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●シナリオの概要シナリオの概要
このシナリオでは、巨大なスカイイーター（ソラバミ）

の出現と、決戦の結末までを描きます。

襲撃を受けるフォートレスやほかのリヴァルチャーの

救援を行う緊迫感のあるデイズ、そしてジアド戦争時

代から伝わる神話級の怪物との戦いをお楽しみいただけ

ます。

また、このシナリオは３話連続で遊べる「キャンペーン：

ヨルトリ」の最終話として想定されています。

２話目「skyblue underground」から時間的に接続し

た展開となっているため、それ以外のシナリオを間に挟

んだ場合、ＧＭはシナリオ内容をふたりの状況にあわ

せて自由に調整する必要があります。

所要時間：１～２時間（音声・オンライン）

シナリオのプレイヤーへの公開：最初の４ページのみＯＫ

（配信・動画や文字などによるリプレイを公開する際は、シナリオ

のネタバレがあると明記したうえで自由に行ってください）

推奨の機体構成：特になし

●プレイヤー向けあらすじプレイヤー向けあらすじ
人類解放戦線・ヨルトリと共に、地下都市の調査へ向

かったあなたたち。

その地下都市は、ジアド戦争当時にスカイイーター

を製造するための軍需施設でした。

巨大な格納庫を守護するスカイイーターを撃破した

あなたたちでしたが、格納庫へ突入する前に超巨大ソ

ラバミが地上へと飛び出していってしまいます。

帰還した地上は、地下都市から出現した巨大なスカ

イイーターに蹂躙されていました。

調査団の目の前で爆発するフォートレス、撃墜され

ていくリヴァルチャー……あなたたちは救援のために駆

けまわり、スカイイーターを撃墜するための部隊を編成

して決戦へと挑みます。

★地上の様子

ヨルトリの駐屯地をはじめ、一帯のフォートレスは巨

大なスカイイーターになすすべなく蹂躙されています。

これまでのシナリオで登場させてきた、調査団に同行

させていない人物がいるなら、彼らの抵抗を描いたり、

やられる様を描いたりしてもいいでしょう。

そういった場面を望まない場合、デイズで彼らを救

出するような展開を演出することもできます。
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●シナリオの構造シナリオの構造
・デイズ

巨大なスカイイーターにより襲撃を受けるフォートレ

スや拠点を巡り、救援を行う場面を描きます。

一秒を争う緊急事態としてリヴァルチャーで翔け巡っ

たり、スカイイーターを迎撃しながら救助活動を行った

りすると、状況にふさわしい展開が描けるでしょう。

・ブリーフィング

残された戦力で、スカイイーターとの決戦に挑むた

めの作戦会議を行います。

・ミッション

特殊な状況下で、戦いが行われます。

★特殊な戦闘状況

このシナリオのミッションで行われる戦闘では、デイ

ズで行った救援活動次第で、戦闘状況が変動します。

★ブリーフィングでの装備やアビリティの変更

このシナリオでは、一帯の戦力のすべてがブリーフィ

ング時に集結しています。

決戦に赴くあなたたちには、どのような武器や装甲で

も用意されることでしょう（一度に持っていける数などは

変わりません）。

・ファイナルミッション

特殊な状況下で、戦いの終わりを描きます。

・ミッションオーバー

キャンペーンの締めくくりとなる場面を描きます。

群体型のソラバミが出現した場所で見つかった巨大な地下都市。群体型のソラバミが出現した場所で見つかった巨大な地下都市。

その正体は、ジアド戦争時代にスカイイーターを製造していた軍その正体は、ジアド戦争時代にスカイイーターを製造していた軍

需施設だった。需施設だった。

現存していたスカイイーターを退けたあなたたちだったが、巨大現存していたスカイイーターを退けたあなたたちだったが、巨大

な個体が解き放たれ、地上へと飛び出していってしまった。な個体が解き放たれ、地上へと飛び出していってしまった。

　　

あなたたちが戻った灰色の荒野は、解き放たれた超巨大ソラバあなたたちが戻った灰色の荒野は、解き放たれた超巨大ソラバ

ミによって蹂躙されていた。ミによって蹂躙されていた。

窮地にある仲間を救い、人類の未来を繋ぐため、あなたたちは窮地にある仲間を救い、人類の未来を繋ぐため、あなたたちは

決死の反攻作戦へと挑む――決死の反攻作戦へと挑む――

『光砕のリヴァルチャー』『光砕のリヴァルチャー』

「skyfall protocol」「skyfall protocol」
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●デイズデイズ
超巨大な龍の出現により、地下都市は崩落した。

破片から身を守ったあなたたちだったが、がれきの下

から脱出し、再集結するまでに時間を取られてしまう。

やがて部隊として準備を整えると、あなたたちは地上

へと帰還した。

 

　地上では、突入前とは別の光景が広がっていた。

遠くからでもわかるほど、フォートレスの駐屯地だっ

た場所から火の手があちこちにあがり、そして、胴体が

雲の上に隠れるほどに巨大な、九つの首を持つ龍のよう

なスカイイーター……超巨大ソラバミが、が地上へ攻

撃を仕掛けていたのだ。

同時に、地下都市では受信できていなかった、無数

の救難信号が、まるで悲鳴のように押し寄せてきた。

あなたたちは全力で翔けていく。

無数の首によってフォートレスが食い破られる。

護衛のリヴァルチャーが次々撃墜されていく。

救援は時間との戦いになるだろう。

しかし――たどり着いたところで、一体何ができると

いうのだろうか？

【概要】

超巨大ソラバミによって蹂躙される駐屯地を駆け巡り、

人々や仲間を救うことが目的となります。

絶望的な状況で、あなたたちペアはどのように行動し、

どのようにかかわるのかを好きなように演出してください。

２つの「救援表」を使うこともできます。

目安としては、２つから３つの場面を描いたら、ブリー

フィングへと進みましょう。

なお、救援表の内容は、採用してもしなくても、すべ

て実際に起こっていることとして扱ってください。

また、次ページにて説明されている「特殊なイベント

の進め方」はかならず事前に確認し、採用するかしない

かを話し合って決めてください。

【ロールプレイ指針】

デイズで起こる出来事の大半を「解決すべき状況」と

して想定しましょう。

その状況についてふたりがどう考え、どのようにリヴァ

ルチャーで行動したのか。

そして、その際にどのようなやりとりがあったか、とい

う部分に注力して場面を描くとよいでしょう。



webシナリオ光砕のリヴァルチャー

53 54

★特殊なイベントの進め方

このシナリオの「戦闘イベント」では、危機的な状況

の演出としてアタックを行うことができます。

指定された値以上のダメージを与えることができれば

イベント成功、できなければ失敗、という扱いです。

イベントに成功すると、「１」の値のジアドエネルギー

を獲得できます（最大２個）。

ただし、【アタック判定】を行う以上、ふたりの望む結

果になるかはわかりません。

イベントを始める前にふたりでこの点を確認し、アタッ

クを行うことでふたりが望む物語が描けないと判断した

なら、判定を行わずに場面を演出しましょう。

その場合、イベント成功によるジアドエネルギーの

獲得は発生しませんので注意してください。

★戦闘イベントの実施方法

戦闘イベントは、リヴァルチャーのターン１回分と同

じように扱われます。

はじめに、ジアドエネルギーのチャージを行います。

その後、エネルギーが続く限り、所持しているウェポ

ンでアタックを行うことができます。

マップは使用しないため射程は考慮しなくてよく、あ

なたのターンに使用できるアビリティやアチーブメント

も使用可能です（回数制限はミッションに引き継がれます）。

また、移動距離を参照するウェポンは、先にムーヴ

のエネルギーを消費し、その最大の値を適用します（た

とえばブーストムーヴで６セル移動できるなら「６」です）。

イベントで指定された値以上のダメージをソラバミに

与えれば、戦闘イベントに成功した扱いとなります。

指定された値に満たなかった場合は、

①自身のシールドを１枚破壊する（ジアドエネルギーを

獲得します）

②《感情回路》を１つ使用済みにする

上記のいずれかを選択することで、イベントに成功し

た扱いにできます。

この結果は、 ミッションスタート時にも引き継がれます

（たとえば、シールドが２枚破壊された場合、シールド

枚数の初期値を２個減らして戦闘を開始します）。

また、ジアドエネルギーは、残っていても各イベント

の終了時に「０」個に戻ります。
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救援表：遭遇イベント

１
壊された 
フォート

レス
→

超巨大ソラバミによって破壊されたフォー
トレス。
その残骸から、救助の声があがっている ！

２ 砂嵐 →

フォートレスから避難した人々が乗る車の
列を発見する。
その後ろからは、突発的なジアド砂嵐が
迫っていた…… ！

３ 拠点 →
あなたたちの拠点は難を逃れていた。
仲間に勝利を約束し、あなたたちは再び
激戦の空へと駆けてゆく。

救援表：戦闘イベント

１ 仲間の 
救助 →

ジアド粒子の雲が割れ、巨大なソラバミの
首が、展開していたヨルトリのリヴァル
チャーをひと呑みにした。
ソラバミに攻撃を加えれば、まだ助けられ
るかもしれない…… ！
目標ダメージ：１０点

２ 強襲 →

ボロボロのリヴァルチャーが、避難民が
乗った大型トラック守るため群体型ソラバ
ミの残党と戦っているのを発見した ！
目標ダメージ：１体目４点、２体目６点

（最低２回、アタックを行う必要がある、と
いうことです）

３ 迎撃 →

巨大なソラバミの首が、大型フォートレス
へと喰らいついた。
しかし、今なら守り切れるかもしれない。
ほかのリヴァルチャーと協力して、ソラバミ
の首を追い払え ！
目標ダメージ：１２点

●ブリーフィングブリーフィング
薄闇の中、ヨルトリの残存勢力、そしてあなたたちが

守ったフォートレスや拠点のリヴァルチャーが集結した。

いつまた、ソラバミが姿を現すかはわからない。

そして、姿を見せたなら、そのときはここにいる全て

の者たちの最期となるのかもしれない……

それでも皆が、闘志をみなぎらせてその場にいた。

ヨルトリの首長、キマイラが愛機ナイトホークの手の

ひらに立ち、反撃のための作戦を告げる。

その内容は、次にソラバミが現れた瞬間、全員でそ

のソラバミの九つの首に攻撃を仕掛け、一騎でも本体

を破壊することを狙うという、捨て鉢に近いものだ。

だが、あなたたちの大切なものを守るためには、それ

しか手段は残されていないようだった。

【概要】

キマイラから、超巨大ソラバミは喰らったものを取り

込み巨大化していること、放置すればそれだけ手の付け

られない存在になるであろうことが告げられます。

また、ソラバミの情報として、「★特殊な戦闘状況」

で指定された内容が共有されます。
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【ロールプレイ指針】

シュヴァリエから全員に発破をかけても、演説に合わ

せロールプレイする形を取ってもよいでしょう。

機体の整備を担当するメンバーなどとのやりとりも、

この場で行えば、いつもより盛り上がるかもしれません。

戦闘の準備を整え、シュヴァリエとフィアンセで覚悟

を決めたら、ミッションへと進んでください。

【描写例】

★キマイラによる演説

「これより、超巨大ソラバミへの反撃作戦を説明する。

作戦内容は単純だ。

空の上から再びソラバミがその無数の首を覗かせた

瞬間、すべての首へ同時に攻撃を仕掛ける。

そして、誰かひとりでもいい。

首を撃破し、そのままジアド粒子の雲を抜け、ソラ

バミの本体へたどり着いてコア部分を破壊するのだ ! 」

「無茶な作戦だと思うだろう。

――私も同感だ。

だが、これ以外に道は残されていない。

あなたたちも見た通り、あのソラバミはフォートレス

を食らうことで、さらに巨大化を続けている。

今は逃げることができても、あのソラバミがほかの拠

点を襲い続ければ、手に負えない速度で成長し、やが

ては人類すべてを破壊するのは想像に難くない。

今、やらなければいけないのだ ！ 」

「あなたたちの中には、帰るべき場所を失った者もいる。

目の前で大切なものが零れ落ちていった者もいるだろう。

もはや戦う理由がないと考えているのかもしれない。

だけど騎士たちよ、どうか思い出してほしい。

リヴァルチャーに乗る我らが騎士と呼ばれるのは、な

ぜだ ？

その騎士との不可分の運命を背負うものをフィアンセ

と呼ぶのは、なぜだ ？

……それは、いかなるときにあっても、人類を守る最

前線に立ち続ける役割を持つからだ。

人類という、この世界の主のために。

この世界はそうやって永らえてきて、そして、これか

らも続いていかなければならない。

――征こう、騎士たちよ。

この世界の主が誰であるかを、あの巨大な化け物に

思い知らせてやろう ！ 」
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★特殊な戦闘状況

①全フライトレベルからアタックを行える

このミッション中にリヴァルチャー行う【アタック判定】

は、ソラバミの配置されていないセルに対しても行えます。

その【アタック判定】によって与えるダメージは、半分

（端数切り捨て）になります。

これは、雲から地上まで首が届く超巨大ソラバミを再

現するにあたり、首自体にもアタックを行えるようするた

めのルールです。

ソラバミの配置されているフライトレベルが、一番の

有効打を与えることができる頭部がある位置となります。

②友軍による援護

デイズで戦闘イベントをひとつ成功させている場合、

リヴァルチャーは「１」の値のジアドエネルギーを１個

獲得しています。

デイズに設定された戦闘イベントをすべて２個以上

成功させている場合、リヴァルチャーは「１」の値のジ

アドエネルギーを合計２個獲得しています。

これは、戦闘イベントで助けた友軍による援護射撃や

応援を受け、ふたりが一時的に機体のスペック以上の

パフォーマンスを引き出せている表現として扱います。

●ミッションミッション
灰色の雲の向こうから薄い朝の光が射す頃、おぞまし

き咆哮が、間近に落ちた雷のように木霊した。

ジアド粒子の雲が引き裂かれ、巨大な塔と見間違う

ほどの龍の首が一本、また一本と降りてくる。

より生物らしさを増したその姿は、短時間での劇的な

進化と変化の象徴――まぎれもなく「ソラバミ」であった。

　

食い残したシュヴァリエとフィアンセたちを、今度こ

そすべて殲滅するつもりなのだろう。

だが、そう簡単にはいかない。

人類の守護者であるリヴァルチャーたちが控えている

のだから。　

【概要】

このシナリオでは、ミッションオーバーの前に「ファ

イナルミッション」があります。

ファイナルミッションではデータのやり取りは行われ

ないため、２回戦闘する心づもりでいる必要はありません。

【ロールプレイ指針】

ソラバミの威容を描いたのち、ふたりの望むように出

撃の場面を演出しましょう。
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●ファイナルミッションファイナルミッション
あなたたちは機動を停止したソラバミの首を駆けのぼ

るように、フライトレベル１２の先――大気圏近くに展

開するソラバミの本体へとたどり着く。

強烈な負荷が機体にかかるが、まだシールドの許容

範囲だ。

ほかの首は地上でリヴァルチャーたちと戦闘中であり、

今なら作戦通りに勝負を決められる ！

――はずだった。

フィアンセから悲鳴のような緊急回避の指示が飛ぶ。

あなたたちの真横、なにもないはずの胴体の一部から

突如として新しい首が生まれ、大きな口からビームが放

たれていた。

しかし、そのビームはあなたたちを捉えなかった。

直前に、黒い機体があなたたちへと体当たりしたのだ。

身代わりとなり、ほとんどのシールドと片腕を失った

黒い機体――ナイトホークから通信が飛び込んでくる。

「征け ! 　我らの空を、あなたが取り戻すんだ ！！ 」

キマイラはそう叫ぶと、あなたたちの時間を稼ぐため、

不意打ちを仕掛けてきた首へとブースターを全開にして

飛び込んでいく。

ソラバミの胴体へと目を移せば、ゆっくりとまた、新

たな首が作られようとしていた。

けれども、あなたたちの機体のほうが、ソラバミの目

論見がかなうよりも早く動ける。

戦いに終止符を打つ時だ。

【概要】

ソラバミのすべての首が生えている中心点――そこに

は、不自然にシールドが展開された、ソラバミのコアと

も呼べるパーツがあります。

コアを破壊すれば、戦いは終わります。

【ロールプレイ指針】

ふたりが望むような演出で、最後の一撃に至るまでを

演出しましょう。

キマイラが生還するか否かは、ふたりが好きに選ぶこ

とができます。

また、キマイラに救われることをよしとしない場合、

先行していたキマイラの窮地を救い、そのうえで突撃す

るような展開としてもいいですよ ！
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●ミッションオーバーミッションオーバー
九頭竜は地に落ち、そして、戦いは終わった。

ジアド粒子の雲を抜け、再び目にした地上は、見渡

す限りそのソラバミの躰で埋め尽くされていた。

復興には、途方もない時間がかかるだろう。

それでも、あなたたちはこのひととき、人類を守ると

いう偉業を成し遂げたのだ。

【概要】

超巨大ソラバミが討伐されたという情報が伝わり次第、

様々な企業や、周辺の拠点から支援が届けられます。

大企業が躍起になっても、超巨大ソラバミの研究や

資材の回収には、膨大な時間がかかるでしょう。

それによって得られる資金によって、災害を免れた拠

点や人々は長期的には潤うかもしれません。

また、人類解放戦線ヨルトリは、大半のメンバーを

失いつつも精力的に復興に協力します。

【ロールプレイ指針】

調査団やヨルトリ、あるいはそれに参加した地域のリヴァ

ルチャーたちと交流したり、久しぶりに自分たちのフォー

トレスで、ふたりでのんびり過ごしたり、好きなように、

好きなだけ、物語の結末を描きましょう。

【描写例】

★キマイラが生存している場合

「あなたたちのおかげで、人類はまた時間を稼げたようだ。

人類を代表して……というのはおこがましいな。

ヨルトリを代表して感謝するよ。

私の見立て通り、あなたは本当に強い騎士だった。

その力で、灰色の荒野を守護する騎士として、ヨルト

リに参加しないか ? 」

「ヨルトリは再生するさ。 半年後か１年後か、これまで

と違った姿で、これまで以上に強く羽ばたいていける。

鵺
ぬ え

とは、そういうものだからな」

●ミッションクリア報酬ミッションクリア報酬
ミッションクリア報酬（P.152）を獲得しましょう。

●《アチーブメント》《アチーブメント》
 　  【skyfall protocol】と【ヨルトリ】、２つの《アチーブ

メント》を獲得できます。

P.154-155のリストから効果を選び、シートに記入し

てください。
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ＡＡ 条件
ソラバミのシールドが破壊された時、
ソラバミとリヴァルチャーが０～２セル
離れている場合 （Ｃより優先して実行）

内容
　リヴァルチャーを４セル上昇させます。
　このターン中、次に行うリヴァルチャーのムーヴ
の消費は１増加します（この効果はムーヴを行うま
で累積します）。

描写 　ソラバミの咆哮と共に、強力な衝撃波がリヴァル
チャーを空へと打ち上げた。

ＢＢ 条件
ソラバミのシールドが破壊された時、
ソラバミとリヴァルチャーが３セル以上
離れている場合（Ｄより優先して実行）

内容
　ソラバミをリヴァルチャーと同じフライトレベル
に配置します。
　その後、リヴァルチャーのシールド耐久力を４点
減少します。

描写 　ソラバミは巨体に似合わぬ俊敏さで距離を詰め
ると、その躰をリヴァルチャーへと叩きつけた！

ＣＣ 条件 ソラバミとリヴァルチャーが０～２セル
離れている場合

内容 　リヴァルチャーのシールド耐久力を２点減少します。
　その後、 リヴァルチャーを３セル上昇させます。

描写 ソラバミがその巨体で、リヴァルチャーを押し飛ばす ！

リアクションドクトリンリアクションドクトリン

開始位置
フライト
レベル 10

●推奨する構成推奨する構成
ふたりの望む、一番の戦い方で挑みましょう。

●導入描写導入描写
ジアド粒子の雲を突き破り、九本のソラバミの首が

その威容を見せつけるように姿を現した。

ひとつの首だけでも数キロ以上に及ぶ、超巨大ソラ

バミへと一騎、また一騎と、リヴァルチャーが攻撃を仕

掛けていく。

灰色の荒野を守るための、そして人類の命運を繋ぐ

戦いが始まる。

【概要】【概要】
空から首だけが覗く超巨大ソラバミです。空から首だけが覗く超巨大ソラバミです。

首は九本あり、そのうち１本を撃破することがふたりのミッショ首は九本あり、そのうち１本を撃破することがふたりのミッショ

ンとなります。ンとなります。

戦況が大きく変わる局面があるため、フィアンセは、プレイ戦況が大きく変わる局面があるため、フィアンセは、プレイ

ヤーがジェノサイドドクトリンの内容をしっかり理解できるよう、ヤーがジェノサイドドクトリンの内容をしっかり理解できるよう、

公開時には丁寧に説明をしてあげてください。公開時には丁寧に説明をしてあげてください。

ソラバミ　九頭龍型ソラバミ　九頭龍型

シールドシールド

枚枚

シールド耐久力シールド耐久力

点点10 10

DD 条件 ソラバミとリヴァルチャーが３セル以上
離れている場合

内容

　リヴァルチャーを３セル下降させます。
　この効果でリヴァルチャーがフライトレベル１
に移動した場合、このターン中、 次に行うリヴァル
チャーのムーヴの消費は１増加します （この効果
はムーヴを行うまで累積します） 。

描写 　ソラバミはその頭でリヴァルチャーを叩き落す！
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ジェノサイドドクトリンジェノサイドドクトリン

ＣＣ 条件 リヴァルチャーがソラバミより２～１１
セル上のフライトレベルにいる場合

内容

【WARNING!!】
　リヴァルチャーに「目標値：３」の【アタック判定：１７
ダイス】を行います。
　その後、この【アタック判定】でリヴァルチャーのシー
ルドが破壊されているなら１０セル、破壊されていな
いなら５セル、リヴァルチャーを上昇させます。
　リヴァルチャーが指定された距離を移動できない場
合、移動できないセルの数だけリヴァルチャーのシール
ド耐久力を減少させます。

描写 　強力な衝撃波が、リヴァルチャーを吹き飛ばす！

DD 条件 リヴァルチャーがソラバミより１セル上の
フライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーに「目標値：３」の【アタック判定：
１０ダイス】を行います。

描写 ソラバミは首をよじらせ、体当たりを仕掛ける！

ＢＢ 条件 リヴァルチャーがソラバミと同じ
フライトレベルにいる場合

内容 　リヴァルチャーに「目標値：４」の【アタック判定：
５ダイス】を２回行います。

描写 　ソラバミは鋸のような歯で嚙みついてきた !

ＡＡ 条件 リヴァルチャーがソラバミより下の
フライトレベルにいる場合

内容

【WARNING!!】
　フライトレベル１～１１にいるリヴァルチャーに

「目標値：５」の【アタック判定：９ダイス】を行います。
　次に、フライトレベル１～８にいるリヴァルチャーに

「目標値：４」の【アタック判定：９ダイス】を行います。
　その後、フライトレベル１～４にいるリヴァルチャー
に「目標値：３」の【アタック判定：９ダイス】を行います。

描写 　空の上から、幾条もの熱線が地上へと放たれる ！

メインドクトリンメインドクトリン

ＡＡ
公開
条件 ソラバミのシールドが５枚破壊された時

条件 即座に実行される 
（リアクションドクトリンより先に実行）

内容
　これ以降、すべてのメインドクトリンの【ア
タック判定】のダイス数を４増加します。
　また、これ以降「特殊な戦闘状況①」は無効
化されます。

描写

　灰色の雲の向こうにある胴体から、ジアドエネル
ギーの青白い光がゆっくりと頭部まで満ちていく。
　その首は硬質化し、どんな強力な武器をも阻む
ほどの厚みを。
　そして、放射される熱と光が、ソラバミの攻撃を
段違いに強化していた。

BB
公開
条件 ソラバミのシールドが７枚破壊された時

条件 公開から２回目のソラバミのターンに、
メインドクトリンの代わりに実行される

内容 　リヴァルチャーのシールドをすべて破壊し
ます（パージを行うことは可能です）。

描写
　雲を穿つ巨大な首全体に、ジアドエネルギーの
青白い光が迸る。
　膨大なエネルギーの奔流に吞まれてしまえば、
塵一つ残らないだろう。




