シナリオ：主なき国と国なき主

シナリオ情報

このシナリオは、あなたがＧＭとして、
『グランクレストＲＰＧ』を
最初にプレイする際に使用することを想定して書かれたものだ。
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、５〜７時間程度
を想定している。
ストーリー

アトラタン大陸の辺境にあるアルテリア男爵領。
辺境だが、それゆえに平和を享受していたこの国を、突如混沌の軍
勢が襲った。国内に現れた混沌核による混沌災害である。
先の領主はこれを討伐しようとして痛手を与えたものの、返り討ち
にあった。結果、この国は無主の国となっている。
その結果、複数のロードたちが、領有権を手にするため、混沌の軍
勢にいどむことになった。
中でも、グラディウスというロードはその邪悪さにより恐れられる存
在であり、彼が領主権を手に入れたなら、アルテリアは恐怖に支配さ
れることになるだろう。
だが、グラディウスには隠された目的があった。本来混沌災害が極
めて起きやすいアルテリアに存在する、混沌災害を抑止する存在「ア
ルテリアの楔」を手に入れ、破壊することで、周辺諸国に大規模な混
沌災害を巻き起こすことである。その背後には、幻想詩連合の急進派
の思惑も潜んでいる。グラディウスがアルテリアの領主権を手に入れ
ようとしているのは、
「アルテリアの楔」破壊の第一歩にすぎない。
ＰＣたちは他のロードたちに先んじて混沌を倒し、領主としての地
位を手に入れるとともに、グラディウスの陰謀を止め、彼を倒すこと
ができれば、シナリオは終了となる。
舞台となる場所

舞台であるアルテリアが具体的にどこに存在するかは、大工房同盟
の版図の中で、ＧＭが決めて良い。
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トレーラーとハンドアウト

キャラクター作成を行なう前に、次のハンドアウトを印刷してプレ
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人の場合はＰＣ④を省略するとよいだろう。
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。
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の順で因縁を取得するわけ
だ。

トレーラー
突如として現れた混沌により無主の国と化した小国アルテリア。
その新しい君主となるべく、アトラタン大陸の各地から国を持たないロードたちが集う。
彼らの目的は混沌の抹殺、そしてその功績により自らが君主となること。
この争奪戦を勝ち抜き、領主の地位を手に入れるのは誰か。
そしてこの国に隠された秘密とは何か。
グランクレストＲＰＧ 第一話
「主なき国と、国なき主」
混沌（カオス）を治め、聖印（クレスト）へ至れ。

PC①用ハンドアウト
因縁：クラリッサ・アルテス 関係：弟妹 推奨感情 メイン：庇護／サブ：任意
推奨クラス：ロード

ＰＣ②用ハンドアウト
因縁：ＰＣ①
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関係：仲間

推奨クラス：メイジ

推奨感情

メイン：信頼／サブ：任意

クイックスタート：風炎の申し子（R1、P38）

キミは、『ＰＣ①』とともに冒険をしてきたメイジである。
信頼する『ＰＣ①』がアルテリアの領主となるため立ち上がったため、キミはその補佐の
ために『ＰＣ①』と行動を共にすることとした。キミの魔法の力があれば、
『ＰＣ①』を助け、
領主とすることも可能だろう。

ＰＣ③用ハンドアウト
因縁：ソフィア・イグニス 関係：好敵手 推奨感情
推奨クラス：アーティスト

メイン：連帯感／サブ：敵愾心

クイックスタート：永遠の戦士（R1、P40）

キミは、『ＰＣ①』とともに冒険をしてきたアーティストである。
『ＰＣ①』がアルテリアの領主となるべく立ち上がったため、協力することになったが、同じ
く領主権を狙う他のロードに、戦場で幾度か戦った好敵手、キミと同じ邪紋使いにして銀髪
の野性的な美女であるライカンスロープ、ソフィア・イグニスが従っていることを知った。

ＰＣ④用ハンドアウト
因縁：グラディウス

推奨クラス：アーティスト

以上の準備が終了したなら、メインプレイへと進む。

クイックスタート：剣の君主（R1、P36）

キミは流浪の君主である。キミは遠い親族にして幼馴染のクラリッサから、アルテリアを
救い、領主となってほしいと懇願された。
クラリッサはアルテリアの王族であるが、クレスト継承権を持っていない。そのため、キ
ミに救いを求めてきたのだ。キミはできることならそれに応えたいと思う。

関係：仇敵

推奨感情

メイン：憎悪／サブ：任意

クイックスタート：戦場の狩人（R1、P42）

キミは、『ＰＣ①』とともに冒険をしてきたアーティストである。
キミは今回の領有権争奪戦に、キミの故郷と家族を奪った仇敵であるグラディウスが加わっ
ていることを知り、倒さねばならないと決意する。
だが、そのためには『ＰＣ①』との協力が必要だ。

04

シナリオ：主なき国と国なき主

メインプレイの進行

基本的には書かれた順番に演出していけばよい。
ＧＭは、セッション開始前にシナリオをよく読んでおくこと。
記載された進行と異なる行動をＰＣが望んだ場合、シナリオ全体を
確認し、ＧＭが自信を持って進行できるなら許可するとよい。そうで
ない場合、
「とりあえず書かれた通りに進める」として却下しても構わ
ない。ゲームが円滑に進行しなくなって困るのはプレイヤーだからだ。
シーン１：姫の依頼
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
『ＰＣ①』をはじめとするパーティがクラリッサからの依頼を受ける
シーンである。クラリッサにより今回の領有権争奪戦についての説明
と、
『ＰＣ①』に領主になってほしいとの要望が伝えられる。
描写
アトラタン大陸の少国家、アルテリア。
その小さな城の貴賓室に通された『ＰＣ①』たちは、アルテリア男
爵領の姫であり、最後の姻族であるクラリッサからもてなしをうける。
クラリッサはプラチナブロンドの長い髪に透けるような白い肌を持つ、
妖精のような美少女であるが、そのもてなしも、ささやかなものだが
心尽くしが行き届いており、クラリッサという女性の人柄が外見同様
に好ましいものであることを感じさせる。
それが一段落したところで、
クラリッサが『ＰＣ①』に話を切りだす。
最初は冷静さを取り繕っているが、そのうち、内から湧き出る激情に
押し流されるように『ＰＣ①』に懇願する。
クラリッサ「このアルテリアは現在無主の地です。辺境に現れた混沌
の軍勢を討つために、父が出陣し、浅からない手傷を与えたものの、
父はその戦いで戦死。多くの兵士も犠牲となりました」
クラリッサ「その結果、この国のクレストは失われ、複数のロードが
我が国の領有権を主張しています」
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クラリッサ「ですが、それにふさわしいカウントを持つものは今のとこ
ろいません。周辺諸国の勢力の真空地帯であるこの辺境には、大国の
手はまだ伸びていないのです」
クラリッサ「しかしアカデミーは、我が国辺境に発生した混沌とその
軍勢を撃ったものが、しかるべきカウントを得られるであろうと布告し
ました。そのため、国を持たぬロードたちが集まり、おのおの兵を集め、
混沌を討つべく出陣しようとしています」
クラリッサ「この競争で、最も有力だとされているのはグラディウスと
いうロードです。彼はその暴虐さ故に、悪鬼と恐れられる身。ですが、
この競争に勝利すれば、彼がこの国の支配者になるでしょう」
クラリッサ「私は暴虐な支配者に、父が育てたこの国が蹂躙されるの
を見るのに忍びません。できれば、
『ＰＣ①』様に、次代の君主になっ
ていただきたいのです」
クラリッサ「——どうか、どうかよろしくお願いします！ もはや頼れ
るのは『ＰＣ①』様しかいないのです……」
（涙をこぼす）
クラリッサ「ですが……あいにく我が国の軍勢は先の戦いで殆ど失わ
れてしまいました。まずは兵を集めるところからお願いしたいのです
が……」
結末
ＰＣたちがクラリッサの依頼を受けたところで、シーン終了となる。
シーン２へと進むこと。

クラリッサ・アルテス
アルテリア男爵領領主の一人娘にして、アルテリア男爵家最後
の姻族。クレスト継承能力がないため、暫定的に君主の地位にと
どまっているが、然るべきカウントを得たロードが現れればその
地位を追われることとなる。
プラチナブロンドの長い髪に透き通るような白い肌の妖精のよ
うな美少女で、思慮深く、民を思う心の持ち主である。
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シーン２：好敵手との遭遇
登場ＰＣ：ＰＣ③ 混沌レベル：3
解説
ＰＣ③が好敵手であるソフィア・イグニスと出会い、彼女が今はグ
ラディウスの配下となっていることを知るシーンである。後に対戦す
るような暗示を、ソフィアは示す。
描写
兵を集めるために、まずは国内の状況をこの目で見ようと城下町へ
と繰り出した『ＰＣ③』
。そこかしこで、混沌の軍勢を倒すための兵の
募集が行われている。しかし、それを観る民人の目は冷めており、ど
こか諦観すら感じさせるものがある。
その民人たちの中に、
『ＰＣ③』はソフィア・イグニスの姿を見出す。
何度か戦場を共にした好敵手のライカンスロープ。銀髪に褐色の肌。
野性的な美貌だが身体には邪紋と傷かうねるように這っている。邪紋
使いである彼女を恐れてか、その周囲に人気はない。
『ＰＣ③』が近寄
ろうとすると、ソフィアは気配に気づき、
『ＰＣ③』に向き直った。
ソフィア
「よう
『ＰＣ③』
、
こんなところで出くわすとは奇遇だなあ。
ヴァー
ホーベン（特別な設定はない。ＧＭが望めば適当な地名に変えて構わ
ない）の戦場以来か？」
ソフィア「お前さんとは敵としても味方としても付き合ってきたが、ど
うやら今回は敵になりそうだな。今度こそどっちが強いか、決着を付
けてやるぜ——まあ、アタシの勝ちだろうけどな！」
ソフィア「今回アタシはグラディウスの傘下だからな。あいつがこの
国の君主になりゃ、アタシも傭兵稼業から足を洗って貴族になれるっ
て寸法だ。悪くない話だぜ」
（何故グラディウスが勝つかと問われて）ソフィア「あいつはいけ好か
ないヤツだが、実力は頭ひとつ抜けてるからな。一番勝ちに近いと思
うぜ。それにアタシが付いてるんだ、負けっこない」
結末
ソフィアとの会話が終わったところで、シーン終了となる。
シーン３に進むこと（ＰＣ④がいない場合、シーン４に進むこと）
。
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ソフィア・イグニス
グラディウスに雇われた邪紋使い。銀髪に褐色の肌が印象的な
野性的な美女。ライカンスロープ。傭兵らしく、
契約に忠実だが、
グラディウスとの関係は微妙なようだ。

シーン３：悪夢（ＰＣ④がいない場合発生しない）
登場ＰＣ：ＰＣ④ 混沌レベル：３
解説
ＰＣ④が過去の悪夢を思い出し、グラディウスに対する憎しみを再
確認するシーンである。ロールプレイを円滑にするため、具体的にど
のような惨劇が起こったのかを描く。
描写
ある王国の辺境の村。人々は豊かな大地に恵まれ、幸せな生活を暮
らしていた。そう、あの男——グラディウスがやってくるまでは。
グラディウスは盗賊騎士として、
『ＰＣ④』の住まうその村を略奪し、
食料と財物を手に入れた。そこまではよくある話だ。
しかしその後が、真の地獄だった。グラディウスは村人たちを、男
は殺し、女は犯し、屍の山を築いて悦に入っていた。わずかに隠れ延
びたものも、次々と捜索隊に発見され、血祭りにあげられる。
グラディウス「さあ諸君、夜は始まったばかりだ、お楽しみはこれか
らだぞ」
グラディウス「まだまだ殺し足りん、犯し足りんだろう。幸い存分に
餌はある。好きなだけ喰らえ」
グラディウス「これで全部か？ 所詮は小さな村だな。まあいい。今
宵の宴も楽しんでもらえたなら幸いだ」
そんな惨劇の中で、
『ＰＣ④』は死体の山の中に隠れ、父や母や兄弟
や友人たちの死骸の中で息を殺しながら、一部始終を見ていた。
やがて全ての村人が死に絶えると、グラディウスは村に火を放ち、
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意気揚々と去っていった。そこでようやく、
『ＰＣ④』は自分が生き残っ
たこと、自分だけしか生き残らなかったこと、全てを失ったことを知
る。絶望と憤怒が、復讐心として燃え上がる。その怒号を上げたとこ
ろで——目が覚めた。
寝覚めの悪い夢。おそらくグラディウスの名前をクラリッサから聞
いたため、過去の悪夢を観たのだろう。この国がグラディウスのもの
になれば、あのような惨劇が繰り返されないとも限らない。必ず、グ
ラディウスを倒さなければならない。
結末
ＰＣ④がグラディウスを倒す決意を固めたところで、シーン終了と
なる。
プレッジシーン１
ここまでが物語の導入にあたる部分となる。
ここで、最初のプレッジシーン（
『ルール 1』P257）を行なうとよい。
主にＰＣ間での新規因縁を取得したり、国の継承権を得る誓い、あ
るいは『ＰＣ①』を支える誓いを立てるのが良いだろう。無論グラディ
ウスを倒すという誓いを立てるのも構わない。
シーン４：グラディウスの求婚
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
情報収集が終わると発生するシーン。グラディウスがアルテリア城
を訪れ、クラリッサに求婚する。クラリッサは拒絶するが、グラディウ
スは余裕綽々たるものだ。
ここで、ＧＭはＰＣ④とグラディウスの因縁を絡ませるようロールプ
レイすること。ＰＣ④が攻撃的な態度を見せた場合、一触即発の状況
が生じるが、クラリッサがそれを引き止める形で押し留める。また、Ｇ
ＭはこのシーンでＰＣ③とソフィア、ＰＣ①、ＰＣ②とグラディウスの
やりとりを演じさせるといいだろう。
これにより、最後のブレッジシーンに向けて各ＰＣの動機付けや目
標を「グラディウスを倒す」
「この国を守り、統べる」
「ライバルとの
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決着をつける」といった方向に明確化させていくのがいいだろう。
描写
アルテリア城に、りゅうとした男伊達の、漆黒の騎士が少数の部下
を引き連れて訪れる。グラディウスその人だ。彼はクラリッサに謁見
を求め、クラリッサは毅然とそれに応える。
かくして、邪悪なる騎士と主なき国の姫君、そしてＰＣたちが対峙
することになる。グラディウスは慇懃だが、心底に邪悪さを隠し切れ
ない態度で、クラリッサに告げた。
グラディウス「私がこの国に来たのは、あなたに一目惚れしたからな
のですよ。かつて私は先の当主様の下で働いたこともある。その時に
偶然見かけたあなたに、恋をしてしまったのです」
グラディウス「故に、私はこの国を手に入れるため、混沌を必ずや倒
してみせましょう。あなたが頼りにしていらっしゃる、
『ＰＣ①』殿より
先にね」
グラディウス「この国を統べ、混沌から守ることができるのは私だけ
です。クラリッサ殿、その時はぜひ私の妻となってはいただけないで
しょうか」
その視線はクラリッサの清楚な肢体を汚すかのように舐めまわして
いた。
（ＰＣ④が攻撃的態度を見せた場合）グラディウス「ほう、あの村に生
き残りがいたとは。しかしあれは正統な軍事作戦だったのですよ。私
が咎められる筋合いはない。それとも、姫君の前で決闘でも？ 後継
者を選抜する候補である私を、事前に殺害すれば、アカデミーが黙っ
てはいないだろうね？」
（ＰＣ①に対して）
「キミより私がふさわしいことを、私自身の力で証明
しましょう。無論、正統な手段でね」
（ＰＣ③がソフィアに「何故グラディウスに付いている」と問うた場合）
ソフィア「勝ち馬に乗るのが目端の効く傭兵ってこった。どっちの目先
が効くか、勝負しようじゃないか。いまここじゃなく、正統なルールに
従ってね」
クラリッサ「——正統な後継者にあなたがなられるのであれば、異存
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はありません。ですが私は『ＰＣ①』さまこそ次期当主にふさわしい
お方と考えています。それを証明するため、私は助力を惜しまないつ
もりですわ」
クラリッサの毅然たる態度にグラディウスは慇懃に会釈し、去って
いく。クラリッサは震えながらも、気丈に告げる。
クラリッサ「やはりこの国を、あの者に任せるわけには行きません。
『Ｐ
Ｃ①』さま、軍の編成を急ぎましょう」
結末
ひとまずグラディウスは去った。
シーン５へと移行する。
シーン５：募兵
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：3
解説
混沌討伐のための募兵を行うシーン。各ＰＣはそれぞれ１回〈話術〉
あるいはＧＭが認める技能判定を行う（例えば〈軽武器〉の技能を使い、
自らの力を見せつけることで信頼感を与えるなど）
。
ＰＣのいずれかが目標値 12 の判定に成功したら、１個 Lv １歩兵、
１個 Lv １騎兵、１個 Lv １装甲兵、１個 Lv １弓兵（プレイヤーが３名
の場合は歩兵を除去すること）を手に入れることができる。この効果
は重複しない。
なお、ＰＣが良いロールプレイをしたと判断した時、マスターは目

グラディウス
邪悪な盗賊騎士。容姿端麗にして物腰こそ優雅だが、大陸各地
で略奪と虐殺を繰り返し「皆殺し」のグラディウスと呼ばれてい
る。いかなる意図を持ってか、アルテリアの領主権争奪戦に乗り
出した。
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標値を８に下げて構わない。
全員が判定に失敗した場合でも、４個（プレイヤーが３名なら３個）
民兵部隊が手に入る。
なお、アルテリア宮城には Lv1 騎兵部隊が 1 個残されている。これ
をどう用いるかは、ＰＣの判断に任せてよい。
描写
クラリッサ「さっそくですが、兵を集めて欲しいのです。我が国の軍
勢は父とともに壊滅しましたが、武器庫にはまだ十分な武器が残って
います。兵士さえ揃えれば、まだあと一戦は戦えると思います」
クラリッサ「この国を守るためと思い、どうかご協力ください。私もで
きる限りのことを致します」
かくしてキミたちは、クラリッサと共に、混沌を討伐するための募
兵に乗り出すことになった。
時ならぬ姫君の呼びかけに、民人は驚き、好感を抱いている。募兵
するチャンスは今しかない。
結末
（募兵成功時）募兵に成功したＰＣたちは、当面戦うだけの戦力になり
うる壮丁を手に入れた。これを訓練し、精鋭の兵士にしなければなら
ない。
（募兵失敗時）ＰＣたちやクラリッサの訴えも民人には疑わしく、頼り
にならない戦力しか集まらなかった。だがこれを訓練し、兵士とせね
ばならない。
いずれにせよシーン終了となり、シーン５へと進むこと。

シーン６：情報収集１
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：3
解説
情報を調べるシーン。情報ひとつにつき、
〈情報収集〉の判定を行
なうこと。情報ひとつにつき、各ＰＣが１回ずつ判定できる。全員が判
定に失敗した場合、２Ｄ６点のＭＰを失う。このことは判定前に解説す
ること。
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なぜ情報が見つかるのかの演出はプレイヤーと話し合って決めると
よい。
描写
アルテリア城の貴賓室で、クラリッサは云う。
クラリッサ「敵を知り、
己を知れば百戦危うからずと父から習いました。
皆様に勝っていただくためにも、混沌や、他の競争相手を見極めるこ
とは必須でしょう。わたしも、市井から声を集め、情報収集に協力さ
せていただきます」
情報ひとつにつき〈情報収集〉の判定を行なうこと。情報ひとつに
つき、各ＰＣが１回ずつ判定できる。全員失敗した場合、ＭＰを２Ｄ６
点失う。
・他の競争者の動き（目標値８）
アルテリアの継承権を巡って混沌を倒そうとしているロードたちは
５名いた。
しかしすでに２名が敗北により脱落しており、
残るは『ＰＣ①』のパー
ティとグラディウスのパーティ、そしてレオナールという名のロードが
率いるパーティのみである。
レオナールは市中で混沌打倒のための志願兵を募っているが、その
成果ははかばかしくない。相次ぐ敗戦で、民人の士気が落ちているか
らだ。
一方、グラディウスは悠然とした構えで事態が動くのを待っている。
彼は邪紋使いソフィアの他に、精鋭の傭兵部隊を引き連れており、後
ろにスポンサーがいるというソフィアの言葉は真実のようだ。
また、この期に及んで、混沌の領域に斥候を頻繁に出している以外
はまだ本格的に動いてないところからも、秘策があるというソフィアの
言葉もまた真実らしく思える。
・レオナールについて（目標値８）
レオナール・ルーチェ。20 代後半の女性。カールした金髪が美し
い男装の麗人である。主も領地を持たない流浪のロードだが、
「混沌
を倒す」という誓約を立て、
各地で混沌と戦ってきたという戦歴を持つ、
高潔かつ勇敢な人物。幾度かカウントを与えられているが、それを辞
13

退している自由騎士。アルテリアの窮状を見かね、混沌討伐のために
この地を訪れた。
彼女にとって、アルテリアの継承権はさして重要なものではないら
しく、たとえそれを得たとしても、より優れたものが現れたなら継承権
を明け渡すと日々公言している。
そのためか、利益を求める部下からの信望はいささか薄い。一方で
側近たちは彼女の高潔さを信奉している。
また、各地で混沌と戦ってきたためか、混沌に対する知識に詳しく、
ライバルとなるキミたちにも有益な情報をもたらしてくれるだろう。
※レオナールがライバルでありながら、混沌討伐には協力的であるこ
とをＧＭは強調するとよい。
・グラディウスについて（目標値８）
本名不肖。ある大国の従属クレストを持つ騎士だったらしいが、王
の逝去と後継者不在により独立したクレストを手に入れ、それから盗
賊騎士となった。
一見礼儀正しく穏便な人物に見えるが、内面は卑劣かつ残酷であり、
数々の大量虐殺により「皆殺しの」グラディウスと呼ばれている。
なお、グラディウスは側近や部下に対しては冷酷さをむき出しにせ
ず厚遇するため、彼らからの信望は厚い。
結末
情報収集が終わると、シーン７に移る。

シーン７：レオナールとの会見
登場ＰＣ：ＰＣ①、② 混沌レベル：3
解説
ＰＣがレオナールとの会見を望む望まないとにかかわらず、このシー
ンは発生する。
ただ、望むか望まないかによってシチュエーションが変わる。望む
場合は、レオナールの泊まる宿（国一番の大きな宿屋）で、望まない
場合は、レオナール自身がアルテリア城に押しかける。いずれにせよ
レオナールは混沌についての情報を、ＰＣたちに伝える。
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このシーンはレオナールから必要な情報を開示させて情報収集を短
縮化するとともに、レオナールの人柄を描写し、好感の持てる人物と
して因縁を取得させる意図を持っている。
描写
キミたちは「ぜひ伝えたいことがある。書簡では表せないことだ。
ぜひ私の宿泊先に来て欲しい」とのレオナールからの書状を受け取る。
その書状通りにレオナールの宿にゆくなら、宿の一室で、それを無
視した場合、レオナール自身がクラリッサへの挨拶を兼ねアルテリア
城に訪れる。
後者の場合、クラリッサは「大切な要件ですから、皆様にも同席し
ていただきたいのですが……」と、出席を促す。
いかにも高潔そうな男装の麗人、レオナールは、アルテリア城（あ
るいはレオナールの宿の一室）で、キミたちに語る。
レオナール「キミたちは私にとって競争相手となるが、同時に戦友で
もある」
レオナール「また、私はキミたちが私より優れていれば、たとえ私が
カウントを得ようとも、それを譲渡することにやぶさかではない」
レオナール「そこでだ。
『ＰＣ①』殿、キミを真の騎士と見込んで、私
の持つ混沌の情報を提示しようではないか」
レオナール「募兵の都合上、私はキミたちより先に出立することとな
るが、もし私が敗れた場合、キミたちがその志を継いでくれ」
そのようにレオナールは告げた後、以下の情報を開示する。
レオナール「敵軍の規模と配置についてだが、アルテリアの北部辺境
山脈に現れた混沌核から出現した敵軍の主力は、ティル・ナ・ノーグ
界のゴブリン達だが、それを率いるゴブリンロードが存在しているこ
とが、先の戦いから判明している。先の３度の戦いで勢力を減じたと
はいえ、未だに脅威だ。おそらく、さらなる戦備を整えた後、アルテ
リア王城を攻め落とそうとしているのだろう」
レオナール「ゴブリンだが、ティル・ナ・ノーグ界と呼ばれる妖精の
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世界に住まう邪悪な小鬼だ。卑劣で卑怯極まりない。人間の半分ほど
の身長しかないが素早く動き、隙を突く戦い方を好む。ゆめゆめ侮っ
てはならない」
レオナール「ゴブリンロードもまた、ティル・ナ・ノーグ界と呼ばれる
妖精の世界に住まう妖怪だ。ゴブリンたちの王で、身体も普通のゴブ
リンよりは大きく人並み以上の大きさを誇る。また知能も高い。だが
その性質はゴブリンと変わりない」
レオナール「これら混沌災害を引き起こしている混沌核はゴブリンロー
ドの体内に存在する。これを浄化しない限り敵軍を壊滅させることは
できない。そして浄化するためには、
ゴブリンロードを倒す必要がある」
レオナール「しかし奇妙だ。すでに傷ついたゴブリンの軍勢が、更に
２度にも渡る攻勢を受けてなお現存するとは……」
そしてレオナールは「私が教えられるのは、この程度だ。すまない」
と頭を下げる。
結末
レオナールとの会見は終わった。シーン８へと移行する。
シーン８：ソフィアの忠告
登場ＰＣ：ＰＣ③、④ 混沌レベル：３
解説
練兵に勤しんでいる『ＰＣ③』
、
『ＰＣ④』の所にソフィアが現れ、
グラディウスの意図を部分的に示すシーン。これにより情報収集フェ
イズ２が発生する。また、
『ＰＣ③』とソフィア、
『ＰＣ④』とグラディ
ウスの因縁を強化するためのシーンでもある。ＧＭはソフィアが『ＰＣ
③』にライバルとしての好意を抱いていること、グラディウスが『ＰＣ
④』を狙っていることを示すようにするとよい。
描写
アルテリア城の練兵場では兵士たちの練兵が行われていた。キミた
ちはその教官として、兵士たちに戦いの仕方を教えている。どうにか
様になってきたようだとキミたちが思った頃、そこにソフィアがまるで
そこにいるのが自然なように立ち現れていた。
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ソフィア「ほー、これがあんたらの兵隊かい。ずいぶん様になってき
たじゃないか」
（ＰＣたちが警戒心を表した場合）ソフィア「そういきり立つなって。
今日は単に、話がしたくてきただけだからさ」
ソフィア「グラディウスは必勝の策を持ってる。あんたらの兵隊も大
したもんだが、最後に勝つのはこっちさ——まあ、あたしはそれに納
得がいかないんだけどねぇ」
ソフィア「ところで『ＰＣ③』
、
「アルテリアの楔」ってなんだか知って
るかい？ グラディウスはえらくそれにご執心だ。夜なべして昔の文
献を読んでるくらいさ」
ソフィア「グラディウスの目的は、どうもそれらしい。アルテリアのカ
ウントを得るのはその手段に過ぎないみたいだぜ。あんたらも調べて
みたほうがいいんじゃないか？」
ソフィア
「ああ、
それと
『ＰＣ④』
、
グラディウスは執念深く完璧主義者だ。
皆殺しから運良く逃れたあんたを、グラディウスは必ず殺すって云っ
てたぜ。気をつけた方がいい」
（何故そんな情報を漏らすのかと問われて）ソフィア「なんだろうな。
あんたとは一度フェアにやりあいたいと思ってたんだ。だけどグラディ
ウスは必勝の策を持ってるし、バックにでかいスポンサーをつけてる。
このままじゃあんたらに勝ち目はない。それじゃつまらないと思ってね」
（スポンサーや必勝の策について問う）ソフィア「それは話せないね。
完全な契約違反だ。こうやってアタシがあんたらと話してる事自体が
本来ならマズイんだが、どうしても話したくなってね。勘弁してくれ」
結末
話し終えるだけ話して、ソフィアは去った。シーン９に移る。
シーン９：情報収集２
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
情報を調べるシーン。情報ひとつにつき、
〈情報収集〉の判定を行
なうこと。情報ひとつにつき、各ＰＣが１回ずつ判定できる。全員が判
定に失敗した場合、２Ｄ６点のＭＰを失う。このことは判定前に解説す
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ること。
なぜ情報が見つかるのかの演出はプレイヤーと話し合って決めると
よい。
・グラディウスの策謀（目標値 11）
グラディウスは混沌討伐に向かう者たちを自らの手勢による奇襲に
よって倒し、しかるのちに自ら混沌討伐を行ってアルテリアの継承権
を得るつもりだ。すでに２組のパーティが、
奇襲によって倒されている。
次に出立するであろうレオナールもまた、その毒牙に掛かる可能性が
高い。
・グラディウスのスポンサー（目標値 12）
グラディウスのスポンサーは幻想詩連合の急進派貴族、アイリーネ・
ツァンという人物である。
なぜそのような大物がグラディウスのような無頼漢のスポンサーに
なったのか、なぜアルテリアのような戦略的価値のない国を狙ったの
か、それは調べてみなければわからない。
だが、確かに幻想詩連合からグラディウスへと多額の金が流れ、そ
れによりグラディウスは精鋭傭兵部隊を編成している。そのことは事
実だ。
→「グラディウスのスポンサーの目的」という情報収集項目が開示さ
れる。
・グラディウスのスポンサーの目的（目標値 12）
グラディウスのスポンサーであるアイリーネ・ツァンは「アルテリア
の楔」という秘宝がアルテリアにあると信じている。
それを掌握するため、アイリーネは、まずはグラディウスを用いて
アルテリアを支配し、そののち、自ら乗り込んで秘宝を探すつもりらし
い。
無論、グラディウスもそれを我がものとしようとしているが、いまの
ところはアルテリアを掌握することが第一であると考えているようだ。
だがグラディウスは独自に研究を進め、
「アルテリアの楔」の真実に近
づいているようだ。
ちなみに「アルテリアの楔」についてクラリッサに問うと、
「父なら知っ
ていたかもしれませんが、私は何も知らされていません。それについ
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ては私が調べます。
『ＰＣ①』様方は、混沌討伐に全力をお尽くし下さ
い」との答えが返ってくる。
プレッジシーン２
情報収集が終わった段階で、意見調整を行い、今後の方針を決める。
また、新しく出てきた情報を元に新たな誓いや因縁を取得するのも良
い。

シーン 10：出撃するもの
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
ＰＣたちより先に戦備を整えたレオナールが兵を引き連れ、出撃す
る。
この際、グラディウスの策にＰＣたちが気づいているなら、それを
レオナールに忠告してもよい。忠告した場合、のちのシーンでの指示
に従うこと。
描写
朝もやの中、キミたちより先に戦備を整えたレオナールが、兵士を
引き連れ出立していく。城門の前で彼は、見守る民人達に向けてこう
告げる。
レオナール「民人等よ、よく聞け。この剣に賭けて、必ずや混沌を討
伐しよう！ そしてこの国に安寧を取り戻す！ それが私の誇りをかけ
た誓いだ！」
その言葉に、民人たちはおおとどよめく。レオナールの武者振りに、
残っていた気力を掻き立てられたのだろうか。
しかしその姿を、グラディウスとソフィアは冷たく見つめている。ま
るで彼の遠征が失敗に終わることを知っているかのように。
（レオナールにグラディウスの陰謀を告げる）レオナール「そのような
陰謀があったとは。だが私はすべての混沌と非道を倒すと誓った身。
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必ずやその陰謀も撃退してみせよう。だが、忠告には感謝する。せい
ぜい、道中には警戒をしておこう」
結末
かくして、レオナールは遠征へと出立する。しかし彼らの背には、
凶兆が漂っているように見えた。
シーン 11 に移行する。

シーン 11：我らの出撃
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
ＰＣの軍勢が整い、出撃するシーン。この際ＰＣは、持てるだけの
武器、防具、アイテムを武器庫から調達して装備しているとしてよい。
ここからの戦闘は険しい物になるからだ。
描写
レオナールにやや遅れ、軍備を整えた後、篠突く雨の中、
『ＰＣ①』
を先頭として、
キミたちの部隊は出撃していく。
その姿を見送るクラリッ
サは、どこか不安げだ。
クラリッサはキミたちの無事を祈り、旧い指輪のようなものをキミた
ちに渡し、励ましの言葉をかけるとともに、
『ＰＣ①』に自身の胸に掛
けていたペンダントを外して渡し、心境を吐露する。
クラリッサ「皆様、ご無事をお祈りしています」
クラリッサ「皆様、これをお持ちください。古くより伝わる、我が家の
守護宝具です。混沌を払う力のみならず、対になる宝具を持つ者との
通信もできます」
クラリッサ「皆様のご武運をお祈りしています。必ず、皆様全員で戻っ
てきてください。私はもう、
これ以上犠牲が出ることに耐えられません」
（ＰＣ①に対して）クラリッサ「本当は私もあなたとともに征きたいの
です。ですが、
私は非力。足手まといになるばかりでしょう。ですから、
せめて、このペンダントが私の心、ともに征きたいという心を表すも
のと思って下さい」
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そして、冷静さを取り戻したクラリッサはこう助言する。
クラリッサ「もしかしたら、レオナール様が敗残し、部隊を失ってい
るかもしれません。彼の助力を得るために、城に残された部隊も連れ
て行くと良いのではないでしょうか？」
そして宮城を出た後、不安げな顔の市民たちに見守られながら市中
を行進し、城門に至る。そこにはグラディウスとその軍勢が待ち構え
ていた。グラディウスは皮肉げに口を歪めながら慇懃無礼にＰＣたち
に語りかける。
グラディウス「これは皆さん。大層ご立派な軍勢を集めましたな。し
かし、相手は強敵、ゆめゆめ油断なされないことですな」
グラディウス「それでは皆さんが尻尾を巻いて帰ってくるのを高みの
見物といたしましょう。いや、そもそも帰ってこれますかな？」
グラディウス「真打ちは最後に出るものです。露払いはお任せいたし
ますよ。それでは、ご武運を！」
結末
クラリッサの激励とグラディウスの侮辱を受け、ＰＣたちは混沌討
伐へと向かった。
シーン 12 に移行する。

シーン 12：瀕死のレオナール
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：４
解説
ＰＣたちが混沌討伐に向かう途中で、瀕死状態１のレオナールと出
会うシーン。彼は道中でグラディウスの手勢による奇襲を受け、混沌
に至る前に敗北し、ここまで落ち延びて倒れていた。
レオナールにグラディウスの陰謀を告げていた場合、レオナールは
奇襲を撃退し混沌まで辿り着いたものの、力一歩及ばず、敗退してこ
こまで帰ってきたところで倒れていたということにする。
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瀕死状態のレオナールを治療することで、以上の情報が得られたこ
ととする。
なお、レオナールは治療後、各シーンの戦闘時に 1 回のみダメージ
+20 を与えてくれるエキストラ扱いとする。パーティが壊滅しない限り、
レオナールは死亡せず、その効果は残存する。
描写
混沌が支配する辺境へと至る森のなかの道。そこにＰＣたちに先ん
じて出立したレオナールがひとり血まみれで倒れていた。瀕死状態だ
が、治療をすればなんとか命は取りとめるだろう。
レオナール「かたじけない。私の力不足だった」
レオナール「私を襲ったのは混沌ではない、人間だった。明らかにこ
の森の地形や要路に詳しく、私達を待ち伏せして奇襲してきた」
（レオナールにグラディウスの陰謀を忠告していなかった場合）レオ
ナール「私達は彼らになす術もなく倒され、私一人がおめおめとここ
まで落ち延びてきたというわけだ……」
（レオナールにグラディウスの陰謀を忠告していた場合）
レオナール
「私
達は彼らを撃退し、混沌へと迫ったが、力一歩足りず、敗退してしまっ
た……」
レオナール「頼む。仲間たちの敵をとってくれ。そして混沌を倒して
くれ」
結末
レオナールはそう告げ、パーティと行動を共にする。
プレッジシーン３
ここでＧＭは、プレイヤー全員に取れるだけの誓いを立てるよう進
めるとよいだろう。天運を獲得するためである。
また、ここで天運の使い方をもう一度説明するとよい。最終決戦に
備えて、忘れているプレイヤーがいるかもしれないからである。
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シーン 13：決戦１
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：４
解説
ゴブリンの軍勢と決戦するシーン。マスコンによる戦闘を行う。
ゴブリンたちは混沌の影響により凶暴化している。すべてを抹殺す
る必要がある。
クラリッサの守護宝具——アルテリアの楔と同じ技術で作られた
アーティファクトが混沌核の一部を発散させることにより、ゴブリンた
ちは弱体化する。具体的にはＨＰとＭＰが半減する。勝利することは
容易だろう。
なお、ゴブリンロードはゴブリン・スピアラー小隊を指揮している。
これによる能力補正はエネミーデータに反映されている。
描写
森を抜け、北部山脈の入り口に差し掛かったところで、キミたちの
軍勢は山から降りてきたゴブリンの軍勢と遭遇した。このまま森を抜
け、街まで進撃するつもりだろう。なんとしてもこれを阻止し、被害を
食い止めなければならない。
その時、クラリッサがキミたちに渡した守護宝具が光る。その光は
瞬く間にゴブリンたちを包み、弱体化させる。
ゴブリン「ギャアアア！ クルシイ！ カラダガトケル！」
ゴブリン「ソノヒカリヲチカヅケルナ！」
ゴブリン「タスケテクレ！」
恐慌状態に陥るゴブリンたちに向かい、キミたちは猛然と突撃した。
結末
ゴブリンたちは殲滅され、混沌核は『ＰＣ①』の聖印によって浄化
される。
脅威は去り、
アルテリアには再び平和が戻ってくるはずだ。そして
『Ｐ
Ｃ①』はアルテリアの継承権を得るだろう。そのはずだったが……。
シーン 14 に移行。
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シーン 13 戦闘配置図
ゴブリン戦闘プラン
ゴブリンロード自ら率先してスピアラー小
隊とともに前衛になり、アーチャー小隊は
その後方から援護射撃を行う。

①：ＰＣの初期登場スクウェア
②：ゴブリンロード
③：ゴブリン・スピアラー小隊
④ゴブリン・アーチャー小隊（PC
が 3 人の場合は出現しない）
⑤ゴブリン・スピアラー小隊（レオ
ナールにグラディウスの陰謀を忠
告していた場合出現しない）

シーン 14：急報
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
グラディウスが「アルテリアの楔」の正体に気づき、自らの任務を
果たすため、手薄になったアルテリア城を襲ったシーン。破壊のため
にはアルテリアの血族を生贄に捧げる必要があるため、グラディウス
はクラリッサを人質に取ろうとした。クラリッサは追い詰められた地下
から、
『ＰＣ①』に助けを求める。
描写
キミたちの出立によって手薄になったアルテリア城に、グラディウ
スの軍勢が奇襲をしかける。無防備な城は荒らされ、
無辜の者達が次々
とグラディウス率いる傭兵部隊によって虐殺される。その姿を見るグ
ラディウスは、長年の胸のつかえがとれたような満足気な表情を浮か
べて云う。
グラディウス「殺せ！ もっと殺せ！ カウントなど、真実が明らかに
なった今ならば、その前では塵芥にすぎない！ ですが、姫は捕らえ
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るのですよ、アルテリアの楔の鍵は、クラリッサ姫なのですからね！」
そのような惨劇の現場から、アルテリア領主一族のみが知っている
隠し部屋に潜んだクラリッサは、宝具越しに『ＰＣ①』に告げる。
クラリッサ「アルテリアの楔の正体がわかりました！ アルテリアの楔
は、アルテリア城自体を巨大な魔法陣としたアーティファクトで、混
沌災害が極めて起きやすいアルテリアにおいて、それを阻止するため
楔として打ち込まれたものなんです！ そしてそれを制御できるのは、
アルテリア領主の血族を継いだ者たちだけ……彼らは、何らかの理由
でそれを破壊しようとしているようです……そしてそのために必要な
のは、アルテリアの血族たる私の命……」
そこで通信は途絶える。どうやら近くに探索の兵士が現れたため声
を潜めたらしい。見つかっていなければよいのだが……キミたちは焦
燥に駆られながらアルテリア城への帰路を急ぐ。
ブレッジシーン４
まだ誓いを立てる事のできる PC たちに対して、
グラディウスを倒す、
クラリッサを守るなどの誓いをさせるとよいだろう。
シーン 15：決戦２
登場ＰＣ：全員 混沌レベル：３
解説
「アルテリアの楔」を破壊せんとするグラディウスと決戦するシーン。
マスコンによる戦闘を行う。
戦闘の勝利条件はグラディウスを倒すことであり、グラディウスさ
え倒せば他の部隊は降伏する。対して敗北条件は、戦闘開始から５ラ
ウンド終了後にグラディウスを倒せていなかった場合である。この場
合、クラリッサが発見され、命を絶たれることにより、
「アルテリアの楔」
が機能停止し、大規模な混沌災害がアルテリアと周辺諸国を襲う。
これについて、ＧＭは戦闘開始時にプレイヤーに明言するといい。
グラディウスはアルテリア城の城門でＰＣたちを待ち受け「アルテ
リアの楔」とは何か、自身の意図とはなにかをＰＣたちに教える。
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クラリッサが前シーンで明言したとおり「アルテリアの楔」とは、本
来なら混沌災害が極めて起きやすいアルテリアに打ち込まれた、混沌
災害を防ぐためのアーティファクトであるが、これが破壊されるか力
が失われるかすれば、アルテリアのみならず周辺各国をも飲み込む混
沌災害が起こるだろう。
グラディウスはその情報を自ら解き明かし、これまでのように迂遠
な策ではなく、直接「アルテリアの楔」を破壊することで大規模混沌
災害を巻き起こし、大工房同盟にダメージを与えることを目論んでい
る。
グラディウスがそのような行為に打って出るのは、スポンサーであ
る幻想詩連合急進派の思惑だけでなく、彼が極めて残酷かつ卑劣な人
間で、罪なき民人の命を奪うことに喜びすら覚える人物だからである。
彼を倒し、クラリッサとアルテリアを守るとともに「アルテリアの楔」
をも守らなければならない。
なお、グラディウスとソフィアは Lv1 歩兵部隊を指揮している。こ
れによる能力補正はエネミーデータに反映されている。
描写
急ぎ、アルテリア城へと帰り着いたキミたちを迎え撃つかのように、
城門の前に軍勢が現れる。そして、その指揮官は、誰あろうグラディ
ウスその人だった。グラディウスは慇懃無礼にキミたちに話しかける。
グラディウス「偉業の達成おめでとう。まずは礼を言わせてもらうよ。
私の手をゴブリンごときで汚さずにすんだのだからね。くだくだしい
手間が省けたというものだ」
グラディウス「その上、ゴブリンたちはキミたちを陽動する役目にま
で役立ってくれた。申し分ないことだ」
グラディウス「ところで、冥土の土産に教えてやろうではないか。私
が何故このようなちっぽけな国を欲しがったのか——正確には、私の
雇い主がだが」
グラディウス「私の目的は、アルテリアを手に入れた後「アルテリア
の楔」を発見することだった。しかし真実を知ったことで、破壊する
ことへと変わったのだよ。そして、スポンサーたる幻想詩同盟の急進
26
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派もそれを望んでいる。それにより、大規模な混沌災害が発生し、大
工房同盟は混乱に陥るだろう。そこにつけ込み勢力を拡張しようとい
うのが、上の望みだ。しかし私は、少し違う望みを持っている」
グラディウス「全く楽しいとは思わないかね？ 私がこれまで殺して
きたよりずっとずっと多くの人間が、混沌災害によって命を失い、住
処を奪われるのだ。これほどまでに多くの人間の命を掌の上に載せる
快楽は、たとえ使い走りだとしても、そうそう味わえるものではない」
グラディウス「さて、長話は終わりだ。宴を始めようではないか」
そしてグラディウスの手勢がキミたちに襲いかかった。
だが、ソフィアは躊躇している。
ソフィア「グラディウス、おまえは、自分が何を言っているのかわかっ
ているのか！」
グラディウス「わかっているとも、だからキミには契約の履行を求め
たいものだが」
ソフィア「くっ……」
はたから観ても、ソフィアの戦意は明らかに下がっている。もしかし
て、説得したならばそれに応じ、この悪逆非道のロードから引き離す
ことができるかもしれない。
解説２
ソフィアを戦闘離脱させる方法だが、ＰＣ③が目標値 12 の話術判
定に成功すればソフィアは味方側エキストラとなる。味方側エキスト
ラとしてのソフィアの効果は 1 シーン中 1 回のみダメージを +20 する
というものである。そうでなくとも、話術判定の達成値が 10 以上の場
合、ソフィアはこの戦場から姿を消す。この際、ソフィアが率いてい
る部隊も戦闘から除外すること。 GM は、戦闘中も、
『ＰＣ①、②』
とグラディウスのみならず、
『ＰＣ③』とソフィア、
『ＰＣ④』とグラディ
ウスのやりとりも演出するとよい。以下はその例である。
描写２
（
『ＰＣ①、②』に向かい）グラディウス「我が大望、我が欲望の前で
は大義など意味をなさぬ！ それを知るがいい！」
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（
『ＰＣ③』に向かい）ソフィア「クソいまいましいが、契約は契約だ。
今度こそ因縁の決着をつけようじゃないか！」
（説得に応じた場合）ソフィア「こんなイカれた野郎を勝ち馬と見込ん
だアタシの目が節穴だった。力を貸すぞ『ＰＣ③』！」
（戦闘から離脱した場合）ソフィア「アタシはここで降りさせてもらうよ。
また別の戦場で会おう、
『ＰＣ③』！」
（ＰＣ④に向かい）グラディウス「死に損ないめが、私の前に立ちふさ
がるとは笑止！ 今度こそ確実に仕留めてやる！」
（クラリッサに恋していたのではないかと問われた場合）グラディウス
「ああ恋しいとも！ だからこそ汚したいのだ！ ましてや、我が大望
の鍵となるとあってはな！」
（各キャラクター死亡時）
グラディウス「我が大望、我が欲望が、たかがこんなところで終わる
とは……！」
ソフィア「クソみたいなお膳立てだったが、いい戦いだった。久しぶ
りに心が踊ったぜ。また、やりあおう……な……」

シーン 15 戦闘配置図
ソフィア戦闘プラン
配下の部隊（フォワード配置）ともども《獣
の猛襲》でまず手近な目標（同距離の場合、
ＰＣ③を優先）を襲撃。対象を戦闘不能と
したら即座に次の目標に向かい同様の攻撃
を行う。
グラディウス戦闘プラン
まずは後方に陣取り、配下の部隊を前線
に出すが、それが破られた場合、指揮下の
①：ＰＣの初期登場スクウェア
②：グラディウス
③ソフィア・イグニス
④歩兵（Ｒ１、336P）
⑤歩兵：レオナールにグラディウス
の陰謀を忠告していた場合出現し
ない。

部隊（フォワード配置）もろとも、可能な
限り前進して白兵戦に持ち込む。可能な
らば《巨大槌の印》により同一Ｓｑの敵を
まとめて攻撃する。その際は味方の巻き添
えを起こさないようにする
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（グラディウス勝利時）グラディウス「ははは！ 我が大望がついに成
就する！ 死だ、死だ、観たこともないほどたくさんの死だ！」
結末
Ａ・グラディウスは倒され、アルテリアを巡る陰謀は打破される。
Ｂ・グラディウスは勝利し、未曾有の混沌災害がアルテリアを中心に
広がっていく。

シーン 16：凱旋
解説
勝利のその後を描くシーン。
ＰＣそれぞれの今後やりたいことや行動方針などを聞いて、積極的
に演出していくといいだろう。
また、
『ＰＣ①』は混沌打倒の功績をもってアルテリア男爵領の領主
に任命される。このシーンを中心にして演出を行うのもひとつの方法
である。
描写
ゴブリンの軍勢は敗れ、混沌は去った。
アルテリアを巡る陰謀も、ひとまず打ち払うことができた。
アルテリアは一時の平和という休息を手に入れ、民人はキミたちを
英雄として迎える。
クラリッサ「ありがとうございます、皆様。アルテリアの民を代表して、
感謝申し上げます」
クラリッサ「
『ＰＣ①』様は、このアルテリアの新しい領主として、人々
が笑顔で暮らせるような国作りをしていただきたく存じます。私も、で
きるかぎりそれに協力いたします」
クラリッサ「ですがまずは、宴の準備を。民人に平和が戻ってきたこ
とを伝えなければなりません」
結末
ＰＣたちのこれからやりたいことを描写したり、ＰＣ同士で会話した
りして、セッションを終えること。
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アフタープレイ
『ルール 1』P234 を参照し、アフタープレイの処理を行なうこと。
シナリオの勝利条件による経験点は、
「混沌を浄化した：５点」
「グ
ラディウスの陰謀を阻止した：５点」となる。またエネミーレベルの
合計は、30 点、レオナールにグラディウスの陰謀を忠告していた場合
27 点。ソフィアの説得に成功した場合 23 点。ＰＣが３人の場合 28 点、
PC が 3 人なおかつレオナールにグラディウスの陰謀を忠告していた
場合 25 点、ソフィアの説得に成功した場合 21 点である。ＰＣの人数
で割ること。取得カウントは 1000 点となる。
以上でセッションは終了となる。
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エネミーデータ
本シナリオで登場する混沌の投影体
のデータを紹介する。
カッコ内は守護法具の力でＨＰ・ＭＰが
半減したデータである。基本的にはこちら
を使用することになるだろう。

ゴブリン・スピアラー小隊
種別：混沌／妖精 出身世界：ティル・ナ・ノーグ
レベル： 1
ＨＰ：54(27) MP： 20(10) 士気：4
行動値：6
移動力：2

防御力 武器 4 炎熱 2 衝撃 3 体内 0
リアクション：13

特技
《渾身の突き》：マイナー。
そのメインプロセス

に使用する《スピア》のダメージに＋７。ＭＰ

７消費。

《スピア》：メジャー。
０Ｓｑの単体に白兵攻

撃。命中判定２Ｄ＋６。
〈武器〉
３Ｄ＋13のダメー

ジを与える。

解説：部隊崩壊状態になった場合、命中判定

ソフィア・イグニス
種別：混沌／人間 出身世界：アトラタン

特技

ＨＰ： 99

データを命中：＋２、攻撃力：＋11、ガード値：

レベル： 3

行動値： 11

ＭＰ： 54

士気： 4

移動力：3

攻撃：素手
命中３Ｄ＋9
攻撃力
〈武器〉
3Ｄ＋11
【筋力】
19／＋８ 〈格闘〉
３
【反射】
15／＋６
【感覚】
13／＋６ 〈知覚〉
３
【知力】
10／＋４
【精神】
13／＋４
【共感】
９／＋３

種別：混沌／妖精 出身世界：ティル・ナ・ノーグ
レベル： 1
ＨＰ：34(17)
MP： 18(9)
士気：4
行動値：9
移動力：３

種別：混沌／妖精 出身世界：ティル・ナ・ノーグ
レベル： 8
ＨＰ：170(85) MP： 40(20) 士気：7
行動値：11 移動力：3

レベル： 5

リアクション：10

攻撃：大剣
命中３Ｄ＋4
攻撃力
〈武器〉
4Ｄ＋7

防御力 武器 3 炎熱 2 衝撃 2 体内 0
リアクション：10

特技
《ねらう》：マイナー。そのメインプロセスに使

用する《ハーフボウ》の命中判定のダイスを＋

１個する。

《ハーフボウ》：メジャー。
１〜２Ｓｑの単体に

射撃攻撃。命中判定２Ｄ＋９。
〈武器〉
３Ｄ＋10の

ダメージと毒５を与える。

解説：部隊崩壊状態になった場合、命中判定

とリアクション−１、ダメージ−５。
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防御力 武器 11 炎熱 4 衝撃 6 体内 0

特技
《大槌》：メジャー。
０Ｓｑの単体に白兵攻撃。

命中判定３Ｄ＋11。
〈武器〉
４Ｄ+12のダメージ

を与える。

解説：ゴブリンたちの王。部隊崩壊状態に

なった場合、命中判定とリアクション−１、

ダメージ−５。

《獣の猛襲》３：メジャー。即座に通常移

動を行ない、
その後、
白兵攻撃を行なう。
こ

の攻撃のダメージに
［移動したＳｑ数×３］
を
《地を駆けるもの》：セットアップ。
そのシー

ン
【移動力】
を＋１、
【行動値】
を＋２する。
この

特技は飛行状態や騎乗状態では効果がな

い。

防御力 武器 11 炎熱 2 衝撃 10 体内 ０

ゴブリンロード

５に変更する。

加える。

とリアクション−１、ダメージ−５。

ゴブリン・アーチャー小隊

《野生の爪牙》３：そのシーン中、素手の

《不壊なる外皮》：そのシーン中〈武器〉

〈衝撃〉
の防御力をすべて+８する。

グラディウス
種別：人間

ＨＰ： 112

行動値： 12

出身世界：アトラタン
ＭＰ： 77

士気： 7

移動力：3

【筋力】
16／＋７ 〈重武器〉
３
【反射】
16／＋７
【感覚】
13／＋５
【知力】
12／＋４
【精神】
14／＋５ 〈聖印〉
３
【共感】
10／＋３
防御力 武器 12 炎熱 7 衝撃 9 体内 ０

特技

《光炎の印》：セットアップ。
１ラウンド中、

武器のダメージ属性に〈炎熱〉追加。
コスト

８ＭＰ。

《疾風剣の印》３：メジャー。
白兵攻撃。命

中判定＋４、
ダメージ＋３Ｄ。
コスト５ＭＰ。

《切り払いの印》３：
〈回避〉の判定を
〈重

武器〉
で。
ラウンド２回。
コスト６ＭＰ。

《巨大槌の印》：メジャー。
１Ｓｑに白兵攻

撃を行う
（自分自身は含まれない）
重武器で

使用した場合、
ダメージを与えた対象にさ

らに硬直を与える。
コスト７ＭＰ。

《振りかぶり》：マイナー。武器攻撃ダメー

ジロール+10する
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