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■シナリオ14 傾城の妖狐

シナリオ概要
■シナリオスペック

■使用ルールブック・データ

プレイヤー人数：３～４人

ルールブック１

プレイ時間：４～５時間

ルールブック２

ＰＣのキャラクターレベル：１

アドバンスフォース

トレーラー

白面金毛九尾の狐。 数多の美女に化生し、 数多の国を滅ぼしてきた悪しき存在。
その果てぬ欲望の魔の手が、 アトラタンにも迫ろうとしていた。

ハンデル王国のヘルマン王は、 良き君主として知られたが、
ある王妃を迎えてから豹変し、 暴政を敷くようになった。
隣国の王の殺害と聖印の強奪、 無差別な投影体・邪紋使い狩り。
暴政の裏で糸を引く悪しき投影体を討つべく、
アトラタンの地に降り立ったひとりの投影体が立ち上がった。
父と国を奪われたロード、 主を奪われたメイジ、 生きる場所を奪われたアーティスト。
戦う理由を持つ者たちがそれに呼応し、 今ここに反旗が翻る。
グランクレストＲＰＧ
「傾城の妖狐」
混沌 （カオス）を治め、 聖印 （クレスト）に至れ。

エネミー・コンペディウムⅠ（※１）
※１エネミー・コンペディウムⅠはＷＥＢ
でダウンロード可能なデータ集である。

ストーリー
ハンデル王国のヘルマン・ハンデルスは

国軍を打ち破った同盟軍はモルゲンリート

才覚と人望に恵まれた良き君主であった。

に突入し、王妃ノインこと白面金毛九尾ノ

しかし、ある時ノインという女性を王妃と

狐との決戦に挑む。

して迎えてから、彼女の意のままに暴政を
敷くようになり、その名声は地に堕ちた。
中でも、
隣国のロードであるエーリヒ（Ｐ
Ｃ③の父親）を同盟交渉の席で殺害し、そ
のクレストを強奪したことは周辺の国々や

トレーラーとハンドアウト
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

勢力との致命的な亀裂を生んだ。それでも、

略すること。戦闘では、ＰＣのデータに応

未だにハンデル王国が勢力を維持していら

じてエネミーの数を削ったり、ＨＰを減少

れる理由は、投影体である王妃ノインの正

させると良いだろう。

体・白面金毛九尾ノ狐の力によるものだ。
ある時、同じく投影体であるＰＣ①がヘ

本シナリオでは、全員が同じ国に所属し
ていない状態でシナリオがスタートする。

ルマンを意のままに操り、国を支配する王

シナリオの中盤でＰＣ全員がＰＣ③の国に

妃ノインに対して反旗を翻す。しかし、圧

合流する形となる。

倒的な力を持つ王妃ノインの前に、ＰＣ①
は敗北を喫し、逃亡を余儀なくされる。そ

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：王妃ノイン

因縁：ハンデル国王ヘルマン

推奨感情：メイン：敵愾心／サブ：親近感

推奨感情：メイン：尽力／サブ：隔意

推奨クラス：投影体／サンプルキャラクター：蒼き星の子

推奨クラス：メイジ／サンプルキャラクター：時空探索者

キミと白面金毛九尾の狐は、幾度となく戦いを繰
り広げてきた。
白面金毛九尾の狐を追ってハンデル王国へとやっ
てきたキミは、彼女が人間に化生し、王妃ノインと
して王国の実権を握っていることを突き止める。キ
ミは彼女を討つべく王宮へ向かったが、予想外の力
の前に、返り討ちにあってしまう。現在の彼女を倒
すことは、キミひとりでは困難だ。彼女に対抗しう
る仲間を探す必要があるだろう。

キミはヘルマンに仕えるメイジだ。
王妃ノインが来てからというもの、聡明だった
ヘルマンは人が変わったかのように贅の限りを尽
くしている。キミは何度か諫言をしたが、王妃の
差し金もあり、かえって冷遇されるようになって
しまった。ヘルマンを王妃から解放するため、キ
ミは非情な覚悟を決める。一度国を捨て、外から
国を正す。そのための仲間を探さなければならな
い。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：父王エーリヒ

因縁：ハンデル国王ヘルマン

推奨感情：メイン：尊敬／サブ：悲哀

推奨感情：メイン：脅威／サブ：猜疑心

推奨クラス：ロード／サンプルキャラクター：砕けざる盾

推奨クラス：アーティスト／サンプルキャラクター：銃使い

キミはハンデル王国の隣国のロードだ。
キミの父・エーリヒはハンデル王国の同盟交渉
の席で殺害され、聖印を奪われた。キミに残るのは、
ごく僅かな領地のみだ。父の仇を討つため、暴政
に喘ぐハンデル王国の民を救うため、キミはハン
デル王国に反旗を翻すことを決意する。王国に対
抗する戦力を集めるため、キミは共に戦う仲間を
探す。

キミは、ハンデル王国の近辺を住み処としてし
てきたアーティストだ。
ハンデル国王が王妃を迎えてからというもの、
“ 悪魔狩り ” と称して邪紋使いや投影体が狙われて
いる。キミは境遇の似た仲間を守るため、傭兵団
を組織し王国に対抗しているが、戦力差は絶望的
だ。そんな中、王国に対してＰＣ③の国が挙兵を
するという噂を耳にする。敵を同じくする者とし
て、キミはＰＣ③に協力することを決意する。

ＰＣ①はノイン（九尾の狐）と因縁があ
るという設定がつく。

の時、ＰＣ①を救ったのはかつてヘルマン

ＰＣ③の聖印は、父親であるエーリヒの

に仕えたメイジ・ＰＣ②であった。ＰＣ①

従属聖印であるが、シナリオ開始時にエー

とＰＣ②はハンデル王国の王都・モルゲン

リヒが死亡するため、すぐに独立すること

このシナリオは、指定されたサンプル

リートを脱し、かつて父親を殺され、国の

になる。そのため、この点をあまり意識す

キャラクターの使用を想定して作成されて

大半を奪われたＰＣ③の元へ身を寄せる。

る必要はない。

いる。

キャラクター作成

有力な傭兵であったＰＣ④もＰＣ③の元に

サンプルキャラクターは、
「ルールブック

合流し、ＰＣ③を盟主とした反ハンデル同

１」および「アドバンスフォース」より選

盟が組織される。

択されている。

自国の作成
国データを国レベル１
（１０００カウント）
で作成する。

同盟軍とハンデル王国軍は、モルゲン
リートに程近いノマーデン平野で激突す
る。王妃ノインの神格の力で使役された王
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サンプル国データ
以下に国の作成例として、サンプル国データを記
載する。

ＰＣ①：レベル１歩兵（任意の資源として森林を指定）
ＰＣ②：レベル１装甲兵
ＰＣ③：レベル１精鋭兵（任意の資源として森林を指定）
ＰＣ④：レベル１傭兵

■国特徴
国特徴１：民会
国特徴２：情念深い

■アカデミーサポート

■国資源（最大値／使用）

メインプレイ

■部隊

《先端医療技術》２レベル

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。

かしておるのだな。この毒婦が！」
（剣を
抜く）
ノイン「流石は名高きエーリヒ様。そちら

●シーン１

がそのつもりでしたら、わらわも少し本気

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

を出させていただきましょう」

▼解説

食糧：１／１
技術：１／１
馬：１

エーリヒが殺される場面を描くシーン。

鉱物：２／２
森林：３／３
資金：４／４

のに変わっていく。その姿は九本の尾を持

が王妃ノインであることを示すことだ。倒

つ狐のごとし。あたりに濃厚な混沌の気配

すべき敵は王妃であることをＰＣにイメー

が満ちてゆく。

ジして貰う必要がある。

セッション準備
キャラクターと自国の作成が終了した

ノインの姿が、ゆっくりと人ならざるも

このシーンの目的は、このシナリオの黒幕

ノイン「わらわに剣を向けた罪は重い。わ

ヘルマンは、基本的にノインに操られて

らわの糧となってもらうぞ。エーリヒ殿」

いるが、このシーンでは一瞬だけ正気を取

エーリヒ「貴様は一体……！ すまぬ。Ｐ

り戻し、エーリヒに警告をすることになる。

Ｃ③よ。どうやらわしは帰れそうもない。

ら、ＰＣ間因縁を決定する。ＰＣ間因縁の

なお、 ノインは、普段は若い女性のよ

取得順は、ＰＣ①→ＰＣ②→ＰＣ③→ＰＣ

うな口調（～よ、～だわ）で話すが、激昂

いでくれると信じておるぞ……」

④→ＰＣ①の順となる。各種シート類の記

したり、本来の姿を現すと、古風な口調（～

▼結末

入が終了したら、メインプレイを開始する。

じゃ、～のだ）となる。演出の参考にして

シナリオ中にＰＣたちが合流していく流
れを想定しているため、基本的には、既知
の仲としておくと、展開がスムーズになる
だろう。

欲しい。

だが、お前であれば、立派にわしの後を継

エーリヒとノインの戦いが始まったとこ
ろでシーンを終了する。

▼描写
ハンデル王宮。不自然に人払いがされて
おり、謁見の間には、エーリヒ、ヘルマン、
そして王妃ノインの３人しかいない。ヘル
マンは、虚ろな目をして座り込んでいるが、

●シーン２

登場ＰＣ：ＰＣ③

▼解説
ＰＣ③の導入となるシーン。回想シーン

急に立ち上がったかと思うと、エーリヒに

としてエーリヒと会話をさせた後、ＰＣ③

向かい叫ぶ。

の元にエーリヒの訃報が届く。ＰＣ③に挙

ヘ ル マン「 エ ーリヒ 殿 !?

な ぜ ここに

……！ ここは危険だ！ 今すぐここから
立ち去られよ！」

兵を決意してもらうことが目的となる。

▼描写
10 日ほど前のことだ。キミの父、エーリ

ノイン「あら、ヘルマン殿下。それはいさ

ヒはヘルマンとの交渉のため、ハンデル王

さか失礼じゃありませんこと？ 折角来て

国の王都・モルゲンリートへ向かった。

いただいたお客様に対して……」

エーリヒ「ＰＣ③よ、
しばらく留守にするが、
この国のことを頼んだぞ」

ノインが言葉を発すると、糸が切れたか

エーリヒ「心配はいらぬ。ヘルマン殿は聡

のようにヘルマンは座り込む。顔を上げた

明なお方だ。しっかりと話せばわかってく

ヘルマンは、再び虚ろな目を浮かべていた。

れるだろう。それに、新たに彼の妻となっ

ヘルマン「失礼した。エーリヒ殿。ノイン

たノインという者……良くない噂があるが、

の言う通り、ゆっくりしていくとよい」

彼女を直接見極める機会でもある」

エーリヒ「やはり、貴様がヘルマン殿を誑
4
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しかし、期日を過ぎても、エーリヒは帰
ってはこなかった。そしてある夜、キミの

が、あのエーリヒ王が殺されちまったらし

のはあなただけです。一時の恥を忍び、ヘ

襲いかかる。王妃としての立場を活用し、

い。息子（娘）さんがその仇を討つため、

ルマン様を正すために、あの王妃を討ちま

多くの混沌核を喰らったのだろう。以前と

聖印（エーリヒの従属聖印である）から、

ハンデル王国と戦うらしいぞ。協力する国

しょう」

は、比べ物にならない力だ。今のキミひと

エーリヒとの繋がりが絶えたことを、キミ

や勢力を求めてるって話だ」

部下Ａ「我々の力だけでは事はなりませぬ。

りでは、太刀打ちできそうにない。キミは、

は感じる。翌朝、命からがらといった風体

仲間Ｂ「考えようによっては、チャンスじゃ

ＰＣ③殿の国のエーリヒ様を殺害したのも

隙を見てノインの元を脱する。

の近衛兵が戻り、キミに告げる。

ないか。俺たちは戦力として協力する。そ

あの女の仕業。ＰＣ③殿にこの国で起きて

▼結末

近衛兵「ＰＣ③様……！ エーリヒ様が、

の代わりに、こいつら（子供たち）を保護

いることの真相を伝えるためにも、ここは、

ハンデル王国の手によって殺されました」

してもらえるかもしれん。どうせここにい

一度ＰＣ③殿の国と手を組むのはいかがで

近衛兵「どうかご決断を。エーリヒ様の無

たって、王国軍に怯えるだけだ」

しょうか」

念を晴らすため、新たな王としてお立ち下

▼結末

▼結末

さい。そして、ハンデルを討つ御許可を！」
（頷いた）近衛兵「ただちに檄文を各地へ
と飛ばします。現在のハンデル王国の横暴
に不満を持つ者も多いでしょう。ＰＣ③様
が立つとなれば、集う者も多いはずです」

▼結末
ＰＣ③が戦うことを決意したところで、

ＰＣ④がＰＣ③の国へ向かったところ
で、シーンを終了する。

したところで、シーンは終了する。

●シーン４

●シーン５

▼解説

▼解説

登場ＰＣ：ＰＣ②

登場ＰＣ：ＰＣ①

●シーン６

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

▼解説
シーン５から地続きとなるシーン。ＰＣ
①が消えた後の王妃ノインを描写する。

▼描写
破壊された光景の中に、美女の姿に戻っ

ＰＣ②の導入となるシーン。ヘルマンが

ＰＣ①の導入となるシーン。細かい経緯

王妃の言いなりになっている状況を演出す

は演出せず、王妃と相対している状況から

ノイン「逃げたか。まあよい。あやつは必

る。その後、部下などから王妃を打つため

開始する。一通り会話や演出をした後、Ｐ

ずまたここに戻ってくる」

に、国外の勢力（ＰＣ③の国）と手を組む

Ｃ①には一旦退却をしてもらうことになる。

ノイン「その時こそ、あやつの周りにいる

登場ＰＣ：ＰＣ④

ことを提案する（ＰＣの設定や反応によっ

▼描写

▼解説

ては、魔法師協会からの辞令としてもよ

シーンを終了する。

●シーン３

ＰＣ④の導入となるシーン。ハンデル王
国軍を退けた後、戦友からＰＣ③の国の出

い）
。

▼描写

九尾の狐を追って辿り着いたハンデル王

たノインが立っている。

人間どもごと、全てを喰らってやるとしよ
う」

国の王都・モルゲンリートは酷い有様だっ

ノイン「さあ来るがよい。ＰＣ①よ。人間

た。重い税に民たちは生気を失って暮らし

どもよ。せいぜいわらわを楽しませてくれ」

来事（エーリヒの訃報）をきく。戦友から

議会が開催される。キミは当然出席して

ている。九尾の狐の気配を辿った先にある

▼結末

の誘導で、ＰＣ③の国にＰＣ④を向かわせ

はいるが、かつてのようにキミの意見が通

王宮で、ひとりの女性がキミを待ち受けて

ることが目的となる。

ることはない。全ては王妃ノインの意のま

いた。

る。

▼描写

まに進められているのだ。
ノイン「では、悪魔狩りの兵力を強化する。

ノイン「久しいですね、ＰＣ①。お前との

狩りと名付けて、邪紋使いや投影体を無

異論はありませんか」

鬼ごっこにもそろそろ飽きてきました。わ

●プレッジシーン１

差別に狩り始めた。キミの仲間も、それに

ヘルマン「よい。ノインの好きにさせよ」

らわはこの国で大人しく暮らすことにした

トとなる。ここで、プレッジシーンを挟む

のです」

こと。基本的には、導入の演出を受けて、

ハンデル王国は、最近になって急に悪魔

追われる形で村や町から逃げ延びてきたの

ノイン「あら、ＰＣ②様？ わらわに何か

だ。たった今も、キミは王国軍の襲撃を察

文句がありそうな顔をしているみたいだけ

知し、それを退けたところだ。

れど、あなたの大事な主のご命令よ」

子供「お兄ちゃん
（お姉ちゃん）
、
ありがとう。
でも、一体どうして僕たちは狙われなきゃ

6

ＰＣ②が頷き、一度王都を離れる決意を

ノインの元から逃れたところで、シーン
を終了する。

議会が終わり、キミは部下たちに相談を

（国の現状を指摘した）ノイン「愚かな人

ノインの高笑いが響く。シーンを終了す

以上が、本シナリオにおける導入のパー

各ＰＣの個別のモチベーションを誓いとす

間を操るくらい造作もないことです。なに、

ることになるだろう。シーン７からは、展

彼らも喜んでわらわに奉仕しているのです

開のパートがスタートする。

から、よいでしょう？」
（拒否した）ノイン「相も変わらず忌々し

いけないのかな……？」

されていた。

仲間Ａ「なんでも、王妃様が邪紋使いや

部下Ａ
「ＰＣ②様、
最早限界です。これ以上、

い。長年の付き合いゆえに見逃してやろう

投影体をご所望だとよ。あまりにグルメ過

あの女の好きにさせておくわけには……」

と思ったけど、やめたわ。お前の混沌核も

ぎて混沌核を喰っちまうんだと。まあ、た

部下Ｂ「このままの事態が続けば、この国

喰らってくれる」

だの噂だ」

自体が魔法師協会に問題視される可能性

仲間Ｂ「噂と言えば、ＰＣ③の国のことだ

もございます。ＰＣ②様、この国で立てる

ノインは九尾の狐に姿を変え、ＰＣ①に
7
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●シーン７

ＰＣ②たちが動き出そうとしたところで、

登場ＰＣ：ＰＣ③とＰＣ④

ＰＣ①に登場してもらい、ＰＣ②と合流さ

▼解説

せる。追手を出すなど、なし崩し的に同行

ＰＣ③とＰＣ④の合流を目的とするシー

シーン９ 戦闘配置図
戦闘解説

せざるを得ない状況とすると良いだろう。

この戦闘はマスコンではなく、個
人戦闘となる。
この戦闘では、戦闘ルールや判定

ン。基本的には、ＰＣ③の国にやってきた
ＰＣ④が、兵士を通して、ＰＣ③と出会う
流れを想定している。

▼描写
檄文を飛ばしてから数日後。ＰＣ③の元
に、来客を告げる衛兵がやってくる。
衛兵「ＰＣ③様、ＰＣ④と名乗る邪紋使い
がお呼びです。お連れしてよろしいでしょ
うか」

▼結末
試みたところで、シーンを終了する。

山賊 ×１

●シーン９
ＰＣ全員が合流するシーン。ＰＣ③の国

密偵 ×１、
山賊 ×１

側近
「王都の周囲では、
邪紋使いたちを狙っ

とした平易なもの）をおこなう。

た狩りが激しいと聞く。さぞ、ご苦労され

▼描写１
Ｃ③の国へとやってきていた。もう少しで

彼らを受け入れて、共に戦いましょう」

ＰＣ③の国の王都、というところで、何者

▼結末

かがＰＣ①とＰＣ②へと遅いかかる。
ＰＣ②の部下「もう少しでＰＣ③殿の国で
す。まずはＰＣ③殿に謁見を求めましょう。
事情をわかってもらえれば、我々が敵では

●シーン８

ないと信じて貰えるはず」

登場ＰＣ：ＰＣ①とＰＣ②

刺客「王妃様の命令だ。貴様たちを生き

▼解説

て逃すわけにはいかない」

ＰＣ①とＰＣ②の合流を目的とするシー

▼解説２

ン。国外へ向かうＰＣ②に、王妃の元から

その後、ＰＣ①とＰＣ②が刺客に襲われ

逃げるＰＣ①が偶然出会う流れを想定して

ているところに、ＰＣ③とＰＣ④を合流さ

いる。

せ、戦闘を開始する。ＰＣ③とＰＣ④がそ

▼描写

こへやってきた理由については、前２シー

夜、闇に紛れてＰＣ②は王都を脱出し

ンでのＰＣの行動や設定を元に演出をする

ようとしていた。しかし、突如としてあた

こと（偶然だった、ハンデルから逃れた者

りが騒がしくなる。誰かを探しているらし

がいるとの情報を知っていた、他勢力との

いが、もしやキミの動きが王妃にばれてし

交渉に向かっていた最中だったなどが考え

まったのだろうか。しかし、どうやら探し

られる）
。

ている相手はキミでは無いらしい。だとし

▼結末

たら、誰だろうか。

ＰＣ①とＰＣ②

ＰＣ①とＰＣ②は、王都を脱した後、Ｐ

側近「ＰＣ③様、食糧等は用意できます。

ところで、シーンを終了する。

8

国へ辿りつく直前で刺客が襲いかかること
になる。戦闘（判定ルール等の説明を目的

ＰＣ③とＰＣ④の会話を済ませ合流した

せる（各ＰＣに１回以上行動をさせ
るための措置となる）。
山賊は、最も近いＰＣに対して攻
撃を行なう。密偵は、基本的にはＰ
Ｃ①、またはＰＣ②を狙う。

▼解説１

にあらわれる。

たでしょう」

山賊 ×１

登場ＰＣ：全員

に向かうＰＣ①とＰＣ②に対し、ＰＣ③の
衛兵に連れられた、ＰＣ④がＰＣ③の元

ルールの解説を主とする。移動や攻
撃・カバーリングなどの説明を行な
う。戦闘は、密偵が倒されるまで継
続する。ただし、密偵が倒された時
点で 1 ラウンドが経過していない場
合は、１ラウンド終了時まで継続さ

ＰＣ③とＰＣ④

ＰＣ①とＰＣ②が、共に王都から脱出を

刺客は倒れた。ＰＣたちの合流は成功す

部下「どうやら、他に誰かがいるようです

る。状況の共有や演出は、次のシーンで行

ね。都合がいい。この混乱に乗じて……」

なうことになる。

さ ん ぞ く

み っ て い

山賊
種別：人間
レベル： １
ＨＰ： 25
行動値：10

密偵
出身世界：アトラタン
MＰ：25
移動力：３

防御力 武器 ７ 炎熱 ２ 衝撃 ３ 体内 ０

リアクション： 10
特技

《力任せの一撃》
：メジャー。０Ｓｑの単体に白兵攻撃。
命中判定６＋３Ｄ。
〈武器〉３Ｄ＋６点のダメージ。

種別：人間
レベル： ３
ＨＰ： 45
行動値：11

出身世界：アトラタン
MＰ：35
移動力：３

防御力 武器 ４ 炎熱 ４ 衝撃 ４ 体内 ０

リアクション： 11
特技

《隠密行動》
：常時。このエネミーは隠密状態で移動
を行っても、隠密状態が解除されない。

《暗器》：メジャー。射程１Ｓｑの単体に射撃攻撃。命
中判定３Ｄ＋９。
〈武器〉２Ｄ＋15 点のダメージ。

解説：アトラタン大陸各地で活動する山賊たち。蛮

刀や斧など、大きな武器を好む。混沌から逃げつつ、

解説：隠密と調査・工作力に優れた人間。敵対勢
力へと潜り込み、情報を掻き集める。

旅をする商人などを襲う。

9

■シナリオ14 傾城の妖狐

●シーン 10

う。かつての忠臣は殺され、理由のない邪

ルゲンリートに向かうためには、ハンデル

登場ＰＣ：全員

紋使い狩り、果てには数週間前、隣国（Ｐ

王国軍が守るノマーデンの丘を越えなけれ

▼解説１

Ｃ③の国）のロードを殺害するといった事

ばならないことをＰＣたちに伝える。ハン

件も起きている。

デル王国軍の将兵は全てノインの支配下に

ＰＣの合流後の情報や状況の共有、敵
陣営についての情報収集を行なうシーンと
なる。
まずはＰＣ①とＰＣ②の状況をＰＣ③と
ＰＣ④に説明させ、状況を共有させること。

“ 悪魔狩り ” について☆
〈混沌知識〉または〈話術〉９
邪紋使い・投影体が狙われている。捕

●シーン 11
登場ＰＣ：全員

▼解説
ハンデル王国軍との決戦を描くシーン。

あり、説得は通用せず、行動不能にするし

この戦闘で、戦争の大勢は決着することに

かない（戦闘を避けることはできない）こ

なる。ＰＣたちの国の軍は、王都モルゲン

とをＰＣたちに伝えること。

リートに程近いノマーデンの丘に到達し、

▼結末

ハンデル王国軍と戦闘を行なう。

▼描写

ＰＣ③の国の兵士や、ＰＣ②の部下などを

縛された彼らは、皆、王宮へと連れて行か

キミたちは王妃ノインの正体を突き止め

利用して話を誘導するとよい。

れており、戻った者はいない。これは、王

た。倒すべき敵は明らかになった。だが、

妃ノインの命令で行われているらしい。

王都に辿りつくためには、越えなければな

撃を続ける。そして、モルゲンリートを臨

らない戦いがある。

むノマーデンに到着しようという頃、伝令

シナリオの流れとしては、ここで全員が
ＰＣ③の陣営に加わり、反ハンデル同盟を
結成することになる。各ＰＣの設定によっ
ては、この時点でＰＣ③の国に加盟するこ
とが難しい場合もあるだろう。そういった
場合のために、同盟という形で納めること

ヘルマンについて☆
〈隠密〉または〈情報収集〉10
※★の成功後に判定可能

キミたちは、モルゲンリートへ向かい進

が敵軍の存在を伝える。

●プレッジシーン２

伝令「報告！ この先の丘に、川を背に敵

ＰＣが合流し、一通りの情報収集や情報

軍の大軍が待ち受けております！」

ノインを娶ってからというもの、彼女の

の整理が終わったタイミングで、プレッジ

を想定している。ＰＣに異論がなければ、

言いなりになってしまっている。昨今のハ

シーンを挟む。この間の演出でＰＣ間同士

おそらく、ハンデルの全軍に近い戦力

国に加入してしまっても問題はない。いず

ンデル国で行なわれていることは、全てノ

の関係性を描写できていれば、ＰＣ間因縁

だろう。しかし、兵力こそ多いが、士気

れの場合でも、アカデミーサポートや部隊

インの発案であり、ヘルマンは言われるが

を取得するのもよいだろう。

は感じられない。ノインに操られ、意思を

などのデータとしての恩恵は受けられるも

ままに許可を出し、反対意見を挙げる者に

のとする。

は、ノインの言うがままに処刑を命じてい

▼解説２

るのだ。ノインに操られている可能性が高

状況の共有や演出が済んだら、本格的

失った軍などキミたちの敵ではない。

い。

シーン 11 戦闘配置図

な挙兵に合わせて、情報収集を行なう。こ
のシーンの情報収集で、王妃の正体など
本シナリオの秘密が明らかになる。場合に
よってはＰＣ同士の会話や回想などの描写
や演出を交えつつ、複数シーンに分けて行
なってもよいだろう。

戦闘解説

王妃ノインについて
〈霊感〉または〈混沌知識〉11
※☆の成功後（どちらか）に判定可能
ノインの正体は、投影体である。出身世
界では、
「白面金毛九尾ノ狐」と呼ばれて

なお、情報収集にある程度の期間を費

いた存在だ。その固有の術で周囲の人間

やすことになるため、ＨＰとＭＰは全回復

を操ることができる。王都モルゲンリート

させてよい。消費した消耗品がある場合も、

は彼女の支配下にある。民などの一般人は

補充が可能となる（カウントを消費して取

操られ、彼女の支配に抗うことができたも

得しているものは除く）
。

のは、反逆者として処刑されているのだ。

◆情報収集

ているようで、彼はノインの操り人形と化

ハンデル王国について★

してしまっている。

弓兵小隊 ×１

将軍

弓兵小隊 ×１
民兵小隊 ×１、
傭兵小隊 ×１

民兵小隊 ×１

民兵小隊 ×１

ハンデルに対しては、特に強力な術をかけ

〈軍略知識〉または〈情報収集〉９
数ヶ月前にノインという女性をヘルマン
王が妻に迎えてから、不穏な状況下にあ

エーリヒの聖印を取り込んだことで、大
幅に力を増した。以前ＰＣ①を退けた際の
力は、これが原因だろう。

る。民は重い税を課せられ、その税を使い、
王宮では贅沢な暮らしをしているのだとい
10

ＰＣ
（範囲内に自由に配置
してよいものとする）

この戦闘はマスコンとなる。
民兵小隊×１、傭兵小隊は最も近
いＰＣを攻撃する。弓兵小隊は、多
く の Ｐ Ｃ を 巻 き 込 む こ と を 狙 う か、
防御能力の低いＰＣを狙う。
将軍は、他の小隊の支援を行なう。
小隊が全滅した場合は、戦闘を終了
させてしまってよい。
この戦闘は、展開のパートで発生
する戦闘としては比較的難易度は高
い。描写に記載のある通り、シナリ
オの展開上、軍同士の集団戦として
は 決 戦 に あ た る た め だ。 そ の た め、
ある程度天運などのリソースを消耗
することを想定している。また、以
降のシーンで回復をする機会はある
ものの、自由にアイテムや特技を使
う猶予は無い。このことを説明して
おき、リソース配分を検討してもら
うとよいだろう。

全ての情報収集が終わった時点で、モ
11

■シナリオ14 傾城の妖狐
この戦いが、国同士の戦争としての勝敗

し ょ う ぐ ん

将軍
種別：人間

を決める戦いとなる。ＰＣ③の号令のもと
戦闘を開始する。

出身世界：アトラタン

レベル：５

特技

《奮迅の印》２：
（『ルール１』Ｐ．85）
《再動の印》１：
（『ルール１』Ｐ．97）
《闘志の印》３：
（『ルール１』Ｐ．98）
《妨害の印》２：
（『ルール１』Ｐ．99）
《増幅の印》３：
（『ルール１』Ｐ．98）

【筋力】９／３
【反射】10／３
【感覚】15／５

移動力：３

令を下している。あとは、モルゲンリート
に向かい、事態の元凶を討ち果たすのみだ。

▼解説

【共感】16／５〈話術〉３
行動値： 11

だ。奥の本陣では、ヘルマンが撤退の命

登場ＰＣ：なし（マスターシーン）

【精神】21／７〈聖印〉３
ＭＰ： 60

敵軍の前線は瓦解する。キミたちの勝利

●シーン 12

【知力】18／６〈軍略知識〉３

ＨＰ： 60

▼結末

決戦に敗れたヘルマンが、モルゲンリー
トに撤退するシーン。撤退してきたヘルマ

攻撃：装飾剣
射程：０Sq
命中２Ｄ＋３
攻撃力
〈武器〉２Ｄ＋３

イルはルーラーとなる。本人の戦闘能力はさし

防御力 武器 15 炎熱 10 衝撃 11 体内 ０

真価を発揮する。

解説：位の高いロードに従属するロード。スタ

たるものではないが、軍 勢を率いることでその

傭兵小隊
種別：人間（モブ） 出身世界：各種
レベル： ２
士気：４
ＨＰ： 55
MＰ：30
行動値：９
移動力：３
防御力 武器 10 炎熱 ５ 衝撃 ７ 体内 ０

リアクション： 11
特技

《長剣》：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。

《奮起》１：イニシアチブ。士気２点を支払い、ＨＰを
10 点回復、ラウンド中攻撃力に＋５する。１ラウンド１回

ンは、想定外の敗北に取り乱したノインに

まで。

より、聖印を奪われる。

解説：金で雇われた傭兵部隊。士気にムラがあるが、

▼描写
潰走した軍の一部が、モルゲンリートに

侮れない爆発力を持つ。

帰還する。その中にはヘルマンの姿もあっ
た。想定外の敗北に焦った王妃ノインが、
ヘルマンに詰め寄る。

弓兵小隊
種別：人間
（モブ） 出身世界：各種
レベル： ２
士気：４
ＨＰ： 45
MＰ：25
行動値：３
移動力：２
防御力 武器 ８ 炎熱 ４ 衝撃 ４ 体内 ０

民兵小隊
種別：人間（モブ） 出身世界：アトラタン
レベル： １
士気：３
ＨＰ： 35
MＰ：15
行動値：８
移動力：３
防御力 武器 ７ 炎熱 ２ 衝撃 ３ 体内 ０

リアクション： 10

リアクション： ８

特技

特技

《長弓》
：メジャー。射程４Ｓｑ以内の単体に射撃攻撃。

《槍》：メジャー。射程０Ｓｑの単体に白兵攻撃。命中

定前に士気１点を支払う場合、範囲２を対象とする。

《短弓》
：メジャー。射程２Ｓｑ以内の単体に射撃攻撃。

命中判定３Ｄ＋８。
〈武器〉４Ｄ＋11 点のダメージ。判

《火矢》：マイナー。そのメインプロセスでダメージを

判定３Ｄ＋６。
〈武器〉３Ｄ＋６点のダメージ。

命中判定３Ｄ＋４。
〈武器〉２Ｄ＋４点のダメージ。

与えた対象に炎上８を与える。

解説：長弓を装備した歩兵部隊。特別な訓練を受け

ており、平民であっても高給で雇われるのが一般的で
ある。

解説：農民や町人を武装させ形ばかりの武器を与え

た民兵。数合わせに過ぎない。

ノイン「何故、これだけの数があって勝て

町並みは荒れており、民衆の顔には生気が

ないの !? こう、いつもいつも小賢しい人

無い。

間どもはわらわの役に立たず、あまつさえ

民衆Ａ「他国の軍……我が国の軍は敗北

邪魔をする……！ 忌々しい！」

したのか……？」

ノイン「もうよい。少し予定と違うが、あ

民衆Ｂ「王妃が現れてから、ヘルマン様は

の人間どもはわらわが直接手を下す」

おかしくなり、
街も何もかも滅茶苦茶になっ

ノイン「ヘルマン、お前はもう用済みじゃ。

た。おまけに最後に残った俺たちの味方の

お前の聖印もわらわの力としてくれよう

ＰＣ②様すら消えてしまった。そして、戦

……！」

争に負けたのか。この国は終わりだ……」

▼結末
ノインは九尾の狐に姿を変え、ヘルマン
へと襲いかかる。

●シーン 13

ＰＣ③が聖印を翳すと、王都を覆ってい
た陰鬱な空気は消え、民衆に笑顔が戻り始
める。
民衆Ａ「あなたは、一体……？」

登場ＰＣ：全員

民衆Ｂ「それに、ＰＣ②様もいるぞ !?

▼解説

うか、ＰＣ②様はこの国を救うために……」

ついに王都モルゲンリートに到達したＰ

そ

民衆Ａ「王妃が来てから、ヘルマン様もこ

Ｃたちの軍を、モルゲンリートの民衆が暖

の国も滅茶苦茶になってしまいました。奴

かく迎え入れるシーン。

はおそらく王宮におります！ 皆さま、あ

▼描写

の王妃を討ち、この国をお救いください！」

キミたちはモルゲンリートに辿りついた。
12
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■シナリオ14 傾城の妖狐
民衆の話をきいていると、突如として混

わらわが人間ごときに……！ おのれおの

て欲しい」

沌の気配が高まる。その方角にあるのは王
宮だ！

▼結末
キミたちは王宮の方角へ急ぐ。

れおのれ……!!」
（ＰＣ①に最後の反撃を試
ＰＣたちに国の行く末を託すと、ヘルマ

▼結末

キミたちは白面金毛九尾ノ狐に打ち勝っ

キミたちはヘルマンの思いも胸に、全て

●シーン 14

の元凶を討つために、王宮へと乗り込んだ。

▼解説

●プレッジシーン３

登場ＰＣ：全員

王宮へ向かう途中、聖印を奪われたヘル

トとなる。以降のシーンは決戦のパートと

マンはノインによる洗脳が解けており、こ

なる。
シーンとなるため、誓いは３つすべて取得

託し、死亡する。

することを推奨する。

を託され、それにＰＣたちが同意した場合
は、ヘルマンは最後に残っていた聖印の力
をＰＣたちのために使う。各ＰＣは新たに
天運を１点取得し、ＨＰとＭＰを５Ｄ６点

●シーン 15

混沌レベル：５

登場ＰＣ：全員

▼解説
王宮に辿りついたＰＣたちをヘルマンの

回復する。その上で、さらに消耗品などを

聖印を奪い、凶暴化したノインが迎え撃つ

使用して回復を図りたい場合は、ＰＣ１人

シーン。ノインは本来の姿（九尾の狐）と

につき、メインプロセス１回分の行動が可

なり、ＰＣたちに襲いかかる。シナリオを

能である、とする。

締めくくる最終決戦である。

▼描写

▼描写

王宮の入り口近くにキミたちは辿りつく。

が迎え撃つ。

男の姿がある。この国の王、ヘルマンだ。

ノイン「ああ忌々しい。また人間どもか。

ヘルマン
「ＰＣ③殿、
それにＰＣ②か。ああ、

前の世界からこればかりは変わらぬ。何度

私は今まで何をしていたのだ。まるで長い

弄び、何度縊り殺してもわらわの前に立ち

夢の中にいたかのようだ」

はだかりよる」

ヘルマン「私の聖印は、ノインに奪われて

（ＰＣ①に対して）ノイン「お前が戻って

しまった。全ては奴の本性に気付けなかっ

きたのはちょうどよかった。いい加減、お

た私の責任。悪王としての名は甘んじて受

前との鬼ごっこも飽いていたところじゃ。

けよう」

そろそろ終わりにするとしようか」

ヘルマン「だが、この国の民は別だ。ＰＣ

ノイン「予定は変わったが、最早些細なこ

③殿、どうかこの国と民たちをお願いしま

と。貴様らの持つ力を喰らい、わらわは更

す。そのために、我が聖印の最後の力を、

なる力を手に入れる。愚かなる人間どもよ。

君たちに……！」

シーン 15 戦闘配置図
戦闘解説

王宮へと辿りついたＰＣたちを、ノイン

護衛はいないが、階段の中腹に倒れている

（ＰＣ②に対して）ヘルマン「ＰＣ②、最

れ、その姿は薄れてゆく。

このプレッジシーンが最後のプレッジ

ノインの討伐とハンデル王国をＰＣたちに
ＰＣたちがヘルマンからハンデルのこと

た。白面金毛九尾ノ狐の混沌核は破壊さ

以上が、本シナリオにおける展開のパー

マンとＰＣたちが会話をするシーン。ヘル
れまでの行ないをＰＣたちに詫びたのち、

みるが、届かず終わる）

▼結末

ンは事切れる。

わらわの糧となれ！」
（九尾の狐に姿を変え

尾

尾 尾 尾 尾
白面金毛九尾ノ狐
尾 尾
尾 尾
頭

ＰＣ
（範囲内に自由に配置
してよいものとする）

この戦闘はマスコンとなる。
白面金毛九尾ノ狐は 10 の部位で
構成された巨大キャラクターとなる。
性質上、最大で 10 回行動を行なうこ
とになるため、そのことをよく説明
しておくこと。尾の行動よりも早く
尾を撃破することが戦闘を有利に進
めるポイントとなるだろう。
頭は、基本的に最も多くのＰＣを
巻き込むように攻撃を行なう。《攻撃
拡大Ⅰ》や、ＨＰが減少すると使用
できる《殺生石》を積極的に使用し
ていこう。
尾は、本体が攻撃できなかったＰ
Ｃを優先的に狙う。ただし、特定の
ＰＣを集中攻撃はせず、可能な限り
攻撃は均等に行なう。

る）

後に私の願いを聞いてはくれんか。どうか、
ＰＣ③殿に仕え、この国の行く末を見守っ
14

（倒された）ノイン「馬鹿な。何故、この
15

■シナリオ14 傾城の妖狐

●シーン１６

白面金毛九尾ノ狐
種別：混沌／投影体 出身世界：不明
レベル： 10
【筋力】15 ／５〈白兵〉３
【反射】12 ／４〈回避〉３
【感覚】18 ／６〈射撃〉３
【知力】18 ／６
【精神】21 ／７
【共感】９／３
全体ＨＰ： 200

ＭＰ：200

▼解説

部位ＨＰ：100
行動値：10
移動力：３
攻撃： 狐火／射程１～５／
対象単体／命中３Ｄ＋６／
攻撃力
〈炎熱〉
３Ｄ＋９
攻撃： かみつき／射程０／
対象単体／命中３Ｄ＋５／
攻撃力
〈武器〉
４Ｄ＋12
防御力 武器 10 炎熱 ５ 衝撃 ５ 体内 ０

経験点の算出を行なう。シナリオの目的

民衆の前で、ＰＣたちの勝利を演出する

特技
《対軍存在》
：
（
『ルール１』Ｐ．335）
《九尾ノ狐》
：常時。このエネミーは巨大
キャラクターとして扱い、部位を 10 持つ。
また、巨大キャラクターとしてのエネミー
レベルは 20 とみなす。その他のルールは
《巨体》
：
（
『ルール１』Ｐ．332）に準じる。
《妖ノ尾》
：クリンナップ。部位（尾）が
瀕死状態となっている場合、１Ｄ６／２
（端数切り捨て）箇所、部位（尾）の瀕死
状態を解除し、ＨＰを最大値まで回復す
る（本体のＨＰは回復せず、部位ＨＰの
み回復する）
。
解説：王妃ノインの正体である投影体。数々
の国を滅ぼしたとされる、伝説上の傾国の美
女。九つの尾を巧みに使い、
相手を追い詰める。

頭

アフタープレイ

登場ＰＣ：全員

は「王妃ノインを排除した：５点」
「ハン

ためのシーン。

デル王国に平和をもたらした：５点」となる。

▼描写

エネミーレベルの合計は 40 点となるため、

キミたちが王宮の外へ出ると、待ち受け

参加ＰＣ数で等分する。

ていた民衆がキミたちを迎える。キミたち

取得カウントは、
2000 カウントとなる（本

は勝った。脅威となる悪しき投影体を討ち

来のハンデル王国のものと、殺害された

果たしたのだ。

エーリヒのものを含めて、王妃ノインから

民衆Ａ「ＰＣ③様、万歳！」

奪い返したものとする）
。

▼結末
民衆や配下が、ＰＣたちの偉業を讃える。
このシーンの後、各ＰＣが望む場合、ＰＣ
の設定に合わせ個別の結末を演出するとよ
い。

尾

部位ＨＰ：20
行動値：０
移動力：０
攻撃： 狐火／射程１～５／
対象単体／命中３Ｄ＋６／
攻撃力
〈炎熱〉
２Ｄ＋９
防御力 武器 ０ 炎熱 ５ 衝撃 ０ 体内 ０
リアクション： ９

特技
なし

特技
《状態復帰》
：
（
『ルール１』Ｐ．333）
《攻撃拡大Ⅰ》３：
（
『ルール２』Ｐ．289）
《九尾の暴威》
：セットアップ。ラウンド中、頭
が行なう命中判定・回避判定を－１Ｄし、尾
が行う攻撃のダメージに＋１Ｄする。この特
技は尾が９本ある場合にのみ使用できる
本体のＨＰが 100 を切った場合、以下の特技を
追加で使用可とする。
《殺生石》
：攻撃の直前。自身が次に行う攻撃の
対象を十字（ただし、頭および尾は攻撃の対
象とならない）に変更し、与えるダメージを
＋３Ｄする。１シナリオに１回のみ使用可能。
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ＰＣ人数が３人の場合
基本的なエネミーデータの弱体化方針を記載する。
ルールの習熟度やＰＣのデータによって調整しても
よい。

シーン９

シーン 11
弓兵小隊と、④の民兵小隊を削除する。

シーン 15
本体ＨＰを－ 40 し、《妖ノ尾》を削除する。

山賊を１体削除する。

17

