シナリオ：戦乱を望むモノ

シナリオ情報

この文章は、
『グランクレストＲＰＧ』のシナリオである。これは、ルー
ルブック１付属のシナリオ同様、
『グランクレストＲＰＧ』を初めて、あ
るいは２、３回目に遊ぶ際に用いるのに適した内容となっている。
本シナリオでは、大規模な戦闘が行われるため、マスコンルールを
使用する。
本シナリオをプレイする際には、ＧＭであるあなた以外に、３～４人
のプレイヤーが必要である。また、プレイ時間は、４～５時間程度を想
定している。
プレイヤー人数：３～４人
プレイ時間：４～５時間
バックストーリー

『ＰＣ①』家とリオナス家は、隣接する君主同士である。
かねてより折り合いが悪く、ついに６年前、リオナスの当主ルグランは、
『ＰＣ①』領に侵略戦争を仕掛けた。
『ＰＣ①』
家の当主アルバートは、
これを撃退。
ルグランもアルバートも、
その際の傷がもとで世を去った。
アルバートの「我が死と共に、
長き遺恨もまた死ぬ」との遺言を受け、
跡を継いだ『ＰＣ①』と、ルグランの長女ウルスラは両家の争いに終止
符を打つ。
だが、ウルスラの心には、父を止められなかったという後悔や、
『Ｐ
Ｃ①』への劣等感などが、深く静かに眠っていた。
そこに混沌投影体、アビス界の悪魔「黒衣の騎士ザイフリート」が
目をつける。彼女の精神に憑依し、戦争を起こさせようというのだ。
戦と、それによってもたらされる死は、ザイフリートにとって欠かせ
ないエネルギー源である。
魔軍を率いて攻め込んでくるウルスラ＆ザイフリートを撃退し、彼女
を正気に戻すことができればシナリオ終了となる。
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トレーラーとハンドアウト

Ｐ 4 に掲載されているのは、本シナリオのトレーラーとハンドアウト
である。
キャラクター作成を行なう前に、Ｐ 353 をコピーしてプレイヤーに配
布し、トレーラーとハンドアウトを読み上げること。
その後、各プレイヤーが、どのハンドアウトのＰＣを担当するか決定
する。この際、プレイヤーの要望は尊重してよいが、最終的には、ＧＭ
が決定すること。
プレイヤー人数が３人の場合、ＰＣ④を省略するとよい。
なお、
「クイックスタート」の項目にある（Ｒ１ P36）というのは、
「ルー
ルブック１（＝Ｒ１）の 36 ページ」を意味する。
キャラクター作成

ハンドアウトの配分が完了したら、キャラクター作成を行なう。
本シナリオでは、クイックスタート（R1 Ｐ 29）でのキャラクター作
成を想定している。推奨されるサンプルキャラクターについては、各ハ
ンドアウトに記載されている。
ＧＭが許可した場合、コンストラクションでのキャラクター作成を行
なってもよい。その場合も、ハンドアウトに記載された推奨クラスは守
ること。また、参加者のうち、ひとりでも『グランクレストＲＰＧ』を初
めて遊ぶ場合、全員がクイックスタートで遊ぶことを推奨する。
セッション準備

キャラクター作成が終了したら、
「レコードシートの記入」
「キャラク
ター紹介」そして「ＰＣ間因縁の取得」を行なう（R1 Ｐ 229）
。
この時、ＰＣ①はＰＣ②の因縁を、ＰＣ②はＰＣ③の因縁を……と、
ＰＣ番号順に取得すること。
ＰＣ①→ＰＣ②→ＰＣ③→ＰＣ④→ＰＣ①
ＰＣが３人の場合は、ＰＣ③はＰＣ①の因縁を取得する。
以上の準備が終了したなら、メインプレイへと進む。
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トレーラー
ふたつの家があった。
かつての遺恨を捨て、友情で結ばれたふたりの君主。
だが、その絆に、平和に、混沌の影が迫る。
黒衣の騎士ザイフリート。
死と戦の魔人は、いかなる惨劇を望むのか。
グランクレストＲＰＧ
「戦乱を望むモノ」
混沌（カオス）を治め、聖印（クレスト）に到れ。

PC①用ハンドアウト
因縁：ウルスラ・リオナス
推奨クラス：ロード

推奨感情

メイン：友情／サブ：任意

クイックスタート：剣の君主（R1 Ｐ 36）

かつて、キミの家と隣領リオナス家は争い合う間柄だった。
その争いも５年前に両当主の相討ちという形で幕を閉じ、跡を継いだキミとウルスラ─前
当主のひとり娘─は、今では穏やかな敬意と友情で結ばれている。
そんなある日、キミの元をウルスラが訪ねてくるのだった。

ＰＣ②用ハンドアウト
因縁：ＰＣ①

推奨クラス：メイジ

推奨感情

メイン：好奇心／サブ：任意

クイックスタート：風炎の申し子（R1 Ｐ 38）

キミはアカデミーに所属する魔法師だ。
この度、とあるメイジの引退に伴い、『ＰＣ①』という君主の元に派遣されることとなった。
初仕事は、その領地近辺で発生した混沌災害の撲滅だ。
混沌投影体の名は “ 黒衣の騎士ザイフリート ”。
これ以上の凶行はアカデミーの名にかけて防がねばならない。

ＰＣ③用ハンドアウト

因縁：黒衣の騎士ザイフリート 推奨感情
推奨クラス：アーティスト

メイン：憎悪／サブ：任意

クイックスタート：永遠の戦士（R1 Ｐ 40）

キミは流れで混沌退治を請け負う傭兵数人を率いる邪紋使いだ。
今回、アカデミーに雇われて『ＰＣ②』と共に混沌災害に対処することとなった。
対象となる投影体の名は、黒衣の騎士ザイフリート。
かつて戦ったが、逃した敵。今度こそ、ヤツを仕留めるのだ。

ＰＣ④用ハンドアウト
因縁：ダイダロス老

推奨クラス：アーティスト

推奨感情

メイン：友情／サブ：任意

クイックスタート：荒ぶる獣（R1 Ｐ 50）

キミは『ＰＣ①』家の食客として働く邪紋使いだ。
『ＰＣ①』家に長年仕えてきた老魔法師・ダイダロスとは、年が離れているにもかかわらず、
妙に気が合い、友人と呼べる間柄だった。その彼も、まもなく引退する。
彼に代わり、領地を悩ます混沌災害に立ち向かわねばならない。
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メインプレイの進行

シーン１：黒衣の騎士と白銀の騎士
登場ＰＣ：ＰＣ①、ＰＣ④ 混沌レベル：３
解説１

『ＰＣ①』の執務室へ、
『ＰＣ④』を伴ってダイダロス老がやってくる。
彼は、投影体の出現と、今回の事件を最後に引退することを告げる。
投影体の被害は以下のとおり。
・黒衣の騎士が、夜な夜な出没し、人の命を刈り取って行く。
・必ず複数の人間がいる場所に出現し、皆殺しにする。
・これまでの被害は、領民 10 人、商人のキャラバン一隊（10 人）
。
ダイダロス老との会話が一段落したら解説２へ。
描写１
キミの執務室から、城下の風景が見える。
城を出て、なだらかな丘を下った先に、十数戸の家からなる集落が
ある。その周囲には農耕地が広がり、少し離れて東の丘の空に炭焼小
屋の煙が立ち上る。流れる川は皆の喉を潤し、作物を育て、そして水
車小屋の粉挽き機の原動力でもある。働く村人たちの活気に溢れた表
情は、支配者の手腕が優れていることの証だ。
そこへ、キミの家に仕えてきたダイダロスがやってくる。
ダイダロス「
『ＰＣ①』様。先頃、領内を騒がす混沌災害について、あ
る程度の情報が集まりましたぞ」
ダイダロス「先代から仕えてきたワシも、もうすっかり老いぼれました。
以前から話していたとおり、この案件を最後に、お暇をいただきたい。
アカデミーからは、
『ＰＣ②』というメイジが派遣されます」
（引き止める、
あるいはねぎらいの言葉に）
「もう若い者の時代じゃよ。
『Ｐ
Ｃ①』様、あなたならば、この領地に、そしてより広大な土地に秩序を
もたらせるじゃろう」
（
『ＰＣ④』に）
「ワシはもう戦場に赴く体力はない。
『ＰＣ④』様のこと、
よろしく頼むぞ。この方は、お前の技を捧げ仕える価値のあるお方だ」
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解説２

従僕がウルスラの来訪を告げる。彼女は、自領内にも混沌による被
害が出たことを述べると共に、派遣した討伐隊が深追いの結果、越境し、
事前通告無しに『ＰＣ①』領にまで入り込んでしまったことを謝罪する。
なお、討伐隊からの連絡は途切れている。
その後、ウルスラは、協力を申し出る。彼女に回答したら結末へ。
描写２
従僕がやってきて、来客を告げる。あのウルスラ・リオナスがやって
きたのだ。颯爽たる様子で入室し、事情説明を始めた。
ウルスラ「久しいな、
『ＰＣ①』！ おお、
ダイダロス殿と『ＰＣ④』殿もか」
ウルスラ「実は、我が領内に混沌が出た。討伐隊を送ったのだが……
深追いし、君の領地にまで踏み込んでしまったようなのだ」
ウルスラ「貴公の領地でも同様の混沌災害が起こっていると聞く。協
力させて貰えないだろうか。こちらからは食糧を提供する」
結末

ウルスラは、連れてきた部下に命じ、大量のイノシシ肉と良質なワイ
ンを『ＰＣ①』に提供した。
料理が趣味のダイダロス老は、その素材を見て「腕がなりますな」
と喜んでいる。今宵の晩餐は、賑やかなものになりそうだ。

ウルスラ・リオナス
「やぁ、ＰＣ①！ 久しぶりに模擬試合をやらないか？」
リオナス家当主にして、３つの村を領有する女性。年齢は 22
歳で、クラスはロード／パラディン。
長い白銀の髪と白い鎧がよくマッチした長身の美女。やや思い
つめすぎる点はあるが、誠実で有能である。ＰＣ①のことは同世
代の大切な友人と考えている。
亡父ルグランから受け継いだ槍と盾を愛用している。
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シーン２：災厄を追え
登場ＰＣ：ＰＣ②、ＰＣ③ 混沌レベル：１

シーン３：晩餐の出会い
登場ＰＣ：全員登場 混沌レベル：３

場所は、魔法師協会の本拠地エーラム。その会議室に、
『ＰＣ②』は
呼び出される。そこには、40 代半ばの厳格そうな男性メイジが待って
いる。彼は『ＰＣ②』の所属する一門の先達であり、同じ一門であるダ
イダロスの後を引き継ぐように言ってくる。そして発生が確認された投
影体を討伐せよ、とも。
アカデミーからの支援として、類似する混沌災害に関する報告書と、
護衛のためのアーティスト『ＰＣ③』が与えられる。
描写
エーラム。魔法師協会の一室に、
『ＰＣ②』は呼び出された。

ウルスラが来た日の晩餐時。
『ＰＣ②』と『ＰＣ③』が到着する。
皆で食卓を囲みながら、互いの紹介を行なうと良いだろう。特に、個
人的趣味で厨房に采配を行っているダイダロス老は、食事仲間が増え
ることを大いに喜ぶ。
会食が終わるタイミングで、
『ＰＣ①』の家に仕える密偵が報告にやっ
てくる。密偵は、ザイフリートらしき姿を、領内の僻地にある “ ペルム
遺跡 ” で確認したことを報告する。ＰＣたちが出立を決意したら結末へ。
描写
その日の晩餐は豪勢なものとなった。ウルスラが持ち込んだ食材と、
ダイダロス老の手腕により、素晴らしい美味が生み出されたのだ。
そして、さらに新しい客人『ＰＣ②』と『ＰＣ③』もやってきた。
しばし会話に花が咲き─そして、その終わりに、
『ＰＣ①』の元
に密偵がやってきた。

解説

メイジ「来たか。君は実に……ふむ、優秀な生徒だった。そしてこれ
よりは、優秀なメイジとしてロードに仕え、混沌災害に対処してもらう。
仕えるロードは『PC ①』様。ダイダロス老の後を継ぐ形だ」
メイジ（
『ＰＣ③』を紹介しながら）
「
『ＰＣ③』だ。この度発生した混
沌災害の中心となっている投影体との交戦経験があるというので招聘
した」
メイジ「対象は “ 黒衣の騎士ザイフリート ”、アビス界の投影体だ。戦
いを煽り、多くの血を流させることを目的とした、危険な存在……との
ことだ」
メイジ「
『ＰＣ③』の傭兵部隊は、ザイフリートに対峙した途端、同士
討ちで甚大な被害を受けた。精神操作能力があるものと思われる」
メイジ「こちらに類似する投影体の資料を用意した。事件解決後に返
却するように」
「では、行ってくれたまえ。君の主君が、善き資質持つ者であることを
願う。少なくとも、評判はいい。あとは、自分の目で確認しろ」
（
『ＰＣ③』に耳打ちする）
「……『ＰＣ②』を頼む。能力は素晴らしいが、
まだまだ経験不足だ。あなたのフォローが必要だ」
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解説

密偵「お食事中失礼いたします。
『ＰＣ①』様、例の混沌案件について
ですが……」
密偵「ここより馬で半日離れた場所、ペルム遺跡に、混沌が潜んでい
るものと思われます。私ではそれ以上近づくのは危険と判断したために
引き上げてまいりました」
ダイダロス「ふむ。混沌は、いつまでそこにとどまっておるかもわかり
ませぬ。慌ただしくなりますが、今すぐにでも向かうべきでしょうな」
結末

キミたちは立ち上がり、出立の準備を始めた。
目指すは、ペルム遺跡。
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プレッジシーン１
ここまでですべてのＰＣが合流し、目的を共有することとなる。
最初のプレッジシーンを行なうこと。
主にＰＣ間での新たな因縁の取得と、混沌投影体（ザイフリート）討
伐に関わる誓いを立てると良いだろう。

描写２

悲鳴のした方を見ると、今まさに、漆黒のオーラを纏った騎士ザイフ
リートが、ウルスラの兵士の生き残りを斬り殺したところだった。
ザイフリートは、キミたちに目を向けると剣を掲げ、底冷えのする声
で宣言した。

シーン４：黒衣の騎士
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：４

ザイフリート「……死ぬがよい」

密偵が報告した場所（ペルム遺跡）へと到着するＰＣたち。そこには、
ウルスラの兵士たちの死体が転がっている。目標値 10 の〈知覚〉判定
を行なうこと。成功した者は、傷跡から類推するに、彼らが互いに争い、
斬り合って死んだものとわかる。
その直後、断末魔の悲鳴が聞こえる。
描写１
馬を飛ばし、ペルム遺跡に辿り着いた。
崩壊した石柱、ところどころ剥がれた石畳。かつての繁栄は、面影
を残すのみ。
そこかしこに、兵士の遺骸が転がっている。その数は 10 体ほど。

結末

解説

突如、キミたちの心に凶暴なモノが膨れ上がる！

インプは倒したものの、ザイフリートは闇に溶けこむようにして消え
てしまった。
今は城に戻り、次の案を練るべきだろう。

シーン４戦闘配置図
戦闘解説

ウルスラ「そんなっ！ あれは、私の……兵たちだ……！」

インプは A、B が《魔力の矢》で、C、
D が《ひっかき》で PC を狙う。特にイ
ンプ同士で連携を取っているわけではな

解説２

ザイフリートが出現し、攻撃を仕掛けてくる。ＰＣ全員は目標値 10
の
〈意志〉
判定を行なうこと。
失敗すると、
仲間への攻撃衝動が沸き起こっ
て精神的に消耗するためＭＰを２Ｄ失う（攻撃衝動は抑え込める）
。成
功した場合は、不快感を覚えるがなんともない。
同時に、ＰＣたちの周囲にインプ（
『ルール１』P342）が五体出現し、
ＰＣたちに襲いかかってくる。うち一体はウルスラとの戦闘に突入する
ため、ＰＣたちが相手にするのは事実上四体である。
インプたちを全滅させたら結末へ。
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いので、ターゲットはランダムに選ぶとよ
インプ A インプ B

いだろう。
プレイヤーによっては、これが初めて
の戦闘になる。その場合、ＧＭは戦闘シ
ステムについて解説を挟みつつ、戦闘を
行うとよいだろう。

インプ C

PC たち インプ D

なお、プレイヤーが 3 人の場合、イン
プを 1 体削除すること。
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シーン５：無言の帰路
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３

シーン６：騎士の行方
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３

一行は、一度館に戻る。ウルスラは、沈痛な面持ちで『ＰＣ①』の
城を辞去する。彼女は己の無力を咎め、
数年前、
自らの父親が野心に狂っ
て倒れていくのを止められなかったことを思い返して悔やむ。
なお、
「ウルスラが危ないので送っていく」とＰＣの誰かが希望した
場合、その慎重さを褒めつつ、以下の情報を与えること。
・ウルスラが出立するのは昼間、ザイフリートが出ない時間帯である。
・送った場合、次の調査シーン一日目にそのＰＣは参加できない。
ウルスラとの会話を終えたら、結末へ。
なお、ウルスラの護衛を行った場合、兵士の死体を回収した後、無
事に彼女をリオナスの城にまで送り届けることができる。
描写
『ＰＣ①』の居城へと戻った。ウルスラは荷馬車を借り、兵士たちの
遺体を回収してから自領に戻るつもりだという。

ここでは黒衣の騎士を追うシーンとなる。ここでは「資料調査」と「捜
索」の判定を行なうことになる。それぞれの判定には一日を費やすため、
どちらか片方について判定を行った者は、もう片方の判定を行なうこと
はできない。
「資料調査」のためには、
目標値 14 の〈混沌知識〉判定を行なうこと。
この判定は、特にメイジである『ＰＣ②』が能力値的に最も成功の可能
性が高い。また、
天運を使用することで、
成功の確率を高められるだろう。
誰かひとりでも成功した場合、以下の情報を得る。
「捜索」については
解説２を参照。

解説

ウルスラ「私は一度、彼らを連れ帰り、弔ってやらなければならない」
ウルスラ「……また、命が失われることを止められなかった。かつて、
我が父が無謀な野心に狂い、そして君の父君に討たれた時と同じだ」
ウルスラ「言っておくが、君の父君のことも、君のことも、恨んではい
ないぞ。我が父は、その行いに相応しい報いを受けたのだ」
（何か励ます）
「ありがとう、
『ＰＣ①』
。君の言葉には、心を明るくする
力があるな。君にならばいずれ私の聖印を捧げてもいいかもしれん」
ウルスラ「諸事済ませたら、私は戻ってくる。もっとも、君たちならば、
すぐに黒衣の騎士は討伐できるだろうがな」
結末

ウルスラを見送りながら、ダイダロス老が話しかけてきた。

ダイダロス「ウルスラ殿は仕方ありますまい。なんとしても黒衣の騎士
を倒さねばなりませんな。さらに調べてみる必要がありましょう」
11

解説１

・黒衣の騎士ザイフリートとは、アビス界に住む悪魔の一種族。戦争に
よって生まれる負の感情を喰らう。人間を乗っ取って行動し、鎧が本
体である。
・乗っ取るのは生者でも死者でも構わない。死者は操りやすいが力に劣
り、生者は操り難いが力に優れている。
・乗っ取って力を振るうのは時間制限がある。力が衰えてきたらまた新
しい依り代を探す。
・新しい依り代に移っても、古い依り代は残った力でしばらく動く。
描写１
『ＰＣ②』が協会から与えられた報告書や、
『ＰＣ①』の領内で得ら
れた現地情報などを元に、キミたちは調査を続ける。
解説２
「捜索」のためには、目標値 13 の〈知覚〉判定を行なうこと。全員
失敗したら、
領内の民や旅行者に１Ｄ人の被害（すべて同士討ちである）
が出る。この判定は、成功するまで行なうこと（再挑戦のたびに一日経
過）
。経過日数が増えるほど、
最終戦闘の状況がＰＣにとって不利になる。
このことは、判定を行なう前に全員に説明すること。
誰かひとりでも成功したら、ザイフリートを発見できる。このザイフ
リートはエキストラであり、宣言だけで倒せる。倒すと、鎧と兜がボロ
12
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ボロと砕け散り、
中からは『ＰＣ③』の部下だった傭兵の死体が現れる。
彼は、以前ザイフリートと戦った時、唯一、ザイフリート自身の手で殺
害された人物だったことを思い出す。結末へ。
描写２
領内を巡り、黒衣の騎士ザイフリートの痕跡を辿る。一刻もはやく見
つけ出さねば、被害は拡大する一方だ。
その執念は実を結び、キミたちは、山中の洞窟に潜むザイフリートを
発見することに成功した。
戦闘は呆気なく終わり、
ザイフリートは倒れる。
砕けた鎧兜の下から現れたのは、かつて『ＰＣ③』に従い、そして
ザイフリート自身の手で殺害された傭兵の死体だった。
結末
倒したザイフリートは、抜け殻だった。本当のザイフリートは、新た
な依り代に乗り移っていたのだ。それはつまり─

シーン７：うごめく闇
登場ＰＣ：なし
解説

ウルスラがザイフリートに憑依されるシーン。マスターシーンであり、
ＰＣは登場できない。描写を読み上げたら、次のシーンへ。
描写
リオナスの城、地下。
そこには、幾人もの兵士の以外が安置されていた。ウルスラはひとり
ひとりの手を握り、涙を流しながら「すまない」と謝罪する。
彼女の背後で、ゆっくりと遺骸のひとつが起き上がる。それは、ザイ
フリートに殺害された兵士だった。手に持った剣を、ウルスラの背に突
き立てた。

シーン８：風雲、急を告げる
登場ＰＣ：
「捜索」に向かったＰＣ 混沌レベル：３
解説

シーン６の直後から始まる。ザイフリートの抜け殻である死体が口を
開き、語り始める。このザイフリートは残留思念に過ぎず、会話を終え
たら消滅する。
ザイフリートが喋り終えると、ダイダロス老が放った密偵が現れ、リ
オナス領の異変を告げる。
『ＰＣ②』がいる場合、そのタクトを通じて
ダイダロス老から直接連絡が入る。城に戻ることを決意したら、
結末へ。
描写
突如、死体の顎ががくがくと動き出し、おぞましい音声を発し始めた。
ザイフリートの残留思念が、死体を操って声を出させているのだ。
ザイフリート「ガガガッ……今しばらく隠れていたかったが、悟られた、
か。我が秘密に迫る貴様らを滅ぼすとしよう。新しい、優れた依り代
が手に入ったばかりだ……」
ザイフリート「戦、だ。さらに戦を起こすのだ……！」
不吉な言葉を残し、死体は再び沈黙した。もう混沌の気配もない。
そこへ、新たな気配。
『ＰＣ①』の家に仕える密偵だった。
密偵「見つけましたぞ。皆様、一大事です。ダイダロス様によると、リ
オナス領に大規模な混沌災害が発生した模様。一刻も早くお戻りくだ
さい！」
結末

いかなる異変が起こったのか。まずは城に戻って現状を確認せねば
なるまい。

ウルスラ「ぐっ !? な、なぜ……？ いや、これは……なんて冷たい
……。そうか、
『ＰＣ①』
、こいつは、こいつが、ザイフリート……！」
ウルスラの肉体を、黒い闇が覆い、それは禍々しい鎧と化した……。
13
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シーン９：魔軍の進撃
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説

『ＰＣ①』の居城で、全員が現在の状況を確認するシーン。ダイダロ
スによる報告は以下のとおりである。
・ウルスラが魔族の軍勢を伴って、こちらに侵攻を開始した。どうやら
ザイフリートに乗っ取られたものと思われる。
・ウルスラが率いているのは、召喚されたインプ、操られているリオネ
ス民、そして混沌災害により死んだ者たちからなる亡者部隊である。
・軍勢の規模は大きく、こちらも軍勢を率いて戦う必要がある。
ウルスラについては、シーン６で消費した時間により、ダイダロスの
回答が変化する。
・２日以内：ザイフリートは乗っ取った相手の生命力を食う。ウルスラ
が乗っ取られてから間がないため、ザイフリート本体、つまり鎧を破
壊すれば、ウルスラと領民は解放できる。
・３日以上：ザイフリートに生命力を喰らいつくされ、死亡している。
ザイフリート本体、つまり鎧を破壊すれば、領民は解放できる。
戦いを決意したら、結末へ。
描写
居城に戻ったキミたちを、緊張の面持ちでダイダロスが出迎えた。

平原を舞台とした決戦。ＰＣの部隊は以下の通り。
・レベル１騎馬兵（
『ルール 1』Ｐ 211）×１
・レベル１盾兵（
『ルール 1』P211）× 1
・レベル１傭兵（
『ルール１』P213）× 1
・レベル１弓兵（
『ルール１』P212）× 1
ウルスラは、
『ＰＣ①』の姿を認めると、獣じみた咆哮を上げる。ザ
イフリートはこの地で死んだウルスラの父親の怨念、そしてウルスラ自
身が心の底に抱いていた
『ＰＣ①』へのわだかまりに引き寄せられてやっ
てきた、と告げる。その後、マスコンに移ること。
ザイフリートを倒したら戦闘は終結する。結末へ。
描写
彼方より、魔の軍勢がやってくる。先頭に立つのは、禍々しい闇の鎧
に身を包んだロード・ウルスラ。その眼差しは、暗い炎に彩られている。

ダイダロス「まずいことになりました。ウルスラ様はすでにザイフリー
トに乗っ取られているようです」
（２日以内）
「しかし、まだ助けられる可能性はありますぞ。ウルスラ様
はロード。混沌に抵抗する力をお持ちです」
（３日以上）
「気づくまでが遅すぎました。ウルスラ様は、もう……」
ダイダロス「ザイフリートを倒せば、操られているものたちは解放でき
ます。どうか、両国の危機をお救いください」

ウルスラ「父の仇だ……我が槍に……貴様の首を……」
（ザイフリートの声で）
「こやつは、心の底に……怨念を、飼って、いた。
そしてこの地、には、こやつの、父の怨念が。それが我を招いた」
（
『ＰＣ①』が最初の一撃を加えた）
「……『ＰＣ①』？ 君、なのか
……？ 私を、殺せ！ 愚かな私を、混沌の怪物ごと殺せっ！」
（ザイフリートに戻る）
「こいつは、お前に嫉妬し、そして対抗意識を持っ
ていたのだ。我にとって、実に煽りがいのある炎であった！」

結末

敵軍は、キミたちを飲み込まんと進軍を続けている。これを放置すれ
ば、
領民にも被害が及ぶだろう。
もはや選択の余地はない。
戦の始まりだ。
15

プレッジシーン２
ウルスラを救う、戦に勝利するなどといった誓いを共有すると良いだ
ろう。
シーン 10：決戦
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：５
解説

結末
ザイフリート「我が、ここにて果てるのか……!? グァァァァァッ！」
ザイフリートの死により、
人々は正気に戻った。
キミたちは勝ったのだ。
16

シナリオ：戦乱を望むモノ

シーン１０戦闘配置図

ウルスラ＝ザイフリート
種別：混沌／悪魔

出身世界：アビス

レベル： 6
リオネス弓兵

【筋力】15／7
〈重武器〉
３
【反射】12／4

インプの軍勢 A

インプ兵の軍勢 C

インプ兵の軍勢 B

PC たち

下がる。

【知力】10／3
【精神】15／5
〈意志〉
３、
〈聖印〉
３
【共感】12／6
ＨＰ： 130

ＭＰ： ８

行動値： 10

移動力：４

攻撃：愛用の槍
射程：０Sq
命中３Ｄ＋7
攻撃力
〈武器〉
3Ｄ＋15
防御力 武器 10 炎熱 5 衝撃 8 体内 ０

戦闘解説
この戦闘はマスコン（
『ルール１』Ｐ
272）
によって処理される。部隊のデータ、

“ 黒衣の騎士 ” ザイフリート
「より多くの戦いを、より多くの死を……

アビス界に住まう悪魔。戦争を引き起

霊馬の疾走》を使用し、なるべく多くのＰ

こし、それによって発生する絶望や怒り、

Ｃを巻き込むように攻撃する。その際、イ

死を吸収し、糧にする。より大きな戦を

ンプの軍勢を巻き込んでも構わない。
《呪

呼ぶために、咆吼を聞いた者の理性を奪

われた炎》はシナリオ１回の切り札のため、

い、戦いに駆り立てるという能力を持って

２ラウンド以降に使うとよいだろう。

いる。

リオネス弓兵は理性を失っているため、

漆黒の鎧と髑髏を模した兜を付けてい

ランダムに攻撃する。士気が０になると

るが、実はこちらの鎧兜の方が本体であ

撤退することをＰＣに伝えること。

り、着ている人物はザイフリートに乗っ

インプの軍勢はザイフリートの指示の

取られた犠牲者にすぎない。これもまた、

元、もっともＨＰの弱いＰＣに攻撃をする。

大きな戦を呼ぶために得た悪魔の能力で

なお、プレイヤーが３人の場合、イン
プの軍勢を 1 体削除すること。
ザイフリートを倒せば戦闘は終了。

きゅうへい

動する。その移動経路にいるキャラクター
全員に白兵攻撃。命中3D＋10。
〈武器〉
６D
＋15点のダメージ。
《呪われた炎》
：マイナー。
そのプロセス中、
ダメージ属性を
〈炎熱〉
に。
１シナリオ1回ま
で使用できる。
解説：ウルスラの体を乗っ取ったザイフリー
ト。ウルスラの能力を一部使用できる。

ぐんぜい

リオネス弓兵

インプの軍勢

種別：人間
レベル： ２
ＨＰ：40
行動値：12

種別：混沌
レベル： 2
ＨＰ：25
行動値：7

ある。
なお、乗っ取った者の能力も一部では
あるが使用できる。

出身世界：アトラタン
士気：３
移動力：３

防御力 武器 8 炎熱 4 衝撃 2 体内 0
リアクション：11
特技
《戦乱熱狂》
：常時。黒衣の騎士によって操ら
れていることを表し、士気が０になったら撤退
する。撃破扱いでPCの士気が回復する。
《狂乱の矢》
：メジャー。射程4Sqの単体に射撃
攻撃。命中３D＋8。
〈武器〉
４D＋15点のダメー

出身世界：ディアボロス
士気：４
移動力：２

防御力 武器 4 炎熱 1 衝撃 3 体内 ０
リアクション：11
特技
《飛行能力》
（Ｐ335）

《軍勢ひっかき》
：メジャー。射程0Ｓｑの単体
に白兵攻撃。命中3D＋8。
〈武器〉3D＋12点のダ
メージ。
《魔力の矢掃射》
：メジャー。射程２Ｓｑの単体

ジ。

に射撃攻撃。命中3D＋6。
〈武器〉3D＋10点のダ

解説：ザイフリートの能力で操られ、戦乱を

メージ。

望む兵士。理性は失われている。
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《亡霊馬の疾走》
：メジャー。直線に３Sq移

さぁ、死ぬがよい！」

士気の増減などに注意すること。
戦闘では、
ウルスラ＝ザイフリートは
《亡

《戦乱の咆吼》
：セットアップ。PC全員に
〈意志〉判定目標値10。失敗すると士気が１

【感覚】8／2
ウルスラ = ザイフリート

特技
《防壁の印》
２
（
『ルール１』
Ｐ86）

解説：インプの軍勢。統率はとれていない。
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シーン 11 －Ａ：別れ
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３

シーン 11 －Ｂ：新たな関係
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３

ザイフリートに勝利したが、ウルスラが助からなかった場合のエン
ディング。
最後に残った力でウルスラは『ＰＣ①』に謝罪し、リオナス領の後事
と、自分の聖印を託す。
描写
戦いは終わった。
あとに残されたのは、
余命いくばくもないウルスラの身体。ザイフリー
トの呪縛から解き放たれ、彼女の瞳は気高い輝きを取り戻していた。

ザイフリートに勝利し、ウルスラも助かった場合のエンディング。
ウルスラは『ＰＣ①』に謝罪し、己の心の弱さを深く恥じる。そして
彼女は、
『ＰＣ①』に己の聖印を差し出し、従属を申し出る。受けるか
受けないかは自由である。受けなかったとしても、ウルスラとリオナス
領は、
『ＰＣ①』に変わらぬ友情を保つこととなる。
描写
戦いは終わった。
ウルスラは衰弱してはいるものの、一命を取り留めることができた。
だが、双眸からは涙を流し、己の弱さを悔いている。

解説

ウルスラ「ああ、酷い夢を……見た……。だが、
『ＰＣ①』
、君のお蔭で、
救われたようだ……すまなかった……」
ウルスラ「無念、だな。だが、償うための時間は、もう、残されていな
い……ようだ……」
ウルスラ「リオナス領は、君に……任せたい……。どうか、今度は本当
の平穏が……訪れますように……頼んだよ、
『ＰＣ①』
」
そして、ウルスラは息を引き取った。彼女の体から光が生まれ、聖
印の形をとる。そしてそれは、
『ＰＣ①』の聖印と融合し、ひとつになっ
ていく。
信頼できる友にすべてを託したという安心感からか、ウルスラの死に
顔は安らかだった……。
結末
かくして『ＰＣ①』は、友を失い、代わりに新たな領地を得た。
彼女の遺志を継いで、旧リオナス領を庇護し、繁栄させるのは君の
役目だ。

19

解説

ウルスラ「ああ、酷い夢を……見た……。
『ＰＣ①』
、君たちにはとてつ
もない迷惑をかけてしまった……このように愚かで醜い心の持ち主に、
君主たる資格などない……」
（励ました）
「ああ、
やっぱりだ。君の言葉は、
私の心を明るくしてくれる」
「
『ＰＣ①』
。私の聖印を受け取ってはくれないか？ 君の元でなら、私
はやり直せる。真に強い君主への道を歩める気がするんだ」
（受け入れる）
「我、ここに誓う。ウルスラ・リオナスは、
『ＰＣ①』の聖
印の輝きに、剣と盾と心を捧げんことを。
『ＰＣ①』
、我が主よ」
（受け入れない）
「フフ、厳しいな。だが、それでいいのかもしれん。今
はまだ、君に頼ってしまうだけだろうから。だが、私が強さの意味を見
いだせた時……そのときは、嫌でも私の聖印を受け取ってもらうぞ。我
が未来の主よ」
結末

かくして『ＰＣ①』は勝利し、同時に、友の命と心とを救った。
ウルスラ・リオナスは、騎士として『ＰＣ①』に忠誠を誓う。それは、
終生、違えることはないだろう。

20

シナリオ：戦乱を望むモノ

シーン 12：老魔術師、去る
解説

ダイダロスが改めて隠居を決意し、アカデミーへと戻るシーン。
『ＰＣ②』
『ＰＣ③』には改めて『ＰＣ①』への協力を、
『ＰＣ④』に
はこれまでの友情について礼を述べる。
描写
一週間後。
戦の後の整理を終え、ダイダロス老がアカデミーへと戻る日が来た。

アフタープレイ
アフタープレイの処理を行うこと。
シナリオの勝利条件は「ザイフリートを倒した：５点」
「ウルスラを
助けた：５点」となる。
エネミーレベルの合計÷ＰＣの人数は、プレイヤー４人ならばひとり
4 点、プレイヤー３人ならばひとり５点となる。
取得カウントは 800 点となる。
なお、ウルスラの従属を受け入れた、あるいは彼女が死亡してその
聖印を継承した場合、追加で 100 点のカウントを得る。

ダイダロス「
『ＰＣ②』よ、
『ＰＣ①』殿によく仕えよ。魔術師の本分を
果たすと良い。若者よ、後は託したぞ」
ダイダロス「
『ＰＣ③』殿、ご助力、感謝する。あなたの部隊の勇まし
い噂は、すべて真であった」
ダイダロス「
『ＰＣ④』
。……楽しき日々であったな。この老人の相手を
してくれたこと、深甚に思うぞ。これからも、どうか健勝で！」
ダイダロス「さて、
『ＰＣ①』様。あなたの王道、遠きエーラムの地より
見守らせていただきますぞ。
あなたと、
あなたの国に幸多からんことを！」
結末

ダイダロスを乗せた馬車は、去ってゆく。古きものは去り、旧き因縁
は滅びた。これからは、若き者たちの時代だ。

ダイダロス
「ほぅ、それは面白い食材ですなぁ」
つるりと禿げ上がった頭、豊かなアゴヒゲ、恰幅の良い巨体の
老メイジ。『ＰＣ①』家の先代に長年仕え、多くの勝利をもたら
してきた。
先頃、高齢により引退を決意する。老齢にしてなお衰えぬ美食
家・健啖家で、料理人としても優れた腕を持つ。料理に関する著
書多数。
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