
 

 

 

 

 

 

キャラクター作成 
 
GM：それでは「卓上サスペンス劇場」のセッションを開始
します。 
PL 一同：わーわー（やいやい） 
 
「卓上サスペンス劇場」は、推理・探偵・サスペンスなどの
物語を楽しむ TRPG だ。プレイヤーは「探偵（事件解決
の権利を法的に認める資格の所持者）」となり、シナリオ
毎に起こる事件の真相を探り、「敵対者（犯人）」を追
い詰める事を目指す。 
 
GM：まずはキャラクター（PC）を作成します。このゲー
ムの PC は全員「探偵」となります。 
PL1：仕事が探偵？ 
GM：はい。このゲームの「探偵」は法的な資格所持者
を指します。 
PL2：事件への介入が警察に認められていますし、解決
すればお⾦をもらえるんですよね。 
GM：そうです、本業とは限りませんけどね。 
PL3：どういう事？ 
GM：ほとんどの探偵は別の仕事を持っていて、事件の
時だけ調査を⾏うスタイルが主流なんです。 
PL1：なるほど、じゃあさっそく PC を作ろうぜ。 
 
〜PC 作成（PL1 の場合）〜 
 
【1】タイプの決定 
「タイプ」とは PC の持つ傾向や能⼒の事だ。ファンタジー
RPG の種族やクラスに相当する。8 種類のタイプの中から
メイン／サブのクラスを 1 つずつ選択する。判定に使う「能
⼒値」が決まる他、取得できる「特技」にも影響する。 
 
PL1：色々あるな。どんな風に選べばいいんだ？ 
GM：判定に使う能⼒値（推理、発⾒、⾏動）の得
意分野が、PC 間で分散している事が望ましいです。 
PL2：私たちが合わせますから、好きに選べば良いです
よ（←経験者） 
PL1：そうか？ じゃあ強くてリッチなキャラがいいな！ 
GM：それなら『肉体自慢（フィジカルモンスター）』と
『資本主義（マネーパワー）』がオススメですね。 
 
『肉体自慢（フィジカルモンスター）』は肉体的に強靭な
タイプ。『資本主義（マネーパワー）』はお⾦持だ。 

 
PL1：じゃあ、メインを『肉体自慢』、サブに『資本主義』
を選ぶぜ！ 
 
【2】能⼒値の決定 
「能⼒値」とは、PC が⾏動する時に、どの程度の成功が
期待できるかを表す数値だ。数値が⾼いほど、その⾏動
が得意という事になる。 
 
GM：選んだタイプの「能⼒値」を合計して下さい。そして
ボーナスの 1 点を好きな能⼒値に加えます。 
PL1：えーと、俺の選んだタイプの能⼒値は… 
 
タイプ①：肉体自慢（フイジカルモンスター） 

【推理２】【注意１】【⾏動３】【煩悩２】 
タイプ②：資本主義（マネーパワー） 

【推理１】【注意１】【⾏動３】【煩悩３】 
合計すると 

【推理３】【注意２】【⾏動６】【煩悩５】 
 
PL1：ボーナスを 1 点、どれかに加えるんだよな。だったら
【推理】を 1 点伸ばすぜ。 
GM：では能⼒値は【推理４】【注意２】【⾏動６】【煩
悩５】で決定ですね。 
PL3：合計が 17 になっているか確認してね。 
PL1：えーっと… おう、大丈夫だぜ！ 
 
【3】スキルの取得 
「スキル」とは、PC の得意な⾏動を表す。1 種類につき、
1 シナリオ 1 回ずつ使用可能。 
レベルに応じて、⾏動（判定）の『疲労』を減らす事がで
きる。 
 
GM：キャラクターシートの中央にある９種類のスキルか
ら RoC で３Lv 分取得してくれ。 
PL1：RoC って？ 
PL3：ロール・オア・チョイスの略だね。ダイスでランダムに
決めるか、自分で選ぶって事。 
PL1：なるほど。じゃ俺はダイスで（コロコロ）…〈直感
2〉〈運動 1〉になったぜ。 
 
【4】タグの取得 
「タグ」とは、PC の背景・特徴・持ち物・人間関係などを
表す物だ。PC の個性を示す他、タグを消費する事で「特
技」を使用する事ができる。 

ゲーム紹介リプレイ 

「テディベアは血の香り」 



 

 

 

 

 
 
GM：タグ一覧から、「職業」「印象」「趣味」「物品」のタ
グを、それぞれ RoC で 1 つずつ選んで下さい。 
PL1：俺はダイス派だぜ！ まずは職業から（コロコロ） 
PL3：『職業：ソムリエ』？ 
PL1：何かイメージ違うな、ふりなおし！（コロコロ） 
…『職業：保育士』よし、これで！ 
PL2：マッチョでお⾦持ちなんですよね…。保育士はイメ
ージ通りなんです？ 
PL1：いいじゃんか！ 他も決めるぞ（コロコロ） 『印
象：食いしん坊』『趣味：ペット飼育』『物品：タブレッ
ト』 
GM：ペット飼育か。意外とやさしい趣味なんですね。 
PL1：ペットの豚ちゃんだ。育ててから食うんだ。 
PL3：ええー（笑） 
PL2：ペット飼育…？ むしろ畜産…。 
GM：ま、まぁ良いでしょう。次に⾏きます。 
 
【5】特技の取得 
「特技」とは、PC の持つ探偵としての強⼒な選択肢だ。コ
ストが必要だが、使用する事で事件の真相にぐっと近づく
事ができる。 
 
GM：最後に「特技」を決めます。まずメインタイプの『自
動取得特技』を取得します。 
PL1：俺のメインタイプは『肉体自慢』だから《★頼れる
相棒》だな。 
GM：次にメイン／サブタイプから、それぞれ 1 つずつ『選
択特技』を選び、取得します。 
PL1：色々あるなー。選び方のコツとかあるのか？ 
PL2：そうですね、コストの欄に「○○タグ」と書かれてい
るでしょう？ それが重複しないように選んだ方が良いです
ね。 
PL1：じゃあ、『肉体自慢』から《これでもくらえ！》。『資
本主義』から《⾦で解決》を選ぶぜ。 
 
【6】個人情報の決定 
「個人情報」とは、その PC の名前・性別・体格などの情
報だ。ゲーム要素には関係ないが、ちゃんと考えた方がロ
ールプレイがしやすいぞ。 
 
GM：それじゃ名前は… 
PL1：名前は「まちょドラゴン石川」。男で 47 歳、⾝⻑
214cm のマッチョマンだ！ 
PL3：ま、まちょ？ 
PL1：そう、マッチョなまちょさんだ。ヨロシクぅ！ 
PL2：うわぁ、暑苦しいですぅ。 
 
これでプレイヤーの分⾝となる PCの作成は完了だ。キャラ
クターシートに決めた事を転記していこう。 
 
 

〜PC 紹介〜 
それぞれのキャラクターは以下の通りとなった。 
特技の詳しい効果などは、ルールブック本文を確認して欲
しい。 
 
名前 ：まちょドラゴン石川 
（まちょどらごん いしかわ） 
タイプ：肉体自慢／資本主義 

（フィジカルモンスター／マネーパワー） 
能⼒値：【推理３】【注意２】【⾏動６】【煩悩５】 
スキル：〈直感 2〉〈運動 1〉 
タグ ：〔職業：保育士〕 

〔印象：食いしん坊〕 
〔趣味：ペット飼育〕 
〔物品：タブレット〕 

特技 ：《★頼れる相棒》 
《これでもくらえ！》 
《お⾦で解決》 

情報 ：男／47 歳／⾝⻑ 214cm 
設定 ：筋肉あふれる中年探偵。普段は保育士をして
いる、らしい。だが⾦持ち。実際何者なのか不可解な男
である。 
 
 
名前 ：城鐘 遠海（しろがね とおみ） 
タイプ：常軌逸脱／治安維持 

（スクインツ／ロウ＆オーダー） 
能⼒値：【推理６】【注意６】【⾏動３】【煩悩２】 
スキル：〈知識経験 2〉〈観察 1〉 
タグ ：〔職業：検事〕 

〔印象：シャイ〕 
〔趣味：創作系〕 
〔物品：ハンカチ〕 

特技 ：《★逆転の思考》 
《それはお⾒通し》 
《因果な職業》 

情報 ：⼥／27 歳／⾝⻑ 147cm 
設定 ：投稿サイトでミステリ小説を連載している現職
検事。本職で得られる経験だけでは飽き足らず、現地で
のネタ探しのため探偵業にも手を染め始めた。 
 
 
名前 ：兎画 マコト（うそが まこと） 
タイプ：信頼構築／不幸体質 

（ラポール／アンラッキースター） 
能⼒値：【推理３】【注意６】【⾏動４】【煩悩４】 
スキル：〈観察 2〉〈危険察知 1〉 
タグ ：〔職業：ゲームデザイナー〕 

〔印象：お子様〕 
〔趣味：資格取得〕 
〔物品：携帯ゲーム機〕 

特技 ：《★チアリング》 



 

 

 

 

 

 

《応急処置》 
《偶然の一致》 

情報 ：男／12 歳／⾝⻑ 131cm 
設定 ：少年ゲームデザイナー。趣味の資格取得が⾼じ
て探偵資格にまで手を出した。随所に織り込まれたコナン
ネタが役⽴つ事は少ない。 
 
〜自⼰紹介＆感情タグの取得〜 
PC 作成が終了したら、キャラクターの自⼰紹介と〔感情タ
グ〕を取得する。〔感情タグ〕とは、互いの関係性を表すタ
グである。 
 
GM：PC 作成は終了しましたね？ 
PL1（以下、まちょ）：いぇーい、終わった ZE！ 
PL2（以下、城鐘）：（暑苦しい…） 
PL3（以下、マコト）：落着きのない 40 代だなぁ。 
GM：まったくですね（笑）。では〔感情タグ〕を PL1→2
→3 の順に取得して下さい。 
まちょ：感情タグ？ 
城鐘：相手をどう思っているかを表すタグですね。まちょは
私をどう思います？ 
まちょ：う〜ん、ダイスで決めよう！（ころころ）[誠意]
に感じてる、だぜ。 
城鐘：私はマコト君を…そうですねぇ、良いキャラなので
小説のネタに良さそうだと思っています。だから[使命感]
（ぐっ）。 
マコト：なぜに（笑） あ、ボクはまちょさんに[信頼感]。
あの筋肉は頼りになりそうだなぁ、と。 
GM：わかりました、それではセッションに入りましょう。 
 
〜チャプター1：事件発⽣〜 
セッションは「チャプター」と呼ばれる区分に区切られて進
⾏される。これは小説の「1 章」や、映画の「1 幕」、TV の
「1 シーン」などに相当する概念だ。シナリオで決められた
「チャプター」数が経過すると「敵対者（犯人）」との対決
となり、それまでに相手を追い詰めるための「証拠」がそろ
わなければ「証拠不⼗分」で事件は未解決となる。 
 
GM：ではキャラクターも出そろいましたし、そろそろ本編
に入りますか。 
PC 一同：はーい 
GM：ちなみに皆さんは同じ登録所に登録している探偵
さんです。 
マコト：年齢とか幅広いんだね（まちょ 42 歳、城鐘 21
歳、マコト 12 歳） 
GM：探偵法の施⾏以降、年齢制限のない資格になっ
ていますので年齢は本気で幅広いです。 
城鐘：ただし資格試験の難易度は⾼い… 若者は一
度は受験しかけて「うわ、むず！ やめよ」となるのがお約
束… 
まちょ：我らは選ばれし筋肉というワケだな。 

GM：はい… はい？（笑） まぁいいでしょう。さて… 
GM：現在は 12 時頃、皆様の携帯電話に連絡が。 
GM：探偵事務局「探偵諸君、殺人事件だ。⼥儀銅
鑼（めぎどら）町の公⺠館に集まれるものは来てほしい」 
GM：⾞で 5 分くらいの場所ですよ。「めぎどラオン」という、
ライオン型のゆるキャラで有名な町です。 
城鐘：ゆるいの？ 本当にそのキャラゆるいの？？？ 
まちょ：まぁいい、事件とあらば直⾏だ！ いくぞマコト、
鍛え抜かれた脚⼒でダッシュだ！ 
マコト：イヤだよ（笑）タクシーで⾏こうか、城鐘さん。 
城鐘：そうしましょう〜。 
 
〜公⺠館（事件現場）〜 
 
GM：現場に到着すると、顔⾒知りの刑事が声をかけて
きます。 
GM：ナルト刑事「来ましたか、探偵さん方」 
まちょ：「相変わらず細いなナルト君！ ちょっとスパーリン
グでもするか！」 
GM：ナルト刑事「相変わらず暑苦しい人ですね… おっ
と、城鐘さんにマコト君もいたのか」 
城鐘：「えっと……よろしくお願いしますー……」 正面か
ら⾒られて俯く。 
マコト：「ナルトのおじさん。現場⾒せてよ」 
GM：ナルト刑事「いいけど覚悟しろよ？ かなり凄いコト
になっているからな」 
 
【解説】探偵と警察の関係 
この世界では「探偵」は⽴派な職業だ。事件への介入が
法的に認められている。警察も探偵に事件解決を手伝
わせるのが常識になっているため、基本的には協⼒的だ。 
 
GM：現場は公⺠館の裏手にある、ごみ置き場です。⾸
ちょんぱされた死体が転がっています。 
城鐘：「わぁ……猟奇ですね。ちょっと久しぶり……です」 
GM：ナルト「被害者は⻄神 俊二（ニシガミ）。33 歳。
男性。職業はいわゆる土木作業員ですね」 
 
〜余談：通称について〜 
当ゲームでは人物（NPC）の名前はひらがな・カタカナ
で表記できる短い名前（通称）を推奨している。GM が
しゃれた名前を考えても、プレイヤーは案外覚えてくれない
ものだし、（一⽣懸命に名前を付けたNPCが「ハゲ」だの
「肉壁」だの呼ばれるようになった経験が 1 度はあるハズ
だ）短ければ、各種シートやメモに記入する際の労⼒を
減らす事ができるぞ。 
 
まちょ：「なるほど、なるほど。凶器はなにかな、ナルト君」 
GM：ナルト「凶器はまだ特定できていません。⾸の切断
面が綺麗なことから極端に鋭利な刃物、などが考えられ
ます」 



 

 

 

 

 
マコト：「⾸をちょんぱできる凶器って、どんだけ〜」 
GM：ナルト「気になることとしては、現場への出⾎量が
少ないことでしょうか」 
まちょ：「では、別の場所から運ばれた可能性があります
ね」 
GM：ナルト刑事「しかしひどい現場ですね。久しぶりです
よこんなの。ほれ、若手が向こうでゲロゲロやってますわ。
あとで焼肉おごってやらないと」 
城鐘：「刑事さん無慈悲ですぅ」 
GM：ナルト刑事はニヤっと笑い「いやね、伝統芸能みた
いなもんですよ」と言ってます。 
まちょ：「容疑者はもう特定してるのか？」 
GM：ナルト刑事「被害者の知人『松本 健太郎（マ
ツ）』と『阿仁屋 薫（アニヤ）』が上がっています」 
GM：情報が一通り出そろったので、事件表に記入して
いきましょうか（ばさり、と広げる） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〜事件表〜 
事件表は、このゲームのメインである「推理」の進⾏度を
表すシートだ。事件に関係のある情報は全てここに書き
込まれてゆき、それを元に PC 達は事件を推理する。書か
れている情報は〔手がかり〕と呼ばれ、事件に関係がある
「可能性のある」もの。もし〔手がかり〕が真実ならは〔確
証〕欄をぬりつぶす。6 つの分野全てで〔確証〕を得られた
ら、「敵対者（犯人）」を追い詰めるクライマックスに移⾏
できる（揃わなければ証拠不⼗分でバッドエンド）。 
 
マコト：このゲームの目的は、「事件表」に記録されていく
〔手がかり〕から真実を⾒極めて、「敵対者（犯人）」に
突き付ける事なんだよね？ 
GM：その通りです。時間制限までに…今回ならチャプタ
ー2 までに〔確証〕つきの〔手がかり〕を 6 個揃えないと PC
の敗北、事件未解決となります。 
城鐘：先ほどの会話に出た情報が書き込まれています
ね。 
まちょ：あれ？ ナルト刑事は「6：人物」に書いてない
ぞ。 
GM：事件に関係のある人は全て記入されます。逆に、
記入されていないナルト刑事は絶対に犯人ではないとい

う事です。 
城鐘：後からリストに加わる可能性もありますよね？ 
GM：それはシナリオ次第ですが（笑） とにかく、現時
点では疑わなくても良いです。 
まちょ：わかったぜ！ じゃあ捜査開始だぁ。 で、何をす
ればいいんだ？（⾸かしげ） 
GM：説明しましょう――― 
 
〜調査の方法〜 
調査を進める方法には、以下のものがある 
・「秘密調査」＝人物の秘密調査を⾏う 
→【⾏動】で判定をする。 
・「手がかり判別」＝〔手がかり〕の〔確証〕〔ハズレ〕を知る 
→【発⾒】で判定をする。 
・「チェーン予測」＝「チェーン」を調べる 
→【推理】で判定をする。 
・〔手がかり〕を探す（フラグを獲得する） 
→判定で未使用のダイスを使用する。 
 
まちょ：うむ――― よくわからん！ この「フラグを獲得す
る」って、どういう事？ 
マコト：独特のシステムだからねー。 
GM：むずかしく考える必要はありませんよ。推理ドラマの
主役が、聞き込みや現場検証を⾏っていると、新しい事
実に気づいたりするでしょう？ 
城鐘：会話の⽭盾に気づいたり、落ちてる証拠が目に
留まったり、ですね。 
GM：このゲームではそれを再現するため、何か⾏動をす
ると〔手がかり〕が集まるようになっているのです。 
まちょ：なるほど！ つまり【⾏動】が得意な俺は、とりあ
えず「秘密調査」をすれば良いんだな。 
マコト：それでいいよ（笑） 
 
まちょ：じゃあ第 1 発⾒者の「マツ」に、話を聞くぜ。 
GM：マツは色⿊でガテン系の⻘年です。事件発⽣を警
察に通報した人で、今は公⺠館で警察と話をしていまし
た。 
まちょ：「よぉ兄さん、良い筋肉してるねぇ！」 
GM：マツ「ん、探偵っスか。⾒つけた時の事なら、刑事さ
んに全部話っスよ？」 
まちょ：「まぁそう言わずに。俺の上腕二頭筋に免じて話
を聞かせてくれよ（ぴくぴく）」 
GM：マツ「（若⼲引きつつ）ま、まぁいいっスけどね」 
城鐘：この人は被害者と、どのような関係なのでしょう。 
GM：マツ「俺はニシガミ（被害者）と同じ工事現場で
働いてただけっス。ここから 10 分くらいの場所スね。別に
仲良かったワケじゃねーっスよ」 
まちょ：「ふむ、それでなぜ公⺠館に来たのかね？」 
GM：マツ「朝になってもニシガミが来ねーから、アパート
⾒てこいって現場監督に言われたんスよ。そしたら公⺠館
前にニシガミのバイクが止めてあったんで、のぞいてみたっ
ス」 



 

 

 

 

 

 

マコト：そうしたら、⾸なし死体を発⾒しちゃったと… あ
らら、お気の毒に。 
まちょ：ふぅむ、特に話に怪しいトコロは無いな。この⻘年
から聞ける話はこれくらいか？ 
GM：それがですね、マツはずいぶんと目が泳いでいます。
何か隠し事をしているようですよ（『秘密カード』を取り出
す）。 
 
まちょ：なるほど、ここで「秘密調査」判定に成功すれば、
彼から新しい情報を話してもらえるのだな。 
GM：そういう事です。判定をしてみますか？ 
まちょ：オッケー！ 判定するぜ。「秘密調査」は【⾏動】
能⼒値で判定するんだな？ 
 
〜判定の方法〜 
本ゲームの判定は「能⼒値」の数だけダイスをふり、好き
な個数のダイスを選んで出目を合計する。 
その合計（達成値）が、GM の宣言する難易度（目標
値）を超えれば、⾏動は成功だ。ただし、選んだダイスの
個数だけ〔疲労〕して〔活⼒〕が減少するため、なるべく少
ない個数を選ぶ方が良い。〔活⼒〕は6点が最大値。チャ
プターの開始時に全回復する。 
 
まちょ：【⾏動】の能⼒値は 6！ （ころころ）出目は
(6D6 = [6 4 1 3 4 2])だ。 
GM：そこから好きな個数を選んで足して下さい。その合
計が目標値 10 以上なら成功です。 
まちょ：[6]と[4]を選んで達成値 10。成功だぜ！ 
城鐘：更に選ばなかったダイスから 1 つを選んで「フラグ」
にする事ができますよ。 
まちょ：〔手がかり〕が増えるんだっけ？ 
マコト：そうそう。今使わなかった[1 3 4 2]から[1]を選
べば、事件表の「1：場所」に〔手がかり〕が 1 つ増えるん
だ。 
城鐘：〔手がかり〕の最大数より多くはなりませんけどね。
既に〔手がかり〕が 2 個出ている「3：トリック」は最大値 2
なので、これ以上フラグを⽴てる意味は無いわけです。 
まちょ：じゃあ[4]をフラグにして「4：証拠品」に新たな
〔手がかり〕を出すぜ！ 
GM：では判定で 2 つ、フラグで 1 つダイスを使いました
ね？ 合計 3 点〔疲労〕して下さい。〔活⼒〕が減ります。 
まちょ：うぉぉ、俺の〔活⼒〕が 6 点から 3 点まで減ってし
まった！ もう半分か。 
マコト：そんなモンだよ。このゲームは、1 チャプターに 2 回
か 3 回⾏動できるくらいのバランスなんだ。 
城鐘：全ての〔手がかり〕を出そうとしたら〔活⼒〕が足りま
せん。だからチームで協⼒して、かつ、効率よく⾏動する必
要があるのです。 
まちょ：なるほど、わかってきたぜ！ 
 
GM：では判定の結果を処理しましょう。「マツ」の秘密が

判明します。 
まちょ：「素直に話してみるんだ。大丈夫だ、筋肉を信じ
ろ」 
GM：マツ「うー… オレとニシガミ、昔クスリをやってたっス
よ。」 
まちょ：「ほう、気持ちよくなるクスリか」 
GM：マツ「オレはもうやめたっスけどね。ニシガミが、その
関係でヤバイ奴とモメたって聞いた事あって…『ケイオス』っ
てヤツなんですけど」 
GM：新しい〔手がかり〕が追加されます。「6：人物／サ
イコバス（ケイオス）」です。 
マコト：サイコパス！ サスペンスに常連のサイコさんじゃ
ないか！ 
GM：マツ「クスリの売りやってるヤツなんスけど、邪魔者は
容赦なくブッ殺すサイコ野郎だって有名で…」 
まちょ：「なるほど、それは怪しいな。よく話してくれた、こ
の筋肉にかけても君は守るから安心したまえ！」 
城鐘：うわぁ、いきなり安請け合いですぅ。 
マコト：守れるといいね（笑） 連続殺人モノなら、マツ
さん確実に次死ぬ、 
GM：秘密の内容は以上です（※）。 
 
〜テクニック：話の終わりを明確に〜 
推理物に限らず、情報収集シナリオでは PL が情報を得
ようと話を続け、テンポが冗⻑になりやすい。 
そこで GM は適当なタイミングで「話は終わりだよ」と水を
向けるとテンポが良くなるぞ。 
 
GM：では「フラグ」の処理をしましょう。[4]を選んだので
「4：証拠品」に〔手がかり〕が 1 つ追加されます。 
GM：追加される手がかりは…（ころころ）…被害者の
懐から『脅迫状』が出てきました。鑑識が発⾒したようです
ね。 
マコト：ふむふむ、ニシガミ（被害者）宛てで、内容は
「お前を殺してやる」か。これだけじゃわかんないね。 
GM：まだ〔手がかり〕ですから。事件に結び付けるには、
調査を進めてください。 
 
城鐘：では次は私が⾏動しましょう。「4：動機／乗り
物」に対して「チェーン予測」をします。 
GM：左右の〔チェーン〕の値を判明させるのですね。目
標値は 10 です。 
城鐘：「チェーン予測」は【推理】判定…（ころころ）出
目は(6D6 = [6,6,1,1,6,5])ですぅ。 
マコト：うわぁ、かたよった出目。 
GM：他のゲームだと結構うれしいけど、このゲーム万遍
なく出た方がいいんだよね（笑） 
城鐘：[6][6]で成功。フラグとして[5]を選択します。 
GM：まず判定の結果から。チェーン D と E が判明しま
す。 
 


