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キャンペーントレーラー
ＰＣたちの治める国に発生した、混沌災害。初めは小さな異変だったが……

やがて、国を滅ぼさんばかりの災害が多発する。消えない炎、真夏の雪、明けない夜
そして、暗躍する闇魔法師の、真の目的とは─

グランクレストＲＰＧキャンペーン
「宵闇の魔神」

混沌（カオス）を治め、聖印（クレスト）に至れ。

はじめに
●本書について
　本書は、『グランクレストＲＰ
Ｇ』のキャンペーンブックであ
る。
　本書に収録されたキャンペー
ンは、１レベルのキャラクター
で開始し、５レベルのキャラク
ターによる最終シナリオを含め、
５回のセッションを行なうこと
を想定したものである。

●略号について
　本書では以下の略号を使用する。

『ルール１』：『グランクレストＲ
ＰＧ　ルールブック１』（富士見
ドラゴンブック）

『ルール２』：『グランクレストＲ
ＰＧ　ルールブック２』（富士見
ドラゴンブック）

『AF』：『アドバンスフォース』（富
士見書房）

『EC Ⅰ、Ⅱ 』：『 エ ネ ミ ー・ コ ン
ペディウムⅠ、Ⅱ』（グランクレ
ストＲＰＧ公式サイト）

●プレイに必要なもの
　本書のキャンペーンをプレイ
するためには、『ルール１』『ルー
ル２』が必要である。

●シナリオデータ
　本書に掲載されているシナリオ
は、以下のようなデータを持つ。
　なお、「シナリオ２：訪れる災
厄」については、３セッション

に分割してプレイすることを想
定している。詳しくは、シナリ
オ本文を参照のこと。

・全シナリオ共通
プレイヤー人数：３～４人

・シナリオ１：災厄の前兆
プレイ時間：１時間
ＰＣのキャラクターレベル：１

・シナリオ２：訪れる災厄（１）
プレイ時間：２～３時間
ＰＣのキャラクターレベル：２

・シナリオ２：訪れる災厄（２）
プレイ時間：１～２時間
ＰＣのキャラクターレベル：３

・シナリオ２：訪れる災厄（３）
プレイ時間：１～２時間
ＰＣのキャラクターレベル：４

・シナリオ３：宵闇の魔神
プレイ時間：４～５時間
ＰＣのキャラクターレベル：５

●キャラクター作成
　プレイ時間は、キャラクター
作成、およびキャラクターの成
長、国の作成と成長の時間は含
んでいない。注意して欲しい。
　また、キャラクター作成の前
に、本ページ上部のキャンペー
ントレーラーを公開すること。
　本キャンペーンで推奨するサ
ンプルキャラクターおよびコン
ストラクション用の推奨クラス
は以下の通りである。

ＰＣ①：剣の君主（『ルール１』

P36）
推奨クラス：ロード
ＰＣ②：風炎の申し子（『ルール
１』P38）
推奨クラス：メイジ
ＰＣ③：永遠の戦士（『ルール１』
P40）
推奨クラス：アーティスト
ＰＣ④：戦場の狩人（『ルール１』
P42）
推奨クラス：任意

▼ＰＣの立場
　ＰＣたちは、『ＰＣ①』の治め
る国に所属している。メイジな
ら契約魔法師、アーティストな
ら傭兵や食客というわけだ。
　 な お、 本 キ ャ ン ペ ー ン で は、
ＰＣ個別のハンドアウトは存在
しない。そのため、クラス構成
は任意であり、上記の推奨クラ
スを変更しても構わない（ただ
し、『ＰＣ①』はロードであるこ
とを前提にシナリオを記述して
いる）。

●国データの作成
　ＰＣたちの国は、シナリオ２
開始時に作成する。詳しくはシ
ナリオ２を参照のこと。

●セッション準備
　キャラクター作成後の準備は、

『ルール１』P352 を参照するこ
と。
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●シーン１：混沌投影体
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　戦闘前の導入シーンである。
　描写を読み終えたら結末へ。
▼描写
　キミたちは今、自国の森林部に来ている。
混沌投影体が出現したという報告を受けた
ためだ。

ターシャ「報告によれば、出現した混沌投
影体はゴブリンのようです。『ＰＣ①』様
たちなら楽勝だと思います！」

「でも、念のため、みなさんにひとつずつ
ＨＰヒールポーションとＭＰヒールポー
ション（『ルール１』P204）をお渡しして
おきますね（配る）」

▼結末
　ゴブリンたちが姿を現した。戦闘だ！

●プレッジシーン
　ここでプレッジシーンを行なう。なるべ
く誓いを三つ立てるとよい。

●シーン２：戦闘
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　混沌投影体たちの戦闘になる。
　戦闘データは次ページを参照のこと。
▼描写
　ゴブリンたちとの戦闘が始まった。
▼結末
　キミたちは戦いを終えた。しかし、これ
ほど混沌投影体が出現するとは、何かがこ
の国に起こっているのかもしれない。

アフタープレイ

　『ルール１』Ｐ 234 を参照し、アフター
プレイの処理を行うこと。
　シナリオの勝利条件に関しては、「混沌
投影体を倒した：10 点」となる。
　エネミーレベルによる経験点はひとり７
点、取得カウントはＰＣ４人なら 1500、Ｐ
Ｃ３人なら 1100 となる。

メインプレイ

ターシャ
「口が達者な、ターシャです！」

　ＰＣたちの国に仕える駆け出
しのメイジ。まだ年若く、魔法
も知謀もこれからだが、『ＰＣ
①』への忠誠心は厚い。ダジャ
レが好き（*）。

駈け出しメイジ／軍師

戦闘ＭＡＰ①：災厄の前兆

戦闘解説

　シナリオ１「災厄の前兆」の
戦闘ＭＡＰである。
　このＭＡＰでは、条件によっ
て 追 加 の エ ネ ミ ー が 出 現 す る。
出現するエネミーすべてのリス
トは以下の通り。

・ゴブリン（『ルール１』P338）
・ゴブリンアーチャー（『ＥＣⅠ』

P4）
・ハルピュイア（『ルール１』

P340）
・ブラックドッグ（『ルール１』

P338）
・レッサーデーモン（『ルール１』

P342）

▼ゴブリンアーチャー
種別：混沌／妖精（モブ）
レベル：３
ＨＰ：25　MP：18
行動値：９　移動力：３
防御力：武器３炎熱２衝撃２体内０

リアクション：９
特技

《ねらう》：マイナー。そのメイ
ンプロセスに使用する《ハーフ
ボウ》の命中判定のダイスを＋
１個する。

《ハーフボウ》：メジャー。射程
１～２Sq の単体に射撃攻撃。命
中判定２Ｄ＋８。〈武器〉３D ＋
５のダメージと毒５を与える。

●特殊ルール
・誓いの取得
　ＰＣのうち、まだ誓いを新た
に取得できる余地がある者がい
る 場 合、 ク リ ン ナ ッ プ 終 了 後、
次のラウンドが始まる前に、誓
いの取得を行なっても良い。

・ターシャの援護
　第４ラウンドのセットアップ
で、ターシャは以下の援護から
ひとつを行なってくれる。どち
らにするかはＰＣが選ぶこと。
支援：ＰＣひとりの命中判定＋３

回復：瀕死状態のＰＣひとりを
治療し HP を 10 まで回復

・ＰＣ３人の場合
ハルピュイア２体を削除。

●戦闘の勝利条件
　レッサーデーモンを倒す。
　レッサーデーモン登場前にエ
ネミーが全滅しても、戦闘ラウ
ンドは継続する。

●第１ラウンド
　初期配置は戦闘配置図の通り。
ゴブリンたちは接近してきたＰ
Ｃがいない場合、全員待機する。
その後、もっとも近い、「まだ毒
を受けていないＰＣ」を優先的
に攻撃する。
　ゴブリンアーチャーも、ゴブ
リンと同様に行動する。ＰＣと
の距離が遠い場合、待機してＰ
Ｃが近寄るのを待つ。
　どちらも、攻撃を集中するよ
り毒を多く与えるように動く。

●第２ラウンド
　セットアップの最初に、Ｄ３
にブラックドッグ、G ６にハル
ピュイア２体が登場する。
　ブラックドッグはＰＣから離
れた場所で《雷光の疾走》で攻
撃する。他のエネミーを巻き込
んでもよい。
　ハルピュイアは、なるべく後
方に位置しているＰＣを狙う。

●第３ラウンド
　セットアップの最初に、Ｅ７
にレッサーデーモンが登場する。
　レッサーデーモンは、なるべ
く多くのＰＣを攻撃するように
行動する。また、暴走しており、
リアクションの値が−３される。
ターシャ「アレを倒せば、混沌
災害が終息するはずです！」

ゴブリンアーチャー A

ゴブリンアーチャー B

ゴブリンD

ゴブリン E

ゴブリン Cゴブリン A

ゴブリン B

PC たち

地形：森林

　シナリオ１に固有のトレー
ラーは存在しない。Ｐ１のキャ
ンペーントレーラーを読み上げ
るとよいだろう。

トレーラー

　ＧＭが思いつかなければ無理
に言わなくてもよいし、プレイ
ヤーがうんざりしているような
ら控えよう。設定を実現するよ
り愛されるＮＰＣを目指したい
ものだ。

（*）ダジャレが好き

　基本的には、簡単な導入の
後、１回の（しかし長めの）戦
闘を行なうシナリオである。戦
闘はかなり難易度が高いもの
で、『グランクレストＲＰＧ』の
経験者が遊ぶことを想定してい
る。

シナリオ概要

シナリオ１：災厄の前兆
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　本シナリオは、シナリオ１に続いてプレ
イすることを想定したシナリオである。
　また、戦闘ＭＡＰをプレイヤーが選択す

ることで分岐する、特殊なシナリオである。
本シナリオは、３回のセッションでクリア
することを想定している。

シナリオ概要

　ＰＣたちの国に、様々な混沌災害が発生
する。消えない炎、真夏の雪、明けない夜
……それぞれ、異常な混沌濃度が引き起
こした、混沌災害だ。
　事件を調べるうち、裏で糸を引く闇魔法
師ベルドルクの存在が明らかになる。
　ＰＣたちは、混沌災害にひとつずつ対処
しながら、ベルドルクを追うことになる。

●シナリオの分岐
　本シナリオでは、３つの混沌災害のどれ
を解決しに向かうかで、シナリオが分岐す
る。これは、ＰＣ全員が一度にひとつの混
沌災害（*）（＝戦闘ＭＡＰ）に向かうこと
を想定している。
　ひとつの混沌災害を解決することを、「一
周する」と呼称する。
　シナリオは、事件が発生する導入パート、
混沌災害について事前調査する調査パー
ト、そして解決する混沌災害を選択し、戦
闘を行なう戦闘パートに分かれている。周
回ごとに、戦闘パートが違う内容になる（*）、
と考えればよいだろう。

●ＭＡＰ難易度とベルドルク
　ＭＡＰ目標値は、
消えない炎＜真夏の雪＜明けない夜
　という順番に、難易度が高くなる。
　また、３回目の戦闘では、闇魔法師ベル
ドルクが戦闘に参加（*）する。
　そのため、戦闘ＭＡＰをどの順番でクリ
アするかという戦略が重要になってくる。

ＰＣの成長

　ＰＣは、シナリオ１で得た経験点で、２
レベルに成長できるはずだ。
　また、シナリオ２を一周するごとに、１
レベルアップすることを想定している。つ
まり一周が１セッションとなり、アフタープ
レイを挟むということだ。

国の作成と成長

　シナリオ２の開始時点で、ＰＣたちの国
データを作成すること。
　『ルール１』P188 の国作成ルールを使用

ストーリー

し、国データを作成すること。初期の国レ
ベルは１、カウントは 1000。これに、シナ
リオ１で獲得したカウントを追加し、国の
成長（『ルール１』P237）を行なう。
　また、シナリオ２を一周するごとに、取
得カウントによって国の成長も行なう。

●部隊データ
　国データを作成・成長させたら、部隊デー

タも作成／選択すること。

●ターシャのデータ
　ターシャは、アカデミーサポートの初級
メイジ雇用（『ルール１』P201）と同等の
能力を持っている。これはカウント消費は
必要ない。取得している魔法は《リウィン
ド》（『ルール１』P145）となる。ＧＭは、
これを別の魔法に変更してもよい。

導入パート

　シナリオ２の導入部分である。二周目、
三周目の導入もここに書かれている。

●導入パート：一周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　シナリオ１から数日後（*）のシーン。
　ターシャの報告で、ＰＣたちが、国の中
で起こっている異変を知る場面である。
　説明を終えたら結末へ。
▼描写
　混沌投影体の出現から数日後。
　ＰＣたちが王宮の広間にいると、ター
シャが駆け込んで来る。

ターシャ「たっ、たたっ、たたた、大変です、
『ＰＣ①』様！　みなさん！」

ターシャ「国のあちこちで、大規模な混沌
災害が発生しているんです！」
ターシャ「目撃されている、大きな混沌災
害の内容を報告します」
ターシャ「西側の街道に、“ 消えない炎 ”
が広がっているという話です」
ターシャ「続いて、南側の穀倉地帯に、“ 真
夏の雪 ” が降り続き、強烈な吹雪になって
いるという話です」
ターシャ「最後に、商業都市タランが、そ

の、“ 明けない夜 ” に包まれているという
ことです……混沌の暗闇、ですね」
ターシャ「まずは、現在の『混沌濃度の異
常』について、そして、それぞれの混沌災
害について調査するのがいいでしょう」
▼結末
　ＰＣたちは動き出した。

●導入パート：二周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：５
▼解説
　シナリオ２、二周目の導入である。
　混沌災害をひとつ解決して休息を取っ
た後となる。説明を終えたら結末へ。
▼描写
　混沌災害をひとつ解決したＰＣたち。
　しかし、まだ災害は残っている。

ターシャ「国内の混沌レベルも、徐々に上
がっているようです。一刻も早く、残るふ
たつも解決しなければなりませんね」
ターシャ「しかし、いきなり行くよりは、
やはり事前に調査を行なった方がいいと思
います。混沌災害は、こんとん（簡単）に
は解決しませんから」
▼結末
　解決のため、ＰＣたちは動き出した。

メインプレイ　シナリオ２の開始前に、ＰＣ
の国データおよび部隊データ、
シナリオ１の経験点とカウント
を使用した成長を行なうことに
なる。これは想定プレイ時間と
は別に、１時間程度かかると考
えるとよい。
　また、シナリオを２一周（戦
闘ＭＡＰひとつクリア）するた
びに、１レベル上昇することを
想定している。
　そのため、プレイ時間には、
追加でＰＣと国の成長作業が入
ることになる。

プレイ時間について

　シナリオ２でのプレッジシー
ンは、適宜挿入すること。
　導入パートの後で一回、戦闘
パートの前で一回、必要なら調
査パート中に一回行なう、のが
目安となる。

シナリオ２の
プレッジシーン

　シナリオ１で受けたダメージ
などは全快している。

（*）数日後　つまり、ひとつの混沌災害（＝
戦闘ＭＡＰ）は、ＰＣ全員で解
決することを想定している。Ｐ
Ｃが手分けをして、同時に複数
の混沌災害を解決しようとした
場合、高い確率で戦闘に敗北し、
ＰＣが死亡するだろう。このこ
とは、プレイヤーにはっきりと
伝えてよい。

（*）一度にひとつの
混沌災害

　導入パート、調査パートも、
それぞれ分岐する内容がある。
詳しくは、各パートの冒頭に解
説がある。

（*）戦闘パートが違う
内容になる

　つまり、プレイヤーが仮に目
標値の低いＭＡＰから順番にク
リアしようとした場合、最後に

「最高難易度の戦闘＋追加でベ
ルドルク」という戦闘になる。
これは、非常に困難な戦闘にな
るだろう。
　そのため、シナリオクリアの
ためには、最高難易度の「明け
ない夜」を、１回目か２回目に
選択することが、恐らく正解に
なる（もっとも、ＰＣのデータ
によっては、明けない夜＋ベル
ドルクでも勝利可能ではあるだ
ろう）。

（*）ベルドルクが
戦闘に参加

シナリオ２：訪れる災厄
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●導入パート：三周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：６
▼解説
　三周目の導入である。
▼解説
　いよいよ、残る混沌災害はひとつだ。

ターシャ「最後の混沌災害を解決しに行き
ましょう。ここまで解決してきた『ＰＣ①』
様たちなら、もう楽勝のはずです！」
ターシャ「最後のひとつさえ解決すれば、
国にも平和が戻るでしょう。よかった、も
う安心ですね。でも、一応、調査はしてか
ら行った方がいいかもしれませんね」
▼結末
　さあ、最後の災害を解決するのだ。

調査パート

　本シナリオでは、以下の「調査パート」で、
情報収集やアイテムの調達を行なうことが
できる。　以下に、本シナリオ独自のルー
ル（シナリオルール）を提示する。
▼シナリオルール

・シナリオルール：情報収集
　シナリオ２の一周で行なえる情報収集
は、ひとりのＰＣにつき２回まで（*）となる。
　 なお、ＰＣは 不 休 状 態（『 ルール１』
P268）になることで、追加の情報収集（*）
を１回行なってもよい。不休状態のレベル
は１となる。

・シナリオルール：アイテム調達
　ＰＣは、１回の情報収集の代わりに、１
回のアイテム調達を行なうことができる。
これはこのシナリオにおける特殊な行動
で、ＰＣたちの国に訪れているアストリッ
ド・ユーノ（『ルール１』P317）から調達（*）
することになる。

・その他の行動
　ＰＣが、情報収集とアイテム調達以外の
行動（*）を望む場合もあるだろう。
　判定や、特技・魔法の使用などで、メ

ジャーアクションに相当するものについて
は、１回の情報収集の代わりにこれを認め
る、というやり方がよいだろう。
　また、物品の受け渡しや、ＰＣ同士、あ
るいはＰＣとターシャの会話といった行動
については、情報収集の判定に影響せず
に行なって構わないとする。

・混沌レベル
　各シーンの混沌レベルは、「一周目：４」

「二周目：５」「三周目：６」となる。
▼調査パートの進行
　調査パートでは、まず「●調査開始」の
シーンを行なう。
　ここで、上記の、調査パートのシナリオ
ルールを解説する。
　それを終えたら、プレイヤーは相談の上
で、どの情報を調べるかを宣言する。
　一周目の最初に、ＰＣが調べることので
きる情報は以下の通りである。

・混沌濃度の異常
・“ 消えない炎 ”
・“ 真夏の雪 ”
・“ 明けない夜 ”
▼戦闘パートの選択
　調査パートで、ＰＣ全員が判定を終えた
ら（*）戦闘パートで向かう戦闘ＭＡＰを選
択すること。ＰＣ同士で相談し、最終的に
はロードが決定する。

●調査開始：一周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：４
▼解説
　調査パートを開始するためのシーン。
　ＧＭは、調査パートのシナリオルールに
ついてプレイヤーに解説すること。
　説明を終えたら結末へ。
▼描写
　国内のあちこちで、混沌災害が発生して
いるようだ。ＰＣたちの城には、その報告
に来た兵士や、避難してきた領民たちが集
まってきている。

ターシャ「混沌災害は、どんどん広がって
いるようです。あまり時間をかけずに、調
査を行なった方がいいでしょうね」
ターシャ「また、現在、国内に行商人のユー
ノさんが来ています。何か役に立つ品物を
持っているかもしれませんね」

（ＧＭからシナリオルールを解説する）
ターシャ「まずは、現在の『混沌濃度の異
常』について調べた方がよいでしょう。そ
れから、大規模な混沌災害の『消えない炎』

『真夏の雪』『明けない夜』を調べないとい
けませんね。時間は限られていますが、わ
たしも魔法でお手伝い（*）します」
▼結末
　ＰＣたちは調査に動き出した。

●調査開始：二周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：５
▼解説
　二周目の調査開始シーン。
　状況解説を終えたら結末へ。
▼描写
　領内の混沌レベルは徐々に上がっている
ようだ。あちこちから、軽微な混沌災害の
報告が続々と入ってきていた。

ターシャ「国の領内全体で混沌濃度が上
昇しているため、小規模な火災や竜巻など
の混沌災害も多発しています」
ターシャ「一箇所を潰しても、混沌濃度の
上昇がおさまる様子はありません。三箇所
すべてを解決する必要があるようですね」
ターシャ「十分に準備して向かいましょう」
▼結末
　ＰＣたちは調査に動き出した。

●調査開始：三周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：６
▼解説
　三周目の調査開始シーン。状況説明を
終えたら結末へ。三周目から「宵闇の魔神」
について調べることができるようになる。

▼描写
　領内の混沌レベルはさらに上がっている
ようだ。領民は、混沌災害に怯えながらも、

『ＰＣ①』を信じて耐えている。
　ターシャが、古ぼけた本を持って、走っ
てきた。

ターシャ「領内の混沌濃度の上昇は、危険
な領域に来ています。最後の混沌災害を、
解決しないといけませんね」
ターシャ「それと、気になっていたことが
あったので、極大混沌期の伝承を調べて
いたのですが、当時、この地には、“ 宵闇
の魔神 ” と呼ばれる、強大なデーモンロー
ドがいたそうです」
ターシャ「商業都市タランの “ 明けない夜 ”
と何か似ている気がして……これについ
ても調べてみたほうがいいかもしれません
ね。闇だけに、やみ（何）が起こるかわか
りませんから……！」
▼結末
　ＰＣたちは調査に動き出した。

●情報収集：情報リスト
▼解説
　ここでは、調査パートで調査可能な情報
について記載している。
　情報の中には、二周目、あるいは三周
目以降でないと調査できないものも存在す
る。そういった項目については「条件：」
にその旨が書かれている。
　以下、情報項目と、それを調べるのに使
用できる技能、目標値を提示する。
　情報に書かれた『（→「闇魔法師」）』と
いう記述は、その情報を入手することで、
新たに「闇魔法師」について情報収集が
可能になることを示している。
　なお、「戦場情報：○○」という情報は、
その戦場ＭＡＰに関する具体的な（データ
的なものも含む）情報となっている。
▼シーン設定について
　情報収集では、任意のＰＣから（*）、調

　導入パートのシーンを終えた
ところで、プレッジシーンを行
なうとよい。

プレッジシーン

　この制限は、混沌災害が国
に被害を及ぼすため、そして放
置すると災害が拡大するため
に、時間が制限される、という
表現になる。
　ＰＣが３人の場合、ターシャ
が〈情報収集〉〈話術〉の判定
を行なう。判定値は６＋２Ｄで
ある。ＧＭは、「国を守る」など、
ターシャが共有しやすい誓いを
ＰＣが立てることで、ターシャ
に天運を渡す、つまりターシャ
の判定にＰＣの天運を使用する
ことを認めてもよい。
　なお、ターシャの判定のダイ
スロールはロードかメイジのプ
レイヤーが行なうのがよいだろ
う。

（*）２回まで

　不休状態のペナルティは重
いものであり、また、調べ残し
た情報については、二周目以降
にも調査可能である。このこと
はプレイヤーに伝えるとよい。

（*）追加の情報収集

　二周目以降で、行ないたい
情報収集や行動がない場合は、
その時点で戦闘ＭＡＰの選択を
行なってもよい。

（*）判定を終えたら

　《リウィンド》の取得を想定
したセリフ。

（*）魔法でお手伝い

　対価については、国庫から支
払った、ということになる。た
だし、アイテムによっては国資
源の資金が一定値以上ないと
調達できない。

（*）調達

　本シナリオでは、「士気高揚」
という独自の行動を用意してい
る。詳細はＰ10 を参照のこと。

（*）情報収集と
アイテム調達以外の行動

　特に順番の希望がなければ、
ＧＭの左隣りに座るＰＣから時
計回りに処理する。全員が１回
ずつ判定を終えたら、ふたたび
順番に２回目の判定を行なう。

（*）任意のＰＣから
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査する項目を宣言し、情報収集の判定を行
なう。その際、シーン（*）に登場し、支
援することは自由に行なえる。
　すべてのＰＣが２回の情報収集（もしく
はアイテム調達など）を終えたら、「●戦
闘ＭＡＰの選択」に進むこと。

▼情報項目リスト
①混沌濃度の異常（目標値８）

〈情報収集〉〈混沌知識〉
　現在、ＰＣたちの国では、全域で混沌濃
度が上昇し、様々な混沌災害が発生して
いる。特に、大規模な混沌が収束している
のが、“ 消えない炎 ”“ 真夏の雪 ”“ 明けな
い夜 ” の三箇所だ。これをすべて聖印で治
めることで、国全体の混沌災害が解決でき
るだろう。
　また、混沌濃度の異常に関しては何者
かの介入が推測できる。恐らくは闇魔法師
の仕業だ（→「②闇魔法師」）。

②闇魔法師（目標値 10）
〈情報収集〉

　なんらかの魔法儀式によって、大規模な
混沌災害を起こしている者がいる。目的は
不明だが、三箇所の混沌災害すべてを解
決しようとすると、介入してくる可能性が
高い。具体的には、三周目に選択した戦闘
に登場する（*）。
　なお、儀式の詳細は、大規模な混沌災
害をひとつは解決した後でないと調査でき
ないだろう（→「⑨魔法儀式」）。

③ “ 消えない炎 ”（目標値 10）
〈情報収集〉〈混沌知識〉

　国の西側、街道の途中に出現した、混
沌の炎。街道を含む一帯で燃え続けており、
国内の交通に悪影響を与えている。
　三箇所の混沌災害の中では、もっとも混
沌レベルが低く、比較的対処しやすいと予
測される。詳しくは偵察が必要だろう（→

「⑥戦場情報：消えない炎」）。

④ “ 真夏の雪 ”（目標値 11）
〈情報収集〉〈混沌知識〉

　国の南側、麦畑の広がる一帯に突如降り
だした雪。今の季節は真夏であり、本来雪
が降るようなことはあありえない。
　また、中心部に強烈な吹雪が発生してお
り、行動が困難である。
　三箇所の混沌災害の中では二番目に混
沌レベルが高い。詳しくは偵察が必要だろ
う（→「⑦戦場情報：真夏の雪」）。

⑤ “ 明けない夜 ”（目標値 12）
〈情報収集〉〈混沌知識〉

　国の中心、王都と並んで栄える商業都
市タランの一帯が、明けない夜……闇に包
まれている（*）。闇の中で様々な混沌投影
体が出現しており、大変危険な状況だ。
　三箇所の混沌災害の中ではもっとも混沌
レベルが高い。恐らく、解決ももっとも困
難だと推測できる。詳しくは偵察が必要だ
ろう（→「⑧戦場情報：明けない夜」）。

⑥戦場情報：消えない炎（目標値 12）
〈軍略知識〉〈混沌知識〉

　“ 消えない炎 ” は、エーテル界からの投
影体を呼び出す門のようなものだ。
　出現する混沌投影体は、サラマンダー、
レッサーエレメンタルなどのエーテル界の
エネミーが中心のようだ。
　なお、混沌核を破壊しに向かうには、高
熱の中に進入する必要がある。そのため、
部隊を連れていくことはできない。ＰＣた
ちも高熱によって被害を受ける。これを防
ぐにはアイテム調達で耐熱装備を入手する
とよい。

⑦戦場情報：真夏の雪（目標値 14）
〈軍略知識〉〈混沌知識〉

　“ 真夏の雪 ” はアイスドラゴンを召喚す
るための儀式だ。完全に召喚されてしまう
と、ＰＣたちでは太刀打ちできないだろう。
　周囲には、冷気に強いエネミーが群れを

なして徘徊している。戦闘はマスコンバッ
トとなる。ただし、吹雪によって部隊が消
耗するため、アイテム調達によって耐寒装
備を調達しないと、すぐに士気がなくなっ
てしまうだろう。

⑧戦場情報：明けない夜（目標値 16）
〈軍略知識〉〈混沌知識〉

　“ 明けない夜 ” は、混沌濃度を極限まで
高めるための魔法儀式だ。
　この闇は魔法的な闇であり、対処するア
イテムを調達しないと、視界が効かず、大
いに苦戦することになりそうだ。
　闇の中には、数多くのエネミーが徘徊し
ている。戦闘はマスコンバットとなる。

⑨魔法儀式（目標値 13）
条件：二周目以降

〈情報収集〉〈混沌知識〉
　解決した混沌災害の現場から見つかっ
た触媒（*）は、恐らく、闇魔法師の肉体
の一部である。触媒となっている肉体は生
き続けて（*）おり、なんらかの邪法の効果
によるものだと考えられる。
　これは禁忌の邪法を使用したものであ
り、メイジのＰＣは、“ 屍の ” ベルドルクと
呼ばれる闇魔法師が邪法を手にしたと魔法
師協会からの通達で見たことがある（→「⑩
ベルドルク」）。

⑩ベルドルク（目標値 13）
条件：二周目以降

〈情報収集〉〈混沌知識〉
　“ 屍の ” ベルドルクと呼ばれる闇魔法師。
みずからの肉体を混沌に置き換え力を得
る、まるで邪紋使いのような魔法師。いく
つかの、禁忌の呪法を協会から持ち出し、
追われている。
　その目的は不明だが、アカデミー時代か
ら、“ 強大な混沌投影体 ” や、極大混沌期
に対するあこがれを口にし、要注意人物と
見られていた。

⑪宵闇の魔神（目標値 12）
条件：三周目

〈情報収集〉〈混沌知識〉
　かつて極大混沌期に、この地に出現した
強大な混沌投影体。周囲を闇と混沌で覆
い尽くしたと言われる。
　いずこかのロード（*）によって倒された。
しかし、伝承によれば、かの魔神は “ 宵闇
のランプ ” と呼ばれるアーティファクトに
よって召喚されるという。どこかに封印さ
れた “ 宵闇のランプ ” を探し出せば、また
召喚されてしまうかもしれない（→「⑫宵
闇のランプ」）。

⑫宵闇のランプ（目標値 14）
条件：三周目

〈混沌知識〉
　極大混沌期に、この地に封印された禁
断のアーティファクト。このランプは、周
囲に光ではなく闇を広げるという。伝承で
は、このランプを擦ると “ 宵闇の魔神 ” が
召喚され、願いを叶えてくれるという（→

「⑬ランプの封印」）。

⑬ランプの封印（目標値 12）
条件：三周目
　古の魔法によって、地下深くに封じられ
ているという。通常の手段では見つけ出せ
ず、ただ闇雲に地面を掘っても決して辿り
着かない場所にある、と伝承にある。
　かつて、ベルドルクは魔法師協会で、こ
の “ 宵闇のランプ ” の封印について調べて
いた。そして、なにがしかの結論に達した
という。この地に現れたのは、そのランプ、
そしてランプの魔神が目的かもしれない。

●調達シーン
登場ＰＣ：任意　混沌レベル：周回による
▼解説
　アイテム調達を行なう場合のシーン。
　国内に来ている行商人、アストリッド・
ユーノ（『ルール１』P317）との対話になる。

　街道の炎からは目（右目）、
農地の雪からは左腕、そして商
業都市の夜からは心臓が発見
される。

（*）触媒

　“ 明けない夜 ” を解決して見
つけた心臓も生きている。これ
を破壊しても、ベルドルクは即
座に死亡したりはしない。彼の
身体は、もはや魔法で動く死体
のようになっているのだ。

（*）生き続けて

　情報収集のシーンは、調べる
項目ごとに１シーンとする。も
ちろん、同じシーンに複数のＰ
Ｃが登場し、判定を行なっても
よい（各ＰＣが行なえる判定回
数は変わらない）。また、判定
を行わずにシーンに登場し、会
話や、メジャーアクションに相
当しない支援（《リウィンド》な
ど）を行なうことは可能である。
　シーンの状況は、国内を偵察
したり、城で兵士や民からの報
告を受ける……といったものに
なるだろう。

（*）シーン

　この「闇魔法師（ベルドル
ク）が、三周目に選択した戦闘
に登場する」という情報は、Ｇ
Ｍ発言としてのメタ的な情報で
あるが、プレイヤーが戦場を選
択するために重要な情報である
ので、情報の内部に記載した。
伝え忘れることがないように気
をつけられたい。

（*）戦闘に登場する

　ちなみに、タランに住む市民
は、既に避難を完了している。

（*）闇に包まれている

　『ＰＣ①』の祖先である。あ
るいは『ＰＣ①』が流浪の騎士
出身などの場合、ファーストロー
ド・レオンだとされている……
とするとよい。

（*）いずこかのロード
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　１回の「アイテム調達」は、情報収集の
判定１回の代わりに行なえ、アイテムひと
つを調達できる。
　条件の元に書かれているのは、必要な国
資源、あるいは必要な判定の技能ととその
目標値である。
　アイテム調達を終えたら結末へ。
▼アイテムリスト
　以下は、調達可能なアイテムである。
　いずれのアイテムも、調達できるのは一
回のみである。

①耐熱装備（重量：０）
条件：〈話術〉10
　高熱から身を守るマント。人数分。
　高熱や炎由来の〈炎熱〉ダメージを常に
５点軽減する。装備にアクションは必要な
いが、１シーン使うと壊れてしまう。

②耐寒装備（重量：０）
条件：資金２、〈話術〉７
　冷気から身を守る衣服一式。人数分。
　冷気による損害を防ぐことができる。装
備にアクションは必要ないが、１シーン使
うと壊れてしまう。

③魔法のランタン（重量：１）
条件：〈話術〉10
　混沌の闇を払う魔法のランタン。
　そのシーンの明度を３にする。
　ただし、ＰＣのうち誰かひとりが、「武器：
サブ」として装備する必要がある。装備に
アクションは必要ないが、１シーン使うと
壊れてしまう。

④暗視の護符（重量：０）
条件：資金４
　闇を見通す魔法の護符。人数分。
　明度低下の影響を受けない。使用にアク
ションは必要ないが、１シーン使うと壊れ
てしまう。

⑤耐魔法護符（重量：０）
条件：資金３、〈話術〉16
　独自に開発された魔法の護符。
　魔法によるダメージ（ベルドルクの通常
攻撃を含む）を受けた際、そのダメージを
一度だけ、10 点軽減する。使い捨て。４
枚セット。このアイテムは、このキャンペー
ン中のみ効果を発揮する。
　魔法師協会に内緒で用意されたもので
あるため、簡単には売ってくれない。ユー
ノへの因縁を取得している場合、目標値が
−３される。
▼描写
　旅の行商人、ユーノは、キャラバンに様々
な物資を積み込んで移動している。
　その中には、今回の混沌災害に対抗で
きるような品物も含まれている。

ユーノ「あら、これはこれは。そろそろ来
る頃じゃないかと思ってたわ」
ユーノ「なんだか大変な様子ね、この国は。
部下たちは、そろそろ逃げ出そうって言っ
てたけど、あなた達が来るかな、と思って
待ってたの。……商売根性？　いやいやい
や、善意ですよ、ゼンイ」
ユーノ「ほら、こういうのが必要じゃない？」
▼結末
ユーノ「本格的に混沌濃度がやばくなって
きたら、あたしたちは逃げるからね。何十
人かだったら、キャラバンに混ぜて一緒に
逃してあげるから、子供だけとか逃したい
なら言ってね。お安くしとくよ！」
　ユーノはそう言って、とぼけた笑顔で手
を振った。

●士気高揚
登場ＰＣ：任意　混沌レベル：周回による
▼解説
　部隊の士気を高める行動。１回の「士気
高揚」は、１回の情報収集の判定の代わり
に行なえる。
　〈聖印〉か〈軍略知識〉で、目標値 10

の判定を行なうこと。成功すると、ＰＣた
ちの取得している部隊ひとつの士気の、最
大値と現在値が＋１される。この修正は、
一度戦闘を行なうか、アフタープレイまで
続く。ひとつの舞台に「士気高揚」を行な
えるのは、一回までである。判定を終えた
ら結末へ。
▼描写
　部隊の兵士たちは、緊張した面持ちで
指揮官であるＰＣを見ている。何か勇気づ
けることができれば、士気も上がるだろう。
▼結末

（成功した）兵士たちの顔に、精気が戻っ
てきた、これなら戦える……！

（失敗した）やはり不安は拭えないようだ。

●戦闘ＭＡＰの選択
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による
▼解説
　ＰＣ全員が、規定の回数の判定（や、代
わりの行動）を終えたら、このシーンになる。
どの戦闘ＭＡＰを選択するかによって、戦
闘パートが変化する。
　戦闘ＭＡＰを決定（*）したら、結末へ。
▼描写
　戦装束に身を包み、ＰＣたちが城を出る。
　真夏の陽光。だが、周囲には濃密な混
沌の気配が、刻一刻と満ちていく……。

ターシャ「それでは、どの混沌災害に向か
われますか？」
ターシャ「わかりました。では、行きましょ
う。ターシャは戦闘ではお役に立てません
が……ご武運を、みなさま」

（三周目）「いよいよ、最後の混沌災害で
すね。これで、この国にも平和が戻ります
……ただ、闇魔法師が現れるでしょう。気
をつけてください」
▼結末
　ＰＣたちは混沌災害へと向かった。

戦闘パート

　戦闘パートは、選択した戦闘ＭＡＰに
よって分岐する。
　それぞれの戦闘ＭＡＰとエネミーデータ
については、Ｐ 14 ～Ｐ 19 を参照。
　戦闘開始時の描写および、ベルドルク登
場時の描写については次ページを参照のこ
と。なお、ターシャは戦場を近くで見ている、
という想定である。戦闘時の解説や、増援
に驚く役割などをするとよい。

●戦闘ＭＡＰ②：消えない炎
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による
▼解説
　「戦闘ＭＡＰ②：消えない炎」（Ｐ 14）を
選んだ場合の戦闘開始・終了時の描写。
戦闘終了したら結末へ。
▼描写
　西の街道。普段なら行商人や旅人が行
き交うこは今、一帯を、揺らめく炎に包ま
れていた。その奥には、炎の中を無造作に
歩く混沌投影体たちの姿があった。
▼結末
　周囲の炎は消えていった……後には、焼
け果てた大地と、そこになぜか、生々しい、
人間の眼球がひとつ、落ちている。
ターシャ「これは……儀式の触媒でしょう
か。調べてみる必要がありそうです」
　ともあれ、混沌災害は解決した。
　ＰＣたちは一時の休息のため、城へと戻
るのだった。

●戦闘ＭＡＰ③：真夏の雪
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による
▼解説
　「戦闘ＭＡＰ③：真夏の雪」（Ｐ 16）を選
んだ場合の戦闘開始・終了時の描写。戦
闘終了したら結末へ。
▼描写
　国の南に広がる穀倉地帯。国の命綱とも
いえるそこは今、真夏にも関わらず、一面

　「戦闘ＭＡＰ④：明けない夜」
の暗闇は、通常の松明などでは
効果がない。ただし、基礎魔法
の《ライト》は有効である。Ｐ
Ｃのメイジが《ライト》を習得
しているようなら、そのことは
伝えておくとよい。

魔法のランタン、
暗視の護符

　戦闘ＭＡＰの選択はプレイ
ヤー同士で相談して行ない、最
終的には『ＰＣ①』が決定する。

（*）戦闘ＭＡＰを決定
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を雪に覆われ、そしてその奥には猛烈な吹
雪が渦巻いていた。
　吹雪の中には混沌投影体たちが歩く影、
そして─獰猛な咆哮が響く。

ターシャ「あ、アイスドラゴン⁉　まさか、
まだ召喚されいないはず……！」
ターシャ「見たところ、不安定で、本来の
体力、つまりＨＰは取り戻していないよう
です。まず、アイスドラゴンを倒しましょ
う！」
▼結末
　周囲の吹雪と雪は消えていった……後に
は荒れ果てた麦畑と、そしてなぜか、生々
しい、人間の左腕が残されていた。
ターシャ「これは……儀式の触媒でしょう
か。調べてみる必要がありそうです」
ターシャ「荒れた麦畑は、生命魔法で修
復できそうです。このままでは凶作で飢饉
が危険ですから、なんとかしてみます」
　ともあれ、混沌災害は解決した。
　ＰＣたちは一時の休息のため、城へと戻
るのだった。

●戦闘ＭＡＰ④：明けない夜
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による
▼解説
　「戦闘ＭＡＰ④：明けない夜」（Ｐ 18）を
選んだ場合の戦闘開始・終了時の描写。
戦闘終了したら結末へ。
▼描写
　商業都市タラン。普段は多くの住人と、
旅人や商人で賑わうその都市は、今、昼
間だというのに宵闇に包まれている。
　その闇は都市に近づくほどに濃くなって
いき、闇の中を徘徊するエネミーの気配だ
けが伝わってくる……。

（暗視対策アイテムを持っている）ユーノ
から仕入れたアイテムは、どうやらこの混
沌の闇も見通せるようだ。
▼結末
　闇は晴れた。後には無人の都市タラン。

そしてその広場には、生々しく脈打つ、人
間の心臓がひとつ、落ちている。
ターシャ「これは……儀式の触媒でしょう
か。調べてみる必要がありそうです」
　ともあれ、混沌災害は解決した。
　ＰＣたちは一時の休息のため、城へと戻
るのだった。

●闇魔法師の登場
▼解説
　三周目の戦闘ＭＡＰには、ベルドルクが
登場する（*）。戦闘が終了したら、戦闘
ＭＡＰごとの結末ではなく、こちらの結末
へ。
▼描写
　混沌投影体の中に、ひとり、黒衣の男が
立っている。これが、闇魔法師か。

ベルドルク「よもや、こちらで用意した仕
掛けのふたつまでを突破されるとはな」
ベルドルク「だが、ここで終わりにさせて
もらおうか。この世界すべてを、闇と混沌
に飲み込ませるために」
ベルドルク「なぜ？　理由などない。我が
魂は闇と混沌に惹かれている。生まれつい
てより、極大の混沌を望んでやまぬ。その
ための贄となってもらうぞ！」
▼結末

（倒された）「馬鹿な……我が大願が、こん
なところで……許せぬ……」

（戦闘が終了した）「ク、ククク……闇の到
来をこの目で見られぬのは残念だが、かく
なる上は、我が身を捧げ、大願の成就をな
そう！　この身すべてを喰らい、かの魔神
への通路を─魔境を開く！」
　P13 の「結末②：三周目」へ。

結末

●結末①：一～二周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による

▼解説
　一周目と二周目の結末になる。
▼描写
　ひとまず城に帰ってきたＰＣたち。しか
し、国を襲う混沌の災厄はいまだ、収まっ
てはいない……。

ターシャ「残りの混沌災害も治めなければ、
この異常事態は終わりそうにないですね」
ターシャ「でも今は休んでください」
▼結末
　ひとまずの休息。だが、戦いはまだ終わ
らないのだ……。

●結末②：三周目
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：周回による
▼解説
　三周目のの結末となる。ベルドルクを倒
した直後から始まるシーンである。

▼描写
　死にゆくベルドルクの笑い声が響く。

ベルドルク「封印された宵闇のランプには、
尋常の手段では辿りつけぬ。ではどうする
か……混沌を集め、魔境を開くのだ！　魔
境が通路となり、闇と混沌のランプ、そし
てランプの魔神、宵闇の魔神へと導くであ
ろう！　魔神が解放されれば、この国ばか
りか、アトラタンすべてが宵闇に包まれる！　
見れぬのが残念だ！」
▼結末
　哄笑するベルドルクの身体が、塵のよう
になって崩れていく。
　そして─商業都市タランの方から、こ
れまでにも増して濃密な、混沌が吹き上が
る。魔境が出現したのだ。
　シナリオ３に続く─。

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：

リアクション：

移動力：

ベルドルク
混沌／人間 アトラタン

10

特技
《状態復帰》１：（『ルール１』P333）
《対軍存在》１：（『ルール１』P335）
《飛行能力》１：（『ルール１』P335）
《追加行動》２：（『ルール１』』P335）
《貫く闇》：メジャーアクション。射程４Sq の単

体に射撃攻撃。命中判定４D ＋ 12。〈衝撃〉
５D ＋ 20 点のダメージを与える。

《切り裂く闇》：メジャーアクション。射程４Sq の
十字に射撃攻撃。命中判定４D ＋ 10。〈炎熱〉

５D ＋ 15 点のダメージと出血を与える。MP50
点消費。

《異常再生》：ＨＰが 10 点未満（瀕死状態含む）
になった際に発動。HP を 20 点まで回復し、《貫
く闇》の対象が２体になる。

《混沌の守護》：ダメージロールの直後。５Sq
内の単体を対象とする。メインプロセス終了時
まで、対象の防御力すべてを＋３Ｄ＋ 10 する。
１ラウンドに１回使用可能。

60 100
14

15

3

5 4 4 10

解説：混沌と融合する邪術を用いる闇魔法師。世
界を闇と混沌に包むのが目的。
　各戦闘ＭＡＰに登場する際は、２ラウンド目のセッ
トアップ最初に、Ｃ２の位置に登場する。なお、ベ
ルドルクが登場したＭＡＰでは、勝利条件に「ベル
ドルクを倒す」が追加され、元の勝利条件と両方
達成する必要がある。

　ベルドルクは、炎や吹雪、闇
の影響を受けることはない。魔
法で対策しているのだ。

（*）ベルドルクが登場する

　シナリオ２の、一周ごとの経
験点は以下の通り。
・エネミー経験点（ひとりあた

り）
消えない炎：９
真夏の雪：11
明けない夜：12

・シナリオの勝利条件
混沌災害を解決した：15
ベルドルクを倒した：20

・カウント取得
消えない炎：４人 1850 ／３
人 1350
真夏の雪：４人 2300 ／３人
1700
明けない夜：４人 2500 ／３
人 1900

アフタープレイ
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湧いたりするわけではないみた
いです。不幸中の幸いです」

●第３ラウンド
　セットアップの最初に、Ｄ３
かＤ５、いずれかの Sq に、トロー
ルが登場する。トロールは溶岩
からはい出てくるが、その肉体
は熱で半ば溶けている。そのた
め、ＨＰが− 40 されており、《再
生能力》はレベル２になってい
る。
　トロールは、もっともＰＣが
多く密集している場所を目指し
て移動し、対象をランダムに決
定して攻撃する。ＰＣが固まっ
ていないようなら、一番近いＰ
Ｃを狙うようにする。
　その際、なるべく《吹き飛ばし》
で、対象を溶岩の Sq に移動させ
るように攻撃する。

・ターシャのアドバイス
「トロールは、範囲に強力な攻撃

をしてきます。できるだけ、散
開しましょう！」

●注意事項
・地形効果とエネミー
　「地形：溶岩」の効果は、エネ
ミーにも効果を及ぼす。といっ
ても、実際に効果を受けるのは、
トロールのみだ。トロールは正
気 を 失 っ て お り、 特 に「 地 形：
溶岩」を避けるような行動はと
らない。

・耐熱装備
　耐熱装備を入手していないと、
この戦闘ＭＡＰは苦戦するだろ
う。ＧＭは、耐熱装備を入手す
るようにアドバイスするとよい。
　もし、ダイス目などの都合で
耐熱装備が入手できなかった場

合、 タ ー シ ャ が 入 手 し て き た、
と し て Ｐ Ｃ に 配 布 し て も よ い。
ただし、その場合、「ターシャの
援護」は行われなくなる。

・ＰＣが３人の場合
　第２ラウンドでのレッサーエ
レメンタルの増援がなくなる。
　また、エレメンタルゴブリン
B がいなくなる。

戦闘ＭＡＰ②：消えない炎

戦闘解説

　シナリオ２の分岐「消えない
炎」の戦闘ＭＡＰである。
　このＭＡＰでは、条件によっ
て 追 加 の エ ネ ミ ー が 出 現 す る。
出現するエネミーすべてのリス
トは以下の通り。

・サラマンダー（『ルール２』
P140）

・トロール（『ルール２』P143）
・レッサーエレメンタル（『ＥＣ

Ⅰ』P ３）
・エレメンタルゴブリン（『ＥＣ

Ⅰ』P ７）

●特殊ルール
・灼熱の空気
　このＭＡＰは全体が高熱に包
まれている。このＭＡＰにいる
耐 熱 装 備 を し て い な い Ｐ Ｃ は、
クリンナッププロセスごとに〈炎
熱〉２Ｄ６点のダメージを受け
る。

・地形：溶岩
　高熱によってドロドロに溶け
た地面。クリンナップにこの Sq
上にいるキャラクターは、〈炎熱〉
２Ｄ６＋５点のダメージを受け
る。飛行状態のキャラクターは、
この効果を受けない。

・混沌の嵐
　ＰＣはセットアップに目標値
10 の〈頑健〉判定を行なう。失
敗すると、ＧＭの任意の方向に
１Sq 移動する。

・ターシャの援護
　第４ラウンドのセットアップ
で、ターシャは以下の援護から
ひとつを行なってくれる。どち
らにするかはＰＣが選ぶこと。
支援：ＰＣひとりの命中判定＋
３
回復：瀕死状態のＰＣひとりを
治療し HP を 10 まで回復
付与：ＰＣひとりの武器攻撃の
属性を〈衝撃〉に変更する。

・ターシャのアドバイス
　各ラウンド開始時（セットアッ
プに追加エネミーが登場した後）
に、ターシャからアドバイスが
ある。各ラウンドの記述を参照
のこと。

●戦闘の勝利条件
　敵を全滅させる。
　なお、トロール登場前にエネ
ミーが全滅しても、戦闘ラウン
ドは継続する。
　ただし、残ったエネミーがレッ
サーエレメンタルだけになった
場合、その時点で混沌災害は収
束し、レッサーエレメンタルは
消滅する。

●第１ラウンド
　エレメンタルゴブリンは、もっ
とも近いＰＣに攻撃する。
　サラマンダーは、ＰＣのうち
ＨＰのもっとも少ないキャラク
ターを、４Sq の距離を保って攻
撃する。必要なら移動する。
　レッサーエレメンタルは、サ
ラマンダーが攻撃した対象に攻
撃する。サラマンダーが倒れた
場合、以後はランダムに目標を
決定して攻撃する。

・ターシャのアドバイス
「サラマンダーは、〈衝撃〉の攻

撃以外には高い防御力を持って
います！　〈衝撃〉属性の攻撃が
あれば、使っていきましょう！」

●第２ラウンド
　セットアップの最初に、Ｂ３
と F ３にレッサーエレメンタル
が１体ずつ登場する。
　レッサーエレメンタルは、サ
ラマンダーが攻撃した対象に攻
撃する。サラマンダーが倒れた
場合、以後はランダムに目標を
決定して攻撃する。

・ターシャのアドバイス
「ぞ、増援……！　でも、無限に

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

エレメンタルゴブリン

解説：エーテル界に迷い込んだことで、精霊の力
の一部を手に入れたゴブリン。代わりになけなしの
理性を失い凶暴化している。

混沌／妖精（モブ）
6

55 30
310

15
特技

《デテコイ精霊》：マイナー。そのメインプロセスに
使用する《スピア》のダメージに＋［混沌レベル×
３］。ＭＰ 15 消費。

《スピア》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋５。〈武器〉３Ｄ＋ 12 のダメージを
与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 7 10 6 0

ティル・ナ・ノーグ

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

レッサーエレメンタル

解説：地水火風の下級の精霊。自我を持たず、
周囲の物体を破壊する暴走した混沌の精霊であ
る。

混沌／精霊
2

20 20
39

11
特技

《精霊の力》：メジャー。射程４Sq 以内の単体に
射撃攻撃。命中判定３Ｄ＋５。〈炎熱〉３Ｄ＋５点
のダメージ。

《ＢＳ無効：出血》（『ルール１』P332）
《属性半減：武器》（『ルール１』P334）
《飛行能力》（『ルール１』P335）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 5 8 8 0

エーテル

PC たち

レッサーエレメンタル A レッサーエレメンタル B

サラマンダー

エレメンタルゴブリン A エレメンタルゴブリン B

地形：溶岩
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スが来ます！　散開を……間に
合わない⁉」

（ドラゴンを倒している）「油断
しないでください、敵はまだた
くさんいます。まずは、数を減
らしていきましょう！」

●第３ラウンド
　アイスドラゴン：不完全体は
行動済みとなり、何もしない。
　 そ の 他 の エ ネ ミ ー の 行 動 は、
前ラウンドと同じ。

●第４ラウンド以降
　偶数ラウンドで、アイスドラ
ゴン：不完全体はブレスを吐く。
　その他のエネミーは、基本的
に前ラウンドと同じ。ダイアウ
ルフとドヴェルグは同じ対象を
狙うように行動し、攻撃する。

●注意事項

・アイスドラゴンのブレス
　 ア イ ス ド ラ ゴ ン の ブ レ ス は、
一撃でＰＣが全滅しかねない威
力を持っている。そのため、ま
ずアイスドラゴン：不完全体を
倒すことを推奨する。

・部隊崩壊
　敵が多いため、複数回の攻撃
によって、部隊崩壊状態になり
やすい。
　その場合、敵を１体倒すごと
に士気が３点回復すること、そ
れによって士気が１以上に回復
すれば、部隊崩壊状態も解除さ
れることを、あらためて確認し
ておこう。
　特に、耐寒装備がないと部隊
崩壊状態に陥りやすいので、注
意が必要だ。

・ＰＣが３人の場合

　ドヴェルグ A と B を省略する。
　また、アイスドラゴン：不完
全体のＨＰを− 30 する。

戦闘ＭＡＰ③：真夏の雪

戦闘解説

　シナリオ２の分岐「真夏の雪」
の戦闘ＭＡＰである。
　 こ の Ｍ Ａ Ｐ で 出 現 す る エ ネ
ミーすべてのリストは以下の通
り。

・ドヴェルグ（『ルール２』
P296）

・ダイアウルフ（『ルール２』
P296）

・イエティ（『ＥＣⅠ』P ５）
・アイスドラゴン：不完全体（次

ページ参照）

　このＭＡＰではマスコンバッ
トを使用する。そのため、ドヴェ
ルグ、ダイアウルフはそれぞれ、
群れとして存在する。データ的
には、それぞれ《軍団》（『ルー
ル２』P289）を４レベルで取得
しているものとし、士気は７と
なる。
　 こ れ ら の エ ネ ミ ー は《 軍 団 》

取得のため、エネミーレベルが
＋１されている。

●特殊ルール
・極寒の嵐
　このＭＡＰは全体が吹雪に包
まれている。耐寒装備を所持し
ていないＰＣは、セットアップ
の最初に〈頑健〉で目標値 15 の
判定を行なうこと。失敗すると、

〈衝撃〉２Ｄ６点のダメージを受
ける。成功した場合は影響なし。

・ターシャの援護
　第４ラウンドのセットアップ
で、ターシャは以下の援護から
ひとつを行なってくれる。どち
らにするかはＰＣが選ぶこと。
支援：ＰＣひとりの命中判定＋
３
回復：瀕死状態のＰＣひとりを
治療し HP を 10 まで回復
付与：ＰＣひとりの武器攻撃の
属性を〈炎熱〉に変更する。

・ターシャのアドバイス
　各ラウンド開始時（セットアッ
プに追加エネミーが登場した後）
に、ターシャからアドバイスが
ある。各ラウンドの記述を参照
のこと。

●戦闘の勝利条件
　敵を全滅させる。

●第１ラウンド
　アイスドラゴン：不完全体は
行動済みとなり、何もしない。
　イエティは前進して、なるべ
く装甲の薄そうなＰＣを攻撃す
る。
　ダイアウルフとドヴェルグは、
前に出てきたＰＣを優先的に攻
撃する。ＰＣの行動値が低いよ
うなら、待機する。
　 ま た ダ イ ア ウ ル フ AB は、 な
るべく同じ S ｑに移動して、同
じ対象を攻撃しようとする。
　ドヴェルグは、なるべく前に
出ずに、《ハンマー投げ》で攻撃
する。

・ターシャのアドバイス
「アイスドラゴンはまだ動けない

みたいです……今のうちに！」
「ブレスを吐かれたらおしまいで

す……！」

●第２ラウンド
　アイスドラゴン：不完全体は、
なるべく多くのＰＣを対象にし
て、《ブレス》を使用する。
　イエティは、なるべく後方の
ＰＣを狙って移動し、攻撃する。
　ダイアウルフは、生き残って
いれば二体同じ対象を狙う。ド
ヴェルグは、前衛となるダイア
ウルフとイエティが生きている
なら《ハンマー投げ》で攻撃する。
倒れていれば、前に出て、《名工
の武具》で攻撃する。

・ターシャのアドバイス
（ドラゴンを倒してない）「ブレ

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

アイスドラゴン：不
ふ か ん ぜ ん た い

完全体

解説：アイスドラゴンが、完全に投影されず、半ば
眠りについた状態。

混沌／竜
10

120 150
00

0
特技

《対軍存在》１：（『ルール１』P335）
《竜の眠り》：奇数ラウンドでは常に行動済み。
《アイスブレス》：メジャー、射程４Sq の十字に射

撃攻撃。命中判定４Ｄ＋ 10。〈衝撃〉５Ｄ＋ 40 点
のダメージを与える。１点でもダメージを与えたら、
硬直を与える。このエネミーを対象に含まない。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 15 0 10 4

ドラコーン

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

イエティ

解説：雪山に住まう謎めいた猿に似た生物。高い
知能を持つという噂もある。

動物／類人猿 アトラタン
4

50 12
37

10
特技

《恐怖の叫び》：セットアップ。自身のいる Sq と周
囲 Sq にいる自身以外の対象に硬直を与え、士気
−１する。10 ＭＰを消費。

《拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋７。〈武器〉４Ｄ＋15 点のダメージ。

《対軍存在》：（『ルール１』P335）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 7 0 5 0

ドヴェルグA ドヴェルグ B

ダイアウルフ A ダイアウルフ B

イエティ A イエティ B

アイスドラゴン

PCたち
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「ギガースに混沌核の気配を感じ
ます。アイツを倒せば、この混
沌災害は消滅しそうです」

「スライムには武器が通用しませ
ん、気をつけてください」

●第３ラウンド
　ギガースは、ＰＣのうち、もっ
と も 近 い 者 に 接 近 す る よ う に、
移動を開始する。もし可能なら
攻撃も行なう。
　ケンタウロスは、可能ならＰ
Ｃから距離を取っスライムを盾
に利用しつつ、射撃攻撃を行な
う。
　スライムとガーゴイルの行動
方針は前ラウンドと変わらない。
　
●第４ラウンド以降
　第４ラウンドのセットアップ
の最初に、Ｄ７にダークエルフ・
アサシンが登場する。

　以降、ダークエルフ・アサシ
ンは、ＰＣのうち、もっとも HP
の少ない者を狙って移動し、攻
撃する。
　その他のエネミーの行動方針
は、前ラウンドと変わらない。

・ターシャのアドバイス
「ダークエルフのアサシンです！　

回避が高いので気をつけてくだ
さい！」

●注意事項
・明度２
　明度２は、〈知覚〉判定のダイ
スが−１個される他、自分を中
心に３Sq までしか視界を確保で
きない。暗視装備がないと、か
なり苦労することになるだろう。
　なお、エネミーはすべて暗視
能力を持っているとする。

・部隊崩壊
　敵が多いため、複数回の攻撃
によって、部隊崩壊状態になり
やすい。
　その場合、敵を１体倒すごと
に士気が３点回復すること、そ
れによって士気が１以上に回復
すれば、部隊崩壊状態も解除さ
れることを、あらためて確認し
ておこう。

・ＰＣが３人の場合
　ガーゴイル E とケンタウロス
を削除し、グリーンスライムの
登 場 位 置 を、 Ｄ ７ に 変 更 す る。
ま た、 ギ ガ ー ス の HP を − 30
する。

戦闘ＭＡＰ④：明けない夜

戦闘解説

　シナリオ２の分岐「明けない
夜」の戦闘ＭＡＰである。
　 こ の Ｍ Ａ Ｐ で 出 現 す る エ ネ
ミーすべてのリストは以下の通
り。

・ケンタウロス（『ルール１』
P340）

・ギガース（『ルール１』P341）
・ガーゴイル（『ルール１』

P342）
・グリーンスライム（『ＥＣⅠ』

P ５）
・ダークエルフ・アサシン（『Ｅ

ＣⅠ』P7）

　このＭＡＰではマスコンバッ
ト を 使 用 す る。 そ の た め、 ギ
ガース以外はそれぞれ、群れと
し て 存 在 す る。 デ ー タ 的 に は、
そ れ ぞ れ《 軍 団 》（『 ル ー ル ２』
P289）を４レベルで取得してい
るものとし、士気は７となる。

　これらのエネミーは、《軍団》
取得のため、エネミーレベルが
＋１されている。

●特殊ルール
・明けない夜
　このＭＡＰは常に明度２とな
る。これには、松明などの効果
はない。ただし、《ライト》など
の魔法の明かりは効果がある。

・ターシャの援護
　第５ラウンドのセットアップ
で、ターシャは以下の援護から
ひとつを行なってくれる。どれ
にするかはＰＣが選ぶこと。
支援：ＰＣひとりの命中判定＋
３
回復：瀕死状態のＰＣひとりを
治療し HP を 10 まで回復
付与：ＰＣひとりの武器攻撃の
属性を〈炎熱〉に変更する

・ターシャのアドバイス
　各ラウンド開始時（セットアッ

プに追加エネミーが登場した後）
に、ターシャからアドバイスが
ある。各ラウンドの記述を参照
のこと。

●戦闘の勝利条件
　ギガースを倒す。
　ギガース登場前にエネミーが
全滅しても、戦闘ラウンドは継
続する。

●第１ラウンド
　ガーゴイルは石像に偽装して
いる。そのため、ラウンド開始
前に、ＰＣは全員〈知覚〉で目
標値 14 の判定を行なう。この時、
明度２だと〈知覚〉の判定にダ
イス−１個のペナルティを受け
ることに注意。
　第１ラウンドは、この〈知覚〉
判定に成功したＰＣと、ガーゴ
イルのみが行動できる。
　 ガ ー ゴ イ ル は 接 近 し て 攻 撃。
対象はランダムに決定する。

・ターシャのアドバイス
「なんでしょう、石像……でしょ

うか。像だけに、びぞう（微動）
だにしない、なんて……」

「が、ガーゴイルです！」

●第２ラウンド
　セットアップの最初に、Ｄ１
にギガース、F ５にグリーンスラ
イム、G ５にケンタウロスが登
場する。
　ギガースは、このラウンド移
動せず、ＰＣが近寄って来なけ
ればそのまま行動済みになる。
　ケンタウロスは、一番近いＰ
Ｃに射撃攻撃。
　グリーンスライムは、ケンタ
ウロスの盾になるように位置し、
ＰＣが近づいてきた場合のみ攻
撃する。
　ガーゴイルはランダムに選択
したＰＣに攻撃する。

・ターシャのアドバイス

PC たち

ガーゴイル E

ガーゴイルD

ガーゴイル B

ガーゴイル C

ガーゴイル A

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

ダークエルフ・アサシン

解説：ダークエルフの暗殺者。瞬間的に姿を消す
ことで、対象が回避出来ない急所への一撃を食ら
わして消えていく。

妖精／混沌（モブ）
5

43 32
416

20
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。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 3 3 3 0

エルフ

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

グリーンスライム

解説：実体化しそこねた混沌核。緑色の粘液の
塊で、あらゆるものを喰らい尽くそうとする。武器
が通用しないため注意が必要。

混沌
4

43 16
21

8
特技

《喰らう》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋５。〈体内〉４Ｄ＋［混沌レベル×４］
点のダメージと硬直、捕縛を与える。

《属性無効：武器》：（『ルール１』P334）
《属性弱点：炎熱》：（『ルール１』P334）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 − 0 50 0

不明
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　ベルドルクの儀式によって出現した魔境
を攻略するシナリオである。
　基本的に、魔境の攻略がメインとなる。

そのため、ＧＭは魔境ルール（『ルール２』
P206 および P258）を確認しておくとよい。

　闇魔法師 “ 屍の ” ベルドルクが、その身
を捧げることにより、魔境 “ 千の夜の迷宮 ”
が生み出された。
　魔境は、封印された “ 宵闇のランプ ” に
辿り着き、ベルドルクの亡霊が、ランプか
ら “ 宵闇の魔神 ” を召喚する。
　宵闇のランプ、そしてランプの魔神が解

放されれば、世界に混沌と闇が広がってい
くことになる。
　ＰＣたちは魔境 “ 千の夜の迷宮 ” に挑戦
し、その奥深くへと進むことになる。
　魔境の最奥部で、今まさに出現しつつあ
る魔神を倒せば、本シナリオ、そして本キャ
ンペーンは終了だ。

シナリオ概要

ストーリー

ＰＣと国の成長

　前ページのトレーラーを公開した後に、
ＰＣと国の成長を行なう。
　また、成長にあたり、プレイヤーには以
下の情報を伝えること。

・本シナリオでは魔境を攻略する
・魔境には多数の戦闘と罠が存在する
・魔境には部隊を連れていくことになる

　また、セッション中にも、情報やアイテ
ム入手の機会はある。そのことも、プレイ
ヤーに伝えておくとよいだろう。

●シーン１：魔境出現
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：６
▼解説
　シナリオ２の結末からすこし後の場面で
ある。ＰＣたちは城に戻り、傷を癒やし、
態勢を整えたところだ。
　ターシャが報告を終えたら結末へ。
▼描写
　ＰＣたちはひとまず城に戻り、傷を癒や
し、休息していた。
　そこに、タランの魔境を調査に向かって
いたターシャが戻ってくる。

ターシャ「ターシャ、ただいま戻りました、
『ＰＣ①』様」

ターシャ「やはり、タランは魔境と化して
いました。魔境の本体は地下に広がってい
るようです。どこまで深いかまではわかり
ませんでしたが……中は闇に包まれている
ようでした」
ターシャ「このままでは、魔境が広がる
……あるいは、中から “ 宵闇の魔神 ” が復
活してしまったら、この国が、いえ、アト
ラタンが闇と混沌に飲まれてしまうかもし
れません。魔境を攻略する……しかないで
しょう」
ターシャ「それにしても、ベルドルクひと
りを捧げて開いた魔境にしては、巨大すぎ
る気がします。何か資料がないか、調べて
みましょう」
ターシャ「それと、行商人のユーノさんが、

何か話がある、とのことでした。行ってみ
たらいかがでしょう。ユーノさんも、ああ
見えて有能な方ですから」
▼結末
　魔境攻略の準備を始めることにした。

●シーン２：魔境調査
登場ＰＣ：任意　混沌レベル：６
▼解説
　魔境について事前に情報を調べるシー
ンである。
　判定は、ＰＣひとりにつき１回まで可能。

・千の夜の迷宮（目標値 13 ／ 16）
〈混沌知識〉〈情報収集〉
（目標値 13）その名の通り、夜を具現化し

たような魔境。中は闇に包まれているため、
明かりの用意が必要だ。松明（『ルール１』
P186）があれば、１シーンは明かりが確保
できる。松明の重量２に気をつけて持って
いくのがいいだろう。

（目標値 16）異世界の夜とつながっている
のであれば、寒冷地の、極寒の夜に繋が
ることもあるかもしれない。寒さへの対策
をしておくといいだろう。
　情報収集の判定を終えたら結末へ。
▼描写
　ターシャは、城の書庫を漁って、“ 宵闇
のランプ ” と魔神について調べていた。

ターシャ「どうも、あの魔境は、ベルドル
クが開いた魔境と、ランプの力で生まれた

メインプレイ

トレーラー
闇魔法師ベルドルクは、その身を捧げることで強引に儀式を完成させた。

商業都市タランはふたたび闇に飲み込まれる─今度は、魔境という、地の底に続く闇に。

魔境 “ 千の夜の迷宮 ”。
そこは、あらゆる異界の怪物と、死を呼ぶ罠で満ち満ちた、死の迷宮だ。
だが、ＰＣたちはその中に踏み込み、最深部を目指さなければならない。

国を、民を救うために。

そして迷宮の奥、千の夜の先で、ＰＣたちは闇の魔神と対決する。

グランクレストＲＰＧキャンペーン
最終話

「宵闇の魔神」
混沌（カオス）を治め、聖印（クレスト）に至れ。

シナリオ３：宵闇の魔神
　本シナリオでは、基本的にＰ
Ｃのフラッグ取得は想定してい
ない。
　ただし、ＧＭが、ロードのＰ
Ｃにふさわしいフラッグがある
と考えたら、取得を認めてもよ
いだろう。

フラッグの取得
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魔境が繋がったもののようですね」
ターシャ「かつて、ランプの力で生まれた
魔境は、“ 千の夜の魔境 ” と呼ばれました。
あらゆる世界の夜に繋がる魔境とか」
▼結末
　情報は手に入れた。備えをし、魔境に
挑むとしよう。

●シーン３：行商人の置き土産
登場ＰＣ：任意　混沌レベル：６
▼解説
　行商人アストリッド・ユーノから、アイ
テムの提供を受けるシーンである。
　アイテムは、以下の通りだ。これらは、
判定の必要なく、５つまで選んで取得でき
る。同じものを複数選んでもよい。

・シナリオ２調達シーン（P １０）のアイ
テムリストにあるアイテム

・HP ヒールポーションと MP ヒールポー
ション２本ずつ

　アイテムを選択（*）したら、結末へ。
▼描写
　ユーノのキャラバンは、旅立ちの準備を
しているようだった。

ユーノ「悪いけど、わたしたちはここから
離れるわ。危なそうだもの」
ユーノ「でも、あの魔境を放っておくと危
なそうだし……それに、しばらく滞在して
情も移ったから、役に立ちそうなものが
あったら、持っていって」
ユーノ「もちろん、お代はあとでいただき
に戻るけどね」
▼結末
　ユーノのキャラバンは旅立っていった。
　準備は整った……いよいよ、魔境 “ 千の
夜の迷宮 ” に挑む時だ。

●プレッジシーン１（*）
　ここでプレッジシーンを挿入する。

●魔境攻略
▼解説
　タランに開いた入り口から魔境に突入
し、攻略する。エリアは A から始まり、エ
リア I が最深部（中心部）となる。最深部
に辿り着き、魔境の核を破壊すれば、ＰＣ
たちの勝利となる。なお、魔境内の戦闘は
すべてマスコンとして扱う。
▼明度
　変異律によって魔境内は常に明度１とな
る。松明（*）や、ユーノから調達した暗
視装備があれば影響は受けないが、それ
ぞれ１シーン（*）しかもたないことに注意。
　《ライト》の魔法や、ウィル・オー・ウィ
スプの固定召喚の場合は、特に時間に縛ら
れず継続する。
　ただし、ハプニング：天変地異が発生し
た場合、その時点で継続している松明と《ラ
イト》の効果は消滅する。ユーノの暗視装
備とウィル・オー・ウィスプは影響を受け

ない。

●エリアＡ：夜霧の騎士
混沌レベル：７　パス数：１
▼解説
　魔境のエントランスであり、ＰＣたちの
初期位置。デュラハンとの戦闘になる。
　デュラハンを倒したら結末へ（*）。
▼描写
　闇に覆われた商業都市タランの広場に、
どこまでも続くような階段がある。
　そこを降りて行くと……見知らぬ街に出
る。夜の街、まったく人の気配がない、死
んだような街だ。不気味な夜霧が立ち込め
ている。
　しばらくすると（*）目の前の街路に、首
のない亡霊騎士が現れた。

ターシャ「デュ、デュラハンです！」

戦闘ＭＡＰ：エリアＡ

PC たち

下り階段

トラップ：毒霧５

デュラハン

建物（進入不可）

　 デ ュ ラ ハ ン（『 ル ー ル １』P339）
との戦闘になる。デュラハンはセッ
トアップで《死の予言》を行なう。
その後、複数のＰＣに攻撃できるな
ら《回転攻撃》を優先的に使用。で
きない場合は、攻撃可能なうち一番
遠いＰＣを、《コシュタ・パワー》で
攻撃する。このデュラハンは《対軍
存在》を取得しているとし、エネミー
レベルをが＋１されている。

・階段
　なお、D １には階段があり、D １
に移動した後、メジャーアクション
で目標値８の〈運動〉判定に成功す
ると、シーンから退場する。失敗す
るとその場で足踏みする。全員が階
段を降りたら、エリア移動に移る。
　Ｄ２には毒霧（強度５、『ルール２』
P ２８０）が仕掛けられている。

戦闘解説

宵闇の魔神　魔境ＭＡＰ

魔境名 魔境LV

形状・規模
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支配者の運命：３レベル／宵闇の魔神のダイスを振り直す。シナリオ３回
魔獣の楽園：３レベル／種別：魔族の判定の達成値＋３
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〜
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祝福
変異減少:永劫の夜
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変異律
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魔獣の楽園：３レベル／種別：魔族の判定の達成値＋３
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魔境名 魔境LV

形状・規模

千の夜の迷宮 10

変異律

商業都市タランを入り口に、地下深くへと広がっている。
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それぞれ異なる国や世界の夜空が見える。

永劫の夜：２レベル／魔境内では常に明度１
久遠回廊：２レベル／移動時のターン数＋２
支配者の運命：３レベル／宵闇の魔神のダイスを振り直す。シナリオ３回
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　魔境内でのプレッジシーン
は、３エリアクリアを目安に挿
入するとよい。

（*）プレッジシーン

　ここで選択可能なアイテム以
外でも、『ルール１』記載のア
イテムは、は重量が許す限り自
由に取得してよい。特に、松明
はあるとよいだろう。

アイテムを選択
　松明はつけるのにマイナーア
クションが必要だ。戦闘ラウン
ドの場合、誰かが松明を使用す
るまで効果がないことに注意。
　ユーノの暗視装備の場合、
使用にアクションは必要ない。

（*）松明

　魔境内での１シーンは、新し
いエリアに入ってから、次のエ
リアに到達するまでとする。Ｇ
Ｍは、長時間探索や休憩を行
なった場合、シーンが変わった
としてよい。

（*）１シーン

　この間に、松明をつけたり、
《ライト》を使用したりしてよい。

（*）しばらくすると

　デュラハンを倒したら、治療
や休憩などを行なうことができ
る。全員で階段を降りた場合は、
そのままエリア移動に。

（*）結末へ
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▼結末
　デュラハンは夜霧に消えていった……。

●エリアＢ：機械仕掛けの夜
混沌レベル：７　パス数：２
▼解説
　罠が仕掛けられた通路（*）である。
　トラップの種類とレベルは以下の通り。
①飛来する矢：５（『ルール２』P280）
②ギロチン：３（『ルール２』P278）
③落とし穴：３（『ルール２』P ２７8）
　長時間探索（『ルール２』P215）を行な
うことで、すべての罠にトラップ探知（『ルー
ル２』P275）を行なうことができる。
　行わずに移動を選択した場合、すべて
の罠が発動する。
　すべての罠をクリアした（もしくは効果
を受けてしまった）ら、治療や休憩などを
行なうことができる。
　エリア移動を宣言したら結末へ。
▼描写
　階段を下っていく。
　どこまでも続くような錯覚を覚える。
　壁に空いた窓からは、見るたびに違う星
座の夜空が見える。
　そして、辿り着いたのは……。
　暗闇の中、あちこちから機械が動く音が
する。歯車、バネ、水車……。
　機械だらけの、込み入った通路だ。

ターシャ「不気味ですね……何か、罠があ
るかもしれません。慎重に進みましょう」
▼結末
　キリキリ、キリキリ……歯車の音を背後
に、キミたちは階段を降りていく。

●エリアＣ：亡霊の夜
混沌レベル：７　パス数：２（隠しパス：１）
▼解説
　ベルドルクの亡霊が登場する。
　亡霊の肉体は半透明の非実体だが、右
腕だけは生身（死体だが）であり、これ

はトラップ：大爆発２（『ルール２』P279）
として扱う。プレイヤーが宣言した場合の
み、トラップ探知の〈知覚〉を行わせること。
成功すれば、解除（右腕を放り投げるなど）
を試みることができる。
　ＭＡＰは使用せず（*）、ＰＣは全員、大
爆発の範囲にいるとする。
　ベルドルクが消滅した後、あらためてＰ
Ｃ全員に目標値 12 の〈知覚〉判定を行わ
せる。成功すると隠しパスを発見する。
▼描写
　新たな部屋（？）は、夜の荒野だ。
　生きるものがまったく存在しない、無明
の荒野。そこに、亡霊が浮かんでいる。
　ベルドルクだ。
　その姿は半透明に揺らいでいる。

ターシャ「ベルドルク！　迷い出るとは
……でも、力のない亡霊のようですね」
ターシャ「あれ、でも右腕だけ妙にはっき
りして、透明じゃないですね。右腕だけ実
体なのかな……？」
ベルドルク「ふ、ふふ……来たか、勇者た
ちよ。だが、もう遅い。我は願った、この
右腕で “ 宵闇のランプ ” に触れ、魔神を呼
び出して……永遠の夜を！」
ベルドルク「混沌に惹かれた。その力に、
すべてを飲み込み、生み出す可能性に。
理由などそれだけだ。貴様らも変わるまい。
混沌を操り、食らうものども」
ベルドルク「くくく！　能書きはここまで
だ。我は闇に飲まれて消えよう……貴様
らを連れてな！　さらばだ」（右腕を掲げ、
爆発して消滅する（*））
▼結末
　ベルドルクは消え、荒野には、ふたたび
地下へと伸びる階段がある。

（隠しパスを発見した）ふと気づくと、荒
野の彼方に、灯台のような明かりが見えた。
どこか穏やかな、混沌とは無縁の光だ。

●エリア C2：夜警の塔
混沌レベル：７　パス数：１
▼解説
　かつて “ 宵闇のランプ ” を封じた魔法師
の建てた、封印の監視塔である。
　魔法師アーシャの魔法記録映像が、ＰＣ
たちと会話する。これは映像ではあるが、
ＰＣと会話できる。人格を魔法で複製した
幻影、といったようなものだ。
　また、監視塔に残ったアイテムを、アー
シャがＰＣたちに渡してくれる。
　重量が許す限り、以下のアイテムを持っ
ていってよい。

・松明（重量２）× 10
・ハイ HP ヒールポーション×１
・ハイ MP ヒールポーション×１
・万能薬×４
・身代わりの魔石×１
・鎮守の符×３：判定の直前。混沌発散・

緊急発散の判定時に使用。判定の達成
値に＋５する。使い捨て。重量１。

　アーシャとの会話を終え、エリア移動を
宣言したら結末へ。
▼描写
　夜空の下、混沌を封じるように、まっす
ぐに塔が立っている。頭上は満天の星空。
　塔の入り口に立つと、迎え入れるように
扉が開く。その奥にテーブルと水晶球。
　水晶球から光が放たれ……ローブに身
を包んだ、小柄な老婆の幻影が現れた。
その顔は、どこかターシャに似ている。

アーシャ「ようこそ、夜警の塔へ。おっと、
『やけい』といって、夜景が綺麗でロマン

チックね、ではなく、夜を警備する方じゃ
ぞ……ほっほっほ」
アーシャ「儂はアーシャ。かつて、かの宵
闇の魔神を倒し、宵闇のランプを封じた
ロードに仕えた魔法師じゃ。もっとも、こ
の儂は、幻影じゃがね」
アーシャ「（『ＰＣ①』）はて、おぬし……あ
の方によく似ておられる」

アーシャ「儂とあの方……ロード様は、宵
闇のランプを、結界に封じた。地下深く、
というより、“ 深く ” という概念を利用した
異界に封じ……まあ、面倒な話はよいわ」
アーシャ「しかし、見ての通り、その結界
は破られ、ランプが生み出した魔境と地上
が繋がってしもうた。いずれ、地上にも闇
が─混沌の夜が溢れ出よう」
アーシャ「しかし、まだ希望はある。魔神
はまだ完全には復活しておらん。なんとか
魔神を倒し、ランプを封じれば……この災
厄を、治めることもできよう」
アーシャ「この塔には、役に立ちそうな魔
法の道具も色々残っておる。持っていくと
よいじゃろう」
アーシャ「それでは皆様、よろしく頼みま
したぞ。『ＰＣ①』さま、あの方の面影を
持つ貴方様なら、きっと……」
▼結末
　アーシャは消えた。
　キミたちは魔法のアイテムを受け取り、
ふたたび魔境の奥へと進む……。

●エリア D：吹雪の夜
混沌レベル：７　パス数：２
▼解説
　エネミー（*）との戦闘になる。戦闘デー
タは次ページ参照のこと。
　戦闘を終えたら結末へ。
▼描写
　そこは吹雪の夜だった。
　視界を白く染める雪の中から、獣たちの
獰猛な唸り声が響く。

ターシャ「さ、寒いです……耐寒装備を」
ターシャ「ここは、敵を倒さないと次に進
めないみたいですね」
▼結末
　吹雪がおさまっていき、雪の中に、はる
か下に続く階段が見えた。

　通路の状況は下記の通り。

　なお、明度１の場合は、ト
ラップ探索のための〈知覚〉
もダイス−２個されることに
注意。

（*）通路

階段

落とし穴：３

ギロチン：３

飛来する矢：５

PCたち

　ＧＭが望むなら希望してもよ
い。その場合、ＰＣたちは D ６、
ベルドルクは D ５に配置する。

（*）ＭＡＰを使用せず

　以後、エリア C にはイベント
は発生しない。

（*）消滅する

　ここで登場するフォレスト・
ゴリラは《軍団》を４レベルで
取得しているものとし、士気は
７となる。シルバーバックは《対
軍存在》を取得している。
　これらのエネミーは、特技取
得のため、エネミーレベルが＋
１されている。

（*）エネミー
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●エリア E：幻霧の夜
混沌レベル：７　パス数：２
▼解説
　霧に包まれ、視界の遮られたエリア。
　〈知覚〉の判定に３回成功しないと、エ
リア F に通じる階段にたどりつかない。
　〈知覚〉の判定はメジャーアクションとな
る。敵は登場しないが、戦闘ラウンドで解
決すること。

・判定１回目：目標値 10
　全員が失敗すると、ハプニング：精神減
衰が発生する。

・判定２回目：目標値 12
　成功すると、さらにトラップ：毒霧５

（『ルール２』P280）を発見する。解除はメ
ジャーアクションとなる。ＰＣは全員効果
範囲にいるとする。
　全員が〈知覚〉判定に失敗すると、トラッ
プ：毒霧５が自動的に起動し、これは解除
するまで何度でも起動する。

・判定３回め：目標値 14
　全員が失敗すると、ターン数が＋１Ｄ６
される。
　成功すると、階段にたどり着く。結末へ。
▼描写
　そこは、目と鼻の先も見えないほどの、
濃霧に覆われたエリアだった。

ターシャ「最初の霧の街に少し似てますね、
でも、ここまで霧が濃いと、階段までたど
り着けるかどうか……」
▼結末
　霧の向こうに、階段が見える。
　下からは、地獄のような呻き声や、叫び
声が聞こえてくる……。

●エリア F：惨劇の夜
混沌レベル：７　パス数：３
▼解説
　エネミーとの戦闘になる。戦闘データは
次ページ参照のこと。
　登場するエネミーは、コラプサーデビル

とオーガである。オーガは互いに殺しあっ
ており、HP が全員− 40 されている。
　戦闘を終えたら結末へ。

▼描写
　そこは異様な世界だった。
　戦場だろうか。ところどころに、髑髏を
使用した篝火が焚かれ、夜闇の中で、獰
猛な鬼たちが、互いに殺し合っている。
　ひとり、それを高台から見下ろしている
者がいる。ぶよぶよと膨らんだ肉体を持つ
魔族だ。

コラプサーデヴィル「ひゃははは！　殺し
合え！　殺し合え！　永劫の夜の中で、無
限に殺し合えーい！」
コラプサーデヴィル「（ＰＣたちに気づき）
ん？　ほう、新たな獲物！　くかか、面白い、
おい貴様ら、そいつらを殺せ！　お前ら同
士の戦いは見飽きたわ！」
ターシャ「あわわ、なんという数でしょう
……これはまずいですよ」
ターシャ「でも、あいつらは互いに殺しあっ
て、HP が半減してるみたいです」
▼結末
　敵は倒れた。数多の骸の下に、階段が
ふたつある。
　ひとつは楽しげな大勢の歌声や笑い声
が聞こえてくる（エリア G へ）。もうひとつ
は静まり返っている（エリアＨへ）。
　いずれかを選び、進むこと。

●エリア G：欲望の夜
混沌レベル：７　パス数：２
▼解説
　あらゆる「夜の快楽」の集まった場所。
　このエリアでは、トラップ：無の理（『ルー
ル２』P281）により、変異律：永劫の夜が
無効になっている（明度３）。
　ここでは、様々な歓待を受けることがで
きる……が、実際のところ、そのほとんど
は魔神の罠（*）である。

戦闘ＭＡＰ：エリア D

PC たち

地形：森林

シルバーバック

フォレスト・ゴリラ A フォレスト・ゴリラ B

フォレスト・ゴリラ C

　ゴリラたちは、ＰＣを《投げ飛ばす》
で森林に移動させ、分断させて戦お
うとする。

●特殊ルール
・極寒の嵐
　このＭＡＰは全体が吹雪に包まれ
ている。耐寒装備を所持していない
ＰＣは、セットアップの最初に〈頑健〉
で目標値 15 の判定を行なうこと。失
敗すると、〈衝撃〉２Ｄ６点のダメー
ジを受ける。成功した場合は影響な
し。

・ＰＣが３人の場合
　フォレスト・ゴリラ C を削除。

戦闘解説

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

シルバーバック

解説：フォレスト・ゴリラの群れの長。長い時を過
ごしているため、背中の毛が銀色になっていること
で識別できる。

動物／類人猿
7

69 22
314

18
特技

《拳》：メジャー。０Sq の単体に白兵攻撃。命中
判定３Ｄ＋ 10。〈武器〉４Ｄ＋ 20 点のダメージ。

《ドラミング》：セットアップ。シーンに登場している
全ての「種別：類人猿」は命中判定に＋２、ダメー
ジに＋８される。10 ＭＰ消費。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 15 5 18 0

不明

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

フォレスト・ゴリラ

解説：混沌に汚染された森に住まうゴリラ。人に
匹敵する知性を持ち、凶暴で残忍、かつ人類へ
の限りない憎悪を抱いている。

動物／類人猿
4

44 16
39

16
特技

《拳》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋７。〈武器〉４Ｄ＋15 点のダメージ。

《投げ飛ばす》：メジャー。射程０Sq の単体に白
兵攻撃。命中判定３Ｄ＋ 10。〈武器〉３Ｄ＋ 12 点
のダメージを与え、２Sq 強制的に移動させる。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 12 5 10 0

不明

　見抜こうとする場合、寝所は
トラップ：眠りの香気の発見目
標値 16、酒はトラップ扱いで
発見目標値 14、ミミックは同じ
く発見目標値 18 となる。

（*）魔神の罠
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・豪奢な寝所
　一回だけ、HP と MP が２D ６＋［混沌
レベル×３］回復する寝所。しかし、トラッ
プ：眠りの香気４（『ルール２』P281）が
仕掛けられている。なお、解除すれば、そ
のまま回復の効果を受けることができる。

・黄金の酒
　MP が２D ６＋ 10 点回復する。ミミック
と戦闘になった場合のみ、飲んだ者は強度
10 の毒を受けて戦闘を開始する。

・輝く宝箱
　ミミック（下記参照）である。受け取ると、
ミミックとの戦闘になる。この戦闘はマス
コンではない。
　歓待を受けるなり断るなりして、ここか
ら離れるなら結末へ。
▼描写
　そこは、たくさんの明かりで照らされた、
夜の歓楽街だ。
　大勢の人間が行きかい、楽しげに酒を

飲み、歌い、愛人と抱き合っている。
　ＰＣたちに、着飾った女が近づいてくる。

女「ようこそ、『欲望の夜』へ。ここでは
お客様を歓待いたします。“ 豪奢な寝台 ”、
“ 黄金の酒 ”、“ 輝く宝箱 ”、このいずれでも、
全部でも、提供いたしましょう」
ターシャ「この人たちは幻影のようです。
寝所や宝箱は実体のようですが……」
▼結末
　ＰＣたちは眩しい歓楽街を離れた。

●エリア H：夜への扉
混沌レベル：７　パス数：２
▼解説
　最深部に続くエリアである。
　最深部へと続く扉のみが存在する。
　扉は、闇の炎で作られており、通過す
る場合、〈炎熱〉４D ＋［混沌レベル×４］
点のダメージを受ける。

戦闘ＭＡＰ：エリア F

PC たち

コラプサーデヴィル

オーガ C

オーガ A オーガ B

オーガD

　コラプサーデビルは、なるべくオー
ガが攻撃しやすい対象に《憎悪の息》
を使用する。憎悪の対象はオーガの
うち、もっともＰＣに近い１体。
　オーガは、もっとも近いＰＣに攻
撃する。移動せずに攻撃できて、同
じ Sq にＰＣがひとりしかいない場合
のみ、《バンプアップ》を使う。そう
でない場合、自身や他のオーガも巻
き込んで《肉切り包丁》で攻撃する。
　このＭＡＰに登場するエネミーは

《対軍存在》を取得しているものとし、
エネミーレベルが＋１されている。

・ＰＣ３人の場合
　オーガＤを削除する。

戦闘解説

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

オーガ

解説：身長３メートルほどの凶暴な人食い鬼。奸
智に長けており、卑劣で残虐。ただし、その包丁
はしばしば自分も傷つける。

混沌／亜人
8

80 37
310

16
特技

《肉切り包丁》：メジャー。射程０Sq の範囲１に白
兵攻撃。命中判定４Ｄ＋ 10。〈武器〉４Ｄ＋ 22 点
のダメージと出血を与える。

《パンプアップ》：マイナー。そのメインプロセスで
使用する《肉切り包丁》の対象を単体に変更し、
ダメージ＋ 20。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 15 8 15 0

フォモール

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

ミミック

解説：宝箱や調度品などに偽装して人間を喰らう
ことにのみ快感を覚える、堕落した器物の霊（オ
ルガノン）。

混沌
8

60 32
320

15
特技

《かぶりつく》：メジャー。射程０Sq の範囲１に白
兵攻撃。命中判定３Ｄ＋ 10。〈武器〉５Ｄ＋７点の
ダメージと出血を与える。

《奇襲の一噛み》：常時。このエネミーがそのシー
ンで最初に行なう攻撃のダメージに＋ 20 する。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 20 6 7 0

ヴェリア

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

コラプサーデヴィル

解説：ぶよぶよと膨らんだ肉体を持つデヴィル。人
の憎悪を果てしなく増大させる。

混沌／魔族
7

63 42
35

12
特技

《憎悪の息》：メジャー。射程２Sq 以内の単体に射
撃攻撃。命中判定３Ｄ＋ 10。〈体内〉４Ｄ＋ 10 点
のダメージと憎悪を与える。

《極大憎悪》：このエネミーによって与えられた憎
悪を受けているキャラクターが受けるダメージは＋
20 される。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 14 2 10 0

アビス

戦闘ＭＡＰ：エリア G

　ミミックは、なるべく多くのＰＣを巻き込
むように攻撃する。
　周囲にいる様々な人間たちは、幻影であり、
戦闘には関係しない。

PC たち

ミミック

戦闘解説
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　ただし、ロードが聖印をかざし、〈聖印〉
で目標値 10 の判定に成功すれば、炎は消
え、何事もなく通過できるようになる。
　エリア I に向かったら結末へ。

▼描写
　そこは、空中に浮いた円形の舞台のよう
な場所だ。
　降りてきた階段が夜空に伸びている。
　周囲にも夜空が広がって、様々な、見た
こともない星座が輝いている。
　よく見れば、その星座、そして夜空は刻
一刻と姿を変える、混沌の闇だ。
　ＰＣたちのいるそして舞台の中央には、
黒い炎でできた扉がある。
　扉の周囲に、青白い炎で文字が浮かび
あがる。

文字「宵闇のランプを求めるもの。闇の炎
に抱かれて消えよ」
文字「あるいは、闇よりも、混沌よりも強
い光でのみ、扉はみずから開くであろう」
ターシャ「どういう意味でしょうか……」
ターシャ「あの扉の向こうが、恐らく “ 宵
闇のランプ ” のある最深部です」

（無理矢理通った）
　扉は炎を吹き上げ、ＰＣの身体を焼き焦
がす。その向こうには、階段がある。

（聖印を輝かせた）
　扉は、聖印の光によって、かき消される
ように消滅する。そして、その向こうには
最後の階段。どこかから「勇者たちよ、武
運を祈る」と声が聞こえる。ＰＣ全員の天
運が、＋１される。
▼結末
　ＰＣたちは最深部へ進む。

●エリア I：宵闇のランプ
混沌レベル：７　パス数；１
▼解説
　魔境の最深部である。

　エネミー、宵闇の魔神との戦闘になる。
　戦闘データは次ページ以降に記載されて
いる。戦闘を終えたら結末へ。
▼描写
　そこは異国の神殿のようだった。
　周囲には柱が立ち並び、天井はなく、混
沌の渦巻く夜空が広がる。
　神殿の中央には、闇を吹き出すランプ
……そして、そのランプから上半身をのぞ
かせる、巨大な魔神がいる。

宵闇の魔神「よくぞ、ここまで辿り着いた
ものだ。何百年ぶりか……よくわかりませ
んが、たいしたものですね」
宵闇の魔神「さあ、どうぞ。願いを言って
ください。わたしは願いを叶える魔神。ど
んな願いでも叶えましょう」
宵闇の魔神「叶えられるのは、闇と混沌に
まつわることだけですね！」
宵闇の魔神「消えるのはできませんね、あ
の男、腕だけになっても辿り着いた、魔法
師の願いを既に聞いていますから」
宵闇の魔神「この世すべてを闇と混沌に包
む……永劫の夜を！　いい願いです。とて
も素晴らしい……」
ターシャ「あれが宵闇の魔神……恐ろしい
力を感じます」
ターシャ「でも、まだ完全には実体化して
いない、今ならまだ！」

　戦闘が開始すると、闇が凝縮し、グリフォ
ンとテンタクラーが出現する。

宵闇の魔神「復活までのしばしの時間、遊
んであげましょう。か弱き人間よ！」
▼結末
　宵闇の魔神は「馬鹿な、このわたしが
……」とつぶやくと、ランプの中へと吸い
込まれて消えていく。次のシーンへ。

●シーン５：ランプの封印
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：５

▼解説
　魔神を倒した後のシーンである。
　魔神を倒すと、混沌核が残る。これが
魔境 “ 千の夜の迷宮 ” の混沌核であり、破
壊する（ロードが吸収する）ことで、この
魔境は消滅する。
　また、壊れた “ 宵闇のランプ ” が残って
いる。こちらは、再度の封印が必要だ。特
に判定は必要なく、アーシャの幻影が現れ
て再封印する。
　混沌核の処理を終え、魔境が消えたな
ら結末へ。
▼描写
　魔神が消えた後、そこには、宙に浮かぶ
混沌核が残った。

ターシャ「これを『ＰＣ①』様が浄化（*）
すれば、魔境も消えるでしょう」

　混沌核を浄化（破壊）すると、天井の
向こうに広がっていた夜空が、徐々に明る
くなってくる。
　まるで、夜明けのように。
　不意に、ＰＣたちのそばに、半透明の老
婆が現れる。アーシャである。

アーシャ「よくぞ、かの魔神を倒した。や
はり『ＰＣ①』様は、かの方……かつて魔
神を倒し、ランプを封印したロード様の魂
を受け継いでおられるのじゃろう」
アーシャ「いや、それだけではないな。お
主らの力、そして絆が、これだけの偉業を
成し遂げたのだ。誇ってよいぞ」
アーシャ「そして……」

　老婆の幻影は、妙齢の美女へと変わっ
ていく。恐らくは、これが若き日の─ロー
ドと共に魔神と戦った時の、アーシャの姿
なのだろう。

アーシャ「ありがとう、あのお方とわたし、
そして仲間たちが封じた魔神が、世に解き

放たれるのを防いでくれて」
アーシャ「我が子孫ターシャよ、お主も、
主に仕え、その役目を全うするがいい」
アーシャ「では、わたしはふたたび、ラン
プと共に封印のために眠りにつこう。さら
ばだ、勇者たちよ……」

　夜明けの光が差し込み、その光の中、アー
シャの幻影は消えていく。
　同時に、魔境全体が光に包まれ、薄れ
ていく……。

ターシャ「魔境が消える……このまま、地
上に戻れるでしょう」
ターシャ「アーシャさま……わたしも、い
つか、あんな風に……ボッキュンボンにな
れるのでしょうか……」
▼結末
　こうして魔境は消え、長かった混沌災害
は幕を閉じたのだった。

●シーン６：災厄の後に
登場ＰＣ：全員　混沌レベル：３
▼解説
　ＰＣたちの国に平和が戻ったことを表現
するシーン。このシナリオの、そしてキャ
ンペーンの大団円を描くものである。
▼描写
　こうして、ＰＣたちの国の混沌災害はお
さまった。国土への被害はまだ残ってはい
るが、まずは、平穏が戻ったのだろう。

ターシャ「商業都市タランへの住人の帰還、
街道の補修、穀倉地帯への支援など、手
配はなんとかなりました。アカデミーへも
支援をお願いしています」
ターシャ「でも、これで平和が戻った、わ
けじゃないですよね。戦乱の時代、この国
は、これからどうなるのでしょう……」
▼結末
　ＰＣたちが、それぞれの答えを返したな
ら、本キャンペーンは終了である。

　ＰＣのロードが死亡している
場合、ＰＣのアーティストやメ
イジが混沌核を破壊すること
で、ひとまず脱出できる。魔境
は消えないが、のちほど、誰か
ロードを連れてきて、きちんと
処理することになるだろう。

（*）『ＰＣ①』様が浄化

　シナリオの勝利条件は以下
の通り。

・魔神を倒した：20 点
・魔境の混沌核を破壊した：
［20 ÷ＰＣ人数］点

・エネミー経験点（ひとりあ
たり）：ＰＣ４人なら 38 点、
ＰＣ３人なら 42 点

・取得カウント：ＰＣ４人な
ら 6550 点、ＰＣ３ 人 なら
5400 点

アフタープレイ
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から！」

●第３ラウンド
　 ラ ン プ 部 分 が 残 っ て い れ ば、
セットアップで《真夏の雪》を
使用する。
　宵闇の魔神はランプ部分が死
んでいれば、《闇の嵐》で攻撃。
もう使用しており、ＨＰが 50 点
以上残っているのであれば、《魔
力充填》を使用する。
　他エネミーは前のラウンドと
変わらない。

●第４ラウンド以降
　ランプ部分はセットアップの
特技を任意で使用する。
　宵闇の魔神は《闇の嵐》を使っ
た後は、《伸びる双腕》で攻撃を
繰り返す。

●注意事項
・明度１
　明度１は、〈知覚〉判定のダイ
スが−２個される他、自分を中
心に１Sq までしか視界を確保で
きない。光源が無いと相当な苦
労を強いられるだろう。
　なお、エネミーはすべて暗視
能力を持っているとする。

・魔獣の楽園
　変異律：魔獣の楽園の効果に
よって、テンタクラー、グリフォ
ンはすべての判定の達成値に＋
３されている。忘れないように
注意すること。

・巨大キャラクター
　宵闇の魔神は魔神部分、ラン
プ部分というふたつの部位をも
つ巨大キャラクターだ。ランプ
部分を破壊すると、魔神部分の

データが変化する。これはター
シャのアドバイスという形で伝
えるとよい。
　なお、ランプ部分を倒しても
士気の回復は行われる。注意す
ること。

・ＰＣが３人の場合
　グリフォンＢとテンタクラー
A を削除。また、宵闇の魔神の
全体ＨＰを− 30 する。

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

テンタクラー

解説：３～５本の瞳のついた触手と、巨大な牙を
持つディアボロス界の肉食獣。

混沌／魔獣
5

48 18
211

15
特技

《触手》：メジャー。射程２Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋７。〈武器〉３Ｄ＋７点のダメージを
与え、対象をテンタクラーのいる Sq へ強制的に
移動させる。

《牙》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋９。〈武器〉４Ｄ＋ 10 点のダメージ
と毒５を与える。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 16 0 10 0

ディアボロス

リアクション：

種別： 出身世界：
レベル：
ＨＰ： MＰ：

移動力：行動値：

グリフォン

解説：鷲の頭と翼を持つ獅子。高山に住まい、単
独で狩猟を行なう。極めて気高く、また獰猛な生
物である。

混沌／魔獣
7

55 26
415

16
特技

《爪》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定３Ｄ＋１０。〈武器〉４Ｄ＋１０点のダメージ
を与える。

《急降下》：マイナー。飛行状態のみ使用可能。
次の攻撃のダメージ＋ 10。飛行状態を失う。

《飛行能力》１：（『ルール１』P335）

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 8 6 5 0

オリンポス

戦闘ＭＡＰ：魔神との決戦

戦闘解説

　シナリオ３のエリア I の戦闘Ｍ
ＡＰである。
　 こ の Ｍ Ａ Ｐ で 出 現 す る エ ネ
ミーすべてのリストは以下の通
り。

・宵闇の魔神（Ｐ 34）
・テンタクラー（『ＥＣⅡ』Ｐ 5）
・グリフォン（『ＥＣⅡ』Ｐ 6）

　この戦闘ではマスコンバット
を使用する。そのため、宵闇の
魔神以外はそれぞれ、群れとし
て存在する。データ的には、そ
れ ぞ れ《 軍 団 》（『 ル ー ル ２』
P289）を５レベルで取得してい
るものとし、士気は８となる。
　これらのエネミーは、《軍団》
取得のため、エネミーレベルが
＋１されている。

●特殊ルール
・ターシャの援護

　第３ラウンド、第５ラウンド
のセットアップで、ターシャは
以下の援護からひとつを行なっ
てくれる。どの援護にするかは
ＰＣが選ぶこと。
支援：ＰＣひとりの命中判定＋
３
回復：瀕死状態のＰＣひとりを
治療し HP を 10 まで回復
付与：ＰＣひとりの武器攻撃の
属性に〈炎熱〉か〈衝撃〉を追
加する

・ターシャのアドバイス
　各ラウンド開始時（セットアッ
プに追加エネミーが登場した後）
に、ターシャからアドバイスが
ある。各ラウンドの記述を参照
のこと。

●戦闘の勝利条件
　宵闇の魔神を倒す。

●第１ラウンド
　最初のセットアップで、宵闇

の魔神（ランプ部分）が《明け
ない夜》を使用する。一時的に
明度１になることに注意するこ
と。
　各メインプロセスでは、宵闇
の魔神は《十指十毒》で炎上５
を選択しつつ、未行動のＰＣを
狙う。また《魔神の誘惑》を積
極的に使用し、ＰＣの振り直し
を誘うこと。
　テンタクラーは《触手》で宵
闇の魔神近くにＰＣを引きよせ、
グリフォンはランダムにＰＣを
攻撃する。

・ターシャのアドバイス
「宵闇の魔神……！　で、でもま

だ不完全みたいです！　ランプ
から抜け出てません！」

「残りが詰まっているウチにラン
プ叩いたらどうにかなりません
かね？　だ、だめですかね」

●第２ラウンド
　 ラ ン プ 部 分 が 残 っ て い れ ば、
セ ッ ト ア ッ プ で《 消 え な い 炎 》
を使用する。この効果はエネミー
も受けるので注意すること。
　宵闇の魔神は《十指十毒》を
使って攻撃。消耗、出血などを
選択するとよいだろう。もしラ
ンプ部分が無くなり、《魔神の誘
惑》を一度でも成功させていた
ら、《闇の嵐》を使用してもよい。
　テンタクラー、グリフォンは
もっとも近いＰＣに攻撃をする
こと。

・ターシャのアドバイス
（ランプが生きていれば）「やっ

ぱりランプを叩きましょう！　
あ れ か ら 力 が 流 れ 込 ん で い ま
す！」

（テンタクラーが生きていれば）
「 あ の モ ン ス タ ー は、 牙 に 毒 を

もっていたはず……。気をつけ
て！」

「魔神の誘惑には乗ってはいけま
せん。必ず悪いことがあります

PC たち

テンタクラー B

グリフォン A

グリフォン B

テンタクラー A

宵闇の魔神

ランプ部分

魔神部分

宵闇の魔神
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トラブルシューティング
　以下に、本キャンペーンにお
い て、 発 生 し う る ト ラ ブ ル と、
その対処法を記述した。
　もちろんＧＭは、自分たちの
プレイグループが満足するよう
にトラブルを解決するのがよい。
下記の対処法は、参考として考
え、実際にプレイヤーの反応を
見たり、意見を聞いたりして決
定するとよいだろう。

●ＰＣが死亡した
　本キャンペーンは戦闘が中心
となったキャンペーンである。
　その分、戦闘は難易度が比較
的高く設定してあり、ＰＣが死
亡する場合もあるだろう。
　 も し、 生 死 判 定 に 失 敗 し て、
あるいは即死して、不幸にもＰ
Ｃが死亡した場合、次のセッショ
ンから、新しいＰＣで参加して
もらうのがよい。
　この時、他のＰＣが既に成長
し、レベルアップしているなら
ば、新しいＰＣも、他のＰＣと
同じレベルまで成長したＰＣを
作成してもらうこと。
　担当のプレイヤーが（他のセッ
ションで得たなどして）経験点
を十分に持っているなら、その
経験点を消費してもらう（上限
は他のＰＣと同じ点数まで、と
する）のがよいだろう。。
　しかし、プレイヤーが経験点
を所有していない場合でも、や
はり、特別に他のＰＣと同じレ
ベルまでレベルアップさせるべ
きである。

●死亡のペナルティ
　ＧＭ（やプレイヤー）によっ
ては、死亡のペナルティとして、
経験点０から、あるいは低いレ
ベルで作りなおすべきだ、とい
う 意 見 も あ る だ ろ う。 し か し、
本キャンペーンにおいては、Ｐ
Ｃは同じレベルで参加した方が、
確実に楽しめる。そのため、レ
ベルを揃えることは、ＧＭのた

めにも、他のプレイヤー全員の
ためにもよいことである。
　もし、ペナルティを用意した
いと考えた場合、キャンペーン
終了後、特別に得た経験点で成
長させたＰＣは、ＧＭをするな
どで得た経験点で、その分を精
算するまで使えない……とする
方法などがある。

●新ＰＣの設定
　 途 中 参 加 し た Ｐ Ｃ の 設 定 は、
メイジであればアカデミーから
新たに派遣されたメイジ、アー
ティストであれば新たに雇われ
た……といった設定が、スムー
ズに合流できるはずだ。投影体
なら、あらたにこの地に投影さ
れた……として合流できる。
　基本的に、設定で困るのはロー
ドＰＣの死亡と交代になるはず
だ。その場合は、新しいＰＣは、
以前のロードＰＣの血縁者であ
るとする（弟や妹、国元を離れ
ていた兄など）のが一番スムー
ズである。
　ＧＭが問題ないと判断すれば、
隣国のロードや、放浪のロード
として合流する方法もあるだろ
う。

●戦闘に勝てない
　ＰＣの死亡にとどまらず、戦
闘に勝てない、というケースも
存在するだろう。
　 い く つ か の 場 合 が あ る の で、
ケースごとに解説する。

・全滅した
　シナリオ１であれば、全員新
しいＰＣを作ってやり直すのが
よいだろう。シナリオ２以降の
場合も、基本的には同じである。
　ただ、ここだけの話、「あれは
夢だった」としてやり直す……
という手も、なくはない。これ
は卓の全員が納得することが前
提だし、キャンペーン中一度き
り に し て お く の が 無 難 で あ る。
なお、やり直す場合は、成長か

らやり直すとよい。
・勝てないことがわかった
　相手の防御力を絶対抜けない、
ＰＣのうち何人かが倒れてもう
復活できない……といった状況
で、「詰む」ことがあるかもしれ
ない。
　その場合、ひとつには「撤退」
という手段がある。
　戦術レベルでＰＣが勝利でき
るようなら（つまり、データは
同じでもやり方やダイス目次第
で勝てそうなら）、キャンペーン
中１～２回は、これを認めても
よいだろう。その場合、特殊な
処理になるが、経験点は再挑戦
後に算出するようにするとよい。
つまり、撤退した場合もセッショ
ンは連続する、という方法だ。
　また、ターシャの各種支援の
よ う な 方 法 で 打 開 で き る な ら、
ＧＭは、ターシャや他のＮＰＣ
を利用して、支援を行なってよ
い。戦闘の敗北は、決してＧＭ
にとって嬉しいことではないの
だ。

●エネミーデータの管理
　本キャンペーンでは、『ルール
１』『ルール２』掲載のエネミー
が多く登場する。
　毎回、該当ページを探すのは
大変だし、戦闘の処理スピード
も落ちてしまう。
　ＧＭは、事前に敵データを確
認して、必要な場所（エネミー
データやエネミー特技）に付箋
を貼っておく、書き写しておく、
など処理をスムーズにできるよ
うにしておくとよい。また、該
当エネミーのページをコピーし
ておくのも、自分が見るために
限定すれば問題ない（コピーし
たものを他人に見せる用にして
しまうと、著作権上問題になり
うる、注意されたい）。

種別：

宵
よ い や み

闇の魔
ま じ ん

神（不
ふ か ん ぜ ん た い

完全体）

魔
ま じ ん ぶ ぶ ん

神部分 ランプ部
ぶ ぶ ん

分

解説：宵闇のランプを媒介に、アトラタン大陸に復
活を遂げようとする魔族。夜空のような濃い藍色の
肌で、巨大な人の姿を取る。本来は、人の望みを
叶えることによって力を蓄え、それによって天変地
異を起こすという性質を持つ。

混沌／魔族
レベル：20

【筋力】36 ／ 13〈格闘〉4、〈頑健〉4
【反射】15 ／ 5〈回避〉3
【感覚】24 ／ 8〈知覚〉3
【知力】24 ／ 8
【精神】24 ／ 4〈意志〉3
【共感】18 ／ 6

全体ＨＰ：250

行動値：20 行動値：9
攻撃：宵闇の爪

命中 4D+13
攻撃力〈武器〉4D+30

攻撃：なし

部位ＨＰ：230 部位ＨＰ：70

特技
《巨体》２：（『ルール１』P332）
《状態復帰》１：（『ルール１』P333）
《対軍存在》１：（『ルール１』P335）
《移動不可》：能力値に関わらず移動力が０となる。

また他の特技の効果でこのエネミーを移動させる
こともできない。

特技
《伸びる双腕》：メジャー。射程２Sq 以内の２体に

白兵攻撃を行なう。
《十指十毒》：マイナー。放心、出血、消耗、炎

上５からひとつを選択すること。そのプロセス中の
白兵攻撃が命中した場合、対象に選択したバッド
ステータスを与える。

《魔神の誘惑》：ＰＣの判定の直後に使用。その
判定を振り直す。対象が効果に同意しなければ、
この特技は効果を発揮しない。

《魔力不安定化》：ランプ部分のＨＰが０以下になっ
たら使用する。《伸びる双腕》の対象を４体に変
更し、このエネミーのすべての防御力に− 10 する。

《闇の嵐》：メジャー。シーンに登場しているＰＣ全
員を対象に射撃攻撃。命中４Ｄ＋ 16、〈衝撃〉10
Ｄ＋［10 ×《魔神の誘惑》が効果を発揮した回数］
点のダメージを与える。１シナリオに１回まで使用で
きる。

《再充填》：メジャー。《闇の嵐》の回数を回復する。
１シナリオに１回まで使用できる。

特技
《明けない夜》：セットアップ。シーンに存在する松明、
《ライト》など、明度を上げる効果の特技・アイテ

ムの効果を解除する。それら特技・アイテムの効
果は、そのラウンドのクリンナッププロセスに回復す
るものとする。

《消えない炎》：セットアップ。そのラウンド中、登場
している耐熱装備をしていないＰＣは、なんらかの
判定を行うたびに〈炎熱〉８点のダメージを受ける。

《真夏の雪》：セットアップ。シーンに登場している
耐寒装備をしていないＰＣは全員〈頑健〉で目標
値 12 の判定を行うこと。失敗すると〈衝撃〉３Ｄ
点のダメージを受け、ラウンド中のあらゆる判定の
達成値が−２される。

《魔力供給》：メジャー。魔神部分を対象とする。
魔神部分のＨＰを30 点回復し（全体ＨＰも回復す
ることに注意）、そのシーン中ダメージを＋５する。
この効果は持続する。

武器 炎熱 衝撃 体内防御力 16 10 10 0 武器 炎熱 衝撃 体内防御力 20 18 12 60

出身世界：ディアボロス

ＭＰ：122

移動力：0 移動力：0
射程：2Sq 射程：−
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プレイレポート
●キャンペーンのテーマ
　本キャンペーンでは、『グラン
クレストＲＰＧ』における、戦
闘と成長の楽しさを味わっても
らうのが、一番の目的だ。
　そのため、シンプルな戦闘中
心のシナリオの連続で成長させ、
新しいデータでの戦闘を楽しん
でもらうような形式になってい
る。

●シナリオ１：プレイ時間
　シナリオ１は、「なるべく短時
間で、すぐ戦闘のできるシナリ
オ」として設定した。
　P １で書かれている各シナリ
オのプレイ時間は、キャラクター
作成を含まないものである。
　テストプレイでは、初心者も
交えてサンプルキャラクターを
使用したケースでは、合計２時
間 半 で セ ッ シ ョ ン が 終 了 し た。
参考にして欲しい。

●シナリオ１：ターシャ
　シナリオ１は、ほぼいきなり
戦 闘 の 始 ま る シ ナ リ オ で あ る。
そのため、状況説明などと合わ
せ、ターシャに喋らせ、ターシャ
の紹介も行なうとよい。
　あるＧＭは、ターシャを「戦
場 Ｍ Ａ Ｐ の 片 隅 に 顔 の グ ラ
フィックが出て、勝利条件とか
を教えてくれるキャラ」と説明
し、プレイヤーは納得していた。

●シナリオ２：成長
　シナリオ２に進むと、ＰＣの
成長が行われる。また、国デー
タの作成と成長も行なう。これ
は、 プ レ イ ヤ ー が 悩 み だ す と、
いくらでも時間のかかる行程だ。
　ＧＭは、シナリオ内の戦闘デー
タなどを踏まえ、プレイヤーに
アドバイスを行ってよい。ヒン
トを出すことで、決定しやすく
なるだろう。
　ただし、プレイヤーに、成長
方 法 を 強 制 す る の は よ く な い。

「このデータにしろ」ではなく「そ
のデータは活用できないと思う
よ」といった、ヒントの形式で
提示するのがよいだろう。
　なお、取得カウントの使い道
としては、特に序盤は、ポーショ
ン類の取得がおすすめだ。

●シナリオ２：ＭＡＰ選択
　シナリオ２での戦場ＭＡＰ選
択は、本キャンペーンで一番面
白い部分だ、といってもよい。
　テストプレイではあるＧＭが

「イージー、ノーマル、ハードの
ＭＡＰがあって、最後に選んだ
ＭＡＰには中ボスが追加される」
と解説していた。非常にわかり
やすい説明だとプレイヤーには
好評であった。
　なお、ＭＡＰ選択のためには、
一周目の調査パートで、①から
⑤までの情報が揃っていること
が望ましい。テストプレイでは、
ＧＭがアドバイスとして、「まず
①から⑤を調べるとよい」とし
ていた。
　逆にいうと、①から⑤まで揃っ
た時点で、「最初にどのＭＡＰを
攻略するか」を考えるのがよい。
その後、該当の戦場情報→アイ
テム調達、と、進むことになる。
　ＰＣ全体（３人ならターシャ
を含む）判定のチャンスは８回
であり、一周目は、失敗する余
裕はあまりない。ターシャの《リ
ウィンド》などを活用するのが
よいだろう。

●シナリオ２：周回プレイ
　シナリオ１とこのシナリオ２
の一周回は、成長などを除くと、
短いプレイ時間で遊べるものだ。
　テストプレイに参加したプレ
イヤーからは、「短時間のオンラ
インセッションでやるのにちょ
うどよい」という声もあった。
　その場合、シナリオ３だけは
長時間を確保したり、分割セッ
ションにしたりする必要がある

だろう。そのことは事前に理解
しておくとよい。

●シナリオ２：ターシャの設定
　 本 キ ャ ン ペ ー ン の 戦 闘 で は、
ターシャが様々な支援を行なう。
特にシナリオ２からは支援が強
力なため、プレイヤーから「ま
だ未熟な魔法師なはずなのに有
能すぎないか？」という、笑い
まじりの突っ込みが入るケース
も何度かあった。
　あるＧＭは「ターシャは未熟
だが、“ 宵闇のランプ ” に関連し
てだけ、いつもより力が出せる
んだ」と説明した。このキャン
ペーンでは、シナリオ３でアー
シャが登場した際、プレイヤー
から「そういう理由だったのか」
と、納得の声があがっていた。
　 テ ス ト プ レ イ で は 発 生 し な
かったが、「ターシャが有能すぎ
るので悪役なのではないか」と
心配するプレイヤーもいるかも
しれない。その場合、（このキャ
ンペーンでは）「ターシャは敵で
はない」とはっきり告げるのが
よいだろう。

●シナリオ３：魔境のリタイヤ
　シナリオ３では、魔境の途中
で ア イ テ ム が 尽 き る な ど し て、
撤退したい場合もあるかもしれ
ない。その場合、一回限り認める、
としてもよいだろう。
　一度撤退して戻る場合は、同
じ戦闘を繰り返すよりは、以前
撤退したところから再開し、必
要なら、その後の戦闘でのエネ
ミーを増やすなどして調整する
とよいだろう。


