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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および２』（以下『ルール
１』『ルール２』）、『アドバンスフォース』（以
下『ＡＤＦ』）、『エネミー・コンペンディ
ウムⅠおよびⅡ』（以下『ＥＣ１』『ＥＣ２』）
をご覧いただきたい。

　プレイヤー人数：３〜４人
プレイ時間：
　前編（戦闘回数 3）：3 時間半
　後編（戦闘回数 1）：1 時間
　ＰＣのキャラクターレベル：１〜３

　本シナリオは、参加者に戦闘を楽しん
でもらうことを目的としている。そのため、
記述のほとんどは戦闘状況の解説で占め
られている。

　アトラタン大陸のどこかに、ＰＣ①の
国がある。近隣諸国との関係は様々だが、
今のところ、戦争状態にはない。未探査
の地域も多く、まだまだ領土拡張の余地
はある。
　そういった、ロードの支配が及んでい
ない地域において、３つの混沌災害が発
生した。
　近隣のロードたち（ＰＣ含む）は協議
し、それらの土地は、災害を鎮定した国
のものにするということで合意した。
　ＰＣ①の国にとっては、国力を増やす
絶好のチャンスである。
　だが、それら３つの混沌災害の背後に
は、ひとりの仕掛け人がいた。
　仕掛け人の名は、ドラギナッツォ。パ
ンドラに所属する闇魔法師で、世界に混
沌と悲痛をまき散らすことが目的だ。
　ＰＣ①が３つの混沌災害が終息させる
と、ドラギナッツォはＰＣ①をパンドラ

　ＧＭは、その戦闘に至るまでの流れを、
自由に変更して構わない。
　本シナリオには複数の戦闘が用意され
ている。識別しやすくするため、それぞれ
の戦闘は ［戦場（番号）］と表記する。
　［戦場］ の数は４つ（番号：①〜④）。
内訳は、通常戦闘２、通常またはマスコ
ンを選択できる戦闘１、マスコン１（最終
戦闘）となっている。
　［戦場①〜③］ の３つは、同一セッショ
ン内での連戦となる。戦闘終了の度にＨ
ＰとＭＰは回復できるが、天運は回復し
ない。
　３つの戦闘をすべて完了した時点で、
一度セッションは終了する。経験値の計
算とＰＣの成長を行なったのち、新しい
セッションとして ［戦場④］に挑むこと。
　各戦闘の所要時間は、１時間程度を想
定している。

にとって潜在的な脅威と見なし、魔性の
軍勢を率いて攻め寄せてくる。
　ドラギナッツォを倒せば、本シナリオ
は終了となる。

トレーラー
　ＰＣたちの国の周辺で、いくつかの混沌災害が発生した。

　災害を鎮めることができれば、土地はそのままＰＣたちの領土となる。
　今こそ出陣の時だ。

　グランクレストＲＰＧ
『混沌征伐』

　混沌を治め、聖印に到れ。

　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、登場するＮＰＣ紹介
である。トレーラーは、キャラクター作成
前に読み上げること。
　ＮＰＣのトロマニウス少年は、本シナ
リオのナビゲーター役として設定した。紹
介文を参考にして、演出をして欲しい。
　なお、ＧＭは、彼を別のオリジナルキャ
ラクターにおきかえても構わない。　その
後、各プレイヤーがどのハンドアウトのＰ
Ｃ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。

　本シナリオで推奨するサンプルキャラ
クターは以下の通りである。コンストラク
ションでの推奨クラスは任意だが、最低
一名はロードが存在すること。本シナリオ
では、ＰＣ①がロードであると想定して記
述している。

　ＰＣ①：剣の君主（『R １』P36）
　ＰＣ②：風炎の申し子（『R １』P38）
　ＰＣ③：永遠の戦士（『R １』P40）
　ＰＣ④：戦場の狩人（『R １』P42）

　本シナリオには、トレーラーは用意され
ているが、個別のハンドアウトはない。
　ＰＣたちは、『ＰＣ①』が治める国に所
属する協力者である。

　本シナリオではＰＣ①が治める国を作
成する必要がある。国管理ルール（『ルー
ル１』P188）で国データを作成すること。
　国レベルは１、初期カウントは 1000 と
なる。
　本シナリオではマスコンを行なう可能性
がある。ＰＣ一名につきひとつの部隊を取
得すること。国資源が足りなくとも、レベ
ル１民兵（『ルール１』P210）は取得できる。 トロマニウス・アルバトロス

「さすがですＰＣ①様！」
解説：ＰＣたちの国に仕える優秀な文官。素直な性格の働き者。
まだ 13 歳の少年だが、学者であった父を混沌災害で失い、残された母と妹を養
うため、ＰＣ①の宮廷に出仕している。ＰＣ①を始めとして、ＰＣたちのことを
尊敬している。
　戦闘能力はないが、集めた情報を整理してわかりやすく提示する才能がある。
現代地球で言うＢ級映画や古いパニックホラーのような物語を好んでおり、発生
した事件の命名センスも、そちらに偏っている。

　本シナリオでは、PC が他
者と深く交流したり、混沌災
害について調査するシーンは
設定していない。
　GM は、「今回は戦闘だけを
遊ぶセッションだ」 と、プレ
イヤーにきちんと伝えておく
と良いだろう。

　ＧＭとプレイヤーで相談し、
国のある場所を決めること。
特に思いつかなければ、決め
なくとも良い。

　プレイヤー人数が３人の
場合、各戦場のボス的なエネ
ミーのＨＰを－ 20 すること。

　「パンドラ所属の悪い闇魔
法師」以上の背景設定はない。
GM は、彼の人物造形や背景
を好きに変更してもよい。

　既に遊んでいるキャンペー
ンがある場合、そこに本シナ
リオを組み込むのもよいだろ
う。もちろん、国データはそ
ちらで作成したものを使用し
て構わない。

戦闘を楽しむ アトラタン大陸のどこか

プレイヤー人数

ドラギナッツォ

国データ

トレーラー

ストーリー

国データの作成キャラクター作成

シナリオ情報
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●シーン１：
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３ 

▼解説
　戦闘前の導入シーン。［戦場］ の簡単
な解説と、シナリオのレギュレーションに
ついて説明せよ。各戦場については、少年
文官のトロマニウスが解説をする。

・［戦場①：沼地の骸骨軍団］
　無人の平原が毒の沼地と化し、骸骨の
化け物たちが徘徊している。現地の大気
は毒を帯び、しかも徐々に影響範囲を広げ
つつあるという。元凶の混沌核を浄化す
れば元の姿を取り戻し、耕作に適した土
地が手に入るだろう。
　戦闘：通常戦闘。立ち込める毒ガスは
部隊の侵入を阻む。

・［戦場②：恐怖の殺人巨大蜂］
　森の洞窟に何者かが棲み着いた。犠牲
者の傷跡から判断するに、巨大蜂（ジャ
イアントワスプ）の可能性が高い。洞窟は
薬効の高い水が湧くことで知られ、その水
から作った薬は地元の名物だ。蜂を退治
すれば、地元の薬師たちから大いに感謝
されることだろう。
　戦闘：通常戦闘。大人数を率いて入る
には狭すぎる。

・［戦場③：暴風巨人あらわる］
　山奥に住んでいたエアジャイアントが
暴れ始めた。その肉体は竜巻型の魔境と
化し、各地を破壊しながら進んでいる。放
置すれば、いずれはＰＣたちの国を直撃
するかもしれない。
　戦闘：通常戦闘／マスコン（選択）。部
隊を率いれば数値的には有利になるが、
魔境の変異律により、士気の最大値は低
下（－１）する。

▼レギュレーション
・ＨＰとＭＰの回復タイミング
　ひとつの ［戦場］ をクリアするごとに、
ＰＣたちは本拠地で休息を取ることがで
きる。ＨＰとＭＰを最大値まで回復させ
て良い。無論、天運は回復しない。

・リザイン（戦闘を諦める）
　戦闘中、不利を悟って退却したくなるこ
ともあるだろう。勝利を掴むためには、一
旦逃げ、態勢を立て直す勇気も大切だ。
この退却行為を、本シナリオでは「リザイ
ン（投了）」と呼ぶ。
　リザインは、全プレイヤーが合意した状
態で、任意のＰＣひとりがメジャーアク
ションを消費することで宣言できる。全員
瀕死状態あるいは死亡しており、復活の手
段もない場合は全滅となり、リザインは宣
言できない。
　リザインが宣言されると、その時点で戦
闘は即座に終了し、ＰＣたちは ［戦場］
を離脱し、本拠地へと安全に帰還できる
ものとする。
　ただし、リザインを宣言すると、その ［戦
場］ で得られるはずの経験点は減少する。
　同じ ［戦場］ で二回目のリザインを宣
言すると、完全な敗北を意味する。他国
が介入し、その混沌災害を解決してしまう
のだ。その ［戦場］ の経験点やカウント、
特別報酬は、その国のものとなってしまう。

　描写と説明を終え、向かう［戦場］ を
決定したら結末へ。以降は、［戦場］をひ
とつ解決する度に本拠地に戻り、次の ［戦
場］を決めることになる。なお、すべての

［戦場］を解決した場合、シーン３へ

▼描写
　キミたちの国の近辺で、いくつかの混沌
災害が発生している。いずれの現場も、ま
だどこの国にも属していない土地だ。
　周辺諸国との協議の結果、混沌災害を
解決した国が、その土地を領土とすること
になった。危険は伴うが、他国と戦争をせ
ずに領土を増やす絶好の機会だ。キミた
ち以外の国は、とりあえず静観を決め込ん
でいるようだ。動くなら今しかない。

　少年文官のトロマニウスが、現時点で
判明している情報をキミたちに解説する。

「トロマニウスです。トロとお呼びくださ
い。えーと、発生している混沌災害は次の
３つです。『沼地の骸骨軍団』、『恐怖の殺
人巨大蜂』、『暴風巨人あらわる』。どれも、
口にするのも恐ろしいものばかり……あ、
命名したのは僕です」

▼結末
「恐ろしい混沌災害（選んだ ［戦場］ の

名称）に挑むとは、さすがですＰＣ①様！」
　トロマニウスと、その他の人々に見送ら
れ、キミたちは混沌災害の地へ旅だった。

●プレッジシーン
　各 ［戦場］ に向かう前に、忘れずにプ
レッジシーンを設けると良いだろう。なお、
本シナリオでは、戦闘ラウンド進行の間に
も誓いを立てる特殊ルールを採用する。Ｇ
Ｍは、下記の特殊ルールを戦闘前に説明
しておくこと。

・特殊ルール：戦闘中の誓いの取得
　立てている誓いの数が３つ未満のＰＣ
は、毎ラウンドのクリンナップ終了後、次
のラウンドが始まるまでに誓いの取得を行
なっても良い。

　プレッジシーンを終えたら、選択した［戦
場］に対応したシーンへ進むこと。

●シーン２−１：沼地の骸骨軍団
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：６

▼解説
「［戦場①］：沼地の骸骨軍団」を選んだ

場合のシーン。戦闘終了したら結末へ。

▼描写
　沼地には、腐敗臭が立ち込めていた。
奥へ進むほど臭いは酷くなり、遂に肉体を
蝕むほどにまでなった。
　そこでは、白骨化した死体が無数に動
き周っていた。彼らは黙々と、地面に怪し
げな植物を植え付けている。そこへ、しわ
がれた声が響く。

「なんだと思う？　それね、腐敗の苗木」

　声の主は、魔法師風のローブをまとって
いた。頭部は白骨化し、ぽっかりと開いた
眼窩の奥で怪しい光がまたたいている。

「それが育てば、肉を腐らせる煙を撒き散
らすようになる。さすれば、我が領土も増
えるというもの。貴様らも我が骸骨兵とし
て永遠に使役してやろう！」

　骸骨の魔法師が命じると、白骨死体た
ちは一斉に襲いかかってきた！

▼結末
「バカな！　混沌核が……あの方から拝領
した力が……！」
　混沌核が浄化されたことで、骸骨たち
は崩れ去った。腐敗の苗木は枯れ、沼地
を覆っていた毒気も消えていく。大地は、
すぐにかつての姿を取り戻すだろう。

・報酬
　骸骨使いが持っていた魔法の砥石×３。
マイナーアクションで使うことで、その
シーンの間、武器の攻撃力を＋２し、ダメー
ジ属性に〈炎熱〉を追加する。このアイテ
ムは使い捨てである。また、耕作地を得る
ため、国データの ［食料］ ＋１。

　「辞める」 を意味する英単
語 （動詞）。RESIGN と書く。
チェスで投了の合図としても
用いられる。

　ＰＣに死者が出た場合、そ
の ［戦場］ を解決 （あるい
はリ ザ イ ン ） して本 拠 地に
戻ったタイミングで、新しい
ＰＣを合流させて良い。
　新しいＰＣのレベルや作成
条件は、他のＰＣに合わせる
こと。くれぐれも、死の責任
をプレイヤー個人に負わせる
ようなペナルティを与えない
ように。
　敗北や死の理由を検証する
のは、次の勝利を得るためで
あり、誰かを弾劾するためで
はない。

リザイン

ＰＣが死んだ場合

メインプレイ前編
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●シーン２−２：
　恐怖の殺人巨大蜂
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４

▼解説
　「［戦場②］：恐怖の殺人巨大蜂」を選
んだ場合のシーン。戦闘終了したら結末
へ。

▼描写
　森の奥へ進み、洞窟の入口に辿り着い
た。内部の混沌レベルはなかなか高そうだ。
　入り口に近づくと、内部から何かが飛
び出してきた！
　巨大な蜂だった。
　体の表面は黄色く、毒針と羽根を持ち、
そして、二本の足で歩いている。
　そう、彼らは混沌の作用により進化した
人間型の蜂、すなわちワスプマンだ！
　ワスプマンたちは、ギチギチと顎を激
しく打ち鳴らしながら、一斉に襲いかかっ
てきた！
▼結末

「妾の王国が……！　ドラギナッツォめ、
なぜ 助けにこぬのだ……！　 ギ ャアア
アッ！」
　女王蜂は死に、蜂の脅威は去った。だが、
あれが最後の蜂人間とは思えない……。
　何はともあれ、地元住民はとても喜び、
キミたちにお礼の言葉を述べ、薬をくれた。
　これからも定期的に、薬を献上してくれ
るとのことだ。

・報酬：洞窟内湧き水で作ったＨＰポー
ションとＭＰポーションを１本ずつ。以
後、シナリオ開始時にも同様の物を得られ
るようになる。なお、これらのポーション
はアカデミーサポートによる所持上限に含
まれない。

●シーン２−３：
　暴風巨人あらわる
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：6

▼解説
　「［戦場③］： 暴風巨人あらわる」を選
んだ場合のシーン。戦闘終了したら結末
へ。

　この［戦場］は魔境の一種として扱うが、
エリアはひとつ（＝戦闘ＭＡＰ）のみで
ある。そのため、魔境ＭＡＰについては
割愛する。魔境レベルは 10。存在する変
異率については、戦闘開始前にプレイヤー
に説明すること。メイジは、戦闘開始前に
１回だけ混沌発散（『ルール２』P214）で
変異率をひとつ打ち消す判定を試みても
良い。その場合の目標値は 17 である。

　敵のエアジャイアント（『ＥＣ２』）は通
常、11 レベルの強敵だが、現在は闇魔法
師ドラギナッツォの奸計によって、嵐を巻
き起こす魔境と化している。その維持に力
を費やすため、データ的には本来よりも弱
体化している。

　この ［戦場］ は魔境として扱うため、
各戦闘ラウンドのクリンナッププロセスを
迎えるごとにターン数も＋１される。ター
ン数が 10 の倍数になった場合、ハプニン
グのチェック（『ルール２』P213）を忘れ
ないこと。
　なお、戦闘開始１ラウンド目のターン
数は８とする。つまり、２ラウンド目のク
リンナッププロセスで 10 ターン目となり、
ハプニングのチェックが発生する。

▼描写
　暴風渦巻く中を、キミたちは進む。
　凄まじい風により大地から引きぬかれた
木々や岩と同じく、キミたち自身の体も空
中に浮いている状態だ。
　そして、魔境の中心部に、極めて巨大
な人型の影が浮かんでいる。魔境の主で

あるエアジャイアントだ。魔境の風と一体
化しているためか、姿はおぼろげだ。
　彼の額には、禍々しい形をした黒い槍
が深々と刺さっている。その槍が不気味な
光を発するたび、エアジャイアントは苦し
み、風の勢いも増しているようだ。

「人間か……！　おのれ、この痛みを消
せ！　痛みを消せぇぇぇぇっ！」

　エアジャイアントは、怒りの咆哮を上げ
ながら襲いかかってきた！

▼結末
「オオォ……痛みが引いていく……。人間

たちよ、この礼に、百年と一日の間、お前
たちの土地に心地良き風を吹かせてやる
と誓おう……」
　エアジャイアントは、穏やかな顔になっ
て空中に溶け消えた。清涼な風が、頬を
撫でる。

・報酬：エアジャイアントの魔法により、
ＰＣ①の国の大気循環が向上する。結果、
人々の健康状態も良好になる。これ以降、
ＰＣ①の国に所属するすべてのキャラク
ターはＨＰ最大値に＋２する（常時）。

●戦いの結果
　３つの ［戦場］を巡り終え、そのうち、
少なくともひとつの［戦場］を解決したな
らシーン３－１へ。もしもすべての［戦場］
で２回ずつリザインし、ひとつも解決でき
なかった場合は３－２へ。

●シーン３−１：
　勝利、そして一時の平穏登場
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３

▼解説
　　混沌災害を鎮め、凱旋するシーン。
描写を読み上げたら結末へ。
　セッションは終了。経験点とカウント
の算出をすること。時間に余裕があるな

ら、獲得した経験点でＰＣを成長させ、
シナリオ後半の［戦場④］に挑んでよい。

▼描写①
　かくして混沌災害は鎮まった。
　凱旋するキミたちを、人々の歓呼の声が
出迎える。
　城では、トロマニウスが笑顔で待ち受
けていた。

「さすがはＰＣ①様たちです！　まさに混
沌の征服者！　これは物語にすべきです
ね。タイトルは、『アタック・オブ・キラー
カオス』、いや『征服王ｖｓ地獄の毒々投
影体・魔境の大決戦』かな……？」

「っと、失礼いたしました。ともあれ、お
疲れ様でした。食事の用意もできておりま
すので、ゆっくりとお休みくださいませ！」

▼結末
　勝利の喜びから、数日後。突如、平穏
が破られるのだった。
　ＰＣ①の元へ、トロマニウスが真っ青
な顔で駆け込んでくる。

「ＰＣ①様！　大変です！　怪物の軍勢
が、攻めて来ました！」

　そこまで言い終えると、彼はばたりと倒
れてしまった。息はあるものの、顔からは
血の気が失せている。見れば、城内でも
あちこちで人が倒れていく。
　キミたちと、普段からから訓練をしてい
る兵士たちは、なんとか無事だ。
　だが、体から力が抜けていくような感覚
は止まらない。

　———そして、彼方より砂塵を巻き上
げ城に迫る者たちがいた。
　ひと目で魔性と分かる、異形の軍勢。
　それを率いるのは、闇色のローブをま
とった、魔法師の男性だった……。
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●シーン３−２：
　敗北、そして平穏
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３

▼解説
　混沌災害をひとつも鎮められなかった場
合のシーン。描写を読み上げたら結末へ。
　セッションは終了。経験点の算出をす
ること。混沌災害を解決していないため、
カウントの取得はない。
　なお、［戦場④］は発生しない。ドラギ
ナッツォはＰＣたちを脅威とはみなさず、
攻めて来ないのだ。あるいは、ＰＣ①たち
の代わりに混沌災害を解決した隣国に出
現するかもしれない。その場合の展開は、
ＧＭに委ねられている。
　例えば、混沌災害への対応で疲弊した
隣国はドラギナッツォに破れ、救援のた
めにＰＣたちが駆けつける……という形で

［戦場④］を発生させるのも面白いだろう。

▼描写
「お帰りなさいませ！　ＰＣ①様たちが無

事にお戻りになってくださったこと、トロ
マニウスは嬉しく思います！　さぁ、まず
はお食事を」
　敗軍の将に対しても、トロマニウスは優
しい……。

▼結末
　今はただ休み、英気を養おう。
　キミたちならきっと、次こそ勝利を掴め
るはずだ。

▼アフタープレイ
　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は、ひとつの［戦場］
を解決するごとに５点（最大 15 点）。
　１回リザインしてからの再挑戦で解決
した場合、その ［戦場］ で得られる経験
点は２点となる。
　遭遇したエネミーのレベル合計とカウ
ント取得は、以下の通りである。
・［戦場①： 沼地の骸骨軍団］　　エネ
ミーレベル合計：16　カウント：850
・［戦場②： 恐怖の殺人巨大蜂］　エネ
ミーレベル合計：36　カウント：600
・［戦場③：暴風巨人あらわる］　エネミー
レベル合計：21　カウント：750
　※骸骨使いが 《死者よ目を覚ませ》 で
呼び出した骸骨兵については経験点に含
まれない。その分の経験点は、骸骨使い
のレベルに含まれているためである。
　※※トラップのレベルはエネミーレベル
に合算済みである。
　時間に余裕があり、かつ、［戦場④］ 発
生の条件を満たしていたら、後編に移るこ
と。
　その際、前編で得た経験点とカウント
を使用して、ＰＣと国データを成長させて
おくと良いだろう。

●シーン１：魔軍到来
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　ドラギナッツォが攻めてくる。描写を終
えたら結末へ。

▼描写
　到来した魔軍を迎え撃つべく、キミたち
は部隊を率い、城外へと討って出た。兵
士たちは、戦う前から息が荒くなりつつあ
る。明らかに、何者かの仕業だ。
　突如、空中に巨大な幻影が浮かび上が
る。闇色のローブをまとった、美しいがど
こか人間離れした雰囲気のある、男だ。

「私は闇魔法師ドラギナッツォ。我が精気
吸収の呪いを受けてなお動くとは、さすが
ですね。ですが……ＰＣ①よ、少々やり
過ぎましたな。パンドラが綴る歴史に、あ
なたの国は不要。混沌なる世のため、滅
びなさい！」

　映像が消えると同時に、敵軍がキミたち
めがけて殺到してくる。ドラギナッツォが
何事かを呟いたかと思うと、その身は、た
ちまち漆黒の巨竜へと変化した！

「民も！　草木も！　すべて余さず、我が
糧となさん！　いざ、混沌の聖餐を始め
ん！」

▼結末
　いよいよ決戦だ！

●プレッジシーン２
　ここでプレッジシーンを行なう。
　プレッジシーンを終えたら、選択した［戦
場④］ の戦闘を行なうこと。

●シーン２：
　邪悪、朽ちるとき
▼解説
　ドラギナッツォを倒したあとのシーン。
彼の死と共に呪いは解け、平和が戻る。
描写を終えたら結末へ。

▼描写
「この程度の国に、これほどの力があると

は……だが、その天運、果たしていつま
で……持つことやら……くくく……」

　ドラギナッツォは息絶えた。その巨体
は、漆黒の塵と化し、消滅した。
　配下の魔軍もまた、主の魔力を失い、た
ちまち朽ち果てていく。
　キミたちは、勝利したのだ。
　周辺を覆っていた禍々しい気配は消え、
人々を苦しめていた呪いも解けた。
▼結末
　トロマニウスをはじめ、多くの人々が駆
け寄ってくる。

「さすがですＰＣ①様！　みなさんの活躍
は物語じゃなく、本当のこと。まさに、本
当の英雄です！」

　キミたちは勝利し、歴史に新たな一歩を
踏み出したのだ。
　だが、闇魔法師、ひいてはパンドラの注
意を引いたのも事実。これからの戦いは、
より一層激しいものとなっていくだろう。

●アフタープレイ
　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は「ドラギナッツォ
を倒す」が 10 点。退却された場合は５点。
　遭遇したエネミーのレベル合計は　41
点、とカウント取得は 1000 点である。

　本シナリオの前編は、ＰＣ
全員が１レベルであると想定
している。
　上手く経験点を獲得できて
いれば、ＰＣ４人ならば２レ
ベルで、３人ならば３レベル
で、［戦場④］ に臨むことが
できるだろう。

　［戦場④］ でＰＣたちが敗
北することもあるだろう。Ｐ
Ｃたちが全滅した場合、国は
滅亡し、領土だった場所は怪
物の巣窟となる。
　あるいはリザインを宣言す
るかもしれないが、その場合は、
本拠地を離れ、遠くへ落ち延
びた扱いとなる。
　いずれにせよ、国データは
失われる。
　しかし、敗北は必ずしもゲー
ムの終わりを意味しない。むし
ろそれは、キャンペーンの格
好の材料となるのだ。
　落ち延びたＰＣたちの再起
を描くも良し、新しいＰＣを
作成して悲運の英雄たち （前
のＰＣたちだ）の遺志を継ぎ、
ドラギナッツォ征伐に立ち上
がるのも良いだろう。

ＰＣの成長 敗北した場合

メインプレイ後編
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混沌レベル：６
★＝混沌核
■＝柵
●＝ＰＣ初期位置
①＝死人使い
②＝骸骨兵

●特殊ルール
・地形：毒気
　この ［戦場］は、ＭＡＰ全体
が毒性を帯びている。そのため、
クリンナッププロセス毎に２Ｄ
点の〈体内〉ダメージを受ける。

・魔法の防壁
　Ｃ１・ Ｄ２・ Ｅ１には魔法
的な防壁が設けられ、混沌核が
ある Sq（Ｄ１）への進入を阻ん
でいる。防壁を破壊することで、
その Sq からＤ１への進入が可
能となる。防壁は混沌核の上空
までドーム状に覆っているので、
飛行で突破することもできない。
構造物破壊ルールを使用するこ
と。防壁のデータは以下の通り

である。
防御力

（武器／炎熱／衝撃／体内）：
10 ／ 20 ／５／－
強度：４
破壊表：
ダメージ１〜 20　強度－１
ダメージ 21 〜 40　強度－２
ダメージ 41 〜　　破壊

▼戦闘の勝利条件
　　混沌核を浄化すること。
　混沌核を浄化するためには、
ロードが混沌核と同一の Sq（Ｄ
１）に進入した状態で、目標値
10 の〈聖印〉判定に成功しなけ
ればならない。この判定にはメ
ジャーアクションを必要とする。
また、失敗しても、再挑戦は何
度でも可能である。
　混沌核を浄化すると、すべて
の敵は即座に死亡し、戦闘終了
となる。

▼第一ラウンド
　骸骨使いはセットアップに《死

者よ目を覚ませ》 を使い、ＰＣたちが
いる Sq に骸骨兵（槍）を出現させる。
以降のラウンドも同様だが、セットアッ
プの時点でＨＰが 10 点以下だった場合
は使用しない。ＰＣたちからは離れるよ
うに移動しつつ、《死者よ怒りを示せ》
で骸骨兵たちを強化する。なお、《死者
よ怒りを示せ》 はシナリオ１回限りで
あり、次ラウンド以降に登場したスケル
トンは効果を受けないことに注意。
　骸骨兵たちはＰＣたちに接近し、《骨
の毒槍》 で攻撃をする。まだ毒を受け
ていないＰＣを優先して攻撃する。誰
も毒を受けていなかったり、あるいは全
員毒を受けている場合は、ランダムに対
象を決定する。

▼第二ラウンド
　火炎骸骨獣は、このラウンドのセット
アップに未行動状態でＤ３に登場する。
移動できる範囲内で、ＨＰが低いＰＣ
を優先して攻撃する。
　骸骨使いはＰＣから距離を取りつつ、

《白骨の呪詛》でロードを攻撃する。ロー
ドのＰＣが複数存在する場合は、混沌
核に近い者を優先して攻撃する。

▼第三ラウンド
　骸骨使いは、倒されたとしても次ラウ
ンドに 《骸骨の未練》 で復活し、即座
に 《死者よ目を覚ませ》 で骸骨兵を増
やす。

［戦場①］：沼地の骸骨軍団

リアクション： リアクション：

種別：混沌（モブ）　出身世界：アトラタン 種別：混沌／動物　出身世界：アトラタン
レベル： レベル：４

骸骨兵（槍） 火炎骸骨獣

2
ＨＰ：20　ＭＰ：20 ＨＰ：45　ＭＰ：20
行動値：６　移動力：３ 行動値：15　移動力：４

10 10
特技

《骸骨の幸い》：常時。「種別：武器（弓）」に
よる攻撃に対し防御力＋５。

《 骨 の 毒 槍 》：メジャー。射 程 ０SQ の 単 体 に
白 兵 攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ５。〈武 器〉３ Ｄ
＋５点のダメージと毒５。

《副種別：亡者》1：（『EC １』P2）

解説：混沌の力によって墓場から蘇った死人。
余計な肉がそげ落ち骸骨になったため動きは
素早いが、耐久力はさほどでもない。

特技
《骸骨の幸い》：常時。「種別：武器（弓）」に
よる攻撃に対し防御力＋５。

《 火 葬 の 牙 》：メジャー。射 程 ０SQ の 単 体 に
白 兵 攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ８。〈炎 熱〉４ Ｄ
＋ 10 点のダメージ。

《属性半減：炎熱》1：（『ルール１』P334）
《副種別：亡者》1：（『EC １』P2）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 8 2 2 ０ 武器 炎熱 衝撃 体内防御力 10 15 3 ０

武器 炎熱 衝撃 体内防御力

出身世界：種別：
レベル：
ＨＰ： ＭＰ：
行動値： 移動力：

リアクション：10

骸骨使い
混沌 アトラタン

8 体に特殊攻撃。対象は〈意志〉でリアクショ
ンを行なうこと。命中判定３Ｄ＋５。〈体内〉
２Ｄ＋［混沌レベル］点のダメージ。

《骸骨の未練》：骸骨使いは、死亡したラウ
ンドの 次 のセットアップに未 行 動 状 態で 復
活する。ＨＰは［混沌レベル×５］となる。
混沌核が浄化された場合は無効。
 《副種別：亡者》

解説：パンドラ所属の闇魔法師。普段は美
しい青年の姿をしているが、特別な魔法を
使用することで竜の姿になれる。竜の姿は
負担が大きいため、強敵相手にしか使用し
ない。

特技
《骸骨の幸い》：常時。「種別：武器（弓）」
による攻撃に対し防御力＋５。

《死者よ目を覚ませ》：セットアップ。任意の
Sq に骸 骨 兵を（混 沌レ ベル－ ３）体出現
させる（最低でも１体登場）。使用すると骸
骨使いは 10 点のＨＰを失う。

《死者よ怒りを示せ》：メジャー。シーンに
存 在 するすべての 骸 骨 兵 の 攻 撃 力 ＋［ 混
沌レベル］。効果は戦闘終了まで持続する。
シナリオ１回。

《骸骨の呪詛》：メジャー。射程５SQ の単

85 100
12 3

15 10 5 ０
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混沌レベル：５
■＝岩（進入不可）
●＝ＰＣ初期位置
◎＝扉
★＝トラップ：毒霧
①＝クイーンワスプマン、ワスプ
マンガード
②＝ワスプマンエンジニア
③＝ワスプマンサンダー×１
④＝ワスプマンドッグ×３
⑤＝ワスプマン×２

●特殊ルール
・トラップ：毒霧
　Ｅ４の位置には、毒霧のトラッ
プが仕掛けられている。発見目
標値は 13、解除目標値は 10 で
ある。発動した場合、Ｄ４・Ｅ
４・Ｆ４に存在するＰＣは目標
値 16 の〈頑健〉判定を行なうこ
と。失敗すると、２Ｄ＋６点の〈体
内〉ダメージと毒３を受ける。

▼戦闘の勝利条件
　クイーンワスプマンを倒すこ

と。
　クイーンワスプマンが倒される
と、残りのワスプマンたちは混乱
状態に陥り、エキストラとなる。
以後は宣言だけで全滅させるこ
とができる。

▼第一ラウンド
　ワスプマンドッグが真っ先に
動いて 《飛びかかる》 からの攻
撃でＰＣたちに硬直を与え、そ
こへワスプマンたちが 《毒針射
出》 で攻撃する。彼らは全滅す
るまで逃げずに戦う。
　なお、それ以外のエネミーは、
このラウンドでは何もせずに待
機する。彼らが存在しているこ
とは、プレイヤーに伝える必要は
ない。

▼第二ラウンド
　このラウンドから、ワスプマン
サンダーが動き出す。ＰＣと３
Sq の距離を保つように移動し、

《発電器官》 でなるべく多くの
ＰＣを巻き込むように攻撃する。

ワスプマンとワスプマンドッグが効果範
囲内に存在しても気にせず攻撃する。
　クイーンワスプマンたちは待機を宣言
する。

▼第三ラウンド
　Ｅ２には蜜蝋を固めた扉があるが、
ＰＣはメジャーで破壊を宣言するだけ
で通れるようになる。この扉が破壊され
たラウンドから、クイーンワスプマンた
ちは行動を開始する。
　扉が破壊されたラウンドの最後に、
待機していたクイーンワスプマンたちが
行動する。
　クイーンワスプマンは移動せず、《女
王の双腕》 でＰＣたちを２名ずつ攻撃
する。
　ワスプマンガードはクイーンワスプマ
ンをカバーリングすることに専念する
が、同一 Sq に敵がいるのなら《毒針拳》
で攻撃する。
　ワスプマンエンジニアはＰＣから遠
ざかるように動きつつ、《毒反応ガス散
布》 でＰＣたちの毒強度を上げていく。

［戦場②］：恐怖の殺人巨大蜂

リアクション： リアクション：

リアクション：

種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン

種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン

レベル：３

レベル：４

レベル：４

ワスプマン ワスプマンドッグ

ワスプマンサンダー

ＨＰ：25　ＭＰ：20 ＨＰ：20　ＭＰ：10

ＨＰ：25　ＭＰ：35

行動値：12　移動力：３ 行動値：13　移動力：５

行動値：15　移動力：２

13 13

11

特技
《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《飛行能力》１
《毒針射出》：メジャー。射程２Sq の単体に射

撃 攻 撃。命 中 判 定 ２ Ｄ ＋ ５。〈武 器〉３ Ｄ ＋
５のダメージと毒５を与える。

《毒針拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵
攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ５。〈武 器〉３ Ｄ ＋ ８
のダメージと毒５を与える。

解説：二足歩行を始めた、人間型の蜂。
解説：犬を食うことで、その戦闘能力を得た、
ワスプマンの変異種。

解説：発電能力を持つ生物を食うことで、その
戦闘能力を得た、ワスプマンの変異種。

特技
《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《飛びかかる》：マイナー。そのメインプロセス

の白兵 攻 撃のダメージ＋ １ Ｄし、ダメージを
与えた相手に硬直を与える。

《毒針拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵
攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ５。〈武 器〉３ Ｄ ＋ ８
のダメージと毒５を与える。

特技
《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《飛行能力》１
《発電器官》：メジャー。射程０Sq の直線３に

射 撃 攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ６。〈炎 熱〉４ Ｄ
＋５のダメージと毒５を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 6 0 3 ０ 武器 炎熱 衝撃 体内防御力 10 15 3 ０

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 5 10 2 ０

リアクション：

種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン
レベル：３

ワスプマンエンジニア

ＨＰ：20　ＭＰ：30
行動値：10　移動力：３

12
特技

《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《混沌操作》
《毒 反 応ガス散 布》：メジャー。シーン内に存

在する任意の対象は目標値 12 の〈頑健〉判定
を行ない、失敗したら現在受けている毒の強度
に＋［混沌レベル］する。この効果は累積する。
なお、対象が毒を受けていない場合は無効。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 0 3 1 ０

解説：知恵が発達したワスプマン。
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13 14

リアクション：リアクション：

種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン 種別：混沌／昆虫　出身世界：アトラタン
レベル：５ レベル：８

クイーンワスプマンワスプマンガード

ＨＰ：70　ＭＰ：100ＨＰ：50　ＭＰ：40
行動値：７　移動力：－行動値：２　移動力：２

13
〈回避〉判定は自動的に失敗す

る

7

特技
《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《女王の双腕》：メジャー。射程５Sq の２体ま
での対象に白兵攻撃。命中判定４Ｄ＋７、〈衝
撃〉３Ｄ＋ 10 のダメージと毒 10 を与える。

解説：防御力に秀でたワスプマン。

解 説：ワスプ マンを果てしなく生み続ける母。

特技
《副種別：蟲》1：（『EC １』P2）
《守りの盾》３（『ルール１』P167）
《女 王の盾》：自身がカバーリング する際に使

用する。１プロセスの間、自身のすべての防御
力を＋１Ｄ＋［混沌レベル］する。

《毒針拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵
攻 撃。命 中 判 定 ３ Ｄ ＋ ５。〈武 器〉３ Ｄ ＋ ８
のダメージと毒５を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 0 3 1 ０武器 炎熱 衝撃 体内防御力 15 15 10 ０
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リアクション：
リアクション：

種別：混沌／巨人　出身世界：フォモール
種別：混沌　出身世界：ヴェリア界レベル：11
レベル：10

狂気の槍エアジャイアント（弱体化）

ＨＰ：80　ＭＰ：30
ＨＰ：100　ＭＰ：23

行動値：10　移動力：－
行動値：８　移動力：３

12
15

特技
《闇の痛撃》：メジャー。射程３Sq の範囲１に

射撃攻撃。命中判定３Ｄ＋４。〈体内〉２Ｄ＋
［混沌レベル］点のダメージと出血を与える。
《混沌の盾》：ダメージロール直後。そのプロ

セスの間、自身の防御力＋２Ｄ＋［混沌レベ
ル］。

《ＢＳ無効：出血》
《ＢＳ無効：毒》
《状態復帰》
《対軍存在》

特技
《鉄拳》：メジャー。射程０Sq の十字に白兵攻

撃。命中判定３Ｄ＋ 10。〈武器〉４Ｄ＋５点
のダメージを与える。

《暴 風の一撃》： マイナー。そのプロセスで行
なう白兵攻撃のダメージ＋５。

《拡散する肉体》：常時。白兵攻撃のダメージ
と防御力が減少する（計算済み）・

《絶え間ない苦痛》：常時。解除不能の放心状
態にある（計算済み）。

《対軍存在》１　《飛行能力》１
《副種別：非実体》1：（『EC １』P2）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 15 5 5 ０
武器 炎熱 衝撃 体内防御力 8 0 20 ０

混沌レベル：６
●＝ＰＣ初期位置
■＝地形： 森林　Sq から移動
するのに必要な【移動力】＋１、

［飛行状態］ のキャラクターは
命中判定－１Ｄ
①＝エアジャイアント、狂気の
槍

●特殊ルール
・全員が飛行状態
　変異律：浮遊空間の影響によ
り、ＰＣたちは全員飛行状態に
ある。この飛行状態は戦闘終了
まで解除できず、また、飛行中
はあらゆる判定の達成値－３と
なる。
・地形：森林
　樹木を始めとする様々な障害
物が、暴 風の中を舞っている。
特に障害物が多いエリアは「地
形：森林」として扱う。その Sq
から移動するには必要な【移動
力】 が＋１される。

●変異率とハプニング
　この ［戦場］ は魔境（レベル
10）であるため、変異率とハプ
ニングが存在する。変異率とハ
プニングの影響は、すべてのＰ
Ｃが受ける。

・変異律
恐怖の島：１／最大士気が－１
火炎獄：１／１ターンごとに１
Ｄ点の〈炎熱〉ダメージ
氷の宮殿：２／行動値－４　大
地の歪み：１／移動力基本値－２
浮遊空間：１／常に飛行状態に
なり、あらゆる判定達成値－３
空の彼方：２／特技及び魔法の
コスト＋２
　支配者の手：２／任意のタイ
ミングでハプニングを起こす。

・ハプニング（１Ｄで決定）
　１： 混沌変動： ＧＭが１Ｄを振り、
結果が偶数なら混沌レベル＋１Ｄ／奇
数なら－１Ｄ。
　２：災害：５Ｄ＋ 20 点の〈炎熱〉＋〈衝
撃〉ダメージ
　３：戦意喪失：士気－１
　４：生命減衰：ＨＰ３点減少
　５：生命活性：ＨＰ３点回復
　６： 幸運： 達成値＋１（３ターン）

▼戦闘の勝利条件
　エアジャイアント、あるいは狂気の槍
のＨＰを０にすると戦闘は終了する。

▼第一ラウンド
　エアジャイアントはセットアップで

「支配者の手」を使用し、ハプニング：
災害を発生させる。これによりＰＣたち
は５Ｄ＋ 20 点の〈炎熱〉＋〈衝撃〉ダメー
ジを受ける。
　その後は、自らは移動せず、接近し
てくるＰＣがいれば 《暴風の一撃》 ＋

《鉄拳》 で攻撃する。
　狂気の槍は、一番ＰＣの数が多い Sq
を《闇の痛撃》 で攻撃する。

▼第二ラウンド
　エアジャイアントは１ラウンド目同
様、セットアップでハプニングを発生さ
せる。このハプニングの内容は、ダイス
を振ってランダムに決定する。「支配者
の手」は、これで使用回数が尽きる。
　その後は、エアジャイアント、狂気の
槍のいずれも行動は１ラウンド目と同じ
である。
　クリンナッププロセスで経過ターン数
が 10 になるため、ハプニングチェック
をすること。

［戦場③］：暴風巨人あらわる
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種別：種別：混沌／人間／竜　出身世界：アトラタン

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 武器 炎熱 衝撃 体内防御力

【筋力】 25 ／ 8　〈 格 闘 〉4　〈 頑 健 〉4

全体ＨＰ：180　ＭＰ：150

【精神】21 ／ 7　〈意志〉3
【共感】20 ／ 6　〈感性〉3

【感覚】24 ／ 8
【知力】24 ／ 8　〈混沌知識〉3

【反射】15 ／ 5

レベル：13

部位ＨＰ：100 部位ＨＰ：110

攻撃：竜の爪　射程：１Sq
　　　命中４Ｄ＋８
　　　攻撃力〈武器〉４Ｄ＋ 10

攻撃：竜の尾　射程：１Sq
　　　命中４Ｄ＋８
　　　攻撃力〈武器〉５Ｄ＋ 20

行動値：18　移動力：３ 行動値：５　移動力：３

ドラギナッツォ

上半身 下半身

特技
《巨体》２
《状態復帰》
《対軍存在》
《人の限界》：全体ＨＰが 60 点以下にな

ると自動的に効果を発揮する。ドラギナッ
ツォはあらゆる判定のダイスが１個減少
する（最低１個）。

《魔力の暴走》：《人の限界》と同じ条件で
効果を発揮する。シーンに登場している
ドラギナッツォ以外のキャラクターすべ
てに炎上 5 を与える。ドラギナッツォが
死ぬまで、この炎上は解除できない。

特技
《ファング＆クロウ》メジャー。射程０

Sq の単体に２回白兵攻撃を行なう。２回
目の攻撃のダメージに＋ 10 する。

《ドラゴンロアー》判定の直後。射程４
Sq の単体を対象とする。その判定の達成
値を－３する。この特技は１ラウンドに
１回まで使用できる。

《パンドラブレス》メジャー。射程４Sq
の範囲１に射撃攻撃。命中判定４Ｄ＋８。

〈衝撃〉５Ｄ＋［混沌レベル×５］点のダ
メージを与える。１点でもダメージを与
えたら、出血を与える。１シナリオに１
回だけ使用できる。

特技
《混沌集中》マイナー。そのメインプロセ

スで行なう白兵攻撃のダメージに＋［混
沌レベル＋５］

《テイルスマッシュ》メジャー。射程０
Sq の範囲１に白兵攻撃を行なう。このエ
ネミーを対象に含まない。１点でもダメー
ジを与えたら、３Sq 移動させる。移動先
はＧＭが決めること。　

20 10 15 5 20 10 15 5

混沌レベル：４
●＝ＰＣ初期位置
①＝ドラギナッツォ上半身
②＝ドラギナッツォ下半身
③＝ゴブリン・アーチャー小隊

（『ＥＣ１』P15）
④＝ゴブリン・スピアラー小隊

（『ＥＣ１』P15）

●特殊ルール
・地形：毒気
　この ［戦場］は、ＭＡＰ全体
が毒性を帯びている。そのため、
クリンナッププロセス毎に２Ｄ
点の〈体内〉ダメージを受ける。

▼戦闘の勝利条件
　ドラギナッツォを倒すこと。
彼が倒れた時点で残っている他
のエネミーはエキストラとなり、
宣言だけで倒せる。

▼第一ラウンド
　ドラギナッツォはセットアップ
で《混沌操作》（判定：３Ｄ＋６）
を行ない、混沌レベルを上昇さ
せる。その後はマイナーアクショ
ンでＰＣたちに接近し、ＰＣが
一番多い場所に向けて、上半身
は 《パンドラブレス》、下半身は

《テイルスマッシュ》で攻撃する。
　ゴブリン・スピアラー小隊は
待機し、ドラギナッツォ下半身
の攻撃まで終わったタイミング
でＰＣたちに接近して攻撃する。
　ゴブリン・アーチャー小隊は
魔法師を重点的に狙う。

▼第二ラウンド
ドラギナッツォはセットアップ
で 《混沌操作》を行ない、混沌
レベルを低下させる。その後は、
上半身はＰＣ①に 《ファング＆
クロウ》、下半身はＰＣが一番
多い場所へ 《テイルスマッシュ》
で攻撃する。その際、ゴブリン・
スピアラー小隊を巻き込むが意

に介さない。
　ゴブリン・スピアラー小隊は待機せ
ず、行動可能になったらＰＣたちを攻
撃する。
　ゴブリン・アーチャー小隊は前ラウ
ンドと同様。

　その後、《人の限界》《魔力の暴走》
が発生すると、ドラギナッツォは退却を
開始する。メジャーアクションで攻撃
を行なった後、マイナーアクションで離
脱するのだ。Ｄ１にいる状態でメジャー
アクションで退却を宣言すると、この
シーンから退場するものとする。この条
件については、ドラギナッツォが退却
を開始した時点でプレイヤーたちに説
明すること。

［戦場④］：邪竜討伐


