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■シナリオ12 旗印のもとに

シナリオ概要
このシナリオは、
「グランクレストＲＰＧ」

■シナリオスペック

にある程度慣れたプレイヤーが遊ぶことを

プレイヤー人数：３～４人

想定して作成している。

プレイ時間：４～５時間

シナリオ中に、ロードはフラッグ（
『ルー

ＰＣのキャラクターレベル：５

ル２』Ｐ 176 参照）の力に目覚めることに
なる。フラッグに関するルールの理解を深

■使用ルールブック・データ

めておくことに加え、事前にプレイヤーと

ルールブック１

ＧＭでどのフラッグを選ぶかをよく相談し

ルールブック２

ておくこと。なお、フラッグの決定はセッ

エネミー・コンペンディウムⅠ

ション中におこなってもよい。

エネミー・コンペンディウムⅡ

また、５レベルのキャラクターの強さを

※エネミー・コンペンディウムはＷＥＢで

楽しんでもらうために、戦闘の回数は多め

ダウンロード可能なデータ集である。こ

に設定されている。

のシナリオのエネミーデータは、全てエネ
ミー・コンペディウムのデータを使用する。

ストーリー
ＰＣ達の国の近隣には、レラクレムとい

王都を攻め落とすつもりだ。また、ベルク

う小国がある。最近年若いロードが国を継

リークの裏では、ＰＣ達の国の成長を快く

いだこともあり、政情が不安定な状態であ

思わないパンドラのエージェント・イリス

る。

が糸を引いている。

そんなレラクレムの国から、ＰＣ達の国

を連れ、魔境を抜け、王都への帰還を目指

力をつけてきたＰＣ達の国の傘下に加えて

すことになる。

次のページに記載されているのは本シ

である、レラクレムの小都市・ネルスの街

ナリオのトレーラーとハンドアウトである。

へ向かう。

キャラクター作成を行う前に、該当部分を

しかし、ネルスの街での会談中、突如発
に飲み込まれてしまう。
混沌災害は、レラクレムがＰＣ達の国に
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トレーラーとハンドアウト

ラクレムのロード・メルシアとの会談の場

生した混沌災害により、ネルスの街は魔境

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：メルシア

因縁：イリス

推奨感情 メイン：誠意／サブ：任意

推奨感情 メイン：脅威／サブ：任意

推奨クラス：ロード

推奨クラス：メイジ

キミは、ロードだ。配下たちを束ね、国を大きく
成長させてきた。
先日、レラクレムのロード・メルシアから従属の
申し出があった。メルシアは、若いながらも聡明な
女性だ。向こうからの申し出とはいえ、従属を受け
入れる以上、キミなりのロードとしての信念を、メ
ルシアに示す必要があるだろう。
しかし、
その機会は、
思わぬ形で訪れることになる。
会見の最中に発生した混沌災害。キミは、キミ自身
の信念に基づいて、この戦いを切り抜けていくこと
になる。

キミは、ＰＣ①に仕えているメイジだ。キミに
は、イリスという名の古い知り合いがいる。彼女は、
優秀な魔法師であったが、闇魔法師に堕ち、協会
やキミと袂を分かった。
そんな彼女を、キミはレラクレムとの会見の場
であるネルスの街で目撃する。いかに闇魔法師と
はいえ、ひとりでキミたちに仕掛けてくるとは思
えない。だが、何か策を弄している可能性は否定
できない。警戒しておくに越したことはないだろ
う。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：ベルクリーク 推奨感情 メイン：猜疑心／サブ：任意

因縁：リベル

推奨クラス：アーティスト

推奨クラス：なし

キミは、メルシアに仕えているアーティストだ。
レラクレムは貧しく、政情も不安定でだ。今後の
ことを考えると、ＰＣ達の国への従属というメル
シアの英断をキミは支持している。
会談が迫る夜、キミは偶然、貴族のひとりであ
るベルクリークが見慣れない女魔法師と密談を交
わしている場を目撃する。ベルクリークは最後ま
で従属の反対派だった男だ。キミは、嫌な予感を
拭うことができなかった。

キミは、ＰＣ①に仕えている。
キミには、リベルという親友がいる。リベルは、
キミたちの国の王都の守備隊長だ。キミたちがレ
ラクレムに向かうにあたり、王都の留守はリベル
に任せることになっている。リベルは、今度生ま
れてくる子供のためにも、キミたちの留守中、何
があっても王都を守ってみせると意気込んでいる。
キミは、お互いまた無事に会おうとリベルと約束
を交わし、ＰＣ①と共に王都を後にした。

ハンドアウトについての補足

欲しい（従属君主となる）との申し出だっ
レラクレムの使者の案内で、ＰＣ達はレ

小国・レラクレムからの従属の申し出を受け入れ、 会見の場・ネルスの街へと向かったＰＣ達。
しかし、 会見の最中、 突如として混沌災害が起こり、ＰＣ達は魔境に囚われてしまう。
そして、 敵の魔の手は、 ロード不在の王都へと迫ろうとしていた。
自らの信念を胸に、 王は帰路に就く。
いざ、 旗印を掲げん。 汝の信念を示すために。
グランクレストＲＰＧ
「旗印のもとに」
混沌 （カオス）を治め、 聖印 （クレスト）に至れ。

推奨感情 メイン：同志／サブ：不安

ＰＣ達は、貴族に見捨てられたメルシア

に使者がやってくる。使者が伝えた内容は、

た。

トレーラー

コピーしてプレイヤーに配布する。詳細は

レイを楽しんで貰いたい。

プレイヤーが３人の場合は、ＰＣ④を省
略すること。戦闘では、ＰＣのデータに応

他のシナリオから続けて遊んでいる場

じてエネミーの数を削ったり、ＨＰを減少

合、既にＰＣの立ち位置が定まっているこ

させると良いだろう。

ともあるだろう。特に、ＰＣ③については、
ハンドアウトの設定をそのまま適用するこ

このシナリオは、ロードがフラッグを取

とが困難である可能性が高い。そういった

得することがシナリオの最重要な点とな

場合は、
「以前レラクレムを訪れたことが

トレーラーは、キャラクター作成前に読み

る。そのため、ＰＣ②～ＰＣ④について

あり、メルシアやベルクリークと面識があっ

上げること。

は、あまりシーンで描写が指定されていな

た」という設定に変更し、他のＰＣ達と共

『ルール１』P352 を参照のこと。

従属することで、自らの権利が失われるこ

い。ＰＣ②～④のロールプレイの指針とし

に、今回ネルスの街を訪れたことにすると

とを恐れた、貴族・ベルクリークによる陰

ては、因縁のキャラクターを意識しつつも、

よい。また、ＰＣ④の因縁についても、既

謀である。ベルクリークは、ＰＣ達が混沌

ＰＣ①が判断に迷う場合に助言をするな

にＰＣと関係を築いているＮＰＣがいる場

災害に囚われているうちに、ＰＣ達の国の

ど、配下としてロードを補佐するロールプ

合は、その人物に変更するとよいだろう。
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キャラクター作成
このシナリオでは、５レベルに成長させ

イジは〈感性〉の判定値が重要となる。ま

国データの作成

た、選択によっては、他者をかばうことを

《アーティファクト所有》
：２

たキャラクターを使用する。キャラクター

要求される戦闘シチュエーションがあるた

10000 カウント（初期作成＋ 9000 カウン

を初期作成した後、140 点分の経験点を使

め、カバーリングが可能な特技があるとな

ト）
を使用して国レベル 10 の国を作成する。

《補給物資》
：１

用して成長をさせること。

およいだろう。

なお、他のシナリオから続けて遊ぶ場合

《薬学知識》
：２

などで既に国が作成されている場合カウ

《運搬技術》
：２

なお、他のシナリオから続けて遊ぶ場合、
ロードが既に５レベル以上であることが必

キャラクターの作成が困難である場合、

《先端医療技術》
：３

ントが 10000 を下回っていることもあるだ
■アーティファクト

須である（フラッグのルールを使用するた

以下の通りサンプルキャラクターを成長さ

ろう。そういった場合は、カウントの差分

め）
。シナリオで魔境を攻略するため、メ

せてプレイするとよい。

だけ今回のシナリオ限定のアーティファク

《ＨＰヒールポーション》
：８

トを支給するなどして対応すること（ポー

《ＭＰヒールポーション》
：８

ション等の消耗品が望ましい）
。

《万能薬》
：４

■ＰＣ①：嵐の乗り手

■ＰＣ②：時空探索者

・クラス特技

・クラス特技

《王騎の印》
：１→３
《重撃の印》
：１→５

《魔法取得：時空魔法》
：３→５
《時空演算》
：１→３

《人騎無双の印》
：１
・ワークス特技
《アクロバット》
：１

《戦術指南》
：３
・ワークス特技
《技能鍛錬：感性》
：１

《駿馬の印》
：１

《走破訓練》
：１
《精神修養》
：１
《天運上昇１》
：１
・能力値
筋力・反射・精神を４点ずつ上昇

■ＰＣ③：戦場の狩人
・クラス特技
《神速照準》
：１→３

《双影の告死鳥》
：１→３
《一騎当千》
：１
《混沌の血肉：感覚》
：１
《千変万化》
：１
《迎撃の矢》
：１
・ワークス特技
《速射》
：１→２
《精神修養》
：１

《魔力高揚》
：１
《天運上昇１》
：１
・能力値
反射・感覚・知力を４点ずつ上昇

《簡易魔法儀式》
：１

《受動瞑想》
：１
《危機感知》
：１
《天運上昇１》
：１
・能力値
感覚・知力・共感を４点ずつ上昇

■ＰＣ④：竜練闘士
・クラス特技
《竜種の巨躯》
：１→３

《竜種の魔眼》
：１→２
《混沌の血肉：筋力》
：１
《生命活性》
：３
《竜種の吐息》
：１
・ワークス特技
《技能鍛錬：頑健》
：１
《タフネス》
：１
《精神修養》
：１

《天運上昇１》
：１
・能力値
筋力・感覚・精神を４点ずつ上昇

《身代わりの魔石》
：４
国の初期作成後、国レベルが 10 まで成
長するため、追加で２回国特徴表を振るこ

※アーティファクトは各ＰＣに当分するこ
と。

とになる。また、９点任意の資源を上昇さ
せることができる。任意の資源を上昇させ

セッション準備

る際は、予め使用したい部隊を念頭に置
いて割り振るとよいだろう。国レベルが 10

キャラクターと自国の作成が終了した

であれば、基本的にはレベル２の部隊を使

ら、ＰＣ間因縁を決定する。ＰＣ間因縁の

用することになる。無駄なく資源を割り振

取得順は、ＰＣ①→ＰＣ②→ＰＣ③→ＰＣ

ることができれば、１～２個のレベル３の

④→ＰＣ①の順となる。各種シート類の記

部隊を使用することも可能である。

入が終了したら、メインプレイを開始する。

最後に、アカデミーサポートとアーティ
ファクトを決定する。使用できるカウント
が多いため、アカデミーサポートとアーティ
ファクトに迷う場合の決定例を記載してお
く。

サンプル国データ
指定したサンプルキャラクターを成長させて使用
する場合の、国資源と部隊の例を記載する。
国特徴：亡命者×２（好きな資源２つに２点）と
自由に割り振れる９点が存在するため、ある程度の
調整を行うことで、ＰＣの構成が違う場合でも対応
ができるだろう。

■国特徴
国特徴１：下町
国特徴２：歓楽街
国特徴（Ｌｖ５）：亡命者
国特徴（Ｌｖ 10）：亡命者

4

■アカデミーサポート

■国資源
食糧：10
技術：１
馬：８
鉱物：１
森林：３
資金：６

■部隊と国資源の割り振り
ＰＣ①：レベル３騎馬兵（食糧４、馬８）
ＰＣ②：レベル２盾兵（食糧２、森林３）
ＰＣ③：レベル２隠密兵（食糧４、資金２）
ＰＣ④：レベル２傭兵（資金４）
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ちが帰ってくる頃だろうから、戻ったら、

メインプレイ
シーン内で指定がされない場合、混沌レ
ベルは３とみなすこと。

ＰＣ①に書簡を渡したレラクレムの使者
が一歩後ろに下がる。謁見の間には多くの

●シーン１：

臣下たちが揃っている。この国も、随分と

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

大きくなった。

▼解説

レラクレムの使者「これが、メルシア様の

イリスとベルクリークが密談をするシー

意思です。どうか、良き計らいをお願いい

▼結末
しばしの別れを惜しみながら、夜は更け
ていく。

●シーン４：

●シーン５：
登場ＰＣ：ＰＣ②

▼解説
ネルスの街。到着後、翌日の会見の前
に街を散策していたＰＣ②とイリスが出会

登場ＰＣ：ＰＣ③

う。

▼解説１

▼描写

回想。メルシアが従属を決め、臣下に宣

ネルスの街は、綺麗ではあるが、民衆に

ン。従属を受け入れることができず、不満

たします、ＰＣ①様」

言をする。

生活の余裕はなさそうだ。ＰＣ②が街の様

を漏らすベルクリークにイリスが話を持ち

側近「メルシア様は聡明な方と伺っていま

▼描写１

子を見て歩いていると、見覚えのある女性

かける。陰謀の糸を引く存在をプレイヤー

す。従属関係を結ぶことは、悪い話ではな

たちに印象付けるシーンである。

▼描写
夜。ベルクリークの館。ふくよかな男が、

いかと。ＰＣ①様、ご決断を」
（ＰＣ①が迷っている場合）

集まったレラクレムの重臣たちに、メル
シアが厳かに告げる。
メルシア「皆、最近力をつけてきている、

レラクレムの使者「では、まずはメルシア

隣国のＰＣ①というロードは知っているな。

とすれ違う。闇魔法師となったかつての友・
イリスだ。
（声をかけた場合）
イリス「久しぶりね、ＰＣ②。随分出世し

怒気を露わにしている。

様に会ってからお決めいただけないでしょ

レラクレムは、彼の国に従属を申し入れよ

たみたいじゃない」

ベルクリーク「あの小娘が……何もわかっ

うか。ネルスの街で会見の用意がございま

うと思う。異論がある者はいるか」

イリス「ここであなたとやり合うつもりは

ておらん！ 従属だと……？ ふざけたこ

す」

メルシア「突然の話だ。混乱している者も

ないわ。明日、きっと面白いものが見れる

とを！ そんなことになれば、わしの私財

▼結末

いると思う。だが、戦いが激しくなるばか

はずよ。お楽しみに」

りのこのアトラタンで、レラクレムの民た

▼結末

はどうなる。愚民どもから不正に徴収した
金は？ これが表ざたになれば……」
イリス「こんばんは。ベルクリーク卿。お
困りかと思い、策を持って参りました」
イリス「会見はチャンスです。愚かな王と、

ＰＣ達は、ネルスの街に出発する。

●シーン３：
登場ＰＣ：ＰＣ④

▼解説

彼の国の王をまとめて排除することができ

出発の前夜。酒場でリベルと会話をする

ます。その方が私たちにとっても都合がよ

シーン。ＰＣ④の導入のためのシーンであ

いですから、私がお手伝いをしましょう」

る。

（イリスが何事かをベルクリークに告げる）
ベルクリーク「くくく……そうか。まあ、
あの街ひとつで奴らを排除できるのであれ

▼描写
リベルが大量の食事を前に、酒を飲ん
でいる。ＰＣ④が酒場に入ってきたことに

ちが安らかに暮らす最善の方法だと、私は

イリスは、意味深な言葉を残して立ち去

思っている。どうか、理解をして欲しい」

る。ここには、ＰＣ達の国の軍だけでなく、

皆が落ち着きを取り戻しつつある中、ベ

レラクレム軍もいるはずだ。滅多なことは

ルクリークは、焦りを顔に浮かべているの

できないはずだが……嫌な予感が拭えな

だった……。

かった。

▼解説２
会見の前夜。ベルクリークとイリスが会
話をしているところを目撃する。

▼描写２
ベルクリークと見慣れぬ女性が会話をし

●シーン６：
登場ＰＣ：ＰＣ①

▼解説１
ネルスの街の中心部、公共の会議場。

ば安いものだ」

気付くと、自分の席へと手招きをする。

ている。見た目からすると、魔法師のよう

メルシアとＰＣ①が会談をすることになる。

▼結末

リベル「聞いたぜ。また遠くに行くみたい

だが、この国では見ない顔だ。

なおＰＣ①が従属の判断に迷う場合、メル

ベルクリークの高笑いが響く。

じゃねぇか。この国ができて以来のお前

話しかけようと近づくと、女性はさっと

シアは、ＰＣ①を信頼しており、裏切り等

さんの戦果ときたら、嫉妬する気さえ起き

姿を消す。

の策を弄するようなことはないことを伝え

ねぇぜ」

ベルクリーク「これはＰＣ③殿。こんな夜

るとよい。

登場ＰＣ：全員

リベル「気を付けて行って来いよ。何があ

更けにどうされました」

▼描写１

▼解説

るかわからねぇからな。俺はここにいるこ

ベルクリーク「明日は、この国の新しい夜

●シーン２：
王城。レラクレムから書状が届き、従

6

▼描写

顔見せてやってくれよ！」

注意を払う必要がありそうだ。

街を巡ったあと、メルシアとキミはここ

としかできねぇから、ＰＣ①様を守れるの

明けになりますな。楽しみです」

にやってきた。互いに信頼の証として、最

属の意思があることが伝えられる。ＰＣ達

はあんただけだ」

▼結末

低限の護衛を外に待たせたことを除き、人

が既に強大な国家を率いていることを示す

リベル「ところでよ、実は俺さ、そろそろ

ベルクリークは、落ち着いているように

シーンである。

子供が生まれるんだ。ちょうどお前さんた

見える。あの女魔法師は何者なのだろうか。

払いは済ませている。
メルシア「ご覧になられましたか、ＰＣ①
7

■シナリオ12 旗印のもとに
様。これがレラクレムの現状です。この国
はあまり豊かではなく、民は日々の生活に
やっと、兵士を揃えることもままなりませ
ん。もし大国と戦争になれば、簡単に踏み
つぶされてしまうでしょう」

●シーン７：

混沌レベル：５

▼解説

なければなりません。そのために、強い力

る以外に、所定のスクエアに到達すること

を持ち、信頼に足るロードと道を共にした

で勝利条件を満たすことができる。この戦

いと考えています」

闘で経過したラウンド数は以降の処理に利

ません。全ては、この国の民が安らかに暮
らせる世を作るためです」
（ＰＣ①が従属を受け入れた場合）

用するため、記録しておくこと。

に戦わせてください」

けでやっとという状況である。

メルシア「それでは、我が聖印を……」

メルシア「こんなところで、何故混沌が

▼解説２

……？」

が引き起こされることになる。譲渡は中断

のがわかる。しかし、それに怪物たちが立
ちはだかる。

▼描写２

メルシア「数が多すぎる！ まずは味方と

メルシアが聖印を掲げたそのとき、突如

合流し、安全を確保するべきですが、こ

として濃密な混沌の気配を察知する。混沌

のまま敵を放置すれば、街の被害が……！

災害となるレベルの強さだ。会議場を含め、

何故こんな時に私は戦えないのだ……！」

辺り一帯が吹き飛ばされる！

▼結末
無事、キミたちは合流することができた。

①様！」
（ＰＣ①を庇う）

軍を立て直し、現在の状況を把握する必

▼結末

要があるだろう。

ここまでがこのシナリオにおける導入の
パートとなる。
ここで、プレッジシーンを挟む。プレッ

サテュロス ×２

ＰＣ②～④

として常にＰＣ①と行動を共にして
いるものとする（戦闘中の処理で彼
女を考慮する必要はない）。

異変を察知したＰＣ達が駆けつけてくる

される。

◆プレッジシーン１

動を妨害するために行動させる。た
だし、同一スクエアに他のＰＣが侵
入した場合は、優先的に攻撃するこ
と。セイレーンのみ常にＰＣ①を引
きつけるために《セイレーンの歌声》
を使用すること。
メルシアについては、エキストラ

破壊され、異形の怪物が闊歩している。傍
に動くことが出来ない。ＰＣ①に着いてだ

シーン７に続く。

セイレーン ×１

りは瓦礫の山だった。混沌により町並みは

これからは、あなたの国の一員として、共

衝撃を受け、ＰＣ①の意識は途切れる。

①が辿りついた時点で戦闘の勝利条
件が達成される。ただし、魔物を野
放しにした場合、ネルスの街の民に
危険が及ぶことになる。そのことを
ＰＣに伝えておくこと。
エネミーは基本的に、ＰＣ①の移

グリフォン ×１

ＰＣ①とメルシアが目を覚ますと、あた

らのメルシアは怪我を負っており、まとも

メルシア「これは……一体何が！？ ＰＣ

ＰＣ①

▼描写

メルシア「受け入れてくれて、ありがとう。

聖印の譲渡（従属）の直前、混沌災害

こ の 戦 闘 は、 マ ス コ ン で は な く、
個人戦闘となる。また、ＰＣ３人の
初期位置と同じ行のスクエアにＰＣ

現れたエネミーと戦闘を行なう。
なお、この戦闘は、エネミーを全滅させ

メルシア「我が聖印に誓って、二心はあり

戦闘解説

混沌災害により破壊されたネルスの街。

メルシア「ですが、私はこの国の民を守ら

（ＰＣ①に真意を問われた場合）

シーン７ 戦闘配置図

登場ＰＣ：全員

グリフォン

サテュロス

種別：混沌／魔獣 出身世界：オリンポス
レベル： ７
ＨＰ： 55
MＰ：26
行動値：15
移動力：４

種別：混沌／妖精 出身世界：オリンポス
レベル： ５
ＨＰ： 45
MＰ：40
行動値：８
移動力：３

防御力 武器

8

炎熱

6

衝撃

5

体内

0

リアクション： 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）

防御力 武器

6

炎熱

3

衝撃

6

体内 ０

リアクション： ９
特技

《キック》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定 2D+10。
〈武器〉3D+11 点のダメージを

与える。

《狂乱の角笛》：セットアップ。射程３Ｓｑの単体がラウ

ンド中に行なう攻撃の達成値＋２、ダメージ＋ 10 する。

ジシーンは、このシーンの他にあと２回用
意されている。

8

解説：鷲の頭と翼を持つ獅子。高山に住まい、単独

解説：山羊の角と下半身を持つ男性姿の妖精。極

で狩猟を行なう。極めて気高く、また獰猛な生物であ

めて好色かつ享楽的であり、自分の欲望のままに振る

る。

舞うことに抑制がない。
9

■シナリオ12 旗印のもとに

●シーン８：

セイレーン
種別：混沌／魔獣 出身世界：オリンポス
レベル： ７
ＨＰ： 32
MＰ：48
行動値：15
移動力：３
防御力 武器

6

炎熱

2

衝撃

1

体内 ０

リアクション： 16
特技

《セイレーンの歌声》：メジャー。射程７Sq の単体に
射撃攻撃。命中判定 3D+9。
〈体内〉
2D+4 点のダメー

ジを与える。この攻撃でダメージを受けた対象は、次
のメインプロセスで可能な限りこのエネミーに近づくよう

れている。→「魔境について」を公開する。

メルシア「ＰＣ③、不甲斐ない王ですまな

登場ＰＣ：全員

・ベルクリークについて

いが、もう少しだけ私に付き合ってくれな

▼解説

（目標値：12）
〈情報収集〉

いか」

ベルクリークは、従属への反対派の貴族

は、情報収集と回復アイテムの使用ができ

だった。彼は、不正で私腹を肥やしてお

情報収集と回復が終了したら、シーンを

る。ただし、経過した時間によって、魔境

り、それが明るみになることを嫌っていた

終了する。ＰＣたちは、王都へと帰還する

に突入した際の経過時間に影響があるた

ため、反対派へと回っていたのだ。

ため、魔境へと挑戦することになる。

め、注意すること。１人１回のメインプロ

今回、魔境が発生するタイミングに合わ

セスをＰＣ全員が行なった時点で、１ター

せたかのように、手勢をネルスの街から退
去させている。その上で、軍勢を引き連れ

ここで、プレッジシーンを挟む。事件の

記録しておくこと。

て、ＰＣ①達の国の王都へ向かっていると

真相は整理できているため、魔境に挑戦す

いう。今回の混沌災害は、彼によって仕組

るためのモチベーションを高める因縁を結

た場合、このシーンと魔境内で行なう、戦

まれたものだろう。

んだり、誓いを取得するとよいだろう。

闘中以外の全ての判定に＋１の修正を受け

・魔境について（目標値：13）
〈混沌知識〉

また、戦闘１でエネミーを全滅させてい

る。難を逃れたネルスの民たちが、ＰＣに

解説：鳥の翼と下半身を持つ美女。元々は神々の眷

情報収集項目

難破させることを喜ぶ恐るべき海の魔物である。

協力してくれるのだ。

魔境についての情報を公開する。魔境
は、ＰＣ達の国の王都へ向かって、拡大を

●シーン９：
▼解説

続けている。まるで、帰還を阻むかのよう

魔境・王都への帰路に突入することにな

だ。魔境の主たる混沌核は宝珠として収

る。魔境は、ネルスの街から始まり、ＰＣ

点で調査できる項目である。

束されており、イリスが魔境から持ち出し

達の国の王都付近まで直線上に広がって

・メルシアについて★

ている。今回の混沌災害は、彼女の術によ

いる。エリアはＡから始まり、Ｅに到達す

（目標値：10）
〈知覚〉
〈話術〉

るものだろう。魔境を消滅させるためには、

ることで、魔境から抜け出すことができる

魔境を突破し、イリスの元に辿りつく必要

（混沌核はイリスが所持しているため、魔

末尾に★がついている項目が、開始時

メルシアは、今回の混沌災害とは関連し
ていないようだ。しかし、彼女の話から、

があるだろう、

今回の従属を快く思っていない者がいるこ

・パンドラについて

とがわかる。→「ベルクリークについて」

（目標値：13）
〈情報収集〉
〈混沌知識〉

を公開する。
・イリスについて★
（目標値：11）
〈混沌知識〉
〈情報収集〉

境内部には存在しない）
。
この魔境は、一直線で構成されており、
ダンジョンとしての要素は薄い。このシナ

パンドラは、急成長するＰＣ達の国を警

リオでは、ＰＣ達の行動によってターンが

戒している。そのため、ＰＣ①の国の魔法

経過し、その経過によって、王都が少しず

師と縁を持つイリスを、尖兵として送り込

つ追い込まれていくことをデータ的に管理

んだ。ネルスの街とレラクレムは、ＰＣ達

するために、
魔境ルールを採用している（詳

属している。ＰＣ③が目撃した女性と姿が

の国を陥れるために利用されたのだ。

細は魔境内での特別な処理として後述す

一致する。最近になって、レラクレムに現

▼描写

る）
。魔境内で戦闘が発生する場合、全て

ＰＣ②の旧知の闇魔法師。パンドラに所

れた。ベルクリークと共にいることを目撃

全てが明らかになったあと、メルシアが

されている。→「パンドラについて」を公

申し出る。

開する。

メルシア「今回の事件は、全て私が招いた

・混沌災害について★

も同然。この場で斬られても文句は言えな

（目標：12）
〈混沌知識〉
〈聖印〉

い身ですが、それは、全てが終わった後に

これまでこの街には全く混沌の気配がな
かったが、突如として引き起こされた。何

10

◆プレッジシーン２

ンが経過するものとする。経過ターン数を

移動を行なう。この攻撃はガードできない。
《飛行能力》１：
（
『ルール 1』P335）

属であったと言うが、今は歌によって人々を招き寄せ、

▼結末

情報収集を行なうシーン。このシーンで

マスコンとして処理すること。

していただけないでしょうか」
メルシア「王としての最後の仕事がありま

者かが意図的にこの街の混沌濃度を高め、

す。ベルクリークを止めなければなりませ

混沌災害を発生させた可能性が高い。混

ん。しかし、私だけでは到底太刀打ちでき

沌災害の発生後、この街から、ＰＣ達の国

ません。力を貸していただけないでしょう

の王都の方角へ向かって、魔境が形成さ

か」
11

■シナリオ12 旗印のもとに

★エリアＡ

王都への帰路 魔境ＭＡＰ

混沌レベル：４ パス数：１

エリアＡ 戦闘配置図

▼解説１

国境付近。
かつての戦いで死んだ自国の兵士たち
のアンデッドが襲いかかってくる。戦闘を

王都への帰路

熟練弓兵小隊×１、魔法兵団×１

行なう。

５

▼描写１

戦意喪失

ＰＣ達の国の王都へと続く帰路全体が闇魔法師イリスの手
により魔境化している。多くの村や砦がそのまま魔境に巻
き込まれている。

熟練長槍兵小隊 ×１

自国の兵士の姿が見える。だが、何やら

生命減衰

様子がおかしい……？

戦意喪失

ＰＣたち

近づくと、彼らはアンデッドと化してい

精神減衰

ることがわかる。イリスの力によって、共

久遠回廊：２

戦意喪失

水晶の尖塔：５

時流加速

のだ！

戦意喪失

アンデッド「どうして……ＰＣ①様……信

疫病発生

じていたのに……！」

に戦って死んだ英霊たちが利用されている

時間遡行

支配者の手：３

熟練騎兵小隊 ×１

戦意喪失

戦闘解説
弓兵は、後衛に対して攻撃をおこなう。魔
法兵は可能な限り、前衛に火力を集中する。
また、敵は全員《副種別：亡者》を取得し
ている。

アンデッド「よくも俺達を犠牲に！」

不運
意気軒昂

Ａ

B

C

D

Ｅ

魔境内での特別な処理
王都を守備するリベルには士気が設定されて
いる。この士気の初期値は５点である。
ハプニングチャートで「戦意喪失」が発生す
るたび、シーン全員に加えてリベルの士気が－
１される（緊急発散で適用を無効化した場合は

をこなすかを選択することになる。後者を選んだ
場合、リソースを減じるリスクは高まるが、この
選択は、あくまでＰＣ①のロードとしての選択を
ロールプレイするためのものだ。そのため、減じ
たリソースの代わりに、結果によってはある程度

減少しないものとする）。リベルの士気が０に
なった場合、王都はベルクリークとイリスによっ
て占拠される（決戦でのエネミーデータが強化
され、勝利した場合でも王都に犠牲が出ること
になる）。
リベルの士気の残りに気を付けながら、魔境
内でのイベントをこなしていくことになるだろ
う。魔境内では、基本的に、ターン数を節約し

リソースが得られるように設定されている（時間
的なリソースは取り返しがつかないが、ある程度
は緊急発散を行なうことで、制御できるはずだ）。
ＰＣ達がリソースの減少を警戒して、思った通り
のロールプレイができないのであれば、ある程度
そのことを伝えてもよいだろう。
また、魔境突入時、戦闘１で経過したラウンド
数とシーン８で経過したターン数の合計だけ、既

て急ぐか、ターン数を経過させても、イベント

にターン数が経過しているものとして扱うこと。

熟練騎兵小隊

熟練長槍兵小隊

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ： 75
ＭＰ：36
士気：６
行動値：９
移動力：３（４）

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：85
ＭＰ：36
士気：５
行動値：10
移動力：３

防御力 武器 14 炎熱

7

衝撃

9

体内

0

リアクション： 14
特技

防御力 武器 15 炎熱

8

衝撃 11 体内

リアクション： 13
特技

《騎兵槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。

《パイク》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。

士気２点を支払うと、さらにダメージ＋15（判定前に

《密集陣型》２：セットアップ。士気１点を支払う。ラ

命中判定 3D＋12。
〈武器〉4D+15 点のダメージ。

宣言）
。騎乗状態でなければ、ダメージ -15。

命中判定 3D+10。
〈武器〉4D+12 点のダメージ。

ウンド中白兵攻撃の射程＋１。さらに、騎乗状態及び、

《騎乗能力》：
（
『ルール 1』P332）

「騎馬兵」「騎兵」を名称に含む部隊へのダメージ

解説：突撃や追撃を得意とする熟練騎兵部隊。カッ

解説：身長に数倍する長大な槍で騎兵を待ち構える

コ内は騎乗状態のもの。

＋15。

歩兵部隊。騎馬突撃に怯まぬ勇気が必要であり、訓
練度の差が直接戦力に反映される兵科である。

12

0

13

■シナリオ12 旗印のもとに

熟練弓騎兵小隊

魔法兵団

種別：人間
（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：80
ＭＰ：36
士気：５
行動値：８
移動力：３（４）
防御力 武器 13 炎熱

6

衝撃

8

体内

民衆「いや、少し待て。ＰＣ①様は先を急
ぐ必要があるに違いない。俺達は誇り高き

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：69
ＭＰ：55
士気：６
行動値：７
移動力：３
防御力 武器

0

6

炎熱

リアクション： 13

リアクション： 11

特技

特技

《短弓》
：メジャー。射程３Ｓｑ以内の単体に射撃攻撃。
命中判定 3D+10。
〈武器〉4D+14 点のダメージ。

を行なう。そのメインプロセスに行なう射撃攻撃のダ

5

衝撃

5

体内 ０

ＰＣ①様の臣民だ。自分達でやれることは、
自分達でやるべきではないか？」
（助ける場合）

定 5D＋13。
〈炎熱〉8D+14+［混沌レベル×3］点

のダメージ。22MP を消費。ダメージを 2D 減らすこ
とで、対象を十字に変更してもよい。

メルシアは、一瞬だけ辛そうな顔をした
後、剣を振り上げる。
（止めない場合）
メルシア「お恥ずかしいところをお見せし
た。これも、私の不徳なのだろうな」

民衆「やはり噂通りの御方だ。ご迷惑をお

（止める場合）

掛けしますが、道中のお手伝いさせて下さ

メルシア「何故止めたのです。彼らは、あ

い」

なた達にとっては仇と言っても良いはずで

（助けない場合）

《火炎魔法》：射程６Ｓｑの単体に射撃攻撃。命中判

《強襲射撃》：マイナー。士気２を支払い、全力移動

▼描写２

車が……」

は……！」

民衆「信頼してくださり、ありがとうござ

メルシア「取り乱してすみませんでした。

います。王都で会いましょう」

この者たちを治療する時間をいただけない

▼結末

でしょうか」

ＰＣ達は、魔境の奥へ進む。

兵士「敵にまで情けをかけるとは、噂に聞

メージに＋11。
《騎乗能力》：
（
『ルール 1』P332）

《魔法連携》１：判定の直前。
《火炎魔法》のダメ
ージ＋10。士気 1 点。

解説：一撃離脱を得意とする熟練騎兵部隊。カッコ

解説：魔法師を前線における火力投射のために用い

▼解説１

魔境の途中で、レラクレム軍の兵士の集

兵士「この先で、俺達の軍は朽ちたドラゴ

誇る。

団が倒れている。兵士を見付けたメルシア

ンに襲われた。ベルクリークの奴は、俺達

は、強い口調で彼らを詰問する。

を囮にして先に進んだってわけさ」

▼描写１

兵士「なあ、虫の良い話かもしれないが、

内は騎乗状態のもの。

る兵科。これまでの戦争の常識を覆す絶大な火力を

▼解説２
戦闘に勝利した後、兵士たちを再び弔う
ことができる。弔いをした場合、１Ｄ６ター
ンが経過する。その際、
〈聖印〉で目標値
12 の判定に成功することができれば、ＰＣ
達の士気の現在値と最大値が１点上昇す
る。

▼描写２
戦いは終わった。先ほどまで恨めしげ

てください」

▼結末
ＰＣ達は、魔境の奥へ進む。

★エリアＢ

混沌レベル：４ パス数：２

道中で兵士達が倒れている。レラクレム

混沌レベル：４ パス数：２

▼解説

命に別条はないようだ。

▼結末

メルシア「お前達は、ベルクリークの配下

なたに顔向けできるとでも……？」
お前達の罪は私が責任を持って私が裁く」
（剣を抜く）

▼解説２

民衆を助けることを望む場合、
〈力技〉

メルシアは、兵士にとどめをさそうとす

兵士「ありがとうございました、ＰＣ①様」

で目標値：14の判定に成功する必要がある。

る。それを止めて、兵士たちを助ける場合

兵士「感謝こそすれ、恨んでなどおりませ

また、
その場合は今後民衆が同行するため、

は、
〈軽武器〉等の攻撃に使用する任意の

ん。あなたと共に戦えたことは、私たちの

エリアを移動するために経過するターン数

技能で、目標値：16 の判定に成功する必

誇りです」

に＋１する。

要がある。

メルシア「少し時間はかかりますが、彼ら

▼描写

兵士「ここ（魔境内）であれば、再びあな

ＰＣ達は、魔境の奥へ進む。

兵士「メルシア様……。今さら、我々があ

衆の集団が見える。村から避難をしている
上手く進むことが出来ないようだ。

（
〈聖印〉の判定に成功した場合）

俺達にも手伝わせてくれないか。もう一度
やり直したいんだ」

メルシア
「致し方ない。ＰＣ③、
剣をここに。

が落ちたかのように穏やかな表情をしてい

がしましょうか」

されたよ」

軍の兵士である。怪我を負ってはいるが、

先を進むと、混沌災害に巻き込まれた民
ようだが、荷馬車が沼に足をとられており、

を弔ってやることもできるでしょう。いか

ルシア様の選択が正しかったことに気付か

か。奴はどこにいる」

にキミたちを見ていた兵士たちは、憑き物
る。

14

たの力となることができます。お供をさせ

★エリアＣ

いた通り甘い奴だ。だけど、今やっと、メ

判定に成功した場合、１Ｄ６ターン経過

ＰＣ達の軍が進む先に、民衆の集団が

させることで、兵士たちを治療し、情報を

立ち往生している。どうやら、混沌災害に

得ることができる。得られる情報は、次の

巻き込まれ、避難をしているようだが……

エリアで待ち構えるエネミーのデータであ

民衆「ＰＣ①様、お助けください！ 荷馬

る。
15

■シナリオ12 旗印のもとに

★エリアＤ

混沌レベル：５ パス数：２

▼解説

▼描写
唸り声をあげて、ドラゴンが地上に降り

道を急ぐＰＣたちの前に、魔物が立ちは

立つ。ただでさえ凶悪なドラゴンゾンビは

だかる。魔物は混沌災害にあてられたか、

混沌の力で狂乱しており、辺り構わず被害

狂乱しており、非常に危険である。戦闘を

を出している。

開始する。エリアＢで民衆と合流している

民衆「あ、あれは……！？」

場合、民衆を守りながらの戦闘となる。民

民衆「荷馬車は我々が押します！ あのド

衆のＨＰが０になった場合は、ＰＣ全員の

ラゴンをどうか……！」

天運が１点失われる。

▼結末
ＰＣ達は、魔境の奥へ進む。

ドラゴンゾンビ
種別：混沌／竜

出身世界：ドラコーン

レベル： 15
【筋力】30 ／ 10〈格闘〉4、
〈頑健〉4
【反射】21 ／ 7
【感覚】24 ／ 8
【知力】7 ／ 2

特技
《巨体》２：
（
『ルール 1』P332）
《状態復帰》１：
（
『ルール 1』P333）
《属性弱点：炎熱》１：
（
『ルール 1』P334）
《対軍存在》１：
（
『ルール 1』P335）
《飛行能力》１：
（
『ルール 1』P335）
《副種別：亡者》１：
（P2）

【精神】12 ／ 4〈意志〉3

エリアＤ 戦闘配置図

【共感】3 ／ 1
戦闘解説

全体ＨＰ： 240

ドラゴンゾンビは、民衆を含めた
対象をランダムに選んで攻撃の対象
とする。選んだ対象を含め、ＰＣ側
に最も被害を与え得る行動を選択す
るとよい。
民衆の集団は、行動値０のタイミ

ドラゴンゾンビ ×１

ングで、２マスずつ前方に移動する。
民衆の集団が★（Ｂ２）に辿りつく
まで耐えるか、ドラゴンゾンビを倒
すことで戦闘は終了する。
また、民衆の集団はＨＰは 50、武
器と衝撃に対して 10 点の防御力を持
つものとして扱う。リアクションは
おこなわない。

民衆の集団

16

ＰＣたち

ＭＰ：122

上半身

解説：竜の屍が混沌の諸力によって動かされ
ているドラゴンゾンビは、誇り高き竜族に
とってもっとも忌むべき存在である。そして
竜族以外の存在にとっては、竜と同じかそれ
以上の悪夢である。

下半身

部位ＨＰ：155
行動値：14
移動力：３
攻撃： 竜の爪
射程：１Sｑ
命中4Ｄ＋16
攻撃力
〈武器〉
4Ｄ＋25

部位ＨＰ：170
行動値：9
移動力：３
攻撃： 竜の尾
射程：１Sｑ
命中4Ｄ＋9
攻撃力
〈武器〉
6Ｄ＋35

防御力 武器 28 炎熱 0 衝撃 25 体内 4

防御力 武器 10 炎熱 ６ 衝撃 ４ 体内 ０

特技
《ファング＆クロウ》
：メジャー。射程０Ｓｑ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＋ 15 する。
《ドラゴンロアー》
：判定の直後。射程４Ｓｑの
単体を対象とする。その判定の達成値を−５
する。この特技は１ラウンドに１回まで使用
できる。
《ポイズンブレス》
：メジャー。射程４Ｓｑの
十字に射撃攻撃。命中判定 4D+10。
〈体内〉
6D+20 点のダメージと毒 15 を与える。

特技
《テイルスマッシュ》
：メジャー。射程０Ｓｑ
の範囲１に白兵攻撃。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ると、３
Ｓｑ移動させる。移動先はＧＭが決めること。
《腐食ガス》
：メジャー。射程０Ｓｑの十字に
射撃攻撃。このエネミーを対象に含まない。
命中判定 4D+10、
〈体内〉3D+15 ダメージと
毒５を与える。
《スタンプチャージ》
：マイナー。そのメイン
プロセス中、このエネミーの行なう白兵攻撃
で１点でもダメージを与えると、硬直を与え
る。

17

■シナリオ12 旗印のもとに

★エリアＥ

混沌レベル：４ パス数：１

▼解説

王都付近の小高い丘に到着する。ここ

▼描写
眼下に王都が見える。果敢に抵抗を続
けているのだろう。剣戟の音は止むことは

が魔境の終着点となる。特にイベントは発

ない。国の民全てが、ＰＣ達の帰還を信じ、

生しない。そのままシーン 10 へと進むこと。

待ち続けているのだ。

リベルの士気について
ここまでに、リベルの士気が０となって

メルシアがゆっくりと前に進み出て、Ｐ
Ｃ①の前に跪いた。

▼結末
ＰＣ①の命令に従って、兵士たちは突撃
を開始する。

プレッジシーンとなる。決戦のパートに向

ンを追加し、リベルが死亡するシーンを描

これまでの戦いであなたのロードとしての

けて、誓いを最大数まで取得することを推

信念、見せていただきました。やはり、私

奨する。

リベルが死亡した場合、ＰＣ達の部隊の

の目に狂いは無かった。今ここに、我が聖

士気の最大値を－２すること。また、王都

印とレラクレムの民はあなたに従属いたし

の一部がベルクリークによって占拠され、

ます」
（ＰＣ①の聖印が大きく光り輝く）

エネミーデータが強化される。

メルシア「“ フラッグ ” と呼ばれる力をご

▼結末

存知ですか。それは、確かな信念と強い

ＰＣ達が戦場に突入すると、背後を突か

力を持ち合わせたロードにのみ宿る選ばれ

れたベルクリーク軍は総崩れとなり、本隊

都は、まだ無事だ。

●シーン：10

このシーンで、ＰＣ①がフラッグを発現
することになる。

▼解説１

た力のことです。あなたこそ、その保有者

への道が開ける。ベルクリークたちと戦闘
を開始する。

掲げてください！」

▼描写１
ＰＣ①に率いられた軍がベルクリーク軍

ＰＣ①が手を掲げると、そこにはいつの

を圧倒し、なす術もなく軍は瓦解する。後

間にか１本の光り輝くフラッグが握られて

はベルクリークを討つのみだ！

いる。フラッグは輝きを増し、ＰＣ達や兵

ベルクリーク「強い……！ 強すぎる！

先にこれまでのイベントによる処理を行

士ひとりひとりの胸に宿り、無数のマイナー

どういうことだ！ 何故、混沌の力を得た

フラッグが、辺りに１本、また１本と掲げ

私の力が通用しない！？」

①戦闘１でエネミーを全滅させた

られていく。

イリス「その力……やはりＰＣ①、お前は

この場には、自国の兵士だけでなく様々

我々パンドラにとって危険な存在のよう

③エリアＢから、民衆を無事にエリアＥま

な者が存在している。立場や力の違いを超

だ。我が全力を持って排除させてもらうと

で連れてきた

えて、その全てをＰＣ①の信念が結び付け

しよう！」

④エリアＣで、レラクレム兵を助けた

ている。全てのＰＣ①の配下たちが、ＰＣ

このうち、③を達成している場合、民衆
から物資を分けて貰い、ＨＰとＭＰを５Ｄ

①の言葉を待ち望んでいる！
（①か④を達成している場合）

イリスの魔法により、周囲の混沌濃度が
高まり、ベルクリークは怪物と化す。
ベルクリーク「ハハハハハ！ そうだ、もっ

ずつ回復することができる。また、①、②、

メルシア「レラクレムの民も、あなたと共

と力を寄越せ！ イリス！！」

④を達成しているたび、士気の現在値が１

にあります。どうかご命令を」

メルシア「マイロード、奴に引導を渡して

点ずつ回復する。なお、全てを達成してい
る場合、天運が１点回復する。
イベントの処理が終わったら、ＰＣ①に
フラッグを取得させる。ＰＣ達全員がマイ
ナーフラッグを所持することになるだろう。

げる。

登場ＰＣ：全員 混沌レベル：５

なう。判定の基準は、以下の４点である。
②エリアＡで兵士たちを弔った

け散った。ＰＣ達の軍は大きく勝ち鬨をあ

●シーン：11

に相応しい。さあ、今こそあなたの旗印を

登場ＰＣ：全員 混沌レベル：５

▼解説

ベルクリークは倒れ、イリスの宝珠は砕

ここまでが展開のパートとなる。最後の

メルシア「ＰＣ①様、いえ、マイロード。

魔境を抜けた先に、王都が見える。王

▼結末

◆プレッジシーン：３

いる場合は、シーン 10 の前にマスターシー
写すること。

18

どうか、力にならせて下さい！」

（②を達成している場合）

やってください」

兵士「志半ばで倒れた我々が、このような

（倒された）イリス「この私が……混沌の

機会をいただけるとは思っておりませんで

力が通用しないなんて」
（宝珠となった魔

した。私達は、あなたに仕えることができ

境の混沌核が砕け散る）

て本当に幸せでした」
（③を達成している場合）

フラッグの効果の起動についても、即座に

民衆「ＰＣ①様の力があれば、俺達だって

行なってよい。

戦える気がします。今回だけで構いません。

（倒された）ベルクリーク「そうか。これが、
王と王でない者の力の差か……」

19

■シナリオ12 旗印のもとに

シーン 11 戦闘配置図
戦闘解説
リベルが死亡している場合、イリ
スにはＨＰを＋ 50、ベルクリークに
はＨＰを＋ 100 すること。

イリス、熟練弓兵小隊×１

基本的に、どのエネミーも多くの
ＰＣを巻き込めるよう攻撃をすると
よい。あまり、広範囲にエネミーを
散らさず、範囲攻撃で大軍を蹴散ら
す爽快感を味わってもらうとよいだ
ろう。

ベルクリーク、熟練歩兵小隊×２

熟練傭兵小隊

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：60
ＭＰ：30
士気：５
行動値：５
移動力：３

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：85
ＭＰ：36
士気：４
行動値：13
移動力：３

防御力 武器

9

炎熱

5

衝撃

5

体内

0

リアクション： 12

防御力 武器 12 炎熱

6

衝撃

9

体内 ０

リアクション： 16

特技

特技

《長弓》：メジャー。射程４Ｓｑの単体に射撃攻撃。命

《長剣》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。命

定前に士気１点を支払う場合、範囲３を対象とする。

《奮起》２：イニシアチブ。士気２点を支払い、ＨＰを

中判定 3D+10。
〈武器〉4D+14 点のダメージ。判

熟練弓騎兵小隊×２

熟練傭兵小隊×２

熟練弓兵小隊

《火矢》：マイナー。そのメインプロセスでダメージを
与えた対象に炎上２を与える。

中判定 3D＋12。
〈武器〉4D+14 点のダメージ。

10 点回復、ラウンド中攻撃力に＋10 する。１ラウンド１

回まで。

ＰＣたち
解説：優れた射手のみで編制された弓兵小隊。

イリス
種別：人間
レベル： ８
ＨＰ：90
行動値：８
防御力 武器

出身世界：各種
ＭＰ：93
士気：６
移動力：３
6

炎熱

6

衝撃

6

体内

0

リアクション： 12
特技

解説：百戦錬磨の傭兵部隊。金で雇われたとはいえ、
否、だからこそ恐るべき戦闘力を発揮する。

ベルクリーク

熟練歩兵小隊

熟練弓騎兵小隊

種別：混沌／人間 出身世界：各種
レベル： 10
ＨＰ：165
ＭＰ：20
士気：５
行動値：10
移動力：３

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：85
ＭＰ：36
士気：５
行動値：10
移動力：３

種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ５
ＨＰ：80
ＭＰ：36
士気：５
行動値：８
移動力：３（４）

防御力 武器 23 炎熱

0

衝撃 15 体内 ０

リアクション： 13
特技

防御力 武器 15 炎熱

8

衝撃 10 体内

0

リアクション： 13
特技

防御力 武器 13 炎熱

6

衝撃

8

体内 ０

リアクション： 13
特技

《火炎魔法》：射程６Ｓｑの単体に射撃攻撃。命中判

《大暴れ》：マイナー。そのプロセス中の白兵攻撃の

《挟撃》２：射程０Ｓｑの自身以外の対象が行なう攻

《短弓》
：メジャー。射程３Ｓｑ以内の単体に射撃攻撃。

のダメージ。22MP を消費。ダメージを 2D 減らすこと

《巨大な棍棒》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵

《長槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。命

《強襲射撃》：マイナー。士気２を支払い、全力移動

定 5D＋14。
〈炎熱〉8D+17+［混沌レベル×3］点

で、対象を十字に変更してもよい。

《魔法連携》２：判定の直前。
《火炎魔法》のダメ
ージ＋15。士気 1 点。

命中判定−1D、ダメージ＋20。

攻撃。命中判定 4D+15。
〈武器〉6D+33 点のダメー

中判定 3D+11。
〈武器〉4D+13 点のダメージ。

ジを与える。

《攻撃拡大Ⅰ》３：
（
『ルール 2』P289）
《激怒》４：
（P2）

命中判定 3D+10。
〈武器〉4D+14 点のダメージ。

を行なう。そのメインプロセスに行なう射撃攻撃のダ

メージに＋11。

《再生能力》５：
（
『ルール 1』P334）

《踏破機能：沼地》１：
（
『ルール 2』P291）
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撃の命中＋１Ｄ、
ダメージ＋10。士気１点。
１ラウンド１回。

《騎乗能力》：
（
『ルール 1』P332）

解説：厳しい訓練に耐え抜いた歩兵部隊。

解説：一撃離脱を得意とする熟練騎兵部隊。カッコ
内は騎乗状態のもの。
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●シーン：12

▼結末

登場ＰＣ：全員

ＰＣ①のロードとしての力は、大きく成

▼解説

長した。しかし、望まずとも、ＰＣ達の国

結末を描くシーンである。このシーンで

を危険視するパンドラを始め、力はまた戦

は、全体の演出を行なう。個別に演出をし

いを呼ぶことになるだろう。しかし、どん

たいＰＣがいる場合は、相談して、適宜シー

な戦いであっても、キミたちの掲げた旗印

ンを用意すること。

が折れることはないだろう。メインプレイ

▼描写

を終了し、アフタープレイにうつる。

イリスの持っていた宝珠が破壊され魔境
が消えてゆく。あたりの混沌の気配も、元
に戻りつつある。キミたちは勝利したのだ。

●アフタープレイ

経験点とカウントを算出し、セッション

リベル「ＰＣ④！ よく戻ったな！ ＰＣ

を終了する。シナリオの勝利条件は、
「魔

①様、待ちくたびれましたよ。だけど、あ

境を平定した：10 点」
「王都を守った：20 点」

なたならきっと戻って来てくれる。そう信

となる。エネミーレベルの合計は 121 点と

じていたから、持ちこたえられた」

なるため、
４人の場合はひとり 30 点となる。

（①か④を達成している場合）

また、シナリオで得られるカウントは、
「魔

メルシア「今回は、あなたに助けられてば

境を平定した：1000 点」
「レラクレムを従

かりでしたね。今後は、あなたの助けにな

属させた：3000 点」の計 4000 点となる。

れるように精進します」
（②を達成している場合）
兵士「さて、我々はここまでのようです。
我々は、
死してなお、
あなたと共にあります。
どうか武運長久を！」
（姿が薄れていく）
（③を達成している場合）
民衆「畑が滅茶苦茶ですな……。でも、
ご安心ください。すぐに元通りにしてみせ
ますよ！」
メルシア「改めて、レラクレムを宜しくお
願いします、マイロード」

シナリオフック
力のみでＰＣ達の国を攻め落とすことが不可能と
理解したイリスは、パンドラからの命令を達成する
ため、次の行動に出る。
イリスは、レラクレムの従属が武力を背景とした
強制的なものだったと虚言の流布を開始する。ほど
なくして、レラクレムの解放を求める諸侯からの勧
告書が、ＰＣ達の国に届けられることになる。
ＰＣ達はメルシアと共にそれぞれの方法（直接出
向く、魔法師協会を経由するなど）で、誤解を解く
べく諸国に働きかけていく。
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時を同じくして、イリスは、レラクレム王家の傍
流の子孫を見付け出し、レラクレム再興を掲げて挙
兵をする。
全ての誤解を解けぬまま、ＰＣ達の近隣の国々は、
ＰＣ派、旧レラクレム派に別れて戦争に突入してし
まう。ＰＣ達は、イリスを討ち、無意味な戦争を止
めなければならない。
この戦いを治めることができれば、信頼を勝ち得
たＰＣ達は諸侯の同盟の盟主となり、より大きな戦
いを繰り広げていくことになるだろう。

