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■第三章　ルールセクション

　『グランクレストＲＰＧ』のセッション中、キャラクターはさまざまな
行動を行なう。森の中で敵を探す、馬を速く走らせる、記憶から必要
なものを引き出すなどだ。そういった行動の中には、「成功するか失敗
するかわからない」ものもあるだろう。その場合、『グランクレストＲＰ
Ｇ』では決められた数のサイコロを振り、その出目を元にした結果によっ
て行動の成否を決める。これを［行為判定］と呼ぶ。
　以降、本文中に “ 判定する ”、“ 判定を行う” と記述されていた場合、
それはすべて「行為判定を行う」という意味である。

行為判定の手順

　行為判定の手順は、以下の通りとなる。
１：判定の宣言
２：技能の決定
３：目標値の決定
４：ダイス数の決定
５：ダイスロール
６：達成値の算出
７：行動の成功／失敗の確定
①判定の宣言
　ＧＭはそのキャラクターが取る行動を判定で処理すると宣言する。
②技能の決定
　次に、ＧＭはその判定がどの技能で行われるかを決定する。例えば 

「隠れているものを見つける」判定ならば〈知覚〉となる。
　どの技能がどんな判定に向いているかはＰ 221 を参照すること。

基本判定の手順

①判定の宣言、技能の決定
GMは使用する技能を決定する。

②目標値の決定
GMは判定の目標値を決定する。

③ダイスロールを行なう
プレイヤーは、ダイス数を決定し、ダイスを振る。

④達成値の算出
達成値の算出=能力判定値+2D（+その他修正）　

クリティカルなら達成値+10

⑤成功/失敗の確定
達成値≧目標値 達成値＜目標値

成功 失敗

キャラクターが行うさまざまな
行動。その正否を決めるのは
ダイスの出目と能力値となる。

行為判定
ルール
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③目標値の決定
　ＧＭは、その判定がどれぐらい難しいかを表す［目標値］を設定する。
目標値の目安は以下の通りとなる。

目標値３～８：とても簡単な行為
目標値９～ 10：簡単な行為
目標値 11 ～ 12：成否が五分五分の行為
目標値 13 ～ 14：難しい行為
目標値 15 ～ 16：とても難しい行為
目標値 17 以上：非常に難しい行為

　なお、この表はレベル１のキャラクターを目安に作っている。レベル
が上がればこの限りではない。またＧＭは目標値を設定せずに判定さ
せてもよいし、目標値を非公開にしてもよい。
④ダイス数の決定
　プレイヤーはＧＭに指定された技能欄を見て、丸が塗りつぶされて
いる個数だけダイスを握ること。他にダイスの数を増減する要素（特技
など）があれば、ここで加えること。
⑤ダイスロール
　握ったダイスをすべて振り、出目を合計する。この時、「６」の出目
が２個以上出た場合、その判定は “ クリティカル ” となる。クリティカ
ルとは、なんらかのきっかけで通常以上の実力を発揮できたことを表す。
　クリティカルの効果は後述する。
⑥達成値の算出
　出目の合計に、使用した技能が属している能力判定値を加える。こ
れを［達成値］と呼ぶ。なお、その他達成値への修正はここで適用する。
クリティカルした場合
　ダイスロール時にクリティカルした場合、最終的な達成値の算出時に
その数字を＋10 する。
⑦行動の成功／失敗の確定
　上で算出された達成値が、ＧＭが設定した目標値以上であれば行動
は成功となる。目標値未満だった場合、行動は失敗となる。

能力値・技能解説
【筋力】
　肉体の強さ、頑丈さを表す能力値
〈格闘〉
　主に素手による格闘技能
〈力技〉
　物を持ち上げたり、壁を登る際に使用
する技能
〈重武器〉
　斧、大剣など、重い武器を取り扱う技
能
〈水泳〉
　水の中を行動する際に使用する技能
〈頑健〉
　肉体の耐久力を表す技能

【反射】
　反射神経の高さ、素早さを表す能力値
〈軽武器〉
　短剣など、軽い武器を取り扱う技能
〈運動〉
　俊敏な動きをする際に使用する技能
〈隠密〉
　見つからないように隠れる技能
〈回避〉
　攻撃を避ける際に使用する技能
〈騎乗〉
　馬など、乗り物を操る技能

【感覚】
　目や耳など、五感の良さを表す能力値
〈射撃〉
　弓など、射撃攻撃を行う武器を取り扱
う技能
〈手業〉
　精密な作業をする際に使用する技能
〈知覚〉
　何かに気がつくかどうかに使用する技
能

〈霊感〉
　混沌を察知する際に使用する技能

【知力】
　知識量、判断の速さなどを表す能力値
〈治療〉
　傷の治療をする際に使用する技能
〈混沌知識〉
　混沌に関する知識を表す技能
〈聖印知識〉
　聖印、ロードに関する知識を表す技能
〈軍略知識〉
　軍略に関する知識を表す技能
〈専門知識〉
　その他、専門的な知識を表す技能

【精神】
　心の強さや集中力の高さを表す能力値
〈意志〉
　誘惑や魔法に対する抵抗力を表す技能
〈聖印〉
　ロードが聖印を使う際に使用する技能

【共感】
　どれだけ共感を得られるかを表す技能
〈話術〉
　弁術の巧さを表す技能
〈感性〉
　混沌をうまくアレンジできるかを表す
技能
〈情報収集〉
　聞き込みなど情報収集に使用する技能
〈芸術〉
　芸術的な活動に使用する技能
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判定のまとめ
　判定をまとめると以下の通りとなる。
　達成値＝［技能のレベルＤ＋能力判定値］＋その他の修正
　達成値≧目標値で判定成功。目標値＜目標値で判定失敗。

判定に対する修正
　ＧＭは判定を行う時の状況によって、任意に修正をかけてよい。
　例えば速く馬を走らせる判定の際、道の状況や馬の性格、天候や追っ
手の有無などによって状況は変わるだろう。
　こういった修正は、目標値、ダイス数、達成値などにかけること。
　なお、基本的に修正はダイスを１個増減する程度が望ましい。この
範囲を超える修正は、それだけで判定の成否が決まってしまい、判定
の意味が無くなってしまうからだ。

対決

　対決とは、通常の判定とは違って「キャラクター同士で争う」場合に
使用するルールである。例えば片方のキャラクターが剣で斬りかかり、
もう片方のキャラクターがそれを回避しようとする場合などだ。

対決の手順
　対決の手順は以下の通りとなる。

１：対決の宣言
２：アクション側、リアクション側の決定
３：技能の決定
４：アクション側の判定
５：リアクション側の判定
６：勝利／敗北の決定

①対決の宣言
　まず、ＧＭがその判定を対決で処理すると宣言し、誰と誰が対決す
るのかを確定する。

対決の手順

①対決の宣言
GMは使用する技能を決定する。
アクション側、リアクション側の宣言

⑥勝敗の決定
アクション側＞リアクション側 アクション側≦リアクション側

アクション側勝利

②アクション側の判定

③リアクション側の判定

④アクション側の達成値の算出

⑤リアクション側の達成値の算出

リアクション側勝利



第
三
章

第
三
章

224 225

■第三章　ルールセクション

②アクション側、リアクション側の決定
　次に行動を行う側（アクション側）と、行動を受ける側（リアクション側）
を決定する。
　先の例であれば、剣で斬りかかる方がアクション側となり、回避しよ
うとする方がリアクション側となる。アクション、リアクションについて
はＧＭが判断すること。
③技能の決定
　ＧＭはアクション側、リアクション側で用いる技能を決定する。
　先の例であれば、アクション側は〈軽武器〉、リアクション側は〈回避〉
となるだろう。
④アクション側の判定
　先にアクション側が判定を行い、達成値を算出する。
⑤リアクション側の判定
　次にリアクション側が判定を行い、達成値を算出する。
　もし、リアクション側がなんらかの理由で判定を行えない場合、達成
値は０として算出すること。
⑥勝利／敗北の決定
　算出された達成値を比べ合い、高かった方の行動が成功し、低かっ
た方の行動が失敗する。この「対決で行動を成功させること」を「勝利」
と呼び、「失敗すること」を敗北と呼ぶ。
リアクション優先の法則
　達成値が同値であった場合、リアクション側が勝利するものとする。
複数人との対決
　もしリアクション側のキャラクターが複数いる場合、アクション側は
一回のみ判定を行い、その達成値に対してリアクション全員側で対決
を行い、個別に勝利と敗北を決定すること。
アクション側とリアクション側が判別できない場合
　状況によって、アクション側とリアクション側が判別できない場合は、
双方ともアクション側とし、判定の順番はＧＭが決定する。
　もしこの状況で達成値が同値であった場合、その対決をやりなおす
こと。この時、すべての修正はそのままであるとし、ゲーム内の時間は
巻き戻ったり、経過したりしないものとする。

君主への道　～判定～
　混沌が出現したと聞いて、君主くんと
申し子ちゃんは目撃情報のあった場所へ
とやってきた。

ＧＭ：ふたりがやってきた場所は森の入
り口だ。森の中へ、人間とは思えない足
跡が複数続いている。
君主くん：混沌が収束したのは間違いな
いようだな。
申し子ちゃん：何が出てきたのか、足跡
から判別できませんか？
ＧＭ：それならば、〈混沌知識〉で判定
してもらおう。
君主くん：まず、技能のレベル分のダイ
スを握るのだったな。
申し子ちゃん：そうです。私の〈混沌知
識〉レベルは３なので、ダイスを３つ振
ります。（ダイスを振って）出目は４、４、
１。合計は９。これに、能力判定値を足
します。
君主くん：〈混沌知識〉は【知力】に属
するから、【知力判定値】を足すのか。
申し子ちゃん：私の場合は４ですから、
足して13。これが“達成値”となります。
ＧＭ：この達成値がＧＭの設定した目標
値を超えると成功だね。今回の目標値は
10 なので成功。収束した混沌は竜人、
ドラゴニュートと判別できたよ。
申し子ちゃん：マイロード、竜人はどう
猛な種族です。放置するわけには……。
君主くん：わかっている。ＧＭ、森の先
を調べるぞ。
ＧＭ：おお、ロード自ら行くのか。
君主くん：前線に立つことこそ我が信
念。早い内に情報は集めておかねばなる
まい？
ＧＭ：なるほど。それでは、隠れている
竜人たちを見つけられるかどうか、対決
をしてみよう。

君主くん：こちらとそちらで達成値の比
べあい、だったか？
ＧＭ：そう。こちらは〈隠密〉、そちらは〈知
覚〉で勝負だ。
君主くん：うむ、受けてたとう。
ＧＭ：ではまずアクション側、今回はそ
ちら側から判定だ。
君主くん：〈知覚〉レベルは２しかない
が……（ダイスを振る）おお、６ゾロだ！
申し子ちゃん：クリティカルです！　マ
イロード！
ＧＭ：振ったダイスに６が２個以上出る
とクリティカル、効果的な成功となり、
最終的な達成値に＋10されるんだ。
君主くん：ありがたい。出目と能力判定
値の合計が15だから、合計で25だな。
ＧＭ：ううむ、さすがにクリティカルさ
れると……。（ダイスを振って）こっち
の〈隠密〉判定の達成値は 18。そちら
側の勝利だ。竜人たちの隠れ場所や人数
などがわかるよ。向こうは武装した連中
が数十人ほど。
申し子ちゃん：マイロード、この人数は
危険です。
君主くん：うむ、こちらも軍を動かさね
ばならないようだ。引き返すぞ。
申し子ちゃん：はい！

　ドラゴニュートを発見したふたり。
　だがふたりは逃げるときの〈隠密〉判
定に失敗し、ドラゴニュートに見つかっ
てしまう。
　追いかける竜人、馬を走らせて逃げる
ふたり。追走劇の行方は――。
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セッション全体の流れ

　『グランクレストＲＰＧ』では、一回のセッションを三つに分けて進行
する。それはキャラクターを作成し、セッションの準備段階である［プ
リプレイ］、ＧＭが用意してきたシナリオを楽しむ［メインプレイ］、キャ
ラクターの成長や後片付けを行う［アフタープレイ］である。
　メインプレイはさらに［シーン］と呼ばれる時間単位に分かれる。
　シーンとは、「ひとつの場面が始まり、そして終わるまで」というゲー
ム内の時間単位である。実際のゲームはこのシーンごとに進行していく。
シーンについての詳細はＰ 230 を参照すること。

プリプレイ

　プリプレイは、ゲームを始める準備を行う段階である。
　そこで、セッション当日までと、当日に行う準備の手順を紹介する。

当日までの準備
　セッションの参加者は、当日までにいくつかの準備が必要となる。
　その中でもっとも重要なのが、メンタル面の準備である。それは「参
加者全員で楽しもう」というマインドセットを作ることだ。
　ＴＲＰＧはコミュニケーションを基本としたゲームである。だから、「楽
しむ」というマインドセットを作って臨む場合と、何となく参加する場
合では、面白さに大きな違いがある。是非試してみていただきたい。
　もちろん、健康状態も調節しておく必要がある。ＴＲＰＧのセッショ
ンは数時間かかるため、例えば風邪を引いてたり、怪我をしていたりす
れば大きな負担となる。またコミュニケーションゲームであるため、他

本章では、実際のセッション
の流れを解説する。プレイ
ヤー、GMは実際のセッショ
ンの前に目を通しておくこと。セッションの進行 ゲームの流れ

メインプレイ

プリプレイ

アフタープレイ

・ シーン1

・ シーン2…
…
…
…
…
…
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る。ＰＣの作成についてはＰ 28 を参照すること。作成後は必ずＧＭが
チェックをして、記入漏れやミスがないかどうか確認すること。
　なお、ＰＣの作成を当日までにすませておく必要がある場合は、あら
かじめトレーラーとハンドアウトを参加者に公開しておき、担当を決め、
ＰＣを作成することとなる。ＧＭ、プレイヤー同士の相談が不可欠にな
るため、ＳＮＳなどを使用するのが望ましい。
　ただし、その場合でもトレーラーとハンドアウトは、当日もう一度プ
レイヤーの前で読み上げることをお勧めする。あらかじめの作成だと、
前情報を忘れている可能性があるからだ。
セッションシートの記入
　ＧＭはセッションシートのシナリオ名、プレイ日、ＧＭ名を記入。プ
レイヤーはおのおののＰＣのデータを記入すること。
レコードシートの記入
　プレイヤーは配布されたレコードシートに必要事項を書き込むこと。
キャラクター紹介
　各プレイヤーは順番に自分のＰＣを紹介すること。きちんと他のプレ
イヤーに紹介し、これから冒険を共にする仲間に知ってもらおう。
ＰＣ間因縁の取得
　次に、ＰＣ同士の因縁を取得する。これは、ゲーム開始時点でいくば
くかの人間関係を結んでおくことで、セッション内の合流をスムーズに
するためのルールである。
　どのＰＣがどのＰＣに因縁を取得するのかはＧＭが決定すること。も
し決まっていない場合、自分の左隣にいるＰＣに取得するのがよい。
　因縁の取得方法はＰ 54 を参照すること。因縁は取得後に相手に一言
許可をもらうとよい。相談することで設定が深まる場合もある。
メインプレイへ
　ＰＣ間因縁の取得が終わったらメインプレイとなる。
　ここで一旦休憩を取り、いよいよ始まるセッションに備えるとよい。

メインプレイ

　こうしてメインプレイが開始される。
　メインプレイではＧＭの案内の元、ＰＣたちはさまざまな事件に出く

の人がその人を気遣い、進行しなくなるというケースも考えられる。前
日は睡眠をしっかりと取り、セッションに臨むことが望ましい。
ルールブックを読む
　もし手元にルールブックがあるのならば、それを当日までに読んでお
くことをお勧めする。すべてを暗記する必要は無いが、自分に関係する
箇所だけでも目を通しておけば、セッションをスムーズに進められる。
シナリオを用意する
　ＧＭは当日までにセッション用のシナリオを用意しておく必要がある。
もし、ＧＭが初めて『グランクレストＲＰＧ』を遊ぶならば、本書の付
属のシナリオで遊ぶことをお勧めする。それ以外の場合は、市販／公
開しているシナリオを使用するか、シナリオを作成する必要がある。
　どちらにしても、ＧＭはシナリオの内容を把握しておくべきだろう。
用具の準備
　Ｐ 22 を参考に、用具の準備をしておくこと。

セッション当日の準備
　では次に、セッション当日の準備について解説する。
シート類の配布
　準備したシートを各プレイヤーに配布すること。
トレーラーの発表
　ＧＭはシナリオのトレーラーを発表すること。これはプレイヤーに今
から遊ぶシナリオについて、簡単な先入観を持ってもらうための文章だ。
トレーラーについてはＰ 348 に詳しく解説してある。
ハンドアウトの発表、選択
　次に、ＧＭはハンドアウトを発表すること。ハンドアウトとは、「その
シナリオに参加するための基礎設定」を数行の文章にまとめたものだ。
　ＧＭがすべてのハンドアウトを公開したら、次にプレイヤー間で「誰
がどのハンドアウトを担当するか」を決定する。基本的にプレイヤー同
士の相談で決めるとよいが、難しい場合はＧＭが決めてもよいだろう。
　ハンドアウトについての詳しいルールはＰ 349 に掲載されている。
ＰＣの作成
　担当するハンドアウトが決まったら、それに則した形でＰＣを作成す
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何が起きてて、なぜここにいるのか、などを解説する。また「隣国に潜
入するシーンです」など簡単にシーンの目的を説明すると、そのシーン
に登場するかどうかを判断できるため、進行がスムーズになる。
③ＰＣの登場
　次にＧＭは登場を希望するＰＣがいるかどうかを確認する。登場し
たいＰＣはＧＭの許可が得られればシーンに最初から登場できる。
　なお、シーンの途中で登場希望を出すことも可能だ。無論、その場
合もＧＭの許可を得る必要がある。
④シーンの演出
　ここまで決まったら、ＧＭは改めてシーンの演出を開始する。シーン
は基本的に、ＧＭの用意したシナリオに沿って演出される。以降はＧＭ
と登場したプレイヤーの会話によってシーンは進行していく。
⑤シーンの終了
　ＧＭはいつでもシーンの終了を宣言できる。基本的には、シナリオに
記された終了条件を満たしたところでシーンを終了するとよいだろう。
　シーンを終了させたら、シナリオの進行（またはセッションの流れ）
に従って、次のシーンを開始すること。
マスターシーン
　ＧＭはＰＣがいないシーン、マスターシーンを設定できる。
　マスターシーンは、ＧＭの演出のためのシーンである。物語の裏で進
行している情報をＰＣではなく、プレイヤーに知ってもらうために行う。
　あらゆるエンタテイメントにおいて、主人公たちのいない場所で起き
ている出来事がしばしば視聴者／読者に対して開示される。ＴＲＰＧに
おいて、プレイヤーは物語の登場人物であり、かつ視聴者でもある。Ｇ
Ｍがプレイヤーに対するフェアネスを保つためにも、こういったシーン
は必要なのだ。
プレッジシーン
　プレッジシーンは、シーンの中でも特殊なものであり、ＰＣの誓い、
因縁を操作するためのものだ。プレッジシーンに関しての詳細な解説は
Ｐ 257 を参照すること。
　プレッジシーンはＧＭが指定したタイミングで開始され、シーンの演
出やＰＣの登場などを行わず、ただ誓い、因縁の操作のみを行う。

わし、混沌と戦い、戦乱を生き抜くために奔走することになるだろう。
　メインプレイは、シーンと呼ばれる時間単位で進行する。

シーン
　シーンとは、言い換えれば映画やＴＶドラマなどの “ 場面 ” のことで
ある。映画やドラマと同じように、セッションもまた“場面”の連続であり、
その流れを記したものがシナリオとなる。
　ＧＭはセッションの進行によって、シナリオに記されていないシーン
を作ってもよいし、プレイヤーも望むシーンの作成をＧＭに依頼しても
よい。ただし、最終的にシーンを作成する権利はＧＭにある。
登場と退場
　ドラマのキャラはカメラに映らなければ、明確な行動が行えない。役
者は舞台に上がらなければ演じることはできない。これは『グランクレ
スト RPG』のシーンにも同じことが言える。シーンに出なければ、ＰＣ
は何も行動できない。
　キャラクターがシーンに出ることを［登場］と呼び、シーンから去る
ことを［退場］と呼ぶ。キャラクターはシーンに登場していなければ、
一切の行動が行えず、またシーンを退場したキャラクターになんらかの
影響を及ぼすこともできない。
　ＧＭはシーンに誰が登場しているかを任意に決定できる。また、シー
ンの途中で登場させることもでき、逆に退場させることもできる。
　プレイヤーから登場を希望する場合、その旨をＧＭに告げること。Ｇ
Ｍはシーンの状況、シナリオの都合などを考えてその希望を許可、ある
いは却下してよい。また、なんらかの判定に成功したら登場可能、など
の条件をつけてもよい。最終的にＧＭが許可すればシーンに登場できる。
　退場も同様に処理すること。
シーンの進行
　シーンは次の手順で進行される。
①登場しているキャラクターの宣言
　ＧＭはシーンに、最初から登場しているＰＣ、ＮＰＣを指定する。
②シーンの開始
　ＧＭはまずそのシーンのシチュエーションを説明すること。どこで、
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ばよいのか、隣国のロードと戦えばいいのか、まだわからないはずだ。
　それを説明するのが導入シーンの役割となる。例えばここで傷だらけ
の兵士がなだれ込んできて、隣国が攻め込んだ話をはじめれば、「今日
のシナリオは隣国と戦争をするらしい」とプレイヤーが理解するだろう。
　導入は可能ならばプレイヤー全員分用意する方が望ましい。ただし、
ロードとメイジは同じシーンで導入、などの工夫もできるだろう。
展開
　導入が終われば、実際に事件が展開するシーンがいくつか行われる。
　先の例を取ってみれば、攻め込んだ隣国にどう対応するかを求めら
れたり、さらに意外な真実が判明したりする、といった具合だ。
　“ 誓い ”（Ｐ 256 参照）というシステムが機能を発揮するのもこの展
開シーンとなる。誓いは「己の信念に基づき、果たすべき誓いを立てる」
というルールであり、盛り上がりのひとつとなるだろう。
　ＴＲＰＧのシナリオの見せ所はこの展開シーンに含まれる。ＧＭは是
非アイデアをここに詰めて、楽しいセッションを演出して欲しい。

シーンとシーンの繋がり
　シーンは言わば演劇的に場面を切り取ったものだ。ひとつのシーンが
存在し、次のシーンは必ずしも前のシーンの続きでなくとも構わない。
例えば最初のシーンで「ロードが混沌災害を目撃する」であり、次のシー
ンが「それと同じころ、メイジがアカデミーで話を聞く」でもよいわけだ。
　シーンとシーンの繋がりや時系列、また「このシーンでゲーム内時間
がどれぐらい経ったのか」、「今のシーンと次のシーンの間にどれくらい
時間が経ったのか」などの判断は、すべてＧＭが決定すること。
　ただし、すべての時間を管理するのはＧＭの負担が大きい。ある程
度曖昧に運用することを勧める。必要な時だけ決めるとよいだろう。

混沌レベル
　グランクレストは、混沌に侵された大陸を舞台としている。そして世
界にたゆたう混沌には濃淡が存在する。混沌濃度が高い場所では混沌
災害が起きやすく、低い場所ではその逆となる。
　ＧＭはシーンを開始する際、シーンの混沌レベルを決定すること。
　混沌レベルは１～１０の間で表され、数字の大きさが混沌の濃さを表
す。ＧＭはシーンの途中から混沌レベルを上下させてもよい。
　なお、混沌レベルの目安は右のコラムを参照すること。

メインプレイの流れ
　さて、ではここからはメインプレイそのものの流れを見ていこう。
　メインプレイはシーンの集合であることは説明した通りだが、ただ漠
然とシーンを進行させても物語が散漫になってしまう危険性がある。
　そこで、『グランクレスト RPG』においてもっともよくある形の進行
を以下に解説する。ひとつの例ではあるが、参考にしてほしい。

導入
　どのメインプレイでも、最初は「そのキャラクターがいかに物語に関
わるか」を演出するシーンとなる。つまり導入部分だ。
　メインプレイ開始時点では、プレイヤーはストーリー上での立ち位置
を把握していない。ロードをプレイしていても、今日は混沌に対応すれ

混沌レベル１：ほぼ混沌が無い状態。この状態で安定している地
域は大陸でもあまりない。
混沌レベル２：やや混沌が薄い状態。大きめの街など。
混沌レベル３：一般的な混沌レベル。小さな街、街近くのほとん
どの地域。
混沌レベル４：わずかに混沌が濃い状態。人里から離れた場所な
ど。
混沌レベル５：やや混沌が濃い状態。魔境の近くなど。
混沌レベル６：混沌が濃い状態。魔境内部など。
混沌レベル７～９：非常に混沌が濃い状態。昔から存在する魔境
の中心部など。
混沌レベル 10：極大混沌に近い状態。いつ何が起きてもおかし
くない。この状態の地域は今のところ確認されていない。

混沌レベル
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　また、プレイヤーの経験点計算を終えたら、セッションシートにそれ
ぞれ得た経験点を書き込むこと。その合計を２で割った数字（端数切
り捨て）が、「GM の得る経験点」となる。
プレイヤー経験点
　『グランクレストＲＰＧ』の経験点は、そのＰＣではなく、そのプレイ
ヤーに与えられる。つまりプレイヤーはそのセッションで得た経験点を、
別のキャラクターに使って成長させてもよいのだ。ただし、経験点を使
用する際はＧＭの許可を得る必要がある。
　経験点の使用方法はＰ 236 を参照すること。

後片付け
　これらの処理が終わったら、後片付けに移ること。
　会場を綺麗にし、また次も気持ちよく使えるようにしておこう。

決戦
　展開部分の流れにもよるが、『グランクレストＲＰＧ』の場合、シナ
リオの最後には戦闘が待っていることが多い。いわゆる “ 最後の決戦 ”
である。
　『グランクレストＲＰＧ』は多彩な戦闘システムを搭載している。投
影体との戦い、ロード同士の戦争など、最後の決戦を大いに盛り上げ
て欲しい。戦闘ルールについてはＰ 240 を参照すること。
終局
　決戦が終われば、終局に移る。
　勝利で終えれば笑顔が、敗北で終えれば苦い味が残るだろう。
　だが、どちらにしてもセッションはここで一旦終了となる。全員で感
想などを話しつつ、アフタープレイに移ろう。

アフタープレイ

　メインプレイが終わったら、アフタープレイとなる。
　アフタープレイの処理は以下の順番で行う。
・各種数値のリセット
・経験点の算出
・後片付け

各種数値のリセット
　アフタープレイの最初に、各種数値のリセットを行う。
　これはＨＰ、ＭＰ、天運をすべて初期の数値に戻し、すべてのバッド
ステータスを消すという処理だ。ただし、キャラクターが死亡したらこ
れらの処理は行わず、そのキャラクターシートは使用不可能となる。冥
福を祈ろう。

経験点の算出
　次に経験点の算出を行う。
　経験点はレコードシートの項目をチェックすることで算出する。
　ＧＭはひとつひとつ項目を確認しつつ、点数を付けていくこと。項目
については右の図を参照すること。

　『グランクレストＲＰＧ』において、
経験点は以下に当てはめて算出される。
●プレイヤーの場合
・セッションに最後まで参加した　＋１点
・シナリオの勝利条件を満たした
　そのシナリオ中にＧＭが設定した勝利
条件を満たした場合、シナリオに設定さ
れている経験点を獲得する。勝利条件は
いくつ設定してあってもよい。
・誓いを果たそうとした　＋［果たそう
とした誓いの数］×２点
・遭遇したエネミーのレベル合計÷ＰＣ
の人数　＋計算結果
　遭遇したエネミーのレベルを合計し、
ＰＣの人数で割った点数（端数切り捨て）
を獲得する。戦闘の結果は問わない。

経験点項目
・よいロールプレイをした　＋１点
・他のプレイヤーを助けるような発言や
行動を行った　＋１点
・セッションの進行を助けた　＋１点
・あなたがそのセッションを楽しんだ　
＋１点
　これらをレコードシートで算出し、Ｇ
Ｍのサインをもらって、経験点とする。
●ＧＭの場合
　セッションシートに各プレイヤーの得
た経験点を書き込んでもらうこと。
　それらを合計し、２で割る（端数切り
捨て）。最後に「ＧＭが楽しんだ」の項
目をチェックして、合計点を出すこと。
　ＧＭにとって、このセッションシート
が成長点となる。
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判定値が変わる場合はそれも更新すること。
④クラス特技の取得
　クラス特技を２レベル分取得する。取得できるのは、クラス共通のも
のと、自分のスタイルに属する特技のみとなる。
　この時、既存の特技のレベルを上げても、新規に特技を取得しても
よい。ひとつの特技のレベルを２つ上げてもよい。ただし、偉業特技を
新規に取得することはできない。
⑤ワークス特技の取得
　ワークス特技を１レベル分取得する。これはカテゴリーにかかわらず
取得してよい。また、既存の特技のレベルを上げてもよい。

経験点を使用したシート
　上記のように経験点を使用する場合、プレイヤーは経験点が記載さ
れているレコードシート／セッションシートをＧＭに提出し、何点使用
するかを申告すること。提出するシートは複数枚でもよい。
　ＧＭはそれを受け取り、経験点が足りていることを確認したら、シー
トの経験点欄に「残り経験点」と日付、ＧＭのサインを入れること。赤
のペンなどを使うとよいだろう。その後、シートはプレイヤーに戻すこと。

自国の成長

　キャラクターと同じように、セッションの結果によって、自国が成長
することがある。以下にそのルールを示す。
　なお、国の成長はすべてアフタープレイにのみ行える。

カウントの獲得
　アカデミーからロードに発行されている “ カウント”。
　このカウントは三つの方法で獲得できる。
　ひとつは「混沌に属するものを倒す」、もうひとつは「魔境を消去する」、
最後に「他のロードからクレストを奪う」である。
混沌に属するものを倒す
　混沌に属するものを倒した場合、「そのキャラクターのレベル× 50」
点のカウントが入手できる。ＧＭはこの値を増減させてよい。

成長ルール

　経験は人を成長させる。それは混沌の時代に生きる『グランクレスト
ＲＰＧ』のキャラクターも同じことだ。
　本章では、経験点を使ったキャラクターの成長、及びセッション結果
による国の変化についてを解説する。

キャラクターの成長
　プレイヤーは自分のキャラクターに経験点を使うことで、そのキャラク
ターを成長できる。他人のキャラクターに経験点を使うことはできない。
　経験点を使うことで、プレイヤーはキャラクターの「キャラクターレ
ベル」を上昇させられる。レベルアップに必要な経験点は、［キャラクター
の現在レベル＋１］×10 点となる。
　つまり１レベルから２レベルになるには、20 点の経験点が必要だ。

レベルアップの手順
　それでは、レベルアップ時の手順を説明しよう。
　キャラクターがレベルアップした際の流れは以下の通りとなる。

１：レベルの更新
２：ＨＰ、ＭＰの成長
３：能力基本値の成長
４：クラス特技の取得
５：ワークス特技の取得

①レベルの更新
　キャラクターシートのレベル欄を、「今のレベル＋１」に更新すること。
②ＨＰ、ＭＰの成長
　ＨＰ、ＭＰの最大値を成長させる。ＨＰ、ＭＰが何点成長するかは、
スタイルによって異なる。Ｐ 71 のスタイル表を参照し、成長させること。
③能力基本値の成長
　任意の能力基本値を３つ選択し、１点ずつ成長させること。その結果、
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ＰＣが敗北した場合

　戦争は勝利するだけではない。時には敗北し、辛酸をなめることもあ
るだろう。その場合、さまざまな形でペナルティを受けることになる。

ロードが死亡した場合
　セッションの結果、ロードが死亡し、クレストが消えた場合。
　そこまで育てたＰＣの国は崩壊することになる。国管理シートを破棄
し、新しいシートで新しい国を作ること。

クレストそのものを奪われた場合
　もし、他のロードによってＰＣのクレストが奪われた場合。
　ふたつの処理が考え得る。ＧＭは以下を参照して判断すること。
従属クレストを受ける
　敵ロードが、ＰＣに従属クレストを授けると言い、ＰＣもそれを受け
た場合。
　クレストシートのロード欄を敵ロードの名前に変更すること。
　その際、GM はカウント量を任意に減額してよい（敵に奪われたのだ）。
　国レベルや資源、部隊は減額されたカウントに合わせて調節すること。
従属クレストを受けない
　敵ロードが従属クレストを渡さない、ないしはＰＣが受けないと言っ
た場合。ＰＣの国は敵に奪われる。国管理シートを破棄すること。

カウントのみを奪われた場合
　戦争の手打ち条件として、カウントを奪われた場合。戦争に敗北は
したが領地を奪われるほどではない、などのケースが当てはまる。
　アカデミーサポート、国レベル、国資源、部隊を、減額したカウント
に合わせて再構成すること。国特徴が減ることもある。
　なお、ＧＭは「領土が奪われた」という形で任意の国特徴を奪って
もよい。

　なお、混沌に属するキャラクターとは、「種別：混沌」のエネミーの他、
アーティストが含まれる。
魔境を消去する
　魔境を消去した場合、魔境の強さに応じた値のカウントを入手できる。
魔境についての詳細なルールは、『ルール２』を参照すること。
他のロードからクレストを奪う
　他のロードからクレストを奪った場合、蓄えられているカウントをす
べて入手する。カウント量はＧＭが任意に決定する。もし迷ったら、「そ
のロードのレベル× 50」点とするのがよいだろう。

カウントの使用
　獲得したカウントは、アカデミーサポートに変換することができる。
　この時、すでに得ているサポートをカウントに払い戻してよい。

国レベルのアップ
　カウントを稼ぐことは、ロードの領地権が増えるということだ。
　獲得したカウント1000 点につき、国レベルが１上昇する。
　国レベルが上昇したら、以下の手順を行うこと。

爵位の変更確認
　爵位が変更になった場合、シートの爵位欄を書き換えること。
　国レベルと爵位の対応はＰ191 の表を参照すること。
国資源の成長
　国レベル１上昇につき、任意の国資源に＋１すること。
　また、国レベルが５の倍数になるごとに国特徴を一回振り、その効果
を反映させること。なお、ＧＭはこの表の結果にかかわらず、任意の国
特徴が増えたことにしてよい。
　例えば、「今日のセッションで、●●平原の戦いに勝利したから国特
徴に平原を増やす」などである。
部隊の取得
　増えた国資源を使用して、新しい部隊を取得できる。
　この時、旧来の部隊を国資源に払い戻してもよい。
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　『グランクレストＲＰＧ』において、ＰＣは戦うことを求められる。
　異界からやってきた混沌投影体を退治する、暴虐なるロードから国
を守るなど、戦わなければならないシチュエーションには事欠かない。
　本章では、そういった戦闘を行うためのルールを解説する。

戦闘開始とラウンド進行

　『グランクレストＲＰＧ』では、戦闘を［ラウンド進行］という特別なルー
ルを使って処理する。これは、１ラウンドの間に順番に行動し、全員が
終わったらまた次のラウンドに移る、という時間単位を区切るルールだ。
　ＧＭは戦闘を開始する際、「ラウンド進行に移る」と宣言すること。
　ラウンド進行では、キャラクターは［未行動］、［行動済］というふた
つのステータスによって管理される。そのラウンドでまだ行動していな
いキャラは［未行動］、行動が終わったキャラは［行動済］となるのだ。

ラウンドの流れ

　ラウンドは以下の４つのプロセスに分けて進行する。

・セットアッププロセス
・イニシアチブプロセス
・メインプロセス
・クリンナッププロセス

　ラウンドはセットアッププロセスによって開始される。次にイニシア
チブプロセスで、未行動のキャラクターの中から【行動値】の比べ合
いを行い、一番高いキャラクターからメインプロセス――つまり行動を

戦乱の大陸アトラタン。この
名が示すとおり、大陸では
日々無数の戦いが起きてい
る。それを生き残ることが、
大陸の人間の日常なのだ。

戦闘ルール 戦闘の流れ

②セットアッププロセス
ラウンド開始

③イニシアチブプロセス
アクションを行なうキャラクターの決定

④メインプロセス
移動、攻撃、スキルの使用などを行なう

③’イニシアチブプロセス
アクションを行なうキャラクターの決定

④’メインプロセス
移動、攻撃、スキルの使用などを行なう

③’’イニシアチブプロセス
全員［行動済み］になった

⑤クリンナッププロセス
戦闘が続く GMが終了を宣言

6.戦闘終了

①戦闘開始

③～④を繰り返す
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「タイミング：イニシアチブプロセス」の特技
　特技の中には、「タイミング：イニシアチブプロセス」と表記されて
いるものがある。これは「どのイニシアチブプロセスにも使用できる」
ことを意味し、次が自分のメインプロセスでなくとも使用できる。
　いわゆる割り込みとして使用できる特技だと考えて構わない。なお、
メインプロセスが始まってしまったら使用できないので注意すること。

メインプロセス
　イニシアチブプロセスを経て、決定されたキャラクターが移動、攻撃、
回復など、さまざまな行動をするプロセスだ。
　メインプロセスで行なえるのはマイナーアクション、メジャーアクショ
ンを１回ずつとなる。順番はどちらが先でもよい。
　メインプロセスが終わったら、そのキャラクターは行動済となる。そ
の後、再びイニシアチブプロセスに戻ること。

マイナーアクション
　判定のいらない簡単な行動を行える。主に以下の行動が可能。
・通常移動
　移動力分のスクエア（マスのこと）を移動できる。詳しくはＰ246 参照。
・特技の使用
　「タイミング：マイナーアクション」と書かれた特技が使用できる。
・武器の取り替え
　装備している武器ひとつと、所持している武器ひとつを入れ替える。
・アイテムの回収
　落ちているアイテムを回収する。そのまま装備してもよい。
・その他
　「マイナーアクションを使用する」と指定された行動が可能。
メジャーアクション
　判定の必要な行動。主に以下の行動が行える。
・攻撃
　武器を使った攻撃。詳しくはＰ 246 参照。

行う。行動の処理が終わったら、そのキャラクターは行動済となる。
　メインプロセスが終わったら再びイニシアチブプロセスに移り、未行
動のキャラクターの【行動値】を比べ合う。そして次のキャラクターの
メインプロセスに移るのだ。これを全員が行動済になるまで繰り返す。
　そうして全員が行動済となったら、クリンナッププロセスを行って次
のラウンドに移る。

セットアッププロセス
　セットアッププロセスとは、ラウンドを行う準備をするプロセスだ。
　このプロセスでは、最初にすべてのキャラクターが未行動に戻る。
　その後、「タイミング：セットアッププロセス」の特技を使用する。
特技を使用する順番は【行動値】が高いキャラクターからとなる。
　もし【行動値】が同じだった場合は、以下のように処理をすること。

・ＰＣとＮＰＣが同値だった場合
　ＰＣから先に行動すること。
・ＰＣとＰＣが同値だった場合
　どちらが先でもよい。相談して決定すること。もし決められない場合、

【反射基本値】が高い方が先に行動すること。それも同じ場合、ダイス
を振って決めること。
・ＮＰＣとＮＰＣが同値だった場合
　ＧＭが好きな順番を決めること。

イニシアチブプロセス
　イニシアチブプロセスでは、次に行動するキャラクターを決定する。
　このプロセスでは、「未行動のキャラクターの内、どのキャラクター
がもっとも【行動値】が高いか」を確認する。
　もっとも【行動値】の高いキャラクターを決定したら、そのキャラクター
のメインプロセスに移る。【行動値】が同値の場合は、セットアッププ
ロセスの項目を参照して順番を決定すること。
　このプロセスで未行動のキャラクターが誰もいなかった場合、クリン
ナッププロセスに移ること。
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・全力移動
　［移動力×２］分のスクエアを移動できる。詳しくはＰ 246 参照。
・特技の使用
　「タイミング：メジャーアクション」と書かれた特技が使用できる。
・アイテムの交換
　同じスクエアにいる相手と、アイテムをひとつ交換する。
・その他
　「メジャーアクションを使用する」と指定された行動が可能。

クリンナッププロセス
　ラウンドの最後の処理を行うプロセスとなる。
　まず「このプロセスで処理せよ」と書かれたデータを処理すること。
次に、キャラクターは「タイミング：クリンナッププロセス」の特技を
使用できる。特技使用の順番は同じく【行動値】順となる。
　クリンナッププロセスが終了したら、ラウンドは終了する。戦闘が続
行する場合は次のラウンドへ進むこと。

戦闘終了
　戦闘はＧＭが戦闘終了を宣言するまで続行する。

マップ

　『グランクレストＲＰＧ』において、戦闘の位置関係はスクエアマップ
（格子状に区切られたマップ）で表現される。このマップの１マスのこ
とを “ スクエア ” と呼称し、以降スクエアはＳｑと表記される。
　１Ｓｑの中にはキャラクターが何人でも入ることができ、同一Ｓｑの
キャラクター同士の距離は「０Ｓｑ」と表現される。

Ｓｑの大きさ
　『グランクレストＲＰＧ』では、Ｓｑの大きさは明確に指定しない。そ
れはさまざまなシチュエーションに対応するためだ。
　もしＳｑの大きさが必要な場合、一辺を５ｍとするとよいだろう。

移動

移動力1で1マス
（斜め移動は不可）

敵と同一Sｑから
脱出するためには移動力3

移動力3



第
三
章

第
三
章

246 247

■第三章　ルールセクション

ＭＡＰ配置
　戦闘に入った際、ＰＣ、ＮＰＣの初期配置はＧＭが決定すること。
　プレイヤーはそれまでの展開から初期配置を提案してもよいが、最
終決定権はＧＭにある。

移動

　『グランクレストＲＰＧ』において、キャラクターは自分の【移動力】
１に付き１Ｓｑを移動できる。移動できるのは上下左右のＳｑのみとな
り、斜めのＳｑには移動できない。
　移動には通常移動と全力移動の二種類があり、それぞれによって移
動力が異なる。

通常移動
　マイナーアクションで行う移動方法。キャラクターの【移動力】をそ
のままで移動する。
全力移動
　メジャーアクションで行う移動方法。キャラクターの【移動力】を２
倍にして移動する。

敵と同一Ｓｑにいた場合
　もし、自分に対して敵対的なキャラクターが同じＳｑにいた場合、そ
のＳｑから脱出するには【移動力】が３必要となる。【移動力】が足り
ない場合、脱出できないことになる。
　なお、敵がいるＳｑに侵入するためには【移動力】は１でよい。

攻撃ルール

　戦闘には攻撃と防御が不可欠だ。お互いの刃を交え、相手を屈服さ
せた方が勝利者となる。時には相手の命を奪うこともあるだろう。
　『グランクレストＲＰＧ』では攻撃は基本的にメジャーアクションとし
て行われ、対決ルール（Ｐ 222）を使用して処理される。キャラクター
が攻撃を行った際の手順は以下の通り。

攻撃の流れ

⑤対決の確定
攻撃側＞リアクション側 攻撃側≦リアクション側

⑥ダメージの算出
●攻撃側ダメージの算出
●HPダメージの算出
●HPダメージの適用

①攻撃側の宣言

②攻撃の判定

③リアクション側の宣言

④リアクション側の判定

⑦攻撃終了
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された技能で攻撃を行う。リアクションは〈回避〉。
・特殊攻撃
　相手のいる位置に直接攻撃する、精神に干渉するなど、上記以外の
攻撃。攻撃の技能、リアクションの技能は、攻撃ごとに指定される。
ダメージの算出
　攻撃側が命中判定に成功した場合、ダメージの算出となる。
　武器攻撃の場合、ダメージは「武器の攻撃力＋２Ｄ」となる。
　それ以外の場合、使用した特技や魔法を参照すること。
　このダメージを求めるダイスロールを、［ダメージロール］と呼ぶ。
　なお、命中判定でクリティカルした場合、ダメージに＋10 する。
ダメージ属性
　『グランクレストＲＰＧ』では、ダメージは４属性に分けられる。どの
属性のダメージが発生するかは、使用した武器や特技に依存する。ひ
とつの攻撃に複数の属性が発生することもあり得る。

・武器：剣や槍、弓矢など、武器によって発生するダメージ。
・炎熱：炎や雷などのエネルギー系のダメージ。
・衝撃：落ちてくる岩や、馬による突撃、爆発、音などのダメージ。
・体内：毒や窒息など、体内に直接発生するダメージ。
ダメージの処理
　攻撃側がダメージロールを終えたら、攻撃を受けたキャラクターはそ
の結果から防御力を引くこと。
　防御力は対応するダメージ属性のものを使用する。もしダメージ属性
が複数ある場合、該当する属性の防御力の中から、もっとも低いものを
適用すること。
　「ダメージ－防御力（その他修正含む）」で算出された数字を［ＨＰ
ダメージ］と呼ぶ。リアクション側は現在ＨＰから、ＨＰダメージを引く。
ＨＰが０以下になったら
　ＨＰはキャラクターの肉体的耐久力を表す数字だ。そのＨＰが０以下
になることは、キャラクターが死に近づいていることを意味する。
　ダメージの結果、ＨＰが０以下になるとキャラクターは［瀕死状態］
になる。さらに一定以下になると、そのキャラクターは［死亡］する。

・攻撃の宣言、及び判定
・リアクション側の宣言、及び判定
・ダメージの算出
・ダメージの処理
攻撃の宣言、及び判定
　まずキャラクターが、メジャーアクションとして攻撃を宣言する。
　攻撃は「装備している武器で行う」、「特技を使用して行う」のどち
らかで行う。攻撃するキャラクターは、攻撃方法、及び攻撃の対象とな
るキャラクターを宣言すること。
　以上が決まったら、攻撃側は判定を行う。武器を使用した攻撃なら
ば「武器の使用技能」で、特技ならば「特技で指定された技能」で判
定を行う。この判定を［命中判定］と呼ぶ。
リアクション側の宣言、及び判定
　次に、攻撃をされた側のキャラクターがリアクションの判定を行う。
　判定は基本的に〈回避〉で行うが、別の技能で判定することもある。
　もしリアクション側が対決に勝利した場合、攻撃は失敗となる。対決
に敗北したらダメージの算出に移ること。
　なお、リアクションは判定を行っても行動済にならず、行動済のキャ
ラクターでも判定を行うことができる。
攻撃の種別
　ここで、『グランクレストＲＰＧ』における攻撃の種別を解説しておく。
　なお、特技によっては攻撃する技能、リアクションする技能が下記と
異なる場合もある。その場合は特技の記述に従うこと。

・武器攻撃
　装備している武器を使用した攻撃。
・白兵攻撃
　剣などで接近した敵を攻撃する行為。〈格闘〉、〈軽武器〉、〈重武器〉
など、武器に指定された技能で攻撃を行う。リアクションは〈回避〉。
・射撃攻撃
　弓や魔法などで遠くにいる敵を攻撃する行為。射撃攻撃は至近距離

（０Sq）のキャラクターを対象にできない。使用する武器や魔法に指定
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君主への道　～戦闘～
　竜人、ドラゴニュートの痕跡を発見し、
城へと戻る君主くんと申し子ちゃん。
　だが竜人はふたりを追跡、君主くんは
ひとり奴らを食い止めることに。

申し子ちゃん：すいません、私が察知さ
れてしまって……。
君主くん：仕方があるまい。ひとりで食
い止めるならば、私の方が適している。
ＧＭ：では、戦闘を始めよう。戦闘はラ
ウンドという時間単位で処理するよ。ラ
ウンドの最初はセットアッププロセス、
さまざまな準備をするタイミングだ。
君主くん：ここでできることは特技のみ、
だったな。……ならば私は無い。
ＧＭ：ドラゴニュートたちもセットアッ
プでできることは無いね。それじゃあ、
ここから先は【行動値】順に進めていこ
うか。そちらの【行動値】は？
君主くん：6だ。
ＧＭ：ドラゴニュートの【行動値】は5。
まずそちらが先手だね。
君主くん：幸いだ。遠慮無しに行く！
申し子ちゃん：マイロード、戦闘時、自
分の手番ではマイナーアクションとメ
ジャーアクションを１回ずつ行えます。
君主くん：ふむ。マイナーでは移動がで
きるのだったな。
申し子ちゃん：はい！
君主くん：では、マイナーアクションで
近づき、メジャーアクションで攻撃を行
う。父君から譲り受けたこの剣、受けて
みるがいい。
ＧＭ：攻撃をする場合は、武器に書いて
ある技能で、命中の判定を行うよ。
君主くん：〈重武器〉か。無論レベルは
３にしてある。（ダイスを振って）達成
値は14だ。
ＧＭ：こちらのリアクションは 10。攻

撃は命中だ。
君主くん：ダメージも武器を見るのだな。
申し子ちゃん：はい。武器の攻撃力にダ
イス２個を足してダメージを求めます。
君主くん：この剣の攻撃力は〈武器〉【筋
力】＋３。私の【筋力】は6だから、9点。
これに２Ｄを足して……（ダイスを振っ
て）〈武器〉属性ダメージの15点か。
ＧＭ：そこからこちらの〈武器〉属性防
御力を引く、と。10点引いて、最終的
なダメージは５点。少し傷がついた程度
かな。
君主くん：くっ……。聖印が必要か。
ＧＭ：では、君主くんは攻撃終わったの
で［行動済］だね。コチラの手番だ。手
に持った斧で、君主くんを攻撃しよう。
君主くん：来るがいい！
ＧＭ：（ダイスを振って）おお、クリティ
カルした！　攻撃の達成値は32だ！
君主くん：そ、それは避けられん……！
ＧＭ：攻撃の命中時にクリティカルする
と、ダメージに＋10点されるんだ。（ダ
イスを振って）ダメージは〈武器〉ダメー
ジ29点。
君主くん：鎧はあるが……、それでもダ
メージ 19点か。残りＨＰ 20点、まず
いな。
申し子ちゃん：マイロード……！
ＧＭ：全員行動が終わったので、次のラ
ウンドだね。

　追い詰められた君主くん。そして戦闘
は続くのであった――。

　瀕死状態のキャラクターは一切の行動、判定が行えない（後述する
生死判定を除く）。瀕死状態にはレベルがあり、ＨＰがどれぐらい０を
下回っているかによってこのレベルが変動する。

・ＨＰが０～マイナス【筋力基本値】まで
　瀕死状態レベル１。
　意識を失っている状態。戦闘が終了するとＨＰが１となり、瀕死状態
が解除される。
・ＨＰがマイナス【筋力基本値】×２まで
　瀕死状態レベル２。
　即座の治療を必要とする状態。戦闘終了時に生死判定を行なう。
・ＨＰがマイナス【筋力基本値】×３まで
　瀕死状態レベル３。
　非常に危険な状態。ラウンドのクリンナッププロセスごとに２Ｄ６点
のＨＰを失う。戦闘終了時に生死判定を行なう。
・ＨＰがマイナス【筋力基本値】×３未満
　キャラクターは死亡する。
瀕死状態の解除
　瀕死状態はＨＰ回復でレベルが下がり、ＨＰが１以上で解除される。
　ただし、瀕死状態のキャラクターのＨＰを回復させるには「瀕死状態
レベル●のキャラクターにも使用できる」と書かれた特技やアイテムを
使用しなければならない。
　瀕死状態から回復したキャラクターは［行動済］となる。
　なお、死亡したキャラクターのＨＰを回復させることはできない。
生死判定
　戦闘終了時に瀕死状態レベル２、レベル３であった場合、キャラクター
は生死判定を行なう。
　生死判定は【精神基本値】＋２Ｄで判定し、目標値は「ＨＰが０を下回っ
た分の数字」となる。つまりＨＰが－15 であれば生死判定の目標値は
15 となるのだ。
　生死判定に成功するとＨＰが１となり、そのキャラクターの瀕死状態
は解除される。失敗したら、そのキャラクターは死亡する。
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が決定すること。基本的には１メインプロセス分が使える、とするのが
よいだろう。
コストの消費
　特技・アイテムに設定されているコストを消費する。多くの場合ＭＰ
になるだろう。
判定、ないしは宣言
　特技・アイテムを使用し、判定を行う。判定が必要ないものであった
場合、宣言を行う。
　同じタイミングで使用できる特技・アイテムはひとつまでである。特
技とアイテムのタイミングが同じであれば、そのどちらかしか使用でき
ない。
効果の適用
　特技・アイテムの効果を適用する。
　判定で失敗、対決に敗北した場合はこの手順は行われない。

特殊ルール

　以下に、特技・アイテムを取得、使用する際に適用するルール、注
意点を解説する。

効果の重複
　同じ対象に対し、同名の特技・アイテムの効果は重複しない。例えば「１
シーンの間、攻撃力に＋５」という特技を二回使っても、攻撃力は＋10
にはならない。
　もし同名の特技・アイテムの効果が重ねて使われた場合、どちらの
効果を適用するかは対象となったキャラクターが選択してよい。ただし
効果をダイスで求める特技・アイテムの場合、ダイスを振る前に選択す
ること。
　このルールは「タイミング：常時」の特技や、アイテムにも適用される。

１対多
　特技・アイテムの効果が複数のキャラクターを対象にしており、なお
かつ対決が発生する場合、以下のように処理すること。

　『グランクレストＲＰＧ』には、クラス特技、ワークス特技など何種
類かの特技、及び装備品をはじめとしたアイテムが存在する。これらを
使いこなし、キャラクターは戦乱を生き抜いていくのだ。
　本章では特技・アイテムに関するルールをまとめて掲載している。プ
レイヤー、ＧＭともによく参照し、理解しておいていただきたい。

特技優先の法則

　ルールと特技、アイテムの効果が矛盾する場合、基本的に特技・ア
イテムの効果が優先されるものとする。これを、「特技優先の法則」と
呼ぶ。ただし、ゴールデンルールよりも優先されることは無い。
　もし、特技とアイテムの効果が矛盾した場合、それらを使用したＰＣ
にとって有利な方を選択してよい。ただし、ＧＭの許可を得ること。Ｇ
Ｍは「それは不自然である」と思った場合、裁定を却下してよい。

特技・アイテムの使い方

　特技、アイテムは以下の手順で使用する。

使用の宣言
　特技、アイテムの使用をＧＭに宣言する。
対象の確認と決定
　特技・アイテムの対象を確認し、決定する。
タイミングの確認
　特技・アイテムのタイミングを参照し、使用するタイミングが適切か
どうかを確認する。
　もし戦闘中ではない場合、どれぐらいのアクションが使えるかはＧＭ

『グランクレストＲＰＧ』のキャ
ラクターは、取得した特技、
アイテムによって幅広く活躍
する。本章ではその特技・ア
イテムの使い方を説明する。

特技・
アイテムルール
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　まず、特技・アイテムの使用者が一度だけ判定を行なう。それに対し、
対象のキャラクターが全員でリアクションを行う。対決の勝利／敗北は
各々で判別し、効果の適用するキャラクターを決定する。
　効果にダイスロールが必要な場合も、同じように一度だけ行い、全
員に効果を適用する。

同じタイミングで特技・アイテムが使用された場合
　特技・アイテムによっては、同じタイミングに使用が宣言されること
がある。その場合、宣言されたタイミングによって処理が異なる。以下
を参照し、処理すること。
行動値順に処理するケース
　セットアッププロセス、イニシアチブプロセス、クリンナッププロセ
スに宣言された特技・アイテムは、行動値順に処理をすること。
　Ｐ 242 にも詳しい手順が紹介されている。
対決順に処理するケース
　判定の直前／直後や、ダメージロールの直前／直後など、対決判定
やダメージロールに関するタイミングで宣言された特技・アイテムの場
合、以下のように処理する。
　まず攻撃側とそれに協力するキャラクターが特技・アイテムの使用を
宣言し、その効果を適用する。それがすべて終わったら、防御側とそ
れに協力するキャラクターが特技・アイテムを使用する。防御側は攻撃
側の処理を見た後、特技・アイテムの使用を取り下げてもよい。その場合、
コストなどは支払われないものとする。
　どちらが攻撃側で、どちらが防御側になるかは最終的にＧＭが判断
すること。
その他のケース
　その他のタイミングで宣言が重なった場合、ＧＭが判断すること。基
本的にはアクション側を先に、リアクション側を後に適用するとよいだ
ろう。

君主への道　～特技～
　ドラゴニュートに手痛い一撃をもらっ
た君主くん。だがそこに――。

ＧＭ：では第２ラウンド。……ここから
申し子ちゃんも登場できるよ。
申し子ちゃん：ご無事ですか！
君主くん：健在だ。さあ、反撃するぞ。
申し子ちゃん：はいっ！
ＧＭ：では、２ラウンド目のセットアッ
ププロセスだ。
申し子ちゃん：《混沌操作》を使います！
ＧＭ：場の混沌レベルを操作する特技か。
現在のレベルは３だよ。
申し子ちゃん：レベルを上げて、一気に
攻めます。（ダイスを振って）成功！
ＧＭ：了解。混沌レベルは４になった。
君主くん：さらに私も《光炎の印》を使
い、剣に炎を灯す。
ＧＭ：ダメージに〈炎熱〉属性を追加す
る特技か。〈炎熱〉は防御力が心許ないな。
君主くん：それが狙いだ。
ＧＭ：特技を使ったらコスト分だけＭＰ
を消費するので、数値を減らしておいて
ね。
君主くん：うむ。……私のＭＰは大分少
なめだな。
申し子ちゃん：戦士型ですと、ある程度
は仕方が無いですね。
ＧＭ：では、【行動値】順にメインプロ
セスを行おう。申し子ちゃんが一番早い
ね。
君主くん：うむ、存分にいくがよい！
申し子ちゃん：はい！　マイナーアク
ションは《簡易魔法儀式》で判定のダイ
スを増やし、メジャーアクションは一番
火力のある魔法《バーストフレア》を使
います！
君主くん：なるほど、マイナーアクショ
ン、メジャーアクションで特技を連携さ

せることもできるのだな。
ＧＭ：この辺の組み合わせが面白いとこ
ろだね。
申し子ちゃん：（ダイスを振って）達成
値26！　魔法発動です！
ＧＭ：（ダイスを振って）クリティカル
以外で回避できる数字じゃない。命中だ。
申し子ちゃん：ダメージ 43 点！　〈炎
熱〉属性です！
ＧＭ：うお！　ＨＰのほとんどが消し飛
んだ！
申し子ちゃん：あたしのＭＰも、ごっそ
り無くなりました……。
君主くん：次は私だ！　マイナーアク
ションで《振りかぶり》！　メジャーア
クションで《疾風剣の印》！　（ダイス
を振って）うっ、ここで出目が悪いだと
……！
申し子ちゃん：《リウィンド》を使いま
す！　ダイス振り直しの魔法です！
君主くん：礼を言うぞ、我が魔法師！　
（ダイスを振って）よし、達成値20！
ＧＭ：回避は……（ダイスを振って）失
敗か。
君主くん：ダメージは〈武器〉＋〈炎熱〉
27点。どうだ？
ＧＭ：うん、その一撃でドラゴニュート
は大地に倒れる。キミたちの勝利だ。
申し子ちゃん：マイロード、ご無事で何
よりです。
君主くん：うむ、助かった。では城に戻
るぞ。
申し子ちゃん：はい！
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プレッジシーン
　プレッジシーンとは、ＰＣが誓いと因縁を取得するためのシーンだ。
　プレッジシーンは、通常のシーンとシーンの間に、ＧＭが任意に行う。
プレッジシーンではシーンの演出やキャラクターのセリフなどは無く、

「因縁の取得」と「誓いの取得」のみを行う。

因縁の取得
　ＰＣは新しく因縁を取得できる。取得の方法はプリプレイと同じとな
る。Ｐ 54 を参照すること。因縁はキャラクター作成時のものや、シナ
リオで与えられるものも含めて、全部で５つまで取得できる。
　１回のプレッジシーンで、複数の因縁を取得してもよい。
誓いの取得
　誓いは、レコードシートの誓い欄に内容を書き込むことで成立する。
　ＰＣは誓いを取得することで、新たに天運を１点獲得する。誓い欄の
下にある天運の「取得」欄にチェックを付けること。
　誓いは１回のセッションに３つまで取得できる。また、因縁と同じよ
うに１回のプレッジシーンで複数の誓いを取得できる。
　さらに同じ内容の誓いを重複して取得してもよい。これはそれだけそ
の誓いが強固であることを表現することになる。
　そして誓いの内容だが、これはどんなものでもよい。先ほども解説し
たが、誓いは「そのセッション中に果たすと、ＰＣが自分自身に誓うもの」
である。その内容はプレイヤーに一任される。
　ただし、誓いはＰＣの信念、ないしは因縁に基づいていなければなら
ない。うわべだけの誓いは何の力にもならず、天運を引き寄せることも
できない。
　立てた誓いだがそれは結果的に果たされなくてもよい。誓いを果た
そうという意志の力こそが、天を味方につける最大の要因なのだから。
誓いの共有
　誓いに関しては取得の他に、「共有」という宣言ができる。これは自
分と他者が同じ内容を誓い、天運も共有するルールである。
　共有は、すでに立てられた誓いに対して行われる。対象となる誓い
はいつ立てられたものでも構わない。

　あらゆる戦記物語で、英雄と呼ばれるものたちのほとんどは、天運を
味方につけている。
　『グランクレストＲＰＧ』において、天運はＰＣの切り札のひとつとし
て設定されている。天運はポイントとして管理され、ＰＣはその天運を
使うことで判定を有利にしたり、一部の強力な特技を使用できる。

天運の使用
　ＰＣは天運を以下の二通りに使用できる。

判定ブースト
　ＰＣは、自分が行う判定の直前に天運の使用を宣言することで、判
定のダイスを増やせる。使用する天運１点につき、ダイス１個の増加と
なる。１回の判定に天運は何点でも使用してよい。
偉業特技の使用
　特技の中には天運を消費して効果を発揮するものがある。これを偉
業特技と呼ぶ。天運が味方しないとなし得ない、偉業というわけだ。
　偉業特技に使用する天運の点数は、各特技に記載されている。

天運の獲得
　ＰＣは天運を初期に３点持っている。
　その他、天運はセッション中に追加で取得できる。追加取得するた
めには「誓い」を立てる必要がある。誓いとはその名の通り、「そのセッ
ション中に果たすと、己自身に誓う約束」である。誓いを果たそうとす
る意志の力こそが、天運を呼び寄せるのだ。
　誓いは「プレッジシーン」という特別なシーンで取得する。

大陸に覇を唱えるために必要
なものは実力だけではない。
運命――天運を味方につける
ことが必須なのだ。天運ルール
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君主への道　～誓いと天運～
　ドラゴニュートの脅威を知った君主く
んと申し子ちゃん。プレッジシーンで、
彼らはその決意を新たにする。

ＧＭ：では、ここでプレッジシーンとし
よう。このシーンは因縁と誓いの取得が
できるよ。
君主くん：ふむ、誓いを取得するとどう
なるのだ？
申し子ちゃん：はい、天運が増えます、
マイロード。
ＧＭ：天運は、判定のダイスを増やした
り、強力な特技を使うために必要だね。
君主くん：ほう、それは是非とも必要だ
な。これからの戦いは厳しそうだ。
ＧＭ：誓いの内容はどんなものでも構わ
ないよ。ただし、自分の信念か因縁に基
づくものである必要があるけれど。
君主くん：ならば問題は無い。私は “ド
ラゴニュートの討伐 ”を誓おう。前線に
立つという信念に基づいて奴らを討つ。
ＧＭ：了解。では、誓い欄にその内容を
書き込んでもらおう。そして、天運の「取
得」欄にチェックをつけてね。
君主くん：なるほど、これで天運が１点
増えたのだな。
申し子ちゃん：あたしもその誓いに乗ら
せていただきます。
ＧＭ：誓いを共有するんだね。
君主くん：共有？
ＧＭ：同じ誓いをして、天運を相手に譲
れるようになるというシステムだ。
君主くん：なるほど、共に奴らを倒すか。
申し子ちゃん：はい、お供いたします。
君主くん：うむ、頼りにしている。
ＧＭ：では、まず申し子ちゃんは天運を
１点取得してね。それから、ふたりとも
誓い欄の「共有者」にお互いの名前を書
いておいてね。

申し子ちゃん、これでいざというときに
天運を１点譲ることができます。
君主くん：ふむ、察するに天運を譲渡す
る際には、この「天運譲渡」の欄にチェッ
クを付けるのだな。
ＧＭ：そういうこと。ひとつの誓い共有
につき、渡せる天運は１点までだ。
申し子ちゃん：そしてあたしはもうひと
つ誓いを取りたいです。
ＧＭ：お、何を誓う？
申し子ちゃん：“ ロードを生還させる ”
という誓いを。竜人の元にひとり残して
しまったので、もう決してあのようなこ
とはしないと。
君主くん：お前は少し固く考えすぎだな。
申し子ちゃん：いえ、魔法師としてお役
に立つことがあたしの信念ですから。
ＧＭ：了解だ。それでは申し子ちゃんは
天運を１点獲得してね。
申し子ちゃん：はい。
君主くん：ふと疑問に思ったのだが、誓
いが果たせなかった時はどうなるのだ？
ＧＭ：特にペナルティは無いよ。誓いは
果たすことではなく、「果たそうとする」
ことの方が重要だからね。
君主くん：なるほど、結果は後から付い
てくればよいということか。道理だな。
……無論、私は誓いを違えるつもりなど
ないが。
申し子ちゃん：お手伝いいたします、マ
イロード。
君主くん：うむ、ついてくるがいい。

　共有を行いたいプレイヤーは、元の誓いを立てたプレイヤーとＧＭに
その誓いを共有したい旨を宣言すること。お互いにそれを了承できたら、
まず同じ内容を誓い欄に書き込み、「共有者名」の欄に相手の名前を書
くこと。その後に天運を１点得る。
　共有されたキャラクターは、同じように「共有者名」欄に相手の名前
を書くこと。ただしこちらは天運を得られない。
天運の譲渡
　誓いの共有が行われたら、以降そのキャラクターは天運を任意のタイ
ミングで１点譲渡できる。譲渡する場合は天運欄の「使用」にチェック
を付け、さらに誓い欄の横にある「譲渡」欄にチェックを付けること。
　譲渡されたキャラクターは、その天運を即座に使用しなければならな
い。なお、同じタイミングで２点以上の天運を譲渡してもよい。
　天運の譲渡は、そのシーンに登場していないキャラクターや、瀕死、
死亡したキャラクターが譲渡することもできる。
３人以上の共有
　誓いは３人以上でも共有することができる。その際は共有者名に名
前を書き連ねること。
　ただし、ひとつの誓いで譲渡できる天運は１点までとなる。
　例えばロードがメイジ、アーティストと「生きて帰る」という誓いを
共有したとする。ロードはメイジに天運を１点譲渡できるが、その場合
はアーティストには渡せない。
共有について
　誓いの共有は、一言一句同じ誓いでなければならないというわけで
はない。「総合的に見て、これは同じ誓いだ」とＧＭ、そして互いのプ
レイヤーが判断すれば、誓いを共有してもよい。別々のタイミングで立
てた同じような内容の誓いを、ＰＣが出会って会話をした後のプレッジ
シーンで、「これは同じ誓いだ」と共有化してもよい。
　誓いの共有は、ＰＣたちがひとつの目的に集まる、いわば盛り上がり
どころのひとつだ。ＧＭは共有しやすい形で処理することをお勧めする。

天運の回復
　天運は１セッションが終わるまで回復しない。
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バッドステータス

　『グランクレストＲＰＧ』において、キャラクターは戦闘中にさまざま
な形で不利な状況に陥ることがある。例えば毒を受けたり、例えば炎に
巻かれたり、例えば強く頭部を打って朦朧としたり、といった状況だ。
　本ゲームでは、そういう不利な状況を「バッドステータス」として表
現する。キャラクターはバッドステータスに陥ると、応じたペナルティ
を受ける。バッドステータスの効果、回復方法は右の図の通りとなる。
バッドステータスの重複
　キャラクターは同じバッドステータスを重複して受けた場合、強度の
高い方の効果のみを受ける。例えば、強度５の毒と、強度 10 の毒を受
けた場合、強度 10 の毒の効果を受けることとなる。
バッドステータスの解除
　バッドステータスはすべて戦闘中にのみ効果を発揮する。戦闘が終
了した時点ですべてのバッドステータスはその効果を失う。

特殊な魔法運用

　メイジの使用する魔法には特殊な使い方がある。時間をかけて魔法
を詠唱、イメージを明確化して難しい魔法を使う「累積詠唱」、意識を
集中し続けることで魔法の効果時間を延ばす「魔法持続」である。

累積詠唱
　「種別：魔法（累積）」の魔法は、呪文を何ラウンドにも亘って累積し
て詠唱し、その達成値を上昇できる。非常に高い目標値でも、何度も
判定を行い、達成値を累積することで高度な魔法を発動できるのだ。

バッドステータス一覧
毒
　キャラクターがなんらかの毒を受けて
いる状態。
効果
　メインプロセスを行うごとに体内ダ
メージを受ける。毒には強度が存在し、
ダメージは［強度］点となる。
回復
　毒は特技、アイテムによって回復する。
出血
　キャラクターから血が失われていく状態。
効果
　メインプロセスを行うごとに体内ダ
メージを受ける。ダメージはそのキャラ
クターの【筋力基本値】点となる。
回復
　出血はマイナーアクション、特技、ア
イテムによって回復する。
炎上
　キャラクターが炎に巻かれている状態。
効果
　メインプロセスを行うごとに炎熱ダ
メージを受ける。炎上には強度が存在し、
ダメージは［強度］Ｄ点となる。
回復
　炎熱はマイナーアクション、特技、ア
イテムによって回復する。
硬直
　キャラクターの動きが止まってしまっ
ている状態。
効果
　通常移動、全力移動が行えない。
回復
　硬直はマイナーアクション、特技に
よって回復する。
放心
　キャラクターの意識が朦朧となってい
る状態。

効果
　あらゆる判定のダイスが１個減る（最
低1個）。
回復
　放心はそのラウンドのクリンナッププ
ロセスに回復する。
捕縛
　キャラクターの武器ひとつが使用不可
となっている状態。
効果
　捕縛を受けた際、武器をひとつ指定さ
れる。指定された武器を使用した攻撃、
ガードが行えなくなる。
回復
　捕縛はマイナーアクション、特技で回
復する。
消耗
　キャラクターが疲労しやすくなってい
る状態。
効果
　あらゆる特技のコストが２倍となる
（偉業特技を除く）。
回復
　消耗はマイナーアクション、特技で回
復する。
憎悪
　キャラクターが特定の人物への憎悪に
駆られている状態。
効果
　憎悪を受けた際、そのシーンに登場し
ているキャラクターひとりを指定され
る。憎悪を受けているキャラクターが攻
撃を行う際、指定されたキャラクターを
攻撃の対象に含まない場合、命中判定の
ダイスが１個減る。判定のダイスは最低
１個振れるものとする。
回復
　憎悪はそのラウンドのクリンナッププ
ロセスに回復する。

以下に紹介するのは、個別
シチュエーションに対応した
ルールである。必要な時に
使ってほしい。

シチュエーション
ルール
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　こういった魔法を持続させるには、一度その魔法を使用した後、メ
ジャーアクションで「魔法持続」を宣言する必要がある。この宣言に判
定は必要ないが、宣言ごとに魔法に指定されたコストを支払うこと。
　魔法持続は上記の条件を満たしている限り持続する。
　なお、持続を打ち切った場合、魔法の効果が解除されるのはそのメ
インプロセスの終了時となる。

戦闘中の行動

　以下に説明するのは、戦闘中に行える特殊な行動である。
　解説するもののうち、「待機」、「カバーリング」は誰にでも、「ガード」、

「急所攻撃」は特定の特技を取得しているキャラクターが行える行動だ。

待機
　ラウンド進行の際、行動を様子を見たいこともあるだろう。
　そういった場合、キャラクターは［待機］を宣言できる。
　待機は、自分のメインプロセスの最初に宣言する。マイナーアクショ
ンを行ってから待機、などは不可能なので注意すること。
　待機したキャラクターは、他のキャラクターが全員行動済になってか
らメインプロセスを行う。待機したキャラクターが複数いた場合、【行
動値】の低いキャラクターから順番に行動すること。
　待機の後に回ってきたメインプロセスで、再び待機は宣言できない。

カバーリング
　戦闘中など、自分の身を挺してでも誰かを守りたいと思うことがある
だろう。そういった場合、［カバーリング］という行為でそのキャラクター
が受けるダメージを自分が代わりに受けることができる。
　なお、カバーリングは１プロセスに 1 回までしか行えない。これはあ
らゆるデータで変更できないものとする。

カバーリングの条件
　カバーリングを宣言するには、以下の条件を満たしている必要がある。

　累積詠唱を行うには以下の手順となる。なお、以下の解説では魔法
を使用するキャラクターを “ 術者 ” と呼称する。
累積詠唱の手順
　術者が「種別：魔法（累積）」の魔法を使用し、判定を行い、その成
否が決定した時点で、累積詠唱を行うかどうかを宣言する。宣言した
場合、1 回目の達成値を記録しておくこと。
　そして次のメジャーアクションで、術者は再び同じ魔法の判定を行う。
その判定の達成値は、前の達成値に累積して計算する。その結果、魔
法の目標値を超えれば魔法は効果を発揮する。まだ足りなければ再度
累積詠唱を宣言してもよい。
累積詠唱のペナルティ
　累積詠唱を宣言した術者は、その時点から［無防備状態］（Ｐ 267）
として扱われる。これは魔法が発動するか、累積詠唱を停止するまで
持続する。
　さらに累積詠唱を使用する場合、術者は一回の判定ごとに魔法に指
定されたコストを払わなければならない。例えばＭＰを 25 点消費する
魔法を累積詠唱した場合、1回判定するごとに25 点を支払うこととなる。
結果として魔法が発動しなくとも、ＭＰは消費する。
累積詠唱回数の制限
　累積詠唱の判定回数は、術者が取得している《魔法習得》のレベル
回数までとなる。
　例えば《魔法取得：生命魔法》を３レベルで取得しているキャラクター
は、累積詠唱を３回までとなり、３回の判定で魔法の達成値まで届かな
ければ、その魔法は効果を発揮できない。
累積詠唱の停止
　累積詠唱は自分のメインプロセスになった時点で停止できる。
　停止した場合、累積させた達成値は０となり、術者の［無防備状態］
は解除される。

魔法持続
　「種別：魔法（持続）」の魔法は、一度その魔法を使って終わりではなく、
集中し続けることで効果を持続させ続けることができる。
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急所攻撃
　生物に必ず存在する急所を狙い、大きな傷を負わせる攻撃。それが［急
所攻撃］である。
　急所攻撃は、特定の特技を取得していると使用できる。
　急所攻撃の宣言はマイナーアクションとなる。そのメインプロセスに
行われた白兵攻撃、射撃攻撃によって相手に１点でもダメージを与えた
場合、相手にバッドステータスの出血を与える。

コンディション

　例えば馬に乗る、空を飛ぶ、身を隠すなど、『グランクレストＲＰＧ』
のキャラクターができることは多い。そういった、「今キャラクターがど
んな状態になっているか」を、［コンディション］と呼ぶ。
　コンディションはバッドステータスとは違い、任意にその状態になる
ことを選択できるものが多い。また戦闘以外でもその効果を適用する。
　コンディションはすべて［●●状態］として表記される。また、キャ
ラクターは一度に複数のコンディションになることもできる。

騎乗状態
　キャラクターが乗りものを操縦していることを表すコンディション。
　騎乗状態になるには、「種別：乗騎」のアイテムを所持しており、な
おかつマイナーアクションを使う必要がある。また、騎乗状態を解除す
る場合もマイナーアクションが必要となる。なお、ＧＭは「シーン登場
時から騎乗状態である」ことを認めてもよい。
　騎乗状態になることで、キャラクターは乗騎の能力修正を受けられる。
ただし、騎乗状態の間はあらゆる判定のダイスが 1 個減少する。
　このペナルティは〈騎乗〉技能が３レベル以上のキャラクターには効
果を発揮しない。

同乗状態
　キャラクターが、「他人が操縦している乗りものに乗っている」こと
を表すコンディション。同乗状態になるには以下の条件を必要とする。
　なお、本解説では「騎乗状態のキャラクター」を「操縦者」と表記する。

・カバーリングしたい対象と同じＳｑにいる
・自分が未行動である
カバーリングの宣言
　カバーリングは「ダメージロールの直前」に宣言する。ダメージロー
ルを振ってしまったらカバーリングの宣言はできない。注意すること。
カバーリングの効果
　カバーリングが成立したら、かばわれたキャラクターはダメージロー
ルの対象から外れ、カバーリングを行った側がダメージを受ける。
　ダメージロールを行い、カバーリングを行ったキャラクターの防御力
を使用し、ＨＰダメージを算出すること。
　カバーリングを行ったキャラクターは行動済となる。
範囲攻撃のカバーリング
　広範囲への攻撃などで、かばう対象と自分の双方がダメージを受け
る場合、最終的なＨＰダメージを２倍にすること。特技やガード（下記
参照）などで防御力が上がったり、ＨＰダメージを軽減したりした場合、
それらすべてを適用してから２倍にすること。

ガード
　攻撃が命中する、と思った際にもっている武器などを盾にしてダメー
ジを軽減する。これを［ガード］と呼ぶ。
　ガードは、「ガードが可能となる特技を取得している」、「ガードが可
能な武器や盾などを装備している」の条件を満たすことで使用できる。

ガードの宣言
　ガードは「ダメージロールの直後」のタイミングで宣言する。同じタ
イミングで別の特技を使用しながらガードは宣言できない。
ガード値の算出
　ガードをするキャラクターは、装備している武器のガード値をすべて
合計すること。
防御力の上昇
　上で算出されたガード値だけ、〈武器〉属性の防御力が上昇する。上
昇するのはそのダメージの適用までとなる。
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ターが複数いた場合、全員に勝利しなければならない。
　また、［隠密状態］のキャラクターと同じシーンに登場しているキャ
ラクターは、いつでも［隠密状態］を看破する判定を行える。この判定
はメジャーアクションを必要とし、上記のように〈隠密〉と〈知覚〉の
対決となる。

隠密状態の効果
　［隠密状態］の効果は以下の通り。
・「対象：単体」、及び「対象：ｎ体」のあらゆる攻撃、特技の対象とな

らない。
・あらゆる攻撃に対するリアクションの判定にダイスを１個追加する。
・移動を妨害できない。敵対するキャラクターは、移動力１で［隠密状態］

のキャラクターのいるＳｑを脱出できる。
隠密状態の解除
　［隠密状態］は以下の条件で解除される。
・あらゆるマイナーアクション、メジャーアクションを宣言した瞬間。
・特技、魔法、アイテムの使用を宣言した瞬間。
・〈知覚〉との対決に敗北した時。
・自分から［隠密状態］を解除した時。［隠密状態］の解除はイニシア

チブプロセスに行える。
　なお、特技や魔法によっては上記条件を満たしても［隠密状態］が
持続する場合がある。

無防備状態
　そのキャラクターが寝ている、ないしは完全に拘束されているなど、
“ 完全に無防備である ” ことを表現するコンディション。
　キャラクターが［無防備状態］であるかはＧＭが決定すること。
　［無防備状態］のキャラクターはリアクションに自動的に失敗する。
また、すべての防御力を０として扱い、さらにＨＰダメージを倍にして
適用する。
　基本的に［無防備状態］はなんらかの形でダメージを受けると解除
される。ただし、「全身を完全に拘束されている」など、なんらかの理

・その騎乗動物の「同乗可能人数」が１以上であり、かつ人数に余裕
があること。

・操縦者と同じＳｑにいること
・マイナーアクションを使用すること

　これらの条件が成立した場合、キャラクターは同乗状態となる。
　同乗状態となったキャラクターは通常移動、全力移動ができない。
代わりに操縦者が移動すると、自動的に同じＳｑに移動する。
　同乗状態のキャラクターはあらゆる判定のダイスが１個減少する。こ
のペナルティも〈騎乗〉技能が３レベル以上のキャラクターには効果を
発揮しない。
　なお、同乗状態のキャラクターは乗騎の能力修正を受けられない。

飛行状態
　キャラクターが空を飛んでいることを表すコンディション。
　飛行状態になるには、特技、ないしはアイテムの効果を必要とする。
　飛行状態のキャラクターは、敵対しているキャラクターがいるＳｑか
らの脱出を移動力２で行える。
　なお、飛行状態でどれぐらいの高さにいるのかは具体的に求めない
ものとする。これはルールの複雑さを上げないための処理である。もし
ＧＭは望むのであれば、飛行状態のキャラクターと地上にいるキャラク
ターはお互いに白兵攻撃ができないなどの制限を加えてもよい。

隠密状態
　キャラクターがどこかに隠れていることを表すコンディション。
　［隠密状態］になるには、以下の手順を必要とする。
　まず、隠れたいキャラクターは［隠密状態］になることを、メジャー
アクションを使って宣言する。
　もし［隠密状態］になることを阻止したいキャラクターがシーンにい
た場合、隠れたいキャラクターは〈隠密〉で、阻止したいキャラクター
は〈知覚〉で対決を行うこと。〈隠密〉がアクション、〈知覚〉がリアクショ
ンとなる。勝利すれば［隠密状態］になる。なお、阻止したいキャラク
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その他のルール

　以下に紹介するのは、その他、特殊な状況時のルールである。

不意打ち
　ロードやメイジといえども人間である。人間であるからには意表を突
かれることもある。また投影体とて、異世界の生物には変わりない。自
我があれば隙が生まれることはある。
　不意打ちが発生した場合、ＧＭは以下のように処理を行うこと。
　まず、不意打ちが成功したかの判定を行う。不意打ちを仕掛けよう
とするキャラクターは全員で〈隠密〉判定を行うこと。
　次に、上記判定の中でもっとも低い達成値を目標値とし、不意打ちさ
れる方のキャラクターが全員で〈知覚〉判定を行う。
　全員が判定したら戦闘を開始すること。ただし、「〈隠密〉判定を行
わなかったキャラクター」、「〈知覚〉判定に失敗したキャラクター」は１
ラウンド目は行動済になっているものとして扱う。
　２ラウンド目からは通常の戦闘になるので注意すること。

落下ルール
　キャラクターが高所から落下した場合、ダメージを受ける。
　落下した場合のダメージは、以下の計算式によって求める。
・ 落下ダメージ＝［落下するメートル］Ｄ＋［落下するメートル×10］の〈衝

撃〉ダメージ
受け身
　落下ダメージに対して、キャラクターは〈運動〉判定で落下ダメージ
を軽減できる。軽減できるダメージは「〈運動〉判定の達成値」点となる。
　これを受け身と呼ぶ。

跳躍と登攀
　キャラクターが跳躍を行う際は、〈運動〉で判定を行うこと。
　判定の目標値は 10 となり、【移動力】メートルまでの跳躍が行える。
距離を稼ぎたい場合、目標値に＋ 3 するごとに飛距離を＋１メートルで

由がある場合、ＧＭは続けて［無防備状態］を続行してもよい。

不休状態
　休息、睡眠を取らないで活動し、心身に負担をかけていることを表
現するコンディション。
　ＧＭはキャラクターが十分な睡眠や休息を取らず、長時間行動して
いると判断したら、そのキャラクターが［不休状態］であると宣言して
よい。
　［不休状態］にはレベルがあり、受けるペナルティが変わる。

不休状態レベル１
　丸一日以上休息を取らずに活動をしているキャラクターに適用する。
　このコンディションになったキャラクターは、偉業特技を除くあらゆ
る特技のコストが倍になり、【ＭＰ】が現在値の半分（端数切り捨て）
になる。
　この不休状態は仮眠（Ｐ 271）を取るか、特技、魔法、アイテムの効
果でのみ回復する。
不休状態レベル２
　丸二日以上休息を取らずに活動しているキャラクターに適用する。
　レベル１の効果に加え、【ＭＰ】の最大値も半分（端数切り捨て）になる。
　この不休状態は充分な睡眠（Ｐ 271）を取るか、特技、魔法、アイテ
ムの効果でのみ回復する。
不休状態レベル３
　丸三日以上休息を取らずに活動しているキャラクターに適用する。
　レベル２の効果に加え、さらにあらゆる手段で【ＭＰ】を回復できな
くなる。
　この不休状態は快適な睡眠（Ｐ 271）を取るか、特技、魔法、アイテ
ムの効果でのみ回復する。
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仮眠
　キャラクターはどこでも、２時間以上の睡眠と休息を取った場合、仮
眠を取ったものとして扱われる。
　仮眠を取ったキャラクターは、【ＨＰ】が［【筋力基本値】÷２］（端
数切り捨て）点、【ＭＰ】が［【精神基本値】÷２］（端数切り捨て）点
回復する。
充分な睡眠
　キャラクターは寝袋やテント、二重以上の毛布などで６時間以上の睡
眠と休息を取った場合、充分な睡眠を取ったものとして扱われる。
　充分な睡眠を取ったキャラクターは、【ＨＰ】が【筋力基本値】点、【Ｍ
Ｐ】が【精神基本値】点回復する。
快適な睡眠
　キャラクターはベッドやきちんとした寝具、プライベートの確保でき
る環境でぐっすりと８時間以上の睡眠と休息を取った場合、快適な睡
眠を取ったものとして扱われる。
　快適な睡眠を取ったキャラクターは、【ＨＰ】が［【筋力基本値】×２］
点、【ＭＰ】が［【精神基本値】×２］点回復する。
睡眠の中断
　もしも夜襲などで睡眠を中断されてしまった場合、当然ながら睡眠の
質は低下する。
　そういった場合、ＧＭはキャラクターの睡眠の質を下げて【ＨＰ】、【Ｍ
Ｐ】の回復量を調節してよい。もちろん、回復できなかったとしてもよい。
　なお、回復の分量は確保できた睡眠時間などを目安にするとよい。

アイテムの補充
　セッション中、ＰＣはＧＭの許可を得れば、アイテムを自由に補充で
きる。ＧＭは適宜状況を鑑みて判断を下すこと。
　例えばＰＣが統治している街ならばアイテムは自由に手に入るだろう
し、荒野の真ん中ならば入手は無理だろう。
　なお、戦闘中はアイテムの補充はできないものとする。

きる。ただし最大【移動力】×２メートルとなる。
　また、登攀をする場合は〈力技〉で判定を行う。
　こちらの目標値も 10 となり、【移動力】メートルまで登攀を行える。
連続して登攀を行う場合は、一回ごとに目標値に＋ 2 すること。判定に
失敗した場合、落下ダメージを受けるが、同じ目標値の〈力技〉判定
に成功すれば落下する距離を半分として計算してよい。

水地での行動
　キャラクターが水地に入った場合、以下のような処理となる。

半水中行動
　キャラクターが膝以上を水に浸かっている場合。
　そのキャラクターはすべての判定のダイスが１個減る（最低１Ｄ）。
完全水中行動
　キャラクターが完全に水中に没している場合。
　そのキャラクターはすべての判定のダイスが１個減り、さらに【移動
力】が半分（端数切り捨て）となる。
　また水中では【筋力】の半分（端数切り捨て）ラウンドまでしか活
動できない。もしそれ以上の時間水中にいた場合、毎ラウンドのクリン
ナッププロセスに【筋力基本値】×２点の〈体内〉ダメージを受ける。

自然回復
　十分な休息はキャラクターたちの傷や気力を癒してゆく。
　ＧＭが充分な時間があると判断し、キャラクターが自然回復を行なう
ために睡眠と休息を取ったと宣言するなら、ＧＭは自然回復を認めても
よい。この際、シーンの演出を特に行なう必要はない（行なってもよい）。
　自然回復には睡眠と休息が必須であり、不眠不休で何らかの行動を
行なっている場合、自然回復は発生しない。
　そして自然回復による【ＨＰ】や【ＭＰ】の量には、その睡眠と休息
の質によってかなりの差異が生じる。以下にそれらについて解説しよう。
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分の白兵戦能力を存分に活かせるが、その分危険性が高い。
　また、フォワードを選択することによって使用できる特技が増える場
合もある。こちらについては下記「マスコン時の特技」を参照すること。
センター
　部隊の中心に位置し、部下たちに指示を飛ばすのがセンターである。
部下に守ってもらえるためキャラクターの安全性は高いが、その分各種
ボーナスの効果が落ちる。ポジションをセンターにした場合、部隊デー
タの能力修正、副能力修正が以下のようになる。

・能力修正をすべて－１する
・攻撃力修正を－５する
・ＨＰ修正に＋［部隊レベル×10］点する。
・防御力修正すべてに、＋［部隊レベル×２］点する。

マスコン時の特技

　マスコンは数十人規模の人間がぶつかり合う、大規模なものだ。従っ
て、特技の中にはマスコン時に使用ができるものとできないものがある。
　マスコン時にどの特技が使用できるかは、特技の「ＭＣ欄」に記述
されている。以下にＭＣ欄に書かれている内容を解説する。

ＭＣ：○
　その特技はマスコン時にも使用可能、という意味である。
ＭＣ：×
　その特技はマスコン時には使用できない、という意味である。
ＭＣ：ＦＷ
　その特技は、使用するキャラクターが部隊をフォワードで率いている
場合のみ使用できる、という意味である。

ＭＣ欄の無い特技
　ワークス特技やエネミー特技など、ＭＣ欄の無い特技は、基本的に
すべてマスコンで使用できるものとする。

　グランクレストの世界は、人と混沌の戦いだけではない。
　「ロードは他者のクレストを奪いとることで、自分のクレストを成長で
きる」という特性から、ロード同士の争いが絶えない。そしてロード同
士の争いは、必ず所持している軍勢同士の激突――つまり戦争となる。
　『グランクレストＲＰＧ』では、こういった数十人以上を動員する戦
闘にマスコン（マスコンバット／大規模戦闘）ルールを使用する。
　マスコンは通常戦闘ルールに、いくつかの要素を加えて処理をする。
　なお、その戦闘が通常戦闘か、マスコンかはＧＭが決定すること。

部隊

　『グランクレストＲＰＧ』のマスコンでは、キャラクターは皆部隊を率
いて戦うこととなる。キャラクターが部隊を率いると、部隊ごとに設定
された各種ボーナスを受けられ、部隊が修得している部隊特技（Ｐ214）
が使用できるようになる。
　なお、キャラクターが率いる部隊は１部隊までとなる。

ポジション
　部隊の率い方は二種類ある。これを「ポジション」という。ポジショ
ンはフォワードとセンターが存在する。
　キャラクターは、部隊を率いる時にフォワードかセンターのどちらに
するかを決めること。同じ部隊でもポジションによって受けられるボー
ナスが異なる。ポジションは戦闘中に切り替えることはできない。
　フォワード、センターは、それぞれＦＷ、ＣＴと表記される。
フォワード
　自らが部隊の先頭に立ち、率先して戦いに出るのがフォワードだ。自

国と国がぶつかれば、その軍
勢同士がぶつかることになる。
そうなれば国を挙げての戦争
だ。本章ではそういった大規
模戦闘ルールを解説する。

マスコンルール
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部隊崩壊状態
　もしマスコン中に士気が０以下になったら、そのキャラクターは［部
隊崩壊状態］となり、以下のペナルティを受ける。

・部隊の修正、ボーナスを受けられなくなる。ただしＨＰの修正は除く。
・部隊特技が使用できなくなる。
・あらゆる判定のダイスが 1 個減る（最低 1 個は振れるものとする）。
・与えるダメージがすべて－ 20 される（ダメージの最低は 0 とする）。
・攻撃によって受けるダメージがすべて＋ 20 される。

　部隊崩壊状態は士気が１以上になると解除される。
　なお、マスコン時に部隊を率いていないキャラクターは常に部隊崩壊
状態であるものとして扱う。

士気

　部隊とは人間の集まりである。彼らにも感情が存在し、時に戦いに高
揚し、時に死に恐怖する。そういった部隊の戦意、モチベーションを、『グ
ランクレストＲＰＧ』では「士気」として表現する。
　士気は部隊ごとに最大値が設定されており、マスコン時にはさまざま
な状況で上下する。そして士気が０になると、部隊は総崩れとなり、大
きなペナルティを課されることになるのである。

士気の変動
　士気はさまざまな形で変動する。以下にそれを解説する。
士気が下がるケース
　士気は下記の条件で下降する。士気は０を下回り、マイナスの値をと
る。士気が０以下になると、［部隊崩壊状態］（後述）になる。

・なんらかの要因で１点でもダメージを受けたら１点下がる。
・毎ラウンドのクリンナッププロセスごとに、登場しているキャラクター

は１点下がる。
・部隊特技は、使用に士気を消費する。なお、特技を使用して士気が

０以下になる場合、その特技は使用できない。
・その他、特技やアイテムの効果。
士気が上がるケース
　士気は以下の条件で上昇する。なお、士気は部隊に設定された最大
値を超えることはない。

・キャラクターはメジャーアクションで「士気回復」を選択できる。士
気回復を宣言すると、自分の部隊の士気が２上昇する。

・味方が敵を倒した（瀕死状態にした）場合、味方全員の士気が３上
昇する。なお、どのキャラクターが敵で、どのキャラクターが味方で
あるかはＧＭが判断すること。一度の攻撃で複数の敵を倒した場合、

［３×倒した敵の数］だけの士気が一度に回復する。
・その他、特技やアイテムの効果。

　軍勢を伴ってドラゴニュートの隠れ家
に進軍するロードたち。ついに激突とな
る。

ＧＭ：マスコンでは、部隊を率いて戦っ
てもらうことになる。
君主くん：私は騎馬兵を率いている。な
にやら数値にボーナスを得ているな。
申し子ちゃん：私は盾兵です。部隊を率
いると、ある程度強くなるのです。
ＧＭ：では最初の行動だけれど、こちら
の暗殺部隊が早いかな。
君主くん：いかにも素早そうなものたち
だな。
ＧＭ：では、彼らは申し子ちゃんに近づ
いて攻撃をしよう。（互いにダイスを振っ
て）命中したね？　ではダメージは〈武
器〉27点。
君主くん：強いな……！
申し子ちゃん：大丈夫です。部隊統率の

君主への道　～マスコン～
ポジションはセンターです。
君主くん：センターとは？
申し子ちゃん：兵の中心で部隊を率いる
方法です。より防御型の率い方ですね。
もうひとつがフォワード。兵の前に立っ
て、部隊を率いる方法です。
君主くん：私はフォワードというわけだ
な。なるほど、攻撃寄りだ。
ＧＭ：申し子ちゃんはダメージを受けた
ね？　では士気を１点減らしておいて。
申し子ちゃん：残り士気は４点になりま
した。
君主くん：０になるとまずいのだな。
申し子ちゃん：はい。０になると部隊の
ボーナスが失われ、ペナルティが適用さ
れます。
ＧＭ：これを０にしないように戦うのが
マスコンだよ。士気は主に、相手の部隊
を撃破することで回復する。
君主くん：了解だ。わかりやすい！


