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進撃のイムラーク 

◆本書の説明◆ 
 本書は幻鏡の海に飲み込まれた街で、襲い来る巨

人達や幻鏡災害と戦いながら、ファファール海で全

滅した〈世界樹〉調査船団の真実を探るシナリオブ

ックである。PC 達は街に取り残された新米享受者
となり、街からの脱出、巨人の撃退、謎の探求など

を目的として行動することとなる。 
 主にシチュエーションを限定した1回の戦闘（以
下「遭遇」と呼ぶ）と成長を繰り返すことで事件は

進行してゆく。 
 事件の真相は複雑であり、またPC達の目的も一
通りではない。強大な力で暴れ回る巨人達から街を

守る防衛戦を楽しむもよし、街を出て幻鏡域に入り

巨人達を攻撃する掃討戦をするもよし。幻鏡工房を

奪還し街を解放するのも、残された情報から探索兵

団全滅の謎に迫るのも、紫杯連間の陰謀を探ること

でも構わない。無論、シチュエーションだけを抽出

してショートセッションやキャンペーンシナリオに

することも可能だ。 
 どうかこの一冊がゲヘナＡｎの新しい楽しみ方を

提供できれば幸いである。 
 

ゲームの進行について        
 この本は 1回の遭遇を 1回の短いシナリオとし、
遭遇を繰り返して事態を進行させてゆく遊びかたを

想定している。 
 1 回の遭遇はテンプレートで示された状況におけ
る、勝利条件を満たすことで終了となり、遭遇を行

うごとにランクやフリーポイントによる成長や、装

備の入手、購入によるPCの強化が行われる。 
 また、GMはシナリオの進行やPC達の希望に応
じて、遭遇の状況や戦闘条件、勝利条件に修正を加

えるなどをしても良い。 
成長について 
 遭遇をクリアするごとに、3ランク 3フリーポイ
ントが与えられ、成長処理を行う事ができる。通常

どおり成長処理を行うこと。なお、本書のシナリオ

はある程度の堕落を前提にしたバランスである。 
装備の購入について 
 危機的状況にあるサラトガでは術技ギルドが壊滅

状態であり、魔具や特殊装備の入手や〈銘刀〉の強

化は行えない状況である。それを改善するためのイ

ベントも用意されているが、煩雑になると思われる

のであればこれらの制限は無いものとしてしまって

も構わない。 
報酬について 
 基本ルールブック P.219 を元に、目安の 1.5～2
倍程度の報酬を与える。危機的状況にあるサラトガ

の街で、通常の冒険のように依頼に対する報酬が生

じるのは不自然とみることもできる。その場合は実

際に金額のやり取りがあるのではなく、PC 達が行
動を進めることで事態打開に対して貢献したことで、

その金額分の装備が優先的に回されてきた、武器の

強化などの支援が行われたと演出を行うとよいだろ

う。また、特定の遭遇の勝利条件を満たした場合、

個別に報酬が発生することもある。 
 

背景                
 第 14 次ファファール海・海洋探索支部が、これ
までにない幻鏡域の深部より帰還した。 
 彼等は海の果ての断崖海峡を突破し、暴風雨をも

たらす怪鳥アンズーの妨害を潜り抜け、海峡の先に

ある不思議な孤島に生える、天を衝く巨大な大樹〈世

界樹〉とそれを守る巨人シャラーヒヤー、そこに実

る「世界樹の果実」の報告をもたらした。 
 この報告を大事と見た〈界螺〉〈鐘杏〉〈凌渦〉の

三紫杯連は協調し、ファーユ近郊の街サラトガに、

新たな幻鏡工房の稼働を決定した。第4次海洋探索
支部がファファール海側に残した魔術拠点を中継点

に、三基の幻鏡工房によってファファール海の深部

に直結する新たな幻鏡回廊を構築し、世界樹の果実

を奪取する計画を立案したのだった。 
 本来〈界螺〉単独で行われるこの事業において他

紫杯連が協調を申し出た背景には、新たなる魔法の

神秘へ到達する事を目論んだ〈鐘杏〉の介入や、煉

獄での経済活動を優先する〈凌渦〉の防諜があった

のだと、まことしやかな噂が語られている。 
 サラトガは大抗争時代に要害となった城壁の街で

ある。かつては敵の侵攻を食い止める大規模な騎士

団兵力を抱えていたが、現在は戦略的拠点の意味を

失い、巨大な城壁を遺して衰退している。寂れた街

は振って湧いた幻鏡工房の稼働に、豊かな実りを予

感して湧き立った。そして、それとともに不穏な影
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もまたこの街に近づいていたのである。 
 新たな幻鏡工房が稼働を迎えた一週間後、三紫杯

連より選抜された享受者達による〈世界樹〉調査船

団が、回廊を経由して派遣された。支部長クラスの

享受者を含む百名、〈界螺〉の大型船〈三つ帆の海霊

号〉を旗艦とした、8隻の船団である。 
 しかし、吉報を待つ支部長の元へ鷹便で届けられ

た報告は惨憺たるものであった。調査船団はわずか

生存者6名を残して全滅、任務である果実の奪取ど
ころか、旗艦を含む全ての船は海の藻屑となって消

えていた。 
 時を同じくして、幻鏡回廊を逆流してサラトガに

幻鏡の海が溢れだした。突如の災害によって工房は

制御を失い、人員にも被害が続出。成す術もなく工

房区域を中心に街の南方は水没し、幻鏡の海に飲み

込まれる形で外部との接触は断絶した。そして、街

を飲み込んだ幻鏡の海の向こうからは、無数の巨人

……イムラーク達が街になだれ込んできたのである。 
 サラトガに残存する、まだ若輩の紫杯連構成員は

城壁の内側に立て篭もることを余儀なくされた。幻

鏡工房の被害は甚大、しかも外部との連絡は遮断さ

れている。 
 探索隊全滅の謎と、コミュニケーションの取れな

い荒れ狂う暴虐な巨人達。街の命運は街に取り残さ

れた、まだ若い享受者達に託されたのだった―― 
 

サラトガの街概略          
紫杯連支部 

PC 達の拠点。内側の城壁内部にあるため、比較
的安全。紫杯連支部の生き残りや、避難してきた一

般市民などが押し掛けている。武器、魔具を除く一

般装備が入手可能。ヨットが一艘あるが、壊れてい

るため修復には〈機械工作〉達成数4が必要で、動
くようになっても生命点は30点まで減少している。 
大城壁 
サラトガの街を二重に囲む、高さ 50m にも及ぶ
巨大な城壁。外側の城壁は海の幻鏡域の出現と巨人

の襲来によって破壊されてしまっている。 
鐘楼 
城壁の外からも目立つ高い鐘楼。大抗争時代に連

絡に用いられたと伝えられている。 
港 
ファファール海探索のために作られたサラトガの

港。倉庫や探索支部の事務所などが存在する。海の

幻鏡域の出現によって破壊されている。 
幻鏡工房 
ファファール海深部へと直接幻鏡の「回廊」を繋

ぐために作られた。三基の幻鏡工房のうち、2か所
は巨人と津波によって破壊され、一基だけが辛うじ

て現存している。 
〈三つ帆の海霊号〉 
調査船団の旗艦だった大型船。サラトガ近郊の幻

鏡の海の中に沈没している。内部には航海の資料が

残されているはずだが、周辺には巨人や幻鏡域の魔

物達がうろついており近づくのは難しい。 
 

主要人物              
ザイーム 男、32歳、獣人（肉食獣／熊） 
サラトガの〈界螺〉支部の幹部。海の幻鏡域によ

って崩壊状態にあるサラトガの享受者達をまとめて

いる。享受者になって長いが戦歴はぱっとせず、実

力もそう高くない。現状を打開しようと奔走してい

るが思うような手が打てずにいる。 
ボスターニ 男、60歳、銀糸の民 
幻鏡工房の工房長。享受者ではないが幻鏡術に長

け、その腕前は幻鏡術の儀式魔術を使用できるほど。

臆病で保身に執着する性格。幻境工房が海の幻鏡域

に飲み込まれており連絡が取れないため、現在行方

不明。 
ロゥロゥ 女 15歳、獣人（小動物／猫） 
紫杯連出入りの情報屋。耳と尻尾以外はあまり人

間と変わらない外見をしている。まだ若いが腕は確

か。強い相手が男女問わず好きで、色仕掛けで情報

を聞き出そうとする。 
アグニヤー 女 46歳、人間 
サラトガの街の女富豪。樽のように肥った豪快な

女性で、美系の男を侍らすのが趣味。珍しい魔具や

武器を取り扱う武器商人でもある。現在市街の別荘

に孤立している。 
バタル 男 17歳 人間 
世界樹探索船団の生き残りの少年。まだ駆け出し

の享受者。冒険に夢を馳せる明るい性格だったが、

探索船団から戻って以来人が変わったかのように塞

ぎ込んでいた。港近くの倉庫に逃げ込んでいる。 
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◆データパート◆ 

イムラーク             
幻洋綺譚 P.77～78 参照。このシナリオブックで
遭遇する基本的な敵となる。堕落した高位天使と人

間の間に生まれた種族であり、全身は筋肉が剥き出

しになっているが、腕や顔の一部は硬質化した鎧の

ような外殻に覆われている。これは天使の羽根の名

残りによるものと考えられる。 
 最初の遭遇以降であれば魔物知識判定の知識は使

い回すことができるが、常に同じデータとは限らず、

異なる汎用能力を持っている場合がある。幻洋綺譚

掲載の魔物データに加えて、行動パターンの異なる

複数の種類が確認されていることが判明している。 
 
▼通常種 
思考能力は愚鈍で、基本的に対応タイミングの魔

術は使用しない。攻撃対象は近接攻撃 → 遠距離攻
撃の順に優先する。 
▼奇行種 
特定の行動に固執する特殊なイムラーク。明確な

外見上の区別があるわけではなく、妙な行動パター

ンを持ち、それを崩さない個体をそう呼んで区別し

ている。 
直進移動タイプ：PC が接敵しなければ全力移動、
接敵しているなら離脱し常に前に進もうとする 
防御優先タイプ：生存本能が強く、攻撃よりも身を

守る行動を最優先する。攻撃が命中しそうになるな

ら神語魔術の【身をかわせ】を、1 点でもダメージ
受けるようなら【かの鎧は砕けず】を使用する。 
カウンタータイプ：攻撃に対してはできる限りカウ

ンターを試み、大ダメージを狙う。汎用能力「カウ

ンター修正＋1~2」を持たせてもよい。 
▼指揮種 
知能の高い変異種であり、イムラークの中でも恐

るべき相手。汎用能力「奸智」「狡猾」を持っている

ものとして扱う。臨機応変に行動を変え、【無意味】

などの攻撃妨害用の魔術も使用し、弱っている相手

や防御能力のない支援役を狙い撃ちにすることも多

い。高い知能を持っているため交渉も可能であるが、

会話は通じず基本的にはPC達とは敵対している。 
 

PC作成              
PC は通常のルールに従って作成する。種族につ
いては P.6～7 の追加種族特殊能力についても参照
すること。所属紫杯連は基本的に〈界螺〉〈鐘杏〉〈凌

渦〉のいずれかとなるが、全員が同じ紫杯連に所属

していなくても構わない。事前に顔見知りでもいい

し、サラトガの海洋探索支部のために現地に派遣さ

れ、その場で出会ったばかりなどとしても良いだろ

う。装備の入手などについては制限は無く、PC 間
で了承が取れればPC間の借金も可能であるとする。 

PC の作成時に、あるいはシナリオの展開に応じ
て以下のハンドアウトを持たせることができる。ハ

ンドアウトはPCに特殊な設定を付けるもので、PC
は同時に恩恵を獲得する。ハンドアウトはPC全員
に持たせなくとも良いし、一部の設定だけを NPC
などに与えることもできる。ハンドアウトを導入す

るかはGMが決定すること。GM、PL双方の負担
が増え、セッション運営が複雑なものとなることを

心得ておくとよい。 
 一部のハンドアウトはPCがジャハンナムにおい
て一般的に「悪」の存在である設定を付与するもの

であるが、GM及びすべてのPLはこの設定を理由
にPCの言動を強制したり、貶めたりすることは避
けるべきである。各参加者はセッションが楽しいも

のとなるよう心掛けること。 
 シナリオの展開中にPCが死亡した場合、残るPC
の総ランク平均と同じ報酬合計を基に新しくPCを
作成し、同じくサラトガに取り残された享受者であ

るとして合流させると良いだろう。 
 

個別ハンドアウト          
▼崇呪を知るもの 
設定：あなたは崇呪詠みである。崇呪を得た経緯は

自由に設定してよい。この場に居合わせたのはただ

の偶然だが、現在サラトガの街は調査船団の壊滅と

巨人の襲撃によって疑心暗鬼に陥っており、あなた

の事件への関与を疑われるに十分である。あなたは

巨人の討伐に助力することで、皆の信用を得ようと

している。 
効果：通常のPC作成に与えられる4ランクに加え
て崇呪を 1ランク得ることができる（総ランクは 5
となる）。初期作成のランクを消費してさらに崇呪の
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ランクを増やしても構わない。また、効果・永続の

崇呪についてはシナリオ開始前に使用していたとし

ても良い。さらにこの時、総ランクを減らし、堕落

ポイントを打ち消しているとしても構わない。本来

崇呪は術技としては数えないが、本書のセッション

においては通常の術技と同様に戦闘技能などを計算

すること。PC の成長時にランクを費やして崇呪を
成長させたり、他の崇呪を取得してもよい。あなた

は表向きには崇呪詠みであることは隠しておくこと

ができる。PL が望むのであれば表明していても構
わない。見破るのであれば〈隠密〉と〈知覚〉〈魔術

知識〉などの対決となる。 
 
▼優しき巨人 
設定：あなたは種族：巨人（ネピリム）である。こ

の場に居合わせたのは偶然か、あるいはシャラーヒ

ヤーの守る世界樹の果実を探してのことかもしれな

い。ネピリムが巨人化した姿はイムラークに酷似し

ており、それゆえにあなたは事件への関与を疑われ

るに十分である。自分が街を襲うイムラーク達とは

別物であることを示さなければならない。 
効果：P.5 に記載された種族：巨人（ネピリム）の
データをもとにPCを作成すること。あなたは表向
きには崇呪詠みであることは隠しておくことができ

る。PLが望むのであれば表明していても構わない。
見破るのであれば〈隠密〉と〈知覚〉〈魔術知識〉な

どの対決となる。 
 
▼陰謀の紫杯連 
設定：あなたは〈袈唇〉の特殊部隊の所属である。

巨人の襲撃に関しては〈袈唇〉の各構成員はまった

く関与しておらず、あなたはサラトガの街に起きた

異常事態の解明のためにこの街に潜入した。現地に

は潜入工作員がいるはずだが……？ 
効果：あなたは鷹便、魔具の通信石、特殊な狼煙な

ど、幻鏡域に飲み込まれたサラトガでも使用できる

外部との連絡手段を持っている。これは一度使用す

ると無くなってしまう。この通信手段を使うことで、

あなたは外部の協力者を呼び寄せ、自分の他に5人
までを街の外へ脱出させることもできる。また、あ

なたは術技のカムフラージュのため、好きな雑芸術

を3ランク分取得できる（総ランク7となる）。 
 

▼リーダー的存在 
設定：あなたは未熟ながら所属紫杯連における指導

者的立場である。指揮系統の瓦解したサラトガにお

いて、あなたは生き残ったPC達、避難を求める人々
を率いてまとめ、守らなければならない。 
効果：コネクション：所属紫杯連を3レベル取得し、
儀式や探索、人員招集などに用いることができる。

さらにあなたは特例として所属する紫杯連奥義を 1
ランク取得している（総ランク 5 となる）。現在の
サラトガの街は非常事態であり、奥義を使うことは

許されている（問題になるとしたら街を生きて出た

後のことだ）。PCの成長時にランクを費やして奥義
を成長させてもよい。 
 
▼秘密を握る者？ 
設定：あなたはこの巨人襲撃の異変の真相に関わっ

ている。巨人達が街を襲撃しているのは、あなたの

協力者である黒幕（変装のため正体は不明）がファ

ファール海の奥からシャラーヒヤーの守る世界樹の

果実を持ちだしたからである。毒性のない退廃樹の

果実と呼ばれるこの果実は、食べたものにすばらし

い恩恵を与える。あなたはこの果実をいったん街の

中に隠したが、その場所の周辺は水没し、巨人が闊

歩し始めたため近づくことができない。あなたはこ

の果実を取り戻し、売り払うことを画策している。 
効果：あなたはこの果実をひとつ所持している。デ

ータは P.6を参照すること。保管場所には果実が二
十個ほど詰まった木箱が残されている。保管場所に

はあなたがこの事実を明らかにした時から向かうこ

とができるようになる。 
 
調査船団 
条件：このハンドアウトを取得するには、〈刀術〉を

1レベル以上覚えている必要がある。 
設定： あなたはファファール海探索支部の調査船団
として特別に訓練を受けた工作員だ。海の上という

慣れない環境に適応しているため、突如水没したサ

ラトガの街でも優位に動くことができる。 
効果：一般技能の〈軽業〉〈機械工作〉〈水泳〉と〈操

船〉か〈船乗り〉の好きなほうを1レベルで取得し
ている（すでに所有している場合は重複しない）。ま

た、あなたは調査船団の専用の魔具である〈綺動の

鞘〉を所有している。データはP.6を参照すること。 
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追加データ             
巨人（ネピリム） 
 ファファール海の伝承に伝わる「翼持ち光り輝く

もの」と人間の女性の間に生まれた種族です。彼等

は元々地上に存在していた種属であり、「翼持ち光り

輝くもの」とはグリゴリと呼ばれた六枚羽根の天使

達です。ネピリム達は神が創った種族ではなく、神

が禁忌としていた天使と人間との間に生まれた子供

でした。ネピリムは天使の持つ力、神の威光を人間

の自己愛によって己のものとし、傲慢にふるまうも

のであり、いずれは地上の支配者になる恐れがある

という理由で、神によって煉獄へと落とされたので

す。本来ならば半天使とも呼ぶべき存在ですが、そ

の血筋は数百年に渡って太陽の光を浴びる事ができ

ず、弱体化を続けています。 
 ネピリムの外見は普段であれば人間とほとんど変

わりません。多少身体が頑丈であったり、魔法に強

かったり、後述する巨人化能力を抜きにすれば、一

緒に暮らしていても見分けることは難しいでしょう。

長い年月の間にネピリムの血筋は薄まり、ごく普通

の人間として暮らしている者達も多くいます。中に

は自分がネピリムであることすら知らない者もいる

かもしれません。 
 
基礎能力値 

筋力 強靭力 敏捷力 感覚 精神力 知力 

3 3 1 1 2 1 

能力値フリーポイント：8 

種族特殊能力 

「頑強」「魔術耐性」 

 それぞれ獣人（草食獣）、銀糸の民と同じです。 
 
「巨人化」 

普段は人と変わらない外見をしているネピリムは、

体に蓄えられたわずかな太陽の光の力を使って、天

界に居た頃の天使のような姿に戻る事ができます。

巨人化したネピリムは身長 10m を超える、のっぺ
りとした凹凸のない巨人のような姿です。巨人化し

ている間、ネピリムは生命力の現在値と上限値が＋

20され、近接攻撃の射程が10mとなります。また、
汎用能力「姿勢制御」「同時攻撃／2 体」、イムラー
クの持っている特殊能力と同じ「水面歩行」を得ま

す。ネピリムの体を覆うように巨人の肉体が形成さ

れるため、装備などは全て巨人の身体の中に取り込

まれ、通常と同じように効果を発揮します。 
巨人化には「○標準」の行動が必要です。身体は

巨大になりますが俊敏に動く事ができ、回避などに

影響はありません。ただし、巨大化した瞬間に周辺

ある脆い建物などは押し潰されるなどして壊れてし

まうでしょう。屋内で巨人化した場合、屋根までの

高さを落下したものとしてダメージを受けるとして

もかまいません。 
巨人化はネピリムにとって、祖先である天使から

受け継いだわずかな太陽の光の残滓を消耗してしま

う危険な行為でもあります。胎光球を遺した天使が

老いて死ぬように、ネピリムは巨人化することで光

の元素を失うのです。通常のネピリムであれば生涯

に巨人化できるのはわずか2~3回です。享受者にな
ったネピリムは、〈頽廃の果実酒〉で得た光の元素を

用いることで巨人化を行いやすくなります。それで

も危険な行為には変わりなく、巨人化を止めた後、

巨人化していたラウンド数を目標値に〈自我〉の判

定を行い、失敗した場合は1点堕落してしまいます。
巨人化していられるのは連続して1日までです。 
 
巨人の総ランク成長 
 巨人の総ランク成長は以下の通りです。 
総ランク 10 20 30 40 

成長 
生命力+8 

気力+2 

生命力+10 

気力+5 

生命力+12 

気力+8 

任意能力

値+2 

 
●種族闘技 
【真化（しんか）】 ［常時］ 

最大ランク：3 消費チット数：0 時間：永続 

 種族闘技です。巨人化している間により強力に巨

人の力を引き出すことができるようになります。 
ランク1：「巨人化」を「◎準備行動」で行えるよう

になります。 
ランク2：さらに、「巨人化」している間、汎用能力

「高速飛行」「機動戦闘」を得ます。 
ランク3：さらに、「巨人化」している間、汎用能力

「全ダメージ減少／5点」を得ます。 
 
●種族魔術 
○【空を焦がす光の槍】（スペシウムジャベリン） 

最大ランク：3 気力：15 範囲：個人 

射程：50m 時間：一瞬 抵抗：半減 
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判定数：「知力＋ランク×3」点 

 光の槍を作り出して投げ付け、攻撃します。この

魔術は光属性です。【空を焦がす光の槍】は「巨人化」

していないと使用できません。 
ランク1：「10＋効果値」点のダメージを与えます。 
ランク2：「16＋効果値」点のダメージを与えます。 
ランク3：「24＋効果値×2」点のダメージを与えま
す。 
 
解説 
 ネピリムが享受者となる理由は、多くが地上にあ

るという太陽を求めているか、あるいは自分の祖先

でありルーツである「天使」を探すためです。ジャ

ハンナムにはかつてのラスマーンの遺産として、あ

るいは神の恩寵として、時折太陽の光を封じ込めた

太陽の欠片が見つかるとも言われています。長い探

索の果てに力をつけ、これを手にしたネピリムは、

地上にいる天使に勝るとも劣らない力を得ることが

できるでしょう。 
 祖先と同じ種族（その格は大きく違いますが）で

ある天使には敬意を払う事が多く、堕天使について

はあまり良い感情を持ちません。もっとも、ネピリ

ムは必ずしも神への強い信仰を持っている訳ではな

いため、ほとんどの場合極端な対立はないでしょう。

自身のルーツを求めるため、神語術を学ぶネピリム

は多くいます。 
 また、彼等はファファール海の果てにあるという

大樹に実る果実を探しています。いつからか広まっ

た噂で、その果実こそがネピリムを生みだした原因

であるとされているからです。享受者となり、冒険

や鍛錬の果てに力を取り戻したネピリムは、己に蓄

えた太陽の力をもって煉獄に安寧を導こうとするで

しょう。 
 しかし、彼らの祖である六枚羽根の天使であるグ

リゴリ達は既に堕落しています。その筆頭であるセ

ムヤザ、アラキバ、ラミハルなどは神の名を汚し人々

に禁断の魔法や知識を与えたとして神からは処罰さ

れる運命にあります。そのために、ネピリムや彼ら

グリゴリを討伐するために本物の天使がジャハンナ

ムに遣わされることもあるかもしれません。 
 その粛清の矛先は、ネピリム自身にも向けられる

事でしょう。しかし同時に、煉獄には神の威光もま

だ遠く、ネピリム達を、共にゲヘナを生きる仲間と

して救おうとする人間達もいるかもしれません。正

しい決断とは何か、難しい判断を迫られる時です。 
 

追加アイテム            
世界樹の果実 
形状：特殊 価格：非売品 消耗品 
シャラーヒヤーが守る大樹、世界樹に実る、手のひら

に乗るほどの大きさの赤い果実です。アイテム使用タ

イミングで使用できます。食べることで即座に堕落ポ

イントをリセットし、生命力、気力を全回復します。

さらに、この時好きな能力値を2つ選んで1点上昇さ
せることができます（種族上限を超えてもかまいませ

ん）。さらに加えて、同時に到達ポイント（R&R68 号
掲載の「そして、地上へと至る道」）を1d6点得まる
こともできます。 
世界樹の果実は複数回使用しても効果を発揮せず、

2個目を口にしたものは即座に死亡します。 
 
〈綺動の鞘〉（きどうのさや） 
「個」 形状：特殊 価格：非売品 
風術の〈定脚〉に似た効果の宝石を埋め込んだ特

別性の魔具です。銘刀の鞘として用いることができ

ます。細いワイヤーを射出し巻き取る機構と、鞘の

先端から高圧の空気を打ち出すことで、高低差のあ

る場所や海の上など足場のないところでも自在に動

き回る事ができます。 
刀術の闘技【飛凰】3 ランクと同じ効果を、闘技
チットなしで使用できます。使用は「◎準備行動」

のアイテム使用タイミングとして扱います。戦闘移

動や闘技とは別に使用できます。効果終了時に〈軽

業〉で目標値1の判定を行い、失敗すると高さ10m
から落下してダメージを受けます。 
 

追加種族特殊能力          
 本セッションで追加する各種族の種族特殊能力で

ある。PC の作成時、ルールブック・サプリメント
に記載されているデータに加えて、これらの種族特

殊能力を取得しているものとしてもよい。 
 
人間〈インサーン〉：「幸運の風」 
邪霊が囁く堕落の誘惑を、過酷な煉獄を生き抜く

幸運へと繋げる力です。堕落によってダイスの目を

変更する時、ダイスの目を「1～6の好きな出目」に
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することができます。 
一説には、邪霊の王イブリスが頽廃樹〈ザクム〉

に戯れに吹きこんだ息吹（風術）の名残りともされ

ます。かの気紛れな邪霊の王は、人間がこの煉獄に

おいてなお正しき道を見失わずにいることを望んで

いるのだと主張する者もいますが、真実は分かりま

せん。 
 
銀糸の民〈アディーム〉：「秘儀を知る者」 
首領級邪霊ジルジャリスの呪いによって生まれた

銀糸の民は、貧弱な肉体に反比例するように強力な

魔術への親和性を持っています。この種族能力を持

つ銀糸の民は、魔術の対象を汎用能力「XXに弱い」
を持っているとして扱っても構いません。ただし、

魔術の対象が「XX に強い」を持っている場合はそ
れを持っていないものとして扱います。「XX 耐性」
「XX 無効」を持っている相手に対しては効果を発
揮しません。 
この種族特殊能力を持っている場合、「生存」の判

定数が－1されます（0以下にはなりません）。 
 
天使〈マライカ〉：「神寵」 
神の使いとしてその声を聞き、その御業を目にし

た記憶がある、その伝承を受け継いでいる天使であ

ることを示しています。この種族能力を持っている

天使は、2 枚より多い羽根を持っていることが多い
とされます（データ的な飛行能力などは通常の天使

と変わりません）。〈神語術〉の強制力を＋1 し、補
正に必要な気力を半分（切り捨て）にします。 
 
堕天使〈シャック〉：「背約」 
たとえ神に背いてでも、自ら運命を切り拓く強い

意志を持っている事を示します。自らの意思で地に

降りて、人間や他の種族達と共に生きるためだと主

張している堕天使達に良く見られる種族能力です。

堕落ポイントの上限を6にします。堕落5点までは
特にペナルティはなく、6 点で堕落の変調が起き、
堕落7点で完全堕落となります。堕落ポイントのリ
セットは通常通りのルールにり互います。 
 
獣人〈ハヤワーン〉：「怪力」「機敏」「奸智」 
いずれか一つの特殊能力を選んで得ることができ

ます。魔物の汎用能力と同じ効果です。対応する能

力値判定および一般技能の判定に適用して、判定数

に＋2することができます。 
 
半妖霊〈ムゥジザ〉：「聖縁」 
半妖霊の中には、時折妖霊のように仲間の行動を

支えることができる者が生まれます。この種族能力

を持っている半妖霊はより妖霊に近い姿をしている

ことが多いようです。妖霊のように妖霊強度1点を
持ち、〈妖霊使役〉の妖霊の補助と同じように補助が

行えます。 
補助しようとする相手に軽く手で触れる必要があ

るため、補助は近接状態にある相手にしか行えず、

また自分に補助をすることもできません。ただし、

他の妖霊の補助と同時に行うことが可能です。この

妖霊強度は〈妖霊使役〉のものと同じように、ラウ

ンド終了タイミングに気力2点を支払うことで回復
できます。 
 
甲蠍人〈パ・ピル・サグ〉：「邪毒」 
元が人蠍である甲蠍人は、その尻尾から生来の毒

素を抽出することができます。この毒は通常の毒よ

りも強い効果を見せたり、あるいは毒を以て毒を制

すことで解毒剤とすることができます。1 シナリオ
に 1 回、好きな時に分類：薬類、薬物の一般装備※

を手に入れることができます。〈暗殺術〉の使用条件

を満たしているのならば魔毒を手に入れても構いま

せん。 
 
海の民〈インサーン・アルマー〉：「幻鏡の住人」 
幻鏡域に住む海の民は、ジャハンナムの外に生き

る者達が作り上げてきた幻鏡を歪める術に対して耐

性を持っています。汎用能力「幻鏡に強い」を得ま

す。この種族特殊能力で得た「幻鏡に強い」は、本

人の意思によって好きな時に効果を適用できます。 
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◆シナリオパート◆ 

事件の真相             
巨人が暴走したのは、調査船団によってシャラー

ヒヤーが守るべき大樹を切り倒され、その苗木を奪

われたためだ。シャラーヒヤーはイムラーク達を集

め、紫杯連への報復と苗木を奪還させるために街の

各所で暴れさせている。シャラーヒヤーにとって「世

界樹の果実」はさほど重要ではなく、PC 達が果実
を返却しても巨人達の暴走は止まらない。 
 また、苗木を取り戻してくれるのであれば果実は

持っていってもかまわないと答えるだろう。 
苗木は調査船団が持ち帰っており、現在秘密裏に

街の【Ａ】に保管されている。紫杯連の上層部はこ

の事実を秘密にしていたため、幻鏡災害の混乱もあ

ってPC達はその所在を知らない。【Ａ】の付近30m
にシャラーヒヤーが近づくと「樹の守護者」が発動

する。 
事件の黒幕は【Ｂ】である。【Ｂ】は〈変身術〉（幻

洋綺譚P.61）を覚えている享受者である。調査船団
に紛れこんでいた【Ｂ】は、〈変身術〉でシャラーヒ

ヤーに成り済まして調査船団に接触し、大樹を守る

役目に飽きたと嘘をついたのである。 
 【Ｂ】の手引きで調査船団は大樹を斬り倒すこと

に成功したが、それは本物のシャラーヒヤーの激し

い怒りをかうことになってしまった。 
 現在【Ｂ】は街の生存者に紛れて潜伏し、持ち運

びできる大樹の苗木を手に入れ、街を脱出しようと

目論んでいる。 
【Ｂ】をそそのかした真の黒幕は、くちなわの女

王こと首領級邪霊ヤムリーハだ。頽廃樹ザクムに匹

敵する力を持つと言われるこの大樹こそ、神が楽園

でアーダムとエヴァに食べることを禁じた、「生命の

樹」なのである。 
 ヤムリーハはこの大樹とその果実を人類に広める

ことで、人類のさらなる堕落を望んでいるのだ。ヤ

ムリーハは密かに代行分体を街に紛れこませ、死亡

した享受者や自分の軍門に下った人間をその能力で

刺青の戦奴とし、事実に気付いた者達を抹殺してい

る。戦闘データは獄王顕現、P.77～78にあるものを
使用する。 
 

 
苗木保管場所【Ａ】決定表（ROC） 
番号 場所 
0 GMの任意 
1 港の倉庫 
2 幻鏡工房 
3 紫杯連支部 
4 城壁の隠し部屋 
5 アグニヤーの宝物庫 
6 沈没した〈三つ帆の海霊号〉 
7 既にシャラーヒヤーの手にある 
 
黒幕【Ｂ】決定表（ROC） 
番号 人物 
0 GMの任意 
1 幻鏡工房長、ボスターニ 
2 紫杯連幹部、ザイーム 
3 避難してきた一般人 
4 〈袈唇〉の潜入工作員、ロゥロゥ 
5 調査船団の生き残り、バタル 
6 生き残った享受者NPC 
7 崇呪使い（PCとしてもよい） 
 

情報TIPS              
シナリオの進行とともに明らかになる情報は以下

の通り。現場に赴いて調べる、遭遇の結果助け出し

た相手や生き残りから教えて貰う、探索を行って情

報を得る、コネクションや交渉で聞き出すなどして

真実へ近づいてゆく。 
シナリオのエンディングは一つではないため、全

ての情報を明らかにする必要はない。 
 
賢き巨人 
襲撃してきたイムラークの多くは知能が無いよう

に思われ、意味のない叫び声をあげて暴れているだ

けのように見えるが、たまに言葉のようなものを発

している巨人がいる（指揮種）。方法次第ではコミュ

ニケーションがとれるのではないだろうか？ この

情報を得たのち、PC 達が指揮種のイムラークに呼
び掛けるならば、イムラークは【汝、その意思を歌

にせよ】を使用してPC達との交渉に応じる。 
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巨人の目的 
「賢き巨人」の情報ののち、指揮種と交渉を行っ

た場合に得られる情報。イムラーク達はシャラーヒ

ヤーに命令され、世界樹の苗木を探している。調査

船団の人間達はシャラーヒヤーの目を盗んで大樹を

切り倒し、その苗木を持ち去ったのだという。 
暴走する巨人 
「賢き巨人」の情報ののち、指揮種と交渉を行っ

た場合に得られる情報。より強く「翼持ち光り輝く

もの」の血を引いているシャラーヒヤーが命じた場

合、イムラーク達はそれに抗えなくなる。シャラー

ヒヤーと共に出現するイムラーク達は、死ぬまで命

令のままに暴走し、人間達を殺して回るだろう。 
煉獄に響く鐘の音 
サラトガの鐘楼には【音を届けよ】と同様の神語

が刻まれた魔具の鐘が取り付けられており、50km
以上離れた場所にも音を届けることができる。鐘楼

を制圧することで、紫杯連の緊急連絡用の符丁用い

て外部と連絡を取ることができる。 
大海原への脱出 
港にはまだ無事な大型船が一隻、小型船が数隻残

されている。これに分乗して海に漕ぎ出せば、ファ

ファール海を通じてサラトガの街を脱出することが

できる。PC に海妖使役の術技を持っている者がい
れば、船に妖霊を宿すことも可能である。 
幻鏡工房の現状 
現在稼働している一基の工房はほとんど稼働して

いない。その理由は〈源の炎〉がなくなっているか

らだ。〈源の炎〉を見つけ出して儀式魔術（【幻鏡安

定式、維持】に類する魔術とする）を行えば、時間

はかかるが幻の海を消し、サラトガの街を救い出す

ことができる。 
幻鏡工房長の行方 
工房長ボスターニは生きている。儀式魔術の【幻

鏡強化式、独占】を用いて持ち出した〈源の炎〉と

ともに市内に逃げ込んでいる。彼は暴走する幻境工

房を守ることなく早々に逃げ出した事実を隠し、PC
達に合流し身の安全を確保しようとする。PC 達が
この事実を知り糾弾しようとした場合は、儀式魔術

を行えるのが自分だけだという事実を盾に尊大に身

の安全の保証を求めてくる。 
救援部隊 
街の外部と連絡を取る事で得られる情報。現在、

サラトガの周辺には三大紫杯連の救援部隊が展開し

ている。幻鏡域に飲み込まれたサラトガの内部の調

査が思うようにいかず、突入のタイミングを計り損

ねている状態だ。街の内部と連絡が取れるようにな

れば、PC 達の脱出と同時に救援部隊を送り込んで
くれる。 
調査船団の生き残り 
調査船団のわずかな生き残りの少年、バタルは港

の倉庫に逃げ延びている。彼は調査船団の隊長が私

欲のために世界樹の果実を持ちだそうとし、シャラ

ーヒヤーの護っていた大樹を斬り倒してしまったの

を目撃した。それが原因でシャラーヒヤーが激怒し、

調査船団を追ってきて全滅させたのだと考えている。 
邪霊の奴隷 
生き残りの享受者の中に蛇の刺青をした者達がい

る。彼等は邪霊憑きであり、生存者の中に潜んで疑

心暗鬼を撒こうとしているという噂が流れている。 
情報屋の正体 
情報屋ロゥロゥの正体は〈袈唇〉の潜入工作員で

ある。PC の中にハンドアウト「陰謀の紫杯連」な
どで〈袈唇〉に所属している者がいれば、彼女は独

自に接触してさまざまな情報を渡してくれる。彼女

は「巨人の目的」「暴走する巨人」「救援部隊」と真

の黒幕であるヤムリーハに関する事以外の情報につ

いて把握している。黒幕が彼女である場合には意図

的に知らないふりをする情報もあるだろう。〈袈唇〉

所属のPCにも他のPCを裏切り、自分に協力する
ように求めてくる。 
隠し武器庫（GMの任意） 
大抗争時代にサラトガの街が軍隊のために用意し

ていた武器などが保管されている。〈探索〉の判定を

行い、達成数×5000Di までの魔具以外の武器、防
具、その他の一般装備が好きなだけ入手できる。馬

や生き物、食糧等など保管できないと思われるもの、

高額の装備などは GM の判断で手に入らないとし

ても良いが、PC 達が街の外に出る、謎を究明しよ
うとするのであれば一時的な貸与という形で自由に

使わせる方が良いだろう。 
富豪の宝物庫（GMの任意） 
街の富豪、アグニヤーは宝物庫に魔具や魔法の武

器、その手入れのための人材をたくさん集めている。

彼女を助けることで魔具の購入や術技ギルドでなけ

れば買えない特殊装備やアイテムの購入、銘刀の強

化などが可能となる。 
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◆遭遇テンプレート◆ 

概要                
 シナリオの基本となる遭遇について以下にテンプ

レートを提示する。各項目の解説は以下の通り。 
導入： 
 PC達の現状の説明。 
戦闘条件： 
 戦場マップやその他の背景、敵の配置や行動テン

プレートが示される。 
勝利条件、敗北条件： 
 その遭遇において、PC 達が果たすべき目的、あ
るいは迎えてはいけない結末。これを満たすことで

遭遇は自動的に終了する。条件は複数提示されるこ

ともある。 
結末： 
 その遭遇で得られる情報、報酬などの説明。 
備考： 
 その他、特別な条件など。 
 

注意事項              
 情報TIPSのところでも述べているが、このシナ
リオのエンディングは一通りではない。GMはPL、
PC の要望やシナリオの進行に合わせて、遭遇を工
夫し、情報に変化を与えてゆくことが望ましい。 
 シナリオの性質上敵の多くがイムラークに限定さ

れるため、あまり多くの遭遇を繰り返すと緊張感が

薄まり、戦闘がダレる可能性が高い。重要情報の探

索でイベントを追加したり、一般人、NPC への被
害が出るなどの演出で緊張感を保ったり、行動に制

限やリミットなどを与えて、遭遇自体は全体で3～4
回におさえておくとよい。 
 

戦闘ルール補足           
 PLがゲヘナAnに慣れていない、PLが少人数の
場合など、戦闘の難易度を変化させるルールについ

て述べる。採用するかはGMが決定すること。 
▼小隊戦闘支援ルール 
 PC達の舞台は 6人の享受者が一組となって小隊
となっている。PLが 6人に満たない場合、小隊の

人数を満たすだけのNPCとして小隊メンバーが同
行している。小隊メンバーは直接戦闘に参加するこ

とはないが、PCとともに戦っている表現として「×
ラウンド終了タイミング」に「PC 達の平均総ラン
ク数（切り捨て）」点のダメージを、任意の対象に与

えることができる。 
例：PCが 4人、それぞれの総ランク数 9，9，10，
8の場合、小隊メンバーとして同行する NPCは 2
人。それぞれがラウンド終了タイミングに9点のダ
メージを任意の相手に与えることができる。 
 
▼逃走ルール 
ラウンド頭のイニシアティブ確認タイミングに撤

退を選択できる。生死判定に成功していれば問題な

く全員撤退可能。 
 
▼戦闘状況補正ルール 
 PC 達が成長して遭遇テンプレートでは対応でき
なくなった、PL がゲヘナＡｎに慣れているなどの
理由で、遭遇が単調になるのを防ぐためのルール。

状況による修正を加えることで戦闘に変化を与える。 
●夜間作戦 
 その遭遇は時間や状況の制約などで夜に行わなけ

ればならない。照明の確保や暗視能力などを確保し、

また敵から隠れる、不意打ちをするなどの状況が考

えられる。PC 達は暗闇が平気でも、要人警護や救
出の対象が行動に不自由することになるかもしれな

い。基本ルールブック P149「視界の悪い状況」を
参考に、達成値の修正を考える。夜間作戦の時に出

現するイムラークには汎用能力「暗視」「熱視覚」な

どを持たせてもよい。 
●海上作戦 
 その遭遇は、目的地周辺が水没している、海の幻

境域が拡大して拠点が水に飲み込まれたなどで、海

上で行わなければならない。足場が限られ、水上を

移動するか舟などを用意しなければならないと言っ

た修正。イムラークには汎用能力「水面歩行」があ

るため、水面は陸と同じである。PC の飛行する手
段や海中に潜る手段を有効に使わせるほか、要人警

護や救出では〈座空〉や舟を用意しなければならな

い（海に慣れていないなら「動きにくい状況」の修

正があってもいいだろう）。 
 状況によっては水中に潜っての長時間活動や、水

中での戦闘もありうるだろう。汎用能力「水中移動」
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や「水中機動」をもったイムラークが出現するとし

ても良い。舟のデータは未改造の「ヨット」「小型船」

（幻洋綺譚P.53）を用いる。海上での移動ルールや
舟への攻撃は幻洋綺譚P.53の「舟と交易」、MLB1
巻巻末の海の戦いなどが参考になる。 
●幻鏡域の歪み 
 幻鏡域特有の「ゆらぎ」によって、その遭遇では

周囲の状況がめまぐるしく変化する。幻鏡術【限定

幻鏡式、異空】などを参考に、毎ラウンドのイニシ

アティブ確認タイミングに戦場が映り変わる。この

遭遇に出現するイムラークには汎用能力「幻鏡無効」

などがあっても良い。 
●城壁 
街を囲む背の高い城壁（一部は崩落している）を

挟んだ、あるいはその上での戦闘状況。城壁の高さ

は 30～50m とする。城壁から落ちるなどすると、
落下ダメージを受ける。 
 

難易度0（4ランク～）       
 この遭遇は戦闘バランスを確認するためのテスト

的な遭遇である。PL がゲヘナＡｎの戦闘に慣れて
いるのならば、行わなくともよい。 
 
0－1 巨人迎撃 
導入： 
 外部城壁を破ってイムラークが侵入してきた。巨

人は市街を破壊しながら支部へと向かっており、迎

撃の必要がある。 
戦闘条件： 
 敵はイムラーク（通常種）1 体。市街地であるた
め隠れる場所は多く、身を潜めれば不意を突くこと

ができるだろう。〈隠密〉で達成数2、あるいは〈隠
密〉の協力判定で達成数＝「PC人数×2」に成功す
れば不意打ちとなる。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件 
 PCの全滅 
結末： 
 イムラークを撃退できた。PC 達はわずかながら
経験を積み、事態の打開に貢献できるだろう。 
 

難易度1（4ランク～）       
 情報収集、シナリオの進行とともに行う遭遇であ

る。汎用的な遭遇テンプレートとなっているので、

状況に応じてアレンジして使用することを推奨する。

この難易度の遭遇を2～3回繰り返した後、難易度2
の遭遇に進むと良い。 
 
1－1 突破阻止 
導入： 
 城壁を破ったイムラークが、拠点に向けて侵攻し

ている。早急にこれを迎撃しなければならない。 
戦闘条件： 
 敵はイムラーク（奇行種）1体。PC達とは200m
離れた場所に出現する。拠点までの距離は500mで
ある。イムラークは可能な限り拠点の方に向けて戦

闘移動を行う。戦闘移動で近接状態になれる範囲に

近接攻撃の対象がいない場合、全力移動を行う。ま

た、PC 達と接敵している場合は離脱を試みる。拠
点と近接状態なったイムラークは可能な限り拠点を

攻撃の対象に含め、連撃あるいは「光の槍」を使用

して拠点を攻撃する。 
 離脱はイムラークの主判定数との対決となる。ま

た、近接状態にあるPC達は離脱の阻止の判定に協
力判定を行ってもよい。 
 拠点の装甲値10、生命力50点。抵抗、回避など
は行わない。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 
 PCの全滅、または拠点の破壊。 
結末： 
 イムラークによる拠点の破壊を阻止できた。 
 
1－2 要人保護 
導入： 
 城壁の外、巨人達が暴れている中に重要な NPC
が生存していることが分かった。戦闘能力のない重

要人物を確保し、安全な所へ逃がす。 
戦闘条件： 
 敵はイムラーク通常種2体。NPCは生命力10、
装甲値2、主判定数2、移動力は50m／10mの一般
人を想定している（享受者であっても怪我などで実

力が出せないとする）。城壁までの距離は 300m と
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する。イムラークが攻撃する対象はランダムで決定

する。城壁の門を開ける、あるいは閉じるには1ラ
ウンド必要。城壁にイムラークが取り付いている場

合、門を閉めることができない。 
 2ラウンド経過するごとにイムラークが 1体戦場
に追加される。 
勝利条件： 
 敵の全滅、あるいはNPCを城壁内に移動させ、
城門を閉じる。 
敗北条件： 
 PCの全滅、NPCの死亡 
結末： 
 NPCを確保することができた。NPCの持ってい
る情報、アイテムなどを入手する。 
 
1－3 拠点制圧 
導入： 
 今後の目的のための重要な拠点を確保するため、

PC 達が選抜され目的地へと向かう。周辺には巨人
達が群れており、彼等を撃退しなければならない。 
戦闘条件： 
 敵はイムラーク（指揮種）1体、通常種 2体。指
揮種を倒すと他のイムラーク達は統制を失い、追い

払うことができる。 
勝利条件： 
 敵の全滅、あるいは指揮種を倒す。 
敗北条件： 
 PCの全滅。 
結末： 
 イムラークを撃退し、拠点を制圧できた。制圧し

た拠点の情報を得る。 
 
1－4 突入工作 
導入： 
 調査の結果、事態の打開のための手段が見つかっ

た。ただちに目的地へ向かい、そこで必要な作業を

こなさなければならない。 
 作業については様々なものが考えられる。隠し扉

や生存者を探す〈探索〉や鍵を開ける〈機械工作〉、

瓦礫をどかす〈剛力〉、他にも幻境工房を稼働させる

〈幻鏡術〉の判定や鐘楼の鐘を鳴らすために武器で

攻撃するなどでも良いだろう。 
戦闘条件： 
敵はイムラーク（奇行種）2 体。目的地周辺から

離れようとせず、目的地周辺に辿りついた巨人以外

の存在を集中的に攻撃する。近くに攻撃できる相手

がいない場合、「光の槍」を使用する。作業を行って

いるPCは「○標準の行動」を使用しているとする
と良い。 
勝利条件： 
 敵の全滅、目的の達成 
敗北条件： 
 PCの全滅、目的の未達成。 
結末： 
 無事目的を達成できた。 
 
1－5 裏切りの紫杯連 
導入： 
 真の黒幕であるヤムリーハの関与に勘づいた PC
達に発生させる遭遇。PC 達が拠点で休息中などに
発生する。仲間の享受者、あるいは死んでいたと思

われていた享受者が拠点に密かに忍び込み、油断し

ていたPC達、NPCを襲撃する。 
戦闘条件： 
 別行動しているPCなどを狙い、刺青の戦奴（獄
王顕現P.78）が不意打ちを仕掛けてくる。PC1人に
対して刺青の戦奴2人。闘技などを使用するとして
も構わない。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 
 襲撃されたPC、NPCの死亡 
結末： 
 襲ってきた享受者は既に死亡している仲間だった。

その死体には黒い蛇のような刺青が残されていた。

これが意味するものは何なのだろう？ 
 

難易度2（13ランク～）       
 ひとまずのシナリオの終了、区切りとなる遭遇で

ある。異変の情報収集で一定の成果を上げ、サラト

ガの街からの脱出を行うことを目的としている。 
 
2－0 進撃の巨人 
導入： 
 遂に内側の城壁が破られた。暴走するイムラーク

を指揮し、シャラーヒヤーが紫杯連支部へと迫る。

迎え撃つしか手段は残されていない。勝ち目の薄い
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戦いだが、ただやられるわけにはいかない。 
戦闘条件： 
 敵はイムラーク（通常種）2 体、イムラーク（指
揮種）2体、シャラーヒヤー1体。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 
 PCの全滅 
結末： 
 苦い勝利となった。なんとか助かることはできた

が、サラトガの街は完全に幻鏡域の海に沈み、全て

は謎のまま終わってしまった。 
備考： 
 PC 達が外部と接触を取らなかった、時間切れな
どで発生するＢＡＤルートの最終戦闘。PC 達の成
長が不十分な場合、全滅もあり得る戦闘になる。 
 
2－1 援軍との合流 
導入： 
街の外部と連絡が取れた。紫杯連の救援部隊はこ

れから突入を試みるという。しかしそれより早く巨

人達も行動を始めていた。もはや時間がない、拠点

を放棄し、討って出て救援部隊と合流を試みる。 
戦闘条件： 
敵はイムラーク（指揮種）1 体、通常種 3 体。1
ラウンドごとにイムラーク（指揮種）が1体、通常
種が1体追加される。 
勝利条件： 
制限ラウンド（4～6ラウンド）耐え抜く。 
敗北条件： 
 PCの全滅、制限ラウンド耐え抜けなかった。 
結末： 
 救援部隊と合流、調査で得た情報を持ち帰ること

ができた。 
 
2－2 海上突破 
導入： 
生存者達を連れ、見つけた船に人々を乗せて街を

脱出する。巨人の包囲網を抜け、ファファール海を

経由してサラトガを脱出するのだ。 
戦闘条件： 
敵はイムラーク（指揮種）2 体、（通常種）2 体。
戦闘は海の上となる。小型船、もしくは大型船が配

置され、イムラークは優先的に舟を攻撃する。 

勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 
 PCの全滅、舟が破壊される。 
結末： 
 サラトガの街を脱出することができた。生存者も

救出できたことから、上々の結果と言えるだろう。 
 

難易度3（16ランク～）       
事件の黒幕に迫るシナリオである。遭遇は厳しい

ものとなるため、難易度2の遭遇終了後に追加で行
ってもよいだろう。 
 
Ｘ－1 真の巨人 
導入： 
ついにPC達は黒幕である【Ｂ】を追い詰めるこ
とに成功した。〈変身術〉を駆使しさらなる力を振る

う黒幕は、PC達を皆殺しにしようとしてくる。 
戦闘条件： 
 敵は【Ｂ】が変身したシャラーヒヤー。「高速飛行」

「機動戦闘」を得、全ての達成数に＋1 され、攻撃
のダメージが＋5点される。PC達が苗木を確保でき
ていない場合、常に「樹の守護者」の効果も発揮さ

れる。さらに、戦闘オプションの小隊メンバーを使

用していた場合、彼等はこの戦闘に参加しない。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 
 PCの全滅 
結末： 
 遂に黒幕を倒し、異変の元となった苗木を取り戻

すことができた。本物のシャラーヒヤーに苗木を返

すことで巨人達は鎮まり、PC 達に礼を言って詫び
る。PC 達が償いを求めるならば、世界樹の果実を
譲ってくれたり、死者の反魂や街の再建にも力を貸

してくれるだろう。全てが終わると、巨人達は連れ

だって海の向こうへと戻ってゆく。 
 
Ｘ－2 邪霊の思惑 
導入： 
 全ての異変の裏で糸を引いていた首領級邪霊ヤム

リーハを表舞台に引きずり出すことができた。死者

を戦奴にして操る卑劣で邪悪なくちなわの女王に、
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今こそ享受者の強さを見せる時だ。 
戦闘条件： 
敵はヤムリーハ代行分体 1体、刺青の戦奴が PC
人数＋2 体。戦奴は適宜魔術や闘技を使用するとし
て良い。GMは状況に応じてPCの援軍（紫杯連の
応援や和解したイムラークなど）を用意してもよい。 
勝利条件： 
 敵の全滅 
敗北条件： 

PCの全滅 
結末： 
 ついに白日のもとに全ての秘密は明らかにされ、

邪霊は打倒された。PC 達には成果にの応じた待遇
と紫杯連からの地位や報酬を約束されるだろう。ま

た、PC 達は全ての堕落ポイントをリセットし、到
達感覚を3d6点得ることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆あとがき◆ 

いつものゲヘナ好きメンバーの雑談話

のなかで、ちらりと登場した「進撃のイムラ

ーク」なる単語。これシナリオにしたら面

白いんじゃねえ？ とのひらめきが元でこ

んなものを作ってしまいました。正直粗が

多く残り、戦闘バランスもかなり無茶苦茶

な気はいたしますが、原作の人死にの多

さはそれなりに再現できたのじゃないかと

思っております。 

……無茶な企画だとは思いましたが、

皆様の尽力のおかげでとりあえずぎりぎり

で形にすることができました。ギリギリの

スケジュールの中で素晴らしい表紙・カッ

トを描いて頂いたあすわどさん、サイトの

予告ほかスペースの担当、雑務をすべ

て引き受けて頂いたＲｉｚaさん、本当にあ

りがとうございます。 

 

2013.8.12 C84 

ケバブ堂 銅おりは 

（C84の 1日目、自宅ＰＣ前にて） 

z この本はグループＳＮＥのＴＲＰＧ 

「ゲヘナ～アナスタシス～」の同人誌です。 

z この本の内容はフィクションであり、実在
もしくは歴史上の人物、団体、地名などは

一切関係がありません。また、この本は特

定の思想、信条、宗教などを擁護、あるい

は非難する目的を持って書かれたものでは

ありません。 



 


