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■シナリオ 09 英雄の剣

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

プレイヤー人数：3 ～ 4 人

本シナリオではクイックスタート（
『ルー

プレイ時間：4 ～ 5 時間

ル 1』Ｐ 29）でのキャラクター作成を推

ＰＣのキャラクターレベル：1

奨する。推奨するサンプルキャラクターは
ハンドアウトを参照すること。

び『ルールブック 2」
（以下『ルール 2』
）
『ア
、

ＧＭが許可した場合、コンストラクショ

ドバンスフォース』
（以下『ＡＤＦ』
）をご

ンでのキャラクター作成を行なってもよ

覧頂きたい。

い。その場合も推奨クラスは守ること。

ストーリー
アトラタン大陸のどこかにあるエク
ターの村はある脅威にさらされていた。
それは近隣の村に広がる謎の作物の病
と突如として現われた山賊の集団だっ
た。
実はそれらの脅威の背後にはこの地に
伝わる昔話が関係していた。
エクターには数百年前に封じられた
デーモンとそれを封じたロードの伝説が
あった。
ディアボロス界より投影されたデーモ
ンのラズヌゥは作物を枯れ落とす風を操
り、人間をさらって大きな被害をもたら
していた。
そこへアルベールというロードが現わ
れ、このデーモンを封じたのである。
しかし、長き時の果てに人々はその伝
説を忘れ、ただ英雄が残したとされる剣
だけが残されていた。
そして時を同じくして、封じられてい
たラズヌゥは復活の時を迎えようとして
いた。エクターの村を襲う脅威もこのた
めだったのである。
この地にやってきた山賊団を支配する
“ 怪力の ” バルデスは偶然、このデーモ
ンの封印された遺跡を根城とする。そし
て、自らその封印を解いてしまう。ラズ
ヌゥと一体化したバルデスはエクターの
村を今度こそ手に入れようとしていた。
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キャラクター作成

一方、エクターの村にさまざまな理由
でやってきていたＰＣたちは、山賊との
戦いをとおして封印されたデーモンの伝
説へと迫る。
やがて英雄アルベールが残した碑文に
触れた彼らは、デーモンを倒すための唯
一の切り札である英雄の剣を手に入れる
ための試練に挑む。
英雄の剣を手に入れることができるの
は民を想う気持ちを持つロードだけ。
そしてＰＣたちは村人たちを奮い立た
せ、山賊と悪魔の混成部隊から村を守る
戦いに挑むことになる。
戦いに勝利しラズヌゥと一体化したバ
ルデスを倒すことでシナリオ終了とな
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、

国データの作成
本シナリオでは舞台となるエクターの村
がＰＣが所属する国となる。
名称が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。
国レベルは 1、初期カウントは 1000 と
なる。ＧＭはプレイヤーと相談しながら国

トレーラー

を作成し、部隊を決定するとよいだろう。
なおエクターの村がアトラタン大陸のど
こに存在するかはＧＭが決めてよい。
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
ル１民兵（
『ルール 1』Ｐ 210）は取得で
きることに注意すること。

PC 間因縁の取得
キャラクター作成が終了したら、
「レコー

ＰＣ①の設定

ＰＣ①はまだ領土を持たな
い流浪のロードという設定が
付加される。また、シナリオ
では伝説の英雄から剣を託さ
れるという 展 開となるため、
セイバーのスタイルを推奨し
ている。ただし、他のスタイ
ルでも問題なく進行すること
ができる。ＧＭは担当のプレ
イヤーとスタイルについて相
談しておくとよい。

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。

辺境の村エクターは謎の混沌災害と山賊の脅威に苦しんでいた。
村には伝説があった。
遠い昔に封印されたデーモンとその脅威を払う英雄の剣の伝説が。
しかし、その剣を抜くにはあるものが必要だった。
それは血でも武力でも聖印でもない、弱者を守る勇者の誓い。
グランクレストＲＰＧ
『英雄の剣』
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：マーサ 関係：幼子
推奨感情 メイン：庇護／サブ：親近感
推奨クラス：ロード 推奨スタイル：セイバー
クイックスタート：剣の君主（『R １』Ｐ 36）

因縁：英雄アルベール 関係：興味
推奨感情 メイン：好奇心／サブ：感服
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）

キミは自分の国を持たない流浪のロードだ。あ
る時たどり着いた村でキミはマーサという少女と
出会う。村は長く続く混沌災害と、最近やってき
た山賊に苦しんでいるという。マーサはキミがロー
ドであると知ると目を輝かせ、ある物を見せたい
と言うのだった。

キミはＰＣ１というロードと契約したメイジだ。
いまは領土なき君主だが、いずれ大成すると信じて
その旅に同行している。ある時キミたちが訪れたエ
クターの村には興味深い伝説があった。かつて英雄
が残した剣を抜くことができれば、その者はこの地
を導くロードになるという。興味深い話だ。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：カール 関係：友人
推奨感情 メイン：友情／サブ：尽力
推奨クラス：アーティスト
クイックスタート：永遠の戦士（『R 1』Ｐ 40）

因縁：“ 怪力の ” バルデス 関係：敵
推奨感情 メイン：嫌悪／サブ：脅威
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ＰＣ④とのコンビで知られるアーティス
トの傭兵だ。キミにはカールという友人がいる。
彼はキミと同じく傭兵だったが、いまはエクター
という村で顔役をしている。ある時キミは、風の
噂で彼の村が最近山賊に困っているという話を聞
いた。カールの力になるため、キミたちはエクター
へとやってきた。

キミはＰＣ③とのコンビで知られるアーティス
トの傭兵だ。キミは相棒のＰＣ③とエクターとい
う村にやってきている。村を攻撃している山賊、
これを率いているのはバルデスというキミもよく
知るアーティストだった。かつて同じ陣営で戦っ
たが自信過剰な嫌な奴だった。人助けのついでに
決着をつけるのは悪くない話だ。

ＰＣ④を省略するとよい。
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メインプレイ
シーン１：作物の奇病
収穫の直前に、作物の一部
が枯れ落ちるというもの。ラ
ズヌゥの呪いであり、数年前
からその脅威を徐々に強めて
いる。
エクターの村ではまだ大き
な被害は出ていないが、村人
たちはその脅威に怯えている。

●シーン１：英雄の剣

賊に殺されちゃった……」

▼解説

のは全部悪魔のせいなの。大昔に封じら

ターの村にやってくるシーン。

マーサ「……も、もしかして、旅人さんは

登場：ＰＣ①、ＰＣ②

混沌レベル：4

旅を続けていたＰＣ①とＰＣ②がエク
マーサはこの辺りの村が穀物の奇病に

よって苦しんでること、山賊に狙われてる
ことを伝える。

マーサ「私分かるんだ。悪いことが起きる
れた悪魔が悪さしてるんだよ」
ロードなの？」
（肯定したら）
マーサ「た、大変だ。新しい英雄様だ。

ＰＣ②には土地の混沌濃度が不自然に

英雄様がやってきたんだ！」

濃く、不作などがそれによって起こされて

マーサ「お願い、ちょっとついてきて」
（ど

いることが分かる（判定は不要）
。まるで

こかへ連れて行こうとする）

呪いのような力で、一時的に混沌を操作し

▼解説 2

ても、すぐに元に戻ってしまうだろうと予

マーサは村に残された伝説の剣のもと

測できる。

にＰＣを案内する。マーサは剣に関する

▼描写

伝説を解説する。

た。村はまもなく収穫の時期を迎えるのか、

うで、何かの条件が揃わないと抜くことは

周囲には穀物が豊かに実っている。しかし、

できない。このことはメイジであるＰＣ②

村人たちの表情はどこか暗く陰っているよ

には判定を行なわなくても分かる。

うに見える。

▼描写 2

キミたちは旅の途中、ある村に立ち寄っ

そこへ、ひとりの少女が近づいてきた。

剣には魔法による封印が施されているよ

キミたちが素性を告げると、マーサとい

う少女は目を輝かせてある場所に案内し始
マーサ「もしかして旅人さん？

わーい、

旅人さんだ。珍しいな」

めた。どうやら見せたいものがあるらしい。
彼女がキミたちを連れてきたのは村の外

マーサ「私はこの村のマーサです」

れにある小さな洞窟だった。中には岩に突

マーサ（村人の様子について）
「山賊がやっ

き刺さった一本の剣があった。

てきたって、父ちゃんが言ってた。悪い奴
らなんだ」

マーサ「この村に伝わる言い伝えだ。混

マーサ「それに突然麦が悪くなる病気が

沌から現れた悪魔が悪さを働いたんだ。

この辺の村に広まっているの。混沌の仕

村人を食べたり、風を操って作物をダメに

業だってみんな言ってる」

したり」

マーサ「この辺りを治めてたロード様は山

マーサ「そこへ英雄アルベールが村にやっ
てきて悪魔をやっつけたんだ！」

マーサ
エクター村に住む少女。年齢は 9 才。
村に伝わる英雄アルベールと悪魔の伝説を信じていて、伝説に
まつわる場所などに詳しい。村に現われたＰＣ①のことをアル
ベールの再来だと信じている。

マーサ「でも、倒された悪魔はいつか必
ず復活するって言い残した」
マーサ「それでアルベールはこの剣を残し
たんだ。この剣を抜いたロードが復活した
悪魔をやっつけるために！」
マーサ「ＰＣ①様はきっと、アルベールの
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“ こうけいしゃ ” なんだよ！」
」
マーサ「さあ、抜いてみて！」
ＰＣ①が剣に手をかけると聖印と共鳴
して剣はまばゆい光を放った！ しかし、
剣は重く微動だにしなかった。まだ、その
時ではないと言うように。
マーサ
「光った！ こんなの初めてだ。
やっ
ぱりＰＣ①様は英雄なんだ！」
マーサ「でも抜けない？ どうしてなんだ
ろう。英雄様だと思うんだけどなあ」
マーサ「よかったらマーサの家にきてよ。
父ちゃんは村のまとめ役なんだ」

▼結末

マーサに手を引かれてキミたちは村の中

へ移動した。

●シーン２：山賊の影
登場ＰＣ：ＰＣ③、ＰＣ④
混沌レベル：４

がらも喜んで迎え入れてくれた。
カール「ＰＣ③、きてくれたのか」
カール「バルデスとかいう男が率いている
山賊団がやってきて、困っていたんだ」
カール「傭兵だった時に何度か名前は聞
いたことがある。身勝手で強欲な男だと聞
いたが」
カール（ＰＣ④がバルデスの話をしたら）
「キミの知り合いなのか。奴を倒すのを手

（バルデスについて）
カール「バルデスは流れ者の敗残兵たち
をまとめ上げて大きな山賊団を作り上げた
らしい」
カール「そんなカリスマがある男だとは思
えないのだがなあ」
（ロードについて）
カール「この辺りを治めていたロードはバ

▼解説

がカールから相談を受けるシーン。

いない。俺たちがなんとかしないと」

近隣で起きた大きな戦争から敗残兵が
流れてきていて、バルデスの山賊団は規
模を増している。エクターの近隣にも彼ら
に略奪を受けた村はいくつかあるようで、
カールは頭を痛めている。
カールはバルデスや村にいたロードのこ
とについてを説明してくれる。
会話が一段落したところで、山賊団が
村を襲いにやってくる。

▼描写

キミたちはいまエクターという村にやっ

てきている。この村で顔役をしているカー
ルという男はＰＣ③のかつての戦友だっ
た。
この村にやってくる道すがら、近隣の
村々が焼かれたあとを目撃してきた。村に
はたちの悪い山賊が迫っているようだ。
キミたちが来訪すると、カールは驚きな

エクター周辺を治めていた
ロードは爵位は騎士で周辺の
村いくつかを治めていた。彼
の仲間も含め山賊に倒されて
いる。
周辺にエクターを狙う勢力
もないため、この地域は支配
者のいない空白地域になって
いる。これはつまり、ＰＣ①に
とっては自分の領土を手に入
れるチャンスということだ。

伝ってもらえると嬉しいよ」

ルデスに殺された」

エクターにやってきたＰＣ③とＰＣ④

シーン 2：

殺害されたロード

カール「近くに応援を送ってくれる領主も
カール「なんだ、外が騒がしいな。……
まさか、山賊か！」

▼結末

表が急に騒がしくなってきた。ＰＣたち

は外に飛び出した。

●シーン３：襲撃
登場ＰＣ：全員

混沌レベル：５

▼解説

村にバルデス率いる山賊の一団がやっ

てくるシーン。
他の村がすでに犠牲になっていることを
喧伝し、
「収穫したら取りにくるぞ」と脅

カール
エクター村に住む住人。村の雑事を請け負ったり、他の村人た
ちの意見を調整するまとめ役をしている。
近隣にやってきた山賊の脅威に頭を悩ませている。
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しをかける。さらにバルデスは人質として

９割で許してやろう！」

村人を連れて行こうとする。ＰＣが止めよ

バルデス
「お前たちは人質だ。ついてこい！
（村人に手を伸ばす）
」

うとすると戦闘になる。

バルデスは戦闘には参加せず、部下が

話しかけてきた。

立てるとよい。

マーサ「父ちゃん、大変だ。この人は英

マーサ「あいつらなんて酷いことを！

このことはあらかじめプレイヤーに伝えて

雄様だよ。剣から光りがパァーって！」

やっつけてよ、ＰＣ①様！」

おくこと。

カール「剣？

ここでＰＣたちは十分な休
息を取ることができる。直前
の戦闘で消耗したＨＰやＭＰ
は回復する。

洞窟のほこりをかぶったあ

の剣のことか？」
バルデス「なんだお前たちは。逆らうと容

▼描写

村で悲鳴が上がった。馬に乗った無数

の山賊たちがやってきたのだ。

赦しねえぞ」
バルデス「なんだＰＣ④じゃねえか。こ

彼らは村人たちを集めて取り囲みにやに

んな村で正義の味方気取りか」

●シーン４：合流
登場ＰＣ：全員

混沌レベル：４

▼解説

カールの館に集まり、ＰＣ同士の会話

カール「マーサ。あれはおとぎ話なんだ。
悪魔なんて作り話だよ」
カール（ＰＣに）
「すみません、娘が失礼
をしたようで」

やと笑みを浮かべている。その中心にそび

バルデス「これは見せしめが必要だな。お

を行なうシーン。ＮＰＣはマーサとカール

マーサ「父ちゃんの馬鹿！

え立つような大男がいた。バルデスだ。肩

い、こいつらを痛めつけてやれ（部下の後

が登場する。

本当に英雄なんだもん！（退場する）
」

に一匹の子猿を乗せている。

ろに下がる）
」

バルデス「俺は “ 怪力の ” バルデス。ここ
いらの村はみんな俺が平らげた」
バルデス「だが、
俺も心底の悪党じゃねえ。

バルデス（部下が倒されたら）
「きゅ、急
用を思い出したぜ。運がよかったな！」

▼結末

おとなしく貢ぎ物を差し出せば命までは獲

部下たちが倒されるのを見るとバルデス

らねえ」

は慌てて退散した。キミたちの活躍を見て、

バルデス「さて、そこでお前らの命の値段

村人たちが歓声を上げた。

だが、
いくらがいいか。おい、
どうする？
（猿
に聞く）
」

●プレッジシーン１

バルデス「よし、決まりだ。今年の収穫の

ここで最初のプレッジシーンとなる。

ＰＣ同士の顔合わせが済んだところで、

戦闘配置図

ＰＣ①様は

カール「娘はきっとあなたを村を救った英

カールはＰＣたちにエクターを守って欲し

雄と重ねているんですね。でも、悪魔なん

いと正式に依頼する。

てただの伝説ですよ」

その後、戦いの準備を整えるため、カー
ルはまずは敵側の偵察を提案する。

▼結末

キミたちはカールの案内で今日の寝床

▼描写

に向かった。

に招かれた。マーサもついてきている。

●シーン５：マスターシーン

山賊を撃退したキミたちはカールの館
登場ＰＣ：なし

カール「先ほどは危ないところを救っても

混沌レベル：５

らって、ありがとうございました」

▼解説

カール「この村は先ほどの山賊たちに目を

シーン 3

シーン４：
休息

また、このシナリオでは誓いの取得が重

負けると逃げ出す。

追い詰められたバルデスが、ラズヌゥ

つけられています」

に導かれて封印に触れてしまう。

カール
「私もかつては傭兵だったのですが、

▼描写

戦闘解説

膝を痛めてしまって」

山賊は攻撃できるＰＣをランダム
に狙う。すべての山賊を倒したら戦
闘終了となる。
ＰＣの人数が３人の時は山賊Ｄを

カール「どうかこの村を助けてください。

ある、山賊たちが根城にしている崩れかけ

あなた達だけが頼りなのです」

た神殿。そこに逃げてきたバルデスと山賊

削除すること。

ありがとうございます」

※山賊はそれぞれのエンゲージに 2
グループずつ存在する

エクターの村から少し離れた山の奥に

たちの姿があった。
カール（引き受けたら）
「本当ですか！

苛立たしげに振る舞うバルデスを恐れ、
山賊たちは怯えている。

カール「村の者も皆さんが来て活気づい
てます。きっと立ち上がってくれます」

バルデス「あんな奴らがいるなんて聞いて

カール「まずは明日、山賊の偵察に向かっ
てみるのはどうでしょう。彼らの規模次第
で戦術も変わるでしょうから」
カール「案内は村の猟師に頼んでおきま
す。今日はゆっくり休んでください」
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話が一段落するとマーサが勢い込んで

要な要素としてシナリオの展開に関わる。

配置は戦闘配置図を、データは巻末を
参照すること。

因縁の取得や、村を守るなどの誓いを

バルデス
エクター近郊にやってきた山賊を率いる男。大猿に変身するラ
イカンスロープの邪紋使いである。常に子猿を連れているが、こ
の猿はラズヌゥの化身でありバルデスは知らず悪魔に操られてい
た。

06

■シナリオ 09 英雄の剣
シーン 6：

バルデスと悪魔

バルデスは封印されたデー
モンのラズヌゥと邪紋を介し
て一体化してしまっている。
この一体化を解除すること
は基本的にできない。つまり、
悪魔と一体化したバルデスを
倒すことで、ラズヌゥを滅ぼ
すことができるということだ。
ただし、プレイヤーがバル
デスを気に入って改心させて
部下にすることを望むなどし
た場合、最後の戦いで悪魔の
みを滅ぼしバルデスは助かる
としてもよい。そうする場合、
ＧＭはバルデスを助けるため
の条件を別に設定すること。
迷った場合、最後の戦闘で
3 ラウンド以内に勝利するこ
ととするとよい。

シーン 6：
撤退しない

もしＰＣが撤退しようとし
ない場合、いまの状態ではバ
ルデスにダメージを与えられ
ないと説明し、撤退を促すこと。
それでも戦おうとする場合、
バルデスとの戦闘になる。こ
の戦闘ではバルデスはダメー
ジを受けない。ＰＣが撤退を
望む場合、メジャーアクショ
ンで戦闘から離脱しシーンか
ら退場できると処理すること。
この時判定は不要とする。

ねえぞ、くそ！」
部下たち「親分。あの村に手を出すのはや

山奥へ進めば進むほど、あたりの混沌
濃度は高くなっているようだった。山の奥

めにしようぜ。奴ら強すぎるよ」

にはただごとではない不吉な気配が充満

バルデス「うるせえ、このまま引き下がれ

しているようだった。

るかよ！」
猟師「この辺りは悪魔の山って言われてる
バルデスは遺跡の奥にひとりで塞ぎ込

んですよ。なんでも昔、悪魔が封じられた

む。すると、彼の子猿が何かをしきりに掘

とか」

り起こそうとしている。がれきの山に何か

猟師「しかし、山が静かすぎる。
」

が埋もれているようだ。

猟師「どうやらあの遺跡みたいですね」
猟師「……見張りがいませんね」

バルデス「なんだ、この箱は……」
バルデス「な、なんだ黒い霧が。ぬわぁ

すると遺跡の中の混沌濃度が急激に高

あああー！」

まりだした。さらに遺跡からは慌てふため

▼結末

いた山賊たちが飛び出してきた。

れ、苦しげな悲鳴をあげるバルデス。その

山賊「ひええ。大変だ、親分が化物に」

棺から突如吹き出した黒いもやに包ま

様子を彼の子猿が邪悪な笑いを浮かべな
がら見守っていた。

▼解説 2

デーモンに取憑かれたバルデスと遭遇

するシーン。封印されたラズヌゥの力に

●シーン６：悪魔の山へ

よって、バルデスは不死身に近い生命力を

登場ＰＣ：なし 混沌レベル：４

有している。

▼解説

ＰＣたちが退こうとする場合、バルデス

山賊の根城の偵察に向かうシーン。

は慢心から追おうとはしない。バルデスの

山賊の遺跡はバルデスがラズヌゥに取

部下たちはバルデスについていくか躊躇す

憑かれたことによって騒然としており、見

るが、彼を恐れて追従していく。

張りはいない。また山賊たちは取り乱して

▼描写 2

いて、ＰＣたちに襲いかかってくることは
なく逃げ惑う。
様子を見ているとラズヌゥに取憑かれ
たバルデスが現れる。

▼描写

キミたちは山賊たちが根城にしていると

遺跡の奥からバルデスが姿を現す。彼

はその全身に黒い霧のようなものをまと

猟師「あ、あれは悪魔だ。伝説の悪魔が
復活したんだ！！」
バルデス「悪魔の力で俺は無限の生命力
を手に入れた。お前たちごときの攻撃は効
きもしないぜ」
バルデス
（ＰＣが撤退したら）
「逃げるのか。
まあいい」
バルデス「この時代に英雄はいない。俺に
勝てる奴はひとりもいない！」
バルデス
「三日後に貢ぎ物を取りに行くぜ。
震えて待つんだな」

▼結末

ＰＣたちが山を下りたらシーン終了。

●シーン 7：決意
登場ＰＣ：全員

混沌レベル：４

▼解説
村へ戻って報告を行なうシーン。バル
デスが手に入れた悪魔の力の話を聞いて、
村人たちは怯えてしまう。
ＰＣたちに励まされると、村人たちは戦
う勇気を取り戻し協力を約束してくれる。
励ますために判定は必要ない。
バルデスとの決戦に向けた準備に移る

んなを助けてくれるよ！」
マーサ「ねえ、そうだよね。あんな奴らに
負けないよね？」
（ＰＣに説得されたら）
カール「そうだな。戦う前から怯えていて
は勝利はない」
カール「私も勇気を出します。奴を倒しま
しょう」
しれない。しかし、何故いままで誰にも抜
けなかったのでしょうか」
マーサ「そういえば村の近くに英雄様が
残したっていう石碑があるよ。何か手がか
りがあるんじゃないかな」
マーサ「私、案内できるよ。あの辺りは茨
が生えてるから、探しにいくなら剣がある
といいよ」
カール「あと村人の訓練も必要ですね。
せめて心構えくらいは教えておきたい」
カール「私も少しは教えられますが、
手伝っ
てもらえるとありがたいです」
猟師「そういえば、村の近くの廃屋に傭
兵のような連中がたむろしてたぞ」

▼描写

げ出したのかも。交渉してみるのはどうだ

バルデス「すげえぜ、これが封印された

報告を聞いたカールたちは暗く落ち込ん

▼結末

キミたちは山賊のアジトから帰還した。

俺の邪紋に、力が充

の指示で若い猟師たちが道案内をしてく

ち満ちてくるようだぜ！」

れている。

バルデス「なんだ、誰かと思ったら昨日の
バルデス「歓迎するぜ。俺の新しい力を
でよお！」
バルデスはそう叫ぶと短剣で自らの右腕
を切りつけた。しかし、傷跡はたちまち再

でいた。
カール「お帰りなさい、皆さん。その、ど
うでした？」
カール「封印された悪魔の力だと。伝説
は本当だったのか」
カール「不死身のデーモンなど私たちには
手に負えない！」

シーン８～ 10

シーン 8 ～ 10 の 3 つのシー
ンは 並 行して準 備を行なう
シーンとなる。そのため、多
くのシーンに登場すると行動
にペナルティを受ける。
具 体 的にはシ ー ン ８～ 10
のいずれかのシーンに登場し
たＰＣは、以降残りの準備を
行なうシーンではすべての判
定に－ 2 のペナルティを受け
る。
つまりシーン 8 に登場した
Ｐ Ｃはシ ー ン 9 とシ ー ン 10
に登場した際、判定にペナル
ティを受ける、ということだ。

カール「悪魔がいるなら剣も本物なのかも

ていた。

ロード様たちじゃねえか」
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猟師「な、なんてことだ」

マーサ「ＰＣ①様がきっと剣を抜いてみ

ことでシーンは終了となる。

デーモンの力か！

かつてエクターの地で悪魔ラズヌゥを封印したというロード。
ラズヌゥの復活を予見して、悪魔を倒すための武器、英雄の剣
をエクターの村に残した。

た悪魔が這い出てくるではないか。

ルの剣があるじゃない」

い、昨晩より更に一回り巨大に膨れあがっ

いう山奥の遺跡に向かっていた。カール

英雄アルベール

生し、さらにしたたる血潮からは翼の生え

猟師「もしかしてバルデスのところから逃
ろう」
キミたちは戦の準 備に取りかかった。

ラズヌゥ
ディアボロス界から投影されたデーモン。火を吐く大猿の姿で
現われ、大地を蝕む混沌災害を発生させる力を持つという。アル
ベールによって一度は封印されたが、バルデスの邪紋に宿って復
活する。

マーサ「そんなことないよ。英雄アルベー
08

■シナリオ 09 英雄の剣
シーン 8：
茨

プ レ イ ヤ ーが 提 案した場
合、ＧＭは適切な魔法を使用
することで茨を処理できるとし
てもよい。たとえば、ファイ
アボールで焼き払う、召喚魔
法で撤去させるなどだ。
また、〈力技〉 など他の技
能での判定を認めてもよい。

●プレッジシーン２

として、バルデスとの戦闘で敵のデータが

とよい。追加の因縁や誓いを取得するとよ

▼描写２

ここで 2 回目のプレッジシーンを行なう

い。

強化される。

●シーン 8：英雄の碑文

発動体のようだ。刻まれた呪文を解読し、

▼解説

くことができそうだ。

混沌レベル：４

詠唱することで英雄からのメッセージを聞

英雄の残した碑文を探すシーン。ＰＣ

①とＰＣ②の登場を想定している。他の
ＰＣも登場してもよい。
碑文は生い茂った茨の中に隠されてい
るため、これを見つけ出すための判定が必

キミたちは村に帰還した。

（判定に成功した）
キミたちが呪文を解読すると、碑文は淡
く輝きそこから甲冑をまとった勇者の幻影
が浮かび上がった。

●シーン 9：練兵
登場ＰＣ：解説参照
混沌レベル：４

▼解説

うシーン。ＰＣ③の登場を想定しているが、
他のキャラクターも登場してもよい。
村人たちの訓練を行なう。これは〈軍
略知識〉で目標値 11 の判定となる。この
判定はカールの旧友であるＰＣ③には、

武器〉か〈軽武器〉で目標値は 13 となる。

アルベール「遠い未来を生きる者よ。この

判定に失敗した場合、判定を行なったＰ

碑文を探しているということはあのデーモ

Ｃは 2 Ｄの体内ダメージを受ける。この

ン、ラズヌゥの脅威が訪れたということだ

技をひとつ無効化できる。また、時間がな

判定は成功するまで何度でも挑戦でき、

ろう」

いため判定に失敗した場合、同じキャラク

ＨＰを失う以外のペナルティはない。

アルベール「ラズヌゥはディアボロス界よ

ターが再挑戦することはできない。そのこ

り投影されしデーモンだ。不吉を運ぶ風に

とは判定前に説明すること。

▼描写

よって作物を腐らせ、また強力な再生の力

▼描写

した碑文を探しにやってきた。

アルベール「その力を破るためエクターに

を行なうことになった。戦いまでの時間は

剣を残した。あの剣ならばラズヌゥの魔力

少ないが、できることはあるはずだ。

碑文が見つかったら解説２へ。
キミたちはマーサの言っていた英雄の残
話に聞いたとおり茨が生い茂っている。

を持つ」

達成値に＋ 2 のボーナスがつく。
判定に成功すると、バルデスが持つ特

キミはカールと共に村人たちの訓練

この茨を切り進まなければ、碑文を見つけ

を打ち破ることができるだろう」

出すことはできなさそうだ。

アルベール「剣には封印を施している。奴

カール「村人のほとんどは武器を取ったこ

が復活した時、志のあるロードの手に渡る

とがない。戦場での心構えから教えたほう

マーサ「この辺りだったと思うな」

ようにするためだ」

がいいかもしれません」

マーサ「危ないから気をつけてね」

アルベール「剣は邪悪な者には抜けない。

カール（ＰＣ③がいたら）
「こうしてると

▼解説２

民を思い、誰かを守る誓いを持つものだけ

昔を思い出すな。お前が一緒だとやりやす

が、引き抜けるのだ」

いよ」

碑文の解読を行なうためには〈混沌知

識〉で難易度 11 の判定になる。碑文は英

アルベール「いまからキミに祝福を贈る。

雄アルベールの遺言を伝える魔法の発動

この祝福と誓いがあれば、きっと剣は抜け

村人「私は戦場に出るのは初めてで、恐

体であり、この判定はそれを起動するため

るだろう」

怖で足がすくんでしまいそうです」

のものである。この判定はメイジでなくて

アルベール「まだ見ぬ英雄よ。エクターを、

村人「どうすれば皆さんのように勇敢に戦

も行える。

この地の人々をどうか守って欲しい（ＰＣ

えますか？」

①に光が宿る）
」

村人（判定に成功したら）
「分かりました。

が現れて封印されたデーモン、ラズヌゥ

アルベール「頼んだぞ、未来の英雄よ（消

ありがとうございます！」

の力と、英雄の剣を抜くための祝福を与え

え去る）
」

判定に成功すると英雄アルベールの霊

判定に失敗しても碑文の起動を行なう
ことはできるが、時間が多くかかったもの

村人（判定に失敗したら）
「私たちにうま
くできるだろうか。不安です」

てくれる。
マーサ「まるで物語の中にいるみたいだ。
私どきどきしちゃったよ」

練を行なった。

●シーン 10：傭兵たちの懐柔
登場ＰＣ：解説参照

カールと一緒に村人たちの訓練を行な

要となる。茨を切り進むため判定は、
〈重
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▼結末

茨の中に隠れていた碑文を見つけた。

どうやらこの碑文は、魔法を封じ込めた
登場ＰＣ：解説参照

マーサ「ＰＣ①様、村に戻ろう！」

▼結末

キミたちは決戦に向けてできる限りの訓

混沌レベル：４

▼解説

流れの傭兵たちと接触して味方に引き

入れる交渉を行なうシーン。ＰＣ④の登
場を想定しているが、他のプレイヤーも登
場可能。
傭兵との交渉は〈話術〉で目標値 12 の
判定となる。バルデスのことをよく知るＰ
Ｃ④は＋ 2 のボーナスを得られる。
判定に成功すると、バルデスとの戦いで
傭兵の援護が入り、敵の数が減る。また、
時間がないため判定に失敗した場合、同
じキャラクターが再挑戦はできない。その
ことは判定前に説明すること。

▼描写

エクターの村はずれにある廃屋。そこに

は数人の傭兵風の男達がたむろしていた。
どうやらバルデスに雇われた者たちのよう
だ。
傭兵「お前はエクターに雇われた奴か？
おっと、やり合うつもりはないぜ」
傭兵「バルデスが面白い戦場に連れて行
くというからついてきたのに、実際はただ
の山賊だ」
傭兵「そこへあのデーモンの力だ。もう奴
にはついていけない」
傭兵「そのつもりはなかったが、山賊に荷
担してしまったんだ。ほとぼりが冷めるま
でどこかに身を隠さないとな」
傭兵「それともあんたらに協力したら、罪
を帳消しにしてくれるかい？」
傭兵（判定に成功した）
「気に入った。バ
ルデスに一泡吹かせてやろうぜ」
傭兵（判定に失敗した）
「……悪いが信用
できないな（去っていく）
」
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■シナリオ 09 英雄の剣
シーン 11：
英雄の剣

英雄の剣の形状、データは
『Ｒ 1』 武器表からＧＭが決
定すること。基本的にはロー
ドが使用しているのと同じ武
器を選ぶとよい。ロードが武
器を使用しない場合、ロング
ソードを推奨する。
英雄の剣はデータは選択し
た武器と同じものだが、ロー
ドが持つだけでバルデスの持
つ 《不死身の力》 を無効化で
きる効果を持つ。この効果は
武器として装備しなくても得
られるものとする。

シーン 11：
剣が抜けなかった場合

もし判定に失敗し剣が抜け
なかった場合、村人たちは落
胆しバルデスとの戦いで全Ｐ
Ｃが率いる部隊の士気が－ 1
される。
バルデスの 《不死身の力》
はアルベールの祝福によって
一時的に無力化できると処理
すること。
ただし、この力だけではラ
ズヌゥを滅ぼすことはできな
い。バルデスが倒された後ラ
ズヌゥの復讐を誓う言葉が響
き、悪魔の気配は一端消滅す
る。ラズヌゥは遠くない未来
に復活を果たすだろう。プレ
イヤーが希望するなら、ＧＭ
は続編となるシナリオを作っ
てもよいだろう。

▼結末

この戦い！」

還した。

すんだ！」

傭兵たちとの交渉を終え、キミは村に帰

バルデス「惨めに死ね、このカスども

村人「ＰＣ①様と共に戦え！

悪魔を倒

マーサ「やっぱり私が思ったとおりだった。

●プレッジシーン 3

戦いの準備が終わったところで最後の

プレッジシーンとなる。
ＰＣ①は英雄の剣を抜く際に誓いが重

ＰＣ①さまは英雄だ！」
マーサ「きっと勝てるよね？」

▼結末

準備は整った。さあ、決戦の時だ。

要となる。プレイヤーが気づいていないな
らば、剣を抜くのには誓いが関係している
とヒントを出すとよい。

●シーン 11：英雄の剣
登場ＰＣ：全員

混沌レベル：４

▼解説

●シーン 12
登場ＰＣ：全員

混沌レベル：6

▼解説

ラズヌゥが取憑いたバルデスが山賊た

ちを率いて攻め込んでくる。
マスコンでの戦闘となる。配置やデー

ＰＣ①が剣を引き抜くシーン。

タに関しては戦闘配置図、データを参照

剣を抜くためには難易度 13 の〈聖印〉

すること。

判定が必要となる。ただし、ＰＣ①が「村
人を守る」
「民を守る」など、村人を守る
誓いを立てている場合、判定の達成値に
＋ 5 のボーナスを得られる。
剣を抜くと村人たちの士気は高まる。最
後の決戦で全ＰＣの部隊の士気が＋１さ
れる。

戦闘を終えたら結末へ。

▼描写

そして戦いの時が訪れた。バルデスが

軍勢を引き連れて山から下りてくる。
彼らは威圧的に、村人たちの恐怖を煽
るようにゆっくりと進軍してきた。

▼描写

スを倒すには、英雄の剣が必要だ。

バルデス「ほほう、
逃げ出さなかったか。

封印されたデーモンの力を得たバルデ

が封印された洞窟に向かった。

その覚悟だけは褒めてやろう」
バルデス「その覚悟に免じて、いま降伏
するなら命だけは許してやる」

（判定に成功した）
剣を手にすると、キミの聖印が強く輝く。

バルデス（断った）
「ほう、
愚かな連中だ。
ならば皆殺しだ。土を舐めて死ね！（大

その手に力を込めると剣は何の抵抗もなく

猿の姿に変異する）
」

岩からその姿を現した。

山賊「お頭に続けー！

ヒャッハー！」

刀身は淡く輝きを放ち、村周辺を覆って
いた重たい空気が退けられていくように感
じる。
キミたちが洞窟を出ると、剣と共に現わ
れたロードの姿を見て村人たちは歓声を上
げる。

（英雄の剣を手に入れている場合）
バルデス「な、その剣の光、まさか！
英雄の剣だというのか」
（傭兵を引き入れていた場合）
傭兵「その戦、俺たちも混ぜてくれよ」
傭兵「くたばれ、悪魔め！」

村人「英雄の剣が抜かれた。勝てるぞ、
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キミたちの手によって山賊とデーモン

村人（無効の場合）「ひるむな、村を守

の脅威は去った。村人たちは歓喜に沸き、

るために戦うんだ！」

キミたちの帰還を迎えてくれる。

村人（効果を受けた）「ひ、ひぃ、駄目だ。
勝てっこない！

やはり悪魔と戦っては

いけないんだ！」

カール「やったな、本当に俺たちがあの山
賊と悪魔を倒したんだ」
カール「ＰＣ①様、お話があります。どう

バルデス（倒された）「こんな、人間ご

か私たちのロードになってください。村人

ときに、この俺が！」

たち皆、それを望んでいます」

▼結末

カール「他の方々も、どうかこの地に長く

バルデスが倒されると残りのデーモン

は消滅し、山賊たちは降伏する。キミた

留まって頂けないだろうか」
（答えを聞いたら）
カール「さあみんな宴だ。もう山賊にも悪

ちの勝利だ。

魔にも悩むことはないんだから！」

●シーン 13
登場：全員登場

マーサ「この村はいいところだから、ＰＣ

▼解説

①様も絶対に気に入るよ」

よって村は山賊の脅威から脱する。

▼結末

エンディングシーン。ＰＣたちの活躍に
村人たちは改めてＰＣたちをこの国に

マーサ「さあ、みんなが待ってるよ！」
その日、宴は夜遅くまで続いた。

迎え入れたいと申し出る。それぞれのＰ
Ｃのエンディングを描写し結末へ。

各シーンからの影響

この戦闘ではシーン 8 ～ 11
の結果で以下の修正が入る可
能性がある。それぞれ確認し
て適用すること。
シーン 8： 石碑の解読に失敗
した場合、バルデスの部位Ｈ
Ｐにぞれぞれ＋ 20 する。
シ ー ン 9 ： 判 定に成 功する
と全ＰＣが 《恐怖の雄叫び》
の効果を受けなくなる。
シーン 10： 判定に成功する
と戦闘開始時に、ＰＣと敵対
するモブを 2 グループまで選
択しＨＰを 0 にすることができ
る。
シーン 11： 剣を手にいれた場
合、
バルデスが《不死身の力》
を失う。また、ＰＣ全員の部
隊の士気が＋ 1される。

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、
「山賊から村を救っ
た： 5 点」「ラズヌゥを滅ぼ
した： 5 点」 となる。
また、エネミーレベルの合
計は 40 点となる。人数で割る
と 4 人なら 10 点、3 人なら 13
点となる。
取得カウントは 1200 点と
なる。

そしてバルデスが軍勢の中から歩み出
て、キミたちに最後の降伏勧告をする。

いまこそ、剣に挑む時だ。キミたちは剣

がッ！！」

シーン 12：

▼描写

シーン 12

戦闘配置図
戦闘解説
マスコンルールを使用する。
山賊の軍団は孤立しているＰＣを
狙って攻撃する。いない場合はラン
ダムに対象を選択する。
インプの軍団はＨＰの少ないＰＣ
を優先して攻撃する。
バルデスはセットアップに《恐怖
の雄叫び》を使用する。バルデスの
頭はＨＰの少ないＰＣのいるエン
ゲージに《熱風の吐息》で攻撃する。
バルデスの胴体はＰＣの多いエン
ゲージを《大猿の拳》で攻撃する。
プレイヤーが３人の場合、バルデ
スの各部位ＨＰを− 20、全体ＨＰを
− 50 すること。

（
《恐怖の雄叫び》を使用したら）
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■シナリオ 09 英雄の剣

山賊
種別：人間（モブ）
レベル： 2
ＨＰ： 20
行動値：6
防御力 武器

バルデス

インプの軍団

4

炎熱

出身世界：アトラタン
MＰ：20
移動力：3
2

衝撃

2

体内 ０

リアクション： 6

種別：混沌／魔獣（モブ）出身世界：ディアボロス
レベル： 3
士気： 5
ＨＰ： 40
MＰ：35
行動値：7
移動力：3
防御力 武器

4

炎熱

1

衝撃

2

体内 ０

リアクション： 7

特技

《力 任 せ の 一 撃 》：メジャー。0 ｓ ｑ の 単 体 に
白兵攻撃。命中判定 3 Ｄ＋ 6、
〈武器〉3 Ｄ＋
6 点のダメージ。
解 説： バ ルデスに 従う山 賊 たち。力 押ししかで
きない。

特技

《飛行能力》（『ルール 1』Ｐ 335）
《魔力の矢》：メジャーアクション。射程 2 ｓｑ
の単体に射撃攻撃。命中判定 3 Ｄ＋ 8、
〈 炎熱〉
3 Ｄ＋ 10 点のダメージ。
解 説： バルデスに召 喚されたインプの軍 勢。魔
力の矢を操る遊撃部隊。

種別：混沌／人間

レベル： 10

【筋力】30／10 〈格闘〉3、
〈頑健〉3、
〈力技〉3
【反射】15／5
【感覚】18／6
【知力】9／3

【精神】12／4 〈意思〉3
【共感】9／3

全体ＨＰ：200

4

炎熱

出身世界：アトラタン
士気： 5
MＰ：20
移動力：3
2

衝撃

2

体内 ０

リアクション： 4
特技

《力 任 せ の 殺 到》：メジャー。0 ｓ ｑ の 単 体 に
白兵攻撃。命中判定 3 Ｄ＋ 7、
〈武器〉4 Ｄ＋
16 点のダメージ。
解説：バルデスに従う山賊の部隊。戦いの熱狂
で恐怖を押し殺している。
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解説：デーモンと一体化したバルデスが変身
した時のデータ。 巨人のような体躯の大猿と
なり熱風の息を吐く。

ＭＰ：180

移動力：3
射程：0ｓｑ

命中：3Ｄ＋9

バルデスの胴体
部位ＨＰ：120
行動値：8
攻撃：爪

移動力：3
射程：2ｓｑ

命中：3Ｄ＋9

攻撃力〈武器〉6Ｄ＋14

攻撃力〈武器〉4Ｄ＋15

山賊の軍団

防御力 武器

特技
《巨体》2（『ルール1』Ｐ332）
《対軍存在》１（『ルール1』Ｐ335）
《不死身の力》
：自分よりレベルが低い
キャラクターからのダメージを0にす
る。

バルデスの頭
部位ＨＰ：90
行動値：12
攻撃：牙

種別：人間（モブ）
レベル： 3
ＨＰ： 35
行動値：8

出身世界：アトラタン

防御力 武器 7 炎熱 7 衝撃 5 体内 0

防御力 武器 10 炎熱 5 衝撃 5 体内 0

特技

特技

《恐怖の雄叫び》
：セットアッププロセス。
射程5ｓｑの範囲１を対象とする。対象の
部隊の士気を－2する。

《熱風の吐息》
：メジャーアクション。射程
5ｓｑの範囲１を対象とする。命中判定4

Ｄ＋8。
〈炎熱〉5Ｄ＋12点のダメージを与
える。

《大猿の牙》
：メジャーアクション。射程0

ｓｑの単体を対象とする。命中判定3Ｄ＋

《大猿の拳》
：メジャーアクション。射程

2ｓｑの範囲１を対象とする。このエネ

ミーを対象に含まない。命中判定3Ｄ＋9、

〈武器〉6Ｄ＋14点のダメージを与える。

《熱風の守り》
：バルデスの胴体の〈炎熱〉防
御力を＋5する。この効果はバルデスの頭
のＨＰが0以下になった時点で解除され
る。

9。
〈武器〉ダメージ4Ｄ＋15のダメージを
与え、さらに出血を与える。
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