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■シナリオ 聖域のレコンキスタ
プレイヤー人数：３～４人

ストーリー

プレイ時間

キャンペーンセッティング

グランドオープニング：１時間

グレイセルは、険しい山岳地帯に囲まれ

シナリオ１：１～２時間

た国であり、他国との関わりが少ない国で

シナリオ２：１セッションあたり２～３時間×３回

ある。この国には、“ 聖杯 ” と呼ばれる強

シナリオ３：２～３時間

力な混沌核が伝説として語り継がれてい

PC のキャラクターレベル

る。

：１（キャンペーン開始時）

プレイ時間

このプレイ時間にキャラク
ター作成に関する時間は含まな
い。
また、シナリオ２のプレイ時
間・プレイ回数はあくまで目安
となる。シナリオの展開によっ
ては、プレイ時間・プレイ回数
が増加する場合がある。

グレイセルの若きロード、オーレリアは
“ 聖杯 ” を見つけ出し、その浄化に挑む。

はじめに

本キャンペーンは、３本のシナリオで構

くの投影体を呼び込むことになってしまう。

略語について

成されている。
１本目、３本目のシナリオは１回のセッ

統率された投影体の集団 “ ナグルファム ”

て架空のものであり、実在しないものです。

を参照する場合がある。その際、以下の略

ションで完結するシナリオとなっているが、

は特に強力であり、グレイセルは、瞬く間

実在のものと類似した人物や設定に関して

語を用いる。

２本目のシナリオについては、ひとつのシ

に国土の多くを支配下に置かれてしまう。

も、全て創作であり、実在のものとは一切

・
『グランクレスト RPG 基本ルールブック１』

ナリオで、複数回（３回程度）のセッショ

残されたグレイセルの聖印を受け継ぐロー

：
『ルール１』

ンを行うことになる。１回あたりのセッショ

ドである PC ①は、異世界からのの投影体

・
『グランクレストRPG 基本ルールブック２』

ン時間は、比較的短めになるように構成し

たちとともに、国土の奪還・解放に挑むこ

：
『ルール２』

ているため、オンラインセッションでプレ

とになる。

本書には既存のグランクレスト関連書籍

関係がありません。

本書について

本書は、
『グランクレスト RPG』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、５～６レベ
シナリオで計５回のセッションを行なうこ
とを想定している（一部のシナリオは、複
数回のセッションで構成されるため、セッ
ション回数＝シナリオ回数となっていない）
。

その中でも、“ ロキ ” と名乗る投影体に

・
『アドバンスフォース』
：
『ＡＤＦ』

イする場合でも時間的な負担は、比較的少

・
『戦記データブック』
：
『戦記』

なく済むと想定している。オフラインセッ

・
『上級ルールブック』
：
『上級』

ションであれば、１日に２セッションを続

・
『エネミーコンペディウム１、２』
（Web 掲載）

けて行うことも可能だろう。

：
『ＥＣ１』
、
『ＥＣ２』

ルまでキャラクターを成長させながら、３

使用ルールブックは、あく
までプレイに必須となるもの
である。プレイヤー全員の合
意の下、
『上級』などその他
のルールブックのデータを利
用することは問題ない。

印は、混沌核として、グレイセルの地に多

お断り

本シナリオに登場する人物や設定は全

使用ルールブック

しかし、それは失敗に終わり、砕かれた聖

キャンペーン構成

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』
、
『ＡＤＦ』
、
『戦

キャンペーンの舞台
本シナリオの舞台となる国や主要な都

キャラクターレベルは１から開始するが、

市、拠点、用語等について解説する。こ

シナリオの進行に合わせ、５～６程度まで

のセクションに記載がないものについても、

キャラクターレベルを上昇させることにな

シナリオの本文中で解説をしている場合も

るだろう。

ある。シナリオの進行に合わせて、随時参
照してもらいたい。

記』が必要である。

グランクレスト戦記

本シナリオで、
「グランクレス
ト戦記」と時期的、及び登場人
物で関連性を持たせている理由
は、大きな国同士の戦いの中に
ある世界にあって、臨場感を持
たせるためだ。
「グランクレスト
戦記」を知らなければシナリオ
を楽しめないわけではない。

「グランクレスト戦記」との関連性

キャンペーン概要
本シナリオは、異世界から現れた「投影

本キャンペーンにおいては、以下のオプ

体」との戦いを中心としたキャンペーンシ

ションルールを採用する。

ナリオである。テーマの都合上、
「投影体」

・国管理ルール

についての設定をよく確認しておくことを

・マスコンルール

推奨する。

・フラッグルール（
『ルール２』
）
・上級国作成ルール（
『戦記』
）
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本シナリオには、キャンペーン独自の NPC に加
え、小説「グランクレスト戦記」の登場人物の一部
も NPC として登場する。
ただし、このキャンペーンシナリオでの、小説「グ
ランクレスト戦記」の登場人物の描かれ方は、あく

場人物について GM の解釈を最大限尊重してほしい。
なお、時期的な関連性は、“大講堂の惨劇”から、
アルトゥーク戦役までを想定している。これはおお
むね１巻～４巻の内容であり、「グランクレスト戦記
データブック」に解説のある内容と同等である。もし、

まで解釈の一例であり、小説に対する公式的見解で
はない。もし、このキャンペーンシナリオに描かれ
た登場人物たちの振る舞いが、GM を務めるあなた
の解釈と異なるのであれば、台詞や行動は自由に改
変してよい。また、あなたが PL である場合は、登

あなたが小説「グランクレスト戦記」についての知
識が無い場合でも、キャンペーンシナリオ中及び『戦
記』の解説の範囲で、ゲームを進行してしまって構
わないし、それが困難だと考える場合は、一部のイ
ベントを削除してしまっても問題はない。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

グレイセル

グレイセルは、本シナリオの主な舞台と

なる国である。幻想詩連合と大工房同盟の
勢力圏の中間に位置する国であるが、主要
な係争地帯からは、少し外れた位置にある。
国土は険しい山岳地帯に囲まれ、標高の

レイセルのロードは、国土の大きさに見合

が逝去したため、一時的に一族の血縁の

つもりはないとしている。

わない爵位の聖印を代々継承しているた

者が統治者となっていた経緯がある。父か

め、その噂には拍車が掛かっている。

ら聖印を受け継ぎながら、従属君主となっ

“ 天蓋 ”

グレイセルの北部から中央部にかけて走

る、険しい山岳地帯。この地帯の混沌濃度

高い地域が大半を占めている。国を囲む山

は極端に高く、通常の人間は出入りするこ

岳地帯による天然の要塞である点に加え、

とはできない。このことから、グレイセル

国土があまり大きくなく、全土の混沌濃度

に住む人間からは、聖域として恐れられて

が高いことによって、この地を狙う者は少

いる。

なく、国外からの侵略には縁の薄い国であ
る。
この国の北部から中心部にかけては、
“天

こうした、“ 聖杯 ” による災厄と、それ

ていた彼女がその統治者を廃し、独立君

を追い求める人々によって、グレイセルに

主としてオーレリアを治めている）
。
彼女は、

“ 聖杯 ” の伝説は語り継がれてきた。

“ 天蓋 ” の浄化を目標としており、統治者

“ ナグルファム ”

“ ロキ ” と名乗る出自不明の投影体に率

となってからは、積極的に “ 聖杯 ” の探索
を進めている。
オーレリアは、武勇に優れているが、聖

いられた集団。様々な世界の投影体で構

印の扱いについては、非凡とは言い難い。

成されているが、殆どが人間（あるいは、

そのため、“ 聖杯 ” を発見したところで、

な瘴気が、常に流れ出ている。この瘴気が

人間大の生物）で構成されている（巨人や

その浄化に成功するかについては、彼女の

常にグレイセルの空を曇らせているため、

幻獣といった存在も数が少ないながら確認

資質を不安視する声があることも事実であ
る。

“ 天蓋 ” からは、白みがかった霧のよう

蓋 ” と呼ばれる巨大な山脈が走っており、

“ 天蓋 ” という名が付けられた。“ 天蓋 ” の

されている）
。特徴的な点は、近代的な兵

その山脈及び周辺地帯は、特に混沌濃度

内部は、混沌によって通常では考えられな

器（小銃や装甲服など）で武装している点

が高い。混沌はこの “ 天蓋 ” を中心に広

い状態になっていると言われている。

である。これらの兵器も、アトラタンには

がっており、初めてこの国の支配者となっ

“ 天蓋 ” の混沌を全て浄化するためには、

たロードは、国土の外縁部から少しずつ混

途方もない聖印の力が必要である。“ 天蓋 ”

沌を浄化し、人間の生存域を開拓してきた。

の浄化は、グレイセルの地に住まうものの

また、国土が高い混沌濃度を持つため、

宿願ではあるが、“ 皇帝聖印 ” に匹敵する

通常存在しないものであり、彼らと同時に
投影されたものだと考えられている。
彼らが行動を共にしている意図は不明。

エドワード

エドワード・グレイスは、先代のグレイ

セルの統治者であるハーバード・グレイス
の息子であり、オーレリアと PC ①の従兄

確かなことは、“ ロキ ” と名乗る投影体に

弟にあたる。父が半ば王位をオーレリアに

昔から投影体が収束することが多く、この

ような力でも無い限りは、
達成し得ない（つ

統率されており、グレイセル、やがてはア

よって剥奪された形ではあるが、オーレリ

国の民たちは比較的投影体に理解があり

まり、不可能なことである）と考えてられ

トラタンを征服しようとしていることでの

アに対立することはなく、従属君主となっ

知識も豊富である。

ている。

みである。

ている。

標高が高いことにより、気候は冷涼で、
民は毛皮などの厚手の衣服を主に用いて
いる。また、混沌災害に見舞われることも
少なくないため、戦いの心得がある民も多
い。
首都は、
コルフォードと呼ばれる、
“ 天蓋 ”

しかし、エドワードはオーレリアとは対

グレイセルの “ 聖杯伝説 ”

グレイセルを初めて領地としたロード

が、現在のコルフォード近くで発見し、浄
化した「盃の形をした混沌核」に端を発し
た伝説。

ＰＣ①とオーレリア

オーレリアとの血縁関係は、
年若いロードを想定し、姉（妹）
としているが、これは PC ①の
年齢設定を縛るものではない。
オーレリアとの関係性は、PC
①の設定に応じて調整を行って
しまっても問題はない。

NPC

オーレリア

現在のグレイセルの統治者は、オーレリ

ア・グレイスである。オーレリアは 20 代

照的に、爵位に見合う領土を国外に求める
ため、幻想詩連合や大工房同盟への立場
を明確にし、戦争に参加すべきであるとい
う意見を持っており、時折彼女と対立する
こともある。

にほど近い山岳都市。グレイセルの地に伝

“ 天蓋 ” 及びその周辺地域では、盃の形

半ばの年若い女性であるが、父から聖印を

エドワードとしては、彼らの戦争により

わる “ 聖杯伝説 ” の始まりとなった、盃の

をした混沌核が多く観測され、そのどれも

継承し、ロードとしてグレイセルの地をま

“ 皇帝聖印 ” が誕生するのであれば、結果

形をとった混沌核が初めて見つかった地で

強大な力を持っていたとされる。混沌核は

とめている。

的に “ 天蓋 ” からグレイセルを救うことが

ある。

収束の過程で盃の形を取り、やがて別の

オーレリアは、本シナリオの PC ①となる

できるという考えを胸に秘めている。国を

形に収束すると言われている。

ロードの姉（妹）にあたる存在である。赤

想う気持ちは一緒ではあるが、その方法論
で対立をしているのである。

グレイセルは、名目上は幻想詩連合に属
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項であり、他国との関わりを積極的に持つ

していた国家であるが、土地柄ゆえにあま

“ 天 蓋 ” の高い混沌 濃 度は、この “ 聖

い長髪に、意志の強い青い瞳を持ち、女性

り大工房同盟との戦争の影響を受けておら

杯 ” と呼ばれる混沌核が原因と言われてい

としては比較的高身長であることから力強

茶色の髪を短くまとめており、優男風の

ず、半ば独立を保っていた。これまであま

る。“ 聖杯 ” は、これまで何個か見つかり、

い印象を受ける。武器として細身の両手剣

印象を受ける。
（ロードとしては）あまり

り国外との関わりを持たなかったこともあ

その度にグレイセルの地に大きな災厄をも

を扱う（ロードとしてのクラスはセイバー）
。

華美な恰好をしておらず、あまり鎧を纏う

り、“ 大講堂の惨劇 ” により勢力の情勢が

たらしてきた。しかし、“ 聖杯 ” を浄化し、

オーレリアは、“ 天蓋 ” に対して静観を

こともない。ロードとしてのクラスはルー

変化した後は、立場を明確にしていない。

取り込むことができれば、その力は莫大な

決め込んでいた先代の統治者を半ば強制

現在のグレイセルのロード・オーレリアは、

ものであるとされているため、“ 聖杯 ” を

的に退位させ国の実権を握った（元々、彼

国内の脅威（“ 天蓋 ”）の排除が最優先事

探し求めるものも少なくはない。現に、グ

女が年若いうちに彼女の父であったロード

ラー。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ
“ ロキ ” のモチーフ

このシナリオに登場する投影
体の多くには、モチーフとなっ
た存在があるが、“ ロキ ” には
特定の人物のモチーフは存在し
ない。キャンペーンのボスとし
て、
「野心的な人物」をイメー
ジしたキャラクター造形を行
なっている。

“ ロキ ”

な言動も見受けられる。投影体を人間より

するにも関わらず爵位が低い理由は、グ

優れた存在と考えているらしく、人間を見

ランドオープニングで明かされることにな

リンポス界などの神々に自身をなぞらえ、

下した発言も多い。

“ ナグルファム ” を統率する指揮官。オ

セッションの準備

る（具体的には、オーレリアの聖印の消滅

キャラクター作成が終了したら、キャラ

名前を借りている。人間と同等の体格であ

戦争をゲームのようなものと考えている

により国家として多くのカウントを失うこ

クター紹介を行ない、PC 間因縁を取得す

るが、大きな黒い外套を纏っており、その

らしく、破壊や混沌を是とする投影体たち

とになるためである）
。プレイヤーから質問

る。この PC 間因縁は、キャンペーン中利

姿は悪魔のように見えることもある。言葉

を統率し、グレイセルやアトラタンを征服

があった場合は、
爵位については気にせず、

用する。関係性の変化により、感情を変更

遣いは粗野で、性格も粗暴。少々享楽的

しようと企んでいる。

グレイセルの設定を考えることに注力して

したい場合は、PC の成長の際に合わせて

もらうよう回答するとよいだろう。

それを行ってもよい。

キャラクター作成
キャンペーンハンドアウト

キャンぺーンへの参加にあ
たって、キャラクターメイキ
ングを行なうために、キャン
ペーン全体の概要と、その
PC の役割を説明するための
ハンドアウトである。このハ
ンドアウトの内容を参考にし
て、キャラクターの造形を行
なうとよいだろう。

トレーラーとハンドアウト

があることが望ましい。

このキャンペーンのグランドオープニン

PC ②は、投影体のうち、地球人が想定

グにあたるトレーラーと、キャンペーンを

されている。これは、本シナリオに登場す

通じてのハンドアウトを掲載している。グ

る投影体の多くが、地球の歴史上の人物

ランドオープニングに続けて、シナリオ１

であるためである。それらの人物に対して、

を進めることを想定している。

関わりを持ちやすくするためだ。とはいえ、
地球人であることによるデータ上の有利・

“ 聖杯 ”。 それは人には過ぎた、混沌の力。この力の浄化こそが、グレイセルの王たる者の悲願であった。
そして、この悲願は、 遂に女王オーレリアによって成し遂げられる “ はずだった ”。
その力に手を掛けた代償は余りにも大きく。 聖印は砕かれ、 国土は異界から現れた征服者の手に落ちた。
全てを奪われた国で、 残された希望が反旗を翻す。
その旗の下に集うは、 異界に住まう数多の投影体たち。
この国に縛られた “ 聖杯 ” と混沌を解き放ち、 “ 皇帝聖印 ” へと至るために。
全てを取り戻すための戦いがここに幕を開ける。
グランクレスト RPG
「聖域のレコンキスタ」
混沌 （カオス）を治め、 聖印 （クレスト）に至れ。

事前にトレーラーとハンドアウトとプレ

不利は存在しない。演出の仕方を工夫する

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

イヤーに公開し、それを踏まえたキャラク

ことで、地球人ではない場合でも問題なく

ター作成を行なうこと。なお、クイックス

シナリオを進行できるだろう。

因縁：オーレリア

因縁：マキナ

推奨感情：メイン：同志／サブ：庇護

推奨感情：メイン：庇護／サブ：悲哀

推奨クラス：ロード

推奨クラス：投影体（地球人）

キミは、グレイセルのロード・オーレリアの従属
君主であり、血の繋がった兄弟姉妹でもある。
何度目かの “ 聖杯 ” 探索で、
ついにオーレリアは “ 聖
杯 ” を発見する。しかし、オーレリアはその浄化に
失敗し、聖印を失ってしまう。混沌の奔流の中、オー
レリアはキミにグレイセルの行く末を託し、姿を消
す。ロードを失ったこのグレイセルの地を守るため
に、キミは、新たなロードとして、立たなければな
らない。

キミは現代の日本に住む一般人であり、マキナ
という名前の病弱な妹がいる。
キミは、外に出ることのできないマキナに付き
合い、色々な物語を読んできた。それらの中で、
キミは、“ 聖杯 ” と呼ばれる、どんな病気も治すこ
とのできる聖遺物の伝説を知る。空想とはいえ、
そんなものがあれば、マキナの病気も治るのかも
しれない。そんな想いに呼応したかのように、気
が付くとキミの意識は、“ 聖杯伝説 ” の根付くファ
ンタジー世界にあった。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

因縁：PC ①

因縁：“ 聖杯 ”

推奨感情：メイン：尽力／サブ：連帯感

推奨感情：メイン：脅威／サブ：恐怖

推奨クラス：メイジ

推奨クラス：アーティスト

キミは魔法師協会のメイジであり、グレイセル
の魔法師団の一員だ。
キミは、オーレリアの “ 聖杯 ” 探索の際に、エー
ラムへと向かっていた。そして、結果的にそれが
キミの命を救った。グレイセル軍と魔法師団は混
沌災厄により壊滅し、聖印すらも失われたという。
この混乱を収められるメイジは、キミ以外に存在
しない。キミは、生き残ったロードである PC ①
とともに、戦うことを決意する。

アーティストであるキミの邪紋は、グレイセル
の地に伝わる “ 聖杯 ” に呪われているらしい。
キミが受け継いだ邪紋の持ち主は、誰もが非業
の死をとげている。その癖、邪紋は必然であるか
のように誰かに受け継がれてしまってゆく。望ん
だのか望まずかはわからないが、キミは育ての親
のアーティストから、その邪紋を受け継いでしまっ
た。負の連鎖を断ち切るためにも、キミは “ 聖杯 ”
に挑まなければならない。

タートを使用する場合は、以下のサンプル
キャラクターを例として指定する（GM と
相談の上、変更することは問題ないが、ハ

PC のデータについて

本シナリオにおける戦闘は、全てマスコ

ンドアウトの推奨クラスをよく確認してお

ンルールで運用することになる。このこと

くこと）
。

に留意してキャラクター作成を行なうこと。

PC ①：剣の君主（
『ルール１』
）
PC ②：蒼き星の子（
『ＡＤＦ』
）
PC ③：虹色の魔法師（
『戦記』
）
PC ④：剣禅一如（
『ルール２』
）

国データ
上級国作成ルールを使用して、レベル１
の国を作成すること。爵位は 1000 カウン

コンストラクションで作成する場合は、
キャラクターレベル１のキャラクターを作
成する。その際に使用するデータの範囲は、

トである。国名はグレイセルとすること。
ROC の結果、既にシナリオで定義して
いるグレイセルの設定と矛盾が発生する場

各 PC 間で可能な限り格差がないことが望

合は、相談の上、グレイセルの設定を変更

ましいだろう。

してもよい。グレイセルの設定のうち、重

PC の設定について

要なポイントとなるのは、他国から大きな
影響を受けず、自国内の混沌と戦っている

PC ①は、オーレリアと血の繋がった兄

という点である。この点を踏まえた設定に

弟姉妹であり、有事はその後継者となるこ

さえなっていれば、地理的な点が変化して

とを想定している。血が繋がっていないと

も、シナリオに違和感は少ないだろう。

する場合は、継承者となるに相応しい設定
6

トレーラー

なお、グレイセルという名前の国を使用
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

グランドオープニング
キャンペーン全体を通しての導入となる

アーティストが息絶えることを待ってい

グレイセルの聖印はどうなったというの

う。

だ！？」

オーレリア「馬鹿な！ これは、抑えきれ

すれば……？」

衛兵Ｂ「PC ③様、いったい、我々はどう

描写である。これらのシーンでは判定や戦

たかのように、PC ④に怪物が襲い掛かる。

ない……っ！？」

伝令「コルフォードは、既に半ば混沌災害

闘等は行わず、演出やロールプレイのみで

しかし、新たな邪紋を手にした PC ④の敵

オーレリア「そうか、伝説は本当だったの

に飲み込まれてしまっております……ここ

シーンを進行する。この描写を終えた後、

ではない。

そのままシナリオ１のプレイを開始すると

か。これは、今の私だけでは手に負えぬ。

も危険です。避難を！」

それこそ、“ 皇帝聖印 ” のような力無くし

伝令「PC ③様、こうなってしまっては、

ては、この “ 聖杯 ” に対抗などできないの

あなただけが頼りです。PC ①様が何とか

よいだろう。

▼結末

●シーン１

かもしれない。誰も、
“ 聖杯 ”を浄化しなかっ

脱出をしたと聞いております。合流し、早

杯 ” 探索に向かう者を募集していることを

たのではない。できなかったのだ……！」

急に今後の対応について話し合うべきかと

登場 PC：PC ④

知る。募集に応えるために、グレイセルの

オーレリア「PC ①よ、今は引け！ お前

……」

▼解説

ロードであるオーレリアの元に PC ④は向

まで倒れては、完全にグレイセルの聖印が

PC ④の導入を描くシーンである。PC
④は、育ての親であるアーティストの死に
目に立ち合い、邪紋を受け継ぐことになる。
その後、PC ④は、“ 聖杯 ” 探索を行うオー
レリアの元に向かうことになる。

▼描写

邪紋を受け継いだ PC ④は、街で “ 聖

かうことになる。

●シーン２

登場 PC：PC ①、PC ④

▼解説
PC ①の導入を描くシーンである。オー

PC ④の前で、育ての親であるアーティ

レリアとの会話ののち、“ 聖杯 ” に挑むオー

ストが血を流し、倒れている。傷が深く、

レリアを描写する。オーレリアは混沌の浄

もう助からないことは明らかだ。

化に失敗し、聖印を失うことになる。

アーティスト「PC ④、私が死んだら、混

▼描写

沌核には触らず、この場を離れるのだ。そ
うすれば、お前は助かる……」

“ 天蓋 ” にほど近い丘陵地帯、アルセー
ラムで “ 聖杯 ” を発見したという報は、瞬
く間にグレイセルを駆け巡った。PC ①は

そう伝えたアーティストの眼前で、突如

従属君主として、オーレリアに付き従い戦

として混沌が収束し、異形の怪物が投影

場にいる。聖杯の周りで収束した投影体を

される。

排除しながら、オーレリアの軍は “ 聖杯 ”

アーティスト「馬鹿な……なぜこうも突然？

に近づきつつあった。

いや、そうか。PC ④、やはりお前が選ば

失われかねない！ グレイセルを頼む！」
オーレリア「PC ④よ。PC ①を頼んだぞ！」

▼結末
PC ③が、引き返したところでシーンを
終了する。

オーレリアは、そのまま混沌の奔流に飲
み込まれてしまう。あたりは混沌災害が発
生し、凄惨な状況となっており、軍は完全

●シーン４
登場 PC：なし

に瓦解してしまっている。

▼解説

▼結末

砕かれたグレイセルの聖印は、数多の混沌

初めに、倒すべき敵の登場を描写する。
PC ①と PC ④が逃げ延びたところで、
シーンを終了する。

●シーン３

登場 PC：PC ③

▼解説
PC ③の導入を描くシーン。“ 聖杯 ” 探
索が失敗に終わったことを、PC ③が知る。
場合によっては、PC ①を登場させて、会

核へと還り、この地へ多くの投影体を呼び
寄せることになる。
その後、モノローグを読み上げる形で、
グレイセルの状況を説明する。

▼描写１
混沌の奔流の中心地。混沌の暴風の中
にあって、そこは台風の目にようにかつて
の静けさを取り戻している。
不意に混沌が収束し、ひとりの男が姿を

れたということか」

オーレリア「粗方片がついたな。PC ①よ、

話をさせてもよいだろう。

現した。

アーティスト「お前にこんな呪いを押し付

流石の腕前だ。それに比べ、エドワードの

▼描写

男「なんだここは？ 俺は一体……」

けることになってすまない。だが、お前が

奴は、“ 聖杯 ” に興味すら持とうとしない。

魔法師協会の本部があるエーラムでの

（何かに気付いたように）男「アトラタン

生き残るにはこれしかないのだろう」

“ 聖杯 ” を浄化し、“ 天蓋 ” を祓わないこと

用を済ませ、首都コルフォードへの道を急

……投影体……？ この知識は？ そう

アーティスト「この邪紋は、この地に伝わ

には、この国に未来はないというのに」

ぐ PC ③の元に、伝令がやってくる。

か、理由はわからんが、俺はここで戦う権

る “ 聖杯 ” に呪われているのだ。この邪紋

オーレリア「あれが “ 聖杯 ” か。PC ①よ、

は、多くの人間を犠牲にしながら、こうやっ

下がっていろ。これは私のロードとしての

て受け継がれ続けてしまっているものだ」

務めだ」

アーティスト「願わくば、お前がこの邪紋
に連なる者たちの無念を晴らすことを願っ
ている」
8

が、聖印はやがて輝きを失い、砕けてしま

利を得たわけか」
伝令「も、申し上げます。“ 聖杯 ” 探索に

男「面白い世界じゃないか。俺の力がどこ

向かった我が軍は壊滅的な被害を受け、

まで通じるか、試させてもらおうか」

オーレリア様の行方は分からず、近衛や魔
オーレリアは、収束した “ 聖杯 ” に近づ
き、聖印をかざす。最初こそ順調に見えた

法師団も全滅したと……」
衛 兵Ａ「 馬 鹿な……！ オーレリア様、

男が指を鳴らすと、それを待ち受けてい
たかのように、多くの混沌が収束する。
9

■シナリオ 聖域のレコンキスタ
男「破壊と略奪を望むものたちはついてこ
い。ここはずいぶん愉快な世界だ。俺たち
のような “ お客様 ” も、受け入れられる懐
があるらしい」

▼描写２
オーレリアの “ 聖杯 ” 探索は失敗に終わ

奇跡が起きて、私の病気も治ったりしない
かな？」

り、グレイセルの聖印は失われた。
事態はそれにとどまらず、“ 聖杯 ” を中

不意に、あたりが光に包まれる。マキナ

男「武器も兵もまちまちか。なんでもいい、

心とした、規模な混沌災害が発生し、首

は、PC ②の手を取る。PC ②は、そのぬく

一番いい武器を手に取れ。国盗りを始めよ

都コルフォードをはじめとした、“ 天蓋 ”

もりを感じながらも、意識を失ってしまう。

うじゃないか」

近郊の主要な都市は、魔境に飲み込まれ、

そうしたのち、意識を取り戻すと、PC ②

男「そうだな。神話にでもあやかろうか。

グレイセルにおける人間の生存圏は大きく

は見慣れぬ地に１人立っていた。

海の向こうから兵を運ぶ船、そしてそれを

その規模を減じることになった。

招き入れた俺は……」

以降、
グレイセルの地では、失われたオー

人の気配のするほうに向かうと、人々の
噂話が聞こえる。

レリアの聖印の一部が収束することで、多
男は、足元に倒れている１人の女性、気
を失っているオーレリアの頭を踏みつけ

くの投影体が出現することになる。
中でも、“ ナグルファム ” を名乗る集団

村人 A「ひどい事件だったな。もう、この
グレイセルはおしまいよ。いつ、ここも混

る。

の力は凄まじく、グレイセルの国土の大半

沌に飲み込まれるか……」

“ ロキ ”「お前がこの国の “ 元 ” 王というわ

は数日にして、彼らの支配下に置かれるこ

村人 B「“ 聖杯 ” ってやつが原因なんだろ。

けだな。手始めにこの国は、我らがいただ

とになる。

おとぎ話かと思っていたのに、厄介なこっ

くぞ」

▼解説２

後の世に「大氾濫」と呼ばれるこの事

た」

件を契機に、グレイセルの歴史は、大きく

村人 C「それだけじゃない、何でも異国の

動き出そうとしていた。

軍隊が、既にこの国の大半を支配しちまっ

グレイセルの状況は、以下のとおりであ

てるらしい」

る。モノローグとあわせて、PC に説明を

▼結末

村人 A
「ああ。こんなときだというのに、
オー

しておくとよいだろう。

シーンを終了する。

レリア様はいったいどこにいらっしゃると

・オーレリアの “ 聖杯 ” の浄化は失敗し、
オーレリアの聖印は砕かれてしまった。こ
れにより、従属君主や騎士たちは、独立を
余儀なくされている。また、オーレリアは、
多くのカウントを自分で所有していたため、

●シーン５

登場 PC：PC ②

▼解説

いうのだ……」
話を聞いているうちに、なんとなく状況
が理解できてくる。ここは地球ではないど

PC ②の導入を描くシーン。マキナと会

こかで、最近、災害に見舞われ、その原因

殆どのカウントは失われている（混沌核と

話をしたのち、PC ②がアトラタンに投影

は “ 聖杯 ” であるということだ。更なる情

なってしまった）
。

された状況を描写する。

報を求めて、村を歩き回っていると、１人

・“ 聖杯 ” を構成していた混沌、オーレリア

▼描写

の少女が PC ②に話しかけてくる。

の聖印の２つによって、多くの混沌核が収

PC ②は、いつも通りマキナと本を読み、

？？？「あなたも、“ 投影体 ” ですよね。そ

束し、多くの投影体が投影されてしまった。

その感想を聞かせあっている。マキナは、

れも地球からやってきた……。違います

大きな勢力として、PC たちに敵対する “ ナ

一冊の本（
「聖杯伝説」と書かれている）

か？」

グルファム ” が存在する。それに呼応しな

を取り出し、PC ②の前でページを開く。

？？？「あなたも、“ 投影体 ” ですよね」

い投影体は、独自に行動をしている。

マキナ「お兄さん（お姉さん）
、聖杯伝説っ

・グレイセルの国土のほとんどは、不意を

て知ってる？ すごい騎士さんたちが、名

ついた “ ナグルファム ” によって制圧され

誉のためにそれを求めて冒険するんだっ

てしまっている（ロードが不在となり、組

て」

織的な行動をとることができなかったこと

マキナ「わたしも、そんな冒険をしてみた

が原因）
。

いなあ。ああ、それとも、お兄さんがそれ

１人の少女

このシーンで登場する
「？？？」
の正体は、シナリオ１に登場す
るイザベルという少女だ。マキ
ナとは関係がないため、PC が
誤解をするようであれば、説明
をしてしまってよい。

▼結末
少女と出会ったところで、シーンは終了
となる。この続きは、シナリオ１となる。

を見つけてくれればいいのかも」
マキナ「もし、聖杯なんてものがあったら、
10
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トレーラー

シナリオ１
：
彼方からの侵略者

ＰＣ①用ハンドアウト

ＰＣ②用ハンドアウト

因縁：イザベル

因縁：イザベル

推奨感情：メイン：誠意／サブ：可能性

推奨感情：メイン：親近感／サブ：不安

「大氾濫」の場からなんとか逃げ延びたキミは、辺
境の街エメルダへとやってきていた。しかし、この
地にも “ ナグルファム ” の魔の手は迫ろうとしてい
た。民を守るため剣を取るキミに、加勢を申し出る
１人の少女がいた。

同じ地球出身の投影体イザベルから、キミはひ
とつの情報を聞いていた。“ ナグルファム ” は反抗
する投影体を捕らえ、何処かへと連れて行ってい
るらしい。そして、その中に、マキナに似た特徴
を持つ女性がいたらしい。ただの偶然とは考えに
くい。キミはその女性を探すため、“ ナグルファム ”
との戦いに協力することにした。

ＰＣ③用ハンドアウト

ＰＣ④用ハンドアウト

プレイ時間：１～２時間

因縁：“ ナグルファム ”

因縁：オーレリア

ＰＣのキャラクターレベル：１

推奨感情：メイン：憤懣／サブ：脅威

推奨感情：メイン：尊敬／サブ：連帯感

なんとか辺境の街エメルダにたどり着いたキミ
は、PC ①に再会することに成功した。
キミの調査によると、“ ナグルファム ” は次の目
標をエメルダに定めており、多くの舞台がここに
向かっていることがわかっている。エメルダを守
るため、戦わなければならないだろう。

PC ①と共に辺境の街エメルダへとキミはやって
きていた。少しの間ではあるとはいえ、主だった
オーレリアに、キミは PC ①のことを託されている。
キミは、改めて、PC ①と共に戦い、“ 聖杯 ” に立
ち向かうことを決意する。

ひとしきり話をした後、イザベルは PC

▼結末

グルファム ” を名乗る謎の集団によって征

シナリオ概要

服されてしまう。

本シナリオは、キャンペーン開始に伴う、

逃げ延びた PC ①たちは、ほかの PC た

PC の合流を目的としたシナリオとなる。

ちや、グレイセルの生き残り、投影体といっ

プレイヤー人数：３～４人

ちとの戦いに身を投じることになる。

た仲間たちと合流し、“ ナグルファム ” た

シナリオの準備
トレーラーとハンドアウトを PC に公開

ストーリー

し、キャラクターや国の成長を終えた後、

オーレリアは倒れ、
グレイセルの地は “ ナ

メインプレイを開始する。

メインプレイ
●シーン１

②に提案をする。

イザベルは、PC ①の元へと向かうこと

込んでいるが、気配から投影体であること

イザベル「どうやら、今、この街にはこの

登場 PC：PC ② 混沌濃度：４

がわかる。

国の王様が来ているみたいです。突然侵

▼解説

イザベル「私の名前は……えっと、イザベ

略行為を始めた、“ ナグルファム ” のこと

ルです。あなたも投影体ですよね」

をわたしは信用できません。それよりは、

ザベルは、PC ②に “ ナグルファム ” とマ

イザベル「“ ナグルファム ”、ですよね。彼

わたしは、王様に会ってみようと思います。

キナの情報を渡し、PC ①の元へ向かうよ

らもおそらく投影体です」

もし、信用できそうな人なら、一緒に戦い

う示唆する。

イザベル「“ ナグルファム ” は、投影体を

たい」

の方針の相談については、PC ②の合流後

手当たり次第連行していると聞きます。そ

イザベル「わたしには使命感があるのです。

にするとよい。そのため、このシーンでは、

ることができる。

ういえば、１人の少女、そう、ちょうどあ

わたしはヴァルキリーと呼ばれる存在。こ

合流と状況整理のみとしておくとよいだろ

・PC ②と似た格好の少女（マキナ）が、
“ナ

なたと似たような意匠の服を着た少女も、

の戦いに赴く人々がいるなら、それを導き、

う。

グルファム ” に連れていかれるところを見

連れられていくところを見ました」

戦いに倒れるようなことがあれば、その魂

PC ②と、イザベルが出会うシーン。イ

イザベルからは、以下のような情報を得

た。

（特徴を聞かれた）イザベル「そうですね。

を PC ②に伝え、同行を促す。

●シーン２

登場 PC：PC ①、③、④ 混沌濃度：４

▼解説
PC ①、③、④が合流するシーン。今後

“ ナグルファム ” と国の状況については、

を導くために」

特に判定をせずに、以下のような情報が手

・この街（エメルダ）に、
現在のこの国のロー

本を持っていましたよ。書かれているタ

イザベル「この世界の人々の中にも、わ

に入る。

ド（PC ①）が来ていること。

イトルは、“ 聖杯伝説 ” だったでしょうか。

たしたちを模した存在がいるときいていま

・コルフォードだけではなく、主要な都市

▼描写

遠めでしたし、知らない国の言葉だったの

す。きっと受け入れてもらえるはずです」

は制圧されており、辺境部を除き、８割が

PC ②に声をかけたのは、西洋風の少女
だった。その風貌はこの世界に自然と溶け
12

荒れ狂う混沌災厄と、 異世界からの軍勢に蹂躙されたグレイセル。
しかし、 希望は潰えてはいなかった。
残された英雄たちが今ここに集い、 物語は始まる。
グランクレスト RPG
「聖域のレコンキスタ」 キャンペーン
第１話 「彼方からの侵略者」
混沌 （カオス）を治め、 “ 聖杯 ” へと至れ。

で正確かはわかりませんが」

たが “ ナグルファム ” の支配圏である。
・“ ナグルファム ” は、とにかく素早く攻め、
13

■シナリオ 聖域のレコンキスタ
グレイセル軍が混乱しているうちに叩きき
るつもりである。各地で散発的な抵抗しか
できていないため負け続きではあるが、あ
る程度軍をまとめれば、対抗することは可
能だろう。

▼描写

●プレッジシーン

以上が、導入のシーンとなる。ここでプ

エメルダの町長の元に身を寄せている

●シーン３
▼解説

PC が合流するシーン。PC ①のもとに、

町長「PC ①様、
PC ③様をお連れしました」

PC ②を連れたイザベルがやってきて、助

町長「して、PC ③様、“ ナグルファム ” と

力を願い出ることになる。このシーンで部

やらの様子はどうですか？」

隊を編成し、エメルダに迫る “ ナグルファ
ム ” へと挑むことになる。

状況を聞いた町長は、沈痛な面持ちで
PC ①へと頭を垂れる。

いのです」

▼描写
軍議を進める PC たちの元に、１人の少

町長「PC ①様、お願い申し上げます。こ

女がやってくる。投影体、
しかもさらに１人、

の街を、お救いいただけませんか」

連れがいるようだ。

撃を開始しようとしていた。その前に、一

▼結末

団が立ちはだかる。PC ①が聖印を掲げる

PC とイザベルたちが合流したところで、
シーンを終了する。

と、多くの兵がそれに続く。これまで、散
発的な反撃しか受けなかった “ ナグルファ
ム ” は、俄かに浮足立った。

●プレッジシーン

指揮官「もう軍を立て直したというのか

以上が、展開のシーンとなる。ここでプ

レッジシーンを１度挿入する。

……！？ いや、だがここで叩いてしまえ
ば同じこと！ 一気に攻める！」
（敗北した）指揮官「この私が、こうも容

●シーン４

易く……貴様ら、いったい何者だ……？」

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：５

▼解説

▼結末

決戦のシーンとなる。“ ナグルファム ”

戦闘終了後、シーンを終了する。

と戦闘を行なう。もし、グランクレスト

町長「今はまだ散発的な戦闘しか起こっ

イザベル「今、
この国を脅かす “ ナグルファ

RPG に不慣れなプレイヤーがいる場合は、

てはおりません。投影体をはじめとした有

ム ” は、私たちと同じ投影体です」

チュートリアルを兼ねて、戦闘ルールをよ

志の方々が街を守ってくださっていますが

イザベル「わたしは、いきなり現れておき

く説明しておくこと。

……本格的な攻撃を受ければ、そうもいき

ながら、好き勝手に国を侵す彼らのやり方

ますまい」

▼描写
エメルダの街に、“ ナグルファム ” が攻

レッジシーンを１度挿入する。

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：４

PC ①、④の元に、PC ③がやってくる。

もりであれば、わたしも共に戦わせてほし

を容認できない。あなた様が彼らと戦うつ
もりであれば、わたしも共に戦わせてほし

▼結末

いのです」

PC ①が判断を下したところで、シーン
を終了する。

戦闘配置図

イザベル「わたしは、いきなり現れておき
ながら、好き勝手に国を侵す彼らのやり方

戦闘解説

を容認できない。あなた様が彼らと戦うつ

エネミーに特殊な行動指針はない。
対象を選択する場合は、ランダムに
射程内から決定すること。
ナグルファムたちの部隊が範囲攻
撃を行なう場合、お互いを巻き込む
ことに注意する。基本的に、お互い

ナグルファム支援部隊 ×１

イザベル
美しい金髪が特徴的な女性。
帯剣しており、その技量は高い。
異世界に存在するヴァルキリー
を名乗る。
《先陣の号令》
：部隊ひとつに彼
女を配備する。配備された部隊
の士気の上限値を＋１する。
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ナグルファム指揮官、
ナグルファム歩兵

投影体の協力者

を巻き込む形での攻撃は行なわない。

本シナリオでは、味方となった投影体の NPC から恩恵を受
けることができる。味方となった NPC は、特にシナリオ上の
制限がない限り、常に PC たちに同行し、力を貸しているもの
とする。戦闘の際は、その NPC が、どの PC が指揮する部隊
に配備されているかを決定しておくこと。
得られる恩恵は特技として記述されている。詳細は、各 NPC
の説明を参照すること。多くの場合、彼らの恩恵は、彼らを配
備中の舞台の PC が受けることになる。

ナグルファム歩兵 ×２
ＰＣ
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

ナグルファム歩兵
種別：投影体（モブ）
レベル： ２
ＨＰ： 40
行動値：９

出身世界：？
士気：５
MＰ：30
移動力：２

防御力 武器 10 炎熱 ２ 衝撃 ６ 体内 ０

ナグルファム支援部隊
種別：投影体（モブ）
レベル： ３
ＨＰ： 55
行動値：６

出身世界：？
士気：４
MＰ：30
移動力：１

防御力 武器 14 炎熱 ４ 衝撃 10 体内 ０

リアクション： 2D＋7

リアクション： 2D＋5

特技

特技

《MP44》：メジャー。射程１～３Sq の単体に射撃

攻撃。命中判定 3D＋９。
〈武器〉
4D+10 点のダメージ。

《バヨネット》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻

撃。命中判定 3D＋８。
〈武器〉
3D＋11 点のダメージ。
士気１点を支払うと、ダメージ属性を〈衝撃〉に変更。

解説：ナグルファムの主力部隊。地球という異世界で
作られた自動小銃自動小銃で武装しているが、白兵

《迫撃砲》：メジャー。射程２～５Sq の単体に射撃攻

撃。命中判定 3D＋11。
〈衝撃〉
5D＋14 点のダメージ。
士気１点を支払うと、ダメージを〈炎熱〉に変更して、
対象を範囲１に変更。

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：６

口を開く。

▼解説

イザベル「わたしたちが、この世界で再び

戦闘を終えた PC たちの前に、“ ナグル

生を得たことには理由がある。“ 皇帝聖印 ”

ファム ” の首魁である男・“ ロキ ” が姿を

に至ることで、全ての混沌を消し去り、こ

現すシーン。このシーンは、敵役の顔見せ

の国と世界が救われるというのなら。きっ

を目的としているため、特に戦闘等は行わ

とそのとき、わたしたちは本当に胸をはっ

ず、会話のみでシーンを終了する。

て、元の世界へと凱旋できるのだと思いま

▼描写

す」

地に倒れた “ ナグルファム ” は混沌核へ

仕方はありませんね。彼らと戦い、この国

進み出る。

を解放しましょう」

“ ロキ ”「見事だ。そのような原始的な装

イザベル「わたしはどこまでもあなたたち

備で、我らに対抗するとは。これが聖印、

の戦いを見届けるつもりです。よろしくお

この国の支配者……ロードとやらの力か」

願いいたします。PC ①様」

解説：ナグルファムの後衛部隊。火力支援を担当す

グルファム ” を預かる身だ」

“ロキ”
「失礼した。
俺の名は“ロキ”、
この“ナ
“ ロキ ”「その力に免じ、ひとつ良いことを
現れている。その原因は、この国の “ 聖杯 ”
にある」
“ ロキ ”「俺たちの世界でも、“ 聖杯 ” とや

種別：投影体
レベル： ８
ＨＰ： 120
行動値：７

出身世界：？
士気：６
MＰ：60
移動力：２

防御力 武器 10 炎熱 ５ 衝撃 ７ 体内 ０

リアクション： 2D＋8
特技

《MG34》：メジャー。射程２～４Sq の単体に射撃

攻撃。命中判定 3D＋12。
〈武器〉
6D＋15 点のダメー

ジ。士気１点を支払うと、対象を範囲１に変更。

《追加行動》１：
『ルール１』 P.335 参照。
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アフタープレイを終えたら、シナリオ２

へと進むこと。

に安息はない」
“ ロキ ”「どうだ、ひとつ協力といかないか。
“ 聖杯 ” の力を手に入れれば、この世界を
征服することも可能だろう。貴卿らも、我
らの帝国の末席に加えてやってもよい」
（拒否する）“ ロキ ”「ならばどうする。ど
うやって、この地を脅威から守る？ お前
より力のあるロードすら、“ 聖杯 ” のひとつ

至るか？」

闘開始後、最初のラウンドのみ使用可能。

●アフタープレイ

俺たちはそれに引き寄せられて投影され

《電撃作戦》：セットアップ。このラウンド、自身を除く
１する。ラウンド終了時、対象の士気をー１する。戦

シーンを終了する。

た、とすれば “ 聖杯 ” がある限り、この国

にすら及ばなかったのだ。全ての “ 混沌を ”

任意の対象が与えるダメージに＋2D6し、移動力に＋

▼結末

投影体たちの知識

投影体たちは、この世界に
投影された時点で、ある程度の
この世界の常識を理解すること
になる。基本的な知識レベルは、
この世界に暮らす PC と同等と
考えて会話をさせてよい。もち
ろん、知識があるとはいえ、地
球との常識の差に驚くことも多
いだろう。この世界の常識を
知っているからといって、これ
まで地球で身に着けた常識をす
ぐに捨て去ることができるかは
別の話だろう。投影体とはいえ、
精神構造は人間に近いのだ。

らの伝説は有名でな。あくまで仮定だが、

《スコップ》
：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 2D+9。
〈武器〉10D＋10 点のダメージ。

“ ロキ ” の攻撃

PC たちが “ ロキ ” に挑もう
とする場合は、その背後に兵が
伏せられており、現在の軍の状
態では、返り討ちにあってしま
う可能性が高い、と伝えるとよ
いだろう。このシーンの目的は、
あくまで敵役の顔見せである。

イザベル「すみません。先の話をしても、

と還る。その光景の中、１人の男が前へと

教えよう。この国に今、数多くの投影体が

ナグルファム指揮官

“ ロキ ” が立ち去った後に、イザベルが

《高度医療措置》３：
『ＡＤＦ』 P.40 参照（
〈治療〉
の判定値は 3D＋５）
。

る兵士に加え、衛生兵が従軍している。

戦等には脆い。

●シーン５

消し去るため、“ 皇帝聖印 ” とやらにでも
“ ロキ ”「まあいい。では、正式に宣戦布
告としよう。次に会うことを楽しみにして
いる」
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

シナリオ２
：
聖域のレコンキスタ

メインプレイ
導入

●シーン１

本シナリオは、このキャンペーンシナリ
シナリオのアレンジ

イベントや表をアレンジす
ることで、自分だけの投影体
を登場させて楽しむことが可
能だ。アレンジの方法につい
ての詳細は、巻末を参照して
貰いたい。

プレイ時間

プレイ時間・プレイ回数は
あくまで目安となる。シナリ
オの展開によっては、プレイ
時間・プレイ回数が増加する
場合がある。

導入のシーン

シナリオの進行度によっ
て、導入で描写されるシーン
は異なる。このシナリオのプ
レイが初回である場合はシー
ン１へ、２回目以降であり、
シーン２を終えた後の場合は
シーン３へ、シーン４を終え
ている場合は、シーン５に進
むことになる。

オの中核となるシナリオとなる。
PC たちの挙兵から “ ナグルファム ” に

ストーリー
“ ナグルファム ” に対抗し、グレイセル
の地を取り戻すため、投影体たちと共に戦
いを始めた PC たち。

奪われた首都・コルフォードの奪還までの

首都奪還を目指す中で、PC たちは様々

戦いを、３話のシナリオに分けて描いてい
くことになる。

発生するイベントをクリアしていく形で進

登場 PC：全員 混沌濃度：４

の本格的な進軍を開始することになる。

▼描写
エドワードの部隊と共に、砦を出立する

るシーン。当面の方針として、同じく軍を

PC たちの軍。比較的 “ ナグルファム ” の

まとめているロードの１人・エドワードと

影響が少ない辺境部の解放は終わりつつ

の合流を目指すことになる。

あるため、首都へ向けての本格的な進軍

▼描写

が開始されようとしていた。

キミたちの元に、伝令がやってくる。周

エドワード「コルフォードを目指すために
は、コルレッジ渓谷を越える必要がある。

な人々と出会いながら、様々な苦難を乗り

伝令「PC ①様、ここから遠くない砦で、

コルフォードに首都機能が置かれた理由

越えていくことになる。

エドワード様が軍をまとめているようです」

は、後ろに “ 天蓋 ”、前には渓谷があり、

伝令「“ ナグルファム ” と戦う意志は同じ

とにかく攻め難い天然の要塞となっている

はず。まずは、そちらを目指してみては」

からだ」

シナリオの準備

エドワード「おそらく、“ ナグルファム ” の

行する。これにより、予想だにしないドラ

本シナリオでは、個別のハンドアウトは

出発のため、軍をまとめた PC たち。エ

マが生まれたり、PC たちだけのオリジナ

用意されておらず、共通ハンドアウトのみ

メルダの住民も、戦えるものの多くは志願

以上に厳しい戦いになるはずだ」

リティある展開を楽しむことができるよう

が用意される。

兵として付き従っている。そこに、イザベ

イザベル「とはいえ、PC ①様の軍も、以

になっている。

ルが話しかけてくる。

前とは比較にならない勢力となっていま

イザベル「PC ①様。ここから、全てが始

す。ここで一気にたたき、戦の趨勢を決定

メインプレイを開始する。

まります」

づけましょう」

プレイ時間：２～３時間×３回

イザベル「この戦いに勝利し、“ 皇帝聖印 ”

▼結末

ＰＣのキャラクターレベル：２～５

を目指す戦いに名乗りを上げましょう。こ

PC たちは、コルフォードの前の最大の障

の世界に真の平和をもたらすため、この命、

害となる渓谷に、軍を進めることになる。

お預けします」

続けて、シーン３－２を描写すること。

プレイヤー人数：３～４人

トレーラーとハンドアウトを PC に公開

首都・コルフォードの奪還とグレイセルの解放を目指し、 進軍を開始した PC たち。
PC たちの前には、 数多の試練と、 多くの仲間たちが待ち受ける。
グレイセルの歴史に刻まれる、 長きにわたる解放戦争が始まろうとしていた。
グランクレスト RPG
「聖域のレコンキスタ」 キャンペーン
第２話 「聖域のレコンキスタ」
混沌 （カオス）を治め、 “ 聖杯 ” へと至れ。

共通ハンドアウト
因縁：“ ロキ ”
推奨感情：メイン：脅威／サブ：隔意

“ ナグルファム ” の首魁は、“ ロキ ” と名乗った。現在、彼らは、首都・コルフォードを拠点としているという。
グレイセルを取り戻すため、キミたちは投影体たちと共に、コルフォードを目指す。

イザベル「皆、あなた様の言葉を待ってい
ます。さあ、号令を！」

コルレッジ渓谷

コ ル フ ォ ー ド は、 グ レ イ
セルの高原部からさらに “ 天
蓋 ” に近づいた山間部に存在
する。高原部と山岳部を隔て
る要衝が、コルレッジ渓谷で
ある。この渓谷は非常に複雑
な構造をしており、攻めるに
は難しい地形となっている。

連中も、ここに兵を集めるはず。これまで

し、キャラクターや国の成長を終えた後、

トレーラー

●シーン３－２

登場 PC: なし 混沌濃度：５

▼結末
PC ①の号令に、軍が活気づく。シーン

▼解説
コルレッジ渓谷を守備する敵の様子を描

を終了する。プレッジシーンを挟んだのち、

写するシーン。

展開のフェイズに移ること。

▼描写

●シーン３－１

“ ナグルファム ” の兵を従えた１人の男
が、山頂から大地を見渡している。

登場 PC：全員 混沌濃度：４

？？？「いやー。すごい土地だね。ここな

▼解説

らば簡単に軍は突破できないだろう。これ

エドワードの部隊と合流した PC たちの
18

解放が進んでおり、コルフォードへ向けて

辺の状況を探るために放っていた間者だ。

本シナリオでは、導入と決戦にあたる
フェイズを除き、ランダム表をロールし、

“ 天蓋 ” やコルフォードから遠い辺境部は

▼解説
エメルダから出発する PC たちを描写す

シナリオ概要

軍の次の目標値を示唆するシーン。比較的

を攻めようとしたら、骨が折れる」
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ
？？？「しかし、入り組みすぎていて、ま

エドワード「とはいえ、罠と分かっていて、

クライン「利害が一致しているだけの話で

た地形の全容がつかめない。相手に土地

踏み込む必要はない。コルフォードは一旦

す。戦乱が長引けば長引くほど、得をする。

GM は、①で決定したイベントの詳細を

勘があるとすれば、万が一ということもあ

放置し、敵の主力を探すべきだと考えます

それに、永らくこのグレイセルは歴史から

確認し、概要を説明する。その後、シーン

るかな。これが砂漠なら負ける気はしない

が、いかがでしょうか」

取り残されていましたが、PC ①というロー

に登場する PC を決定する（もちろん、途

んだけど」

マキナ「それだと、コルフォードの中の人

ドが表舞台に立ったことで、
パンドラにとっ

中から登場しても問題はない）
。

たちや、オーレリア様が……」

て無視できない存在となった、ということ

１人呟く男の元に、伝令がやってくる。

エドワード「うーむ……どうするか、PC

です。これは我々から彼らへの警告でもあ

伝令「隊長、敵は動き出しているようです」

①様に判断してもらわねばならないな。今

るのですよ」

セック「はいはい。こんな戦いは好きじゃ

とは言わないが、考えておいて貰えないか」

“ ロキ ”「しかし、本当にわざわざ策に嵌る

その後、イベントの詳細に従ってイベン
トを進め、判定や戦闘などを行う。
③シーンの終了

ないんだけど、最低限、役目は果たすとし

イザベル「手は三つ。どちらかに全力を割

ものかな。コルフォードを捨て置けばいい

ようかな」

くか、軍を分けるかでしょうか」

だけだろうに」

終了する前に、後日談イベント表のロール

▼結末

▼結末

クライン「そのために、あのオーレリアを

を行なう。この表により、カウントの獲得

生かしておいたのです。元とはいえ、国を

等のボーナスを得ることができる。後日談

する。PC たちはコルフォード方面へ、進

束ねたロードを捨て置くことは、簡単には

イベント表は、1D6 に PC たちの平均レベ

軍を開始する。シーン５－２へと進む。

できないでしょう」

ル（端数切捨）を足した数で参照する。

シーンを終了する。プレッジシーンを挟
んだのち、展開フェイズへ移ること。

●シーン５－１

登場 PC：全員 混沌濃度：４

▼解説
コルレッジ渓谷を越えた PC たちが、コ
ルフォードの攻略方法について相談をする

決定を先送りにし、いったん軍議は終了

●シーン５－２

▼結末

イベントの処理が終わったら、シーンを

後日談イベント表によるカウントの増加

クラインは一礼し、“ ロキ ” の元を去る。

等の処理を行ったのち、シーンを終了する。

登場 PC：なし 混沌濃度：７

プレッジシーンを挟んだのち、展開フェイ

この時、PC が望む場合は、部隊の編成を

▼解説

ズへ移ること。

行うことも可能である。また、シーンが終

“ ロキ ” と、パンドラに所属する闇魔法

シーン。コルフォード攻略について、３つ

師が会話をするシーン。コルフォードで練

ほど案が挙げられるが、ここで結論を出す

られている策をプレイヤーたちに開示する

必要はない。

ことが目的である。闇魔法師の正体は、ク

▼描写

ライン（
『ルール１』 P.319）である。

PC ②の妹であるというマキナを交え、

なお、登場する闇魔法師は、PC の設定

軍議は続いていた。

に合わせ変更を行ってもよい。本シナリオ

エドワード「偵察隊からの報告では、コル

で闇魔法師を出す意図は、パンドラという

フォード内部には兵があまり配備されてい

組織の紹介を兼ねて、グレイセルの歴史に

ないな。我々を中に招き入れておいて、何

わる前に、自由にアイテムや特技等による

展開
本シナリオの展開のフェイズは、シーン

回復を行なうことも可能である（ただし、
シーンの状況によっては、GM はこれを制
限してもよい）
。

ごとにランダム表でロールしたイベントを
プレイすることで進行する。

④シナリオの終了条件のチェック
シナリオの終了条件を満たすか確認をす

●シーンの流れ

る。これを満たした場合は、決戦のシーン

彼らを絡ませるためである。そのため、登

る。

合は、①に戻り、再度シーンを行なうこと。

らかの策を練っている、というところだろ

場する人物自体に指定はない。

①イベントのロール

うか」

▼描写

イザベル「もし、投影体が集められている

20

②イベントの処理

“ ロキ ” の前に、１人の闇魔法師が姿を

のであれば、彼らの混沌核を用い、より強

現した。

大な投影体を収束させる、という可能性は

“ ロキ ”「策は順調か。クラインとやら」

ひとつのシーンは、以下の流れで進行す

戦役イベント表を振り、起きるイベント
を決定する。
戦役イベント表は、2D6 に PC たちの平
均レベル（端数切捨）を足した数で参照

が発生することになる。満たしていない場

●シナリオの終了

PC たちのカウントが一定数に達した時

点で、決戦に相当するシーンが発生する。
このシーン終了後、セッションの終了の処

ないかしら。“ ナグルファム ” は自分たち

クライン「ええ、問題はありません。コル

する。この時、ロールの結果が、既に発生

理を行う。その後、本シナリオが終了して

以外を何とも思っていない……」

フォードに残された投影体の混沌核を使

したイベントである場合は、同じイベント

いない場合は、再度導入からシナリオを再

エドワード「それは難しいだろう。混沌を

い、より強大な投影体を投影する。このパ

をプレイするか、表のひとつ上か下のイベ

開すること。

収束させるにしろ、発散させるにしろ、意

ンドラの闇魔法師の力をもってすれば、そ

ントをプレイするか選択できる（ひとつ上

なお、展開により、決戦に移行したくな

図的に行うとすれば魔法師の力が必要だ。

れが可能です」

か下のイベントもプレイ済みであれば、さ

いと考える場合もあるだろう。そういった

彼らに与する魔法師など、いるはずがない。

“ ロキ ”「しかし、解せんな。何故、お前

らにその先を選んでもよい）
。

場合は、
GM の裁量で、
決戦に相当するシー

いるとすれば、協会に背く闇魔法師くらい

らは俺たちに協力をする？ 俺たちは侵略

ンの発生を遅らせ、通常のシーン処理を継

だろう」

者だぞ？」

続しても問題はない。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

● PC たちが戦闘に敗北した場合

だ。その場合、いったんセッションの終了

たちが戦闘に敗北し、全滅した場合、基

すること。

決戦のフェイズや、各種イベントで PC

本的にはキャンペーンはそこで終了するこ
とになる。

戦役イベント

の処理を行ない、その後、シナリオを再開
この方法でセッションを終了した場合、
経験点の算出において、
「シナリオの勝利

しかし、PC たちに協力する投影体の

条件を満たした」にチェックを入れること

NPC（ただし、イザベルは除く）がいる場
合は、その NPC を１人選んで消滅させる
代わりに、PC がその状況から逃げおおせ

追加されている場合も、その恩恵を受ける

た、としてもよい。投影体たちが、自らを

ことはできないことに注意すること。

１と交戦したことがない場合は、パターン

混沌征伐

１との戦闘になる。

混沌を浄化し、聖印を強化するためのイ

例２：PC の平均レベルが３で、パターン

はできない。もし、イベント等でシナリオ

ベントだ。経験点やカウントを獲得するこ

１と交戦したことがある場合は、パターン

の勝利条件を満たした際の獲得経験点が

とができる。

２との戦闘になる。

犠牲にして、PC たちを逃がしてくれるの

例３：PC の平均レベルが３で、パターン１・

●シーン

パターン２と交戦したことがある場合、パ

登場 PC：任意（全員を推奨）

ターン２と再度戦闘になる。

混沌濃度：３＋PCの平均レベル
（端数切捨）

▼描写

▼解説
戦役イベント表

2D6+PC の
イベント名
平均レベル
～４

混沌征伐

５

投影体の降臨

６

他国からの使者

７

“ ナグルファム ” 遭遇

８

投影体の降臨

９

混沌征伐

10

他国からの使者

11

“ ナグルファム ” 遭遇

12

投影体の降臨

13

“ ナグルファム ” 遭遇

14

投影体の降臨

15

他国からの使者

16 ～

“ 聖杯 ” 浄化

後日談イベント表

2D6+PC の
イベント名
平均レベル
混沌を浄化し、爵位とした。カウントを
～３
+1D6 × 100 する。
新たな街にたどり着き、協力を得た。任
４
意の国資源ひとつを選び、+1 する。
“ ナグルファム ” の投影体を倒し、爵位
５
とした。カウントを +1D6 × 100 する。
グレイセルの聖印のかけらと思われる混
６
沌核を発見する。カウントを +1D6 ×
100 する。
投影体から得た知識で、生産性を向上し
７
た。任意の国資源ひとつを選び、+1 する。
“ ナグルファム ” を駆逐し、支配地を解
８
放した。カウントを +2D6 × 100 する。
“ ナグルファム ” との戦いをしていた騎士
９
と合流する。カウントを +2D6 × 100
する。
PC 全員の天運を +1 する（上昇した分
10
の天運は、セッション終了時に失われる）。
“ 天蓋 ” の一部を攻略し、土地を切り拓
11 ～
いた。カウントを +1D3 × 1000 する。

以降は、戦役イベント表の各イベントの

ただでさえ比較的混沌濃度が高かった

戦闘を行なうイベント。PC のレベルや

グレイセルの国土。聖印が砕けた影響か、

このイベントの回数により、交戦する敵の

“ ナグルファム ” が現れた影響かは不明だ

強さが異なることに注意する。複数のパ

が、混沌が収束しつつあるようだ。

ターンを満たす場合は、数字の小さいパ

ゆっくりと、投影体の怪物が PC たちの

ターンを優先するが、既にそのパターンと

前に進み出る。これを倒さなければ前に進

戦ったことがある場合は、次のパターンと

むことはできない。何より、これを放置す

戦闘を行ってもよい。

ることはできないだろう。

例１：PC の平均レベルが３で、パターン

パターン１ 戦闘配置図
戦闘解説

死人兵・小隊（槍）、
死人兵・小隊（弓）

サテュロス

詳細となる。

攻撃可能な PC を狙うこと。
死人兵・小隊（槍）
『EC』 P.15
死人兵・小隊（弓）
『EC』 P.15
サテュロス
『EC』 P.4

ＰＣ
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死人兵・小隊（槍）、
死人兵・小隊（弓）

死人兵は、サテュロスの角笛によ
り扇動されている。そのため、サテュ
ロスが健在であるうちは、もっとも
防御力の低い PC を狙って行動する。
サ テ ュ ロ ス が 撃 破 さ れ た 場 合 か、
士気が０の場合は、最も近くにいて、

《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

◆パターン１

◆パターン３

・PC の平均レベルが２以上である

・PC の平均レベルが４以上である

戦場跡を通りがかった PC たち。ふいに

パターン３ 戦闘配置図

見渡す限りの荒野に、遠吠えが響く。狼

角笛の音が響く。ややあって死人たちが立

の群れだろうか。気付くと、囲まれている。

ちあがり、ゆっくりとこちらへ歩み寄って

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋

きた。

戦闘解説

800 し、このセッション終了時に得られる、

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋

「シナリオの目的を達成した」の経験点を

400 し、このセッション終了時に得られる、

＋４点すること。

「シナリオの目的を達成した」の経験点を

◆パターン４

＋２点すること。

ダイアウルフ

ダイアウルフ、
スノーウルフ

山岳地帯の谷間に、湖が広がっている。

・PC の平均レベルが３以上である

ＰＣ

濃い混沌の気配が漂い、危険な状態であ

湿地帯へとたどり着いた PC たち。水の

る。強力な投影体が収束しようとしていた。

補給を試みるが、どうやら先客がいるよう

ダイアウルフ

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋

だ。

1000 し、このセッション終了時に得られる、

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋

「シナリオの目的を達成した」の経験点を

600 し、このセッション終了時に得られる、

兵戦の得意な PC のいるスクエアに
入り、移動の妨害を試みるなど）。
スノーウルフが撃破された場合は、
最も近い PC を優先的に狙う。
ダイアウルフ

・PC の平均レベルが５以上である

◆パターン２

ス ノ ー ウ ル フ が 健 在 で あ る 場 合、
ダイアウルフはできるだけ狡猾に行
動する（打たれ弱い PC を狙う、白

ダイアウルフ

『ルール２』 P.296
《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。
スノーウルフ
『EC2』 P.7
《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。

＋５点すること。

▼結末

「シナリオの目的を達成した」の経験点を
＋３点すること。

PC たちは、怪物を打ち倒し、前進する。
パターンに応じたボーナスを獲得する。

パターン２ 戦闘配置図

オアンネス×２

パターン４ 戦闘配置図
戦闘解説

戦闘解説

オアンネス、マーフォークは可能
な限り水地に留まるようにしながら、
PC を狙う。
セイレーンは、通常地形のスクエ
ア に PC が い る 場 合 は、 そ の PC を
最優先に狙い、可能な限り水地へ向

スキュラとセイレーンは、どちら
も、PC を水地に引きずりこむことを
狙う。
基本的には遠くにいる PC を優先
的に狙うが、スキュラと同じスクエ
アに PC を引き入れることが可能で

かって移動させることを狙う。

ＰＣ

マーフォーク×２、
セイレーン
《地形：水地》
１
（
『ルール２』 P.198）
として扱う。
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オアンネス
『ルール２』 P.298
《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。
マーフォーク
『EC2』 P.4
《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。
セイレーン
『EC2』 P.6
《軍団》１（『ルール２』P.289）を
取得する。

スキュラ、
セイレーン×２

ある場合は、その PC を最優先で攻
撃する。
な お、 基 本 的 に 彼 ら は 移 動 せ ず、
レベル２の水地に留まること。
スキュラ
『ルール２』 P.299

《地形：水地》
２

※ PC は好きな場所に配置をしてよい。

《地形：水地》
１
（
『ルール２』 P.198）
《地形：沼沢》
１
（
『ルール２』 P.199）
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ
投影体降臨表

この表の結果現れる投影体
たちの設定は、あくまで作者
のイメージに基づく創作であ
る。もし、あなたが元となっ
たキャラクターに詳しい場合
は、自由に解釈を変更しても
かまわない（ただし、その場
合でも、PC に敵対的な姿勢
を取ることはない）
。また、
これらのキャラクターに対
して、PC 間、または PC と
GM 間で、認識に齟齬が生ま
れることもあるだろう。そう
いった場合は、あくまで “ こ
ういったイメージのキャラク
ターが存在した異世界もあっ
た ” と考えて、イメージのひ
とつが偶然投影されたものと
してシナリオを進めてほし
い。これは、人物に関する知
識比べや、正誤の議論を避け
ることにも繋がる。
また、これらのキャラクター
は、
「多くの投影体たちが
PC たちに協力をしている」
という面でシナリオを盛り上
げるために用意されている。
あくまで、主人公は PC たち
であることに念頭に置いた上
で演出を行なうこと。

投影体の強さについて

神ともなれば、彼らは元の
世界では協力無比な力を持っ
ているが、アトラタンに現れ
た存在はあくまで投影体であ
り、その力は限定的である。
可能な限り PC たちに協力を
してくれるが、神罰を起こし
て敵軍を一網打尽にする、と
いったような行為は不可能な
のである。

英雄の降臨
地球（または、地球とよく似た世界）か
らの投影体と合流し、戦力を強化するイベ
ントだ。

う。その際、設定は自由に追加をして構わ
ない。

▼描写
行軍する PC たちの元に、１人の投影体

●シーン

と思われる人間が近づいてくる。PC ①と
イザベルの噂を聞き、駆けつけてきたらし

登場 PC：任意 混沌濃度：５

い。

▼解説

▼結末

PC たちの前に、地球からの投影体が現

PC たちは、
新たな戦力を迎え、
前進する。

ムシュフシュ
蛇の頭に獅子の身体、鷲の足
を持つ霊獣。乗り手を守護し、
災いを退ける力があるという。
《怒れる大蛇》
：シーン内のキャ
ラクターがバッドステータスを
受けた直後に使用する。受けた
バッドステータスを打ち消す。
この効果は、１ラウンドに１回の
み使用できる。

フェニックス
不死鳥の異名を持つ、死ぬこ
とが 無い鳥。死期を迎えると、
自ら燃え上がり、その灰の中か
ら再生するという。
《不死の霊薬》
： 効 果 で HP や
MP が回復するとき、その回復
量に＋ 1D6 する。

ヴァルキリー
戦いを司る乙女たち。その存
在は、アーティストのレイヤーと
してもよく知られている。ヴァル
キリーは、複数人登場させても
良い（その場合、任意の名前を
つけて区別するとよい）
。
《戦乙女の祝福》
：配備された部
隊の任意の修正値ひとつを＋１
する。

れるイベント。彼らは、PC たちに協力的
であり、“ ナグルファム ” との戦いに協力し
てくれる。
英雄降臨表（2D6）を振り、現れる投影
体を決定すること。既に登場しているキャ
ラクターの場合、ダイスを振り直すこと。
協力する NPC に関しては、詳細な設定
はしていない。彼らをどこまでシナリオに
取り入れるかは、GM に裁量権があるもの
とする。データ的な効果のみを適用しても
よいし、国用パーソナリティーズのように

天照大神
太陽の化身として奉られ、世
界を遍く照らすとされる神。
「天照大神です。私の光は心正し
き者には導きの光となり、悪しき
者にはその身を灼く業火となる
でしょう」
《八咫鏡》
：任意の対象がダメー
ジロールを行なう直前に使用す
る。そのダメージロールのダイ
スを 2D 減らすか、2D 増やす。
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使い、シーンの演出に役立ててもよいだろ

天羽々斬
悪しき竜を対峙した逸話を持
つ刀剣。少女の姿を取っている。
「天羽々斬じゃ。わらわに切れる
ものなどない。そちに扱えるか
な？」
《天羽々斬》
：配備された部隊が
白兵攻撃でダメージを与える場
合、そのダメージに +1D6 する。

投影体降臨表
2D6

登場人物

２

天照大神

３

天羽々斬

４

鵺

５

ムシュフシュ

６

フェニックス

７

ヴァルキリー

８

スレイプニル

９

ゴルゴーン

10

フレイヤ

11

ゼウス

12

オーディン

鵺
猿の頭に蛇の尾、様々な動物
の特徴を併せ持つ妖怪。闇や陰
に紛れ、手助けをしてくれるが、
その姿の全貌を見たものはいな
い。
《夜啼き声》
：配備された部隊の
攻撃によって士気が減少する場
合、追加で 1 点減少する。

スレイプニル
オーディンの駆る八本脚の馬。
空を飛んでいると見間違うほど
の速さで移動することができる
《幻影の手綱》
：イニシアチブプ
ロセスに使用する。即座に１回、
移動を行なう。この効果は、１
シーンに１回のみ使用できる。

ゼウス
神々を統べる全知全能の神。
天空に住まい、自在に雷を操る。
「俺はゼウス。この世界じゃすべ
ての力を出すことはできないが、
雷くらいなら貸してやるぜ」
《ケラウノス》
：PC たちが率いる
部隊の移動力を＋１し、攻撃修
正と行動力を＋２する。

ゴルゴーン
蛇の髪を持つ３人姉妹の怪物。
普段は穏やかだが、一たび怒る
と恐ろしい怪物に姿を変え、目
を合わせた者を石に変えてしま
う。
《数多の貢ぎ物》
：PC 全員は、即
座にアイテムの補充を行なうこ
とができる。この効果は、戦闘
中であっても使用できる。この
効果は、１シナリオに１回のみ使
用できる。

フレイヤ
戦いや死、愛など多くを司る
神。ヴァルキリーの統率者とし
ての側面もある。
「私はフレイヤ。戦に赴く者たち、
恵みを求めるすべての者たちに
祝福を与えます」
《豊穣の女神》
：任意の国資源３
つを選び、＋１する。

オーディン
戦いを司どる神。多くの知識
を収集しており、その叡智も侮
ることができない。
「儂の名はオーディン。汝らが智
慧を望むの出れば、それに応え
よう」
《ミーミルの智慧》
：ダイスを振っ
た直後に使用する。そのダイス
を振り直す。この効果を拒否す
ることはできない。この効果は、
１シナリオに１回のみ使用でき
る。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

“ ナグルファム ” 遭遇

◆パターン１
・PC の平均レベルが２以上である

“ ナグルファム ” との戦闘が発生するイ

人間大の機械人形が姿を現す。中には

ベント。このイベントでのエネミーは、少々

どうやら人間が乗っていそうだが、とても

強力に設定されている。

暑そうだ。今にも熱暴走をしそうに見える。

●シーン

登場 PC：任意（全員を推奨）

混沌濃度：３＋PCの平均レベル
（端数切捨）

▼解説
戦闘を行なうイベント。PC のレベルや
このイベントの回数により、交戦する敵の

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋
600 し、このセッション終了時に得られる、

様である。

撃能力は無さそうだが、近づかれたらどう

▼描写

するつもりなのかわからない。

（初回の場合）？？？「キミたちがこの国の
者だね。私は怪しい者じゃない。“ ナグル

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋
800 し、このセッション終了時に得られる、
「シナリオの目的を達成した」の経験点を
＋４点すること。

ファム ” の者だよ。キミたちを、足止めす
るように言われてるのでね」
（名前を聞かれた）
「名乗るほどの者じゃな
い。そうだね、
ドクターとでも呼んでほしい」

◆パターン３
・PC の平均レベルが４以上である
空飛ぶ戦艦が姿を現す。どうやら、彼の

ドクター「私の世界では、科学技術が発

技術力の集大成らしいが、相変わらず熱に

展していたのだが、あと一歩のところで何

弱そうだ。これ以上のものは流石に出てこ

かが足りなかった。この世界に来て、その

なそうだ。

ピースがやっと埋まったのだよ……！」
ドクター「さあ行くがいい！ （エネミーの
名前）よ！」
（負けた）
ドクター
「ば、
馬鹿な……！ 動け、
動けってんだよ！ このポンコツが！！」

この戦闘に勝利した場合、カウントを＋
1000 し、このセッション終了時に得られる、
「シナリオの目的を達成した」の経験点を
＋５点すること。

出身世界：？
士気：－
MＰ：50
移動力：２

特技

《属性弱点：炎熱》：
『ルール１』 P.334 参照。

・PC の平均レベルが３以上である
熱暴走をしそうだ。砲塔以外に目立った攻

種別：投影体
レベル： ８
ＨＰ： 135
行動値：７

リアクション： 2D＋4
ＰＣ

◆パターン２

決定に関する注意点は、
「混沌征伐」と同

完全機械化兵

防御力 武器 20 炎熱 ０ 衝撃 15 体内 ０

＋３点すること。

巨大な列車砲が姿を現す。相変わらず

けた何者かが立ちはだかる。

完全機械化兵×１

「シナリオの目的を達成した」の経験点を

強さが異なることに注意する。パターンの

進軍する PC たちの前に、白衣を身に着

パターン１ 戦闘配置図

《対軍存在》：
『ルール１』 P.335 参照。

戦闘解説
基本的に、可能な限り多くの PC を攻撃に
巻き込めるように行動する。

《攻撃拡大Ⅰ》３：
『ルール２』 P.289 参照。

《攻撃拡大Ⅱ》１：
『ルール２』 P.290 参照。

《激怒》２：
『エネミー・コンペディウムⅡ』参照。
《ビーム》：メジャー。射程４～８Sq の単体に射撃攻

撃。命中判定 3D＋８。
〈炎熱〉5D+20 点のダメージ。

1D6 を振り、１が出ると、この特技は以降使用できなく
なる。

《パンチ》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D＋11。
〈武器〉4D+25 点のダメージ。

《キック》：メジャー。射程１Sq の単体に白兵攻撃。
命中判定 3D＋９。
〈衝撃〉3D+25 点のダメージ。

《オーバーヒート》：このエネミーの行動終了後、
1D6 を振る。１が出た場合、このラウンド中、全ての

防御力が０になる。戦闘中、
《オーバーヒート》の効
果で２回目の１が出た場合、
このエネミーは100D の
〈体
内〉ダメージを受ける。

《追加行動》１：
『ルール１』 P.335 参照。

解説：ナグルファムの脅威のテクノロジーを示す機械

化兵士。排熱処理がずさんなため熱に弱く、使いす
ぎると熱暴走する。

▼結末
ドクターを殺すにしろ殺さないにしろ、
再度このイベントが発生した場合、ドク
ターは再度登場する。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

パターン２ 戦闘配置図
戦闘解説
1
2

基本的に、可能な限り多くの PC
を攻撃に巻き込めるように行動する。
牽引車輌は、砲塔の修理を最優先

列車砲ゲバルト
（牽引車輌）

に行動する。

3

列車砲ゲバルト
種別：投影体

出身世界：？

レベル： 12

士気：－

【筋力】21 ／７〈力技〉４
【反射】10 ／３

4

列車砲ゲバルト
（砲塔）

5

【感覚】24 ／８〈射撃〉３
【知力】19 ／６
【共感】11 ／３
全体ＨＰ： 150

7

ＭＰ：50

8

解説：驚異のテクノロジーで作られた列車砲。
近づかれると弱い。また、砲身も比較的脆く、
少しでも歪むと使い物にならなくなる。相変
わらず、爆発の危険性がある。

9
10

列車砲ゲバルト（牽引車輌）

11

部位ＨＰ：120
行動値：10
攻撃： なし

12
13

ＰＣ

移動力：３

列車砲ゲバルト
（砲塔）

部位ＨＰ：20
行動値：１
攻撃：《列車砲》
《機銃掃射》

移動力：０

防御力 武器 10 炎熱 ０ 衝撃 ５ 体内 ０

防御力 武器 25 炎熱 15 衝撃 20 体内 ０

リアクション： 2D＋３

リアクション： 2D＋３

特技
《高速修復》
：メジャー。列車砲ゲバルト（砲塔）
の部位 HP が０である場合、即座に最大値まで
回復する。
《弾薬装填》
：メジャー。次に列車砲ゲバルト
（砲
塔）が行なう攻撃で与えるダメージを＋ 3D し、
炎熱を与える場合、その強度を＋２する。
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《巨体》２：
『ルール１』 P.332 参照。
《対軍存在》
：
『ルール１』 P.335 参照。
《攻撃拡大Ⅰ》３：
『ルール２』 P.289 参照。
《攻撃拡大Ⅱ》１：
『ルール２』 P.290 参照。
《追加行動》３：
『ルール１』 P.335 参照。

【精神】12 ／４

6

14

特技

特技
《列車砲》
：メジャー。射程 10 ～ 25Sq の十字
の対象に射撃攻撃。命中判定 5D ＋５。
〈炎熱〉
〈衝撃〉8D+30 点のダメージ。１点でもダメー
ジを受けた対象は炎上３と放心を受ける。
《機銃掃射》
：メジャー。射程１～５Sq の単体
に射撃攻撃。命中判定 4D ＋８。
〈武器〉4D
＋ 30 点のダメージ。
《オーバーヒート》
：このエネミーの行動終了
後、1D6 を振る。１が出た場合、このラウン
ド中、
全ての防御力が０になる。戦闘中、
《オー
バーヒート》の効果で２回目の１が出た場合、
このエネミーは 100D の〈体内〉ダメージを
受ける。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

パターン３ 戦闘配置図
戦闘解説
基本的に、可能な限り多くの PC を
攻撃に巻き込めるように行動する。

大戦艦ビスマルク
73世（艦尾）

大戦艦ビスマルク 73 世
種別：投影体

出身世界：？

レベル： 20

士気：－

【筋力】24 ／８〈力技〉５
【反射】６／２
【感覚】34 ／ 11〈射撃〉３

大戦艦ビスマルク
73世（艦首）

《巨体》２：
『ルール１』 P.332 参照。
《対軍存在》
：
『ルール１』 P.335 参照。
《攻撃拡大Ⅰ》３：
『ルール２』 P.289 参照。
《攻撃拡大Ⅱ》１：
『ルール２』 P.290 参照。
《追加行動》３：
『ルール１』 P.335 参照。

【知力】22 ／７
【精神】16 ／５
【共感】12 ／４
全体ＨＰ： 200

ＭＰ：80

ＰＣ

大戦艦ビスマルク73世（艦尾）

解説：不思議なテクノロジーで作られた航空
戦艦。結局、爆発の危険性を克服することは
できなかった。

大戦艦ビスマルク73世（艦首）

部位ＨＰ：120
行動値：５
移動力：２
攻撃：《15cm連装砲》
《10.5cm連装高角砲》
《20mm連装砲》

部位ＨＰ：140
行動値：12
攻撃：《38cm連装砲》
《20mm連装砲》

防御力 武器 21 炎熱 12 衝撃 17 体内 ０

防御力 武器 12 炎熱 15 衝撃 21 体内 ０

リアクション： 2D＋２

リアクション： 2D＋２

特技

特技

《15cm 連装砲》
：メジャー。射程２～４Sq の
単体の対象に射撃攻撃。命中判定４D ＋ 11。
〈衝
撃〉5D+30 点のダメージ。
《10.5cm 連装高角砲》
：メジャー。射程０～
２Sq の単体の対象に射撃攻撃。命中判定４D
＋９。
〈武器〉3D+30 点のダメージ。飛行状態
のみのキャラクターを対象にする場合、命中
判定に +1D し、ダメージに＋ 30 する。
《20mm 連装砲》
：メジャー。射程１～３Sq の
単体の対象に射撃攻撃。命中判定４D ＋ 15。
〈武
器〉5D+40 点のダメージ。
《オーバーヒート》
：このエネミーの行動終了後、
1D6 を振る。１が出た場合、このラウンド中、
全ての防御力が０になる。戦闘中、
《オーバー
ヒート》の効果で２回目の１が出た場合、こ
のエネミーは 100D の
〈体内〉
ダメージを受ける。
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特技

移動力：３

《38cm 連装砲》
：メジャー。射程４～ 12Sq
の範囲１の対象に射撃攻撃。命中判定４D ＋
10。
〈炎熱〉
〈衝撃〉6D+30 点のダメージ。１
点でもダメージを受けた対象は炎上３と放心
を受ける。
《20mm 連装砲》
：メジャー。射程１～３Sq
の単体の対象に射撃攻撃。命中判定４D ＋
15。
〈武器〉5D+40 点のダメージ。
《オーバーヒート》
：このエネミーの行動終了
後、1D6 を振る。１が出た場合、このラウン
ド中、
全ての防御力が０になる。戦闘中、
《オー
バーヒート》の効果で２回目の１が出た場合、
このエネミーは 100D の〈体内〉ダメージを
受ける。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

他国からの使者

●シーン

は PC ①と出会うと、
その資質を認めて去っ

テオ
「俺はテオ。彼女は契約魔法師のシルー

詩連合の理念に従い、アレクシスはグレイ

カだ。きみたちの国の話をきいて、立ち寄

セルへの援助を惜しまないだろう。

▼演出の例

らせてもらった」

▼演出の例

▼解説

ミルザー「お前が PC ①か。ここは変わっ

テオ「俺の夢は、圧政と混沌に苦しむ故郷

た国だな。この国を平定する戦力があれば、

を救うことなんだ。ちょうど、この国の状

アレクシスからの書状が、届けられる。
アレクシスからの書状には、以下のような

に応じた勢力からの使者が来訪する。勢力

他国に攻め入り、もっと肥沃な地を奪い取

況と似ているかもしれない」

内容が記されていた。

と友好的な関係を気付くことで、シナリオ

ればいいのに。何故この国にこだわる？」

テオ「今すぐに力を貸すことはできないか

・グレイセルの現状と、民たちを本心から

３の展開が有利になる場合がある。

ミルザー「面白い。お前がどういう道を歩

もしれないけれど、いざという時には俺に

案じる言葉。

むのか、俺にも見せてほしい。この大陸に

も手伝いをさせてほしい」

・幻想詩連合の理念に従い、決戦の際には

説を参考にしてほしい。本シナリオにおい

残った意味は、ここにもあったようだな」

シルーカ「テオ様、お気持ちはわかります

兵を派遣したいが、グレイセルの立地上、

ては、PC が敵対的な態度を取らない限り、

ミルザー「何かあったら、俺に言え。ここ

が、今は私たちもそれどころでは……」

大きな部隊を派遣することは困難であるこ

友好的な関係を築けるものとしてよいだろ

はダルタニアから遠いが、できる限りの援

テオ「シルーカ。ここで彼らを見て見ぬふ

と。

う。

助はしよう」

りをするなら、俺はきみのロードを名乗る

なお、このイベントは、ある程度グラン
クレスト戦記の知識がある前提で記載がさ

●聖印教会

ことはできない。違うかな？」

“ 聖杯 ” 浄化

●マリーネ

登場 PC：PC ①、任意 混沌濃度：８

信は、魔法協会への反抗と概ね同義であ

を訪れることは困難だろう。そのため、書

除外してしまってもよいだろう。それ以外

ることに注意する。しかし、仮に PC たち

簡を通じてのやりとりをすることになる。

●シーン

の勢力については、
『ルール１』に解説が

が彼らを拒絶するとしても、この国の実情

マリーネは大工房同盟の盟主である。立場

規模の小さい “ 聖杯 ” を浄化するイベン

あるため、その知識のみで運用が可能であ

を知った彼らは、民衆のために尽くそうと

をはっきりとさせていないグレイセルに対

ト。描写ののち、
〈聖印〉で目標値１２の

る。

するだろう。

して、援助をする代わりに、友好的な関係

判定に成功することで、混沌を浄化し、聖

▼演出の例

を築こうとするだろう。

印を強化することができる。このイベント

教会のシスター「この国の現状を見させて

▼演出の例

が２回目以降である場合、目標値を「これ

れている。もし GM を務めるあなたがグラ

聖印教会は、PC ①を熱心に入信させよ

ンクレスト戦記に詳しくない場合は、ミル

うとするだろう。しかし、聖印教会への入

ザーと、テオ・シルーカを表の選択肢から

訪問者表
1D6

勢力名

１

ミルザー（ダルタニア小大陸・太子）

２

聖印教会

３

テオ、シルーカ

４

テオ、シルーカ

５

マリーネ（大工房同盟）

６

アレクシス（幻想詩連合）

以降に、各勢力の演出例について記載
する。

●ミルザー

ミルザーは、ダルタニア小大陸の太子で
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いたと設定がされている。そのため、幻想

ていく。

描写については、各勢力についての解

グランクレスト戦記の登場人
物についても、人によって解釈
やイメージが異なる場合がある
だろう。シナリオの冒頭でも記
載しているが、その時の GM の
解釈を優先し、演出を進めると
よい。PC は、その解釈を出来
るだけ尊重してほしい。

▼演出の例

登場 PC：任意 混沌濃度：４
訪問者表（1D6）をロールし、その結果

戦記の NPC たち

ルへとやってきているのである。ミルザー

いただきました。“ ナグルファム ” という彼

マリーネは多忙であり、直接グレイセル

マリーネの侍女と名乗る女性から、マ

▼解説

までこのイベントの判定に成功した数」点

リーネからの書状が手渡される。マリーネ

だけ、上昇させること。

彼らに考えを改めてもらうためにも、お手

からの書状には、以下のような内容が記さ

▼描写

伝いをさせてください！」

れていた。

らは、神を冒涜しているとしか思えません。

●テオ、シルーカ

PC たちに “ 聖杯 ” 発見の報が入る。現

・大工房同盟は、グレイセルが混乱してい

場に向かった PC たちの前には、オーレリ

る時期に、領地を狙うような真似をしない

アの聖印を砕いたものよりは小規模である

こと。

が、たしかに “ 聖杯 ” が収束しようとして

アルトゥークに身を寄せている最中である。

・要請があれば、兵の派遣をする用意があ

いた。

なお、彼らは将来的に『戦記』に登場する

ること。その対価として、来るべき幻想詩

イザベル「これが、“ 聖杯 ”……」

このシナリオで出会うテオとシルーカは、

「アルトゥーク条約」の重要人物となる。
アルトゥークは幻想詩連合に属するが、

はあるが、国の意向を汲んで行動をしてい

彼ら個人と友誼を結んでおくことで、アル

るわけではない。“ 皇帝聖印 ” を巡る戦い

トゥーク伯ヴィラールはもちろんのこと、

連合との決戦の際には、力を貸して欲しい

イザベル「今のあなた様なら、これを止め

こと。

られる……！ PC ①様！」

●アレクシス

の趨勢を見極めるために、各地を放浪して

後々グランクレスト戦記の歴史に登場する

いる。グレイセルのロードが “ 皇帝聖印 ”

ことになる「アルトゥーク条約」
、それに関

ルを訪れることは困難だろう。そのため、

アレクシスは多忙であり、直接グレイセ

を目指すという噂は、水面下で広がってお

連する人物とも関わりを持つことができる

書簡を通じてのやりとりをすることになる。

り、その様子を確かめるために、グレイセ

可能性があるだろう。

グレイセルは、元々幻想詩連合に所属して

“ 聖杯 ”

このシナリオの “ 聖杯 ” は、
複数個存在する、という設定
である。とはいえ、元は混沌
であるため、集合離散を繰り
返しており、
数が一定しない、
という解答がもっとも正確
だ。実際に “ 聖杯 ” が何個あ
るのかは厳密に決定されてい
ない。シナリオの展開で、自
由に決定してよいし、明らか
にせず、今後のシナリオフッ
クとして使うのもよいだろ
う。

▼結末
“ 聖 杯 ” は浄 化される。カウントを＋
1000 する。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

決戦
特定のカウントを満たすことで、決戦の

●シーン２－１

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：６

▼解説１

シーンに移行することができる。どの導入

エドワードの砦へと PC がたどり着く

から開始しているかによって、移行先は異

シーン。エドワードは PC たちを出迎える

なる。

が、共闘に対しては条件を示す。

なお、ほかのイベントを進めたい場合な
どは、必ずしも条件を満たしてすぐに移行
をする必要はない。GM の裁量で、移行の

▼描写１
砦が開き、エドワードが PC たちを出迎
える。

が負ければ従属を認めるが、勝った場合

どうなっているのだ？」

は独立を認めてもらいたい。
とはいえ、
もし、
PC ①が倒れるようなことがあれば、その

そこに、現代風の服をきた少女と、もう

後は俺が継ぐことになるだろうな」

１人の投影体が現れる。

▼解説２

？？？「お姉さん、捕まっているみたいで

翌日、エドワードの部隊と戦闘を行なう

すが……」

ことになる。

オーレリア「君も投影体か。彼ら（ナグル

▼描写２

ファム）とは違うようだが……」

翌日。“ 天蓋 ” により、グレイセルの空

？？？「はい。あの人たちに地球の人たち

タイミングを決めてしまっても問題はない。

エドワード「PC ①、無事だったか。良かっ

は晴れる日が少ない。薄曇りの中、両軍が

がここにいるって聞いて、連れてこられた

・シーン１：カウント 4000 以上で、シー

た」

激突しようとしていた。

んですが……」

ン２に移行する。

エドワード「共闘か。悪い話ではないが

エドワード「ここで禍根を残すわけにはい

・シーン２：カウント 10000 以上で、シー

……素直には頷けん。オーレリアの聖印が

かない。立場ははっきりとさせておかねば

ン４に移行する。

失われた今、俺もお前も独立君主だ」

・シーン３：カウント 20000 以上で、シー

エドワード「お前のほうが高い爵位を持つ

（敗北した）エドワード「やはり敵わぬか。

ン６に移行する。

ことも事実だ。だが、俺もロードとしての

いいだろう、このエドワード、これより PC

決戦のシーンへの移行前に、プレッジ
シーンを挟むこと。

①様の麾下となる。PC ①様、
この国のため、

オーレリア「なぜ、彼らはここに投影体た
ちを軟禁しているのだろうか。従わないの

じゃないが……ここでお前を認められるか

▼結末

であれば、倒してしまえばいいだけの話。

この戦いにより、グレイセルの主要な領

エネミーに特殊な行動指針はない。
対象を選択する場合は、ランダムに射
程内から決定すること。
将軍（本陣）
（『EC2』P.15）のデータを使用。
歩兵小隊
『EC1』 P.12
長槍兵小隊
『EC1』 P.13
豪傑
『EC2』 P.15

何かこれに意味があるとすれば……もしや

主たちは、PC ①をオーレリアの後継者と

……」

認めることになる。これから、PC ①を中

？？？「お姉さん、難しそうな顔をしてま

心として、グレイセル解放軍が本格的に組

すが……何か難しいことを考えているんで

織されていくことになるだろう。

戦闘解説

ＰＣ

しつつあった。

共に戦いましょう」

戦闘配置図

長槍兵小隊、
豪傑

投影体たちからコルフォードの状況を把握

矜持がある。オーレリアは、力で俺の親父

エドワード「戦いは明日としよう。こちら

歩兵小隊

レリアは、捕まっているほかの人間たちや

から聖印を奪った。それを恨んでいるわけ
どうか、力を見せてくれ」

将軍（本陣）

なるまい。さあ、往くぞ！」

“ ナグルファム ” の目を盗みながら、オー

続けて、シーン２－２を描写したのち、
セッションを終了する。

●シーン２－２

すか？」
？？？「そういえば、わたし、お兄さんと
はぐれちゃって。あ、なんていうか、なん
となくお兄さんもこの世界にいる気がする
んです。ここに来れば会えるってきいたけ

登場 PC：なし 混沌濃度：８

ど、結局どこにもいないし、探しに行きた

▼解説

いけど、出してもらえなくて……」

コルフォードに捕らえられているオーレ

オーレリア「ここを出たい、というのか。

リアが目を覚ますシーン。オーレリアは、

そうだ。ひとつ取引をしないか。私は君に、

居合わせた投影体に脱出経路を伝え、PC

この国のロードにのみ伝わる脱出経路を伝

たちへの言伝を依頼する。

える。その方法で、君はその方法でこのコ

登場する投影体は、マキナ（PC ②の妹）

ルフォードを出ることができる。そうした

と、英雄降臨表でランダムに１人を決定す

ら、ある人に伝えて貰いたいことがあるん

る。

だ」

▼描写

？？？「任せて。なんだかすごい大役な気

コルフォード地下の牢獄、横たわってい

がします。この世界なら、こうして走った

たオーレリアが目を覚ます。

り人の役に立ったりできるんだもの。頑張

オーレリア「ここは……コルフォードか。

ります！」

私はいったい何時からここに……？ 外は
36
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ
▼結末

影 体 が 集められ ていることから、コル

（PC ②を見つけて）？？？「PC ①様、初

セッションを終了する。このセッション

フォードには罠がある可能性が高いこと。

めまして……って、
お兄さん（お姉さん）
！？

で得られる「シナリオの目的を達成した」

・ほとんどの人間に知られていない、コル

まさかここで会えるなんて！ マキナだよ。

の経験点は 20 点、カウントは 1000 であ

レッジ渓谷の抜け道があるが、部隊を率い

何故だか知らないけど、この世界では元気

る。アフタープレイの終了後、本シナリオ

て通ることは困難であること。

に歩けるみたい」

のシーン３から導入を開始すること。

▼描写１

マキナ「あ、ごめんなさい。オーレリア様

●シーン４

落石や伏兵など、数多の手を使い、“ ナ

のお願いで、コルフォードからここまで来

グルファム ” は PC たちを妨害している。

ました。オーレリア様は無事ですが、PC

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：７

その手腕は、これまでの物量と装備に任

①様にお伝えしたいことがあるそうです。

▼解説１

せた力押しとは、一線を画すものだった。

コルフォードに入る場合は用心しろ。相手

PC たちの軍は、長期間の足止めを余儀な

に策がある可能性がある、とのことです」

に、“ ナグルファム ” の執拗な妨害が仕掛

くされていた。

エドワード「コルフォード からだ って

けられるシーン。途方に暮れるPC たちだっ

イザベル「本当に厄介ですね。何か手は

……？」

コルレッジ渓谷へと軍を進める PC たち

たが、マキナと出会うことによって、状況

ないものでしょうか」

は好転する。

マキナ「えっと、オーレリア様が、誰も
知らないとかいう狭い道を教えてくれて

マキナからは、以下のような情報を得る

頭を悩ます PC たちの元に、１人の衛兵

……」

ことができる。

がやってくる。

イザベル「それだわ。その道を使えば、彼

・オーレリアは聖印は失ったものの無事で

衛兵「申し上げます。渓谷にて、数人の

らの不意を付くことができる！ 軍は動か

あり、コルフォードに捕らえられているこ

投影体を発見いたしました。オーレリア様

せないかもしれないけれど、少数精鋭であ

と。

の名前を出し、PC ①様への謁見と保護を

れば……」

・オーレリアが生かされていることや、投

求めていますが、お通ししても……？」

マキナ「えっと、それもお伝えしたほうが
良いですか……？」

戦闘配置図
戦闘解説

ナグルファム歩兵
ナグルファム歩兵

ナグルファム歩兵

セック隊×１、
ナグルファム歩兵×２

《地形：山岳》
（
『ルール２』 P.198）

この戦闘は、マスコンバットである
が、PC は部隊を率いていない状態で
戦闘を開始する。そのため、PC たち
は常に部隊崩壊状態のペナルティを受
けることになる。
また、この戦闘では、全てのエネミー
の士気が１の状態で戦闘を開始する。
PC たちの奇襲により、混乱を受けて
いるのだ。
戦闘中、ナグルファム歩兵は最も近
い PC のみを狙う。セック隊は、士気
の回復を試みることを優先する。
PC は、《地形：山岳》の存在する
スクエアのうち任意の場所に配置して
よい。

▼解説２
PC たちはマキナに従い、コルレッジ渓
谷の抜け道を通る。軍を連れることはでき
ないため、少数精鋭での行動となる。この
時、投影体の NPC たちを同行させること
は可能である。部隊に編成しているものと
して、特技の効果を受けることができる。

セック隊
種別：投影体
レベル： 10
ＨＰ： 160
行動値：16

出身世界：？
士気：５
MＰ：100
移動力：４

防御力 武器 12 炎熱 ８ 衝撃 10 体内 ０

リアクション： 2D＋６
特技

《追加行動》２：
『ルール１』 P.335 参照。

《連携射撃》：メジャー。射程１～３Sq の単体に射撃

攻撃。命中判定 4D＋10。
〈武器〉
3D＋35 点のダメー

ジ。士気１点を支払うと、対象を範囲１に変更する。

《一斉突撃》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻
撃。命中判定 3D+14。
〈武器〉
4D＋40 点のダメージ。
士気１点を支払うと、対象を範囲１に変更する。

《陽炎の如く》：メジャー。射程０～３Sq 以内から任

意の対象を選び、その士気を１点回復する。さらに、

《地形：砂地》にいる対象は、隠密状態となる。

《砂漠の狐》
：このエネミーが、
《地形：砂地》で行な

うあらゆる判定のダイスを＋１個する。隠密状態である
場合は、さらに与えるダメージを＋２０する。

《変幻自在》
：マイナー。士気を１点支払う。このエネ

ミーは、このメインプロセス中、
《地形：砂地》にいる
ものとして扱う。

《電撃作戦》：セットアップ。このラウンド、自身を除く
任意の対象が与えるダメージに＋2D6し、移動力に＋

１する。ラウンド終了時、対象の士気をー１する。戦
闘開始後、最初のラウンドのみ使用可能。

解説： “ 砂漠の狼 ” と呼ばれた将軍麾下の部隊。
砂漠での戦闘に高い適性を持つ。

▼描写２
PC たちは、既に使われていない桟道な
坑道を通り、コルレッジ渓谷を抜ける。そ
の先には、マキナの言葉通り、敵の本陣が
見えていた。PC たちは、隙を付き、本陣
への突入する。それと同時に、麓の軍をエ
ドワードが動かす手筈となっていた。
兵士「将軍、て、敵襲です」
セック「そんな馬鹿な。どこからだ！？」
兵士「わ、わかりません。突然降って沸い
たとしか……」
セック
「そんなわけないだろう。はっはっは。
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してやられたな。これは僕の負けかな？」

●シーン６－１

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：８

（敗北した）セック「PC ①様、ですね。不

▼解説

慣れな土地とはいえ、“ ナグルファム ” の

PC たちは、ついにコルフォード近郊へ

巨人を統べていた僕が出し抜かれた。しか

とたどり着く。ここで、どういう形で行動

も、作戦だけではなく、個々の練度も見事

をするか、最終決定をする必要がある。想

でした」

定されるパターンと結果は、以下の通りで

セック「僕をこうも見事に負かした者は多

ある（予想される結果として、各選択肢を

くはない。あなたのような方の下で働いて

取ったときの結果は、PC に伝えてしまっ

みたい」

てよい）
。
①コルフォードを諦め、“ ナグルファム ”

▼結末
セッションを終了する。このセッション

本体との交戦を優先する場合
シ ー ン ６ － ２ に 進 む。 こ の 場

マキナ「おー！」

▼結末
PC たちは、選択に応じた戦場へ向かう
ことになる。

●シーン６－２

登場 PC：任意 混沌濃度：８

▼解説
“ ナグルファム ” との交戦を行うシーン。

▼描写
現れた PC たちの軍に、“ ロキ ” は驚愕
する。
“ ロキ ”「ちっ、こっちに来やがったか。あ

で得られる「シナリオの目的を達成した」

合、パンドラの闇魔法師によって収束され

の女、適当言いやがったか……？」

の経験点は 30 点、カウントは 2000 であ

た投影体により、コルフォードは壊滅的な

“ ロキ ”「まあいい。だったら退きながら戦

る。アフタープレイの終了後、本シナリオ

被害を受けることになる。オーレリアは戦

うぞ。適当に部隊を餌にしつつ、火を放て。

死し、残された投影体たちも全滅すること

適当に時間を稼げ」

になる。

▼結末

のシーン５から導入を開始すること。

②コルフォードに全軍で進撃する場合
シーン６－３に進む。この場合、パンド
ラの闇魔法師によって収束された投影体と

PC たちは、“ ナグルファム ” を撃退する
ことに成功する。アフタープレイの後、シ
ナリオ２を終了する。

正面から戦うことになる。ただし、“ ナグ
ルファム ” の奇襲により、軍は多くの被害

戦闘配置図

を受けることになる。この選択を取った場

戦闘解説

合、戦闘終了後にカウントを－ 2000 する。
③２面作戦を行う場合
PC の部隊を分けて、シーン６－２と６－

ナグルファム戦車隊

３で戦闘を同時に行なうことができる。も

セック
ロキが巨人に化けた姿といわ
れている存在。ただし、このシ
ナリオで投影されたセックは、
ロキとは別個の存在である。
《巨人の助け》
：配備された部隊
の行動値への修正を＋５する。
それが歩兵か局地兵である場合
は、さらに攻撃力への修 正と、
全ての防御力への修正を＋３す
る。

ちろん、その分戦闘に勝利するためのハー
ドルは高くなるだろうが、成功すれば、被

こ の レ ベ ル の エ ネ ミ ー と し て は、
少々脆弱な構成である。PC が２面作
戦をとった場合の、時間稼ぎが主目
的である。この戦闘では、射程を生
かした引き撃ちを心掛け、時間を稼
ぐようにすること。

害を受けることなく作戦を完遂できる。な
お、どちらかの戦闘が先に終了した場合は、
その次のラウンドの開始時に、もう１つの
シーンに登場し、戦闘に参加できるとして
もよい。

▼描写
軍をまとめる PC たちに、エドワードが
最終的な作戦を確認する。

ナグルファム精鋭歩兵×２
ＰＣ

エドワード「さて、PC ①様、ここはどう
する？」
イザベル「了解しました。決定に従います。
ここが正念場です。頑張りましょう！」
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ナグルファム精鋭歩兵

ナグルファム戦車隊

種別：投影体（モブ）
レベル： ５
ＨＰ： 65
行動値：10

種別：投影体（モブ）
レベル： ７
ＨＰ： 95
行動値：６

出身世界：？
士気：６
MＰ：45
移動力：２

防御力 武器 12 炎熱 ６ 衝撃 ８ 体内 ０

特技

特技

《バヨネット》：メジャー。射程０Sq の単体に白兵攻

撃。命中判定 4D＋８。
〈武器〉
3D＋22 点のダメージ。
士気１点を支払うと、ダメージ属性を〈衝撃〉に変更。

解説：ナグルファムの主力部隊。混沌核を取り込み、
以前より大幅に強化されている。

セーヴィスの英雄

ケンコス（体）
ケンコス（頭部）

設置型重弩
（『ルール２』P.201）

《戦車砲》：メジャー。射程２～５Sq の範囲１の対象

に射撃攻撃。命中判定 4D＋８。
〈衝撃〉5D+25 点
のダメージ。

ＰＣ

《キャタピラ》
：メジャー。
射程０Sqの単体に白兵攻撃。
命中判定 3D＋11。
〈武器〉6D＋20 点のダメージ。

城壁、橋／ハシゴ
（『ルール２』P.200）

だく。セーヴィスの英雄のようなイレギュ

登場 PC：任意 混沌濃度：９

ラーを、これ以上増やすわけにはいかない

▼解説

のです」

コルフォードに突入し、パンドラの闇魔
法師によって収束された投影体と戦うシー
ン。

▼描写
現れた PC たちの軍の前に、１人の女性
が現れる。
クライン「お初にお目にかかります、PC
①様、私はパンドラの闇魔法師・クライン

間を稼ぎ、他の PC の合流を待つこ
とを推奨する。
ケンコスは、城壁には上らず、地
上から攻撃を行なう。城壁にいる対
象に対しては、《指先の光》により、
地上からでも攻撃は可能だ。PC が全
員そろっておらず、また自ら近づい
てこない場合は、無理に頭は攻撃を
行なう必要はない。
ケンコス
『EC2』 P.18

《地形：毒気》
２
（
『ルール２』 P.199）

▼結末
PC たちは、新たな投影体とオーレリア
を保護することに成功する。投影体につい
ては、
英雄降臨表で決定すること。アフター

混沌が収束する。しかし、PC たちがこ
の場に現れたことにより、投影体への被害
は最小限に抑えられつつあった。
クライン「無駄な抵抗を。さあ、現れなさ
い……！」
それでも、強大な力を持つ投影体が現
れる。PC たちは、剣を取る。

と申します」
クライン「あなたを討つために、一計打た

PC がもし２面作戦を取っているの
であれば、苦しい戦闘となるだろう。
その場合、城壁などを利用して、時

城壁
（
『ルール２』 P.200）

解説：ナグルファムの虎の子である戦車部隊。

●シーン６－３
グランクレスト戦記の登場人
物、テオ・コルネーロのことを
指している。一介の騎士にすぎ
なかったはずの彼は、一時期で
はあったが、セーヴィスの地の
多くを支配下に置き、良き統治
をしていた。セーヴィスを離れ
た後も、その名声は轟いており、
彼を慕う君主や領民は多い。彼
のような人物が再度現れること
を、パンドラは警戒しているの
である。

城壁、橋／ハシゴ
（『ルール２』P.200）

防御力 武器 19 炎熱 ４ 衝撃 10 体内 ０

リアクション： 2D＋９

攻撃。命中判定 4D＋９。
〈武器〉
4D+18 点のダメージ。

戦闘解説

出身世界：？
士気：５
MＰ：40
移動力：１

リアクション： 2D＋11
《MP44》：メジャー。射程１～３Sq の単体に射撃

戦闘配置図

プレイの後、シナリオ２を終了する。

●アフタープレイ

このセッションで得られる「シナリオの

目的を達成した」の経験点は 30 点（両方
の戦闘をクリアしている場合は、これを＋
10 点する）
、カウントは 5000 である。アフ
タープレイの終了後、シナリオ３に進むこ

（戦闘に勝利した）クライン「期待通りの

せていただきました」

力ですね。ここは退きましょう。ですが、

クライン「あなた方のロードの爵位はすで

既にあなたたちは我々パンドラを敵に回し

に子爵に達している。この戦いが終われば、

たという事実をお忘れなく。この国を統一

伯爵に達することも想像に難くない。お気

した暁には、いずれまたお会いする日があ

づきではないかもしれませんが、“ 混沌聖

るかもしれません」

と。

印 ” を巡る戦いにおいて、既に、あなたは
無視できない存在となりつつあるのです」
クライン「あなた方には、ここで退場いた
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メインプレイ

シナリオ３：
聖杯の享受者
シナリオ概要
本シナリオは、キャンペーンの最終決戦
を描くシナリオとなる。グレイセルを取り
巻く戦いのうち、“ ナグルファム ” との戦い
に決着が付くことになる。
このシナリオでは、PC はフラッグを取

導 入 に あ たるシーンで は、各 PC が
NPC たちとの会話を通して、最終決戦へ
のモチベーションを高めるシーンを想定し

ストーリー
長い戦いの末、首都・コルフォードを奪
還した PC たち。
PC たちは、“ ナグルファム ” が陣取る、
この戦いが始まった “ 聖杯 ” 発見の地・ア
ルセーラムへと決戦に赴くことになる。

得することになる。あらかじめ、フラッグ
を決定しておくこと。
プレイヤー人数：３～４人

シナリオの準備
本シナリオでは、個別のハンドアウトは

●シーン２

登場 PC：PC ④ 混沌濃度：５

▼解説

ている。これまでのキャンペーンにおいて、

PC ④の元を、オーレリアが訪ねてくる

投影体を初めとして、多くの NPC が登場

シーン。オーレリアは、
PC ④を改めて労う。

しているだろう。また、その活躍は、GM

▼描写

の裁量やランダム表の結果によって異なっ

夜も更けたころ、PC ④の部屋をノック

ている可能性が高い。もし、PC と会話さ

する音が聞こえる。

せたい NPC が多い場合は、会話の相手を

オーレリア「失礼するぞ、PC ④」

変更する、シーンを追加するなど、自由に

オーレリア「お前に一言礼を言いたくて、

裁量をしてよい。

●シーン１

やってきたのだ」
オーレリア「私の願いを聞いてくれてあり
がとう。きっと、PC ①が無事にここまで

登場 PC：PC ② 混沌濃度：５

来られたのも、お前のお陰だ」

▼解説

オーレリア「今回の戦いで “ 聖杯 ” との戦

PC ②とマキナが会話をするシーン。戦

いは、
いったんの区切りとなる。お前は、
“聖

いに際して、PC ②のモチベーションを高

杯 ” を求めていたのだったな。やはり、PC

プレイ時間：２～３時間

用意されておらず、共通ハンドアウトのみ

めておくことが目的である。

①の選択次第では、わたしたちの元を離れ

ＰＣのキャラクターレベル：５～６

が用意される。

▼描写

るつもりでいるのか？」

トレーラーとハンドアウトを PC に公開

決戦の前夜、首都機能の一部が回復し

し、キャラクターや国の成長を終えた後、

た、コルフォード城。マキナが、バルコニー

メインプレイを開始する。

に PC ②を誘った。
マキナ「すごいね。この広大な地を、お兄

トレーラー

さん（お姉さん）は取り戻したんだよ。ま
長きにわたる戦いの末、 ついに解放されたコルフォード。
掲げられた旗の下、 数多の投影体たちが集う。
全てを失った始まりの地で、 “ 聖杯 ” を巡る、 最後の決戦が始まる。
グランクレスト RPG
「聖域のレコンキスタ」 キャンペーン
最終話 「聖杯の享受者」
混沌 （カオス）を治め、 “ 聖杯 ” へと至れ。

共通ハンドアウト
因縁：オーレリア
推奨感情：メイン：同志／サブ：寂しさ

“ 聖杯 ” が見つかった始まりの地である、アルセーラムに “ ナグルファム ” は陣取った。
この戦いを終わらせ、国を取り戻すための最後の戦いが、国を束ね “ 皇帝聖印 ” を目指す最初の戦いが、こ
こに始まろうとしている。

るで、わたしたちが読んでいた本に登場す
る英雄みたいに」
マキナ「この戦いが終わったら、わたした

▼結末
PC ④の回答を聞いたのち、オーレリア
は PC ④の部屋を後にする。

●シーン３

登場 PC：PC ③ 混沌濃度：５

▼解説
PC ③は、エドワードに今後の相談を受

ちは帰れるのかな？」

けることになる。

マキナ「でも、わたしは少しだけ帰りたく

▼描写

ないな。だって、ここでなら、こうしてお

“ 大氾濫 ” により、グレイセルの魔法師

兄さんやみんなと歩んでいけるから」

団は壊滅している。魔法師は PC ③１人と

マキナ「まあ、帰れると決まったわけじゃ

いってよい。PC ③は、コルフォード奪還

ないけどね。お兄さんは、
この戦いが終わっ

以降、首都機能の復活のため、寝る間もな

たら、どうしたい？」

い状態だろう。

▼結末

エドワード「PC ③、少し、話をする余裕

マキナとの会話が終わったら、シーンを
終了する。

はあるか」
エドワード「大した話じゃない。この戦い
が終わった後、このグレイセルはどういう
立場を表明するか、ってことを考えて貰い

44

45
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たい。もちろん、
PC ①様の意思は重要だが、
それを現実化するのは、魔法師である君の
仕事だ。特に、次は “ ナグルファム ” では
なく、国家を相手にすることになるのだか

●シーン５

●シーン６

▼描写

▼解説

▼解説

の旗を掲げた軍勢が “ ナグルファム ” を強

登場 PC：PC 全員 混沌濃度：５
PC たちの出立を描くシーン。ここで、

アルセーラム。PC たちは、迎え撃つ “ ロ

どこからともなく現れた、“ アルチザン ”
襲する。大陸において不敗の軍と称えられ

ら」

フラッグを取得する演出を行なう。

キ ” の “ ナグルファム ” と相対する。

るアルトゥーク伯ヴィラールの軍である。

エドワード「PC ①様のことを、改めてお

▼描写

▼描写

ヴィラール「幻想詩連合の名代として、約

願いする。この国には、君が必要だ」

▼結末
エドワードは話を終えた後、立ち去る。

多くの兵士が、コルフォード城の前に集
う。オーレリアは、先陣を切って口を開く。
オーレリア「もう知っているものも多いと

軍が対峙し、
にらみ合いが続く中、
“ ロキ ”
が、PC たちへと語りかける。
軍が対峙し、
にらみ合いが続く中、
“ ロキ ”

定に従い、加勢させてもらうよ」
ヴィラール「全く、
彼らにも困ったものだよ。
こちらへの利益はまだ計れない。だが、助

●シーン４

思うが、私はさきの “ 大氾濫 ” の折、聖印

が、PC たちへと語りかける。

けを求める者をないがしろにすることは、

を失った。なす術もなく国は心無い者ども

“ ロキ ”「数も、質も、全て俺たちが勝って

連合の理念に反する。何より、彼らの話を

登場 PC：PC ① 混沌濃度：５

に、
国は蹂躙された。しかし、
PC ①様が立っ

いたはずだった。それなのに、なぜ俺たち

きいて、この国のロードのことが気になっ

▼解説

た。私は、改めて彼（彼女）が正式なグレ

がここまで押し返された？」

てしまってね」

イセルの主であることを認める！」

“ ロキ ”「だが、まだ負けるわけにはいか

ミルザー「俺は勝手に暴れさせてもらう。

兵士「グレイセル王・PC ①様、万歳！」

ない。“ 聖杯 ” はまだこっちにある。さあ、

せいぜい、稼がせてもらおうとするさ」

現れな、最後の人暴れといこうじゃないか。

シルーカ「テオ様、我々も往きましょう」

せめてこの地で本懐を遂げるぞ！」

テオ「全く、こっちは付いてくるだけで一

PC ①は、オーレリアから、この国のロー
ドとして正式に立つように依頼を受けるこ
とになる。なお、オーレリアが死亡してい
る場合は、このシーンは削除すること。

▼描写
PC ①の元に、オーレリアがやってくる。
オーレリア「PC ①、既にお前は、グレイ
セルの騎士たちや民衆から、ロードとして

PC ①が聖印を掲げると、その輝きがあ
たりを照らし、これまで晴れることのなかっ
た “ 天蓋 ” の霧の隙間から、日の光が降り
注ぐ。
その輝きはやがて数多の粒に分かれ、

認められている」

PC ①を王と戴くものたちの胸元で揺蕩う。

オーレリア「明日の出発前に、正式にわた

オーレリア「これが、真のロードの持つ力

しはお前をグレイセルのロードとして認め

……フラッグか」

ることを国全体に通達しようと思う。最早

エドワード「そうです。今のこの世界に、

聖印もない身だ。今更何を、と思うかもし

独立君主として自らの理想を掲げられる君

れないが、儀礼的なものだ」

主が、他にどれだけいるか」

苦労だっていうのに。でも、PC ①と約束

▼結末

したからね」

“ ロキ ” が叫ぶと、恐ろしい数の投影体
が収束し、
戦列に加わる。勢いのままに、
“ナ
グルファム ” は突撃を開始する。

●シーン７

登場 PC：なし 混沌濃度８

▼解説
“ ナグルファム ” たちに、友誼を結んだ

◆最強の騎士団
大工房同盟・ヴァルドリンド辺境伯マ
リーネの勢力が登場する。

▼解説
大工房同盟と交流している場合に発生
する。

▼描写

オーレリア「不甲斐ない姉で済まない。自

イザベル「さあ、PC ①様、あなたの掲げ

勢力の軍勢が攻勢に出るシーン。シナリ

その時、数多の光弾が敵陣に降り注ぐ。

分の仕出かしたことの尻拭いもできず、こ

る旗印を、我らにお示しください！」

オ２「他国からの使者」イベントで、最低

重装の騎士団と、
聖印の加護を受けた射撃。

でも１つの国や勢力との交流を持っていれ

大陸最強と名高い、ヴァルドリンドの騎士

ば、このシーンが発生する。

団である。

うして、お前に縋ることしかできない」
オーレリア「なあ、PC ①、お願いだ。こ

PC ①がフラッグを掲げると、兵士たち

の国を、いや、この世界を頼む。お前なら、

の手の元で、光の粒は旗の形をとる。

“ 皇帝聖印 ” にだって、手を掛けられるは

イザベル「我らが王はここに在り！ さあ、

ずだ」

ご命令を！」

▼結末
オーレリアとの会話を終えた後、シーン
を終了する。

●プレッジシーン

これまでが導入のシーンとなる。以降は、

展開のシーンとなる。プレッジシーンを挟
み、シナリオを続けること。
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登場 PC：PC 全員 混沌濃度：８

▼描写
勢いに乗る “ ナグルファム ”。だが、援
軍は敵だけではなかった。

マリーネ「将来、同胞となる可能性のある
国を捨て置くわけにはいきません」
マリーネ「それに、この大陸を狙うという
のならば、我らに宣戦布告したも同然。大

▼結末
PC ①が号令を下すと、PC たちの軍は
進軍を開始する。

◆不敗の軍勢
幻想詩連合・アルトゥール伯ヴィラール

陸最強の名を、思い知らせる必要がありま
す」

を中心とした勢力が登場する。

▼解説
ミルザー、テオ・シルーカ、幻想詩連合
の何れかと交流している場合に発生する。

ミルザー

アルトゥークに身を寄せてい
た時期を想定しているため、
ヴィ
ラールと行動を共にしている。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

●プレッジシーン

◆聖印教会
▼解説

シーンを挟み、決戦のシーンに移ること。

“ ロキ ” 隊

●シーン８

種別：投影体

出身世界：？

レベル： 20

士気：８

以上が展開のシーンとなる。プレッジ

聖印教会と交流している場合に発生す
る。

▼描写
倒れたアーティストや投影体も、分け隔
てなく癒して回る、聖印教会のシスターの
姿があった。

登場 PC：全員 混沌濃度：９

▼解説
“ ナグルファム ” との最終決戦を行なう

アーティスト「教会は邪紋を認めないん

シーン。

じゃなかったか？」

▼描写

シスター「違いますよ。ちゃんと神の教え

様々な援護を受け、PC たちは、“ ナグ

【反射】21 ／７
【感覚】37 ／ 12〈射撃〉３
【知力】28 ／９

を信じてくれれば……」

ルファム ” の中核と激突する。

【精神】16 ／５〈意思〉３

投影体「はいはい。この戦いが終わったら、

イザベル「先陣はわたしが務めます。この

【共感】７／２

話を聞いてやるよ」

旗の下、絶対に退きません！」

▼結末

“ ロキ ”「来い！ 人間ども。我らが妄念

加勢を受けて、PC たちの軍は勢いを盛
り返す。このシーンが発生している場合、

（敗北した）“ ロキ ”「見事だ。“ 聖杯 ” は

決戦の戦闘でボーナスがあることに注意す

貴様らのものだ」

る。

▼結末

戦闘配置図
戦闘解説

増援の
出現個所
ナグルファム戦車隊×１、
“ロキ”隊（前衛）

“ロキ”（後衛）

ナグルファム
精鋭歩兵×２
ＰＣ

全体ＨＰ： 250

エネミーに特殊な行動指針はない。
GM は、自由にエネミーを行動させ
てよい。
なお、“ロキ”隊は PC を多く巻き
込めるのであれば、味方を巻き込ん
で攻撃することを選んでも良い。
このシナリオでは、１ラウンドが
終わるごとに、●の位置に増援とし
て、ナグルファム精鋭歩兵２体が配
置される。「他国からの使者」イベン
トでひとつ以上の勢力と交流をして
いた場合、現れる増援の数をー１体
する。３つ以上の勢力と交流をして
いた場合は、さらに－１体する。

ＭＰ：100

“ロキ”隊
（前衛）

……ただで滅びはせぬ！」

“ ロキ ” は倒れ、戦いは終わりを告げる。
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【筋力】30 ／ 10〈重武器〉３

部位ＨＰ：180
行動値：12
攻撃：《黒の蹂躙》
《火炎放射》

移動力：３

特技
《巨体》２：
『ルール１』 P.332 参照。
《攻撃拡大Ⅰ》５：
『ルール２』 P.289 参照。
《攻撃拡大Ⅱ》３：
『ルール２』 P.290 参照。
《追加行動》３：
『ルール１』 P.335 参照。
《激怒》５：
『ＥＣ２』参照。
《カオスの申し子》
：
『ＡＤＦ』 P.37 参照。
解説：ナグルファム最精鋭の機甲部隊。“ ロキ ”
の士気の下、統率のとれた行動を行なう。

“ロキ”隊
（後衛）

部位ＨＰ：150
行動値：８
攻撃：《支援砲撃》

移動力：２

防御力 武器 18 炎熱 ８ 衝撃 10 体内

防御力 武器 13 炎熱 10 衝撃 15 体内 ０

リアクション： 3D＋６

リアクション： 2D+７

特技

特技

０
《自決命令》
：このエネミーの部位 HP が０に
なったときに使用する。このエネミーと同じ
スクエアにいるキャラクターは、10D ＋（士気
×５）の〈炎熱〉ダメージを受ける。
《黒の蹂躙》
：メジャー。０Sq 以内の単体に白
兵攻撃。命中判定 4D ＋ 10。
〈武器〉5D+30 点
のダメージ。士気を１点消費することで、ダ
メージに（士気×５）点を追加する。
《火炎放射》
：メジャー。1 ～２Sq 以内の範囲
１の対象に射撃攻撃。命中判定 3D ＋９。
〈炎熱〉
3D+30 点のダメージ。１点でもダメージを与
えた場合、さらに炎上３を与える。

《電撃作戦》
：セットアップ。このラウンド、
自身を除く任意の対象が与えるダメージに＋
2D6 し、移動力に＋１する。ラウンド終了時、
対象の士気をー１する。戦闘開始後、最初の
ラウンドのみ使用可能。
《突撃命令》
：ダメージロールの直前。５Sq 以
内のモブを対象にする。対象の与えるダメー
ジに＋ 2D6 し、士気をー１する。１ラウンド
に１回のみ使用できる。
《進軍命令》
：イニシアチブ。３Sq 以内のモブ
を対象にする。対象は移動を１回行なう。１
ラウンドに１回のみ使用できる。
《スケープゴート》
：エネミー１体が戦闘不能
になった際に使用する。自身の士気を＋２す
る。１ラウンドに１回のみ使用できる。
《支援砲撃》
：メジャー。２～５Sq 以内の単
体に射撃攻撃。命中判定 3D ＋ 12。
〈衝撃〉
3D+25 点のダメージ。１点でもダメージを与
えた場合、さらに硬直を与える。
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■シナリオ 聖域のレコンキスタ

●シーン９

登場 PC：全員 混沌濃度：10

▼解説
“ 聖杯 ” を浄化するシーン。

▼描写
“ ナグルファム ” は、混沌に帰した。こ

魔法師協会や各国を飛び回る必要がある
くるはずだ。

● PC ④について

“ 聖杯 ” の呪いが消えるかどうかについ

のまま放っておけば、また “ 聖杯 ” として

ては、PC ①の選択に依存する部分もある。

収束する可能性が高い。今ならば、浄化

“ 天蓋 ” の攻略を目指す場合は、“ 聖杯 ”

をすることができるだろう。

は引き続き登場することになるだろう。た

オーレリア
「PC ①、
頼む。私のなし得なかっ

だし、PC ④を呪っていた “ 聖杯 ” は、今

た夢を果たしてほしい」

回浄化された、という解釈をする手もある

▼結末

だろう。

“ 聖杯 ” は浄化された。ここに、
“ 大氾濫 ”
から始まった戦役は、終わりを告げる。

●アフタープレイ

このセッションで得られる「シナリオの

以降は、個別のエピローグを演出すると
よい。

シナリオフック

だろう。戦記の登場人物との関わりも出て

“皇帝聖印”への挑戦

PC たちの爵位は、既に辺境伯（30000 カウント）
に達していることだろう。これは、大工房同盟の盟

“天蓋”の解放者

“聖杯”は１つ浄化したが、“天蓋”は健在である。
PC たちは、“天蓋”を開拓することを選択する。

主であるヴァルドリンドにすら匹敵する。諸侯から、
既にグレイセルは無視できない存在なのだ。
キャンペーンが終わってしばらくしたころにアル
トゥーク戦役が勃発し、大陸はテオを中心とするア
ルトゥーク条約を含めた３大勢力に分割される。彼
らが本格的な戦端を開くにあたって、グレイセルの
意向を気に掛け、使者を積極的に差し向けるように

“天蓋”の内部は複雑な魔境となっており、それぞ
れ、投影体たちが統治する世界が広がっていた。そ
の世界は、彼らが投影される前に戦っていた時代や
国、世界を再現したものであるという。PC たちは、
彼らの経験を追体験しながら、時には戦い、時には
手を取り合いながら、魔境を解放していく。
この戦いで得られる爵位によっては、“皇帝聖印”

なる。
やがて、戦端が開かれたとき、グレイセルは、立
場を明確にすることを要求される。どれかの勢力に
付くか、あるいは、４つ目の勢力として、参戦をす
るか。“皇帝聖印”を巡る戦いは、新たな局面を迎え
ることになる。

に名乗りを上げることも不可能ではないだろう。

目的を達成した」の経験点は 50 点、カウ
ントは 5000 である。

演出の指針を以下に記載する。

● PC ①について

今後、どのような道を選ぶかによって、

展開は異なるだろう。今回の “ 聖杯 ” は浄
化されたが、グレイセルには “ 天蓋 ” が健
在であり、未発見の “ 聖杯 ” が存在する可
能性もある。“ 天蓋 ” の平定をするのか、
国外に勢力を広げるのかはもちろん、後者
であれば、どの勢力に付くか、あるいは単
独で行動するかにもよって、展開は異なる。
シナリオフックも参考にすること。

● PC ②について

PC ②が、地球に戻りたいと願うかによ

るだろう。戻る場合、投影されていた間の
出来事は、地球上の存在には何の影響も

シナリオのアレンジについて
本シナリオには、伝説上の存在をモチーフにした
投影体が登場する。自分の好きなキャラクターを登
場させたい GM もいるだろう。
本シナリオのシナリオ２については、そのための
アレンジがしやすいように設計されている。以下に、
アレンジのポイントを記載する。これを参考に、オ
リジナルの投影体たちの登場するシナリオを考えて
みてほしい。

②訪問者表
「グランクレスト戦記」において、比較的主要とな
る人物が登場するようになっている。もし、登場さ
せたいと考える人物がいれば、この表の名前を書き
替えるとよいだろう。

エネミーデータについて

①投影体降臨表
表内のキャラクターの名前を書き替えることで、
登場するキャラクターを自由に変更できる。このシ
ナリオでは、各キャラクターが PC を有利にするた

本シナリオは、４人の場合を想定してエネミーデー
タが作成されている。３人でプレイする場合は、適
宜エネミーデータを調整する必要がある。目安とし
ては、数が多いエネミーであれば、４体につき１体
を削減する。ボス級のエネミーについては、HP を
20％削減するといった指針が挙げられる。

めの特技を持っている。これらをオリジナルで考え
ても良いし、キャラクターの名前だけを変更し、デー
タを流用してもよいだろう。

また、パーティー構成によっても、戦力は異なる
ため、コンストラクションで PC を作成している場
合は、エネミーのデータを適宜調整してもよい。

与えないと設定はされているが、PC ②の
望むように、解釈を変えても良い。
アトラタンに残る場合は、引き続き戦い
の日々が続くだろう。

● PC ③について

PC ①の選択の直接的な影響を受けるこ

とになる。PC ③の意向を満たすために、
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