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■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」

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。このシナリオのプレイにはデータ
ブック『アドバンスフォース』が必要で

ある。
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、
５～７時間程度を想定している。

また、参加者のうち、ひとりでも『グラ

いる。国作成の際、部隊を取得するように

ンクレストＲＰＧ』を初めて遊ぶ場合、全

指示をすること、国資源がなくともレベル

員がクイックスタートで遊ぶことを推奨す

１民兵（
『ルールブック１』Ｐ２１０）を

る。

取得できることを忘れずに。

マーティアの作成
本シナリオの主な舞台となるマーティ
ア（と、その周辺の領土）が、今回ＰＣ
が所属する国になる。まずマーティアを国
管理ルールで作成（
『ルールブック１』Ｐ

ストーリー
アトラタン大陸中央部にある小国マー
ティアは、異常気象による危機に瀕して
いた。初夏の季節だというのに雪が振り
続け、作物は育たず、このままでは餓死
者が大勢出ることが予想された。
この異常気象は、隣国ガルタニアの策
謀によるものであった。「冬の宝珠」と
呼ばれる古代アーティファクトを用い、
気象を操っているのだ。
ガルタニアは以前はマーティアと友好
関係にあったが、数年前に王権が簒奪さ
れた後、簒奪者オズヴァルトによる暴政
により人心は荒廃し、マーティアに対す
る領土的野心を露わにするようになっ
た。その影には、オズヴァルトに付き従
うダークエルフ、リルウェインの姿が
あった。
リルウェインは邪悪なダークエルフで
あり、この世界に永劫の冬をもたらそう
としている。そのため、冬の宝珠に力を
注ぎ込み、より強力なものとするため、
暴政と侵略により生贄を捧げようとして
いるのだ。
だが、そのような邪悪を前にして、ガ
ルタニアの民人も立ち上がる。レジスタ
ンスを組織し、ガルタニアの国内からの
革命を起こそうとしているのだ。
ＰＣたちが、オズヴァルトとリルウェ
インを倒し、冬の宝珠を破壊し、
マーティ
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１８８）すること。

アに襲いかかる異常気象を解消すること
で、シナリオは終了となる。

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
（
『ルー
ル１』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。

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

マーティアの国レベルは１、初期カウ

望んだ場合、シナリオ全体を確認し、Ｇ

ントは１０００となる。ＧＭはプレイヤー

Ｍが自信を持って進行できるなら許可する

と相談しながら国を作成し、部隊を決定す

とよい。そうでない場合、
「とりあえず書

るといいだろう。
なお、舞台であるマーティアが具体的に
どこに存在するかは、アトラタン大陸中央

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→Ｐ
Ｃ④→ＰＣ①の順で因縁を取
得するわけだ。
以 上の準 備が 終 了したな
ら、メインプレイへと進む。

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。

部のどこかで、ＧＭが決めて良い。
また、本シナリオはマスコンを予定して

トレーラー

初夏の季節になっても振り続ける雪。終わろうとしない冬。
小国マーティアは異常気象によって飢饉の危機に瀕していた。
そのマーティアを、暴君オズヴァルトが率いる隣国ガルタニアが虎視眈々と狙っている。
だがガルタニアの民人も、君主の暴政に抵抗し、武力をもって立ち向かおうとしていた。
状況が錯綜する中、君主はこれを収め、両国の民人を救うことができるのか。
グランクレストＲＰＧ 第一話
「冬の宝珠」
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

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：オズヴァルト 関係：敵
推奨感情 メイン：憎悪／サブ：任意
推奨クラス：ロード クイックスタート：嵐の乗り手（R2、P24）

因縁：メリル・ユング 関係：友人
推奨感情 メイン：友情／サブ：悲哀
推奨クラス：メイジ クイックスタート：霊薬の魔女（R2、P26）

キミはマーティアの君主である。キミは現在マーティアを
襲っている災害が、隣国ガルタニアの君主オズヴァルトの陰
謀であると、密偵から知らされた。オズヴァルトはマーティ
アの窮状に付け込み、マーティアへの侵攻を目論んでいるら
しい。オズヴァルトの野望を打ち砕き、マーティアを守るこ
と。それがキミが乗り越えるべき試練だ。

キミはＰＣ①に仕えるメイジだ。隣国ガルタニアへと仕
官したメリル・ユングとはアカデミー時代の同期生である。
異常気象が続き、ガルタニアとの緊張が高まる中、そのメ
リルから手紙が届いた。メリルはレジスタンスと提携し、
ガルタニア領主オズヴァルトの打倒を狙っているとのこと
だ。真偽はさておき、キミは彼女の身を案じた。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：リルウェイン 関係：敵
推奨感情 メイン：憎悪／サブ：任意
推奨クラス：エルフ クイックスタート：緑樹の護り人 (ADF、P18)

因縁：タイタス 関係：友人
推奨感情 メイン：友情／サブ：連帯感
推奨クラス：アーティスト クイックスタート：剣我一如（R2、P20）

キミはＰＣ①に仕えるエルフだ。キミは現在マーティアを
襲っている災害に心あたりがある。キミの仇敵、リルウェイ
ンが関わっているのではないか。リルウェインは邪悪なダー
クエルフであり、世界を永劫の冬に閉ざさんとする魔女だ。
彼女の力の源になっているのは「冬の宝珠」と呼ばれる秘宝
だ。これを破壊し、リルウェインを倒さねばならない。

キミはＰＣ①に仕えるアーティストだ。キミは隣国ガル
タニアのレジスタンスに与するアーティスト、タイタスか
ら「ガルタニア領主オズヴァルトを倒すための助力をして
ほしい」との誘いを受けていた。これに乗るかどうかはキ
ミ次第だが、オズヴァルトの暴政とそれでもなお国内を収
めきる支配力は聞き及んでいる。倒しがいがある相手だ。
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ます。このような君主に仕えることもまた
試練かと思いましたが、それにしても度を

メインプレイ
●シーン１：オズヴァルトの野望
登場ＰＣ：ＰＣ①

混沌レベル：３

▼解説

ＰＣ①がオズヴァルトの野望に気づく

シーンである。ガルタニア内に放っていた
密偵から、ガルタニアの動きが伝えられる。

オズヴァルト

ガルタニアの領主。数年前
に先代領主からクレストを受
け継ぎ （その過程で黒い陰謀
があったという噂は根強い）、
ガルタニア領主となった。そ
の後は軍事力偏重の拡張主義
政策を取り、周辺諸国との関
係は悪化している。特に本来
友邦であったマーティアとの
関係は悪化しており、機会が
あれば併呑しようとしている。
反面、ガルタニアの民人は
重税と軍役によりあえいでお
り、怨嗟の声は強いが、オズ
ヴァルトは気にもかけていな
い。

▼描写

メリル「本来なら許されるべきことではな
密偵「報告は以上であります」
密偵は報告し終わった後、何処かに姿
を消す。

▼結末

ティア。
その宮殿の執務室で、ＰＣ①は現状を
いかに打開すべきか考えている。
初夏になっても降り止まない雪は、間違
いなくこのままだと国内に飢饉をもたらす
だろう。それによりどれだけ多くの人々が
苦しむか、そして国力の低下により隣国ガ
ルタニアが攻め寄せてくるのではないか、
そのようなことに思いを巡らせていた時、
密偵は次のようにＰＣ①に報告する。
密偵「ご報告させていただきます。このた
び、ガルタニア領主オズヴァルトは、冷
害の危機に瀕したわが国を救うため、軍
勢を起こすとのことです」
密偵「オズヴァルトは、
『聖印の加護の欠
如が混沌災害としての冷害を呼び起こし
ているのだ』と、
『ＰＣ①』様のロードと
しての資質を貶めつつ、
『正統なる聖印の
加護を持つ自分ならば冷害を解決できる』
と主張しております」
密偵「もしそれが本当であるとするなら、
オズヴァルトの手にはなにか隠された切り
札があるのやも知れません。あるいはこの
冷害自体がオズヴァルトのもたらしたもの
である可能性も否定できません」
密偵「ただ、オズヴァルトは早急に出兵
する気配はなく、動き出すとしても１ヶ月
はかかるかと」

いのでしょうが、私はガルタニア国内のレ
ジスタンスと手を取り合い、オズヴァルト
を倒すことにしました。そのために、
『Ｐ
Ｃ②』
、そしてマーティアの助力が必要な

密偵の報告を受け終わったところで、

シーン終了となる。シーン２へと進むこと。

アトラタン大陸中央部の少国家、マー

音もなく執務室に密偵が現れる。
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超えています」

のです」
メリル「マーティアはこの戦いに参戦する
理由があります。今マーティアを襲ってい
る災害は、混沌の力を用いてオズヴァル

●シーン２：旧友からの手紙

トが起こしていることだからです」

▼解説

うです。ここで一旦ペンを置かせてもらい

登場ＰＣ：ＰＣ②

混沌レベル：３

ＰＣ②が旧友であるメリル・ ユングか

ら手紙を受け取り、オズヴァルトの暴政と、
それにメリルが立ち向かおうとする手段を
知らされるシーンである。メリルはレジス
タンスと手を組み、ガルタニアを転覆させ
ようとしているが、そのためにはマーティ
アの助力が必要だと訴えかけてくる。

▼描写

ＰＣ②が自身の工房にいると、白いフク

ロウが脚に小袋をくくりつけられた姿で窓
に現れる。その姿にＰＣ②は見覚えがあ

メリル「すみません、どうやら人が来たよ
ます。あなたに幸運を。メリルより」
メリルはアカデミーからの厳罰や、裏切
り者の粛清などの危険性をも考慮に入れ
た上で、それでもガルタニアの民人を救お
うとしているようだ。だがその筆跡には乱
れがない。決意と覚悟の固さが見て取れ
た。

リルはこれを伝書鳩のように使っていた。
早速くくりつけられていたものを外すと、
小袋の中には手紙が入っていた。そこには
メリルの筆跡で、以下のようなことが書か
れていた。
メリル「お久しぶりです。アカデミーの卒
業式以来ですね。わたしもあなたも良き君
主を得てそれを補佐するために歩もうと誓
い合いました。その誓いは未だに胸に刻ま
れています」
メリル「しかし現在の私の君主オズヴァ
ルトは暴君で、いたずらに勢力拡張を目論
み、民人に塗炭の苦しみを味あわせてい

思えない。
このような大規模な混沌現象を生じさ
せることができる秘宝を、キミは知ってい
る。
「冬の宝珠」——かつてエルフ界にお
いて、永遠の冬をもたらそうとしたダーク
エルフたちが作り上げた秘宝だ。
かつてその持ち主は、ＰＣ③の宿敵た
るリルウェインであった。リルウェインは
ＰＣ③の故郷を「冬の宝珠」で滅ぼし、
その後も永遠の冬をもたらすべく各地で活
動していた。それを食い止めるため、ＰＣ
③は流浪の旅を続け、ようやくリルウェイ

▼結末

メリルの手紙を読み終わったところで、

シーン終了となる。シーン３へと進むこと。

ンを滅ぼす寸前までこぎつけた。今でもあ
まう冬の王城の大広間で、剣を交わし合っ
たあの時のことを。
リルウェイン「よくぞ現れたわね、勇者諸
君。だけど私を倒せるかしら？」
リルウェインはそううそぶき、互いに精
繰り広げた。
リルウェイン「我が目的は世界を永劫の
冬に閉ざすこと！ その前に立ちふさがる

●シーン３：ダークエルフの影
登場ＰＣ：ＰＣ③

▼解説

混沌レベル：３

ＰＣ③がマーティアを襲っている災害

の元凶について思い至るシーンである。エ
ルフ界での回想によると、マーティアの冷
害は「冬の宝珠」という秘宝によるもので
あり、それを持つＰＣ③の宿敵リルウェ
インがガルタニア側に参加しているのでは
ないかという懸念を抱く。

▼描写

ＰＣ③はマーティア城周辺の森林を散

歩している。５月だというのに粉雪が降り
注ぎ、芽吹くはずの花も葉も芽吹かない、

メリル・ユング

ガルタニアの魔法師にして
オズヴァルトの側近。生真面
目な性格の女性で、公正さを
何より求める。また、混沌に
対する憎悪は強く、それを屈
服させるため混沌を操る魔法
師になったという経緯がある。
レジスタンスと密通してガ
ルタニアを転覆させようとい
う大それた計画に打って出た
のも、オ ズ ヴ ァ ル トの統 治
に限界を感じ、なおかつオズ
ヴァルトが混沌の力を行使し
ているのではないかと疑惑を
持ったためである。
魔法師が君主に反逆するの
はタブー中のタブーなので、
彼女はそれを知りつつ、厳罰
覚悟で行動に及んでいる。

りありと思い出すことができる。彼女が住

霊力の限りを尽くしてＰＣ③たちと死闘を

る。ＰＣ②の旧友であるメリルが飼いな
らしていたフクロウだ。召喚術師であるメ

この異常な冷害は、単なる混沌現象とは

者はみな凍りつくがいい！」
だがリルウェインはＰＣ③たちの前に

リルウェイン

邪 悪で狡 猾なダ ー ク エ ル
フ。世 界を永 劫 の 冬に閉 ざ
そうとする意思を持ち、秘宝
「冬の宝珠」 を用いて、幾度
かそれに成功しかけたことも
ある。ガルタニアの君主オズ
ヴァルトとは、同盟者という
立場。オズヴァルトは侵略の
ため冬の宝珠の力を欲し、リ
ルウェインは冬の宝珠の力を
発揮できる場所を求めている。
いずれ破綻する同盟だが、今
のところ、リルウェインはオ
ズヴァルトをうまく利用して
いる。

敗れた。
リルウェイン「まさかこの私が敗れるなん
て……あなた達を侮りすぎたわね、でもま
だ最後の手段がある！」
往生際悪く、自身の命を「冬の宝珠」
に捧げてＰＣ③たちを道連れにしようとす
るリルウェイン。
だが、その最後のあがきも、ＰＣ③の
刃によって食い止められ、リルウェインは
死んだはずだった——エルフ界では。
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だが、ＰＣ③はアトラタンへと投影され、
タイタス

豪放磊落なアーティスト。
年の頃は３０前後の男性。ガ
ルタニアのレジスタンスに半
ば義侠心で雇われ、暴君オズ
ヴァルトを倒すための計画に
参加している。ＰＣ④または
ＰＣ②とは幾度か戦場で共に
戦った戦友。思慮はそれほど
深くないが、裏表のない性格
から人好きは良い。レジスタ
ンスの中核メンバーのひとり
である。

シーン４の登場 PC

ＰＣ４がいない場合、ＰＣ２
がタイタスの友人となる。

今に至る。そして自分が投影されているな

タイタス「実はお前のところの大将に言伝

らば、
「死ぬ前のリルウェイン」もまたこ

てがあるんだけどよ、聞いちゃもらえない

のアトラタンへと「投影」されていたかも

か」

知れないという懸念は残る。そして、そう

タイタス「俺は今ガルタニアのレジスタン

考えるとこの異常気象も説明がつく。
ならば、リルウェインを倒し、冬の宝珠
を破壊せねばならない。
だが、全ては憶測にすぎない。まずは
状況を見定めなければならない。

▼結末

リルウェインとの死闘とこの世界への顕

●シーン５：情報収集
登場ＰＣ：全員

▼解説

混沌レベル：３

情報を調べるシーン。情報ひとつにつき、

密かに連絡を取り、ガルタニア軍がマー
ティアに進行した時を見計らって自分の側
についた守備部隊とともに城を乗っ取る予
定。しかしガルタニア側もこれに気づいて
いる可能性がある。

スに所属してる。ガルタニアは拡張路線

〈情報収集〉の判定を行なうこと。情報ひ

を取っているが、内情はガタガタだ。過酷

とつにつき、各ＰＣが１回ずつ判定でき

リルウェインは色仕掛けでオズヴァル

な軍役と重税で、民は皆苦しんでる」

る。全員が判定に失敗した場合、２Ｄ６

トに取り入り、その側近となっている。一

タイタス「俺は雇われただけだが、それで

点のＭＰを失う。このことは判定前に解説

部ではオズヴァルトはリルウェインの傀

もあいつらには同情するぜ。そこでだ。う

すること。

ちの親分——つまりレジスタンスのボス
が、マーティアと協力してオズヴァルトを

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

・リルウェインの動き（目標値１０）

儡になっているとの噂もある。今回の侵攻
においては、ガルタニア城の留守居役を
任されるはずだ。メリルとの対決もありう

現を回想し、状況を見定めることとしたと

倒すって計画を立てた」

ころでシーン終了となる。シーン４に進む

タイタス「あいにく今のレジスタンスに単

こと。

独でオズヴァルトを倒す力はねぇ。だが

らねばならない。ＰＣ①が放った間者や、

マーティアの力を借りればできる、ボスは

ＰＣ②がアカデミーから得た情報、ＰＣ

混沌によって投影されたもの。生贄を捧げ

●シーン４：戦友との酒会

まずは事態がどのように動いているか知

るだろう。
・冬の宝珠について（目標値１０）
エルフ界で作られたアーティファクトが

そう踏んでる。オズヴァルトは近々マー

③のリルウェインに対する知識、レジスタ

ることで気象を冬のそれへと変えることが

登場ＰＣ：ＰＣ④（ＰＣ④がいない場合

ティアに軍勢を動かすそうだ。そこが好機

ンスなどのコネを活かし、各自に現状を調

できる。生贄の数が多ければ多いほど広

ＰＣ②）のみ

▼解説

だな」

べることとなった。

範囲かつ長期間にわたる効果を得ることが

タイタス「どうだ、うまくすればマーティ

・ガルタニアの国力（目標値８）

できる。

シーン登場ＰＣの友人タイタスが、ガ

アがガルタニアを併呑して、お前さんにも

ガルタニアはマーティアに２倍する国

ルタニアのレジスタンスに与し、ガルタニ

利が転がってくる。悪い話じゃないと思う

力を持ち、軍勢もその程度存在しており、

アの暴君オズヴァルトを倒そうとする計

が」

精強である。しかし民人は軍役と重税で

・レジスタンスについて（目標値１０）
ガルタニア国内のレジスタンスのリー
ダーはグライムという。先主に仕えていた

画に加わらないかと誘いをかけてくるシー

タイタス「
（肯定的回答を返した場合）そ

あえいでおり、国力もそれによって無理や

将軍だが、オズヴァルトの従属下に入る

ンである。タイタスはマーティアの援護な

れでこそ俺の戦友だ。よろしく頼むぜ」

り伸ばしたものにすぎない。寛大な統治を

ことをよしとせず、クレストを返上し余生

くしてはオズヴァルトを倒すのは不可能だ

タイタス「
（否定的回答を返した場合）そ

行うならば、ガルタニアの国力はマーティ

を暮らしていたが、オズヴァルトの暴政を

と認めつつも、マーティアさえ動けばどう

うかい、まぁ、じっくり考えておいてくれ」

▼結末

アと同程度になるだろう。

見て、かつての部下たちとともにレジスタ

・ガルタニアの動き（目標値１０）

ンスを組織した。

密偵の報告のとおり、軍を動かす準備

現在のレジスタンスの活動はもっぱら情

シーン終了となる。シーン５に進むこと。

をしているらしい。しかしその準備は密偵

報収集と組織拡大だが、折あらば蜂起し

の報告より早く、２週間もあれば国境へと

てガルタニアからオズヴァルトを放逐しよ

攻め寄せてくるだろう。すでに国境近くに

うと試みている。

にかなると、心中の計画を明らかにする。

▼描写

シーン登場ＰＣが収まらぬ冷害の鬱憤を
晴らすため（あるいは街の様子を見るため）
繁華街に出かけると、馴染みの酒屋で良
く知った顔に出会った。タイタス。以前数
度同じ戦場で闘った戦友であり、アーティ
ストである。シーン登場ＰＣを酒席に招き、
彼のおごりで一杯やることになる。
タイタス「シーン登場ＰＣを呼び止めて）
よう、久しぶりじゃねえか。一杯おごるぜ、

タイタスとの会話が終わったところで、

●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、

は多くの軍隊が集結している。
また、大量の補給物資を国中からかき
集めており、それらはガルタニア各地の補
給所に集積されている。これらはマーティ
ア国内での現地調達が困難なため、用意

冷害を打ち破る誓い、オズヴァルトやリ

されたものである。この補給所が襲われれ

ルウェインを倒す誓い、あるいはＰＣ①

ば、ガルタニア軍は士気阻喪するか、侵

を支える誓いを立てるのが良いだろう。ま

攻不可能となるだろう。

ガルタニアを暴君オズヴァルトの支配か

た、このシーンで各ＰＣの情報共有がな

・魔法師メリルの動き（目標値１０）

ら解放し、マーティアへの脅威を失わせる

されたこととして良い。

呑んでいけよ」
その酒席で、タイタスが切り出したのは、
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計画だった。

ここで問題になるのはオズヴァルトのク
レストを奪い、正統な統治権を得る人間が
必要だということだ。

▼結末

情報収集が終わると、シーン６へと進

むこと。

魔法師メリルはたしかにレジスタンスと
06

■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」
●シーン６：会談要請
登場ＰＣ：全員

グライム

ガルタニアに長らく支えて
きた宿将だったが、オズヴァ
ルトの即位後、彼に従うを潔
しとせずクレストを返還、隠
遁生活に入った。しかしオズ
ヴァルトの即位後、その暴政
を見かねてレジスタンスを組
織し、抵抗運動を拡大してい
る。
彼の目的はガルタニアに公
正な治世が敷かれることであ
り、そのためにはまずオズヴァ
ルトが排除されなければなら
ないと確信している。

混沌レベル：３

▼解説
レジスタンスのメンバー、タイタスを使

寛大な統治が行われると私は確信してい
る」
タイタス「ついては、そのための具体的な
策を練るため、国境近辺のある場所で会
談を行いたい」

者とし、グライムが国境近くでの会見を要
請してくるシーンである。グライムは国境
近くの間道をよく知っており、またガルタ

ひとしきり書状を読み上げたところで、
タイタスは一息ついてＰＣたちに云う。

ニア軍内にもレジスタンスメンバーがいる
ため、国境警備をかいくぐって短時間なら

タイタス「……ってことなんだが、この話、

会見することが可能である。

乗るか乗らねぇかは君主様の腹積もり次

▼描写

マーティア城に、タイタスが堂々名乗っ

て現れた。表向きは仕官ということだが、

第だ。俺としては乗って欲しいが、疑って
も仕方がねえ。何なら俺を人質にしても構
わねえぜ」

実際にはガルタニアのレジスタンスのリー
ダー、グライムからの密書を携えてきたら

タイタスには二心がないようにみえる。

しい。彼を迎え入れるべきか、追い返す

おそらく彼がボスと見込んだグライムもそ

べきか。

うなのだろう。だが、ことは大事、慎重に

▼解説２

タイタスを追い返すならこの後の描写を

考えなければならない。受諾・ 拒否、い
ずれにせよ、ＰＣ①には選択肢がある。

省き結末へ移行。追い返さない場合、次

ロードとして懸命な選択を選ばなければな

の描写を行う。これに対し、ＰＣ①は受

らない。

諾か拒否かの選択を行える。

▼描写２

タイタス「
（グライムの提案を受諾）ボス

タイタスは「これは全員に聞いて欲しい

が見込んだだけのことはあるな。じゃあ道

話だ」といい、ＰＣ全員を集めるよう要請

案内はするから、後のことはよろしく頼む

する。集まる場所はＰＣが任意に決めて

ぜ」

良い。そこでタイタスは、グライムからの

タイタス「
（グライムの提案を拒否）まあ、

密書を読み上げる。

仕方ないわな。武運を祈るぜ」

タイタス「我がガルタニアはこの数年間、

▼結末

グライムの提案に乗るならシーン７へ、

暴君オズヴァルトによって虐げられてき

タイタスを追い返した、あるいはグライム

た」

の提案に乗らないならシーン８へ移行す

タイタス「更にオズヴァルトは、貴国マー

る。

ティアにまでその邪な手をのばそうとして
いる」
タイタス「このような情勢を覆し、ガルタ
ニアとマーティアの民人を救えるのは、
『Ｐ

登場プレイヤー：任意 混沌レベル：３

ニアのマーティア侵攻軍を孤立無援の状
態にすることでマーティア軍に勝利をもた
らそうとしている。この計画には魔法師メ
リルもマーティア城確保のため動いてい
る。そのようなことを説明した上で、グラ
イムは改めてＰＣ①に計画に賛同してもら
えるよう説得する。

▼描写

タイタスの道案内により、マーティア城

から馬で１日ほどの距離にある国境近く
の間道で、ＰＣたちはグライムと会見する。
森に囲まれた静かな間道は、密談をするの
にもってこいの場所だ。グライムは６０過
ぎの老人だが、気骨の有りそうな顔立ちを
しており、身体も頑健そうである。彼の周
りにはレジスタンスのメンバーと思しき人
間が数名護衛に付いているが、それだけ
だ。特に待ち伏せなどの気配はない。そ
の場に全員が揃うと、グライムがおもむろ

い。
『ＰＣ①』殿には、その被害を最小限
に留められるよう、手を打っていただきた
い」
グライム「また、この計画は決行日時を正
確に決めておかねばならぬ。我々の蜂起と
時を同じくして、マーティア側が反撃に出
なければ、各個に撃破されてしまう」
グライム「ゆえに、決行日時や詳細な手
順について詰めていくための連絡路を作っ
ておきたい。賛同してはいただけないだろ
うか」
このように語るグライムに対し、ＰＣ①
にはもう一度選択の余地がある。果たして
この老人の計画に加わるのが正しいのか、
そうでないのか、判断するのは、ロードで
あるＰＣ①の他にない。
ＰＣ①の出した答えに、グライムは次の

グライム「よくぞわが提案に乗ってくだ

グライム「
（提案を受諾）ありがたい。こ

さった、
『ＰＣ①』殿」
グライム「我々レジスタンスは、オズヴァ
ルトの率いる主力がマーティアに侵攻する
のと軌を一にして蜂起する予定だ。ガルタ
ニア城はメリル殿が抑え、ガルタニア軍
の補給所は我々レジスタンスが襲撃する。
これにより、補給が途絶え、国内が混乱
したガルタニアのマーティア侵攻軍は士
気阻喪し、脱走者も出、マーティア軍でも
倒せるようになるだろう」
グライム「そこで、マーティア侵攻軍を指
揮するオズヴァルトを倒し、そのクレスト
を『ＰＣ①』殿に継承していただきたい。
できれば一戦でかたをつけたいが、計画
が失敗した場合、ガルタニア城を攻め落

そのクレストを継承することで、ガルタニ

グライムとの密会を行うシーンである。彼

グライム「この計画は一旦ガルタニアが

アとマーティアはひとつとなり、公正かつ

はガルタニアのマーティア侵攻に合わせ、

ガルタニアのレジスタンスのリーダー、

いほどに、オズヴァルトの率いる軍勢は強

ように返答してくる。

▼解説

Ｃ①』あなただけだと私は見込んでいる」

を前提としておる。そうしなければ倒せな

に口を開いた。

とす必要があるやもしれん。その際の支援

タイタス「あなたがオズヴァルトを倒し、
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●シーン７：密会

ガルタニア城と補給拠点を破壊、ガルタ

はできるだけ行う」
マーティアの奥深くまで侵攻していくこと

れでガルタニア、マーティア両国の民人は
救われる」
グライム「
（提案を拒否）やむをえん。我
らは単独でもガルタニアを解放する」

▼結末

グライムの提案を受諾、拒否、いずれ

の場合もシーン８へ移行する。

●シーン８：襲撃
登場ＰＣ：ＰＣ①

▼解説

混沌レベル：３

ガルタニアの放った刺客によりＰＣ①

が襲われるシーンである。ＰＣ①が感覚
で１２の判定に成功すると、奇襲を受け
ずに済む。ＧＭはこれを明言すること。失
敗した場合、ＰＣ①は１ターン一方的に
攻撃される。なお刺客はダークエルフであ
り、投降せず、捕らえようとするなら瀕死
08

■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」
シーン 10：時間経過
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。

シーン 10：追加の判定
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。

状態に追い込む必要がある。
なおこの戦闘でＰＣ①が死亡した場合、
シナリオは終了となる。ＧＭはプレイヤー
にそれを明言すること。

就寝していると、何者かの気配に気づい

場合、それは成功とみなす。全員が失敗

た。その気配は殺気を帯び、実体となって
ＰＣ①を攻撃してきた！
サシンの懐から、リルウェインの書状が出
てくる。それはＰＣ③に対する宣戦布告
文だった。

りだわ。そうでないと私があなたを殺す楽
しみがなくなってしまうもの」
リルウェイン「あなたたちが推測している
ように、
この冷害は『冬の宝珠』によるもの。
今度こそ私は、この世界を永劫の冬に包
み込んでみせるわ。まずはあなた達を、氷
の彫像とすることとしましょう。そして私
は、それを見て楽しむことにするわ」
リルウェイン「ではごきげんよう。早く私
に殺されにいらっしゃい」

▼結末

戦闘に勝利した場合、シーン９へと進

むこと。ただ、戦闘の勝利敗北のいかんに
かかわらず、ＰＣ①が死亡している場合、
ここでシナリオは終了となる。

①：ＰＣ初期配置位置
②：ダークエルフ・アサシン

を行うことができる。ひとりでも成功した
した場合、全員がＭＰを２Ｄ６失う。
・国境地域からの住民避難：共感１０
国境地域の住民はきたるべきガルタニ
ア軍の侵攻に怯えているため、疎開を望
んでいるが、一方で頑として立のこうとし
害を最小限にするとともに、ガルタニアに
略奪による物資補給をさせないようにする
ことが重要だ。成功した場合、ガルタニア
軍の士気が１減る。
・兵の動員と訓練：共感１０
マーティアは常備軍を持っているが、冷
害により士気阻喪している。これを立て直
し、戦える状態に持っていかなければなら
ない。成功した場合、士気が通常まで回
復する。失敗した場合、マーティア軍の所
属部隊の士気は３とする。
・補給物資の集積：知力１０
マーティアは冷害により次の収穫期の
収穫に期待が持てない。しかし部隊を動
かすためには補給物資が必要だ。これを
解決するため、効率的な資源再分配と軍
の補給物資の集積が必要である。成功し
た場合、マーティア軍の所属部隊の士気

●プレッジシーン２

を１増やす（士気最大値を超えても良い）
。

ンを行う。

の士気が１減る。

ここでシーン９に移る前にブレッジシー

●シーン９：戦争準備

▼解説

戦闘解説

ない者達もいる。彼らを説得し、民人の被

リルウェイン「久しぶり、元気そうで何よ

登場ＰＣ：全員

戦闘配置図

これらについての難易度は以下のとお
り。各ＰＣがそれぞれの件について判定

夜。マーティア城に帰還したＰＣ①が

シーン 8

スを密使として行うことができる。

▼描写

戦闘に勝利すると、ダークエルフ・ア

混沌レベル：３

ガルタニアとの戦争準備を行うシーンで

ある。戦場となる国境地域の住民避難や、
兵の動員と訓練、補給物資の集積、グラ
イムの提案を受諾している場合ならレジス
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タンスとの調整も必要になってくるだろう。
レジスタンスとの調整については、タイタ

失敗した場合、マーティア軍の所属部隊
・レジスタンスとの調整（グライムの提案
を受諾している場合）：知力１０
レジスタンスと手を組み、綿密に連携す
ること（地方での反乱や補給所の攻撃な
ど）によってガルタニア軍の士気や戦力に
ダメージを与えることができる。成功した
場合、ガルタニア軍の戦力が２キャラク

なお、シーン８で襲撃者を捕虜にして
おり、精神の対抗判定で成功した場合、
捕虜から情報を聞き出すことができる。リ
ルウェインはすでに多くの生贄を冬の宝
珠に捧げており、マーティア征服の暁には
マーティアからも生贄を得て冬の領域をさ
らに拡大しようとするであろうと捕虜は告
げる。
また、リルウェインはガルタニアの魔法
師メリルの動きに不信感を持っており、メ
リルを排除しようとしているとの情報も得
られる。
これについて、メリルに警告を行う手段
があれば行って良い。レジスタンス経由で
あれば、
、難易度１２の知力判定を行い、

ダークエルフ・アサシン
種別：混沌（モブ）
レベル： 5
ＨＰ： 43
行動値：16
防御力 武器

3

炎熱

出身世界：エルフ
MＰ：32
移動力：4
3

衝撃

3

体内 ０

特技

《 闇 妖 精 の 暗 殺 術》： マイナー。そのメインプ
ロセスに使用する《毒の短剣》の属性を〈体内〉
に変更する。
《毒の短剣》：メジャー。射程０Sq の単体に白
兵 攻 撃。命 中 判 定 3D+11。
〈 武 器 〉4D+2 点
のダメージと毒 10 を与える

成功すれば警告を送れたことになる。警
告を送った場合、シーン１１でメリルは人
質にならず、あらかじめ解放されているも
のと扱う。

ター、士気が２減る。
10

■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」

▼結末

各項目判定が終了後、シーン１０へと

移行する。

▼解説

戦闘配置図
戦闘解説

渺々と冬の嵐が吹き荒れる荒野で、ガ

①ＰＣ初期配置位置
②オズヴァルト
③歩兵小隊
④歩兵小隊（レジスタンスとの連携
が成功している場合登場しない）

ルタニア軍とマーティア軍は向かい合っ

●シーン１０：開戦
登場ＰＣ：全員

シーン 10

▼描写

た。
（シーン 9 でレジスタンスとの調整に

混沌レベル：３

成功している場合次の描写を追加。
「だが
その軍勢は思ったほどの大軍ではない。レ

ガルタニアが準備を整えて侵攻してく

るシーンである。レジスタンスとの協力い
かんにかかわらず、ＰＣ①率いるマーティ
ア軍はこれを迎え撃たねばならない。この

ジスタンスによる後方撹乱により脱走者が
続出しているようだ」
）

戦闘プラン

オズヴァルトは陣の中央において、朗々

まずは部下の歩兵小隊を前に繰り
出す。部下が全滅したらシーン退場

とした声でＰＣ①を指弾する。

で撤退する（ただし、レジスタンス
との連携が成功していた場合、最後
まで闘う）。攻撃に対しては応戦する
が、こちらから前進することはない。

戦闘ではマスコンを使用する。戦闘の勝
利条件はオズヴァルトの死亡であり、敗

「
『ＰＣ①』の無為無策、そして聖印の加

北条件はＰＣ①の死亡である。ＧＭはこ

護の欠如がこの災害をもたらしているのだ

れを明言すること。

と、私は断言する。このままではマーティ

オズヴァルトは自身以外のキャラクター

アは滅びるであろう。正統なる聖印の加

が倒されればシーン退場するが、グライム

護を持つ私こそが、マーティアを救う事

の提案を受諾していた場合、レジスタンス

ができる唯一の存在であると、諸君らには

によって帰る場所を失ったと判断し最後ま

知ってほしい」

で闘う。
これに対し、ガルタニアの陰謀ではな
いかと指弾されると、オズヴァルトは鼻で

歩兵小隊
種別：人間（モブ）
レベル： 5
ＨＰ： 55
行動値：8
防御力 武器

特技

3

炎熱

出身世界：アトラタン
士気：5
MＰ：30
移動力：3
3

衝撃

3

体内 ０

《挟撃》判定の直前。自身以外の対象が行う白
兵 攻 撃の命中判 定 ＋ １ Ｄ、ダメージ＋ ５、１
ラウンド１回
《長槍》：メジャー。射 程 ０ Ｓ ｑの単 体に白兵
攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ９。
〈武 器〉４ Ｄ + ９
点のダメージ。

笑って応える。

オズヴァルト

オズヴァルト「それこそ根拠なき誹謗中

種別：人間

傷というもの。自らの無策を棚に上げ、救
済者である我々を指弾するとは片腹痛い」
だが、証拠を突きつけられると、狼狽し
てわめきちらす。
オズヴァルト「そんなものは虚言だ！
虚言でないという証拠を見せてみよ！」
（グライムの提案を受諾していた場合）だ
が、それも急使の報告によって開き直りへ
と変わる。
オズヴァルド「本国で反乱だと……！
ええい、
『ＰＣ①』
、貴様の首を取ればクレ
ストは手に入る。構わん、前進せよ！」

▼結末

戦闘に勝利した場合、シーン１１へ。

レベル：５

【筋力】17／＋７

出身世界：アトラタン
士気：６

【反射】20／＋８ 〈軽武器〉３ 〈騎乗〉３
【感覚】12／＋５
【知力】11／＋４
【精神】12／＋５
【共感】13／＋５
ＨＰ： 110

ＭＰ： 76

攻撃：ロングソード
命中３Ｄ＋７
攻撃４Ｄ＋14

射程：０Sq

行動値： 10

防御力 武器 10 炎熱

移動力：５

5

衝撃

6

体内 ０

特技

《王騎の印》：セットアップ。 乗騎の攻撃修
正に＋３、移動、行動修正に＋５。コスト
５ＭＰ。
《重撃の印》：ダメージロール直前。ダメー
ジ＋１Ｄ。コスト４ＭＰ。
《人 騎 連 撃 の 印》：メジャーアクション。 命
中判定＋３、ダメージ＋３。コスト５ＭＰ。
《翻 馬 の 印》：リアクション。 回 避 の 代 わり
に騎乗で回避判定を行える。コスト４ＭＰ。
《武器熟練５》：軽武器のダメージ＋２Ｄ
《振りかぶり》：武器攻撃ダメージロール＋
５
《一撃必殺１》：攻撃の命中判定でクリティ
カルした場合、ダメージ＋５
《騎 馬 突 撃 １》： 士 気 ２ 点 消 費。 即 座 に 全
力移動を行い、そのメインプロセスに行う
白兵攻撃ダメージ＋ 10 点

戦闘に敗北した場合、シナリオはここで
11

12

■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」
終了となる。
ＰＣはシーン終了時に出来うる限りの回
復を行って構わない。ＧＭはそう明言する
こと。

最後のブレッジシーンである。決戦に備

え、出来るだけの誓いを立てておこう。
●シーン１１：決戦

▼解説

混沌レベル：３

オズヴァルト率いるガルタニア主力軍

の撃滅には成功した。しかしリルウェイ
ンの持つ「冬の宝珠」を破壊せねば、こ
の災厄は収まらない。そのため、ＰＣた
ちはリルウェインが待つガルタニア城へ
と進軍する。それを迎え撃つのは、リル
ウェイン率いる（シーン１０でオズヴァ
ルトを倒していない場合オズヴァルトも
含む）ガルタニア国内軍であった。
ガルタニア国内軍はリルウェインの采
配により瓦解を免れ、魔法師メリルの反
乱も事前に押さえ込んだ。そのため、あ
と１戦行う程度の力はある。特にリル
ウェインの持つ力は強大で、なおかつＰ
Ｃ②の友人であるメリルをも人質にとっ
ている。
ただ、シーン７でグライムの提案を受
諾していた場合、リルウェインの指揮す
る部隊の中に紛れ込んでいたレジスタン
スがメリルを解放する。あるいはシーン
９でメリルに警告を送っていた場合、メ
リルはあらかじめ解放されているものと
する。解放されたメリルはシナリオ１度
だけダメージを＋２０できる効果を持つ
エキストラとして扱うこと。なおその場
合、メリルはＰＣが全滅しない限り死亡
しない。
このシーンでは再びマスコンを使用す
る。勝利条件はリルウェインの死亡、敗
北条件はＰＣ①の死亡である。ＧＭはそ
13

▼描写

シーン 11

マーティア軍は敗残兵を蹴散らし、ガ

戦闘配置図
戦闘解説

ルタニア城へと攻め寄せた。リルウェイ

●プレッジシーン３

登場ＰＣ：全員

れを明言すること。

① PC 初期配置位置
②歩兵小隊
③リルウェイン（オズヴァルトが生
きている場合同位置に）

ンが持つ「冬の宝珠」を奪うか、破壊し
ない限り、この災害は終わらない。その
決着をつけるための一戦だ。
だが、ガルタニア城の門前にはリル

戦闘プラン

ウェインが魔法師メリルを人質として捕

まずは部下の歩兵小隊を前進させ、
背後から《光精の煌めき》《挟撃》で
援護する。この際、敵が密集してい

らえ、
軍を展開していた。その片手に
「冬
の宝珠」を弄び、人質としてガルタニア

るようであれば《精霊力拡大》を用
いて効果範囲を広げる。部下が倒さ
れたなら、接近して《優雅なる剣技》
を用い、
《閃く足捌き》で距離を取る。

の魔法師メリルの姿を見せつけながら。
（シーン９でメリルに警告を送っている
場合、メリルは人質になっておらず、あ
らかじめ解放されたものとして味方に加
わっている）
リルウェインはＰＣたちに向かって、
挑戦的に云い放つ。
リルウェイン「オズヴァルトを負かし、
よくぞここまでやってきたわね。だけど
私の野望はまだ潰えていない。冬の宝珠
さえあれば、やがては世界全体を永劫の
冬に包み込むことができる。それこそ私
の望みよ。今度こそ、叶えてみせる」
リルウェイン「（メリルに警告を送って
いなかった場合）ところで、レジスタン
スに協力しようとしていた愚かな魔法師
を私は手にしているわ。この命をどう扱
うべきか、決めかねているところ」
リルウェイン「（メリルに警告を送って
いなかった場合）もしこの魔法師の生命
が惜しければ、
『ＰＣ②』
、あなたは我が
方に付きなさい。
好待遇を約束するわよ」
リルウェイン「（メリルが解放されてお
らず、ＰＣ②がリルウェインの提案を
断った場合）仕方がない。この愚かな魔
法師の命は冬の宝珠に捧げましょう」
リルウェイン「（メリルが解放されてお
らず、ＰＣ②がリルウェインの提案を受
けた場合）いいでしょう。せいぜい力量
を見せて頂戴」

リルウェイン
種別：混沌

出身世界：エルフ界

レベル：５

【筋力】９／＋３

士気：５

【反射】23／＋９ 〈軽武器〉３
【感覚】20／＋８ 〈霊感〉3
【知力】10／＋４
【精神】10／＋４
【共感】12／＋４
ＨＰ： 99

ＭＰ： 87

行動値： 14

攻撃：精霊のレイピア
命中３Ｄ＋７
攻撃２Ｄ＋11
防御力 武器

8

炎熱

5

移動力：５

衝撃

6

体内 ０

特技

《優美なる森の民１》 能力基本値とＭＰ最
大値を変更、投影武器を取得
《精 霊 力 拡 大 １》 マイナーアクション。「種
別：精霊」「対象：単体」の特技を「対象：
範囲１（選択）」に。コスト７ＭＰ。
《優雅なる剣技３》メジャーアクション。 技
能〈軽武器〉。精霊のレイピアで白兵攻撃。
命中判定＋１Ｄ、ダメージ＋８。この攻撃
に対するガード値－６。コスト６ＭＰ。
《光精の煌めき３》メジャーアクション。 技
能〈 霊 感 〉。 射 程 ５ Ｓ ｑ。〈 衝 撃 〉ダメー
ジ５Ｄ＋８＋混沌レベル。コスト６ＭＰ。
《運命の導き１》 判定の直後。 判定振り直
し。１シーン１回
《閃く足 捌き》 攻 撃 の 直 後。 精 霊 のレイピ
アで攻撃後、１Ｓｑ移動。
《挟撃》 判定の直前。自身以外の対象が行
う白 兵 攻 撃 の 命 中 判 定 ＋ １ Ｄ、 ダ メージ
＋５、１ラウンド１回
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■グランクレスト・シナリオ「冬の宝珠」
リルウェイン「（ＰＣ③に向かい）わた

は、身近なところにあったのね」（倒さ

らば祝宴を上げ、苦難に立ち向かったも

しを止めにやってきたのね。だけど、今

れた時）

の全てに祝杯をあげようではないか！

度こそは邪魔させないわ。決着をつけま
そして彼女は氷の彫像となって、冬の

しょう、『ＰＣ③』」

宝珠とともに砕け散る。

一方でメリルはＰＣたちに向かって決

▼結末

リルウェインとの闘いに勝利すれば、

断的に告げる。

シーン１２へ移る。敗北した場合、ここ
メリル「（メリルが解放されてない場合）
私の命には構わずにガルタニアを救っ
て！

それができるのはあなたたちだけ

なの！」
メリル「（メリルが解放されている場合）
私も及ばずながら力添えするわ！

この

国を救うために！」

▼解説２

でシナリオは終了となる。
●シーン１２：凱旋

▼解説

オズヴァルトとリルウェインを倒し、

▼結末

ＰＣたちがひと通りやりたいことをや

り終えたあとでシナリオ終了となる。

■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、
「ガルタニアの侵略を阻止した：５点」
「リルウェインの陰謀を阻止した：５点」
となる。また、エネミーレベルの合計は

冬の宝珠を破壊することにより、ガルタ

29 点（レジスタンスとの連携に成功し

ニアからの侵略の脅威と、
冷害は収まる。

ている場合 25 点）となる。PC の人数で

それらを見事果たし、マーティアとガル

割ること。

マスコンの勝利条件はリルウェイン

タニアの両国のクレストを手に入れたＰ

取得カウントは１０００点となる。

（シーン１０でオズヴァルトが撤退して

Ｃ①は、両国の公正な支配者として振る

以上でセッションは終了となる。

いる場合オズヴァルトも）が死亡するこ

舞わなければならない。責務は重いが、

とである。ＧＭはそれを明言すること。

やりがいのある仕事だ。

また、冬の宝珠はリルウェインの死に
より破壊される。これはＧＭがプレイ
ヤーに明言すること。

▼描写２

冬の嵐はいっそう激しく、冷たいもの

実際的には勝利のその後を描くシーン
である。
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。

となっている。そこでＰＣたちはリル

ガルタニアの支配権だが、ＰＣ①が獲

ウェイン率いるガルタニア軍との最終決

得する。その後従属クレストとして分割

戦に及ぶ。リルウェインは誓うように叫

することはありうるかもしれないが、シ

ぶ。

ナリオ終了時ではそういう扱いとなる。

リルウェイン「この世界に永遠の冬を

▼描写

暴君オズヴァルトと邪悪なダークエル

……！」

フ、リルウェインの死により、ガルタニ

リルウェイン「まだやれるわ！」
（ダメー

アは解放され、マーティアを襲っていた

ジ５０％超え時）

冷害も終わった。今後両国がどのような
歴史を紡いでいくのかはわからないが、

だが、最後の一撃がリルウェインを貫

ともあれ民人を脅かす脅威は去った。な

くと、彼女はなにか気づいたかのような

らば祝宴を上げ、苦難に立ち向かったも

表情をして呟く。
リルウェイン「これが死——永遠の冬

15

の全てに祝杯をあげようではないか！

▼結末

ＰＣたちがひと通りやりたいことをや

16

