Scenario : type L

『突然の死』
■シナリオ情報
推奨人数：２人以上
必須ＡＦ判定数：６
期間：６月２３～２４日（２日間）

「無限の爆死」「祖父の遺産」
●シナリオ前提情報
真相

このシナリオは、プレイヤーの「ひらめき」を必要とする要素がある。謎解きがあることを伝えること。

ＧＭ限定情報

登場ＮＰＣ：＜ＮＰＣ１：異端『グリード』＞
＜ＮＰＣ２：先輩＞
龍の聖剣（ルールブック P.82）
セカイが廻る理由： セカイは時間を廻しておら
ず、ＰＣ１の体に埋め込まれた『イベントキー：
カイロスの時計』がＰＣ１の死ぬ１２時間前ま
で時を戻している。
シナリオクリアー条件：異端『グリード』に殺され
る前の＜ＮＰＣ２：先輩＞に会い、＜ＮＰＣ１：
異端『グリード』＞を討伐する。
シナリオの真相：
ＰＣ１は幼い頃に異端『グリード』に襲われ、
祖父によって『アーティファクト：カイロスの時
計』を体に埋め込まれた。『アーティファクト：
カイロスの時計』は蘇生・治癒能力があるだけで
なく、埋め込んだ対象が死亡した際に１２時間
前まで時を戻すという力を持っている。ＰＣ１
はセカイの時間跳躍によってではなく、魔道具
の力で時を戻している。
＜ＮＰＣ２：先輩＞はＰＣ１を救うため、ＰＣ
１を狙う異端『グリード』と対決し、死亡した。
異端『グリード』の居場所を知っているのは＜Ｎ
ＰＣ２：先輩＞だけであり、異端『グリード』と
会うためには＜ＮＰＣ２：先輩＞の生きている
時間まで時を戻らなければならない。
ＰＣ１は６月２４日の朝の段階で死を選択
し、６月２３日の夜まで時を戻し、＜ＮＰＣ２：
先輩＞と共に異端『グリード』を討伐しなければ
ならない。

ＮＰＣ詳細１

ＧＭ限定情報

異端名：『グリード』
クラス：魔術師／領域遣い／異端者
武器：爆弾を爆発させる。
行動方針１：ＰＣ１を殺す。
行動方針２：ＰＣ１の周囲の人間を不幸にする。
設定：ＰＣ１の命を狙う異端。黒服を纏い、妖しく
笑う。人の形をしているが、絵に描いたような邪悪
な存在として演出する。
ＰＣ１の家に伝わる多くのアーティファクトを
狙っているが、ＰＣ１の祖父によって一つも奪い
取ることができず、一方的にＰＣ１を恨んでいる。
６月２３日。ＰＣ１を殺すために街に現れた。＜
ＮＰＣ２：先輩＞はＰＣ１を守るために交戦した
が、返り討ちに遭って死亡。死ぬ前にＰＣ１の居場
所を聞き出した異端『グリード』は６月２４日２１
時にＰＣ１を即死させる爆弾を内密に設置完了さ
せた。ＰＣ１の死を回避するためには、６月２３日
の段階で異端『グリード』を討伐する以外に手段は
無い。
ＮＰＣ名：祖父（ＰＣ１の実の祖父。故人）
クラス：魔術師
武器：魔導書による魔法攻撃
行動方針１：ＰＣ１を守る。
行動方針２：ＰＣ１を救う手立てをする。
設定：多くのアーティファクトを持つ魔術師。高齢
だったため、数年前に他界している。２つのアーテ
ィファクトの他にも宝を所有している設定だが、
シナリオ内では登場しない（ＰＣ１の両親が厳重
に封印保管している、など）。シナリオ開始段階で
は、＜ＮＰＣ２：先輩＞と主従関係であったことは
隠されている。

ＮＰＣ詳細２

ＧＭ限定情報

ＮＰＣ名：先輩（ＰＣより年上のエージェント）
クラス：魔術師／霊媒師／聖職者
武器：魔導書による光魔法。
行動方針１：ＰＣ１を守るため、単身で異端を倒そ
うとする。
行動方針２：ＰＣ１を守るため、ＰＣ達と共に異端
を倒そうとする。
設定：ＰＣ１の１～３歳年上の先輩。ＰＣ１の祖父
のもとで魔術を習っていた。６月２３日の段階で
異端『グリード』の存在に気付いていたが、ＰＣ１
に秘密にしていた。真面目で一人で抱え込みやす
い性格だが、ＰＣ１を信頼しており、時間跳躍を経
て再会したＰＣ１が望むなら共に戦う。

他コネクション詳細
他ＮＰＣ：龍の聖剣（ルールブック P.82）
ＰＣ達とは知り合い設定を推奨。
既に何度かＰＣ達に手を貸し、時間跳躍の手伝
いをしたことがあるが、このシナリオの件に関し
ては一切関与していない。ＡＦ判定で龍の聖剣と
交流しない限り、真相を話すことはない。通常とは
違う方法で時間跳躍を行なっているＰＣ１を心配
している（副作用を抱えているため）。
・このシナリオの注意点
このシナリオでは、１シーン終了ごとに２４日
の夜に異端『グリード』によってＰＣ１が殺される
シーンが挟まれる。２３日の朝、ＰＣ全員が記憶を
継続してミドルフェイズを再開すること。

●シナリオフローチャート

舞台はＮ市。異端『グリード』が潜伏している場所は、自由に設定してよい。

①マスターシーン

②オープニング：ＰＣ２

③オープニング：ＰＣ１

④オープニング：ＰＣ１

導入：ＰＣ１のみ登場。
演出：幼いＰＣ１は燃え盛る家に
取り残されている。炎の魔の手に
逃げ遅れてしまったＰＣ１のも
とに、ＰＣ１の祖父が救出に駆け
寄る。しかしその矢先、柱が崩れ
落ち、ＰＣ１の視界が暗転する。
必須イベント：ＰＣ１はこの火事に
よって瀕死の重傷を負う。死にか
けたＰＣ１を救うため、祖父はア
ーティファクト『カイロスの時
計』をＰＣ１の体に埋め込む。ア
ーティファクトの効果により完
全蘇生したＰＣ１には火事の怪
我は一切残っていない。また、幼
かいため記憶も薄くなっている。

導入：ＰＣ全員登場可能。
６月２３日の夜２０時頃。＜Ｎ
ＰＣ２：先輩＞と別れるシーン。
親しくしているＰＣ１をよそに、
先輩はＰＣ２に話し掛ける。
必須イベント：「何かあったらこれ
でＰＣ１を守ってほしい」と、Ｐ
Ｃ２に『イベントキー：翠玉碑の
欠片』を渡す。詳細は明かさない。
演出：ＮＰＣ２「ＰＣ１のことが
心配だから、ＰＣ２に任せたい」
演出：ＮＰＣ２「（ハッと何かの気
配に気付いて）まさか……異端
『グリード』、この街に戻ってき
たのでは」
「（何かあったかと訊か
れて）何でもない。じゃあまた」

導入：ＰＣ１登場。他ＰＣは自由。
６月２４日の朝。ＮＰＣ２が死
んだことを聞かされる。ニュース
では事故死だと報道される。
教会に問い合わせれば高坂が
「異端事件の被害者になった」と
教えてくれる。異端討伐の件につ
いてはＰＣ達に任せようという
が、詳細は調査中のため伝えられ
ないとのこと。
何もできないまま、１回目の６
月２４日は２１時まで時間を進め
る。
演出：ＮＰＣ１の自宅の前では、警
察官と教会のエージェントらしき
者達が話をしていた。

導入：ＰＣ１継続登場。他ＰＣは自
由。
演出：６月２４日２０時過ぎ。ＰＣ
１の前に突如、黒服の人物が現れ
た。その人物が笑うと、ＰＣ１の体
が熱くなり、内部から爆発。ＰＣ１
は突然の死を迎える。
必須イベント：異端『グリード』が『イ
ベントキー：突然の死』を使用。
『イ
ベントキー：必然の死』を所持して
いるＰＣ１を確殺する。
演出：ＮＰＣ１「私は異端『グリー
ド』。覚えてない？ ずっと前のこ
とですから仕方ありません。しか
し思い出す必要も無い。貴方はこ
こで死ぬのですから」

→

→

→

↓

⑧エンディング

⑦クライマックスフェイズ

⑥トリガーイベント

⑤ミドル前：２８日朝

導入：異端『グリード』を討伐す
る。ＮＰＣ２は死亡することな
く、また６月２４日の夜になって
もＰＣ１が殺されることはない。

導入：ＮＰＣ２と共に異端『グリ
ード』と対峙する。
演出：異端『グリード』「おや、い
ずれ殺そうと思っていたところで
すが、わざわざ自分から殺されに
来るとは」

導入：『ＡＦ判定：希望の死』に成
功し、６月２３日の夜２０時に時
間跳躍してきた。
ＮＰＣ２と別れた後のＰＣ達の
体に魂が宿り、すぐにＮＰＣ２と
会話をすることができる。

戦闘中、クリンナッププロセス
ごとに、異端『グリード』は以下
のトラップを発動させる。

演出：ＮＰＣ２「突然立ち止まって
どうしたの？」
演出：「（ＰＣ達に事情を話されて）
『翠玉碑の欠片』の効果は知って
いる。ＰＣ達の魂は時間を跳躍し
てきたということ……理解できる
よ。でも驚いている。どうしてそ
んなことを？」
演出：「（異端『グリード』によっ
て殺されることを知らされて）そ
んなことが起きるなんて……一人
では異端『グリード』に勝てない
のか」
演出：「一人なら難しいかもしれな
い。ならみんなで力を合わせて倒
しに行こう！ 奴の本拠地は判っ
ているから案内しよう」

導入：ＰＣ全員登場可能。
６月２４日の朝。ここが、１ルー
プの起点となる時間帯となる。
ＰＣ全員が記憶を継続して１２
時間前に時間跳躍していること、
龍の聖剣が現れないこと、既に＜
ＮＰＣ２：先輩＞が死亡している
ことを宣言。
ミドルフェイズに行なう『ＡＦ
判定リスト』を公開。
１シーン目が終わったら６月２
４日の夜になり、夜間トリガーイ
ベントになることを宣言する。
※『ＡＦ判定：？？？？？』を解放
し、
『ＡＦ判定：希望の死』をクリ
アーするまで、ミドルフェイズを
繰り返す。

演出：異端『グリード』は最期の一
撃を受けると、断末魔の叫びを上
げる。そして蒼い光となって消え
ていった。異端によって無限に殺
され続ける日々は終わりを告げ
たのだ。
演出：（ＰＣに教会のエージェン
トがいた場合）教会に異端『グリ
ード』討伐を報告すれば感謝され
る。報酬が出るだろう。
・ＰＣ１の体から『カイロスの時計』を
除去したいと申し出があった場合
ＰＣ１が希望すれば、教会で心
霊治療医院会のもとで体に埋め
込まれたアーティファクトの除
去手術を受けることができる。他
のキャラクターに『カイロスの時
計』を与えたい場合も同様に、聖
職者による《心霊治療》が必要と
なる。
・ＮＰＣ２に『翠玉碑の欠片』を渡し
たいと申し出があった場合
「今後もＰＣ１を頼む」と一度
は断るが、説得次第で快諾する。

←

【トラップボム（１Ｄ６で決定）】
（１）ＮＰＣ２が支援してくれる。
敵１体に【ＨＰ】１Ｄ６点ダメー
ジか、味方１体に【ＨＰ】か【Ｍ
Ｐ】１Ｄ６点回復。
（２）マインドボム。
【意志】判定（難
易度：１０）に失敗すると、
【ＭＰ】
１Ｄ６点ダメージ。
（３）特に何も無し。
（４）クラッシュボム。
【体力】判定
（難易度：１０）に失敗すると、
１Ｄ６＋５点のダメージ。
（５）モブ一掃ボム。
【幸運】判定（難
易度：１５）に失敗すると、
「分類：
モブ」のキャラクターの【ＨＰ】
を０にする。
（６）ポイズンボム。
【反射】判定（難
易度：１０）で失敗すると、
『バッ
ドステータス：毒』を受ける。

←
→

←

・ＮＰＣ２に協力を申し出た場合
ＮＰＣ２は聖職者であるため、
負傷していたなら《心霊治療》で
回復を、また、
《悔改めよ》や《叱
咤激励》などの支援をしてもよい。

必須イベント：ＰＣ１に１Ｄ６を振
らせ、
『カイロスの時計』の回数制
限を決定すること。回数制限を上
回った場合、朝になるたびにペナ
ルティを発生させる。
・『ＡＦ判定：？？？？？』以外のＡＦ
判定をクリアーしてしまった場合
『ＡＦ判定：希望の死』まで解放
できずプレイヤー達が詰んでしま
ったなら、【幸運】判定（難易度：
１３。失敗ごとに難易度－１）で気
付いたことにしてもよい。
↓

※異端『グリード』（魔／領／異）
能力値：体４/反４/知４/理４/意４/幸４
ＨＰ／ＭＰ：高（目安：［ＰＣ人数＋１］×ｎ） ＝【
】【
】
命中：高（目安：メインＰＣ【回避値】＋３）
＝【
】
回避：低（目安：メインＰＣ【命中値】－３）
＝【
】
防御：中（目安：物理４／霊力４）
＝【
】
行動：高（目安：メインＰＣ【行動値】±１Ｄ６）＝【
】
戦闘移動：【行動値】＋５＝【
】 全力移動：戦闘移動×２＝【
】
▼≪魔導書≫ ２０ｍ・単体
［１Ｄ６＋大【
】］点の霊力ダメージ。
▼セットアップ≪集団統率≫
代償１Ｄ６ＨＰ・モブキャラクターを使用者と同じ【行動値】にする。
▼マイナー≪法則拡大≫
代償３ＭＰ・命中対象を［範囲（選択）］化。
▼マイナー≪タナトスの足枷≫
代償５ＭＰ・ダメージ＋１Ｄ６＋バステ転倒。
▼ダメージロール直前≪血潮の陣≫
ダメージ＋２Ｄ６。同値分、使用者も【ＨＰ】か【ＭＰ】を減少させる。
▼クリンナップ・オリジナル特技≪トラップボム≫
「⑦クライマックスフェイズ・トラップボム」を参照。
▼戦闘開始前に、モブエネミーを［２～３］体追加する。レベルは低めを設定。

※ｎの算出の仕方
ＰＣ達が１ラウンドに与えることがで
きるダメージ合計値の目安。令呪（ダメー
ジロール＋２０）の使用を含めない最大
値で計算すると判りやすい。
※モブエネミーのオススメ
ルールブック P.93
［狂３／狩２／霊１］２～３体

⑥夜間イベント
必須イベント：ミドルフェイズでの
シーンが終了するたびに、６月２
４日の夜間イベントが発生する。
演出は「④オープニング：ＰＣ１
その２」と同じ。異端『グリード』
に再び遭遇しても、設置された爆
弾は解除できず、何度でも殺され
ることになってしまう。別の手段
を練らなければ死のループは止ま
らない。
演出：ＰＣ１の体が熱い。苦しい。
また中から爆発する。奴は、今度は
どこからこの死を嘲笑っているの
だろう。
ＧＭのコツ：この夜間トリガーイベ
ントは、ＰＣが正解ルートに進ま
ない限り延々と繰り返される。繰
り返しループする殺戮の夜の演出
を、意図的にカットしてもよい。

※プレイヤー公開情報 ※ＧＭはＰＣが作成するキャラクターレベルを【

シナリオ名『突然の死』

】に記入すること

シナリキーワード「無限の爆死」「祖父の遺産」

キャラクターレベル３～５推奨シナリオ：レベル【

】開始。若干の謎解き要素あり。

ＰＣ達は全員知り合い同士で、家族や親しい間柄であること。龍の聖剣とは知り合い設定推奨。
ハンドアウト：ＰＣ１

ハンドアウト：ＰＣ２

ハンドアウト：ＰＣ３

コネクション：異端『グリード』
関係：恐怖
推奨クラス：魔術師 or 世界遣い
６月２３日。朝９時、近所に住むＮＰＣ１が殺
されたという衝撃的なニュースを聞いた。
その晩、２１時。君は突然現れた黒服の人物・
異端『グリード』に殺された。
目が覚めれば朝の９時。君は近所に住むＮＰ
Ｃ１が殺されたという同じニュースを聞いた。
セカイのイベント：６月２４日の２１時に黒服の人
物に惨殺される。
コネクション詳細：異端『グリード』
自分の命を狙っている男。ＰＣ１を突然、抗い
ようのない爆死をさせてくる。
初期配布イベントキー：『必然の死』
ＰＣ１が所持しているイベントキー。ＰＣが
持つ特技で剥奪することはできない。

コネクション：先輩
関係：信頼
推奨クラス：霊媒師 or 聖職者
先輩が昨晩のうちに殺された。
君と別れた後に何者かに殺されたのだ。
物知りな先輩を殺したのは何者なのか判らな
い。ただもう一度、先輩に会えたなら……。
そんなことを考えていると、慌てている朝のＰ
Ｃ１がいた。どうやらループしてきたらしい。
セカイのイベント：生前の先輩と、６月２３日の２１
時に別れる。
コネクション詳細：先輩
君の先輩。知識人で色んなことを教えてくれ
た、［魔術師／霊媒師／聖職者］の能力者。
昨晩のうちに何者かに殺された。まだ犯人は捕
まっていない。

ハンドアウト１を兼用する。
ハンドアウト１を兼用したことにより、
『初期配
布イベントキー：必然の死』を入手すること。

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

※プレイヤー公開情報 ※ＧＭはＰＣが挑戦するＡＦ判定難易度を【

ＡＦ判定リスト

】に記入すること

ミドル前に契約ＯＫ 契約：マイナー 供給：マイナー(１シナリオに１回まで)

１シーンで１２時間経過。２シーン後ごとに『夜間トリガーイベント』が発生。奇数シーン（１日の始まり）は全て、６月２４日９
時より少し前の時間から始めるものとする。また、６月２４日９時段階で＜ＮＰＣ２：先輩＞は死んでいるものとして扱う。

ＡＦ判定：探索「ＰＣ１の家」

ＡＦ判定：調査「先輩」

ＡＦ判定：異端『グリード』

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：高［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「ＰＣ１の家について何か一風変わったこ
とがなかったか調べる」演出に成功すること。
成功した場合、ＰＣ１の家にあった事実を知
ることができる。

使用能力値：【体力】or【知覚】
難易度：高［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「＜ＮＰＣ２：先輩＞がどういう人間であっ
たかを調べる」演出に成功すること。
成功した場合、先輩の背景を知ることができ
る。

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：中［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「＜ＮＰＣ２：先輩＞が言っていた異端『グ
リード』とは何者か調べる」演出に成功すること。
成功した場合、異端『グリード』の詳細を知るこ
とができる。

ＡＦ判定：調査「時計」

ＡＦ判定：交流「龍の聖剣」

ＡＦ判定：？？？？？

使用能力値：【理知】or【意志】
難易度：中［
］
ラウンド制限：なし
条件：『イベントキー：時計』を所持しているこ
と。
演出：「時計について詳細を調べる」演出に成功
すること。
成功した場合、時計についての詳細を知るこ
とができる。

使用能力値：【体力】or【反射】
難易度：低［
］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「龍の聖剣と偶然出会って話をする」演出に
成功すること。
成功した場合、龍の聖剣から不可解な話を聞く
ことができる。

使用能力値：【知覚】or【意志】
難易度：低［
］
ラウンド制限：なし
条件：ＰＣがとある行動・発言・提案をすると出現
する。とある行動・発言・提案をしなかった場合、
開示されない。
演出：「？？？？？をする」演出に成功すること。
成功した場合、「？？？？？」を可能とする。

●ＡＦ判定情報・結果
ＡＦ判定：探索「ＰＣ１の家」

ＡＦ判定：調査「先輩」

ＡＦ判定：異端『グリード』

条件：なし
演出：「ＰＣ１の家について何か一風変わったこ
とがなかったか調べる」演出に成功すること。
成功した場合、ＰＣ１の家にあった事実を知
ることができる。
情報：
（１）ＰＣ１は昔、祖父の家で起きた火事で怪我を
負っている。
（２）大怪我をしたＰＣ１は、アーティファクト
『カイロスの時計』を体内に埋め込まれている。
それを埋め込む（所有する）ことで命を繋ぐこと
ができた（死亡状態から戦闘不能状態へ回復し
た）。
（３）『イベントキー：時計』を入手する。
（４）もしこの『カイロスの時計』を埋め込まれた
状態で死亡した場合、別の効力を発揮される。こ
のことはＰＣ１の家を調べても判らなかった。
改めて『カイロスの時計』を調べる必要があるだ
ろう。

条件：なし
演出：「先輩がどういう人間であったかを調べる」
演出に成功すること。
成功した場合、先輩の背景を知ることができる。
情報：
（１）＜ＮＰＣ２：先輩＞はＰＣ１の祖父の愛弟子
であった。彼のもとで魔術や異端について学び、
アーティファクト『翠玉碑の欠片』を託された。
これを所有していれば、一番近しい人物と共に時
間を遡れる『ループの知覚者』になれる。ＰＣ２
は『翠玉碑の欠片』のおかげでループしたとして
もＰＣ１と同じ記憶継続者として行動することが
できる（無いとＰＣ２だけ記憶リセットになる）。
（２）ＰＣ１の祖父から『翠玉碑の欠片』を託され
た理由は、もし愛する孫のＰＣ１が死んでループ
したとしても、記憶を継続した＜ＮＰＣ２：先輩
＞がＰＣ１のサポートをするため。そして祖父と
同じように、ＰＣ１を愛している。
（３）＜ＮＰＣ２：先輩＞は異端『グリード』の居所
を知っている。異端『グリード』は、既に自分が
殺し損ねたＰＣ１の居所を知り、得意の時限爆弾
攻撃（狙った体を中から爆破させる）で仕掛けて
くる。＜ＮＰＣ２：先輩＞は誰にも迷惑をかけた
くないという強い心から、１人でトラップ上手な
異端『グリード』と戦うだろう。もし自分が負け
たらＰＣ１を襲う時限爆弾を仕掛けられてしまう
かもしれないからだ。
（４）このセッション内で、
「異端『グリード』に会
うための場所・方法』を知っているのは＜ＮＰＣ
２：先輩＞だけである。

条件：なし
演出：「先輩が言っていた異端『グリード』とは何
者か調べる」演出に成功すること。
成功した場合、異端『グリード』の詳細を知るこ
とができる。
情報：
（１）ＰＣ１は幼い頃に火事にった。火事は異端『グ
リード』が引き起こしたものだった。一軒家は全焼
し九死に一生を得て、今の住居に移り住んだ。
（２）ＰＣ１の祖父は魔術師であり、貴重な禁書やア
ーティファクトを多く所有していた。異端『グリー
ド』はその宝を狙っていた。宝の中には有意義に自
分の殺戮快楽を満たす手助けをしてくれる魔道具
があったからだ。
（３）しかし祖父の懸命の戦闘により、宝は一つも奪
われることはなかった。異端『グリード』はそのこ
とを特に恨んでおり、「いつか仕返しに来てやる」
と捨て台詞を吐き、以後あちこちで強奪事件を起
こし、逃げ続けている。
（４）異端『グリード』は事前にトラップを仕掛けて
殺す戦法を取るため、まず姿を表に見せない。見つ
けるのは至難の業である。現状では見つける方法
は、無い。

ＡＦ判定：調査「時計」

ＡＦ判定：交流「龍の聖剣」

ＡＦ判定：？？？？？

条件：『イベントキー：時計』を所持しているこ
と。
演出：「時計について詳細を調べる」演出に成功
すること。
成功した場合、時計についての詳細を知るこ
とができる。
情報：
（１）アーティファクト『カイロスの時計』には、
死亡状態から戦闘不能になるという巻き戻しの
効果以外にもう一つ効果がある。
『カイロスの時
計』を埋め込まれているＰＣは、もし死んだとし
ても自動的に１２時間前に時間を戻ることがで
きる。ループの代償（【基本能力値】減少）もな
く、記憶の齟齬も起きない状態で時間逆行が可
能。
（２）『カイロスの時計』には使用回数制限があり、
何度死ねるといっても［１Ｄ６＋２］回以上の時
間逆行は魂がおいつかなくなる。無理をしてル
ープをすると、おそらく魂が盛大なバグが発生
するので過剰な使用には注意。
（３）ＰＣ１が［１Ｄ６＋２］回以上の時間逆行を
するたび、【任意の能力基本値】１つを－１０。

条件：なし
演出：「龍の聖剣と偶然出会って話をする」演出に
成功すること。
成功した場合、龍の聖剣から不可解な話を聞く
ことができる。
情報：
（１）龍の聖剣は「私は貴方達を助けていない、時
間跳躍を持ちかけていない」と発言する。どうや
らセカイは、ＰＣ１を救おうとして時間跳躍した
のではないらしい。
『龍の聖剣やルージィルの力で
はない力で時間跳躍が行なわれた』ということが
判明する。
（２）龍の聖剣「セカイの助力を借りずに時間跳躍
ができるなんて、まずありえない。時間跳躍がで
きる力を持った強力な魔道具（アーティファクト）
でもないと無理よ。そんな貴重なもの、魔術師の
家系でもないと持っていないわ。
（３）龍の聖剣「もし今後ＰＣ１達が死ぬようなこ
とがあったら、なるべく私も手を貸せるように駆
けつけるわ。無断で時間跳躍したことによるペナ
ルティを無効化させてみせる。でもセカイの許可
が無い状態での力の行使だから、ＰＣの半数（人
数÷２、切り上げ）が【幸運】判定（難易度：１
２）に成功しないと駆けつけるのは無理だけど」

条件：ＰＣがとある行動・発言・提案をすると出現
する。とある行動・発言・提案をしなかった場合、
開示されない。
演出：「？？？？？をする」演出に成功すること。
成功した場合、「？？？？？」を可能とする。
情報：
このＡＦ判定は、ＰＣが「シーンの始めにＰＣ１
が死亡し、１２時間前に時間跳躍することで＜Ｎ
ＰＣ２：先輩＞が生きていた時間に戻る」ことを発
言したら、以下のＡＦ判定に変化する。
発言次第、ＧＭはこの情報を提示すること。

イベントキー：突然の死

イベントキー：翠玉碑の欠片

イベントキー：時計

効果：異端『グリード』の即死攻撃の餌食になる
ことを表わすイベントキー。
『イベントキー：必然の死』を持っているキャ
ラクターを死亡させる。

効果：＜ＮＰＣ２：先輩＞から託されたアーティ
ファクトを表わすイベントキー。
このイベントキーを持つキャラクターは、別の
世界・別のループに移行しても記憶継続して時間
跳躍をすることができる（記憶リセットがされな
い）。

効果：時計の情報を得ていることを表わすイベン
トキー。

ＡＦ判定：希望の死
使用能力値：【意志】or【幸運】
難易度：［１］
ラウンド制限：なし
条件：なし
演出：「自殺する」演出に成功すること。
成功した場合、１２時間前に時間跳躍する。

