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に囲まれている」という状況を告げたとする。プレイヤーはそれに対し、
「自分の潔白を言葉によって証明する」、「今は逃げる」、「あえて捕まる」、
「騎士に戦闘を仕掛ける」など、自由に判断し、行動できる。行動が決
まればＧＭに告げ、ＧＭは状況とルールに照らし合わせて反応を返す。
そして再びＰＣが反応し――という形でゲームは進行する。
　そして、もし行動の正否がわからないようであればＧＭは本書のルー
ルと、そしてサイコロによって解決する。前者の例であれば、「騎士を
説得できるのか否か」、「囲まれている状態から逃げられるのか否か」な
どは、すべてルールによって処理されるのだ。
　こうした繰り返しはそのまま物語となり、物語はやがて終焉を迎える

（どういう形であれ）。この段階でＧＭがゲームの終了を宣言する。
　これが一回のセッションとなるのだ。

グランクレストＲＰＧ

　本書は混沌に侵されたファンタジー世界、“アトラタン大陸”を舞台に、
混沌に抗う力を持つロード、メイジ、アーティストという三種類の英雄
たちの冒険を扱うＴＲＰＧである。
　まずはグランクレスト世界における最も重要なキーワードのいくつか
を解説させていただく。

混沌
　世界を歪めている最大要因、それが “ 混沌（カオス）” だ。
　混沌とは、「自然律を歪める現象」である。混沌が作用すれば物は地
に落ちず、空中に静止したり、天へと上昇したり、横へ飛んだりする。
　この世界では、混沌がさまざまな災害、事故を生んでいる。逆巻く海、
燃えさかる雨、果てには異世界から怪物を呼び寄せることすらある。

混沌に抗うものたち
　だが人間も混沌に屈しているわけではない。抗う力を持つものが存
在する。それがロード、メイジ、アーティスト、三種の超人だ。
ロード
　この世界で唯一混沌を浄化できる存在、それがロードだ。

本書について

　この本はテーブルトーク・ロールプレイングゲーム（以下、ＴＲＰＧ）
と呼ばれるアナログゲーム（電源を使用しない、トランプやカードゲー
ムなどに代表されるテーブルゲームのこと）のルールブックである。
　ＴＲＰＧは参加者の会話によって成り立つゲームだ。参加者は架空
のキャラクターを作成し、彼らをさまざまに行動させることで物語を構
築していく。特にこのゲーム、『グランクレストＲＰＧ』では混沌に侵さ
れた大陸で紡がれる、ファンタジー戦記を描くことを主眼にしている。
　参加者のひとりはゲームマスター（以下、ＧＭ）と呼ばれるホストプ
レイヤーとなり、他の参加者はプレイヤーと呼ばれる役割となる。プレ
イヤーはひとりずつキャラクターを作成し、ＧＭが用意した物語の中で
会話と想像力、そして本書に書かれたルールやデータを用いて冒険を
する。これがＴＲＰＧであり、この一連の流れを “ セッション ” と呼ぶ。

セッションの流れ
　それでは、もう少し詳しく一回のセッションを解説しよう。
　まずセッションは、ＧＭが用意した物語の予告編――トレーラーを公
開するところから始まる。プレイヤーはそのトレーラーや、同じくＧＭ
が用意するシナリオハンドアウト（その物語の配役を示すもの）を確認
し、自分の分身であるプレイヤーキャラクター（以下、ＰＣ）を作成する。
このＰＣたちがそのセッションにおける主人公となる。
　ＰＣを作成し終えると、実際の物語がスタートする。ＧＭが提供する
状況に対し、プレイヤーはＰＣを動かして結果を導くのだ。
　例えばＧＭが「ＰＣたちは陰謀により、無実の罪によって多数の騎士

本章は、初めてグランクレスト
ＲＰＧに触れる人へのガイダ
ンスとなっている。まず最初
にひととおり目を通してから本
書を楽しんでいただきたい。

はじめに
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本書の読み方

　では、以下に本書『グランクレストＲＰＧ　ルールブック１』の読み
方を解説する。本書は大きく５つのセクションに分かれている。

キャラクターセクション
　このセクションでは、あなたの分身であるロード、メイジ、アーティ
ストの作成方法、及び作成に必要なデータが記述されている。
ルールセクション
　あなたのキャラクターがどのようなことができるのか、具体的に書か
れているパートだ。ＧＭ、プレイヤーの区別無く、一読することをお勧
めする。
ワールドセクション
　あなたが活躍する舞台、アトラタン大陸の情勢、歴史などを紹介し
ている。グランクレストのテーマ、雰囲気などが把握できるだろう。
ゲームマスターセクション
　ＧＭとしてセッションをどう運営すればよいか、そのノウハウが書か
れている。また、ＧＭ専用のルールなどが記載されている。
シナリオセクション
　すぐに遊べるシナリオが掲載されている。まずはこのシナリオを遊ん
でみて、ルールや世界に慣れることをお勧めする。
　プレイヤーとして参加するつもりならば、読んではならない。

ゴールデンルール

　『グランクレストＲＰＧ』は、参加者全員が協力することによってひと
つの物語を生み出し、その課程、物語そのものを楽しむゲームだ。
　そのために必要な、もっとも基本的なルールとして以下を規定する。
これを “ ゴールデンルール ” と呼称する。
ＧＭの権限
　本ゲームをプレイするにあたり、ＧＭに以下の権限と能力を与える。
ただし、これらの権能を行使するに際して、ＧＭはできるだけ正しいルー
ルで、かつ公平なルーリングで臨むこと。

　彼らはクレストと呼ばれる輝く紋章をその身に宿す。このクレストは
秩序の力の結晶であり、混沌を浄化できる。
　この特性からロードたちはそれぞれに領地を持ち、領地内の民は混
沌災害が起きるとロードに助けを求めるという統治形態が、この世界で
はできあがっている。
メイジ
　混沌を操る技術――魔法を使う賢人たち、それがメイジだ。
　意志の力で混沌を調律し、望む事象を生み出す。それが魔法である。
　また、彼らが学ぶアカデミーと呼ばれる学院はこの世界で高い知識
を蓄えているほぼ唯一の組織である。彼らはその力と知恵をもってロー
ドをサポートし、この世界から混沌を排除せんとしている。
アーティスト
　ロードとは逆に、混沌を体内に取り込み、みずからの肉体を変異させ
ることで超常的な力を手に入れたもの、それがアーティストだ。
　混沌を宿していることから、大抵のアーティストは民衆から忌避され、
恐怖されている。だが戦力としては一級品のため、混沌に立ち向かう、
ないしは戦に臨むロードに雇われることが多い。

皇帝聖印（グランクレスト）
　ロードの持つクレストを極大まで育てた時に生まれると言われる、ク
レストの究極形態。それが皇帝聖印――グランクレストである。
　グランクレストが生まれるとき、世界に残る混沌はすべて払われると
言われているが、その真偽は定かでは無い。
戦争
　混沌に侵された世界でも、人間は一致団結しているわけではない。
　クレストは、「他のロードのクレストを奪い、それを力にできる」とい
う特性を持つ。そのため、混沌を退治するだけでなく、他のロードを殺
すことを考えるものも多数いる。それはすなわち、領地を持つロード同
士の戦争だ。
　混沌と戦乱の大陸。それが今のグランクレスト世界の呼び名である。
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キャラクターシート
　ＰＣのデータを書いておくシート。セッション中はこれを参照しなが
らゲームを行う。
レコードシート
　そのセッションで変動する数字をあらかじめ書き出しておき、メモを
取るためのシート。その他、信念や天運の管理（Ｐ 256）も行う。
戦闘シート
　戦闘時の処理を速くするために、よく使う特技などのデータを書き出
しておくためのシート。また、部隊（Ｐ 272）を率いた時のデータも記
述できる。
　戦闘シートは全員が使用する必要はなく、使いたいプレイヤーだけが
使うことを想定している。使い方はＰ 76 を参照すること。
魔法シート
　メイジが取得している魔法（Ｐ140）を写しておくためのシート。

ルールの決定
　ＧＭは本書に定められていないルール、あるいはルールの判断に迷う
場合、どのように裁定するかの最終的権限を有するものとする。また、
状況に応じてルールを変更、あるいは使用しないことを選択してもよい。
　これは、セッションの処理を円滑にするための権限である。たとえそ
の場にゲーム製作者が座っていたとしても、セッション内ではＧＭに権
限があるのだ。
結果の棄却と規定
　ＧＭは自身が確認、ないしは許可を行っていない行為判定やダイス
ロールの結果を棄却し、やり直しさせてよい。
　また、ＧＭはみずからが行なう行為判定やダイスロールの結果につい
て、ダイスを振らずに自由に決定してよい。
巻き戻しの禁止
　適用の終わった結果は、たとえそれが間違っていたとしても、時間を
巻き戻して適用してはならない。これはスポーツのジャッジが覆らない
のと同じ理由であり、不都合な結果に異を唱えて時間が巻き戻るのを繰
り返していたら、それは発言力の大きな人間が話を進めるだけである。
　ゲームの継続を守るため、ＧＭの権限は守らなければならない。一
度下されたジャッジは正当であり、間違いは次から修正されればよい。

セッションに準備するもの

　セッションに際し、準備するものは以下の通りとなる。
・参加者（GM ひとりと、プレイヤー３、４人）
・６面体サイコロ（ひとりに付き５個程度あるとよい）
・筆記用具
・キャラクターシート（人数分）
・レコードシート（人数分）
・戦闘シート（人数分）
・魔法シート（１～２枚）
・セッションシート（１枚）
・ルールブック（人数分あるとよい）
・シナリオ（ＧＭのみ所持）

準備するもの
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・ｎＤ６
　ｎ個（ｎは１以上の整数）のダイスを振って出た目を合計すること。
・Ｄ 66
　ダイスをふたつ振り、一方を 10 の位、もう一方を 1 の位として読む
振り方。11 ～ 66 までの結果を得られる。
　Ｄ 66 を振る際は、あらかじめどちらが 10 の位で、どちらが 1 の位で
あるかを決め、ダイスを振ること。
ＲＯＣ
　ＲＯＣとは Roll Or Choice（ロール・オア・チョイス）の略であり、「表
の項目についてダイスを振って決定しても、任意に選択してもよい」こ
とを表す。もちろん振った後に改めて選択しても構わない。
　チャートなどにＲＯＣと表記されていた場合、表の決定に関して上記
の権限を持つ。なおチャートによってはダイス目では出ず、任意に選択
しなければならない項目も存在する。
表記形式
　『グランクレストＲＰＧ』では、本文中で次の記号を使ってゲーム用
語を表している。これらの用語が計算式などに使用されている場合、
その数値を代入すること。なお、【筋力】、【反射】など、【　】の中に能
力値の名前のみが記載されている場合、能力判定値を代入すること。

・能力値、技能は【　】
　例：【筋力判定値】
・ダメージ属性は〈　〉
　例：〈武器〉
・特技は《》
　例：《疾風剣の印》
・計算式、及びゲーム用語として使用する言葉は［　］
　例：［達成値］、［３＋レベル］

セッションシート
　ＰＣの名前など、全員が共有しておくべき情報を書くシート。

セッションの目的

　ＴＲＰＧは他のゲームと比べ、勝敗の構造が薄いゲームだ。カードゲー
ムやボードゲームの多くは勝敗の構造がはっきりしており、ゲーム終了
と同時に勝ち負けの区別がつく。
　だがＴＲＰＧは物語を作り、楽しむ、というゲームであるために明白
な対戦の構造が無い。ＧＭ、プレイヤー同士は敵ではなく、協力する
べき参加者であり、一緒に楽しい時間を過ごす仲間なのだ。
　その上で『グランクレストＲＰＧ』にはあえて勝利条件を設定する。
　我々スタッフ側が考える本ゲームの勝利条件とは、経験点（セッショ
ンに参加することで得られ、ＰＣを成長させるポイント）を多く入手す
ることである。この条件を満たすように行動することで、『グランクレス
トＲＰＧ』は面白くなる。我々はそのように設計した。
　無論、「経験点は得られたが楽しくなかった」というケースが発生し
ないとまではお約束できない。そのようなこともあるだろう。だがなる
べく多くの経験点を得るという意識が、よりプレイを面白くするチャン
スを生み出すことは保障する。是非意識していただきたい。
　その上で、「また遊ぼう」と全員が思えることが最大の勝利であるこ
とは言うまでもない。ゲームは娯楽であり、楽しい時間を得るためのツー
ルなのだから。

ルールの処理

　以下に、『グランクレストＲＰＧ』における基本的な処理を述べる。

端数の処理
　計算の結果として端数が発生した場合、基本的に切り捨てとする。
ダイスの読み方
　『グランクレストＲＰＧ』では、さまざまなシチュエーションでダイス（６
面体サイコロ）を使用する。『グランクレストＲＰＧ』では、ダイスには
次のふたつの振り方が存在する。
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ルール編
ＨＰ／ＭＰ
　ヒットポイント、マインドポイントの略。
キャラクターの肉体的／精神的耐久力を
数値化したもの。

ＰＣ／ＮＰＣ
　プレイヤー／ノン・プレイヤーキャラク
ターの略。プレイヤーが扱うキャラクター
をＰＣ、そうでないキャラクターをＮＰＣ
と呼ぶ。

技能
　そのキャラクターの会得している技術。
能力値ごとに２～５つの技能がある。

クラス
　キャラクターが、ロード、メイジ、アー
ティストのいずれかであるかを表す。

スタイル
　クラスをさらに細分化したもの。

特技
　キャラクターが修得している特別な力。

能力値
　キャラクターの能力を数値化したもの。
６つのジャンルに分けられている。

ワークス
　そのキャラクターの職業。

世界編
アトラタン大陸
　本ゲームの舞台となる大陸の名前。
混沌
　世界律を乱す現象であり、力。

ロード
　クレスト（聖印）に選ばれたものたち。
混沌を浄化し、自分の聖印に変える。

メイジ
　混沌を操る技術、魔法を使うものたち。

アーティスト
　混沌をみずからの肉体に邪紋（アート）
として取り込んだものたち。

幻想詩連合（ファンタジア・ユニオン）
　アトラタン大陸を二分する国家連合。

大工房同盟（ファクトリー・アライアンス）
　アトラタン大陸を二分する国家連合。

魔法士協会（メイジ・アカデミー）
　メイジを育て、ロードを助ける組織。通
称アカデミー。

皇帝聖印（グランクレスト）
　極大まで育ったクレストのこと。これが
現れるとすべての混沌が浄化されるとい
う。

　以下に挙げるのは、『グランクレストＲＰＧ』に出てくるさまざまな用語だ。わから
ない用語が出てきたときに参照してほしい。


