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　本文書は、『グランクレストＲＰＧ』
のシナリオである。シナリオの記述形式
や、略語については、『グランクレスト
ＲＰＧ　ルールブック１』、（以下『ルー
ル１』）及び『ルールブック２』（以下『ルー
ル２』）を参照いただきたい。
　このシナリオは、『ルール 1』掲載の
シナリオ「運命の邂逅」および『ルール
２』掲載のシナリオ「君主の在り方」の
続編としてプレイすることを想定してい
る。本シナリオ単独でプレイすることも
不可能ではないが、上記２シナリオ、特
に「君主の在り方」をプレイした後にプ
レイする方が、より楽しめるだろう。
　本シナリオに登場するＮＰＣのうち、
ミミは「運命の邂逅」、イリーナおよび
カサンドラは「君主の在り方」に登場す

　シュレンベルクを併合し、大きくなっ
たＰＣたちの国。そこに、近隣の国、ヴァ
ルツァー子爵領からの使者ダブネル将軍
が訪れる。将軍は、ＰＣたちが領土を明
け渡し、ヴァルツァー王ラヴェルに従属
するように傲慢に告げ、去っていく。
　その後、隣国ヴァルツァーとの小競り
合いが始まるが、時を同じくして、ＰＣ
たちの領内では、死人が動きだし、領民
を襲うという事件が多発する。さらには、
その事件において、死んだはずの魔女、
カサンドラの姿が目撃される。
　この事件の背後には、カサンドラの愛
人にして師でもある、秘密結社パンドラ
の一員、アガメムノンの存在がある。
　アガメムノンは、カサンドラを殺した
ＰＣたちへの復讐として、ＰＣたちの国
を滅ぼそうとしている。

るＮＰＣである。詳細は各シナリオを参
照されたい。
プレイヤー人数：３〜４人
プレイ時間：４〜５時間
ＰＣのキャラクターレベル：２〜３
・ＰＣレベルについて
　「運命の邂逅」「君主の在り方」両方を
プレイしていれば３レベルに、後者のみ
なら２レベルに成長できる。本シナリオ
は成長後のＰＣでプレイすることを想定
している。
・国作成について
　初期カウントの 1000 に、「運命の邂逅」

「君主の在り方」で取得したカウントを
合計して成長させる。国レベルは２〜４
になるだろう。

　アガメムノンは、ヴァルツァーの領内
に、大規模な魔法儀式を行なうための魔
法陣を構築し、死人を操る邪法によって、
無尽蔵に死人の軍隊を生み出す。
　ＰＣたちは、ヴァルツァーの軍と死人
の軍隊を退けつつ、事件の背後を調べる
ことになる。無尽蔵に現れる死人軍に対
処するには、敵の軍勢に対処しながら、
別働隊がヴァルツァーに潜入し、魔法陣
を破壊する必要がある。
　魔法陣を破壊したなら、敵の増援は断
たれる。ダブネル将軍は、闇魔法師と手
を組んだという醜聞を隠蔽するために、
残る戦力を動員してＰＣたちの国へと攻
めこんでくる。
　ダブネル率いるヴァルツァー軍、そし
てアガメムノンとの対決となり、戦いに
勝利すればシナリオは終了である。

　本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。
　キャラクター作成を行なう前に、該当部
分をコピーしてプレイヤーに配布する。詳
細は『ルール１』P352 を参照のこと。
　プレイヤー人数が３人の場合、ＰＣ④
を省略するとよい。

トレーラー
　近隣で勢力を伸ばす野心的な国、ヴァルツァー子爵領から傲岸不遜な使者が訪れ、降伏を勧告してきた。

とても飲むことのできない条件に、ヴァルツァーとの対立が明らかになる。
　時を同じくして、領内に死者の軍団が跳梁する。

その中には、倒したはずの魔女カサンドラの姿があった……。
謎が謎を呼ぶ中、戦いは始まる。

グランクレストＲＰＧ
「冥界よりの敵」

混沌（カオス）を治め、聖印（クレスト）に至れ。

ＰＣ①用ハンドアウト

　キミは国を治めるロードだ。隣国シュレンベル
クを救い、領土を広げたため、内政と治安維持に
駆けまわる日々。
　そこに、野心多き隣国ヴァルツァー子爵領から
の使者、ダブネル将軍が訪れ、恭順を促した。あ
まりの悪条件はとても飲めるものではない。ふた
たび、戦いが始まろうとしていた……。

ＰＣ②用ハンドアウト

　キミは『ＰＣ①』に仕えるメイジだ。
　隣国ヴァルツァーとの戦いが始まろうとしてお
り、その準備に奔走している中、領内で、動く死
人が民を襲っているとの報告を得た。その中には、
死んだはずのカサンドラの姿もあるという……一
体、何が起こっているのだろうか。

　　

ＰＣ③用ハンドアウト

　キミは『ＰＣ①』に仕える者だ。
　隣国ヴァルツァー子爵領からの使者、ダブネル
将軍は、だらしなく肥大した肉体と自我を晒した、
不愉快な男だ。しかし、キミが戦場で会ったヴァ
ルツァー王は野心多き人物だが、ああいう男を好
んで使うタイプではなかったはずだが……。

ＰＣ④用ハンドアウト

　キミは『ＰＣ①』に仕えるアーティストだ。
　かつて、非道の限りを尽くす領主ザジャブ、悲
願に狂った隣国の王ヴィルヘルムを、それぞれ唆
し、凶行に導いた魔女カサンドラ。死んだはずの
彼女が、領内を荒らす死人の軍に姿を見せたとい
う。理由はどうあれ、討たねばならないだろう。

　本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。
　キャラクター作成を行なう前に、該当部
分をコピーしてプレイヤーに配布する。詳
細は『ルール１』P352 を参照のこと。
　プレイヤー人数が３人の場合、ＰＣ④
を省略するとよい。

　「運命の邂逅」「君主の在り方」と連続
して遊ぶ場合の注意点である。『ルール２』
P304 も参照のこと。
　上記２シナリオと連続した３セッショ
ン目、あるいは「君主の在り方」と連続し
た２セッション目として遊ぶことを想定し
ている。
・ＰＣ番号の持ち越し
　本シナリオのＰＣ番号は「運命の邂逅」

「君主の在り方」のＰＣ番号と対応してい
る。番号を持ち越して配布すること。
・レベルアップ
　レベルアップ作業には、１レベルあたり
30 分〜１時間程度の時間がかかる。可能
なら、レベルアップ作業は各自が前もって
済ませておくとよいだろう。

　本シナリオでは、２〜３レ
ベルのＰＣを使用することを
想定しているため、クイック
スタートの指定はない。もし、
単独で遊ぶ場合などは、「君
主の在り方」 で指定されたサ
ンプルキャラクターを、３レ
ベルに成長させて使用すると
よい。

キャラクター作成

　「 君 主の在り方 」 か らは
一ヶ月ほど経過している。本
シナリオでは、イリーナはＰ
Ｃ①に従属したものとし、Ｐ
Ｃたちの国はシュレンベルク
を正式に併合したとする。

作中時間について

　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
１』 Ｐ 229）。因縁の取得方
法は 『ルール１』 P352 を参
照。以上の準備が終了したな
ら、メインプレイへと進む。

セッション準備

　ＰＣ③のハンドアウトは、
過去にヴァルツァー子爵と
会ったことがある、というも
のだ。これは、設定にそぐわな
い場合、他のＰＣとハンドア
ウトを交換するなどしてもよ
いだろう。なお、ヴァルツァー
子爵自身は本シナリオにはほ
とんど登場しない。このことは
事前に告げておいてよい。

　国の成長についても、３０
分程度の時間がかかることを
想定するとよい。これも、可
能ならば事前に行っておくと
よいだろう。
　アカデミアーサポートの取
得などはプレイヤーで相談し
て決定すること。迷ったらＰ
Ｃ①のプレイヤーが決定する
こととする。

ハンドアウトの割り振り

自国の成長因縁：ダブネル将軍　関係：敵
推奨感情　メイン：不快感／サブ：任意
推奨クラス：ロード

因縁：ダブネル将軍　関係：敵
推奨感情　メイン：敵愾心／サブ：任意
推奨クラス：任意

因縁：カサンドラ　関係：敵
推奨感情　メイン：敵愾心／サブ：任意
推奨クラス：アーティスト

因縁：カサンドラ　関係：敵
推奨感情　メイン：脅威／サブ：任意
推奨クラス：メイジ

トレーラーとハンドアウト

キャラクター作成

連続したシナリオとして遊ぶシナリオ情報

ストーリー
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●シーン１：日常
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３
▼解説
　ＰＣたちの現状、また、国の現状を解
説するシーンである。
　ＰＣたちは、領内に出現した混沌投影
体の討伐を終え、近くのイガナ村で一休
みしているところだ。
　ＰＣによっては、別の場所にいることに
してもよい。その場合、適度に場面を切り
替え、日常を軽く描写するとよい。
　ＰＣ全員がひと通り描写や会話を終え
たところで、城からの使者としてイリーナ
がやってきて、結末に進む。
▼描写
　魔境と化したシュレンベルクの事件から
一ヶ月ほど……シュレンベルクの併合に
関するあれこれも解決し、やっと一息つい
たところだ。
　イリーナがＰＣ①に従属したことで、
シュレンベルクはＰＣたちの国に併合され
た。魔境が消えた後、被害の回復や、シュ
レンベルク領内への通達、残った混沌投
影体の退治など、ＰＣたちはここしばらく、
領内を走り回っていた。
　今日も、ＰＣたちは民からの知らせを受
け、混沌投影体を退治したところだ。幸い、
出現した混沌投影体は、成長したＰＣた
ちの敵ではなかった。ＰＣたちは帰り道に
あったイガナ村で、回復や食事を行ない、
一休みしているところだ。
　ＰＣたちの元に、少女が暖かなお茶の
入ったカップを持ってくる。

ミミ「みんな、おつかれさま！　これ、ミ
ミが入れた、おいしいお茶だよ！」
ミミ「（『ＰＣ①』に）ＰＣ①さま、おつか
れ？　お茶、甘くしたから、いっぱい飲ん

でね。おかわりもあるよ！」
村長「『ＰＣ①』さまとみなさまのおかげで、
今回も被害はなく、すみました、ありがた
いことです」
村長「（ＰＣ②に）シュレンベルクの民と
も、少しずつ交流が始まっております。あ
ちらは色々と荒れていたようで……こちら
に余裕があるものは、分け与えております。
こうして、他の民を助ける余裕があるのも、

『ＰＣ②』様の手腕で、我々の村が回復し
たからです。ありがたいことです」
村の若者「（ＰＣ③に）見事な手腕ですね。

『ＰＣ③』殿の武勇は、領内ばかりか外に
も聞こえているそうですよ」
村の子供「（ＰＣ④にお菓子を渡し）……
あ、あの……これ……（照れて走っていく）
……ありがとう！」

　かつては荒れ果てていたイガナ村も、
今は老若男女が明るい顔で行きかい、豊
かな実りを畑から得ている。
　——そんなＰＣたちのもとに、一頭の
馬が駆けてきた。乗っているのは、軽装の
イリーナだ。
イリーナ「城に客人が来られたので、『Ｐ
Ｃ①』様を呼びに参りました。『ＰＣ②』
様も一緒の方がいいかもしれません」
イリーナ「あまりよい客とは言えないかも
しれません。野心強く、近隣に攻め込んで
いるヴァルツァー子爵領からの使者です」
　ＰＣたちは、イリーナの知らせを受け、
城に戻ることになった。
　そして——この知らせが、平穏な日々
の終わりだった……。

●シーン２：傲慢なる使者
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：２
▼解説
　ＰＣたちの城に、隣国ヴァルツァー子
爵領からの使者、ダブネル将軍が訪れる
場面である。
　登場ＰＣは全員。君主である『ＰＣ①』、
契約魔法師の『ＰＣ②』が中心となるこ
とをを想定している。
　ＮＰＣとしては、イリーナが登場する。
　会話をひと通り終えると、ダブネルが退
席する。結末へ。
▼描写
　城に戻ると、謁見の間（というほど大仰
なものでもないが）に、だらしなく肥大し
た体を上質の金属鎧に包んだ男が立って
いた。背後には、武装した護衛たちが立っ
ている。男は、『ＰＣ①』を見下すように
眺めてから、小馬鹿にしたように笑う。

ダブネル「ん〜。貴公がこの国の君主、『Ｐ
Ｃ①』か。ずいぶん待たせてくれるわ」
イリーナ「（ＰＣたちに小声で）ヴァル
ツァー子爵領からの使者、ダブネル将軍
です」
ダブネル「知っておるだろうが、我が主
ヴァルツァー王ラヴェル様は、この戦乱
の時代に覇者となるべく、近隣の国々を
次々と攻め落とした。伯爵となるのもそう
遠くはないだろう。で、あるからして、貴
公はその聖印を差し出し、我が主に捧げ
るがいい。その後は、一兵卒として働けば、
命は助けてやる」
ダブネル「（『ＰＣ①』以外が口を開いた）
黙っておれ、メイジ（アーティスト）風情が」
ダブネル「さあ、『ＰＣ①』とやら、膝を屈し、
我が軍に頭を垂れるがいい。うん？」
ダブネル「（断った）は！　愚かなことだ。
我らヴァルツァーの軍とことを構え、勝ち
目があるとでも思っているのか」
ダブネル「まあいい、今すぐ全軍で攻め

落とすわけではない。気が変わったなら、
非礼をわび、頭を垂れて我らに下るがいい。
くっくっく……」
イリーナ「なんという無礼な……」

（ＰＣがダブネルを攻撃しようとしたら、
小声で）「……いけません、ここで奴を手
にかければ、全面戦争になる……確かに、
今そうなっては勝ち目はありません」
▼結末
　ダブネルは、傲岸不遜な態度で背を向
けると、部下を引き連れて去っていく。
　去り際に、ダブネルの部下のひとり……
メイジ風のローブを纏った長身の男が、

『ＰＣ①』に目を向けた。フードの下から、
不気味に青白く光る瞳が『ＰＣ①』を見
……そして、彼らは去っていった。

●シーン３：ヴァルツァー王
ラヴェル
登場ＰＣ：ＰＣ③　混沌レベル：３
▼解説１
　シーン２から一週間ほど経過している。
　『ＰＣ③』は部隊を率いて、ヴァルツァー
子爵領の尖兵と交戦したところだ。
　描写１を終えたら解説に２へ。
▼描写１
　無礼きわまりない使者、ダブネルの来訪
から一週間ほどが過ぎた。
　ヴァルツァー子爵領は、ＰＣたちの国
を攻める準備を進めているようだ。領内に、
偵察や略奪のための小部隊が、たびたび
入り込むようになった。
　その日も、『ＰＣ③』は部隊を率い、ヴァ
ルツァー子爵領の部隊と交戦。撃退した。
偵察が目的だったらしく、数人を『ＰＣ③』
が倒したところで、敵は撤退していった。

部下「『ＰＣ③』殿、連中、本気で攻めて
くる感じではありませんな」
……どうも、以前に会った、ヴァル
ツァー王ラヴェル子爵の印象とは異なる
動きだった。

　イリーナの言う通り、いか
にダブネルが無礼とはいえ、
使者を手にかけた場合、ヴァ
ルツァー側に大義名分を与
え、また全力で攻め込んでく
る可能性は大きい。
　その上で、ここでダブネル
を倒した場合（データは P###
参照）、フードの男＝アガメ
ムノンは戦闘に参加せず、い
つの間にか姿を消す。
　そして、ダブネルは、殺した
にせよ、幽閉したにせよ、Ｐ
Ｃたちの城から消え去り、ア
ガメムノンの術によって動く
死体となる。以降の展開は、
ダブネルが動く死体になって
いる以外はそのままプレイす
るとよいだろう。

シーン２：ダブネルを殺す

　現在の状況と、ＰＣたちの
日常場面の演出シーンであ
る。長く行なう必要はないが、
キャンペーンプレイにおいて
は、こういった、日常的な場
面の演出を行なう機会を入れ
ると、現状の把握や、自分た
ちの国への思い入れを促すこ
とができるだろう。

　隣国シュレンベルクの姫に
して騎士。
　母国が魔境と化したことで、

『ＰＣ①』 に助けを求めた。
　シュレンベルクが魔境と化
したのは、秘密結社パンドラ
の闇魔法師カサンドラに、父
であるヴィルヘルムが騙され
たからだった。
　そのため、結果的に父が倒
れたことに関して、ＰＣたちへ
の恨みはない。特に『ＰＣ①』
に関しては、崇拝のような感
情を抱いているようだ。
　現在は、『ＰＣ①』 に仕え
る騎士、側近として、旧シュ
レンベルク領の内政、領内の
雑事の処理や、兵たちへの訓
練などを行なっている。
　常にあれこれと雑事をこなし
ていないと落ち着かないよう
で、働き者である。
　本シナリオでは、ＰＣへの
助言や解説を行なう、参謀と
しての役割も果たす。

シーン１：日常

イリーナ

メインプレイ
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▼解説２

　過去に、『ＰＣ③』がヴァルツァー王ラ
ヴェルと戦場で邂逅した際の回想シーン
となる。数年前、『ＰＣ③』が、傭兵とし
て動いていた際に……という想定である。
　ラヴェルとの会話を終えたら結末へ。
▼描写２
　数年前。『ＰＣ③』は戦場で、ヴァル
ツァー王と相まみえたことがある。
　その戦闘は既に、双方の痛み分けで終
わっている。『ＰＣ③』の任務である時間
稼ぎは終わり、あとは退くだけだ。
　『ＰＣ③』の前には、馬に載った、三十
がらみの精気に溢れた男。長い黒髪が
たてがみのようにうねっていた。ヴァル
ツァー王こと、ラヴェル子爵だ。

ラヴェル「ははは！　面白い。こんな小
さな部隊に、我らの軍がまんまと足止めさ
れるとはな。これ以上の戦いは無意味だ。
……そこの傭兵、ここは俺の負けだ。俺
に勝った者の名を聞かせろ」
ラヴェル「『ＰＣ③』か。お前、俺の部下
になる気はないか？　今の報酬より金はは
ずむ。それ、もっと面白いものも見せてや
れる」
ラヴェル「いずれ大陸は麻のように乱れ、
戦乱の時代が来る。……ま、ただの勘だ
がな、俺の勘は外れたことがない」
ラヴェル「俺は乱世で活きる男だ。俺と
共に、先を見たくはないか？」
ラヴェル（断った）「気が変わったら俺の
城を訪ねるがいい。では、さらばだ」
▼結末
　……あれから数年経ったとはいえ、あの
ような男が簡単に変わるはずもない。
　ダブネルの言動、そして今、中途半端
な偵察と略奪で嫌がらせをする手法は、あ
のヴァルツァー王には似合わない気がし
た……事情を調べてみるのも手だろう。

●シーン４：蘇った魔女
登場ＰＣ：ＰＣ②、ＰＣ④　混沌レベル：２

▼解説
　シーン３の、さらに数日後。ダブネルが
訪れてから 10 日以上が過ぎている。
　ヴァルツァーの部隊と小競り合いが散
発する中、ＰＣの元に報告がある。
　伝令との会話を終えたら結末へ。
▼描写
　さらに数日が過ぎた。
　ヴァルツァー子爵領の軍とは、散発的
な小競り合いが続いている。
　本格的な侵攻というよりは、嫌がらせの
ようなものだ。

『ＰＣ②』と『ＰＣ④』が城で待機してい
ると、伝令兵が走りこんできた。

伝令「その、なんといってよいのか、わか
らない話なのですが」
伝令「領内の村が、動く死人の軍に襲わ
れたというのです。知らせを受け、兵が向
かいましたが、確かに動く死人……兵だけ
では対処できず、ひとまず、村人ともども
避難させました」
伝令「その、死人の軍の中に……虹色の
瞳をした女がいた、というのです」
伝令「どうやらメイジのようで、それもあっ
て、『ＰＣ②』殿の指示を仰ごうかと」
▼結末
　虹色の瞳の魔女……カサンドラ。
　あれは死んだはずだ。
　ともあれ、ヴァルツァーとの小競り合い
が続く中での、この異変。
　ひとまず、『ＰＣ①』や、他の皆と共に、
現地に向かってみよう。

●プレッジシーン１
　ここで、プレッジシーンを挟むとよいだ
ろう。もちろん、ここ以外でも、プレイヤー
が望んだタイミングで発生させてよい。

●シーン５：死人の兵
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説１
　死人の軍勢との戦闘を行なうシーン。
　配置図は下記、データは巻末参照。
　戦闘を終えたら解説２へ。
▼描写
　知らせを受けたＰＣたちは、死人の軍
勢に襲われたという村にやってきた。
　見れば、確かに死人が、ぎこちなく動
いている。小競り合いで倒れたヴァル
ツァーの兵たちだろう。
　兵たちは家々を剣で壊し、井戸を潰し
ている、まるで村を組織的に破壊するこ
とが目的のようだ。
　カサンドラらしき姿はないが……死人
たちが襲いかかってきた。
▼解説２
　戦闘終了後、イリーナがやってくる。
イリーナとの会話を終えたら結末へ。

▼描写2

イリーナ「大変です！　西の……ヴァル
ツァー側の砦が、ヴァルツァーの部隊に
襲われ……陥落しました」
イリーナ「『ＰＣ①』様たちがいない隙で、
私が兵を率いて出たのですが、数が多く
……砦を捨て、撤退しました」
イリーナ「ヴァルツァーの部隊は、これ
まで偵察めいた行動だけだったので……
油断していたかもしれません。申し訳あ
りません」
イリーナ「まるで、死人の軍勢と示し合
わせたかのようですね……」
イリーナ「不可解なことが多すぎます。
情報を集める必要があるでしょう」
▼結末
　不可解なヴァルツァーの動き、謎めい
た死人の軍勢、カサンドラの噂……どう
やら、背後に何があるのか、調べる必要
がありそうだ。

シーン 5　戦闘配置図

　マスコンルールを使用する。
　死人兵（槍）は、なるべく多くの
ＰＣにエンゲージして攻撃する。対
象はランダムに決定するが、同じエ
ンゲージに死人兵（槍）が複数体い
る場合、同じ対象を攻撃する。
　死人兵（弓）は、もっともＨＰの
少ないＰＣを狙うように行動する。
　 死 人 兵 の デ ー タ は『 ル ー ル １』
P371 を参照のこと。
　ＰＣが３人の場合、「死人兵（槍）Ｃ」
を削除する。

戦闘解説
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●シーン６：陰謀の気配
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３
▼解説
　現状の情報をまとめるためのシーンで
ある。イリーナの台詞として例示したが、
ＰＣが自発的にまとめるならば、イリー
ナの台詞は省略してよい。
　状況の確認を終えたら結末へ。
▼描写
　城に戻ってきたＰＣたちは、イリーナ
から現状の報告を受けることになった。

イリーナ「ヴァルツァーから使者……ダ
ブネル将軍がやってきたのが、10 日前
になります。その後、ヴァルツァーの尖
兵との小競り合いが何度か起こっていま
したが、本格的な侵攻はありませんでし
た」
イリーナ「そして、昨日現れたのが、死
人の軍団……『ＰＣ①』様たちがこれに
対処すべく出陣したのを見計らったかの
ように、ヴァルツァーの部隊が砦を襲撃
しました」
イリーナ「ヴァルツァーの動き、死人の
軍団……そして、こちらの偵察兵が目撃
したという、死んだはずの魔女、カサン
ドラに似た女……」
イリーナ「こちらの密偵も、ヴァルツァー
からの情報を持ち帰る頃です。情報を集
め、対策を考えるタイミングですね」
イリーナ「正直、ただでさえ、現状でヴァ
ルツァー子爵領との全面衝突は避けたい
ところです。その上、死人の軍団などと
いうものが現れては……このままでは、
あのダブネルめの言う通り、国が奪われ
てしまうかもしれません……」

「信じています、『ＰＣ①』様……」
▼結末
　領内を調査し、あるいはヴァルツァー
子爵領へ放った密偵の情報を受け取っ
て、調査を行なう必要があるだろう。

●シーン７：情報収集
登場ＰＣ：任意　混沌レベル：３
▼解説
　情報収集を行なうシーンである。
　演出としては、領内を偵察兵やＰＣ自
身が調べる、村人や兵士に聞きこみをす
る、ヴァルツァー子爵領内に放った密偵
からの情報を受け取る……などが考えら
れる。
　シーンを分割し、ＰＣごとに場面を分
けてもよいだろう。
　各ＰＣには二回ずつ判定を行なう時間
がある。三回以上の判定を行なう場合、
余分な時間がかかるものとする。追加の
判定一回（全員が一回ずつ）行なうたび、
シーン 11 での死人兵 ( 槍 ) の数が＋１
される。
　情報収集を終えたら結末へ。
▼描写
　ＰＣたちは、事態の背景を探るべく、
駈け出した……。

・ヴァルツァー子爵領
〈情報収集〉　目標値：７

　ラヴェル子爵の治める国。戦乱の世に
備え、軍備を整えていた。大講堂の惨劇
後、大陸中が混乱するとすぐに、近隣の
国を次々と攻め落とし、爵位も男爵から
子爵へと上がった。
　複数の従属君主を「将軍」とし、それ
ぞれの部隊を独立して行動させる、多方
面への侵攻を行っている。

・ダブネル将軍
〈情報収集〉　目標値：８

　ヴァルツァー子爵領の、将軍のひとり。
複数人いる将軍の中でも、傲慢で悪辣な
男。ここしばらく戦での功績がなく、将
軍の座から降ろされそうで焦っている。
　一ヶ月ほど前に、アガメムノンという
魔法師が側につくようになった。

・死人の軍団
〈情報収集〉もしくは〈混沌知識〉　目標値：８

　魔法によって死体を操っているよう
だ。アカデミーで教えるような魔法では
なく、闇魔法師が関わっている可能性が
高い。また、これだけの大規模な魔法な
らば、どこかに術式の拠点となる施設が
あるはずだ。

・アガメムノン
〈情報収集〉　目標値：13

　パンドラと呼ばれる秘密結社に属する
闇魔法師。カサンドラの師にして愛人。
カサンドラの死後しばらくしてダブネル
将軍の元に現れ、行動を共にしている。

・ヴァルツァー子爵領の動向
〈情報収集〉もしくは〈軍略知識〉　目標値：９

　ヴァルツァー子爵領の軍は、将軍ごと
に独立して行動している。ダブネル将軍
の部隊だけであれば、ＰＣたちの戦力で
も勝負になるだろう。
　ヴァルツァー子爵領が全軍を上げて攻
めてきた場合は絶望的だが、周辺国を攻
め続けるヴァルツァーには敵が多いた
め、その可能性は低い。ダブネル将軍自
身の人望のなさもあって、他の将軍から
の支援も考えにくいだろう。

・ヴァルツァー王ラヴェル
〈情報収集〉　目標値：10

　野心が強く好戦的な人物。決断は大胆
で素早く、軍の運用は基本的にそれぞれ
の将軍に任せているが、いざとなれば王
の一声で全軍を動員する。
　好戦的な一方で、魔法師協会との関係
や手続きには気を配る狡猾な人物でもあ
る。そのため、闇魔法師などと関係を持
つことはないだろう。
▼結末
　まだ謎に包まれた部分は多いが、ひと
まず情報は集まった。

イリーナ「ダブネル将軍を撃退すれば、
なんとかなりそうですね……正確な戦力
はわかりませんが、将軍ひとりの率いる
部隊ならば……やれます！」
イリーナ「ひとまず、奪われた砦を奪還
しに行きましょう、『ＰＣ①』様」

　ＰＣたちは軍を率いて、砦に向かうこ
とになった。

●シーン８：奪われた砦
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３
▼解説
　ヴァルツァー軍に占拠された砦を奪
還、あるいは偵察しに向かうシーン。
　砦にはダブネル将軍配下の軍が詰めて
おり、ＰＣたちの国へ侵攻するための拠
点となりつつある。
　砦の様子は判定で知ることができる。
全員が一回ずつ判定可能。
　ＰＣが砦を攻めようとしたところで、
伝令が、領内で死人軍が暴れていること
を知らせに来る。結末へ。
▼描写
　ヴァルツァー子爵領の兵に奪われた砦
は、シュレンベルクの端、子爵領に近い
場所にある。
　さして大きなものではないが、敵国に
占拠されたとあっては厄介だ。
　そこにはダブネル将軍の部隊が集結し
つつあり、ＰＣたちの国へと侵攻する拠
点としようとしているのは明白だ。
・砦の様子
〈知覚〉もしくは〈軍略知識〉　難易度：９

　砦に集まっているのは、ダブネル将軍
配下の部隊のみのようだ。装備や数から
いっても、こちらが全軍で当たればなん
とかなりそうだ。
　しかし、そのわりには、相手の軍には
奇妙な余裕が感じられた。

　現状の確認が短く済んだ場
合、そのままシーンを切らず
にシーン７の情報収集に移っ
てもよいだろう。

シーン６：ＰＣの行動
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　ＰＣたちの姿を見つけ、ヴァルツァー
軍が迎撃の態勢を整える。
　その時、背後から伝令が駆けつけた。

伝令「大変です！　領内で、死人の軍勢
が暴れており……城に向かっています！
　このままでは……」
イリーナ「いけません、『ＰＣ①』様、
すぐに戻りましょう！」
▼結末
　ＰＣたちは撤退することになった。
　その様子を、ダブネル将軍は砦の見張
り台から、不敵な笑みを浮かべて見送る。

ダブネル「おやおや、挨拶もなしに帰る
とは、無礼な連中だ……くく、せいぜい、
死人と遊んでいるがいい」

●シーン９：死人軍
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　死人軍を撃退するシーン。
　ここでは戦闘は発生せず、既に撃退し
たものとする。
　死人兵との戦い、そして観察によって、
情報を得ることができる。全員が一回ず
つ判定可能。
　死人兵の中にはカサンドラの姿もある
が、これは死体をアガメムノンの魔法で
動かしているものである。
　判定を終え、イリーナとの会話を行っ
たら結末へ。
▼描写
　ＰＣたちは軍を率いて戻った。
　領内、城の近くにまで死人の軍団が攻
め込んでいた。
　ＰＣたちが駆けつけると、近くにいた
数体がＰＣたちに襲いかかる。ＰＣたち
はこれを撃退できる。
　残りの数十体は、不気味に統制された
動きで下がっていく。

・死人の軍団
〈混沌知識〉もしくは〈感性〉　難易度：12

　以前の報告にあったより、数が増えて
いる。また、白骨化したような古い死体
までが死人兵として混ざっている。
　儀式の進行によって、動かせる死体が
増えている……いや、増え続けているの
だろう。儀式を止めなければ、無制限に
増え続けていくかもしれない。

　死人軍の中に、黒いフードをかぶった、
虹色の瞳の女がいる。カサンドラだ。

イリーナ「あれは、カサンドラ……！　
蘇った……いえ、死人が操られている？」

　死人たちの中から、ひとり、明らかに
生気を持った生きた人間……メイジ風の
ローブに、青白い瞳を持った痩身の男が
前に出る。

アガメムノン「『ＰＣ①』……我が復讐
の儀式は、まだ始まったばかりだ。己の
無力さを噛み締めて死ぬがいい。死んだ
後は、私の軍勢に加えてやろう」

　アガメムノンはそう吐き捨てて、死人
にまぎれて去っていく。

イリーナ「カサンドラの復讐？　なんと
勝手な……！」
イリーナ「けれど、死人の軍団と、ヴァ
ルツァーの軍勢、両方を相手にするのは、
難しいかもしれませんね……」
イリーナ「死人の軍勢は増え続けるので
しょうか、だとすると、いずれ手におえ
なくなるかもしれません……」
▼結末
　死人を操る儀式についての情報を、
もっと調べる必要がありそうだ。

●シーン10：魔法儀式
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３
▼解説１
　アガメムノンの魔法陣について調査を
行なうシーンであり、また、次のシーン
で予定される分割戦闘への情報を提示す
るシーンでもある。
　魔法陣の調査について、各ＰＣには一
回ずつ判定を行なう時間がある。二回以
上の判定を行なう場合、余分な時間がか
かるものとする。追加の判定一回（全員
が一回ずつ）行なうたび、シーン 11 で
の死人兵 ( 槍 ) の数が＋１される。
　情報収集と、イリーナからの情報提示
を終えたら解説２へ。
▼描写
　ＰＣたちは城へ帰還した。
　領内から、複数の伝令が戻って来て、
報告してくる。

伝令１「奪われた砦には、ダブネル将軍
配下の軍が集結し、こちらの領内への進
行準備を進めているようです。遠からず、
本格的に仕掛けてくるでしょう」
伝令２「死人軍の規模は急激に増えつつ
あります。古戦場や、シュレンベルクの
魔境跡などから、次々と死体が動き出し
ております。ひとまず、領民は城下に避
難させていますが……」
イリーナ「やはり、死人軍を動かしてい
る魔法が鍵になりそうですね……」
・死人軍の魔法儀式
〈情報収集〉もしくは〈隠密〉〈混沌知識〉

難易度：20

　死人を操る魔法は、アガメムノン個人
で運用できるものではない。そのため、
ヴァルツァー領内の、こちらとの国境付
近に、大規模な魔法陣を設置。助手とな
るメイジが複数おり、アガメムノンの魔
法儀式を補助している。

イリーナ「（情報を入手した）魔法陣、
を破壊すればいいのですね」
イリーナ「しかし、ヴァルツァー領内に、
こちらの部隊を侵攻させると、他の将軍
の部隊、そしてヴァルツァー王ラヴェル
子爵みずからが動く可能性が高いです」
イリーナ「魔法陣を破壊するためには、
少数で向かうしか……」

　そこで、さらに伝令が走りこんでくる。

伝令３「報告です！　死人兵の大軍が、
領内の村を襲っています。避難も間に合
わず……このままでは領民が……！」
伝令３「死人兵は、続々と増え続けてい
ます。まるで無尽蔵に……」
▼解説２
　魔法陣の破壊には、ＰＣ③と④（３人
ならＰＣ③単独）で向かうことを想定し
ている。事前情報として、以下の条件を
提示するとよい。

・死人軍との対決は、無尽蔵に補充され
る死人兵を相手にした防衛戦となる。突
破されれば城は陥落してしまう。

・魔法陣を破壊すれば死人兵の補充が止
まるだろう。魔法陣にはアガメムノンの
部下のメイジと、護衛の兵士がいる。

・シナリオ上では防衛戦に２人のＰＣが
当たることを想定している。
　条件を説明し、プレイヤーがＰＣの分
担を決定したら結末へ。
▼描写
イリーナ「死人軍の迎撃と、魔法陣の破
壊とで、手分けをするしかないですね」
イリーナ「私は、城の護衛に残ります。
空にしては、ダブネル将軍が攻め込んで
きてしまうでしょう」
▼結末
　方針は決定し、ＰＣたちは動き出す。

　砦は落とせるが、ダブネル
将軍の兵たちは、早々に退却
する。
　ＰＣたちの城は陥落し、Ｐ
Ｃたちは帰る場所を失ってし
まう。
　所持しているアーティファ
クト以外のアカデミーサポー
トは効果を失い、シーン 10 に
進む。

　カサンドラの虹色の瞳は、
かつてのように揺らめくこと
はなく、人形のような視線を
ＰＣたちに向けている。

　シーン９から一日経過して
いる。自然回復および、アイ
テムや魔法での回復は行なっ
て構わない。

　時間をかけずに、無理をす
るなら、不休状態 （『ルール
１』 P268） となることで、そ
のＰＣは追加で一回の判定を
行なってもよい。

　演出としては、ヴァルツァー
子爵領内に潜入 （〈隠密〉）、
密偵を放っての調査 （〈情報
収集〉） などが考えられる。

　分断行動時のＰＣの組み合
わせは、プレイヤー側で決め
て構わない。GM は、想定され
る組み合わせを提示したほう
が親切だろう。

シーン８：そのまま攻めたら

シーン９：カサンドラ

シーン 10：時間経過

シーン 10：追加の判定

シーン 10：情報収集の演出

シーン 10：分断行動
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●シーン11：同時作戦
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：後述
▼解説１
　自国領内での死人軍との戦闘、および、
ヴァルツァー子爵領内での、魔法陣の破
壊の二手にＰＣが分割行動するシーン。
　同じシーン内の、別々の場所、という
ことで、同時進行することになる。
　順番に状況の解説を行った後、ラウン
ド進行に入ること。
　以下、描写１は死人兵との戦闘、描写
２は魔法陣の破壊となる。それぞれを終
えたら、解説２に進むこと。
▼描写１

（死人軍サイド　混沌レベル：５）
　死人軍は、わずか一昼夜で、百人以上
にふくれあがっていた。このまま、増え
方が加速すれば、いずれ領内が死人に埋
め尽くされかねない……。
　アガメムノンとカサンドラの姿はない
が、死人兵たちは統率のとれた動きで
迫ってくる。刻々と増え続ける死人軍を、
ここで足止めしなければ……。
　戦闘になる。
▼描写２

（魔法陣サイド　混沌レベル：８）
　ヴァルツァー子爵領内。昼なお暗き森
の中、開けた場所に、巨大な魔法陣があっ
た。禍々しい、黒い光を放っている。
　隠れるように設置しているのは、ヴァ
ルツァー子爵領の人間にも、このような
禁断の儀式を知られるわけにはいかない
からだろう。
　魔法陣に立ち儀式を行なっているメイ
ジ、そして護衛の兵士が、ＰＣたちに気
づいて戦闘の準備を始めた。
兵士「ここが知られるとは……生きては
帰さんぞ！」
兵士「そんな数で何ができる！」

▼解説２

　戦闘を開始する。
　ラウンド進行の処理は同時（行動値順
に解決）に行なうとよいだろう。それぞ
れの、戦闘についてのデータは次ページ
にまとめてある。
　ふたつのマップは完全に別の場面であ
り、射程がどれだけ長くても、もう片方
のマップに干渉する行動はできない。
　戦闘の終了条件は、「魔法陣の破壊」
もしくは「死人軍が防衛線を突破したら」
である。前者なら結末１。後者なら結末
２に進むこと。
▼結末１

（魔法陣サイド）それまで放っていた禍々
しい光が消え、魔法陣が消滅する。
　これで、儀式は中断したはずだ。自国
に戻ることにしよう。

（死人軍サイド）死人兵たちの動きが鈍
くなり、ぼろぼろと崩れはじめた。どう
やら、別働隊がうまくやったようだ。
　城に戻るとしよう。
▼結末２
　死人兵の大群が、城に押し寄せる。
　避難していた領民たち、そして城を
守っていたイリーナは死に、廃墟と化し
た国を、ダブネルの軍が支配する。

イリーナ「もはや、これまでか……『Ｐ
Ｃ①』様、役目を果たせず……申し訳あ
りませんでし、た……」
ミ ミ「 痛 い、 痛 い よ う、『 Ｐ Ｃ ① 』 様
……ああ、怖いのが来る……！」
ダブネル「く、くく……これで、俺の功
績をラヴェル王も認めてくださるだろ
う。アガメムノン、薄汚い死人たちは片
付けておけ。王に見られては困るのでな」
アガメムノン「……ああ。こちらの目的
は終わった」

　ＰＣたちの国は滅んだ……いつか再起

　シーン 11 の前にプレッジ
シーンを挟むとよいだろう。
因縁や誓いの取得、共有によ
いタイミングのはずだ。

　『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。
　経験点については 「魔法陣
を破壊した： ５点」「ダブネ
ルを打倒した：10 点」「アガ
メムノンを打倒した：10 点」
となる。エネミーレベルの合
計は、ＰＣ４人なら 40、ＰＣ
３人なら 36 に、シーン 11で
の増援を足したものを人数で
割ること。
　取得カウントは、ＰＣ４人
なら 2000 点、ＰＣ３人なら
1800 点に、シ ー ン 11 での死
人兵の増援１体につき 100 ず
つ追加される。

プレッジシーン

アフタープレイ

シーン 11 ①　戦闘配置図

シーン 11 ②　戦闘配置図

　マスコンルールを使用する。
　死人兵（槍）は、防衛線に向けて
前進する。
　ＰＣとエンゲージした場合はそこ
で止まり、Sq からＰＣがいなくなる
か、その Sq のＰＣが全員、瀕死状態
になるまで移動しない。
　死人兵（弓）は、もっともＨＰの
少ないＰＣを狙うように行動する。
　毎ラウンドのセットアッププロセ
スに、Ｃ１とＥ１にそれぞれ死人兵

（槍）が１体ずつ登場する。
　 死 人 兵 の デ ー タ は『 ル ー ル １』
P371 を参照のこと。
　情報収集で追加された死人兵は、
Ｃ４かＥ４に配置する。
　ＰＣが３人の場合、「死人兵（弓）」
を削除する。

戦闘解説

　マスコンルールは使用しない。
　魔法陣を破壊するには、魔法陣の
ある Sq に移動した上で、メジャーア
クションで破壊を宣言する必要があ
る。
　兵士はなるべくＰＣとエンゲージ
して攻撃しようとする。
　邪法師はＰＣにダメージを与える
よう行動する。
　兵士のデータは『ルール１』P336、
邪法師のデータは巻末を参照のこと。
　ＰＣが３人の場合、兵士Ｃを削除
する。

戦闘解説
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▼描写
　砦の前には、ダブネル将軍の部隊が展
開していた。
　そして、その横には、アガメムノンの
率いる死人の部隊。死人兵となったカサ
ンドラの姿もある。

ダブネル「ちんけな国のちんけなロード
風情が！　こうなれば、正面から捻り潰
してくれるわ！」
アガメムノン「思ったより知恵の回る連
中だったな。だが、死人兵はまだいる。
お前たちを殺し、新たな死人兵として使
役してやろう」
▼結末
ダブネル「馬鹿な、この俺が……！」
アガメムノン「……これで終わりだと思
うなよ、お前たちの前には、いずれまた、
別の闇魔法師が現れるだろう……」

　戦闘が終了し、味方の兵から歓声が上
がる。キミたちは勝ったのだ。

●シーン14：新たな戦い
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：２
▼解説
　シナリオの結末を描くシーン。
▼描写
　戦いを終え、しばらく後。
　ＰＣたちの城に、新たな来客があった。
　ヴァイツァー王ラヴェル子爵。全身か
ら強い精気を放つ、偉丈夫だ。

ラヴェル「ダブネルを倒したそうだな。
奴め、闇魔法師などと組みやがって。挙
句負けるとは、いい迷惑だ」
ラヴェル「お前が『ＰＣ①』か。……い
い目をしている。それにお前、確か『Ｐ
Ｃ③』か。他の者も……こんな小さな国
に、ずいぶんと英傑が集まったようだ。
これも、乱世という奴か」
ラヴェル「これから、俺はお前たちの敵

になる。その前に、ダブネルの不始末の
詫びと、挨拶に来た。明日からは、国と
国との、戦いの始まりだ」
ラヴェル「ハハッ！　楽しいなあ、『Ｐ
Ｃ①』。俺はこの乱世を心から望んでい
た！」
▼結末
　ヴァイツァー子爵領との戦いは続く
……いや、今始まったのだろう。

　必要なら、シーン 12 の後
で最後のプレッジシーンを行
なうとよいだろう。

プレッジシーン

　このシーンでは、決戦前に
ＰＣ間、あるいはＮＰＣ （イ
リーナなど）との会話を行なっ
ておくとよいだろう。

シーン 12：決戦前の会話

　シーン 11 から一日経過して
いる。自然回復および、アイ
テムや魔法での回復は行なっ
て構わない。

シーン 12：回復 　 結 末では、ラ ヴ ェ ル 登 場
シーンの他、ＰＣごとのエン
ディングを演出するといいだ
ろう。
　それぞれがどう過ごすかを
軽く描写したり、冒頭の村で
の休息場面を再現するのもよ
いアイデアだ。
　ミミやイリーナといったＮ
Ｐ Ｃとの会 話 や、Ｐ Ｃ 同 士
の会話を行なうのもよいだろ
う。

シーン 14：結末の時まで、放浪の旅が始まる。
　シナリオ終了となる。

●シーン12：決戦準備
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：２
▼解説
　決戦に向けて、状況の整理と準備を行
なうシーン。
　準備を終え、ＰＣが出陣したら結末へ。
▼描写
　死人兵を生み出す儀式は中断された。
後は、砦を占拠したダブネル将軍の部隊
を排除すればいい。
　とはいえ、アガメムノンがみずからの
力で生み出し、率いている死人軍は残っ
ている。ダブネル将軍の部隊と共におり、
決して油断はできないだろう。

イリーナ「これで、まともに対決が挑め
そうですね、『ＰＣ①』様」
イリーナ「闇魔法師の手を借り、邪法を
用いた以上、ダブネル将軍も、おめおめ

とヴァルツァー子爵領には戻れないはず
です。こちらを倒し、口封じを考えてい
るでしょう。そうしなくては、あちらも
破滅です」
イリーナ「状況は絶望的ではなくなりま
したが、それでも、勝てるでしょうか
……」
イリーナ「……はい、『ＰＣ①』様を、
信じています！」
▼結末
　ダブネル将軍の部隊も、出陣の準備を
整えたようだ。
　いよいよ、決戦が始まる。

●シーン13：決着
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　ダブネル将軍、そしてアガメムノンと
の対決シーンとなる。
　戦闘を終えたら結末へ。

シーン 13　戦闘配置図

　マスコンルールを使用する。
　死人兵（槍）とヴァイツァー歩兵は、
ＰＣを足止めするように前進し、攻
撃する。
　死人兵（弓）とカサンドラは、Ｐ
Ｃのメイジなど後衛を狙う。
　ダブネル将軍とアガメムノンは、
なるべく多くのＰＣを巻き込めるよ
うに攻撃する。
　 死 人 兵 の デ ー タ は『 ル ー ル １』
P371、カサンドラのデータは巻末の

「邪法師」を使用。その他の敵のデー
タは巻末を参照のこと。
　ＰＣが３人の場合、死人兵（弓）
を削除し、アガメムノンとダブネル
将軍のＨＰを－ 20 する。

戦闘解説
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武器 炎熱 衝撃 体内防御力

【筋力】

【精神】
【共感】

【感覚】
【知力】

【反射】

出身世界：種別：
レベル： 士気：

攻撃：

ＨＰ： ＭＰ：
行動値： 移動力：

射程：

アガメムノン

12／４〈頑健〉３

18／６〈意志〉３
24／８〈感性〉４

18／６〈知覚〉３
24／８〈混沌知識〉４

15／５ 

人間 アトラタン
10 ６

特技
《混沌操作》１（『ルール１』P101)
《 魔 法 取 得： 召 喚 魔 法 》 ５（『 ル ー ル ２』

P63）
《異界の瞳》５（『ルール２』P63）
《 投 影 体 知 識： サラマンダ ー》 ３（『 ル ー

ル２』P140）
《死霊の壁》：自身がダメージを受ける際に

使用。全属性の防御力を＋ 10 Ｄする。シ
ナリオに１回まで使用できる。

死の波動
命中５Ｄ＋10
攻撃力〈衝撃〉６Ｄ＋15

０Sq

65 120
12 ３

3 5 4 ０

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

【筋力】

【精神】
【共感】

【感覚】
【知力】

【反射】

出身世界：種別：
レベル： 士気：

攻撃：

ＨＰ： ＭＰ：
行動値： 移動力：

射程：

ダブネル将軍

24／８ 〈重武器〉４、〈頑健〉３

18／６
９／３

15／５ 〈知覚〉３
12／４

12／４ 〈騎乗〉３

人間 アトラタン
8 24

特技
《騎乗能力》１（『ルール１』P332）
《疾風剣の印》３（『ルール１』P89）
《巨大槌の印》１（『ルール１』P90）
《長柄の印》１（『ルール２』P94）

残虐な大槌
命中４Ｄ＋５
攻撃力〈武器〉４Ｄ＋18

０Sq

95 40
５ ４

15 10 11 ０

リアクション： リアクション：

種別： 種別：出身世界： 出身世界：
レベル： レベル： 士気：
ＨＰ： ＨＰ：MＰ： MＰ：

移動力： 移動力：行動値： 行動値：

邪法師 ヴァイツァー歩兵

解説：ダブ ネ ル 将 軍 配 下 の 兵 士 たち。 一 般 的
な兵士よりも練度が高い。

解説：秘密結社パンドラに所属する魔法師。技
量はさほどでもないが、より上位のエージェント
の補佐として活動する。

解説：ヴァイツァー子爵領の従属君主、軍を
率いる将軍のひとり。膨張した巨体を重厚な
鎧に包んだ巨漢。人望と知性に欠けるきらい
があり、ヴァイツァー子爵領の将軍の中では
一番の小者とされているが、その怪力と、戦
いなれたロードの技は油断ならないものだ。

解説：秘 密 結 社 パンドラに所 属 する闇 魔 法
師。 死 体を操る魔 法 の 使 い 手であり、 魔 女
カサンドラの師である。

人間（モブ） 人間（モブ）アトラタン アトラタン
4 4 5

35 5040 30
3 37 5

14 8
特技

《炎の矢》：メジャー、射 程 ３Sq の 単 体 に 射 撃
攻撃。命中判定４Ｄ＋５。〈炎熱〉５Ｄ＋ 12
点のダメージ。

《シールドマジック》：自身がダメージを受ける
際 に 使 用。全 属 性 の 防 御 力を２ Ｄ ＋ ８ する。
シナリオに１回まで使用できる。

特技
《集団攻撃》：メジャー。０Sq の 単 体 に白 兵 攻

撃。命中判 定 ８ ＋ ４ Ｄ。《武器》 ６ Ｄ ＋ ６ 点
のダメージ。

《急所熟知》：常時。急所攻撃を行なえる。
《妨害》：（『ルール１』Ｐ 335）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 4 3 3 ０ 武器 炎熱 衝撃 体内防御力 12 7 6 ０


