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■終わりと始まり
　2009 年 12 月 29 日夜半。都内某所で２人

の男がコミケの成功を祝い、祝杯を挙げていた。

　彼らはコミックマーケット 79 で発刊した

『RISINGSUN』収録のリプレイ『Nipponia』

のＲＬと執筆を担当した覆面ＲＬと、シナリオ執筆

その他編集担当の企画Ａであった。

覆面ＲＬ＆企画Ａ：（酒杯を交わし）お疲れさーん !!

覆面ＲＬ：いやー、『RISINGSUN』の販売部数は

当初の目標を達成できた。大成功だろう。

企画Ａ：（しみじみと）一年間の企画、ホントによく

終わった。協力してくれた皆に感謝しないとね。

覆面ＲＬ：いやまったく。

企画Ａ：思えば、忙しい一年だった……。

覆面ＲＬ：さて、夏のリプレイはどうする？

企画Ａ：夏？　来年の夏のコミケのこと？

覆面ＲＬ：他に何があるの？　次もＮ◎ＶＡで行こう

かと思っているんだが……。

企画Ａ：それはいいけど、どういうネタでやるの？

覆面ＲＬ：問題はそこだよ。『RISINGSUN』でや

りたいことをやり尽くしちゃってな。今のオレには、ネ

タのストックはない！

企画Ａ：ちょ!?　ぶっちゃけやがった（笑）。

　覆面ＲＬのぶっちゃけ発言を引き金に、脱線だ

らけの討議が展開された――。

企画Ａ：この案も不適当、と。……ん～、なかな

かいい題材ってないもんだね～。

覆面ＲＬ：そもそも面白そうなネタなんて、簡単には

転がっていないだろう。

企画Ａ：いやまあそうだけど（笑）。

覆面ＲＬ：……そういえば松井君が作った、麻雀

が題材のシナリオはどうか？

　松井君とは『RISINGSUN』収録リプレイで

日向葵を担当したプレイヤーである。

　詳しくはそちらを参照していただきたい。

企画Ａ：ああ、『麻雀狂の詩』ね。

覆面ＲＬ：キャッチーでインパクトあるネタと思うが？

企画Ａ：でも、『麻雀狂の詩』は火塚たつやさんの

シナリオで、松井君が許可をもらってリライトしたもの

じゃなかったっけ？

　火塚たつや氏――。

　妄言……もとい、その発想力は余人の域に

あらず。伝説となったＮ◎ＶＡ同人シナリオ集

『ニューロ DECK』の制作者といえば、ピンと

くる方もいるのではなかろうか。

　彼の愛される人柄などについては、後述する

ことにする。

企画Ａ：だとすると、松井君だけじゃなくて、たつや

さんにも許可をいるんじゃない？

覆面ＲＬ：ちょっと松井君に連絡してみる。

　席を外した覆面ＲＬは、携帯電話で松井氏と連

絡を取る。およそ 10 分後――、覆面ＲＬは実

にイイ笑顔で戻ってきた。

企画Ａ：……どうだった？

覆面ＲＬ：ばっちり。松井君を通じてたつやさん本

人にもシナリオの使用許可を貰った！

企画Ａ：おお !!

覆面ＲＬ：リプレイに参加する面子も１人確保した。

火塚たつやさん本人（笑）。

企画Ａ：なんでまた（笑）。

覆面ＲＬ：いや、原案のシナリオも同時に掲載する

ことが使用の条件なんで、どうせならと思って企画

に巻き込んだんだ。

企画Ａ：なるほど。

覆面ＲＬ：ただ、たつやさんの都合の良い日とオレ

の仕事の忙しい時期が重なりそうだ。

　……振り返れば、企画Ａはこの流れで気づく

べきだったのである。

覆面ＲＬ：でもまあ、シナリオは松井君から受け取っ

たものを手直しすればいいし。他のプレイヤーもＲＬ

も当てはある。

企画Ａ：それならなんとかなりそうか。

覆面ＲＬ：うん。キミが覆面ＲＬ（笑）

企画Ａ：……はっ!?

　こうして 2009 年の年の瀬、新旧覆面ＲＬ交

代の儀は唐突に告げられたのである――。

■プレイヤー集結
　そしてセッション当日――。

　企画Ａ改め新覆面ＲＬ（以下、覆面ＲＬ）と、

そのアクトに参加する４人のプレイヤーが集まっ

たのである。

　では、そのプレイヤーを紹介しよう。

●だご
　今回集まったプレイヤーの中では最年少。しかし、

若いからと言って侮ってはいけない。精力的に活動

し、近年の関東在住のＮ◎ＶＡラーの間ではそれな

りに知られたクレバーなゲーマーである。

●火塚たつや
　今回掲載されるシナリオ『麻雀狂の詩』の原案

者。ニューロデッキに対応した 26 本のシナリオを収

録した伝説のシナリオ集『ニューロDECK』の執

筆者であると言えば、分かる人もいよう。

●ＯＤＡ
　チームＧＯＯＤ－Ａ作『RISINGSUN』のリプレ

イで大活躍した“武装椅子探偵”写禄ホームズの

プレイヤー。普段は大人しめの好青年に見えるが、

一端ゲームが始まると狂気が宿るとしか表現しようの

ないプレイングを見せる。

●ジャコモコ
　前回の冬コミでは、チームGOOD-A の裏方とし

て活躍。いわばチームGOOD-A 参謀役。こういう

とテリーマンっぽいが、どちらかというとステカセキン

グ的なポジションである。わりとツッコミ担当。

　――以上が今回のリプレイに参加することに

なったプレイヤーたちである。さて、最後にＲＬ

を務める自分の紹介をさせてもらおう。

覆面ＲＬ
　元企画Ａ。前任者の無茶振りで今回のリプレイの

ＲＬを担当することになった。不幸体質を自他共に

認めている。不幸になるのは、おいしいことも面倒

くさいことも、ともかく後回しにする癖があるからだと

自分を知るものは語る。実際、どうなんだろう？

　

ＲＬ：というわけで、おはようございまーす。

一同：おはようございまーす！

ＲＬ：これより、同人リプレイの収録を始めまーす。

だご：今回、テーマは麻雀ですよね？

ＲＬ：そうです。Ｎ◎ＶＡでどう麻雀を表現するかは

みんな興味あるでしょ？　『咲 -Saki-』もアニメ化さ

れたし、今が旬でしょ？

だご：でも、夏コミの頃には『咲 -saki-』は放送終

了してませんか？

ＲＬ：……あっ！

ジャコモコ：いや「あっ」じゃなくて（笑）。

ＯＤＡ：いや、きっと同人誌のネタとしてはまだきっと

旬ですよ！　信じましょうよ！

ＲＬ：う、うん、そうだね。ええと、今回のシナリオ

はこちらの火塚たつやさんから原案をいただき、リ

ライトしたものです。たつやさんの原案を知っている

人でも、別物になっているので楽しめるようになって

います。

たつや：どうも。どう変わっているかは楽しみにして

いますよ。はははっ。

ＲＬ：原案に興味がお有りの方は、本誌のシナリオ

セクションに原案が掲載されていますので、そちら

を後でお読みいただければと。

たつや：それが、私が出した条件ですからね。

ＲＬ：あと、今回のシナリオでは闘牌戦ルールという

ものを整備しました。

だご：闘牌戦ルール？

ＲＬ：麻雀での戦いを表したルールです。まあ、くわ

しくは、後ほど解説します。

だご：わかりましたー。

ＲＬ：じゃあ、アクトトレーラーを読み上げましょうか。

●アクトトレーラー
――――――――――――――――――――

　河渡とカーライル
　その緊張は臨界に達しつつあった
　一触即発の中、裏社会の首魁が選んだ道は　
闇の覇権を賭けた代理戦争
　その名も、東西麻雀決戦 

　されど西に常勝不敗の“雀帝”がついた 
　東の女王、音羽南海子は荒ぶる

「――誰か“雀帝”を倒せる奴ァいないのかい !?」

　雀帝の支配は絶対無比
　唯一、傾く者だけがその力に抗える 

　トーキョーＮ◎ＶＡ　The Detonation 
「麻雀狂の詩　～東西麻雀決戦～」

　34 種 136 牌の運命は
　Ｎ◎ＶＡという卓上で交錯する
――――――――――――――――――――

プレアクト
この欄外について
　この欄外では、リプレイの解説と
ともに、ＲＬの思惑や麻雀についても
説明していきたいと思う。また、セッ
ションに直接関係しない雑談やネタ
話もここに掲載した。
　なお、このリプレイは『ナイトウォッ
チ』発売後のものである。

『RISINGSUN』
　我々チームGOOD-Aが手がけた
前後編のリプレイとシナリオを収録し
た同人誌。テーマはポリティカルア
クション。

『ニューロ DECK』
　知る人ぞ知る、26のスタイルを
テーマとしたシナリオを26本収録し
た同人シナリオ集。

レギュレーション
　このシナリオは、経験点50点と
『ナイトウォッチ』までの使用を前提
としており、達成値の制限は設けて
いない。
　また、ＰＳルール、切り札ルール
を採用している。

闘牌戦ルール
　Ｎ◎ＶＡで麻雀の勝負を再現す
るためのスポットルール。チーム
GOOD-A のオリジナルである。Ｐ
64にルールが掲載されている。リ
プレイ中でも運用されているので、
実際にプレイする際の参考にしてほ
しい。

裏プロ、代打ち、雀士
　麻雀は点数のやりとりを行うため、
多くのゲームがそうであるようにギャ
ンブルにももちいられる。
　麻雀には、囲碁、将棋のように公
認されたプロもいるが、表に出ない形
（違法なギャンブルや闇社会の関わ
りなど）で麻雀を打ち、稼ぐ者を裏
プロという。
　雀荘に出入りする素人を狙って稼
ぐのをクマ師、雀クマという。代打
ちは、大きな組織が金や利権を賭け
て争う勝負に雇われて代わりに麻雀
を打つ者である。
　プロアマ問わず、麻雀の強豪を雀
豪、雀士と呼ぶことがある。

テーマは麻雀
　麻雀とは、４人の参加者が卓を囲
み、34種136牌を引いて役を揃え、
その得点を重ねてゆくゲームである。
勝敗は終了時における得点の多寡と
順位で決定される。
　中国で生まれ、日本やアメリカ、
アジア圏で親しまれており、ローカ
ルルールも多い。
　運が大きく左右するゲームである
が、それだけでは終わらない奥深さ
がある。
　今回参加したプレイヤーは、麻雀
にくわしくない者もいる。このリプレ
イは麻雀を知らなくても楽しめるよう
になっている。もちろん、知ってい
ればより楽しめるだろう。

シナリオについて
　このリプレイは、本書掲載のシナ
リオ「麻雀狂の詩　～東西麻雀決戦
～」を使用している。実際にセッショ
ンすると、リプレイとは違った展開に
なることの方が多いはずだ。
　とはいえ、セッションの実際の運用
という点で参考にはなるはずだ。

『咲 -Saki-』
　小林立の麻雀漫画。麻雀漫画では
珍しい萌え絵の少女たちが超人的な
闘牌を行なう。近年アニメ化された。
　このリプレイは『咲 -Saki-』に対
するリスペクトでできている。
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だご：また、いかにも麻雀モノって感じなアクトトレー

ラーですね（笑）。

ＲＬ：そりゃ、まあね。ハンドアウトは既に mixi で公

開しているので、皆さん既にキャストは用意してある

と思います。なので、ハンドアウトを読み上げたらキャ

ストの自己紹介をお願いします。

一同：はーい。

『カブキ』用ハンドアウト 

コネ：長瀬京　推奨スート：感情 

　今では凄腕の麻雀打ちのキミに麻雀を教えて

くれた親友、長瀬京。彼は若くして雀豪と謳わ

れる腕前であったが、裏プロ界に君臨する雀帝

に敗北し、帰らぬ人となった。親友の仇を討つ

決意を固めたキミは、河渡連合音羽組が雀帝を

倒せる雀士を探しているという噂を耳にした。 

ＰＳ：雀帝を倒す

だご：『カブキ』を担当するのは、だごでございます。

ＲＬ：どんなキャストですか？

だご：名前は“長瀬の秘蔵っ子”宮原小梅。スタ

イルは、カブキ◎●、チャクラ、ハイランダーでござ

います。

　わたしは、宮原小梅。新星帝都大学附属高校

に通う、16 歳の女の子。

　麻雀は、隣に済んでいる長瀬さんに教えても

らった。

　わたしには、麻雀の才能があるらしい。

　そうなのかな？　まあ、麻雀は好きだけど、

長瀬さんに言われたとおりに牌を揃えていただ

けなのにね。おかげで、裏ではわたし、“長瀬

の秘蔵っ子”って呼ばれているんだってさ。

　そんな時、わたしは長瀬さんが死んだってい

う話を聞いた。

　もし、長瀬さんのことを知ることができるのな

ら、わたしは麻雀を打つよ。

だご：小梅は、たまたま長瀬の隣に住んでいた子

供で、長瀬が面白半分で麻雀を教えたんですよ。

ＲＬ：ああ、本人は麻雀にそれほど興味がないって

いう設定なんですね。

だご：ええ。でも、［ブランチ：ラッキースター］を持っ

ているので、長瀬が教えた側から、どんどん高い

手を上がっていくという超人的な才能と豪運を持っ

ています。

たつや：主人公タイプな設定だ（笑）。

ＯＤＡ：やべっ、だごさんのキャストがまともだ !?　ど

うしよう？

ＲＬ：ねえ、なんでそんなにうろたえるのＯＤＡくん？

ＯＤＡ：だって、俺まともなキャスト作ってないですよ!?

（一同笑）

ＲＬ：うん、大きく反省しようね（笑）。

ジャコモコ：ほら、まともなだごさんのキャストの設

定を聞くんだ、ＯＤＡくん！

ＯＤＡ：（愚鈍な面で）うん、俺、聞く。

だご：長瀬もその才能に惚れ込んで、周囲に自分

にはこういうすごい教え子がいるんだぜと吹聴した

せいで、音羽南海子をはじめとする裏社会でも名

前は知られているという。

ＲＬ：だから、“長瀬の秘蔵っ子”と。

ＯＤＡ：なんか話を聞いていると、小梅を卓につか

せて勝ちまくらせて、長瀬がどうだすげえろうと、雀

豪の称号をもらいに行っているように思えるんですが

（一同笑）。

たつや：自分の実力じゃなくて、小梅に勝たせて粋

がっているのか、長瀬（笑）。

だご：基本的に、裏社会では打ってないんで。

ＲＬ：いや、長瀬も普通に強いんですよ？　まあ、

そんなわけで次のキャストの自己紹介をどうぞ。

『レッガー』用ハンドアウト 

コネ：音羽南海子　推奨スート：生命 

　『東西麻雀決戦』に激震が走った。裏プロ界

常勝無敗の雀帝が、キミら河渡連合の敵、カー

ライルに寝返ったのだ。河渡の頭、音羽南海子

は打倒雀帝をキミに命じる。だが、屈指の裏プ

ロのキミにも雀帝の底は見えない。キミは奴を

葬るために頼りになる相棒を捜すことにした。

ＰＳ：面子を集める

たつや：『レッガー』枠は、自分です。キャストは、

永村麻雪。通称“河渡の雪”。建設会社、永村

組の令嬢です。スタイルは、カリスマ、レッガー●、

マヤカシ◎。

　ご紹介が遅れました。私は永村麻雪。新星帝

都大学附属高校の麻雀同好会の部長を務めさせ

ていただいておりますわ。

　実家は、河渡組系の永村建設。言ってしまえ

ばヤクザなんですけど、そんなことは気になさ

らないで。これでも、あなたよりは育ちがよくっ

てよ？

　ま、時折本職の方と麻雀を打つこともありま

すが、今まで負けたことはありません。

　ですから、小梅ちゃん。手取り足取り教えて

差し上げますわ♪

ＲＬ：麻雪は、女子高生代打ちですか。

たつや：ええ、音羽組系の組長の娘で、お嬢様

風です。

ジャコモコ：お嬢様風なんですか？　どう見てもヤ

クザ屋さんの娘のようですか（笑）。

たつや：ええ、本人からはヤクザっぽいところはなく、

普段はほやほやしたお嬢様ですが、麻雀が強いの

で代打ちをしています。

ジャコモコ：なるほど～。

たつや：護衛兼付き人の、右藤と左藤という黒服

のふたり組がいます。

ＲＬ：ああ、あれでしょ？　『カイジ』とか『アカギ』

でざわざわ……って、効果音を立てる人たち（笑）。

一同：ああっ！（笑）

▼技能＆特技 
芸術：麻雀 4 ♠♣♥♦
交渉 1 ♤♣♡♢
白兵 1 ♤♣♡♢
社会：Ｎ◎ＶＡ 2 ♤♧♥♦
社会：ストリート 2 ♤♣♥♢
社会：警察 1 ♤♣♡♢
コネ：レイ 1 ♠♧♡♢
コネ：黒岩三郎 1 ♤♧♡♦
コネ：睦島千歳 2 ♤♣♡♢
コミックヒーロー 4 ♠♣♥♦
ラッキーストライク 4 ♠♣♥♦
※封印記憶：修羅 1 ♤♣♡♢
足長おじさん 1 ♤♧♥♢

徹し 1 ♤♣♡♢
鉄拳 1 ♤♣♡♢
ブランチ：ラッキースター２LV

▼アウトフィット 
タイプＤ、隠那、美麗装飾、トレードマーク（勝
負衣装）、ダメージコントローラー、SPs、ソ
ウルトレイン、スリーアクション、リャナンシー 
銀の目、ガードコート、シュッテ

■ STYLE
カブキ◎●、チャクラ、 ハイランダー
■ ABILITY
理性 :４/14 感情 :７/16
生命 :５/11 外界 :５/11 

年齢：１6 才  性別：女性
誕生日：12/25 瞳の色：緑
身長：152cm 髪の色：ピンク
体重：42kg 肌の色：黄色

“長瀬の秘蔵っ子”宮
みやはら こうめ

原小梅

▼技能＆特技 
芸術：麻雀 ４♠♣♥♦ 
交渉 ２♠♣♡♢ 
自我 １♤♧♥♢ 
知覚 １♠♧♡♢
コネ：黒岩三郎 １♠♧♡♢ 
コネ：長谷部万力 １♤♣♡♢ 
コネ：モードレッド １♤♧♡♦ 
社会：Ｎ◎ＶＡ ２♤♧♥♦ 
社会：ストリート ２♠♣♡♢ 
狂信者 ２♠♣♡♢ 
合技 １♤♣♡♢ 
分心：右藤（カゲムシャ） １♤♧♥♢ 
分心：左藤（カゲムシャ） １♤♧♥♢

ブランチ：ゴッドファーザー２LV  

▼アウトフィット 
ＩＡＮＵＳ、スリーアクション、ソウルトレイン、リャ
ナンシー、シックスセンス、エンジェルヴォイス、
タイプＤ、美麗装飾、ポケットロン 、エキスト
ラ

■ STYLE
カリスマ、レッガー●、マヤカシ◎ 
■ ABILITY
理性：６/12 感情：８/14
生命：２/９ 外界：５/13  

年齢：１6 才  性別：女性
誕生日：10/8 瞳の色：黒
身長：165cm 髪の色：黒
体重：48kg 肌の色：黄色

“河
かわたり

渡の雪”永
ながむら まゆき 

村麻雪

ざわざわ……
　麻雀漫画の金字塔『アカギ』の作
者として知られる福本伸行の表現す
る擬音。勝負を見守る脇役たちが動
揺すると発する。心理的なざわめき
を表現しているらしい。



8 jong-key ☆ Junkie 9jong-key ☆ Junkie

Replay part

たつや：うん、エニグマだけど（笑）。

だご：エニグマなんですか !?（笑）

たつや：そう、エニグマです。

だご：そこまでやっといて、幽霊とかスタンドの仲間

とは（笑）。

たつや：うん、だってマヤカシだし。

ＲＬ：ヤクザのお嬢様で代打ちで、そのうえマヤカ

シかー。……なんという過積載（笑）。

たつや：それで、今回の東西麻雀対決のプランナー

でもあります。

一同：：ええっ!?

ＯＤＡ：もう設定満載ですね（笑）。

たつや：……ということにしたいんですが、どうでしょ

うか、ＲＬ？

ＲＬ：まあ、音羽南海子と相談して大会をプランニ

ングする、ということであれば問題ないですよ。

たつや：ありがとうございます！

だご：麻雪は、小梅と同じ学校に通ってるんですよね？

たつや：小梅大好きっ子で、小梅になんとか麻雀

を教えて引き込もうとしたり、セクハラしたりします。

一同：セクハラ!?（一同笑）

だご：……心を強く持とう（笑）。

ＲＬ：世の中に出せる範囲でお願いします、ええ（笑）。

●『カタナ』用ハンドアウト 

コネ：麻理　推奨スート：感情 

　凄腕の殺し屋であるキミは、裏通りで瀕死の

女性を介抱した。麻理という名の女性は、キミ

に雀帝を倒してと懇願し、血に染まった雀牌を託

して息絶えた。縁も所縁もない女なれど末期の

頼みを聞き流す気はない。キミは凄腕の殺し屋。

得物を雀牌に変えたとて何の不都合があろうか？

ＰＳ：雀帝を麻雀で倒す

ＲＬ：次はＯＤＡくんのキャストね。

ＯＤＡ：はっ、私のキャストは“凄腕のカタナ”長

谷部にあ子です。スタイルは、タタラ●、カタナ◎、

イヌ。ブランチ：テッキーを持ってます。

ＲＬ：しかし、すごいハンドルだな（笑）。

　にあ子は凄腕のカタナだし。

　ストリートには最近でびゅーしたばっかりの、

16 歳の女の子。凄腕だし。

　親父は、悪徳警官で名が通っているＳＳＳの警

部、長谷部万力だし。でも、にあ子はこすっか

いクズな親父は嫌いなのだ。だから、家出してス

トリートでカタナとして生きていく道を選んだ。

　……でも、周りからはせこさやこすっからさは

父親以上って言われることばかり。そんなことな

いし！　自分の手に負えなくなると、すぐにブラッ

クハウンドに通報するだけだし。だって、悪党は

許さないし。

　ちなみに、感情が昂ぶると髪の毛が猫耳みた

く逆立つけど、サイバーウェアじゃないし。16

歳の女子が猫耳埋めるとか、いかがなものかと

思うし。

ＯＤＡ：――というキャストです。

だご：あの、ＯＤＡさん。

ＯＤＡ：なになに？

だご：ハンドアウト読みました !?（爆笑）

ＯＤＡ：読んだ読んだ！　だから“凄腕のカタナ”だっ

て！

ジャコモコ：ねえ、このハンドアウトって、ハンドル

だけ合わせておけばいいものなの？

ＲＬ：……とりあえず、いろいろ聞いていこうか（笑）。

ＯＤＡ：マーダーインクで追加されたパーソナリティ、

ＳＳＳの警部、長谷部万力の娘です。

たつや：あの人、こんな娘がいたんだ（笑）。

ＯＤＡ：そう、いたんです。で、にあ子はせこくてこすっ

からい父親を嫌い、家を飛び出してストリートで生き

ていく道を選びました。自分は、親父のようにならな

いぞと誓って。

ＲＬ：なるほど。

ＯＤＡ：でも、人の弱みにつけ込んで上前をはねる

のは、父親以上。〈弱点看破〉10レベルで持って

るくらい。

ＲＬ：だめじゃねえか !?（一同爆笑）

ジャコモコ：結局、親父と一緒なのか。

ＯＤＡ：ええ、でも気にしません。

たつや：いや、気にしようよ！（一同爆笑）

ＯＤＡ：それで、自分の手に負えなくなるとすぐブラッ

クハウンドに通報します。市民の義務だし。

だご：……それ、本当に凄腕のカタナ？

ＯＤＡ：だから、ハンドルだけですって。

だご：もう一回言いますよ？　ハンドアウト読みましょう

よＯＤＡさん !?（一同大爆笑）

ジャコモコ：すごいよね、オープニングがどうなるか

まったく想像できない。

ＲＬ：ほんと、どうなるんだろう（笑）。

ＯＤＡ：でも、素人ゆえにプロが普通使わない手段

を講じるので、相手はペースを崩されるのです。

たつや：なるほど、一応そういうところは考えてある

んだ。

ＯＤＡ：考えてますよ！　にあ子がこすっからく立ち

回ってるのも、父親の万力に反省を促したいという

本心の表れなんですよ。本人も自覚してませんが。

だご：なんかいい話に（笑）。

たつや：ちなみに、にあ子はカタナだけど、人を殺

したことはあるの？

ＯＤＡ：もちろんありますよ。こすっからい悪党なら

正座させて説教するだけですが、本当の悪は許せ

ないので殺します。

一同：やっぱり！（一同爆笑）

ＲＬ：うん、いつも通りで安心した（笑）。

●『トーキー』用ハンドアウト 

コネ：音羽南海子　推奨スート：外界 

　キミはＮ◎ＶＡスポに出入りするフリーのライ

ターである。Ｎ◎ＶＡスポ編集長、九条政次が

提示した今回の仕事は、裏社会の覇権を賭けた

ヤクザとギャングの代理戦争『東西麻雀決戦』

の取材だった。常人が触れられぬ闇の世界に興

味を覚えたキミは、命がけの取材を引き受けた。

ＰＳ：東西麻雀決戦を取材する 

ＲＬ：で、最後のジャコモコさん。キャストを紹介し

てください。

ジャコモコ：はっ、キャストは“鶲
ひたぎ

”柴灯 燎。スタ

イルはミストレス、フェイト●、トーキー◎。28 歳の

男です。

　“鶲
ひたき

”というペンネームの観戦記者を知ってい

るかい？　Ｎ◎ＶＡスポの麻雀記事を担当してい

る。そいつが俺、柴灯燎だ。

　かつては、マリオネットの事件記者だったが、

ヤクザの世界に首を突っ込みすぎて踏んではい

けない虎の尾を踏んじまった。

　それ以来、表向きに名前を出すことができな

くなってしまった。でも、トーキー以外の仕事な

んて俺にゃあできない。だから、ペンネームで

仕事をする観戦記者になったんだ。それ以来、

麻雀なんていうお座敷遊戯を取材する毎日だ。

　……俺は、このままくすぶり続けて終わってし

まうんだろうか？

ＲＬ：“鶲”って？

ジャコモコ：ウグイスみたいな小鳥です。鳴き声が

火打ち石みたいだから、火焚鳥と呼ばれていたりし

ます。

ＯＤＡ：そうだったんだ。

たつや：その由来は？

ジャコモコ：囲碁将棋などの観戦記者というのは、

大抵の新聞でペンネームを使って記事を書くんです

よ。作家だったりプロだったりいろいろいますが。

たつや：ほうほう。

ジャコモコ：で、“火
ひ た き

薫”と“火叩き”――つまり

消化用具であり、記者としての炎を消され、くすぶっ

てる自分を揶揄したものです。

だご：なるほど～。

ＯＤＡ：くすぶってるってことは、不本意なんですか？

　観戦記者のお仕事は。

ジャコモコ：ええ。元事件記者なので、麻雀をお

座敷遊戯と馬鹿にしてます（笑）。

▼技能＆特技 
知覚 ２♠♧♥♢
交渉 １♤♣♡♢
自我 １♤♧♥♢
白兵 ２♠♧♥♢
操縦 ３♠♧♥♦
社会：Ｎ◎ＶＡ ２♤♧♥♦
社会：ストリート ２♠♧♡♦
コネ：レイ １♠♧♡♢
コネ：長谷部万力 １♤♧♥♢
弱点看破 10 ♠♣♥♦
突き返し １♠♧♡♢
サイレン ２♠♧♥♢
ブランチ：テッキー１LV 

▼アウトフィット 
ＩＡＮＵＳ、Lightning、斬魔刀、カウボーイギ
ア、スロットオープン、リングリング、ラグレス、
隠那

■ STYLE
タタラ●、カタナ◎、イヌ
■ ABILITY
理性：８/14 感情：２/10　
生命：６/13 外界：５/11  

年齢：１6 才  性別：女性
誕生日：2/5 瞳の色：ブラウン
身長：152cm 髪の色：群青
体重：45kg 肌の色：黄色

“凄腕のカタナ”長
は せ べ

谷部にあ子 鶲／ヒタキ
　ヒタキ。スズメ目ヒタキ科の小鳥。
鳴き声が火を起こす火打ち石を打つ
ときの音に似ているからヒタキと呼
ばれた。江戸時代は飼い鳥としても
人気があった。
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Replay part

一同：なんと！

ジャコモコ：元々は、マリオネットの事件記者だっ

たんですが、ヤクザ関係の踏んではいけない虎の

尾を踏んでしまい、実名で活動できなくなりました。

だご：それで麻雀の観戦記者に？

ジャコモコ：そういうことです。麻雀に対する考え

方が変わるかどうかは、このアクト次第ということで

（笑）。

ＲＬ：そういう視点を持っているキャストがいると、リ

プレイも書きやすいです。

■キャスト間コネクション
ＲＬ：では、キャスト間コネクションを結んでいきましょ

う。小梅→麻雪→にあ子→燎→小梅の順です。

●小梅→麻雪
ＲＬ：小梅は麻雪のコネを取って下さい。

だご：はーい。

ＲＬ：さて、コネの関係を決めましょう。麻雪は小梅

のことをどう思っているんですか？

たつや：好き好き大好き小梅ちゃん抱いて！

だご：（即答）スートは【外界】で。

たつや：なんでそんな反応 !?（一同爆笑）　スート

は【外界】以外を所望！

だご：はいはい、じゃあ【感情】で（笑）。

●麻雪→にあ子
ＲＬ：次、麻雪はにあ子のコネを取ります。にあ子は、

麻雪のことをどう思ってますか？

ＯＤＡ：えーと、いろいろ仕事を世話してもらってる

とか？

たつや：ヤクザのお嬢様と、ストリートのカタナだしね。

ＯＤＡ：歳も近いし【感情】かな？

たつや：ああ、懐いてくるのね。

ＯＤＡ：そうそう、コイツについていけばビッグにな

れると確信して。親父はつく相手を間違えたのだ！

（一同笑）

ＲＬ：親父警官だし。ヤクザにつけないし。

ＯＤＡ：ホントだ、真逆いってる！（笑）

●にあ子→燎
ＲＬ：にあ子は燎のコネを取って下さい。

ＯＤＡ：はーい。温かい関係がいいなー。

ジャコモコ：この中では唯一のおっさんキャラだし、

より強い関係にしないとパージされてしまう（一同

笑）。

ＯＤＡ：強い関係……じゃあ、にあ子の殺人現場

を目撃したとか？

ジャコモコ：いやホットな関係だけど（笑）。

だご：でも、にあ子がストリートに流れてきたのは最

近では？　燎が事件記者やっているときから、にあ

子は殺しをしてたんすかね？

ジャコモコ：じゃあ、こうしよう。ヤクザの虎の尾を

踏んで恵方巻きのように流されたとき、偶然救ってく

れたのがにあ子だったと。

ＯＤＡ：おお、いい話に！（笑）

ＲＬ：……いい話なのか？

ジャコモコ：命を助けてくれた恩人ということで、身

内のように感じて【生命】で。

●燎→小梅
ＲＬ：最後、燎は小梅のコネを取って下さい。

ジャコモコ：はーい。私はどう思われているんです

かね？

だご：長瀬のとこで麻雀遊びに行ったときにＮ◎ＶＡ

スポの記事を読んで、観戦記者としてのペンネーム

を知っているとかですかね。

ジャコモコ：すると、適当なのは【外界】？

だご：そうですね。じゃあ【外界】で。

ＲＬ：――これで、キャスト間コネは回りましたね？　

では、オープニングフェイズに移りたいと思います。

▼技能＆特技 
知覚 １♠♧♡♢ 
交渉 １♤♣♡♢
自我 １♤♧♥♢
芸術：アレンジ ４♠♣♥♦
芸術 : 麻雀 ２ ♠♣♡♢
社会：Ｎ◎ＶＡ  ２♤♧♥♦
社会：メディア  ３♤♣♥♦
コネ：九条政次  １♤♣♡♢
コネ：音羽南海子 １♤♧♡♦
ジャンヌダルク ５♠♣♥♦
シャーロックホームズ ３♤♣♥♦
壁に耳あり ３♤♣♥♦
先見の明 ３♤♣♥♦

ブランチ：トーチ３LV 

▼アウトフィット 
ＩＡＮＵＳ、タイプＤ、ディクショナリー 

■ STYLE
ミストレス　フェイト●　トーキー◎ 
■ ABILITY
理性：５/14 感情：８/15
生命：３/９ 外界：５/11  

年齢：28 才  性別：男性
誕生日：9/30 瞳の色：ブラウン
身長：175cm 髪の色：ブラウン
体重：62kg 肌の色：黄色

“鶲
ひたき

”柴
さいとう りょう

灯燎

PC 間コネクション

♣【感情】
・可愛い後輩。部活にスカウト
したい。

♣【感情】
・出世の役に立つと懐いている。

♥【生命】
・命を救ってくれた恩人。

♦【外界】
・雑誌記者として活躍を知って
いる。


