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シナリオ情報
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』
）をご
覧頂きたい。
このシナリオは特にオルガノンの投影

国データの作成

ＧＭは先に
『アドバンスフォース』
（以下
『Ａ
ＤＦ』
）も読んでおくこと。
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：１

領土的野心の強いゼオンバルトだが、
両国の国境は険しい山岳地帯であること
から、これまで侵攻は避けられていた。
しかし、ある時、敵国の軍師イグナー
トがアカデミーに封印されていた禁書を
用いて空飛ぶ巨大戦艦を召喚する。
さらにイグナートはその戦艦を用い
て、ＰＣたちの国に攻撃を仕掛けてくる。
制御に失敗して戦艦は墜落するが、そ
の結果山岳地帯の地形が大きく変わる。
イグナートは自分のロードであるマル
ベスをそそのかして、ＰＣたちの国へと
侵攻を開始させる。
こうして両国の間に墜落した戦艦を
巡っての戦端が開かれることになる。
そしてＰＣたちは墜ちた戦艦の傍でオ

ＰＣたちは、ストラトスを破壊しイグ
ナートを倒してこの窮地を乗り越えなけ
ればならない。自らが戦いに巻き込まれ
ることを嫌うストラトスもそれを望んで
いた。
一方イグナートは主であるマルベスを

決定したら国管理ルール（
『ルール 1』Ｐ
188）で国データを作成する。
舞台となる国の国レベルは 1、初期カウ
ントは 1000 となる。ＧＭはプレイヤーと

PC 間因縁の取得
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』
Ｐ 352 を参照すること。以上の準備が終
了したら、メインプレイへと進む。

ラタン大陸のどこに存在するかはＧＭが決

た。
戦いに勝利し、イグナートの手からス
トラトスを解放したらシナリオ終了とな
る。

トレーラーとハンドアウト
本ページに記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これらを読
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を担当するかを相談して決定する
こと。この時、プレイヤーの希望を尊重し
つつ、最終的にはＧＭが割り振りを決定
すること。
また、プレイヤーの人数が 3 人の場合、
ＰＣ④を省略するとよい。

ＰＣ②の設定
ＰＣ②のハンドアウトとシナリオの一部
シーンは、ＰＣ②がオルガノンの投影体
であることを想定して記述されている。
コンストラクションでの作成を許可する
場合、あらかじめその点を断っておくとよ
いだろう。

きることに注意すること。

なお舞台となる国やゼオンバルトがアト

ラタン大陸を支配しようと目論んでい

ルガノンである青のストラトスとＰＣ②
に出会う。

イヤーと相談して決定すること。名称が

るとよいだろう。

ストーリー
トと国境を接している。

する。舞台となる国の名称はＧＭがプレ

相談しながら国を作成し、部隊を決定す

体に焦点を当てたシナリオとなっている。

ＰＣたちの国は大国であるゼオンバル

本シナリオでは、舞台となる国を決定

ル１民兵（
『ルール 1』Ｐ 210）は取得で

めてよい。
また、本シナリオではマスコンが想定さ
れている。国作成の際、部隊を取得しても
らうこと。この時、国資源がなくともレベ

トレーラー

ある日突然空に現れた超巨大戦艦。
それは敵国のメイジの陰謀だった。
制御を失った戦艦の墜落により、ふたつの国を隔てていた山は崩れる。
そしてＰＣたちの国には敵国の部隊が迫っていた。

しかし、その戦場で出会ったのは戦いを望まないオルガノンだった。
果たしてＰＣたちは敵の侵攻を阻止し、自分たちの国を守ることはできるのか。

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：“ 青の ” ストラトス 関係：興味
推奨感情 メイン：信頼／サブ：脅威
推奨クラス：ロード
クイックスタート：剣の君主（『R １』Ｐ 36）
キミは小さな国のロードだ。ある時、キミの国
に超巨大な空飛ぶ船が現われて攻撃をしかけてき
た。しかし船は制御を失って隣国との間にある山
に墜落する。調査に赴いたキミは、そこで青のス
トラトスという少女と出会う。その少女はあの空
飛ぶ船のオルガノンだったのだ。

因縁：“ 青の ” ストラトス 関係：保護者
推奨感情 メイン：親近感／サブ：尽力
推奨クラス：投影体 推奨スタイル：オルガノン
クイックスタート：再起の翼（『ＡＤＦ』Ｐ 20）
キミは意思を持った器物、オルガノンだ。キミ
はあらゆる器物がたどり着く世界であるヴェリア
界で、ストラトスという空飛ぶ戦艦と親しくなっ
た。しかしある時、ストラトスは邪悪なメイジに
よって召喚され、キミもそれに巻き込まれてアト
ラタン大陸へやってきた。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：『ＰＣ①』 関係：忠誠
推奨感情 メイン：尽力／サブ：可能性
推奨クラス：メイジ
クイックスタート：風炎の申し子（『R １』Ｐ 38）

因縁：“ 蹂躙軍師 ” イグナート 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
クイックスタート：銃使い（『ＡＤＦ』Ｐ 26）

キミはＰＣ①というロードと契約を交わしている
メイジだ。キミたちの国の近隣には領土的野心が
強いゼオンバルトという大国があった。両国の間
にある険しい山岳地帯のおかげで、キミたちの国
は戦いを逃れてきた。しかし、ある時突然現われ
た巨大な空中戦艦によって、情勢は一変する。強
国の脅威が迫るこの国を守らなければならない。

キミは混沌をその身に宿す邪紋使いの傭兵だ。
いまはＰＣ①の国に雇われている。ある時キミは
交戦した敵軍の中に見知った魔法師を見かけた。
“ 蹂躙軍師 ” イグナート、殺戮を愉しみとする最低
の外道だ。かつて別の戦場でキミは奴に敗北を味
あわされた。屈辱を返してやる時がやってきたよ
うだ。

も殺害し、手に入れた強大な兵器でアト
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ていた。そこはすべての道具が最後にたど

メインプレイ
シーン 2：

ＰＣ国とゼオンバルト

両国は国境を接しているが、
その国境沿いには険しい山岳
地帯が存在したため、これまで
軍事的な衝突はなかった。

シーン２：
戦艦に関する知識

メイジであるＰＣ②は投影
体やオルガノン、また戦艦と
いうものについて知っている
としてよい。詳しくは 『ＡＤ
Ｆ』 Ｐ 50 やＰ 150 の内容を
確認させること。

シーン２：偵察

ＰＣたちの国は小さく弱い。
ＰＣの他に将や有能な部隊も
いないため、ＰＣたちで偵察に
向かうことになる。
一方で寡兵であるため素早
く 移 動を済ませ られること、
現地で重要な決断をすぐにく
だせるのが強みである。

り着くという忘れられた世界だった。かつ
て『ＰＣ③』がいた戦場とどこかよく似た

仲間と一緒に偵察にきていた『ＰＣ①』

は、
墜落した戦艦の周囲を見て回っていた。

●シーン１：撤退戦

●シーン２：天変地異

戦いが続く場所だった。

▼解説

▼解説

という友を得た。

る。無論、それは敵にも同じことだ。
この戦艦は傷ひとつ負っていないように見

登場：ＰＣ④

混沌レベル：３

ＰＣ④とイグナートの因縁を描く回想

登場：ＰＣ③

混沌レベル：３

そこで『ＰＣ③』は “ 青の ” ストラトス

イグナートが召喚した “ 青の ” ストラト

シーンである。ＰＣ④がいない場合は省

スによって、ＰＣたちの国が攻撃を受ける

ストラトス「
『ＰＣ②』
、
今日も話をしましょ

略すること。イグナートの放った追撃を振

シーン。制御が不十分であったため、スト

う」

り切ってＰＣ④は戦場を生き延びる。

ラトスは国境付近の山岳地帯に墜落する。

▼描写

かつてある戦場でのこと。
『ＰＣ④』は

傭兵部隊の指揮を任されていた。
負け戦の撤退戦だったが、
『ＰＣ④』た
ちの活躍もあって本隊は無事逃げおおせ

ストラトス「私は戦いより、誰かと話をし

▼描写

たり歌を歌ったり、そういう平和な時間が

ドに仕えている。この国は小国ながら山々

ストラトス「戦うことは嫌ではないのです。

『ＰＣ③』はいま『ＰＣ①』というロー

に囲まれた平和な場所だった。
しかし、平和はある日突然破られた。

大好きです。おかしいですよね」
私は大切な人や守りたいもののために、存
在する武器でありたいのです」

たようだ。そこへイグナートの率いる追撃

空に浮かぶ巨大な戦艦が現れ、この国を

ストラトス「そういう理想を持つ司令官さ

部隊が現れた。

砲撃し始めたのだ。あれは投影体だ！

んに使ってもらえたら幸せですよね」
ストラトス「
『ＰＣ③』はどんな司令官さ

イグナート「まだ戦場に敵兵が残っていた

兵士「な、なんだあの空飛ぶ城は！」

ようですねえ。……殺しなさい」

兵士「ＰＣ③様、あれは一体？」

んが好みのタイプですか？」

部下「しかし軍師殿、勝敗はすでに明ら

兵士「あんなものに勝てるわけがない。ど

かです。これ以上兵を減らすのは……」

うすればいいんだ！」

始めた。不思議な輝きが満ち、
『ＰＣ②』

イグナート「黙りなさい。戦場において価

兵士「……なんだ、砲撃がやんだぞ？」

とストラトスを包み込んでいく。

話をしていると突如周囲の気配が変わり

値のない命はありません。どんな命も等し
く危険な存在です。だから殺す！」

砲撃がしばらく続いたところで、突然戦

ストラトス「これは、まさか召喚？『ＰＣ

イグナート「そちらの方はアーティストで

艦が揺らいだ。艦はそのまま国境付近の

したか。あの者を討ち取ったら褒美を二倍

山岳地帯に墜落していく。

▼結末

兵士「た、助かった」

界にいた。遠くの空の彼方にストラトスが

兵士「あれは、
隣国ゼオンバルトのものだっ

墜落していくのが見える。一先ず彼女の

④』に殺到してくる。

たのでしょうか？」

元に向かったほうがいいだろう。

傭兵「
『ＰＣ④』さん、ここは俺たちに任

しょう」

出しましょう。殺しなさい！」
イグナートの放った兵士たちが『ＰＣ

せて逃げてくれ！」
傭兵「あんたが一番生き残る目がある。生
きて、仇を取ってくれ」
傭兵「頼んだぜ……」

②』
、ああ……」
気がつくと『ＰＣ②』は見知らぬ異世

兵士「
『ＰＣ③』様、一先ず偵察に参りま

●シーン４：出会い
登場：ＰＣ①

混沌レベル：４

●シーン３：来訪者たち

▼解説

▼解説

るシーン。ＰＣ①の導入である。

登場：ＰＣ②

混沌レベル：３

ＰＣ②がストラトスと共にオルガノンの

戦艦が墜落した場所へ偵察にやってく

ＰＣ①が倒れているストラトスを偶然発

世界であるヴェリア界（
『ＡＤＦ』Ｐ 154）

見するという場面である。ストラトスは自

からアトラタンに投影されるシーン。

分を介抱してくれたＰＣ①を信頼していく

▼描写

『ＰＣ②』はヴェリア界を長くさまよっ
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▼描写

という流れになる。

山は削れ隣国ゼオンバルトに兵を率い
て通れるほどに地形が変わってしまってい
しかし、それほどの衝撃にも関わらず、
えた。
ふと気付くと崖下に不思議な鎧に身を
包んだ少女が倒れているのを発見した。
全身に怪我を負っているようだ。
兵士「ＰＣ①様、誰か倒れてるようです。
何故、こんな場所に。しかも、見たことの

シーン３：

ヴェリア界の風景

ヴェリア界の風景について
は 『ＡＤＦ』 Ｐ 154 も参照。
このシナリオではＰＣ②やス
トラトスがかつて過ごしたの
とよく似た世界が広がってい
ると説明するとよいだろう。

シーン４：
このシーンの風景

このシーンはＰＣ①の導入
であるため、それ以外のキャ
ラクターの登場は想定してい
ない。丁度周囲を見て回って
いると説明するとよいだろう。
また部下である兵士が登場
しているが、荷運びや雑用を
こなす最低限の部下が随行し
ている。他のＰＣを呼ぶ際の
伝令などは彼らを利用すると
よいだろう。

ない鎧だ」
兵士「どうします？

助けますか？」

『ＰＣ①』が助け起こすと、少女は目を
覚ました。
ストラトス「ここは……。あなたは誰です
か？」
ストラトス「助けて頂いたのですね。あり
がとうございます。でも、私は……」
ストラトス「あの、自己修復機能がありま
すのでもう大丈夫です。それより本体と情
報を同期したいので、艦の傍に連れて行っ
て頂けますか？」
ストラトス「大丈夫です。あなた方を傷つ
けるつもりはありません」
ストラトス「……同期できない。やはり、
私は操られていたのですね」
ストラトス「私の名前は “ 青の ” ストラト
ス。あなた方の国を襲ったこの艦のオルガ
ノンです」
ストラトス「お願いがあります。私を助け
てください。このままでは……」

▼結末

ストラトスが何かを話そうとしたところで、
周囲に声があがった。どうやら仲間たちが
戻ってきたようだ。
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シーン５：

ＰＣ②の状態

ＰＣ②はストラトスの召喚
に巻き込まれる形でアトラタ
ン大陸にやってきている。そ
のため、ＰＣ②がストラトス
のようにイグナートに操られ
たりするようなことはない。

シーン５：
ストラトスの状態

ストラトスは召喚を行なっ
たイグナートによって支配さ
れていたが、墜落のショック
で本体である戦艦とのリンク
が途切れ、偶然擬人化体であ
る彼女だけ支配を逃れている
という状態である。

●シーン５：再会

界に召喚されたようです。その魔法に

▼解説

しまった」

登場：全員

混沌レベル：4

よって操られ、あなた方の国を攻撃して

ストラトスの元にＰＣ全員が集まり合

流するシーンである。

ストラトス「敵の魔法師はもう一度私を
狙ってくるでしょう。
私を手に入れれば、

全員が事情を語り終えたところで敵襲
の報せが届きシーンが終了となる。

▼描写

再び艦を動かせるからです」
ストラトス「お願いします。私を守って

④』も集まってきた。『ＰＣ①』の傍ら
には謎めいた風貌の少女がいる。
また、ストラトスの元に向かっていた
『ＰＣ②』もそこにやってくる。

登場ＰＣ：全員

▼解説

混沌レベル：5

ゼオンバルトの前哨部隊との戦闘を行

なうシーン。
配置は戦闘配置図を、データは巻末参
照すること。

Ｃ①』様のお仲間ですか？」
ストラトス「ああ、『ＰＣ②』
。あなたも
無事だったのね」

フッフッフ」
イグナートの追手を振り切って、キミた
ちは退却した。

●シーン７：マスターシーン
登場ＰＣ：なし 混沌レベル：３

▼解説

▼結末

の部隊が近づいてくる。彼らを率いている

なった戦艦にイグナートの主であるマルベ

のは『ＰＣ④』には見覚えのあるメイジ、

スがやってくる。イグナートはマルベスを

上がった。どうやらゼオンバルト側も

イグナートだ。

そそのかして、侵攻を急がせる。

くなんてありません」
キミたちが話をしていると敵襲の声が

キミたちのことを発見してゼオンバルト

やってきたらしい。
イグナート「ほう、これはこれは。隣国の

ストラトス「人が集まっていますね。
『Ｐ

火が降るのを楽しみにしていてください。

▼描写

ください。私は助けてくれた人を撃ちた

『ＰＣ①』の元に、『ＰＣ③』と『ＰＣ

●シーン６：遭遇戦

●プレッジシーン１

ここまでで導入は終了となり最初のプ

レッジシーンとなる。

ストラトス「私はストラトス、この艦の

新たな因縁の取得と、ストラトスを守

ゼオンバルト陣営の一幕。前線基地と

▼描写

ゼオンバルト陣営、本隊を率いてストラ

皆さんではないですか。国が小さいと腰も

トスにやってきたゼオンバルト側の騎士マ

軽いようで大変結構ですねえ」

ルベスをイグナートが出迎えている。

イグナート「我が名はイグナート。以後お
見知りおきを。さて早速ですが、死んで頂

マルベス「先陣ご苦労、イグナート。こ

きましょう」

れが投影された戦艦か。恐ろしいものだ

オルガノンです」

る、国を守るなどの誓いを立てるとよい

イグナート「そのオルガノンとこの艦は誰

のう」

ストラトス「私は何者かによってこの世

だろう。

にも渡せませんからねえ」

イグナート「その通りです、我が君。です

イグナート「おや、
どこかの戦場で見たアー

がご安心を。必ずやこのイグナートがこの

ティストもいるではないですか。敵を殺し

艦を支配できるようにいたします」

シーン 6

戦闘配置図
戦闘解説

弓兵部隊は、攻撃できるＰＣをラ
ンダムに狙う。
移動の際にはできるだけ《連携射
撃》の効果を受けられるように位置
取りを行なう。
ＰＣの人数が 3 人の時は弓兵部隊
Ｃを削除すること。

損ねるとは私の汚点だ。今度こそ死んで

マルベス「うむ。さすがイグナートは頼り

頂きましょう」

になる。……ところで、本当に今回のこと
は本国に報告して判断を仰がなくてよいの

ストラトス「皆さん、ここは一度退いて立

か？」

て直しましょう」

イグナート「なりません！！ それでは対

ストラトス「大丈夫です。あの男は戦艦を

応が遅くなります！」

まだ完全に操れる訳ではありません。皆さ

イグナート「我々は最早敵国との最前線

んに勝機は必ず巡ってきます」

部隊なのですよ。前線では臨機応変かつ

シーン６：

戦闘終了後

戦闘終了後、ＰＣたちは国へ
と帰還し休息を取ることができ
る。このシーンで消耗したＨ
ＰやＭＰはシーンが終了した
際に回復するとしてよい。

シーン６：
正面衝突を選択した

もしＰＣたちがシーン６で
ゼオンバルト軍との正面衝突
を選択した場合、マスコンで
処理される。ＰＣに部隊は無
く、常に部隊崩壊状態である
ことに注意せよ。
敵はイグナート、歩兵部隊
×３、弓兵部隊×３ （士気は
５とせよ） に加え、マルベス
が参加する。マルベスのデー
タは歩兵部隊と同じとし、《浄
化の印》 １レベル （『ルール
１』 Ｐ 84） が使えるものと
する。
また４ラウンド目のセット
アップまでイグナートが生き
残っていた場合、ストラトス
が操られ、敵として登場する。
彼女は戦艦のコアを失ってい
ないため、Ｐ 14 のデータに加
え、レ ベ ルに＋ 10、あ ら ゆ
る達成値に＋５、すべての防
御力に＋ 15、与える全てのダ
メージに＋ 20 されているもの
とする。
イグナート、マルベス、
（４
ラウンドを超えたら） ストラ
トスを撃破した場合、
エンディ
ン グに移 ること。この場 合、
ストラトスは助からない （禁
書はあっても情報が無いため
だ）。

迅速な行動が問われるのですよ。我が君
ゼオンバルト側は既に兵をまとめてきて

にはその自覚を持って頂きたい！」

いるため、このまま戦っていては多勢に無

マルベス「な、なるほどのう……。うむ、

勢だ。

お前の言うとおりだ。イグナート、作戦は

まずは前哨部隊を倒して撤退すべきだ
ろう。

▼結末

「逃げたか。まあよいでしょう。まずは戦
艦を抑えさせて頂きましょう」
「その後はあなた方の国です。再び空から

05

マルベス
ゼオンバルトの一地方を預かるロード。爵位は騎士。
血縁によって聖印を受け継いだだけの従属君主であり、判断は
メイジであるイグナートに丸投げの無能な人物。そのため他国と
の領土的接触が実質的にない僻地を任されていた。
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■シナリオ 08 約束の地平線
シーン８：

ストラトスと戦う

現在のストラトスは自らの
本体とのつながりを失ってい
る。これはデータのないエキ
ストラということだ。たとえ
このシーンで彼女を殺したとし
ても戦艦を止めることはできな
い。
もしプ レ イ ヤ ー か らそう
いった意 見 や 質 問が 出た場
合、そのことを説明すること。

お前に任せる。私は部隊の様子を見てこよ

ストラトス「皆さんにお願いがあります。

う」

あの男に利用される前に私の本体を破壊

▼結末

して欲しいのです」

はため息をつく。

壊す必要はありません。中心部にある制御

マルベスがいなくなった後でイグナート

ストラトス「破壊と言っても艦そのものを

イグナート「我が君も困ったお人だ。本

用コアを破壊すれば、艦は動かせなくなり

国に報告などしては大事なおもちゃが取り

ます」

上げられてしまうではないですか」

ストラトス「私自身もどうなるかは分かり

イグナート「戦争はキル＆ピースですよ。

ません。でも、いまこうして動けるのだか

為しえるものだけが安息という果実を得ら

らきっと大丈夫ですよ」

れるのです。フッフッフ」

ストラトス「心配はいりません……（微笑

●シーン８：対策会議
登場ＰＣ：全員

▼解説

混沌レベル：２

偵察から帰還したＰＣたちにストラトス

が状況を説明する。
ストラトスは自分と戦艦のつながりが回
復する前に、戦艦を破壊することを提案す
る。このことはストラトス自身にも危険を
及ぼすが、そのことは彼女はあえて黙って
いる。

▼描写

ＰＣたちが帰国してすぐ、緊急の会議

が始まった。議題はゼオンバルトの侵攻と
ストラトスのことについてどう対処するか
についてだ。
そのことについて、まずストラトスが口
火を切った。

する）
」
ストラトス「皆さんもあの男と戦艦をどう
にかしなければならないのは同じなはずで
す。お願いします」
ストラトス「ＰＣ②もお願いします。私と
この人たちのことを助けてください」

▼結末

方針が決定したら、次は情報を集める

くのが最短ルートだが、そちらには敵の部
隊が展開していて、激しい消耗が予想さ
れる。
また、墜落によって戦艦の東側に新し
い山道ができている。こちらは道は険しい
が突破できれば敵部隊を迂回して戦艦に
近づけるだろう。
・敵軍の指揮官（目標値 8）
〈情報収集〉
今回の侵略部隊を指揮しているのは、
マルベスというゼオンバルトの騎士だと言

た。

混沌レベル：３

戦いの準備を行なうために調査を行なう

シーンである。
以下の情報を判定で調べることができ
る。使用する技能は情報によって異なる。
判定はひとり一回ずつだが、失敗した場
定を行なってもよい。しかし、その場合、

ストラトス「墜落の衝撃で、私はこの擬人

闘解説を参照すること。
すべての情報を得たら結末へ。

す」
・イグナート（目標値 10）
〈情報収集〉
ゼオンバルトの騎士マルベスに仕える

ストラトス「時間がたてば自己修復機能に

メイジ。残虐だが知恵の回る男であり、

よって、私と戦艦の同期が回復し、再び

マルベスを傀儡のように扱っている。
ストラトス召喚のためにアカデミーから
禁書を持ち出したという噂が部隊内で流
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には戦艦の南側の正面の山道を登ってい

▼解説

登場ＰＣ：全員

イグナートたちとの戦闘で敵が強化される

私は操られてしまうでしょう」

敵軍は現在戦艦を砦に見立てて、その
内部と周囲に展開している。戦艦に近づく

●シーン９：調査

ことになる。詳しくは該当するシーンの戦

コントロールできないようです」

・戦場の地形（目標値 10）
〈軍略知識〉

な人物であり、山岳部の地形が変わるまで

で間違いないようです」

ストラトス「しかし、おかげで敵も戦艦を

なるだろう。

われている。

に召喚したのはあのイグナートという人物

化体と戦艦の間で同期できなくなっていま

ゼオンバルトも今回の侵略を支援できなく

とよいだろう。シーンを終了する。

合など、全員がさらにもう一回ずつ追加判
ストラトス「どうやら、私たちをこの世界

れている。事実なら重大な契約違反であり、

血筋だけで聖印を得たと言われる無能
は僻地であった地方の管理を任されてい
今度の侵略について本国への報告を行
なっていない。そのため現状ゼオンバルト
からの増援が来る様子はない。
・ストラトス（目標値 10）〈専門知識：ヴェリア界〉
未知の技術で作られた空中戦艦のオル
ガノン。現在の彼女は本体である戦艦と
の同期（リンク）を失った状態にあり、遠
からず姿を維持できなくなるだろう。
また戦艦のコアは存在上重要な器官で
あり、破壊した場合も、擬人化体である彼
女もいずれは消滅してしまうだろう。
（イグナートの情報を調べた場合）
彼女を召喚した禁書があれば、擬人化
体のみをこの世界に投影したままに維持す
る儀式を行える。この場合、戦艦の機能
は失われるため、戦闘力のない一般人に
近い存在となる。

ただし、コアが停止してからあまり長い
時間をかけると儀式は行えなくなる。

▼描写

決戦まであまり猶予はないが、より多く

の情報を集めれば有利に戦いを進めること
もできるだろう。

▼結末

調査を終え、ＰＣたちは出陣の準備を

整えた。翌日には出発だ。シーン終了。

●シーン 10：約束の地平線

登場ＰＣ：ＰＣ２、ＰＣ１ 混沌レベル：３

▼解説

出陣前の時間、ストラトスがＰＣ①とＰ

Ｃ②に会話を行なうシーン。他のＰＣも
希望すれば登場できるものとする。
会話の後、彼女は自分の擬人化体を維
持し続けることができなくなり、別れを告
げて消えていく。

▼描写

出撃の準備が整い、ついに夜明けがやっ

てきた。この日が昇れば出陣となるだろう。
『ＰＣ①』と『ＰＣ②』は大事な話があ
ると言われて、ストラトスに呼び出された。
先に待っていたストラトスは愛おしそうに
昇る朝日を見つめていた。
ストラトス「美しいものですね。なんだか
胸がしめつけられるような、そんな気持ち
です」
ストラトス「
『ＰＣ②』
、もしかしたらこれ
でお別れになるかもしれない。だから言っ
ておくわ。あなたと一緒にいられて本当に
楽しかった」
ストラトス「
『ＰＣ①』様、私に何かあっ
た時は『ＰＣ②』のことを守ってあげてく
ださい」
ストラトス「薄々は分かっているんです。
これが最後の朝日なんじゃないかって」
ストラトス「でも、今度は素敵な人たちと
出会えてよかった」
ストラトス「お別れの時間です。もう体が
08

■シナリオ 08 約束の地平線
シーン 11：

戦力を分ける

このシーンでは戦力を分け
たことによって特にメリット
は発生しない。これは東側の
ルートに向かうだけで十分に
不意をうつことができるためで
ある。
もしプレイヤーが戦力を分
けることを提案した場合、Ｇ
Ｍはそのことを説明すること。

シーン 12：
東側ルート

もし乗騎に乗っているＰＣ
がいる場合、〈騎乗〉 で判定
できることにしてもよい。この
場合、どちらの技能で判定す
るかはプレイヤーが選んでよ
い。
また同乗状態によって他の
キャラクターの代わりに判定
することも認めてよいだろう。
この場合、「操縦者」 のキャ
ラクターが自分の分と同乗者
の分をまとめて一回で判定す
ること。もちろん、判定に失
敗した場合全員が失敗となる。

もたないようなので……」

少している状態から始まる。

登場ＰＣ：全員

▼解説

混沌レベル：４

ストラトス「でも、私には最後の仕事があ

ただし、判定に失敗してもそのまま内

ります。あのメイジに戦艦を操られないよ

部に突入することは可能。全員が判定の

うに、できるだけ抵抗をします」

処理を終えたら結末へ。

するシーン。戦艦の内部は、ＰＣ②がい

ストラトス「だから、なるべく早くきてく

・東側から迂回する

れば特に迷うことなく目的地まで進むこ

険しい崖を登って戦艦に近づく。判定

ださい」

戦艦の内部でストラトスのコアを破壊

とができる。
コアを破壊するには攻撃を行なってコ

ストラトス「かなうならもう一度、この朝

は〈運動〉で目標値は 13 となる。また、

日をあなたたちと一緒に見たかった（消え

飛行状態のキャラクターは誰かひとりの

アのＨＰを 0 にする必要がある。ＰＣ

ていく）
」

目標値を− 3 できる（自分でもよい）
。

はひとりに一回メインプロセスを行なう

（助けると約束したら）

判定に失敗したキャラクターは
〈衝撃〉

ことができる。ラウンド進行として処理
するとよいだろう。

ストラトス「 嬉し いで す。 私 なん かを

5 Ｄのダメージを受ける。ただし、失敗

……。ありがとう」

した場合もこの難所を突破して戦艦にた

コアはＨＰ 100 で（武器：5 ／炎熱：

ストラトス「さよなら、武運長久お祈りし

どり着くことができる。全員が判定の処

0 ／衝撃：0 ／体内：0）の防御力を持つ。

理を終えたら結末へ。

行動やリアクションは行なわない（クリ

ます（消え去る）
」

▼結末

▼描写：南側

旅立とう。

を目指している。山道に難所はないが、

さあ、出発の時間だ。キミたちの戦場に

●プレッジシーン２

ＰＣたちは正面の山道からストラトス

ティカルの有無があるため、命中判定は
行なうこと）。
全員が行動を行なっても破壊できない

敵も多くの兵をまとめて防衛に当たって

場合、もう一回ずつ行動することができ

いた。突撃して突破するしかない。

る。しかし、その場合、イグナートたち
との戦闘で敵が強化されることになる。

ここで二回目のプレッジシーンを行なう

とよい。因縁の取得や、誓いの取得を行な

敵兵「来たぞ、迎撃準備！」

詳しくは該当するシーンの戦闘解説を参

うことができる。

敵兵「ここを突破されれば中に突入され

照すること。

る。死ぬ気で食い止めろ！」

コアを破壊したら結末へ。

●シーン 11：戦場へ

▼描写：東側

▼描写

▼解説

である東側の山道に向かった。切り立っ

の巨大な艦の中は部隊を率いて通れるほ

戦艦の周辺まで進軍する。

た崖沿いを進む危険なルートだが、ここ

どの広さとなっている。

南側の正面から突入するか、東側から

を突破すれば東側の入り口は楽に突破で

登場ＰＣ：全員

混沌レベル：４

迂回するかで判定が異なる。ただし、
シー

ＰＣたちは敵軍を迂回するため、難所

きるはずだ。

ついて調べる」に成功していない場合、

部下「こ、こんな道を行軍するのか」

自動的に南側からのルートになる。情報

部下「いや、見ろ。シカが崖を渡ってい

を入手してる場合、両方の判定の内容を

る。シカに進めて俺たちに行けない道理

事前に説明してからルートを選択させて

はない！」

よい。
敵部隊の正面から突撃して突破を試み
るため、目標値 15 の〈回避〉判定をＰ

本来ならばその複雑な通路は厄介な迷
宮と化すのだろうが、
『ＰＣ②』には勝
手知ったる場所だ。さして苦労もなく、

ン７で「ストラトス周辺の敵軍の配置に

・南側から突入する

戦艦ストラトスの内部に突入した。そ

▼結末

ＰＣたちは困難を乗り越えて戦艦 “ 青

の ” ストラトスの内部に突入した。シー

目的地へとたどり着くことができた。
艦の中枢部にはコアと思しき巨大な結
晶物が浮かんでいた。

▼結末

コアを破壊したことによってストラト

スの艦内機能が停止した。あとはイグ
ナートとマルベスを討つだけだ。

ン終了。
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混沌レベル：４

突入したがＰＣ②がその場
にいない、ということも、も
しかしたらあるかもしれない。
イグナートがストラトスを支配し、マ その場合、〈知覚〉 で目標値
ルベスに反旗を翻す。しかし、ＰＣの活 12 の判定に成功する必要があ
るものとする。
失敗した場合、敵戦力と遭
躍によって戦艦の機能は停止する。
遇し登場している全員が 3 Ｄ
イグナートは操られたストラトスを率 点の 〈武器〉 ダメージを受
けて目的地にたどり着けると
いて決戦に望む。
すること。

▼解説

▼描写

場所は戦艦のメインブリッジ。イグ

ナートが部屋中にかきめぐらせた魔法陣
の中心で呪文を唱えている。その手には
怪しげな古文書が開かれている。
詠唱を終えると、その眼前に擬人化体
となったストラトスが出現した。その武
装はどこか禍々しい形態に変化してお
り、虚ろな瞳をしている。
イグナート「フッ、ついに堕ちたか。や
りました、我が君。この艦のオルガノン
を支配することに成功しました」
イグナート「まあ、いまは真の姿である
この戦艦を動かすことはまだできないで
すが、おいおい手に入れてみせますよ」
マルベス「すばらしいぞ、イグナート。
お前は本当に私にはもったいないメイジ
だ。この件は必ず本国に報告し、十分な
報酬を取らせよう」
イグナート「本国に報告？

それは困る。

フッ、殺せストラトス」
ストラトスの放った銃弾に撃ち抜か
れ、マルベスは崩れ落ちた。
マルベス「な、何故だ、イグナート。お
前は私に忠誠を……」
イグナート「分からない人ですねぇ。本
取り上げられてしまう」

8 Ｄのダメージを受ける（特技などで軽
そのキャラクターの部隊の士気が１点減

登場ＰＣ：なし

シーン 12：

ＰＣ②がいない

国に報告されてはせっかくのおもちゃを

Ｃ全員が行なう。失敗したＰＣは
〈武器〉
減は可能）。さらにこの後のマスコンで

操られたストラトス

イグナート「だいたいこれだけの禁忌に

●シーン 12：突入

●シーン 13：

手を染めたらアカデミーが黙ってる訳な
いでしょ。あなたはこの子を手に入れる
10

■シナリオ 08 約束の地平線
までの隠れ蓑ですよ」
マルベス「そ、そんな……。私はお前を
信じて……（絶命する）」
イグナート「まあ、これだけの武力を手
に入れれば最早アカデミーやロードなど
恐るるに足らず。私こそが、新たな世界

決戦、イグナート

登場ＰＣ：全員

▼解説

混沌レベル：5

イグナート、ストラトスとの戦闘とな

る。
マスコンでの戦闘となる。配置や敵

の王になるのだ！」

データに関しては戦闘配置図、データを

イグナート「（周囲の明かりが消えて）

参照すること。

何事だ！

まさか敵の侵入を許したの

戦闘の終了条件はイグナートとストラ

か。無能な兵どもめ」

トスを倒すこととなる。他の部隊が残っ

イグナート「ストラトス、ついてくるの

ている場合、降伏、撤退するものとして

だ。奴らを迎え撃つ」

よい。これはあらかじめプレイヤーにも

▼結末

伝えておくこと。

イグナートはストラトスを率いてブ

またストラトスを助けるためには３ラ
ウンド以内に戦闘を終了させることが条

リッジを退出していく。

件となる。また、ストラトスは倒してし

●プレッジシーン３

まってもＨＰ０でとどめることができる

最後のプレッジシーンを行なう。因縁

ものとする。

の取得や誓いを共有を行なうとよい。

▼描写

●シーン 14：
シーン 14

ＰＣたちとイグナートの部隊は広い甲

板上で鉢合わせた。彼の傍にはマルベス

ていた禁書は無事回収できた。難解な記

という騎士の姿はなく、代わりに操られ

述や意味不明な注釈も多いが、ストラト

ていると思われるストラトスの姿があ

スの擬人化体を蘇生することくらいなら

る。

できるだろう。

イグナート「聞け、兵士諸君よ。我らが

ストラトス「ここは……。ああ、おめで

て暗殺された。これは弔い合戦だ」

とうございます。勝ったのですね」

イグナート「私の、いや我らの国家のた

ストラトス「救って頂いて感謝していま

めに奴らを血に染めるのだ」

す。こんな私を……」

イグナート「ストラトス、目障りなあい

ストラトス「『ＰＣ①』様、最早なんの

つらを粉砕しろ。鎧袖一触だ！」

取り柄もない私ですが、お傍に置いて頂

ストラトス「了解しました。司令官。ス

けますか」

トラトス、本領を発揮します」

ストラトス「あなたの理想を、見せてく

ストラトス「
（一瞬正気を取り戻し）皆

ださい」

さん、お願いします。私を止めて……」

ストラトス「よろしくお願いします。私

イグナート「フッ、無駄な抵抗だな。さ

の司令官様」

あ、私の召喚魔法は食らえ！」

戦闘解説

マスコンルールを使用する。
歩兵部隊はＰＣを足止めするよう
に前身し、攻撃する。
イグナートはＨＰの少ないＰＣを
優先して攻撃する。
ストラトスは最初のセットアップ
プロセスに《先制焼夷爆撃》を使用
する。また、自分の手番では 2 体以
上のＰＣを狙えるなら《艦載機突撃》
を使用する。ＰＣが分散している場
合、《主砲斉射》でＨＰの多いＰＣを
優先して攻撃する。

また、シーン９とシーン 12 で追加
の行動を得ている場合、各シーンご

とにストラトスのＨＰを＋ 20 するこ
と（最大で＋ 40）。
ＰＣが 3 人の場合、歩兵部隊Ｃを
削除し、イグナートとストラトスの
ＨＰを− 20 する。

過剰な戦力として保持しな
いのであれば、彼女を助ける
ことはアカデミーからは黙認
してもらえる。
キャンペーンプレイとして
このシナリオを遊んでいる場
合、ストラトスは 「亡命者」
の 国 特 徴 （『 ル ー ル 1』 Ｐ
198）として扱う。もちろんＮ
ＰＣとしてもＰＣたちの国を
支えてくれるだろう。
もしプレイヤーが禁書を解
読し、ストラトスの戦艦をも
う一度召喚しよう、と言いだ
した場合、
「それはアカデミー
を敵に回し、ひいてはアカデ
ミーと協力関係にあるすべて
の国と敵対することになる」
と伝えること。

▼結末

キミたちは故郷に帰還し、次なる戦い

イグナート（倒された）「わ、私の理想

に備える。だがいまだけは、勝利の美酒

郷が！

に酔ってもいいはずだ。

光り輝く戦乱の世界がー！」

ストラトス（倒された）「ああ、ありが
とうございます。もう、これで……」

戦闘配置図

（復活させた）

マルベス様は卑劣なるあの者たちによっ

シーン 15：

ストラトスの扱い

▼結末

『ルール 1』P234 を参照し、アフター

敵将たちが倒れると残る兵たちは散り

散りに撤退、降伏を始めた。キミたちの
勝利だ。

▼解説

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、
「イグナートを倒した：８点」「ストラト

●シーン 15：約束の空
登場ＰＣ：全員

■アフタープレイ

混沌レベル：2

ストラトスを蘇らせるシーン。ストラ

トスの擬人化体をつなぎ止める儀式には

スを助けた：２点」となる。
また、エネミーレベルの合計は 28 点
となる。人数で割ると 4 人なら 7 点、3
人なら 9 点となる。
取得カウントは 1500 点となる。
これにてセッションは終了である。

判定は必要ない。禁書はイグナートを倒
したことで回収でき、この後アカデミー
へと返還することになる。
一命を取り留めたストラトスと共に国
へと凱旋する。それぞれのＰＣが望む描
写を行なってエンディングを盛り上げる
とよい。すべて描写したら結末へ。

▼描写

戦いは終わった。イグナートが所持し
11
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■シナリオ 08 約束の地平線

弓兵部隊
種別：人間（モブ）
レベル： 2
ＨＰ： 30
行動値：7
防御力 武器

6

ストラトス

歩兵部隊
出身世界：アトラタン
MＰ：20
移動力：2

炎熱

3

衝撃

3

体内 ０

種別：人間（モブ）
レベル： 2
ＨＰ： 40
行動値：8
防御力 武器 10 炎熱

リアクション： 6

リアクション： 7

特技

特技

《射 撃 攻 撃》：メジャー、４ ｓ ｑの単 体に射 撃
攻撃。命中 3 Ｄ＋ 6、
〈 武器〉3 Ｄ＋ 10 のダメー
ジ。
《連 携 射 撃》： 常時。2 マス以内に他の弓 兵 部
隊がいる場合、与えるダメージに＋ 5 する。
解 説： ゼ オンバ ルトの 弓 兵。訓 練 により機 敏 な
行動と他部隊と連携した射撃攻撃を得意とする。

出身世界：アトラタン
士気： 5
MＰ：25
移動力：3
7

衝撃

8

体内 ０

《長槍》：メジャー、射 程 ０ ｓ ｑの単 体の白兵
攻 撃。命 中 3 Ｄ ＋ 9、
〈 武 器 〉3 Ｄ ＋ 10 点 の
ダメージ。
解 説：ゼオンバルトの歩 兵部 隊。重 装甲で 槍を
構えて突進する。

種別：混沌
レベル：5

出身世界：ヴェリア
士気：7

【筋力】18／6〈頑健〉3
【反射】15／５

【感覚】24／8〈射撃〉4

【知力】9／3〈専門知識：ヴェリア界〉3
【精神】9／3

【共感】12／4
ＨＰ： 100

士気： 5

行動値： 12

移動力：３

攻撃：対空機銃
射程：2Sq
命中4Ｄ＋6
攻撃力4Ｄ＋18
防御力 武器 10 炎熱

5

衝撃

5

特技

《 先 制 焼 夷 爆 撃 》： セットアッププ ロセス。
射程５ｓｑの範囲１を対象とする。対象は
目標 値 15 の〈回 避〉 を行 なう。 失 敗した
対 象 に 炎 上 2 を 与 える。 シ ーン 1 回 使 用
可能。
《 艦 載 機 突 撃 》：メジャー、 射 程 3 ｓ ｑ の
範囲１に射撃攻撃。命中 4 Ｄ＋ 7、
〈武器〉
4 Ｄ＋ 21 のダメージを与える。
《 主 砲 斉 射 》：メジャー、 射 程 5 ｓ ｑ の 単
体 に 射 撃 攻 撃。 命 中 4 Ｄ ＋ 6、〈 衝 撃 〉6
Ｄ＋ 26 のダメージを与える。
《暴走狂乱》：常時。イグナートが倒れた場
合、《艦 載 機 突 撃》 の 対 象 が 十 字 に、《主
砲斉射》で与えるダメージが＋ 10 される。

解説：イグナートによって操られ 暴 走してい

る擬人化体のストラトス。
体内 ０

イグナート
種別：人間

出身世界：アトラタン

レベル：7

士気：8

【筋力】6／2

【反射】12／4
【感覚】12／4

【知力】18／6〈混沌知識〉3
【精神】21／7〈意思〉3
【共感】18／6
ＨＰ： 120

ＭＰ： 60

攻撃：異界の火矢

射程：2Sq

行動値： 8
防御力 武器

13

8

炎熱

解説：破壊と殺戮に酔った悪の魔法師。異世
界の兵器を召喚することに偏った魔術の才能
を持つ。

移動力：3

4

衝撃

特技

《 異 形 の 才 の 魔 術 師 》： 特 技 に 記 載されて
いない魔法は使用できない。
《混沌操作》1（『ルール 1』）Ｐ 101）
《ミサイル 召 喚 》：メジャー、目標 値 15 で
射 程 ６ ｓ ｑ の 2 体 に 射 撃 攻 撃。命 中 4 Ｄ
＋ 7、
〈炎熱〉6 Ｄ＋ 7 ＋ [ 混沌レベル× 2]
のダメージを与える。ストラトスが先に倒れ
た場 合、対 象は 4 体に変 更される。コスト
20。

4

体内 ０
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