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■シナリオ13 翼にかける絆

シナリオ概要
本シナリオは、
「グランクレストＲＰＧ」

キャラクターを自作する場合は、どのデー

想定して作成している。

タを使用可能とするか、よく相談の上、レ
ギュレーションを決定するとよいだろう。

の成長プランも掲載されているため、
「グ
ランクレストＲＰＧ」に不慣れなプレイヤー

■シナリオスペック

がいる場合でも、ある程度対応は可能であ

プレイヤー人数：３～４人

る。

プレイ時間：４～５時間

なお、キャラクターレベル１１という比

ＰＣのキャラクターレベル：11

較的高レベルな環境でのプレイとなるた
め、キャラクターを自作する場合、特技の

■使用ルールブック

選択や使用するルールブックによって、大

ルールブック１

きく戦力に差が出ることが想定される。Ｇ

ルールブック２

Ｍは、事前にＰＣデータをよく確認してお

アドバンスフォース※

き、必要に応じて、エネミーデータの調整

※キャラクターレベル 11 のＰＣで遊ぶた

をすることを推奨する。

め、サブスタイルルールを利用する。ただ

プレイに最低限必要なルールブックは掲

し、
本シナリオ掲載のサンプルキャラクター

載しているが、2016 年３月現在、
「グラン

の成長プランをそのまま適用してプレイす

クレストＲＰＧ」には、
「アドバンスフォー

る場合、アドバンスフォースは不要となる。

ス」
、
「戦記データブック」
、
「上級ルールブッ

ストーリー
数週間前から突如始まった、ドラゴンの
アンデッドによる王都への空襲。いかに強

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：“ 幼き竜 ” アイシャ

因縁：“ 竜の一族の姫 ” ベアトリス

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：アーティスト

推奨クラス：ロード

キミは、ＰＣ②の国に仕えるアーティストだ。
連日のドラゴンによる王都への空襲の中、キミは
墜落した幼いドラゴン・アイシャと出会う。アイシャ
はこれまで空襲で戦ったどのドラゴンとも様子が違
う上に、
まだ幼い。
キミはとどめをさすこともできず、
かといってドラゴンへの警戒心が蔓延している王都
に彼女を放置することもできず、彼女を連れ帰って
保護するという選択肢をとるしかないのだった。

キミは、強大な国家を率いるロードだ。
王都への空襲への対策に追われていると、急使
がキミの元へとやってきた。なんと、巨大なドラ
ゴンが王城の前でキミに面会を求めているのだと
いう。これまでの空襲にやってきていたドラゴン
たちは言葉を介する様子は
なかった。このベアトリスと名乗るドラゴンとの
面会が、空襲への打開策となる。そんな予感を胸に、
キミは彼女の元へ向かう。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：“ ネクロマンサー ” ヴィンセント

因縁：“ 竜の一族の長 ” オディロン

推奨感情 メイン：猜疑心／サブ：任意

推奨感情 メイン：同志／サブ：不安

推奨クラス：メイジ

推奨クラス：なし

キミは、ＰＣ②に仕えるメイジだ。
キミは、空襲に現れるドラゴンの様子に疑問を
持っていた。意思を持たず、死をいとわずに使命
を全うする。まるで使役されるアンデッドである
かのようだ。それらの術に長けた魔法師として、
キミはヴィンセントの名を思い出す。ＰＣ②を悩
ませる空襲の原因を断つため、まずはこの事態の
裏で暗躍する者の居場所を突き止めなければなら
ない。

キミは、ＰＣ②に仕えている。
昔、キミはあるドラゴンの一族に世話になった
ことがある。そのため、キミは空襲でやってくる
ドラゴンの一部に、その一族の証である武器や装
束をまとった個体がいることに気付いていた。族
長であったオディロンは、見境なく人間を襲わせ
るような指導者ではなかった。今、ドラゴンの一
族に何が起こっているか、突き止める必要がある。

されていることをＰＣたちは知る。
ＰＣたちは、ベアトリスたちドラゴンの

大な国力を誇るＰＣたちの国であっても、

一族の誤解を解くため、ドラゴンを攫って

慣れない空からの一方的な攻撃には防戦を

いた “ ネクロマンサー ” を名乗る魔法師・

強いられていた。

ヴィンセントを打ち破る。

トレーラーとハンドアウト
次のページに記載されているのは本シナ

させると良いだろう。
他のシナリオから続けて遊んでいる場

リオのトレーラーとハンドアウトである。

合、既にＰＣの立ち位置やクラスが定まっ

そんな空襲の折、ドラゴンを撃退したＰ

しかし、時は既に遅く、ヴィンセントに

キャラクター作成を行う前に、該当部分を

ているだろう。その場合、推奨クラスを無

Ｃたちは、一匹のドラゴンの子供・アイシャ

よって意思を奪われたドラゴンの一族の長

コピーしてプレイヤーに配布する。詳細は

視して、自由にハンドアウトを選択しても

を保護する。アイシャはＰＣたちに敵意は

にして巨竜・オディロンがＰＣたちの国の

『ルール１』Ｐ．352 を参照のこと。トレー

よい（このシナリオにおいては、各ハンド

なく、よく懐くが、国民のドラゴンへの警

王都を滅ぼすべく、飛び立とうとしていた。

ラーは、キャラクター作成前に読み上げる

アウトにおいて、推奨クラスのＰＣである

戒心は、なかなか薄れない。

状況を打破するため、ベアトリスを始めと

こと。

ことは必須ではない）
。なお、シナリオ上は

それから数日後、アイシャをＰＣたちの

したドラゴンの一族は、ＰＣたちの国のた

国に攫われたと勘違いしたドラゴンの一族

めに、共に戦うことを決意する。ドラゴン

の姫・ベアトリスがＰＣたちの国に現れる。

の一族と共に、オディロンを討ち果たし、

人間に敵意を剥き出しにしているベアト

王都とドラゴンの一族の名誉を守ることが

略すること。戦闘では、ＰＣのデータに応

できれば、シナリオの目的は達成となる。

じてエネミーの数を削ったり、ＨＰを減少

リスから、攫われたドラゴンが人間に使役
2

古来より、 翼を持たぬ人間は空に憧れ、 同時に翼を持つ者を恐れてきた。
そして今、 意思なき駒と化したドラゴンにより、 王都は危機に瀕していた。
仲間を奪われ、 なす術もなく駒として利用されるドラゴンと、
王都の空を守るための、より強い力を望む人間。
これまで交わることのなかったふたつの種族を一匹の幼竜が結び付けるとき、
聖印 （クレスト） の輝きは大空を舞い、 混沌 （カオス）を祓う翼となる。
グランクレストＲＰＧ
「翼にかける絆」
混沌 （カオス）を治め、 聖印 （クレスト）に至れ。

ク」と多くの追加データが存在している。

にある程度慣れたプレイヤーが遊ぶことを
本シナリオには、サンプルキャラクター

トレーラー

ＰＣ①～③が推奨クラスであることを想定

ハンドアウトについての補足
プレイヤーが３人の場合は、ＰＣ④を省

して描写をしているため、その点について
は読み替えが必要となることに注意する。

3
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キャラクター作成

キャラクターの作成が困難である場合、
または、アドバンスフォースを所持してい

このシナリオでは、11 レベルに成長させ

ない場合は、以下の成長プランに従い、サ

たキャラクターを使用する。キャラクター

ンプルキャラクターを成長させてプレイす

を初期作成した後、650 点分の経験点を使

るとよい。

用して成長をさせること。
また、キャラクター作成には、サブスタ
イルのルールを適用するため、アドバンス

各成長プランは、ルールブック１・２に
掲載されているデータの範囲で作成されて
いる。

フォースが必要となる。アドバンスフォー

なお、シナリオに掲載されているエネ

スを所持していない場合は、後述するサ

ミーデータは、この成長プランで作成した

ンプルキャラクターの成長プランを参照し

ＰＣを想定したデータである。そのため、

て、キャラクターを作成すること。

エネミーの攻撃力や耐久力は抑え目となっ
ている。アドバンスフォース等のデータを

ＰＣ②については、必須ではないが、フ

適用して作成した場合、ＰＣはより強力な

ラッグを決定しておくことが望ましい。Ｐ

データを持っていることだろう。エネミー

Ｃ②は既に大国を治めていることを想定し

データのＨＰ・防御力や攻撃力の上昇、場

ている。それに相応しい力を持っているこ

合によっては特技の追加を検討するとよ

とを表現するために、フラッグはうってつ

い。

けのルールだ。
アドバンスフォースを所持しており、
キャ
ラクターを自作する場合、シナリオとして
は特に使用するデータに制限はない。Ｇ
Ｍ・ＰＬ間でよく相談の上、どのデータま
で利用可能とするか、決定すること。この
時、プレイヤー間で参照できるデータに格
差がないことが望ましい。ゲームバランス
の面からも、全員同じルールブックの範囲
でキャラクターを作成するとよいだろう。
「グランクレストＲＰＧ」には、
多彩なデー

ＰＣ①：竜練闘士
（サブスタイル：アンデッド）
・クラス特技（アーティスト共通）

ＰＣ②：剣の君主
（サブスタイル：パラディン）
・クラス特技（ロード共通）

《混沌の血肉：筋力》
：１

《重撃の印》
：５

《千変万化》
：１
・クラス特技（レイヤー：ドラゴン）

《防壁の印》
：１
・クラス特技（セイバー）

《生命活性》
：３

《我が身は竜なり》
：１→３
《竜種の鱗》
：１→５

《竜種の巨駆》
：１→３
《竜種の吐息》
：３
《塵殺の吐息》１

《武器の印》
：５

《疾風剣の印》
：２→３
《巨大槌の印》
：１

《瞬撃の印》
：３
《閃刃再臨の印》
：３

・クラス特技（パラディン）

・クラス特技（アンデッド）

《反動の印》
：１

《闇夜の帳》
：１
《飢えたる牙》
：１

《精鋭部隊》
：３
《武器防御》
：１

《タフネス》
：２

《天運上昇２》
：１

《不死なる体》
：１

・ワークス特技
《精鋭部隊》
：３

《技能鍛錬：頑健》
：１
《格闘技術》
：１
《天運上昇１》
：１
《天運上昇２》
：１
《上級技能鍛錬：格闘》
：１

・能力値
筋力・反射・精神を１０点ずつ上昇

・ワークス特技

《一撃必殺》
：３
《天運上昇１》
：１
《上級技能鍛錬：重武器》
：１
・能力値
筋力・反射・精神を１０点ずつ上昇
・運用のポイント

・運用のポイント

攻撃に特化したデータとなっている。
《巨大
槌の印》による範囲攻撃と、
《疾風剣の印》に
よる単体攻撃を使い分けながら戦おう。味方に
守ってもらう必要はあるが、
《反動の印》で攻

味方を守りやすい位置取りから、
《飢えたる牙》
でダメージを与えながら回復を狙おう。ピンチ
の時には、
《生命活性》もある。
戦闘の序盤などエネミーが固まっている場
合は、
《塵殺の吐息》で強化した《竜種の吐息》

《瞬撃の印》は攻防一体の特技だ。白兵攻撃
へのリアクションに限定されるが、
《切り払い
の印》の判定に使用して回避を狙ってもよい
し、
《一撃必殺》の効果を受けるため、攻撃に
使用してクリティカルを狙いにいってもよいだ

味方に対するカバーリングがメインの役割と
なるが、ある程度の攻撃性能も兼ね備えている。
サブスタイルでアンデッドを指定したことによ
り、耐久能力はかなり向上しているはずだ。
《竜
種の巨駆》で攻撃の射程を延ばしているため、

の出番だ。広範囲に対して大ダメージを狙う
チャンスだ。

撃機会を増やすことも可能だ。
《閃刃再臨の印》により、
《閃光刃の印》を何
度も使用し、大ダメージを狙うことも可能だ。
仲間と誓いを共有し、天運の譲渡をしてもらう
とより高い効果が得られる。

ろう。

タが存在している。特に 11 レベルとなれ
ば、個性豊かなキャラクターを作成するこ
とが出来るだろう。中には、初期作成に近
いレベルでは運用できない、高レベル向け
のデータも多い。高レベルのプレイをより
楽しむためにも、自由にデータを使い、自
分だけのＰＣの作成にチャレンジしてもら
いたい。
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ＰＣ③：扉を開く者
（サブスタイル：プロフェット）
・クラス特技（メイジ共通）

ＰＣ④：荒ぶる獣
（サブスタイル：シャドウ）
・クラス特技（アーティスト共通）

《簡易魔法儀式》
：５

《混沌の血肉：筋力》
：１

《魔法取得：召喚魔法》
：３→６
《異界の瞳》
：１→５

《千変万化》
：１
・クラス特技（ライカンスロープ）

・クラス特技（サモナー）

《異世界知識：ティル・ナ・ノーグ》
：４
・クラス特技（プロフェット）

《魔法取得：時空魔法》
：２
《時空演算》
：１
《数理解析》
：１
・ワークス特技

《アートマジック》
：１

《生命活性》
：３

《野生の爪牙》
：１→５
《狂乱の暴獣》
：１→３
《窮鼠の力》
：５
《獣王の咆哮》
：１

・クラス特技（シャドウ）

《瞬間影化》
：３
・ワークス特技

《受動瞑想》
：１→５
《魔力高揚》
：１

《タフネス》
：１→５
《格闘技術》
：３

《天運上昇２》
：１

《上級技能鍛錬：格闘》
：１

《技能鍛錬：芸術》
：１
《天運上昇１》
：１
《上級技能鍛錬：意思》
：１
・能力値
知力・精神・共感を１０点ずつ上昇
・運用のポイント

〈意思〉判定に特化し、高レベルの召喚魔法
が運用しやすい構成となっている。サブスタイ
ルのプロフェットの振り直しの能力を活用し、
積極的に強力な魔法を狙っていこう。また、
《異
世界知識：ティル・ナ・ノーグ》により、一部
の魔法は、非常によいコストパフォーマンスで
運用することが可能だ。
振り直しの能力は、ＰＣ②の攻撃に利用する
こともオススメだ。ＰＣ②は、クリティカルを
することにより、さらにダメージを底上げする
ことができる。

自国の作成

《天運上昇１》
：１
《天運上昇２》
：１

・能力値
筋力・反射・感覚を１０点ずつ上昇
・運用のポイント
攻撃に特化したデータとなっている。エネ

ミーの攻撃を受けたり、
《窮鼠の力》を使用す
ることでＨＰを減らし、まずは《狂乱の暴獣》
の発動を狙おう。
《狂乱の暴獣》さえ発動でき
れば、あとはガンガン攻撃をするのみだ。ＨＰ

セッション準備

《アーティファクト所有》
：２
《精鋭部隊》
：４

キャラクターと自国の作成が終了した

《先端医療技術》
：３

ら、ＰＣ間因縁を決定する。ＰＣ間因縁の

《テクノロジー提供：鉱物》
：３

取得順は、ＰＣ①→ＰＣ②→ＰＣ③→ＰＣ

《テクノロジー提供：食糧》
：３

④→ＰＣ①の順となる。各種シート類の記

《薬学知識》
：５

入が終了したら、メインプレイを開始する。

《運搬技術》
：３
アーティファクト（8000 カウント分）
《ＨＰヒールポーション》
：８
《ＭＰヒールポーション》
：８
《ハイＨＰヒールポーション》
：４
《ハイＭＰヒールポーション》
：６
《万能薬》
：４
《身代わりの魔石》
：４
※アーティファクトは各ＰＣに当分するこ
と。
余った《ハイＭＰヒールポーション》は
ＭＰ消費の多いメイジに分配するとよい。

が減りすぎたと感じたら、
《生命活性》を使っ
て回復をしよう。
《獣王の咆哮》も強力な切り札だ。エネミー
の防御力を減らすことができるため、味方全体
のダメージを底上げできる。戦闘の序盤に使う
と、特に恩恵は大きいだろう。

国の初期作成後、国レベルが 20 まで成
長するため、追加で４回国特徴表を振るこ

20000 カウント（初期作成＋ 19000 カウ

とになる。また、19 点任意の資源を上昇

ント）を使用して国レベル 20 の国を作成

させることができる。任意の資源を上昇さ

する。

せる際は、予め使用したい部隊を念頭に置

なお、他のシナリオから続けて遊ぶ場合

いて割り振るとよいだろう。国レベルが 20

などで既に国が作成されている場合、カウ

であれば、主にレベル２～３の部隊を使用

ントが 20000 を下回っていることもあるだ

することになる。

ろう。そういった場合は、カウントの差分

最後に、アカデミーサポートとアーティ

だけ今回のシナリオ限定のアーティファク

ファクトを決定する。使用できるカウント

トを支給するなどして対応すること（ポー

が多いため、アカデミーサポートとアーティ

ション等の消耗品が望ましい）
。カウントが

ファクトに迷う場合の例を記載しておく。

20000 より多い場合は、エネミーデータを

アカデミーサポート（12000 カウント分）

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掲載する。
前述のアカデミーサポートの決定例に従い、鉱物
と食糧をアカデミーサポートで増加させていること
に注意する。

■国特徴
国特徴１：草原
国特徴２：貿易
国特徴（Ｌｖ５）：かつての英雄
国特徴（Ｌｖ 10）：運輸業者
国特徴（Ｌｖ 15）：城塞
国特徴（Ｌｖ 20）：情念深い

■国資源
食糧：14（17）
技術：５
馬：８
鉱物：５（８）
森林：５
資金：７

■部隊と国資源の割り振り
ＰＣ①：レベル３装甲兵（鉱物８、技術４）
ＰＣ②：レベル３騎馬兵（馬８、食糧４）
ＰＣ③：レベル３歩兵（食糧５、森林５）
ＰＣ④：レベル３隠密兵（食糧８、資金４）

強化で対応するとよいだろう。

6

7

■シナリオ13 翼にかける絆
王都や民、兵士たちの様子

兵士Ａ「ＰＣ②様、指示を！ 空から、空

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。
また、本シナリオで発生する戦闘では、
全てマスコンルールを使用すること。

●シーン１

ることになるか、簡単な描写を入れるとよ

指揮官たちに指示を行ない、部隊の兵

い。

士をまとめてＰＣたちが王城を出ると、空

▼描写

からドラゴンが舞い降りてくる。戦闘だ！

人々で賑わう昼さがりの王都。その喧騒
の中、突如として空を暗い影が覆ったかと
思うと、火球と爆弾が次々に降り注ぎ、市

ドラゴンの空襲

空からの攻撃であるため、通
常の防衛線による防衛は不可
能である。そのため、王都への
侵入を許したのだ。
国の設定によっては、対空
戦闘に長けていたり、航空戦
力（オルガノンなど）を所持し
ている可能性もあるだろう。し
かし、そういった場合でも、空
襲を避けることはできない。航
空戦力があったとしても、常に
警戒を続けることは困難だろう。
あるいは、警戒が困難な高高度
からの奇襲だった、としてもよ
いだろう。

▼結末
力尽きたドラゴンたちは混沌に還り、消
えてゆく。

登場ＰＣ：全員

街地を焼き払っていく。

▼解説

民Ａ
（爆音が響く中）
「何だ何だ、
何が起こっ

て、被害は最小限に留められた。当面の危

たんだ！」

機は去ったが、同じことが続く可能性は高

ら現れたドラゴンによって襲撃されるシー

民Ｂ（空を指差して）
「おい、
見ろ！ 空だ！

い。対策を練らねばならないだろう。

ン。このドラゴンはアンデッドであるが、

空からドラゴンがやってくるぞ！」

この時点ではそれをＰＣたちは認識できな

民Ａ「ひいい、逃げろー！ 安全なところ

い。

はどこだ !? 」

ＰＣたちの国の王都が、突如として空か

国の設定に応じて、描写をし
てほしい。シナリオ開始時点で、
ＰＣたちはかなりのカウントを
誇る大国だ。それに相応しい国
力を擁していることを意識的に
描写に含めるとよい。

からドラゴンが攻めてきました！」

ＰＣたちの的確な指示と、奮闘が相まっ

空襲にやってくる
ドラゴンたち

このシーンでは、シナリオの導入として、
ドラゴンの脅威を印象付けるための演出と

少し遅れて、敵襲を告げる銅鑼の音が

戦闘を行なう。合流の仕方に迷うＰＣがい

大きく鳴り響く。緊急事態に際し、兵士た

る場合、戦闘に入る前に設定に応じて、ど

ちがＰＣたちの指示を仰ぐために待ち受け

ういったシチュエーションで戦闘に参加す

ていた。

ワイヴァーン：アンデッドＡ

シーン１ 戦闘配置図
戦闘解説

ワイヴァーン：
アンデッドＡ×２

ワイヴァーン：
アンデッドＢ×１

腕の代わりに翼を持つタイプ
の飛竜、いわゆるワイヴァーン
と呼ばれる種類のドラゴンだ。
空襲にやってくるドラゴンは全
てアンデッドと化しており、ヴィ
ンセントに使役されている。

意思を無くしているため、戦闘に
関しても理性的な行動は行なわない。
基本的に最も近いＰＣを狙って攻撃
する。

種別：混沌／竜

出身世界：ドラコーン

レベル：15

衝撃

5

体内 ０

特技

【反射】24／８〈回避〉３

《 対軍存在》：
『ルール１』Ｐ．３３５）
《飛行能力》：
『ルール１』Ｐ．３３５）
《ＢＳ付与：毒》１０：
（『ルール２』Ｐ．２８９）
《 突 撃 》：メジャー。全 力移 動を行なった後、
爪による攻 撃を行なう。その攻 撃 力に＋「 移
動したＳｑ数×２」する。

【知力】６／２
【精神】15／５
【共感】６／２

ＰＣ

5

リアクション： 17

【筋力】24／８〈格闘〉４
【感覚】30／10〈射撃〉３

ドラゴン：
アンデッド ×１

防御力 武器 15 炎熱

ＨＰ： 120

ＭＰ： 70

行動値： 18

移動力：５

攻撃①：爪／射程０／対象単体／
命中４Ｄ＋８／攻撃力〈武器〉５Ｄ＋20

解説：ヴィンセントによって使 役されているドラ
ゴン。意思を持たないため、死をいとわずに目
標 への攻 撃を繰り返 す。 爪による直 接 攻 撃に
長けた個体である。

攻撃②：ブレス／射程１～３／対象単体／
命中３Ｄ＋10／攻撃力〈炎熱〉７Ｄ＋10
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■シナリオ13 翼にかける絆

●シーン２

ワイヴァーン：アンデッドＢ
種別：混沌／竜

出身世界：ドラコーン

レベル：20

登場ＰＣ：ＰＣ④

▼解説
防御力 武器 10 炎熱 10 衝撃 ５ 体内 ０

リアクション： 15

【筋力】18／６
〈格闘〉４

特技

【反射】18／６
〈回避〉３
【知力】６／２
【精神】15／５
【共感】６／２
ＨＰ： 100

ＭＰ： 100

行動値： 21

移動力：４

攻撃①：爪／射程０／対象単体／
命中４Ｄ＋６／攻撃力〈武器〉４Ｄ＋20

解説：ヴィンセントによって使 役されているドラ

ゴン。意思を持たないため、死をいとわずに目
標への攻撃を繰り返す。ブレスによる射撃攻撃
に長けた個体である。

攻撃②：ブレス／射程１～３／対象単体／
命中３Ｄ＋12／攻撃力〈炎熱〉８Ｄ＋15

退したあと、回想でオディロンとの会話を

ヴィンセント「投影体？ 邪紋使い？ 冗

ＰＣ④には、竜の一族やオディロンとど

べき存在だ。操り人形に意思など必要ない」

き、それを元に描写をおこなうとよい。

ヴィンセント「もう少しで、俺の研究は完

▼描写

成する。そうすれば、人間がわざわざ戦場

キミはドラゴンを一匹、また一匹と斬り
伏せる。キミの記憶にあるドラゴンと比べ

仮にドラゴンたちが何者かに使役されて
いるのであれば、その元を断たない限り、

た武器と装束を見たとき、過去の記憶がフ

事態の根本的な解決を図ることはできない

ラッシュバックする。

だろう。ドラゴンの空襲の影にいる、黒幕

オディロン「このような姿ではあるが、我

を追わなければならない。

レベル：25

れば、それを正して欲しい。ＰＣ④よ」

▼結末
0

リアクション： 13

【筋力】36／12
〈格闘〉４

特技

【反射】21／７
【感覚】27／９
〈射撃〉４
【知力】６／２
【精神】18／６
【共感】６／２
ＨＰ： 250

ＭＰ： 150

行動値： 16

移動力：５

攻撃①：衝撃波／射程２／対象単体／
命中４Ｄ＋９／攻撃力〈衝撃〉８Ｄ＋20
攻撃②：ふみつけ／射程０／対象単体／
命中４Ｄ＋12／攻撃力〈武器〉４Ｄ＋50

《 対軍存在》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《飛行能力》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《追加行動》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《攻撃拡大Ⅰ》３：
（『ルール２』Ｐ．289）
《 攻撃態勢 》：セットアップ。移動力を好きなだ
け減少させる（最低０まで）
。減少させた移動
力１点につき、このラウンド中に行なう攻 撃の
攻撃力に＋ 10 点する。

解説：ヴィンセントによって使 役されているドラ
ゴン。意思を持たないため、死をいとわずに目
標 への攻 撃を繰り返 す。 比 較 的 大きな体 躯を
持ち、耐久力に優れた個体である。

キミの中には、気高く生きるオディロン
たちの一族が印象付いている。何の理由も
なく、こんな真似をするものたちではない。

●シーン４

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

▼解説
アイシャが仲間だったドラゴンを止めよ
うとするシーン。そのまま、シーン５へと
描写は続くことになる。
アイシャ（ＰＣたちに協力的なドラゴン）
の立場を明確にした上で、倒すべき存在を

空襲に加わっているのは、何らかの理由が

仄めかすこと。

あるはずだろう。

▼描写

●シーン３

ラゴンは、空襲に向かおうとするドラゴン
たちを止めようとしているようだ。

入を演出するシーン。何度目かの空襲を撃

てわたしの話をきいてくれないの !?」
アイシャ「みんなを連れ去ったあの人間が、

想として描写をしておく。

みんなに何かをしたんだ……！ どうして、

▼描写

どうしてこんなことをするの !?」

キミは魔法を放ち、ドラゴンを撃墜する。
かし、ドラゴンは魔法を受けることを厭わ

ヴィンセント

“ ネクロマンサー ” を名乗る魔
法師。傲岸不遜な中年の男性
であり、投影体や邪紋使いと
いった存在を、人として認めて
おらず、魔法師によって制御さ
れるべき道具として考えている。
彼は召喚魔法に長けており、
投影体を操作する魔法を使用
することができる。その魔法に
より、対象は意思を奪われ、単
純な行動のみを繰り返す……ま
るで生きた死体のようになるこ
とから、アンデッドを造り出し
ているように見える。そのため、
彼は“ネクロマンサー”を名乗っ
ている。

アイシャ「みんな！ 止まって！ どうし

退したあと、ヴィンセントとの関係性を回

避けようと思えば、避けられたはずだ。し

竜の一族

オディロンに率いられたドラ
ゴンと呼ばれる存在の一団。一
族と名乗ってはいるが、血族的
な繋がりはなく（投影体である
ため）
、志を同じくするものたち
が集まって暮らしている。

の攻撃を受けている。どうやら、小柄なド

登場ＰＣ：ＰＣ③
ＰＣ③のハンドアウトの内容を元に、導

オディロン

巨大な姿のドラゴン。ＰＣた
ちの国の近隣に棲む竜の一族
の長。強大な力を持つが、争い
を好まず、一族は山の奥深くで
ひっそりと暮らしている。シナ
リオでは、ヴィンセントによっ
て使役され、ＰＣたちの前に立
ちはだかることになる。
かつて、ＰＣ④と交流があっ
た。

深紅の小柄なドラゴンが多くのドラゴン

▼解説

ず、攻撃を優先した。死を厭わぬ行動。キ
10

▼結末

力任せだ。その中の一匹が身に着けてい

オディロン「仮に我らが道を誤るときがあ

防御力 武器 20 炎熱 ５ 衝撃 15 体内

に立つ理由はなくなるさ」

て、明らかに知性に欠けており、戦い方は

はない」

出身世界：ドラコーン

談じゃない。あいつらはただの混沌だ。俺
たち魔法師によって制御され、使役される

ういった関係性であったかを確認してお

く、他の種族と争ったり、人間を襲うこと

種別：混沌／竜

キミは、ある存在をアンデッドのごとく
使役する技術を研究していた魔法師・ヴィ
ンセントのことを思い出す。

ら竜の一族は平和を尊んでいる。必要もな

ドラゴン：アンデッド

ぶ。

入を演出するシーン。何度目かの空襲を撃
演出する。

《 対軍存在》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《飛行能力》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《追加行動》：
（『ルール１』Ｐ．335）
《 息を吸い込む》：メジャー。次にブレスを使
用して攻撃する場合、射程を２倍、対象を十
字に変更する。また、
その攻撃力に＋ 10 する。

【感覚】36／12
〈射撃〉３

ＰＣ④のハンドアウトの内容を元に、導

ミの脳裏に、アンデッドという存在が浮か

（被弾する）アイシャ「きゃあ！」

▼結末
攻撃を受けたアイシャは墜落していく。
その先には、ＰＣたちの王都があった。
11

■シナリオ13 翼にかける絆

●シーン５

登場ＰＣ：ＰＣ①

▼解説

竜の一族の子供。素直な性
格。まだ若いが、高い潜在性
をもっている。その潜在性故
に、ヴィンセントに狙われて
いる。

少女に姿を変える

竜の一族の中でも、特に優
れたものは、人間に姿を変え
ることができる。人間に姿を
変えると、頭部の角と竜眼と
呼ばれる瞳を持つ以外は、人
間とそっくりな見た目であ
る。
これは、オディロンを中心
とする竜の一族が編み出した
特殊な技能である。彼らはア
トラタンにおいて、人間社会
に関わり、人間とわかりあう
ためにこの技能を編み出し
た。自身の体を構成する混沌
を制御し、見た目の姿を変化
させている状態である。

ベアトリス

竜の一族の姫を名乗るドラ
ゴン。思い込みが激しいとこ
ろがあり、直情的な性格をし
ている。彼女も強力な個体で
あり、人間の姿に擬態するこ
とができる。
彼女は、ＰＣたちの国が、
アイシャを攫い、隠している
と考えている。また、それに
よって、近頃、竜の一族のド
ラゴンが失踪している事件に
ついても、ＰＣたちの国が関
わっているのではないかと誤
解をしている。

竜の一族のドラゴンが
失踪している事件

以降のシーンで、ベアトリ
スやアイシャから語られるこ
とになる。

12

だが、奴らは確実に消耗している。兵士や

だった。

民の士気も落ちているはずだ。対してこっ

●シーン８
登場ＰＣ：全員

▼解説

衛兵「た、大変です！ ＰＣ②様！ ドラ

ちは使い捨ての道具を使っているだけだ」

ゴンのやつが一匹で乗り込んできました。

ヴィンセント「だが、戦力が足りないこと

アイシャの捜索や、空襲への対策の軍議

入を演出するシーン。何度目かの空襲を撃

止めようとしたのですが、全く歯が立ちま

もまた事実。雑魚じゃねえ、もっと強力な

をおこなうシーン。このシーンでは、情報

退したあと、アイシャとの出会いを回想す

せん。奴は、この国の王を呼べと……」

素体……そうだ、あのでかいやつか銀色の

収集が可能。

ＰＣ③のハンドアウトの内容を元に、導
アイシャ

その衝撃で、書類の山がひとつ崩れるの

る。

▼描写
何度目かの空襲の後、キミは焼けた市街

やつ。もしくはちっこい赤いやつだな。あ

このシーンでは、ベアトリスに潔白を証

れだけの力があれば、あるいは……」

明するためにも、アイシャの捜索を行なう

色のドラゴンが見える。兵士たちは無力化

ヴィンセント
「おい。行くぞ。狩りの時間だ」

ことになる。といっても、アイシャの居場

▼結末

キミが城外へ向かうと、広場の中央に銀

地を歩いている。キミは市街地の中で、一

されているが、殺されてはいないようだ。

匹の弱ったドラゴンが倒れ伏しているのに

どうも、これまでのドラゴンとは様子が違

気付く。おそらく、
まだ子供だろう。しかも、

う。

使役しているドラゴンのアンデッドの背に

ＰＣ①がこの事実を共有するタイミングに

これまでのドラゴンとは様子が違う。

？？
「我が名は竜の一族の姫、
ベアトリスだ。

乗り、どこかへ飛び去っていく。

迷っている場合は、このシーンで共有して

ドラゴンはキミが近づいてきたのに気付

お主がこの国の王か」

くと、一瞬起き上がろうとするが、すぐに

ベアトリス「お主らが攫った我らの仲間を

再び倒れ込み、少女に姿を変える。

返して貰う！」

？？「に、人間……！ でも、あいつらと

ベアトリス「とぼけるな。アイシャ……深

は臭いが違う……？」

紅の竜が、この国の方角へ向かったことは

アイシャ「わ、わたしは竜の一族のひとり、

わかっている」

アイシャです。信じて貰えないかもしれな

（ＰＣ①がベアトリスを説得しようとした

ヴィンセントは、兵士たちを引き連れ、

●プレッジシーン１

ここまでがこのシナリオにおける導入の

パートとなる。

所はＰＣ①が知っているため、その気にな

しまって構わない点を示唆するとよいだろ
う。
このシナリオの序盤の目的は、ベアトリ
スがＰＣたちを疑っていることからもわか

ここで、プレッジシーンを挟む。プレッ

る通り、ベアトリス・ＰＣ①・他のＰＣの

ジシーンは、このシーンの他にあと２回用

三者の間でちょっとした揉め事を起こすこ

意されている。

とで、お互いのキャラクターを演出したり、

場合）ベアトリス「しかし、アイシャがこ

ロールプレイをする機会を作ることだ。最

せん」

れ以上遠くに行けるとは考えにくい。その

終的に、アイシャの所在をＰＣたちが共有

アイシャ「お願い、わたしたちの一族を、

言葉が嘘では無いというのであれば……街

し、彼女とベアトリスを引き合わせるとこ

助けて、くだ、さい……」
（意識を失う）

や王城を探されても文句は言わんな？」

ろさえ落とし所にしていれば、途中の展開

▼結末

▼結末

はある程度自由に演出をしてよい。ベアト

意識を失ったアイシャを放置することは

ＰＣ①がなんと言っても、ベアトリスは

リスの勘違いと、ＰＣ①だけが知っている

できないだろう。アイシャを連れ帰ったと

譲らない。ベアトリスは、強引に王都に滞

アイシャの所在。このふたつが演出のポイ

ころで、シーンを終了する。

在する。

ントとなる。ただし、対立を煽ることが目

●シーン７

▼解説

▼解説

登場ＰＣ：ＰＣ②
ＰＣ②のハンドアウトの内容を元に、導

入を演出するシーン。空襲への対策に追わ

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

キミたちは会議室に集まり、今後の対策
を話し合っている。主な議題は２つ。敵の

倒すべき脅威がいることを、ＰＣたちの

スをどうするか、だ。

印象付けるためのシーンである。

▼描写

新たな対空兵器の設置の認可や、部隊

▼描写

正体と空襲への対策、アイシャとベアトリ

れるＰＣ②に、ベアトリスが訪ねてくるシー

▼描写

的ではないことに、十分注意すること。

ヴィンセントが暗躍するシーン。

ン。

兵士から、ひとりの魔法師が報告を受け
ている。

それぞれ、オディロン、ベア
トリス、アイシャを示している。

ればいつでもアイシャとの合流は可能だ。

いけど、あなたたちと戦うつもりはありま

●シーン６

でかいやつか銀色のやつ。
もしくはちっこい赤いやつ

◆情報収集項目
アイシャの捜索
〈話術〉
〈情報収集〉 目標値：９

の再編成。焼けた市街地の修復の予算の

兵士「今回も失敗です。いかにドラゴンと

深紅の竜が墜落した現場を見た者がい

確保。キミの認可が必要な作業は山積み

いえど、あの国を攻め落とすのは困難なよ

るらしい。ベアトリスの話からすると、そ

だ。そんな中、城内が騒がしくなったかと

うです」

の深紅の竜がアイシャだろう。また、その

思うと、衛兵が執務室へと駆け込んでくる。

ヴィンセント「ち。まあ期待はしていない。

付近で、ＰＣ①を見たという情報も得るこ
13
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とができる。
（ＰＣ①がアイシャを保護していることを他
のＰＣに伝えている場合、この情報収集項
目は削除して構わない）
アイシャの現状
〈知覚〉
〈混沌知識〉 目標値：10
※「アイシャの現状」に成功している場

●シーン９
登場ＰＣ：全員

渡せ。昔馴染みのよしみだ。今なら手伝っ

しょうか？」

てやってもいいぜ？」

▼解説１

（拒否する）ヴィンセント「あん？ そいつ

アイシャが目覚めるシーン。このシーン

アイシャの話を聞き終えて間もなく、慌

の目的は、アイシャを目覚めさせるための

てた兵士たちがキミたちを呼びに現れる。

不利だな。ここは一旦、退かせてもらう。

判定と、アイシャとの交流である。

兵士Ａ「ＰＣ②様、お探ししておりました！

なぁに、まだ奴らには当てがある」

▼描写１

また、奴らの襲撃です。
」

らの肩を持つ気か。ってことは、こっちが

合、またはＰＣ①がアイシャを保護してい

キミたちは、ＰＣ①の住居へとやってき

兵士Ｂ「ですが、いつもとは様子が異なる

ヴィンセントが引いたのち、キミたちと

ることを他のＰＣに伝えている場合に判定

た。奥の部屋に、アイシャが寝かされてい

のです。すぐに襲って来ず、こちらの出方

ヴィンセントが仲間ではないことに気付い

可能。

る。

を待っているかのようで……」

たベアトリスはアイシャを探しに行こうと

▼結末

する。

アイシャは消耗しており、眠りについて

アイシャは額に汗を浮かべ、時折苦しそ

いる。適切な治療
（アイシャの元へ行き、
〈治

うに顔を歪める。

療〉か〈意思〉で目標値：12 の判定に成

▼解説２

アイシャの依頼を受けたのち、ＰＣたち
が現場へと向かったところでシーンを終了

ベアトリス「お主ら、奴の仲間ではなかっ
たのか？」

功する必要がある）をすることで、目覚め

「アイシャの現状」で判明した通り、
〈治療〉

する。アイシャはＰＣたちに付いていこう

ベアトリス「つまり、アイシャの件もお主

させることができる。また、アイシャが目

か〈意思〉で目標値：１２の判定に成功す

とするが、まだ体が自由に動かず、この場

らと関係ないということか！ こうしては

覚めていない状態で、ベアトリスと引き合

ることで、アイシャを目覚めさせることが

でＰＣたちを待つことになる。

おれん、奴より先にアイシャを探しに行か

わせた場合、ベアトリスがあらぬ誤解（ア

できる。

イシャの意識を奪い捕縛している、など）

アイシャから、彼女の事情として、以下

をする可能性があるため、アイシャが目覚

の内容を説明すること。

めた状態で、彼女と引き合わせたほうがよ

・シーン１のワイヴァーン：アンデッドたち

いだろう。

は、彼女の仲間である竜の一族の一員だっ

空襲にやってくるドラゴンについて

たが、少し前に人間たちによって連れ去ら

〈知覚〉
〈混沌知識〉 目標値：10
ドラゴンはれっきとした投影体であり、

れた。

●シーン 10
登場ＰＣ：全員

▼解説

することを想定している。その行動により、
ベアトリスの誤解のうちひとつ（ＰＣたち

し、今回空襲にやってくる個体からは、そ

一切聞かず、ＰＣ①たちの国の王都を攻撃

が竜の一族の失踪に関わっている）が解け

れを感じられない。死を恐れず、愚直に攻

し始めた。止めようとしたところで、攻撃

ることになる。

撃を繰り返す。まるでアンデッドのようだ。

を受け、撃ち落とされてしまった。

▼描写

アイシャと会話をひと段落させたあと、
シーン 10 へつながる演出をおこなう。

▼描写２

てこれらの行動をしていることが想定され

アイシャ「う……ここ、は……？」

る。

アイシャ「あ、あなたは私を助けてくれた

情報収集が終わり次第、シーンを終了す
る。

シーンは終了する。

キミたちが現場に向かうと、そこには既

ない。これらの点から、何者の意図によっ

▼結末

ＰＣたちがベアトリスを止めたところで、

基本的には、この要求をＰＣたちが拒否

め、追い掛けてきたが、彼らは彼女の話を

たちの国の王都を狙っていることには違い

▼結末

ヴィンセントが現れ、ベアトリスの引き

・久しぶりに姿を見つけることができたた

とを目的とした装備があることから、ＰＣ

ねば！」
（竜化し、飛び立とうとする）

渡しを要求されるシーン。

本来であれば高い知性を有している。しか

また、爆弾などの市街地を破壊するこ

14

今何が起きているのか調べて貰えないで

……？」
（事情をきいた）アイシャ「皆さんたちに

に敵と相対するベアトリスの姿があった。
ヴィンセント「やっとお出ましになったか。
お前（ＰＣ②）がこの国のロードか？」
（名前を聞く）ヴィンセント「おっと失礼。
俺は “ ネクロマンサー ” のヴィンセント。
お察しの通り、
あれ（ドラゴンのアンデッド）
の持ち主だ」

何かをされたから、彼ら（ワイヴァーン：

ヴィンセント
「強力な個体がこっちに向かっ

アンデッド）は、皆さんたちの街を攻撃し

たという情報を知ってな。
（ベアトリスを見

ていたわけじゃないんですよね？」

て）案の定、というわけだ。なあ、ＰＣ③、

（肯定した）アイシャ「やっぱり。あの、今

そいつ（ベアトリス）は、
あんたの国を襲っ

もたびたび仲間たちが連れ去られてしまっ

たドラゴンの仲間だろ？ あんたらにとっ

ています。わたしもお手伝いしますから、

ては敵ってわけだ。そいつをボコって俺に
15
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●シーン 11

を助けて下さい！ 私たち、飛んだり火を

は投影体、邪紋使いもそれと同じという考

登場ＰＣ：全員

噴いたりはできるけど、何かを調べたりす

えを持っている。そのため、彼らのことを

▼解説１

る当ても無ければ、その方法もわからない

魔法師に使役されるただの道具でしかない

目覚めたアイシャと、ベアトリスが再会

んです。皆さんだって、彼らには困ってい

と認識している。

するシーン。ベアトリスの誤解を、アイシャ

るはずです、だから、協力できると思うん

が責め、ＰＣたちにお詫びをする。

です！」

▼描写１
アイシャが目覚めたことを知ったキミた
ちは、ベアトリスをアイシャの元へと案内

▼解説
竜の一族の本拠地へ向かうシーン。本
拠地へ近付くと、火の手が上がっているこ
とが見える。

ベアトリス「アイシャ！ 人の窮地につけ

制御するなど簡単にできることではない。

▼描写

こむような真似をするなど、恥を知れ！

その術式には、何か秘密があるはずだ。

すまない。このことは、竜の一族の問題だ」

また、彼の手勢は、彼の魔法の力もあり、

キミたちは手勢を引き連れ、ベアトリス
とアイシャの案内で竜の一族の本拠地（Ｐ

投影体……特にドラゴン狩りを得意として

Ｃたちの国の辺境部、山岳部に面した森林

いる。

にある）へと向かう。

アイシャ「ベ、ベスお姉ちゃん !? どうし

がとうございます。皆さんたちなら、一緒

てここに？ えっ、私を探して……？」

に戦ってくれるって信じてました」

アイシャ「お姉ちゃん、この人たちに、変

ベアトリス「わからぬ。何故、お主らを苦

な言い掛かりつけて暴れ回ったりしてない

しめているものたちの仲間かもしれぬ我々

よね。

を信用して、助けようとする？ 我々がお

※「ヴィンセントについて」に成功してい

のだ！

主らを騙している可能性とてあるのだぞ！」

る場合、判定が可能。

アイシャ「あれは……もしかして、また !?」

私を攫った、とか」
（ＰＣたちに

事情をきく）

本拠地にやってくると、森から火の手が
ヴィンセントの術式
〈混沌知識〉
〈意思〉 目標値：16

上がっているのが見える。竜の一族が、再
びヴィンセントによって攻撃を受けている

アイシャ「やっぱり！ もう、お姉ちゃんっ

（理由を答えた）ベアトリス「そうか、こ

ヴィンセントの術式は、根本的には投影

たら昔からそうなんだから！ ほら、早く！

れが人間か。私たちは人間の姿になること

体を操作するための魔法である。ヴィンセ

王よ。手伝ってくれ！」

謝って！」

はできても、その本質を何も知らなかった

ントは対象の自由意思と思考能力を完全に

▼結末

ベアトリス「すまない。本当にすまない。

のだな」

奪い、単一の命令のみ実行させるようアレ

一族の皆が攫われ、アイシャまでもと思う

ベアトリス「人間の王とその仲間よ。よろ

ンジすることで、多数の個体を遠隔で使役

と、もう居ても立ってもいられなくなって

しく頼む。共に、戦ってくれ！」

することに成功している。知性を失い、単

しまい……」
（土下座する）

▼結末

一の命令のみを愚直に実行することから、

▼解説２
誤解が解けたところで、ベアトリスから
竜の一族の現状を説明される。その要点
は以下の通りである。情報収集で調べた
内容やシーン９でのアイシャの説明と合わ
せ、ヴィンセントの手の者によって、竜の
一族のドラゴンが使役されていることを想
定できるだろう。

状況を整理し、アイシャ・ベアトリスと
の共闘が決まったところで、シーンを終了
する。

●シーン 12

効果を受けた対象は、アンデッドのように
見える。
かなり強力かつ、通常では教えられない
召喚魔法であるといえる（
《投影体奪取》
（
『ルール２』Ｐ．67）の応用・悪用と言える）

ベアトリス「皆……！ すまない、人間の

ＰＣたちが本拠地へと急ぐ。

●シーン 14

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

▼解説
ヴィンセントがオディロンを捕らえ、ア
ンデッドとするシーン。最終決戦への導入
を匂わせることを目的としている。

▼描写

登場ＰＣ：全員

ことから、闇魔法師（例えば、パンドラに

焼き払われた森の中で、巨竜が倒れ伏

▼解説

属するような）から、術式について情報提

す。それを足蹴にして、ヴィンセントが召

供を受けたと考えられるだろう。

喚魔法の行使をする。

▼結末

オディロン「皆は、何とか無事に逃げ延び

情報収集を行なうシーン。このシーンで、

・数か月前から、一族のドラゴンが人間の

事件の全貌が明らかとなる。

集団によって攫われている。

▼描写

ヴィンセントについて情報を得たところ

たようだな……」

・人間の集団の指揮官は、
魔法師だった（容

敵の影は見えた。あとは、その尻尾を掴

で、他の竜の一族と合流し、彼を待ち受け

貌をきくと、ＰＣ③であれば、ヴィンセン

むまでだ。キミたちは、竜の一族にはない、

るために、竜の一族の本拠地へ向かうこと

て。おかげで、お前を除いてまともに捕ま

トのことであると確信できる）
。

人間ならではの繋がりで、敵の影を追う。

になる。

えられてねーじゃねーか。銀色のはともか

▼描写２
項垂れたベアトリスは、少しずつ竜の一
族の現状を説明した。ベアトリスの説明が
一通り終わったところで、アイシャが話に
割って入る。
アイシャ「お願いです、皆さん。竜の一族
16

登場ＰＣ：全員

数の投影体の意識を奪い、遠隔で同時に

（アイシャの依頼を受ける）アイシャ「あり

した。

召喚魔法師としての腕は確かだが、多

●シーン 13

◆情報収集項目
ヴィンセントについて
〈専門知識〉
〈情報収集〉 目標値：１２
アカデミー出身の召喚魔法師。混沌は魔
法師の意のまま操ることができる、ひいて

●プレッジシーン２

ＰＣたちの国や竜の一族の状況が整理

されたところで、プレッジシーンを挟む。

ヴィンセント「ち。手こずらせてくれやがっ

く、あの赤いのは一体どこいった？」
ヴィンセント「まあいい。お前がいればい
い。もう抵抗する力はねーだろ。おい、
（Ｐ
Ｃたちの国の王都）を潰せ。お前の全力を
もって、な」
ヴィンセント「くはは。とっておきってや

竜の一族の本拠地へ向かう

最初の空襲以降、
王都では、
通常の空襲であれば十分に備
えができてきており、ＰＣた
ちがおらずとも対応ができる
状態になってきている。
ただ、
不足の事態を警戒するＰＣも
いるだろう。そういった場合
は、ある程度この先の展開を
伝えてしまって構わない。危
機を迎えることにはなるが、
それを打ち破るカタルシスを
楽しんで貰いたい。それが可
能であるくらいには、もう既
にＰＣたちは強力無比な存在
となっているのだ。

17
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つだ。もう、あの国も終わりだ」

▼結末
ヴィンセントの高笑いをバックに、意思

▼描写２
ンセントは膝をつくが、何故かその顔から

なき巨体がゆっくりと飛び立つ。その方向

は笑みが消えない。

は、ＰＣたちの国の王都だ。

ヴィンセント「ハッ、どうせもうお前らの
国は終わりだ」

●シーン 15

ヴィンセント
「お前らが来る少し前、
奴ら
（竜

登場ＰＣ：全員

の一族）の親玉を王都へ向かわせた。今

▼解説

さら帰ったところで、もう遅い」

ヴィンセントと戦闘をおこなうシーン。

ヴィンセント「たかが投影体ごときを助け

戦闘に勝利した後、ヴィンセントは既に

ようとしたばかりに、お前らは国を失うこ

オディロンのアンデッドを王都に向かわせ
たことをＰＣたちに伝え、勝利を宣言する。

▼描写１
荒れた森の奥、竜の一族の本拠地にキ

戦闘解説
重装歩兵団は、なるべく防御力の
低い味方をカバーリングするために
移動を行なう。無理に攻撃を行なう

ヴィンセント隊 ×１、
精鋭重装歩兵団 ×１

必要は無い。弓兵団・ヴィンセント
はなるべく多くのＰＣを巻き込むこ
とを狙う。ヴィンセントは、味方を
巻き込んでも魔法を使用する。邪紋
兵は、２回攻撃できることを生かし、
カバーリング役以外を狙うとよい。

精鋭邪紋兵団 ×１

とになる。馬鹿なやつらだ」
（アイシャとベアトリスに対して）ヴィン
セント「お前らのせいで、
（ＰＣたちの国）
は滅ぶ。おい、ＰＣ②殿、恨むならこいつ

ミたちは辿りつく。既に戦いは終わってい

らを恨めや」

るが、そこにはヴィンセントの手勢がおり、

▼結末

次の “ 狩り ” の準備をしている。

シーン 15 戦闘配置

勝負は決した。キミたちの勝利だ。ヴィ

精鋭重装歩兵団 ×１、
精鋭弓兵団 ×１

精鋭重装歩兵団 ×１、
精鋭弓兵団 ×１

ＰＣ

ヴィンセントの高笑いが響く。ヴィンセ

ヴィンセント「さって、次は適当に雑魚ど

ントの処遇については、ＰＣたちが決めて

も（ワイヴァーンのこと）を集めさせても

よい。

らうとするか。いつも通りに、ひと狩りすっ
かね」
（ＰＣたちを見て）ヴィンセント「ＰＣ
③ !?

ってことは、あの国の連中か。おい

おい、なんでここがバレてんだよ !?」
（アイシャを見る）ヴィンセント「見かけね
ーと思ったら、そういうことか。道具のく

精鋭重装歩兵団
種別：人間

出身世界：アトラタン

レベル：14（モブ）

せに、無駄に頭が回る奴もいるもんだな。

【筋力】24／８〈重武器〉４

気に入ったよ。俺の魔法を使うと、みんな

【反射】15／５

バカになっちまうが、お前なら、色々試し
甲斐がありそうだ」
（ＰＣ②に対して）ヴィンセント「ちと、想
定とは変わっちまったが、お前を殺せば、
お前の国を潰したことになんだろ」

【知力】12／４
【精神】21／７
【共感】15／５
ＨＰ： 100

ンセント「流石はＰＣ③がついてる国、
とっ

士気： ６

くにお見通しってことか。だったら尚更、
生かして返すわけにはいかねーな」
ヴィンセントとの会話をした後、戦闘を

行動値： ２

リアクション： 11
特技

《守りの盾》：
（『ルール１』Ｐ．167）
《守護の群れ 》：
（『ルール１』Ｐ．333）
《 突き飛 ばし 》：ダメージロールの 直 後。こ
のエネミーの攻撃１点でもダメージを与えてい
た場合、対象を任意の方向へ１Ｓｑ移動させる
（離脱の処理は不要）
。

【感覚】12／４

（パンドラとの関わりを指摘された）ヴィ

防御力 武器 35 炎熱 15 衝撃 25 体内 ０

ＭＰ： 60

解説：重武装をした精鋭の兵士。敵を囲んだ
上で、大槌で叩き伏せ、動きを封じる。

移動力：４

攻撃①：大槌／射程０～１／対象単体／
命中４Ｄ＋８／攻撃力〈衝撃〉６Ｄ＋30

開始する。
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■シナリオ13 翼にかける絆

精鋭弓兵団
種別：人間

ヴィンセント
出身世界：アトラタン

レベル：16（モブ）

リアクション： 16

【筋力】15／５

特技

【反射】21／７
〈回避〉３
【感覚】24／８
〈射撃〉４
【知力】12／４
【精神】15／５
【共感】15／５
ＨＰ： 90

ＭＰ： 100

士気： ５
行動値： 18

移動力：５

種別：人間

防御力 武器 15 炎熱 ５ 衝撃 ５ 体内 ０

《攻撃拡大Ⅰ》２：
（『ルール２』Ｐ．２８９）
《攻撃拡大Ⅱ》１：
（『ルール２』Ｐ．２９０）
《 火 矢 》：マイナー。ダメージ属性に〈炎 熱〉
を追加する。
《 強弓》：メジャー。弓を使用した攻撃を行な
う。このラウンド中に移 動を行なっていない場
合、その攻撃のダメージに＋ 10 し、１点でもダ
メージを与えた場合、追加で放心を与える。

レベル：20

【感覚】18／６
【知力】36／１２
【精神】45／15〈意思〉４
【共感】６／２
ＨＰ： 200

【反射】30／10
〈軽武器〉５〈回避〉３
【感覚】21／７
【知力】12／４
【精神】18／６
【共感】15／５
ＭＰ： 80

士気： ７
移動力：７

攻撃①：双剣／射程０／対象単体／
命中５Ｄ＋10／攻撃力〈武器〉６Ｄ＋30

行動値： 27

移動力：４

攻撃①：なし

防御力 武器 10 炎熱 10 衝撃 10 体内 ０

特技

《不変の五体 》：
（『ルール１』Ｐ．122）
《双牙双殺》：
（『ルール２』Ｐ．72）
《一撃必殺》３：
（『ルール２』Ｐ．151）
《ＢＳ付与：出血》：
（『ルール２』Ｐ．289）
《ＢＳ付与：消耗》：
（『ルール２』Ｐ．289）

解説：アームズの邪 紋 使いの軍 団。 敵を少し

ず つ弱らせ、生きたまま捕 縛 することを得 意と
している。

地を救ってくれた。王都を留守にするとい

登場ＰＣ：全員

う危険を追ってまでだ。今度は、我ら一族

▼解説

がそれに報いるとき。違うか、お前たち！」

王都へと引き返すＰＣたちに、竜の一族
が合流するシーン。部隊が竜の一族の背

ベアトリスが声を上げたとき、俄かに空

に乗って飛ぶことで、今ならばオディロン

が陰ったかと思うと、空からドラゴンが一

らアンデッドの一団に追いつくことができ

匹、また一匹と森に降り立つ。

る。
決戦フェイズへ向けてモチベーションを

（竜化して）ベアトリス「さあ、人間の王、
いや、ＰＣ②よ。我らが背に乗れ！ 我ら

高める演出をするためのシーンでもある。

竜の一族は、これより（ＰＣたちの国）の

▼描写

翼となる！」

キミたちは、急いで軍を返すための指示

（提案を受ける）ベアトリス「共に戦おう、

を出す。少しでも早く、王都に戻らなけれ

と告げたはずだ。遠慮は無用だ。ゆくぞ！」

ばならない。そんな中、アイシャは項垂れ

ベアトリス「それに、お主らに庇ってもらっ

たまま、ＰＣたちの前で立ち竦んでいた。

たことは忘れておらん。これは個人的な礼

アイシャ「ごめんなさい。ごめんなさい。

でもある。黙って受け取らんか！」

わたし、皆さんに助けてもらったのに、わ
たしのせいで、皆さんの国が……」
ベアトリス「諦めるのはまだ早い。人間の
王よ。お主らは、間違いなく我ら一族の窮

20

解説：ヴィンセントが 率いる部 隊。 戦 力として
はヴィンセント１人の魔 法に頼り切っており、部
隊としては脆弱である。

ＭＰ： 300

士気： ６

集団戦では敵を圧倒する。

リアクション： 19

【筋力】15／５

行動値： 16

《魔法修得：召喚魔法》６：
（『ルール２』Ｐ．63）
《異界の瞳》：
（『ルール２』Ｐ．63）

●シーン 16

レベル：20（モブ）

ＨＰ： 120

特技

【反射】18／６〈回避〉３

解説：精鋭の弓兵。火矢と巧みな弓術を用い、

精鋭邪紋兵団
出身世界：アトラタン

防御力 武器 ５ 炎熱 25 衝撃 ２０ 体内 ０

リアクション：

【筋力】12／４

攻撃①：弓／射程１～４／対象単体／
命中４Ｄ＋８／攻撃力〈武器〉８Ｄ＋25

種別：人間

出身世界：アトラタン

ヴィンセントが
生きている場合

シーン 15 でヴィンセントを
生かしている場合は、このシー
ンに登場させてもよいだろう。
ＰＣたちがアイシャを許し、竜
の一族と共に戦う選択をする場
合は、彼はそれに対して、脅威
となる存在と手を組むなど理解
できない、投影体など信用でき
ない、といった対応をする。彼
の対応とＰＣたちの対応を対比
させることで、ＰＣたちの器の
大きさ、高潔さなどを演出でき
るだろう。

空へ駆け上がる

あくまで、シナリオの展開上
の演出であり、データ的な変更
点（飛行状態になるなど）はな
い。戦闘にあたっては、特に意
識せず通常通りデータの処理を
すること。
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■シナリオ13 翼にかける絆
（竜の一族に対して）ベアトリス「我々の長、
オディロンは敵の手に堕ちた。ならば、そ
の介錯をすることこそ、残された者の務め
だ」
ＰＣ②に続き、兵士たちはドラゴンに跨
り、一騎、また一騎と空へ翔け上がる。そ
んな中、アイシャがＰＣ①へと翔け寄る。

●シーン 17

●シーン 18

▼解説

▼解説

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）
王都へ迫る脅威を、民衆が認識するシー

混沌レベル：５

里の者を助けてくれたのか。世話になった

登場ＰＣ：全員

な。すまないが、もうひとつ頼まれてはく
れんか」

オディロンに追いついた後、戦闘となる。

ン。状況に民衆と兵士は絶望しそうになる

なお、強大な力を持っているオディロンは

わしを止めてくれ！」

が、ＰＣ②の聖印を前に、活気を取り戻す

僅かに意識が残っており、多少の会話が

▼結末

ことになる。

可能である。

オディロンは力尽き、高度を下げて行く。

マスターシーンではあるが、ＰＣたちに

この戦闘では、演出上、ドラゴンの背に

アイシャ「ＰＣ①さん、わたしも戦わせて

希望を確認し、ＰＣたちが健在である演出

乗り、巨大なオディロンの周りを飛び回り

ください！ わたしはまだ小柄だから、あ

をすること。

ながら戦う空中戦となる。戦闘の演出をす

なたを背に乗せることはできないけど……

▼描写

る場合は、それを意識した演出を心がける

共に行かせてください！」

▼結末
竜騎兵となったＰＣたちの国の軍は、大

空襲の鐘が鳴り渡る。しかし、地平線に

とよいだろう。大空を翔け、時にはオディ

見えた竜のあまりの大きさに、民衆は言葉

ロンに飛び乗る、ドラゴンたちを足場にす

を失った。

るなど、派手な演出をしてほしい。

空へと舞い上がる。目指すオディロンの背

民Ａ「お、おい、なんだありゃあ……」

▼描写

は目前だ。

民Ｂ「もうだめだー！ この国はおしまい

●プレッジシーン３

ここまでが展開のパートとなる。
このシー

ンが最後のプレッジシーンとなるため、決

オディロン
「もう……意識は持たぬ。
どうか、

だー！」

王都は守られたのだ。

高度を下げて行く

激しい戦闘により、既にオ
ディロンの向かう方向は王都か
ら逸れつつある。オディロンは、
王都から外れた山中に墜落す
る。基本的にはそのまま混沌に
還り、ＰＣたちの国の糧となる。

キミたちの軍は、遂にオディロンへと追
いつき、攻撃を開始する。
オディロン「ベス、アイシャ、それに……

しかし、その周りを飛び交うドラゴンが
いることに民衆は疑問を覚え始める。

戦のパートに向けて、誓いを最大数まで取

一般兵Ａ「おい、でも、あの周りを飛んで

得することを推奨する。

るドラゴン、でかいのを止めようとしてな

ＰＣ④か。久しいな」
（ＰＣ④に対して）オディロン「お主らが

いか――」

シーン 18 戦闘配置図
戦闘解説

ふいに、一匹の銀竜が王都の上空を大
きく横切る。その軌跡が輝きを増し、民衆
にとって見覚えのある文様を浮かび上がら
せる。
そう、ＰＣ②の聖印だ。その姿を見たも

ワイヴァーン：
アンデッドＢ×２

ワイヴァーン：
アンデッドＢ×２

のは沸き立ち、歓声を上げる。
民衆Ａ「ＰＣ②様だ！」
民衆Ｂ「しかも、ドラゴンに乗ってたぜ。
しっかし、ドラゴンすらも手懐けちまうと

オディロン：アンデッド ×１
（左のＳｑから、頭部・翼・胴体）

シ ー ン １ の 戦 闘 と 同 様 に、 ワ イ
ヴァーン：アンデッドは最も近いＰ
Ｃを優先的に攻撃する。
オディロン：アンデッドは、味方
をなるべく巻き込まないように攻撃
する。ＰＣを攻撃する際は、なるべ
く残りＨＰや防御力、士気が高いＰ
Ｃを狙う。
オディロン：アンデッドのＨＰが
０となった時点で、戦闘は終了する。

は、流石はＰＣ②様だな……」

▼結末
ＰＣたちの健在を演出した後、戦闘を行
なうシーンに移行する。
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ワイヴァーン：
アンデッドＡ×２

ワイヴァーン：
アンデッドＡ×２
ＰＣ
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■シナリオ13 翼にかける絆

オディロン：アンデッド
種別：混沌／竜

出身世界：ドラコーン

レベル： 30
【筋力】36 ／ 12〈格闘〉４
【反射】15 ／５〈回避〉３
【感覚】24 ／８〈射撃〉５
【知力】９／３
【精神】24 ／８
ＭＰ：300

特技
《巨体》３：
（
『ルール１』Ｐ．332）
《再生能力》５：
（
『ルール１』Ｐ．333）
《状態復帰》
：
（
『ルール１』Ｐ．333）
《対軍存在》
：
（
『ルール１』Ｐ．335）
《飛行能力》
：
（
『ルール１』Ｐ．335）
《攻撃拡大Ⅰ》５：
（
『ルール２』Ｐ．289）
《攻撃拡大Ⅱ》３：
（
『ルール２』Ｐ．290）
《異常適応》
：ダメージロールの直前。このメ
インプロセス中に、既に攻撃が命中し、ダメー
ジを受けている場合、
〈体内〉を含む全ての
防御力に＋ 50 する。この効果は、このメイ
ンプロセス終了時まで継続する。
《逆鱗》
：部位ひとつのＨＰが０以下になった
ときに使用する。次に行なう攻撃の攻撃力を
ＨＰが０以下の部位ひとつにつき＋５Ｄす
る。
《憤怒の咆哮》
：全体ＨＰが 300 以下になった
ときに使用する。以降、あらゆる判定のダイ
スを＋１Ｄする。
解説：意思を失ったオディロン。その巨体に見
合った、強力な力を持ち合わせている。ヴィン
セントの制御を離れ、当初の命令である、王都
への攻撃を実行することを強制されているが、
微かに残った意思がＰＣたちや仲間への攻撃を
躊躇わせている。
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胴体

部位ＨＰ：250
行動値：10
移動力：４
攻撃： ブレス／射程１～５／
対象単体／命中５Ｄ＋８／
攻撃力
〈炎熱〉
10Ｄ＋20

部位ＨＰ：250
行動値：５
移動力：４
攻撃： 爪／射程０／
対象単体／命中４Ｄ＋12／
攻撃力
〈武器〉
８Ｄ＋60

防御力 武器 10 炎熱 20 衝撃 10 体内 0

防御力 武器 20 炎熱 10 衝撃 10 体内 0

特技

【共感】12 ／４
全体ＨＰ： 600

頭部

特技

《ＢＳ付与：炎上》５：
（
『ルール２』Ｐ．289）
《咆哮》
：５Ｓｑ以内の対象の判定の直前に使
用。判定のダイスを１個減らす。１ラウンド
１回まで使用できる。

《ＢＳ付与：消耗》
：
（
『ルール２』Ｐ．289）
《返しの刃》
：単体の対象に対して攻撃を行な
い、その攻撃が失敗した（回避された）
、あ
るいはその攻撃でダメージを与えられなかっ
た場合に使用できる。対象に爪による攻撃を
行なう。１ラウンドに１回まで使用できる。

翼

部位ＨＰ：200
行動値：20
移動力：４
攻撃： 衝撃波／射程０～２／
対象単体／命中４Ｄ＋10／
攻撃力
〈衝撃〉
４Ｄ＋50
防御力 武器 ０ 炎熱 10 衝撃 20 体内 0
特技
《ＢＳ付与：放心》
：
（
『ルール２』Ｐ．289）
《嵐の護り》
：１Ｓｑ以内の対象がこの部位を
攻撃した場合、
〈衝撃〉６Ｄ＋ 30 点のダメー
ジを受ける（この効果で発生したダメージに
対しても、カバーリングは可能である）
。こ
の効果により１点以上のダメージを受けた場
合、追加で出血を受ける。
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●シーン 19

（ＰＣ①に囁く）アイシャ「お姉ちゃん、素

登場ＰＣ：全員

直に帰る家がないから助けてください、っ

▼解説

て言えばいいのにね」

ＰＣたちのその後を演出するシーン。こ

▼結末

のシーンでは全体の演出のみをおこなうた

ＰＣたちの国は、ドラゴンという大きな

め、個別の演出を希望するＰＣがいる場合

戦力を得た。完全に馴染むにはまだ時間が

は、希望を聞いた上で、別途シーンを用意

かかるだろうが、ここに、投影体との共存

するとよい。

の一歩を踏み出したのだ。

▼描写
竜に乗って降り立つキミたちを、民衆た
ちが出迎える。空襲の恐怖は拭えないだろ

アフタープレイ

う、怯えるものもいる。だが――。

経験点を算出し、セッションを終了する。

少女「ドラゴンさん、ＰＣ②様を助けてく

勝利条件は、
「竜の一族を救った：30 点」
、

れたんだよね」

「王都を守り抜いた：30 点」
となる。エネミー

一般兵「ＰＣ②様と共に戦ったんだ。だっ
たら、俺たちの仲間だろう」

レベルの合計は、417 点となる。
また、オディロンの混沌核から得られる
カウントは 4500 カウントとなる。

アイシャとベアトリスがキミたちの前に、
気まずそうな顔をしてやってくる。
ベアトリス「ＰＣ②よ、お主さえ良ければ、
これからもお主らの力になってやらんこと
もない」

シナリオフック
▼囚われのオーク

▼竜の巣

ＰＣたちの国がドラゴンを戦力とした。その事実
を知り、自らも投影体を兵力化せんと目論む国があっ

オディロンが墜落した山中。オディロンの混沌核
は、その殆どがＰＣ②の力となったが、それでもあ

た。オークを兵力として編成した近隣の国家。やが
てその脅威はＰＣたちの国へも迫る。
オーク兵とぶつかり合うＰＣたちの軍。そこで、
ＰＣたちは、オークたちは姫を人質にとられており、
強制的に戦わせられていることを知る。オークたち
を解放するため、ＰＣたちはその国と戦うことにな
るが、正面から戦争をすれば、傷つくのは罪の無い
オークたちだ。ＰＣたちは、オークたちを傷つけず

たりは混沌濃度が高まり、混沌の収束しやすい危険
な領域となった。
ＰＣたちは、混沌を治めるべく、“竜の巣”と呼ば
れるようになったその領域へと向かう。しかし、既
にそこには魔境が生まれつつあった。
同時に、ドラコーン界から、新たなドラゴンが投
影される。投影されたドラゴンは、ＰＣたちの国に
災厄をもたらす。再び、強大なドラゴンとの戦いが

に事態を解決する方法として、ドラゴンたちに力を
借り、空からの電撃作戦で、オークの姫を救出する
作戦を実行に移すのだった。
この作戦を成功させることで、ＰＣたちの国には、
オークという新たな戦力が加わることになる。投影
体と人間が力を合わせ、共に戦う国。ＰＣたちの国は、
その先駆けとして、名前を知られていくことになる。

始まろうとしていた。
このシナリオフックは、自国内の魔境の平定を行
なうためのフックである。魔境の平定と、ドラゴン
との戦闘を楽しむシナリオとするとよいだろう。
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