シナリオ：若き王、即位す

シナリオ情報

本シナリオは『グランクレストＲＰＧ』のシナリオである。これは、
あなたがＧＭとしてプレイする際に使用することを想定して書かれて
いる。シナリオの記述形式や、略語については、
『グランクレストＲＰ
Ｇ ルールブック１』
、及び『ルールブック２』を参照いただきたい。
本シナリオをプレイするには、
『ルールブック１』
、
『ルールブック２』
が必要となる。ＧＭは双方に目を通しておくこと。また、プレイヤーに
も確認しておいてもらうことが望ましい。
プレイヤー人数：３〜４人
プレイ時間：５時間程度
ＰＣのキャラクターレベル：１〜２
バックストーリー

アトラタン大陸に、ルダリアという国がある。
小国ながら、賢王とまで呼ばれた名君ハインリヒの元で混沌を制し、
平穏を維持し続けている国である。
だが、ハインリヒは病に倒れ、子であるＰＣ①にクレストを託して没
してしまう。同時に隣国バストークの王、野心深いダーレスはルダリ
アへと宣戦布告。両国は戦争へと突入する。
これらはすべて、バストークのメイジ、サベルの陰謀であった。彼
女の正体はディアボロス界のデーモンであり、かつてハインリヒが制
した魔境の主が逃げ延びた姿であった。ルダリアに強い恨みを持つサ
ベルは、ダーレスを籠絡し、そしてかつての魔境を復活させるべく戦
争を仕掛けたのだ。
しかし、この計画をダーレスの息子ランドルフが察知。ランドルフ
は命を落とす代わりに友人であるＰＣ③にこの情報を託し、ルダリア
へと向かわせる。
ＰＣたちがバストークを撃退し、サベルの陰謀を止め、彼女を倒す
ことができればシナリオは終了となる。
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トレーラーとハンドアウト、及びキャラクター作成

右ページ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。適宜コピーして配布してほしい。細かい運用については、
『ルールブック１』Ｐ 348 を参照すること。
ルダリアの作成

本シナリオはＰＣ①がルダリアという国を継承するところから始め
る。まずルダリアを国管理ルールで作成（
『ルールブック１』Ｐ 188）
すること。
ルダリアの国レベルは３、初期カウントは 3000 となる。ＧＭはプレ
イヤーと相談しながら国を作成し、部隊を決定するとよいだろう。
なお、プレイヤーが望むのであればルダリアという国名を変更して
も構わない。ただし、その際の最終決定権はＧＭにあるものとする。
また、本シナリオはマスコンを予定している。国作成の際、部隊を
取得するように指示をすること。国資源が無くともレベル１民兵
（
『ルー
ルブック１』Ｐ 210）を取得できることを忘れずに。
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（
『ルールブック１』
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。

トレーラー

混沌と戦雲が渦巻くアトラタン大陸。
賢王に治められし平和な国へ、戦乱の影が忍び寄る。
混沌を望む陰謀の主と、異界より出でし軍勢が影の中で蠢く。
しかし、世界は秩序と共に新たな英雄を生み出す。
いま、正しき志を受け継ぐ若き王と、運命を共にする者達が
悪しき陰謀と混沌に立ち向かう。
グランクレストＲＰＧ
「若き王、即位す」
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：先王ハインリヒ
推奨クラス：ロード

推奨感情

メイン：尊敬／サブ：劣等感

クイックスタート：嵐の乗り手（R2 Ｐ 24）

キミはルダリアを治めるロードである。先王ハインリヒは国にはびこる魔境を制し、民に敬
われる賢王であったが、急な病に倒れこの世を去ってしまった。時同じくして、隣国バストー
クより宣戦布告がなされ、国は窮地に立たされている。キミは父の意思とクレストを受け継ぎ、
この国を守り、民を導かねばならない。

ＰＣ②用ハンドアウト
因縁：魔法師サベル
推奨クラス：メイジ

推奨感情

メイン：疑念／サブ：不安

クイックスタート：扉を開く者（R2 Ｐ 18）

キミはルダリアにて『ＰＣ①』と契約し、仕えている魔法師だ。
現在先王ハインリヒが崩御し、新たに『ＰＣ①』が戴冠して間もなく、隣国バストークが宣
戦布告を突きつけてきた。微笑を浮かべて宣戦布告するバストークの魔法師サベル。かの女
魔法師に、キミは陰謀の影を感じとった。

ＰＣ③用ハンドアウト
因縁：ランドルフ

推奨クラス：アーティスト

推奨感情

メイン：友情／サブ：悲哀

クイックスタート：剣我一如（R2 Ｐ 20）

キミはバストーク王ダーレスの息子、ランドルフの友人だ。彼は君主、キミは邪紋使いだが、
混沌討伐の中、友情を抱くようになった。そのランドルフが突如として現れ、言った。「我が
父は魔法師に騙されて隣国ルダリアと戦端を開いた。この事実をルダリアに伝えてくれ……」
言葉を遺して友は死んだ。最期の頼み、聞かねばなるまい。

ＰＣ④用ハンドアウト
因縁：先王ハインリヒ
推奨クラス：ロード

推奨感情

メイン：尽力／サブ：寂しさ

クイックスタート：救いの聖女（R2 Ｐ 16）

キミはルダリアの王、ハインリヒに仕えていたロードである。
ハインリヒは多くを望まず、国内の混沌を退治し、民の平穏をこそ求める、君主の鑑のよう
な人物だった。そのハインリヒは病に没し、『ＰＣ①』が後を継いだ。この新たな君主を、そ
してこのルダリアを護るのが、キミの役目だ。
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ハンドアウト解説とライフパス指針
キャラクター作成が終了した段階で、各ＰＣの設定（ラ
イフパス）と、シナリオのすり合わせを行なうとよい。
ＰＣ①
ＰＣ①は先王ハインリヒよりルダリアの王位を継承した
ところからセッションが始まる。ライフパスはそれに基づ
いたものに纏めると、シナリオをより楽しむことができる
だろう。
ＰＣ②
ＰＣ②はルダリアに仕える魔法師である。
先王ハインリヒの代から仕えており、ＰＣ①の即位に合
わせて契約を結び直した、としてもよいし、もともとＰＣ
①と契約しているメイジとしてもよいだろう。なお、先王
との関係は親子でなくてもよい。先王ハインリヒは正しき
志を持つ者にクレストを継承することを望むからである。
ＰＣ③
ＰＣ③は、今回の敵国であるバストークの王ダーレスの
ひとり息子、ランドルフと友好があるという、少し変わっ
た立ち位置からセッションが始まる。ランドルフとは魔物
退治などの際に雇われ、それから親交があるとするとよい
だろう。ＰＣ②自身がバストークに雇われているかどうか
は自由に設定してよいが、バストーク内に留まっていると
する方がシナリオはスタートしやすいだろう。
ＰＣ④
ＰＣ④はルダリアに仕えるロードという立ち位置だ。い
わゆる「王に仕える騎士」のような立ち位置を想像すると
わかりやすいだろう。
もともとハインリヒに仕えていた君主、としてもよいし、
ＰＣ①に仕えていた、でもストーリーは盛り上がるだろう。

メインプレイの進行

シーン１：栄光の過去
登場ＰＣ：ＰＣ①、ＰＣ④ 混沌レベル：３
解説
過去のシーンとなる。
５年前、ルダリアにはびこる魔境をハインリヒ王が消滅させたシー
ン。ＰＣ①、ＰＣ④の他、希望するならばＰＣ②も登場可能となる。
ハインリヒは魔境の消滅に安堵しながらも、どこか物憂げな表情が
消えない。それは魔境の主であるサベルが逃げ延びているからである
が、この時点ではハインリヒも、ＰＣたちもそれには気がつけない。
会話が終わったらシーンを終了させること。
描写
それは、今から５年前のこと。
ルダリア領内では大きな戦いがあった。長く領内にはびこる魔境——
ディアボロス界の魔族の巣の掃討作戦である。キミたちもまた、その
魔境掃討作戦に参加していた。
そして——。
裂帛の気合と共に、ハインリヒの剣が聖印の輝きを宿す。
光の剣が振り下ろされ、最後の魔族は断末魔と共に倒れた。同時に
炎吹き出す荒野だった領域が、草原へと戻っていく。魔境が消滅した
のだ。
ルダリア軍は一斉に勝利に沸く。その中で、ハインリヒがキミたち
に言った。
ハインリヒ「お主ら、よくやった。これでルダリアから魔境は取り除か
れたぞ」
皺の入った顔に笑みを浮かべるハインリヒ。だがその笑みはどこか
物憂げだ。
ハインリヒ「
（表情について問われた）む？ ああ、なにかもの足りぬ
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ような気がしたものでな。…………いや、わしの考えすぎだろう」
ハインリヒ「うむ、今は笑え！ 我らの勝利ぞ！」
結末
あれから５年。魔境の影はもはやない。
ルダリアはハインリヒの元、平和を謳歌していた。
だが——、その最中ハインリヒが病に倒れたのだ。
シーン２：継承
登場ＰＣ：ＰＣ①、ＰＣ②、ＰＣ④ 混沌レベル：３
解説
ハインリヒ崩御のシーン。
ハインリヒはＰＣ①にクレストを継承させ、ＰＣ②、ＰＣ④に声をか
けた後、ルダリアの安寧を願い、そして死亡する。
会話が終わったら、シーンを終了させること。
描写１
病床のハインリヒの元に、ルダリアの主立った面子が集っている。
先王は今まさに、その生涯を閉じようとしているのだ。
ハインリヒは、ゆるゆると半身を起こすとＰＣ①の名前を呼んだ。
ハインリヒ「ＰＣ①よ。もっと近くへ……」
ハインリヒ「よくぞここまで立派に育ってくれた。……わしはもうこの
世を離れる。しかし、お主やＰＣ②、ＰＣ④がいるならば、わしは心穏
やかに、ルダリアの民の幸せを思い、眠りにつける」
ハインリヒ「我が子ＰＣ①よ、汝に問う。我がクレストを継ぎ、王とな
り、混沌と戦乱に満ちたこの世界で万民を導く覚悟はあるか？」
ハインリヒ「
（はい、と答えた）うむ、ならば……我が聖印よ。その輝
きを我が子へ——」
ハインリヒの言葉と共に、聖印が輝き、その光がＰＣ①へと吸いこ
まれる。ルダリアの王が交代したのだ。
集まった面々が、一斉にＰＣ①へと頭を垂れる。
ハインリヒはそれをまぶしそうに見た後、ＰＣ②、ＰＣ④へと言った。
ハインリヒ「ＰＣ②、ＰＣ④。その叡智と力で、このルダリアとＰＣ①
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を支えてくれ……」
ハインリヒ「ＰＣ①よ。魔境はもはや無い。お前は真に民に幸せを与
えられるはず……。そして、願わくば、お主たちの生にも、幸、あらん、
ことを……」
（事切れる）
結末
こうしてハインリヒは亡くなった。
だが位についたＰＣ①の前に、即座に問題が立ちはだかる。
突如隣国、バストークよりルダリアに宣戦布告が為されたのだ……。
シーン３：友の最期
登場ＰＣ：ＰＣ③ 混沌レベル：３
解説
ＰＣ③がランドルフから最期の頼みを受けるシーン。
ランドルフはＰＣ③に、
「父ダーレスは魔法師サベルにそそのかされ
て、隣国ルダリアと戦端を開いた。陰謀の元にはサベルがいることを、
ルダリアに伝えてくれ」と頼む。
ランドルフはＰＣ③の元に現れた時点で致命傷を受けており、頼み
事をした後に事切れる。
会話が終わり、ＰＣ③がルダリアに向かったらシーンを終了する。
描写
キミとランドルフは、立場を超えた友人だ。
共に魔物と戦い、彼は聖印を、キミは邪紋を育ててきた。

ハインリヒ
ルダリアの王、ＰＣ①の父。６５才。白髪、穏和な表情の人物。
国にある魔境を制し、平和を取り戻した名君。民の平和をこそ
望み、そのために生きてきた。
だが、魔境の主を討ち漏らしていたことを知らず、サベルに呪
い殺される。死の間際、ＰＣ①にクレストを受け渡す。
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その彼が、とある夜に急にキミを尋ねてきた。腹部からは血を流し
ており、もはや助からないことは一目見てわかった。
ランドルフ「突然すまない……。頼れるものが、キミだけだった……」
ランドルフ「
（傷について言及した）致命傷だ。長くはない……」
ランドルフ「我が父ダーレスが、ルダリアに宣戦布告をした。止めた
のだが、反逆者呼ばわりされ、監禁されてしまったのだ。強引にくぐ
り抜けたはいいものの、このざまだ」
ランドルフ「父は、曰くなく戦争を起こす者ではない。父を操ってい
るのは魔法師サベル。あの女魔法師だ。頼む、このことをルダリアに
伝えてくれまいか……！」
ランドルフ「サベルは、あの女は危険だ。いつの間にか我が国に入り
込み、知らぬうちにほとんどの者を骨抜きにしている。あれは……本
当に魔法師なのか……？」
結末
語り終えると、ランドルフはずるずると座り込む。
その血は止めどなく流れ出していた。
ランドルフ「さあ、行ってくれ。後は、頼む」
そう言ってランドルフはキミを送り出した。暫しして、聖印が砕ける
音がした……気がした。
シーン４：宣戦布告
登場ＰＣ：ＰＣ①、ＰＣ② 混沌レベル：３
解説
バストークの宣戦布告の使者として、魔法師サベルがやってくるシー
ン。望めばＰＣ④も登場できる。
サベルは上から目線でルダリアを滅ぼすことを宣言する。なお、バ
ストークとルダリアの戦力はほぼ互角。必ず勝てると言い切れるほど
の戦力差はない。これはＰＣ②に伝えること。
サベルはルダリアが宣戦布告を呑むと、この上なくうれしそうに笑
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う。これは彼女がルダリアに恨みを持っているからであるが、今はプ
レイヤーに伝えなくともよい。
なお、ここでサベルに攻撃を仕掛けると言った場合、
「宣戦布告の使
者に攻撃をすることは、国としてあり得ない行為であり、全軍の士気
が下がる」ことを伝えること。
なお実行した場合、サベルは瞬間転移して逃げ、かつＰＣの率いる
すべての部隊は士気の最大値が−１される。
サベルとの会話が終わったら結末に移ること。
描写
バストークから宣戦布告の使者としてやってきたのは、妖艶なる魔
法師だった。
黒いローブに、黒いケープを着た女、サベルは、真っ赤な唇を笑み
の形に歪め、言った。
サベル「バストーク王ダーレスの名において、この国ルダリアを滅ぼ
すことを宣言します」
サベル「降伏をするのならばお早めに。ただしロードとその一党の命
があると思いませぬよう」
サベル「
（なぜ戦争をするのか、と聞いた）ダーレス陛下は野心あふる
るお方。弱きルダリアを平らげ、ゆくゆくは大陸全土を武力で統一す
るお考えです」
サベル「
（戦力差について聞いた）ふふふ、あなた方が知っているだけ
の戦力ではないのですよ……」
サベル「一応お聞きしますが、降伏するつもりはありますか？」

ランドルフ＝アウグスト
バストーク国王子。２１歳男性。長い黒髪を結わえた青年。活
発で明るい性格だった。
父・ダーレスの武に憧れ、鍛錬を欠かさない人物。強い者への
敬意を欠かさず、誰であろうと “ 強さ ” を持つものを敬い、友と
する。ダーレスの異変に気が付くが、逆に命を落としてしまう。
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サベル「
（無いと答えた）ふふふ、それでこそ。そうでなくては、嘘で
す……！」
結末
「では戦場でお会いしましょう」
そう言い残し、サベルは帰っていった。戦が始まるのだ——。

シーン５戦闘配置図
戦闘解説
刺客のデータはインプ（『ルール１』
Ｐ３４２）を使用すること。
ＰＣが３人の場合、刺客Ｂは削除す

プレッジシーン１
ここで１回目のプレッジシーンとなる。
ＰＣの因縁や、誓いなどを取らせること。
シーン５：刺客の刃
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
ＰＣ③が、バストークの刺客に追われているシーン。
このシーンでＰＣ全員が合流することを想定している。
ＰＣ③はルダリアの城付近で、バストークの放った刺客に襲われて
いる。これはある程度の騒ぎになるため、他の人間も気がついてよい。
全員に登場を促すこと。
刺客との戦闘となる。
戦闘の詳細は右ページのコラムを参照すること。
戦闘が解決すると、刺客の正体がディアボロス界の魔族であること
が判明する。この情報を伝え、ＰＣの会話が終わったら結末へ。

サベル
二十代半ばほどの女性。扇情的な黒のローブに赤毛の長髪。
数年前にダーレス王と契約した魔法師。だが魔法師協会にその
名は無い。ダーレスとその周囲のものを籠絡し、ルダリアへの戦
争を開かせる。
その正体はディアボロス界のデーモン。ハインリヒに払われた
魔境の主である。ルダリアに強い恨みを持ち、彼の地を破壊せん
と狙う。
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ること。
刺客たちは射撃攻撃でＰＣ③を狙う
ように動く。

描写
キミは夜道を駆けていた。
バストークを超えるあたりから、ずっとこちらを見張っていた連中が、
ルダリアの城が近づくにつれ、殺気を隠さなくなってきたのだ。
——そろそろか。
キミが当たりを付けていたタイミングで、刺客が３人姿を現した。
黒装束に黒頭巾、爪が異常に伸びている。
キミは戦闘態勢を取った。
結末
刺客の正体は、ディアボロス界の魔族……。
これは一体どういうことなのだろうか。まずは情報を総合してみな
いことには。
キミたちはルダリアの城へと向かった。
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シナリオ：若き王、即位す

シーン６：戦況判断
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説１
ルダリア、バストークについての情報収集を行うシーン。
情報項目ごとに設定された技能の判定に成功することで、そこに書
かれた情報を入手できる。
各ＰＣが１回ずつ判定を行うと、１日が経過するものとする。３日が
経過した時点で、バストークと戦っている前線から救援の要請が来る
ため、情報収集が不可能となる。
情報収集の演出については、
「前線からの報告」
、
「密偵を放った」
、
「Ｐ
Ｃ③がバストークで見聞きした」
、
「ランドルフが話していた」など、自
由に行ってよい。
情報をすべて入手する、ないしは３日が経過したら次へ進むこと。
描写１
突然に攻め込んできたバストーク、裏で糸を引いているという魔法
師サベル、そして刺客として現れた魔族たち。
一体、何が起きているのだろう。
・バストークの攻勢 〈軍略知識〉目標値９
現在、国境付近でバストーク軍とルダリア軍が激突。一進一退の攻
防を繰り広げている。バストーク軍にロードが参加しているため、少
しルダリア軍が不利となっている。同じくロードが誰か行かなければ、
前線を突破される可能性が高い。
だがしかし、やはりバストーク軍に勝機があるとは思えない。もし
バストークに勝機があるとしたら、他から援軍が来ることだ。しかし近
隣の国に同調する様子はまるでない。
※「魔族の刺客」の情報を入手していると、
「ルダリアの魔境」を調べ
られるようになる。
・ダーレス王 〈情報収集〉目標値９
バストークのロード。スタイルはセイバー。武人として知られ、そ
の腕っ節でバストークを統括している。豪快でよく笑う。
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また戦略眼を併せ持ち、勝機の薄い戦はしない人物。そういった意
味でも今回の戦はおかしい。今はサベルの言うことのみを聞き、どこ
か表情もうつろであるという。
なお子供には恵まれず、家族は息子のランドルフひとりであり、妻
ももういない。
・魔法師サベル 〈情報収集〉目標値８
5 年ほど前に現れた魔法師。ダーレス王に気に入られ、２年ほど前
に契約するに到った。
本人は時空魔法を得意とする、と言っているが、ダーレスをはじめ
とするバストークの連中を言いなりにしているなど、明らかにそうでな
い魔法、能力を使用している。
※「サベルの真実」を調べられるようになる。
・魔族の刺客 〈混沌知識〉目標値 12
刺客として現れた魔族。バストーク方面から現れたが、その特徴は
かつてルダリアの魔境から現れた魔族によく似ている。
※「バストークの攻勢」の情報を入手していると、
「ルダリアの魔境」
を調べられるようになる。
・サベルの真実 〈混沌知識〉目標値 12
目撃証言や、能力から鑑みるに、サベルの正体は魔法師ではなく、
投影体。しかもディアボロス界の魔族である可能性が高い。
魔族であれば、その能力をもってダーレスやバストークの民を操る
ことも可能。
・ルダリアの魔境 〈知覚〉ないしは〈情報収集〉目標値 12
ハインリヒ王が制した魔境。強大な魔境を歴代のロードが少しずつ
弱体させ、ついにハインリヒ王が討ち取った。ディアボロス界の魔族
たちが巣くっており、破壊と殺戮をまき散らしていた。
５年前に滅したはずだが、ふたたび動き始めている。このまま数日
も経てば、また魔族があふれてくる。
14

シナリオ：若き王、即位す

そして、
そのタイミングで魔族がやってきたならば、
バストークにとっ
てルダリア撃破の最大の援軍になるはずだ。
今すぐに行けば、魔境の動きを止めることが可能だ。だが、魔境に
対応している間、前線を保たせねばならない。
解説２
情報収集を終えた後のシーン。
情報収集を成功させたならば、前線と魔境の双方に行かねばならな
いという状況になっているはずだ。どちらに誰が行くのかを決定させ
ること。なお、ロードは基本的に前線に行くことを想定している。
もし情報収集が不完全だった場合、全員で前線に行くこととなる。
その場合の処理はシーン８を参照すること。
行き先を決めたら結末へ。
描写２
調べられるだけの情報は集めた。
さて、どうするか……。
結末
キミたちはそれぞれの行き先に向かって急ぎ歩を進める。

に伝えること。
なお、もし魔境から撤退する場合、メジャーアクションを消費する
ことで撤退できるものとする。
「黒い渦」を倒すか、魔境から撤退したら結末に移ること。
描写
かつて、ハインリヒが滅したはずの魔境。
その魔境があった場所に、黒い渦が沸き立っていた。渦の周りには
次々と現れる低級魔族。
魔境が復活しかけている？
その疑念を胸に封じ、キミたちは戦闘態勢を取る。
とりあえずはあの渦を破壊すれば、魔族は現れないはずだ。
結末
「何度封じても無駄なこと」
突如として背後から声。振り向けば、サベルの姿。いや、正確には
その幻影だ。

シーン７戦闘配置図

プレッジシーン２
ここで２回目のプレッジシーンを入れること。

戦闘解説
黒い渦はなにもアクションしない。全防

シーン７：魔境
登場ＰＣ：任意 混沌レベル：６
解説
ルダリアの魔境に行き、あふれかけている魔族を叩くシーン。
登場するのはシーン６で決定したＰＣのみとなる。
魔境はバストークとの国境から少し離れた場所の鍾乳洞にある。入
り口は狭いため、部隊を率いて入ることはできない。
魔境内は戦闘で処理する。詳細はコラムを確認すること。
目的は魔族がわき出てくる「黒い渦」を倒すことである。他の魔族
は常時沸き続けるため、キリはない。また、なるべく早く「黒い渦」
を倒すことで、次のシーン８の戦闘が楽になる。これは先にプレイヤー
15

御力０、HP ４０を持ち、HP が０になる
と破壊される。インプたちはＰＣをランダ
ムに攻撃する。
２ラウンド目以降、インプの数が３体以
下だった場合、４体になるように新しいイ
ンプを登場させること。登場する場所は黒
い渦に隣接したＳｑのいずれかとなる
（ＧＭが決定すること）。
なお、再登場したインプたちは経験点に
はならない。これは先にプレイヤーに伝え
ること。
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シナリオ：若き王、即位す

「その魔境の中に混沌核は無いのです。またいつでも復活する」
謎めいた言葉を残し、ザベルの姿が薄れてゆく。
「援軍にはできずとも、時間稼ぎにはなりました。さて、では最後の仕
上げと参りましょう……」
いやな予感がする。前線に向かわねば。
シーン８：前線維持
登場ＰＣ：任意 混沌レベル：４
解説
シーン７と同じ時系列のシーンとなる。
魔境に対応している間、前線を維持するシーン。シーン６でこちら
に登場すると決めたＰＣのみが登場できる。
ここでは、以下の処理を行う。
まず、登場したキャラクター全員で〈回避〉か〈軍略知識〉の判定、
目標値 12 を行うこと。
次に、登場したＰＣのひとりが［30 −判定に成功した人数×５］点
の〈武器〉ダメージを受けること。誰がダメージを受けるかは、プレ
イヤーが決定してよい。
この処理を、
［シーン７でかかったラウンド数］回行うこと。１回の
ダメージにつき、１メインプロセスずつ回復に費やしてもよい。
すべての処理が終わったら結末に移ること。
描写
バストークとの国境沿い。
ルダリアの兵士たちは必死の抵抗を続けていた。ロードに率いられ
た軍勢相手に、今のところ分が悪い。
魔境に行った仲間が戻るまで、キミたちがこの前線を保たせるのだ。
結末
もうすぐ魔境から仲間が戻ってくるとの報告があった。
だが、同時にバストーク軍の奥からおぞましい気配が漂ってくる。
これからが本格的な戦闘だ……。
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プレッジシーン３
ここで３回目のプレッジシーンを入れること。
これが最後のプレッジシーンとなる。誓いなどを忘れぬように取ら
せておくこと。
シーン９：激突
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：５
解説
バストークを操っているサベルとの決戦となる。
ダーレスを操っているサベルは、その全軍をもってＰＣたちを攻撃
してくる。サベルの正体はルダリアの魔境の混沌核を持つ魔族であり、
ルダリアの聖印に強い憎悪を燃やしているのだ。
マスコンを行うこと。詳細は P19 のコラムを参照。
シーン７で魔境の黒い渦を破壊していない場合、魔人兵（歩兵）と
同じＳｑにインプが２体ずつ配置される。このインプは経験点に加算
されないので注意すること。
なお、戦闘はサベルを倒した時点で終了する。プレイヤーにはあら
かじめそのことを伝えるとよい。
サベルを倒したら結末に移ること。
描写
ルダリア国境地帯。朝だというのに、立ちこめる暗雲で辺りは夜の
ように暗い。その闇より、さらにおぞましい気配を漂わせ、バストーク
軍が動く。
その中央にいるダーレス王も、その周囲にいる兵士たちも、皆一様
に意志のない顔をしている。ただひとり、その中で笑うのは魔法師——
いや、魔族・サベル。
サベル「ここまでくれば、もう正体を隠す必要も無い」
サベルがそう言うと、その額にねじくれた角が、背中には巨大な翼
が現れる。
サベル「私は魔族。お前たちの言うディアボロス界の住人。
（ＰＣ①に）
お前たち一族に受けた屈辱を、破壊と殺戮で返すためにここにいる！」
サベル「もうわかるでしょう？ 私こそ、ルダリアの魔境の核。私が
いるかぎり、あの魔境が滅びることは無い」
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シナリオ：若き王、即位す

シーン９戦闘配置図
戦闘解説
この戦闘はマスコンで処理をする。ＰＣ
が３人の場合、魔人兵を１体ずつ削除する
こと。
サベルはセットアップに、
《攻撃指示》
をＰＣ①に使用。歩兵たちにはＰＣ①を優
先的に狙わせる。自分のメジャーアクショ
ンでは《呪われた炎》を使用し、多くのＰ
Ｃに消耗を付けるように攻撃する。
ダーレスはＳｑを動かずに、ＰＣをラ
ンダムに攻撃。サベルへの攻撃は必ず《守
りの盾》でカバーリングを行う。

サベル
種別：混沌／魔族
レベル： ７

出身世界：ディアボロス

《攻撃指示》：セットアップ。視界内の単

【筋力】9／3

体を対象。そのキャラクターにモブが攻撃

【反射】10／3

する際、
その達成値を＋２する。

【感覚】15／5

《呪いの炎》：メジャーアクション、射程４

【知力】15／5〈軍略知識〉３

Ｓｑ以内の３体に射撃攻撃。命中３Ｄ＋10。

【精神】21／7〈意志〉３
【共感】9／3
ＨＰ： 60

行動値： 15

〈炎熱〉
５Ｄ＋5ダメージを与え、
さらに毒５と

ＭＰ： 70

士気： 6

移動力：3

攻撃：魔族の爪
射程：０Sq
命中３Ｄ＋3
攻撃力〈武器〉3Ｄ＋10
防御力 武器 8 炎熱 5 衝撃 5 体内 ０
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特技

消耗を与える。

《生命吸収》：呪いの炎の直前に使用。

その攻撃でダメージを与えたキャラクターの

数×２ＤのＨＰを回復する。1シナリオに1回ま

で使用できる。

解説：ルダリアの魔族。一度魔境を滅ぼされ、

ルダリアに強い憎悪を燃やしている。

ダーレス
種別：人間

出身世界：アトラタン

レベル： 6

《騎乗状態》（
『ルール１』
Ｐ332）

【筋力】19／6
〈重武器〉
３

《守りの盾》３
（
『ルール１』
Ｐ167）

【反射】15／5
〈騎乗〉
３

《疾風剣の印》４
（
『ルール１』
Ｐ89）

【感覚】10／3

《長柄の印》３
（
『ルール２』
Ｐ94）

【知力】9／3
〈軍略知識〉
３

解説：バストーク王。スタイルはセイバーと

【精神】14／4
〈聖印〉
３
【共感】9／3
ＨＰ： 80

行動値： 7

特技

なる。巨大な戦斧を使用し、その武力でバス

ＭＰ： 70

士気： 5

移動力：3

攻撃：大戦斧
射程：０Sq
命中３Ｄ＋3
攻撃力
〈武器〉
3Ｄ＋10

トークをまとめ上げた剛の者。だがサベルに
よって傀儡にさせられてしまった。本来はす
でに死亡しており、サベルの術で強引に生か

されている。

防御力 武器 10 炎熱 6 衝撃 8 体内 ０

魔人兵（歩兵）

魔人兵（弓兵）

種別：混沌／人間（モブ） 出身世界：アトラタン
レベル： ２
ＨＰ：25 MP： 25
士気：4
行動値：8
移動力：３

種別：混沌／人間（モブ）出身世界：アトラタン
レベル： 2
ＨＰ：25
ＨＰ：25
士気：４
行動値：8
移動力：3

防御力 武器 8 炎熱 5 衝撃 3 体内 0

防御力 武器 8 炎熱 5 衝撃 3 体内 ０

特技
《一斉攻撃》：メジャー。射程0Ｓｑの単体に

特技
《狂乱射撃》：メジャー。射程４Ｓｑの範囲１に

リアクション：10

リアクション：10

命中判定３Ｄ＋6。
〈武器〉3Ｄ＋6点のダメージ。

命中判定3Ｄ＋3。
〈武器〉2Ｄ＋4点のダメージ。

このエネミーの与えるダメージに＋10する。士気

このエネミーの与えるダメージに＋10する。士気

解説：サベルによって魔族化させられたバス

解説：サベルによって魔族化させられたバス
トーク兵。理性を無くし、破壊を求めて暴れ
回る。

《破壊衝動》：セットアップ。そのラウンド中、

を1点、
ＨＰを５点消費する。

トーク兵。理性を無くし、破壊を求めて暴れ
回る。

《破壊衝動》：セットアップ。そのラウンド中、

を1点、
ＨＰを５点消費する。
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シナリオ：若き王、即位す

サベル「我らを払った、あの老いぼれは私の呪いによって死んだ。そ
うだ、ヤツはもういない！」
サベル「さあ、今こそ！ そのクレストを、
この地に住むすべての命を！
すべて砕いて我らが餌としてくれる！」
らんらんと赤く輝く目で、サベルはたかだかと叫ぶ。
サベル「さあ、愚かな傀儡ダーレスよ！ そして愚かな民たちよ！ そ
の肉体を私に捧げ、魔のしもべとなれ！」
その言葉と同時に、ダーレスが、そして周囲のバストーク軍が魔族
の姿へと変わってゆく——。
結末
あたりを震わすほどの大絶叫と共に、サベルは消滅し、混沌核と化
した。戦いは終わったのだ。

結末
キミたちはそれぞれの道を歩む。
ルダリアの地と、そのクレストに、幸多からんことを。
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「サベル
を倒した：10 点」となる。
また、
「遭遇した敵のレベルの合計÷プレイヤーの人数」は４人だと
7 点となり、３人だと 7 点となる。
カウントの取得はプレイヤー４人だと 1400 点、３人だと 1150 点と
なる。

シーン 10：勝利
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：４
解説
エンディングのシーンとなる。
バストークはダーレス以下、主立ったものたちは全員死亡しており、
国としての体裁を保てないところまで来ている。バストークの民はＰＣ
①に統治してもらうことを望む。もちろんＰＣ①はこれを拒否してもよ
い。ＰＣ④が協力統治する、などもよいだろう。
ＰＣ②はこれからもＰＣ①に仕えることになるだろう。
ＰＣ③はどのような決断をしてもよい。友がいなくなった場所から
去ってもよいし、その場に留まってもよい。
おのおののその後を決めたら、結末に移ること。
描写
バストーク国との戦は終わり、再びルダリアは平和を取り戻した。
まだ戦の傷跡は癒えてないが、新しい王ＰＣ①の元、民は団結し復
興を目指していた。 バストークはクレストを受け継げるものもおらず、
ＰＣ①にその庇護を求めていた。
さあ、キミたちはどうする？
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