、
または嫌な気分の引き金となりそうな要素を物語
に持ち込む前には、他の人たちの意見を求めるよう
にしましょう」

準備

5.トークンを選ぶ

テーブルを囲んで座り、各プレイヤーはメモ用紙と
筆記用具を用意します。全員、座った位置から巻
物が読めるようにします。

各人はキャラクター・トークンを選びます。それか
ら全員で共有する魔術師のトークンも決めましょ
う。

6.魔術師を配置する

1.巻物
タイトルと導入文が読めるところまで巻物を開きま
す。ゲームの進行に応じて、まだ巻物で使わない
部分は巻いたままにしておきます。先が見えてしま
ってもかまいませんが、基本的には今いる<地域>
だけが見えるようにします。

2.導入文
導入文を誰かが読み上げます。

「魔法は消え、魔術師もまた滅びる。ともに旅立
とう、真影の国へ。そこは魔法の生まれた地」

3.君の名前を選ぶ
各プレイヤーは地図上に記載されているリストから
名前を1つ選び、手元にあるメモ用紙に記録しま
す。キャラクターはそれぞれ別の名前を持たなくて
はなりません。

4.君の肩書きを選ぶ
各プレイヤーは地図上に記載されているリストから
肩書きを1つ選び、メモ用紙に記録します。他のプ
レイヤーと同じものを選んでもかまいません。肩書
きは地名と、その後に続く3つの言葉のうちの1つ
を組み合わせたものになります。
誰かが「鴉って鳥でいいの？」とか「蟹の歌い手っ
て何？」とか質問するようなら、こう答えましょう。
「君が想像したとおりでいいよ」。

エラミュラ
嵐の守り手の騎士

コゾー
大鴉の学舎の見習い

魔術師のトークンを「大鴉の学舎」に置き、そこか
ら私たちの旅が始まります。

大鴉の学舎

ゲームのプレイ
フォール・オブ・マジックでは、物語の一部を短く
語るターンが各プレイヤーの間を順に巡ります。あ
なたのターンに他のプレイヤーはアイディアを提供
したり、助言したり、他のキャラクターの行動を示
したりできますが、ターン中に何が起きるのかを最
終的に決めるのはあなたです。また各プレイヤー
は自分のキャラクターについて、何が真実なのかを
最終的に決定する権利も持っています。

巻物の構成
以下は地図上にある個々の部分での語りに使う用
語です。

大鴉の学舎

地域

2.場面を語る
次に、自分のキャラクターの視点から<場面>の様
子を語ります。そこはどんな場所ですか？ 何が見
え、聞こえますか？ 今、何が起きていますか？ あ
なたのキャラクターは何を考え、感じるでしょう？
どう語るのかはあなたしだいです。

エラミュラは愛馬を連れて橋を渡る。橋
は磨き石で造られ、幅広い。日もまだ早
いうちだというのに、王国各地のあらゆ
るところから来た旅人たちですでに賑わってい
た。

3.物語の指示を用いる
<場面>の真下に記されているのが<物語の指示>
です。場面を語り終えるまでには必ず、その指示の
内容を物語に追加する要素として盛り込まなくて
はなりません。
語り終えたら、次の人にターンが移りま
す。

場面
橋
川面に映る君
の顔

物語の指示

ターンの進行
あなたのターンになったら、自分のキャラクター・
トークンを移動させ、その視点から<場面>の様子
を語ります。場面を語り終えるより前に<物語の指
示>を用い、場面にその要素を追加してください。

以下、斜体の文章は手短なプレイ例です。
fallofmagic.com をご覧になり、デザイナー
による解説や長時間プレイ動画も参照してくだ
さい。

1.キャラクター・トークンを移動する
自分のトークンを、現在魔法使いのいる<地域>
の<場面>に配置します。
最初は私のターン、キャラクターはエラ
ミュラ–嵐の守り手の騎士。魔術師は
開始時、
「大鴉の学舎」にいるから、選
べるのは「橋」、
「遠視の水盤」、
「薔薇園」、そ
して「動物園」のどれか。私は自分のトークンを
「橋」に置いた。

エラミュラは「橋」の途中で立ち止まり、水面に
映る自分を眺めようと手すりにもたれかかる。肌
は濃い茶色で、目は戦士のそれ。兜を脱ぐと、灰
色の細筋混じりな髪が肩に落ちた。
「どうしてこ
う年を取ったのだろう？」。彼女は自身を振り返
った…。

よいアイデア
– 場所の外観から語り始める
–語りに触覚、嗅覚、味覚を取り入れる
–たくさん質問しよう。
「薔薇園はどう見える？」、
「今、何が橋を渡っている？」
–無口なプレイヤーでも話に入れるように十分なゆ
とりを
–キャラクターとして喋る
–場面の一部をプレイするよう、他の参加者に依頼
する。例えば漁師、風、鳥の群れ
–ほんの一瞬を詳細に語る
– 再度訪れた<場面>では、何が変わったのかを
示す
–あなたが興味をかき立てられる部分へと単刀直
入に進む
– 他の人が素通りした興味深い部分に戻る
– 何かアイディアがないか質問する

<特性>
+記号のついた<物語の指示>は<特性>を示しま
す。場面を語り終えたら、列記されている<特性>
から1つを選び、自分あるいは他のプレイヤーのキ
ャラクターいずれか1名の真実として、それについて
述べます。そして、そのキャラクターのメモ用紙に選
んだ<特性>を記録しておきます。

薔薇の庭園
+美しい
+伝説の
+激しい
薔薇園には町の民衆による小さな人だか
りができていた。私はそこにいる少年に
尋ねた。
「こんなに人が集まっているの
はなぜだ？」。少年は答えた。
「聞いてないの？
魔術師が弟子を選んだんだ」。そして少年は頬を
紅潮させ、
「見て! お披露目だ!」。
私はコゾーがバルコニーに立つのを見上げる。
彼らはオリーブ色の肌と鮮やかな赤毛を持ち、
その面立ちは男性的とも女性的とも言い難い。
彼らは薔薇園を見渡し、群衆は喝采して手を振
った。コゾー、君に<特性>「伝説の」を進呈する
よ。

コゾー

大鴉の学舎の 見習い
+伝説の

魔術師の移動
あなたのターンに自分のキャラクターがすでに地
図上にいる場合、魔術師の移動を選択することも
でき、その際には破線の経路にそって魔術師トー
クンを新たな<地域>へと進めます(地図上の通過し
た場所を隠すため、巻物左側を巻き上げてくださ
い)。
魔術師を移動した後、地図上から他のキャラクタ
ー・トークンを取り除きます。そして魔術師の視点
から、その<地域>や<物語の指示>に基いて語り
ます。
魔術師をプレイした時は、自分のキャラクターと同
様に、魔術師は何者で、何を考え、どのように仲間
と旅しているのかを伝えましょう。

昼、私たちは<樫ケ丘陵>に上った。夏の終わり
の日差しはうだるようで、その熱は魔術師を除い
たすべての者に降り注ぐ。魔術師は、金糸で不
可解なシンボルが刺繍された羊毛の外套を身に
まとい、鞍をつけていない牡鹿に騎乗していた。
彼女の頭には髪がまったくなく、琥珀色の肌は
首や顔に巻きつく花の入れ墨で覆われている。
(もう１人のプレイヤー:)コゾーは魔術師と並んで
騎乗しているだろうね。みんな蒸し焼きで、汗が
滴り落ちる。
「師よ、ひどい有様です。止まって
休みませんか？ ぼくは倒れそうで、彼女が不
平を漏らすことはないにしても、エラミュラだって
つらそうです!」
(ターンのプレイヤーが再び:)そう告げられた魔術
師は、いささか困惑して君を見た。暑さに苦しむ
とはどういったことなのかを、今思い出したという
ような表情が彼女の顔に浮かぶ。
「弟子よ、もちろんだ。休むとしよう。すまない
な、私は時にそうしたことを忘れてしまう…」。彼
女はその目で遠くを見すえ、口をつぐんだ。

大鴉の学舎

樫ケ丘陵

旅の道行き
この項では旅を進めるのに必要となる情報を解説
します。

<危険>
数字の付いた<物語の指示>は<危険>を表しま
す。まず一番上の行を通常の<物語の指示>として
語ってください。そしてサイコロを振り、出目が割り
当てられている行を反映して語ります。

進路を警戒する
君が恐れているのは
1-2. 敵襲
3-5. 東からの報せ
6. 陽が隠れる
朝、野営を畳まねばならないほどの豪雨
が降りしきる。この時期は土砂崩れもし
ばしばで、エラミュラは峠道の先を確認
するのが最善と偵察に出た。(サイコロを振って
出目は2、敵襲)。馬に乗り、道を走らせていた彼
女は、2本の木の間に地面から跳ね上がった泥
まみれの縄で叩き落とされる。そして武装した戦
士の群れが彼女を取り囲んだ。彼女は鞘から半
身抜いたところで手を止める。囲む者らの顔を見
て、それが自らの誓いを捨てた騎士くずれだと悟
ったからだ。
「私は嵐の守り手の姉妹の血をけっ
して流さぬと誓った」。剣を鞘に収め、彼女は捕
虜となった。

<変化>
木の葉の記号は<変化>を示します。ターンを終了す
るより前に、記録用紙に書いてある言葉を変更す
るか削除しましょう。これはあなたのキャラクター
の名前、肩書き、あるいは「特性」がありえます。そ
して、あなたのキャラクターがその変化を真実だと
認める理由を説明します。

魔法の市場
奇妙な値つけ

コゾーは魔法の市場で、猫目の商人相
手に交渉する。
「値引きしてくれないか
な。わかると思うけど、ぼくは魔術師の
選ばれし弟子なんだ。魔法の学び手さ!」。商人
は無愛想に答えた。
「フン! イスタリアじゃ、あ
んたはただの若造だ。この街じゃ石を投げれば
魔法の学び手に当たるんだからな」。コゾーは、
たぶん思ったよりうまく取り引きはできないだろ
うと気づかされる。<特性>の「伝説の」を削除
するよ。

コゾー

大鴉の学舎の 見習い

+伝説の

「深淵の旅路」

「失われた島々」

たいまつの記号は「深淵の旅路」です。巻物背面
の追加地図にある「地域」へとつながる道を表し
ています。
魔術師を移動する時、
「深淵の旅路」を選択して
裏の地図へと向かうことができます。対応するたい
まつ記号を裏側に見つけ、そこから破線の経路に
沿って入った「地域」でプレイを続けます。

幽かの海に至ったら、失われた島々
カードをシャッフルして山札にし、巻物の下に伏せ
て置いておきます。
魔術師を島に移動させ、カードを2枚引きます。そ
のうち1枚を地図上に配置し、もう1枚は山札の底
に戻します。
そして通常どおり魔術師の視点から、配置された
カードにある新たな場所と物語の指示に基いて
語ってください。

深奥への大口

吊るし町

深奥への大口にいる時に自分のターンとなった
私は、魔術師を「深淵の旅路」へと動かすと決
めた。トークンを地図からどけて巻物を裏返し、
たいまつ記号からの経路に沿って吊るし町に入
った。

カードを2枚引く。1枚を表向きにして地図上に配
置、もう1枚は山札の底に戻す。

旅の終わり
旅の長さに関わらず、開始時に取り決めておいた
時間が経過したらセッションを終了するようにしま
す。以下はその手順です。

「最終ラウンド」を告げる
時間経過をよく見ておき、セッションを終わらせる
時が来たら、ターンの巡る最後のラウンドだと告げ
ます。これは参加者が、満足のいく締めくくりを語
るための合図となります。

巻物を巻く
巻物を巻き上げます。手に取って、斜めにずれない
ように軸で布地を巻き取りましょう。そして紐を２
周させて結び、余った紐の端は結んだ下に挟み込
みます。

振り返り
プレイ後、一緒に創り出した物語について、気軽な
おしゃべりや感想を述べる時間を少々取ります。以
下にいくつか、そこでどんな話をするのかを提案し
ます。
-あなたが楽しかった瞬間
-他のプレイヤーへの感謝
-驚いたこと
-自分のキャラクターのエピローグ
-あなたにとって挑戦的だったこと
-今回とは異なる選択をしてみたいこと
-ゲームで呼び起こされた感情、または記憶

将来のセッション
セッションの続きをプレイしたい時は、次回のため
にキャラクターについて記したメモ用紙を箱の中
にしまっておき、どこで終了したのかを覚えておきま
す。
正確な席順や、キャラクターがどの場面にいたのか
を覚えていなくても気にせずに。まったく新たな気
持ちで次回に臨みましょう。
FALLOFMAGIC.COMをご覧ください
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