
PC① リベリオンズ・ギルド構成員

リベリオンズ・ギルドと共に活動している錬金術師。

〈指定〉学派：フラスコ・エスコーラ

PC② リベリオンズ・ギルド構成員

リベリオンズ・ギルドと共に活動している錬金術師。

〈指定〉なし

PC③ リベリオンズ・ギルド構成員

リベリオンズ・ギルドと共に活動している錬金術師。

〈指定〉学派：リベリオンズ・ギルド

PCの公開情報

ドラマポイント

No.1 施設潜入

トリガー すべての PC が参加していること。

錬金術師といえど警戒厳重な施設に侵入するのは簡単な

ことではない。

No.2 収容施設

トリガー ―

捕縛されたギルドのメンバーはここにいるのだろうか？

No.3 術師の器具開発

トリガー ―

錬金術の根絶がギルドの理想だ。

H.E.A. の開発設備は調査しておく必要がある。

No.4 窓のない建物

トリガー すべての PC が参加していること

窓のない建物は数人の警備に入り口を守られ、夜闇にそ

びえている。



PCの非公開情報

PC①／情報深度：1

　君は元フラスコ・エスコーラの錬金術師だ。
　現在はとある目的の元にフラスコ・エスコーラを離反し、
リベリオンズ・ギルドの構成員となっている。
　その目的とは、かつて H.E.A. によって奪われた大切な
ものを奪い返すためだ。
　奪われたものの手がかりを追ったところ、君の大切なも
のを強奪していったのは H.E.A. の特殊部隊『特殊教練部
隊』であることがわかった。
　そして今回強襲を仕掛ける施設は『特殊教練部隊』の本
拠地である。

　君の目的は『大切な物を取り戻すこと』だ。

PC①／情報深度：2

　君が『特殊教練部隊』に奪われた大切な物とは、君が半
生をかけて開発した秘薬『銀の水』と、その研究データだ。
　フラスコ・エスコーラ内で少数精鋭によって密かに開発
されていたそれは、すべての“錬金術を望まない”錬金術
師のために作られた「エリクシル細胞の働きを止める」薬
品である。
　異能の力を望まない人々からその重荷を取り除くため
の薬は、重大な副作用が出るという欠点を克服していな
いままに、完成間近のところで研究室に踏み込んできた
H.E.A. によって。同僚の命共々奪われてしまった。
 『銀の水』の副作用とはエリクシル細胞の活動を強制的に
止めることによる、皮膚の炭化、急激な老化、強烈な神経
痛などだ。
　君は未完成の『銀の水』を悪用されることを危惧し、そ
れを取り戻すため、H.E.A. と敵対するリベリオンズ・ギル
ドに身を寄せることにした。そしてようやく、チャンスが
訪れた。
　君の目的は『H.E.A. によって奪われた「銀の水」とその
研究データを取り戻すこと』だ。

　君はジョーカー『銀の水』の情報を所持している。これ
は任意のタイミングで他の PC に開示してよい。

PC①／情報深度：3

　とはいえ、君には是が非でも『銀の水』を取り戻したい
理由がある。
　それは『銀の水』を利用し、すべての錬金術師を支配す
るという野望のためだ　
　そもそもフラスコ・エスコーラ内で密かに研究していた
のも、完成した後に成果を独り占めし、同僚の口封じを行
うためだ。
 『特殊教練部隊』に『銀の水』を奪われた後、データなし
での研究再開が絶望的だと悟った君は、フラスコ・エスコー
ラの同僚の命を奪い、リベリオンズ・ギルドへと身を寄せた。
　すでにリベリオンズ・ギルドの過激派とは『銀の水』と
引き換えに幹部の席を用意する約束を取り付けている。
　データさえあれば『銀の水』の量産も可能だろう。副作
用を取り除くも強くするのも君であれば思いのままだ。
　君の理想の世界は「あらゆる錬金術師が君を畏怖し、か
しずく世界」だ。
　
目標
・ジョーカー『銀の水』と『研究データ』を所持し、自身

が生存している状態でエンディングを迎える。



PC②／情報深度：1

　君は元々所属学派とは緩やかな繋がりを持つだけの錬金
術師だったが、現在はリベリオンズ・ギルドに加入している。
　君は、皮膚の一部が炭化しており、常に強烈な神経痛を
感じている。またその痛みは錬金術を行使するとより一層
強くなる。夜も眠ることができず、生活は荒んだものとなっ
ている。
　君がこのような身体になったのは H.E.A. が原因である。
　君は H.E.A. に復讐を誓い、所属組織を抜け H.E.A. を敵
視するリベリオンズ・ギルドに身を寄せた。

　君の目的は『H.E.A. に復讐すること』だ。

PC②／情報深度：2

　街で一般人と同じようにあり触れた幸福な生活を送って
いた君は、ある日偶然通りがかった路地裏で、ガスマスク
をつけた H.E.A. の部隊が錬金術師と思われる男を取り囲
んでいるところに遭遇した。
　彼らは自身が H.E.A. の人間であることと、男を犯罪者
であると見なし拘束することを告げると、抵抗しようとし
た男に向かって銀色の霧のような物を噴射した。
　その霧が錬金術師を包むと、すぐさまその錬金術師は意
識を失ってしまった。
　まずいところを見てしまったと思った時、部隊の隊長と
思しき女が君の存在に気づいた。そして有無をいわせず君
に銀色の霧を噴射した。
　君は危険を察知し、すかさず飛び退いたが、その時少し
だけ霧を吸い込んでしまう。　

「野良の錬金術師ね。捕らえなさい」と女が言った。
　その後、襲いくる H.E.A. の部隊を躱しながら安全な場
所にたどり着くも、君の体調は次第に悪くなっていった。
　やがて皮膚は黒くひび割れていき、常に激痛が身体中に
走るようになった。
　自身が何に巻き込まれたのかはわからない。しかし、こ
れは君が受けるべき責苦ではないことだけは確かだ。
　君は H.E.A. への復讐を誓い、リベリオンズ・ギルドに
加入した。そしてついに H.E.A. の要所に攻め込むチャン
スを得た。

　君の目的は『H.E.A. に復讐すること』だ。

PCの非公開情報



PCの非公開情報

PC③／情報深度：1

　君はリベリオンズ・ギルドの錬金術師だ。リベリオンズ・
ギルドの理念に賛同し、多くの錬金術を修めている。
　加入した時期こそ最近ではあるものの、ギルド内での信
頼は厚く、今回の作戦の活躍次第では重要な役職につくこ
ともあるだろうと期待されている。
　しかし君が今回の作戦に参加したのには理由があ
る。それはこのところリベリオンズ・ギルドの錬金術師が
H.E.A. に捕縛され、連れ去られているためだ。
　あるギルドメンバーの身を挺した調査の結果、彼らは皆
山中の施設『特殊教練部隊秘匿開発場』に収容されている
ことがわかっている。
　同胞を見捨てることはできない。

　君の目的は『この作戦を成功させること』だ。

PC③／情報深度：2

　君は実は H.E.A. に所属している錬金術師である。
　H.E.A. が各学派に送り込んでいる内偵者の 1 人であり、
より凶悪なテロ活動を行う可能性のあるリベリオンズ・ギ
ルドの内部情報を探るという危険な役割を担っている。
　リベリオンズ・ギルドが一般人を巻き込むような凶行に
走る際にはそれを食い止め、平和を守るのが自分の使命で
あると信じている。
　今回の作戦はまさしくテロ行為に他ならず、その動向を
探るために作戦に志願している。

　君の目的は『作戦の動向を監視すること』だ。

PC③／情報深度：3

　しかし君は同時にH.E.A.に対しても不信感を抱いている。
　それは「H.E.A. に所属する組織が秘密裏に罪のない錬
金術師を誘拐し、実験を行っている」という噂を耳にした
からである。
　組織のトップは岩井伊四郎。H.E.A. 粛清派の最右翼とし
て知られる男だった。
　君の直属の上官はその組織について触れることを許さず

「それは H.E.A. の中でもタブー扱いされている。知るべき
ではない」と告げるばかりだった。
　H.E.A. が一枚岩ではないことはわかっているが、正義の
ために人道に外れることだけはないと信じていた君にとっ
て、この情報はショックなものであった。
　君が作戦に志願したのは、H.E.A. 内のタブー『特殊教
練部隊秘匿開発場』の実態をその目で確認すし、今一度自
分に貫くべき正義を問いただすためでもある。

　君の目的は『自身の正義を貫くこと』だ。



情報カード

No.1 施設潜入／特殊教練
　この情報はいずれかの PC が獲得した場合、即座にすべての PC に公開される。

　施設の警備を行っているのは皆同じ隊服を着た人間たちだ。
　H.E.A. の標準的な物と異なり、より青色を強調した軍服のような威圧的な作りをしている。
　胸元の部隊章に目を凝らせば、漢字で特殊教練と記されているのがわかる。
　一様に氷のように冷たい瞳で、軍隊に配備されているものと変わらない銃器を下げているところを見ると、H.E.A. の中
でも特別な位置づけをされている部隊なのかもしれない。

　施設敷地内への潜入に成功した PC たちは、なるべく短時間で多くの施設を確認するために、手分けして各建物への調
査に向かう。
　斉藤は PC たちが内部を調査をしている間に、監視の目を盗みながら各建物の外壁に設備破壊用の爆弾を仕掛けること
を伝えると「何かあったらこれでお互いに状況を伝えることにしよう。くれぐれも、目立たないように」と小型の無線機
を錬成すると PC たちに手渡し、足早に駆けて行った。

【以下ディレクターPC（＋演出手助けPC）のみ閲覧可能】
なし

No.2 収容施設／もぬけのから
　収容施設内部には警備もなく、調査は滞りなく行うことができた。
　予想に反し捕縛されたギルドのメンバーはおらず、収容施設はもぬけのからだった。
　とはいえ施設がつい先日まで使用されていた形跡はあり、多くの人間が入れ替わりで収容されていたようだ。
　現在収容されていた人間は敷地中央の窓のない建物『研究棟』に移送されているようだ。

【以下ディレクターPC（＋演出手助けPC）のみ閲覧可能】
　収容記録によれば、ここ最近で収容された人間の数は、行方知れずとなっているギルドメンバーをはるかに超える 105
名である。H.E.A. が大規模な逮捕劇を行ったいう噂も聞かず、収容者の出どころについては思い当たる節がない。
　また特筆すべきものとして、この収容施設は人間が生活する上で最低限の設備しかない。
　まるで独房のようだ。

No.3 術師の器具開発／非人道的術師の器具
　扉の向こうは術師の器具開発のための資料が納められた資料室だった。
　資料によると、この設備で開発している術師の器具はすべてが特殊教練部隊に配備されることを想定しており、手段を
選ばず犯罪者を粛清することを理念としているようだ。
　対象に激痛を与えて無力化する神経毒や、周囲一帯に無差別に被害を与える閃光炸裂手榴弾など、H.E.A. の基本装備と
はかけ離れたものが多数ある。
　またこれらの術師の器具は実験を経てすでに特殊教練部隊に配備されているようだ。

【以下ディレクターPC（＋演出手助けPC）のみ閲覧可能】
　資料室の中に異彩を放つ資料がある。
　その資料は『銀の水』という薬品の開発データを印刷したもののようだ。
　ジョーカー『銀の水』の研究データを獲得する。



No.4 窓のない建物／大岩の上で
　この情報はいずれかの PC が獲得した場合、即座にすべての PC に公開される。

　助け出した生存者たちは皆一様に皮膚の一部が酷く炭化しており、常に全身に激痛が走っていることと錬金術師であり
ながら錬金術を行使できないこと訴えた。

　彼らに何が起きていたのかを聞くと彼らは以下のような証言をする。
・突然 H.E.A. に捉えられ、ここに連れてこられた。
・H.E.A. は奇妙な銀色の薬品の研究をしており、自分たちはその被験者としてモルモットのような扱いを受けていた。
・非人道的な扱いで食事も与えられず、連れてこられた錬金術師の多くが死んだ
・現在『銀の水』を所持しているのは特殊教練部隊の隊長の女か研究棟のトップである白衣の男、岩井伊四郎だけだろう。
・他の生存者についてはわからない。

【以下ディレクターPC（＋演出手助けPC）のみ閲覧可能】
　よく見れば、斉藤が自身の腹を庇うようにしている。
　表情こそ平静を装っているものの額には汗が浮き、唇は青くなり始めている。
　逃走の際に深傷を負ったようだ。もしかすると彼はもう戦えないかもしれない。

ジョーカー：銀の水の研究データ
　錬金術師のエリクシル細胞の働きを阻害し、錬金術の行使を不可能とする秘薬『銀の水』。
　ただし、服用に際しては重大な副作用があることが判明している。
　精製方法や今までの実験での成果がまとめられており、この研究データを元にすれば薬品の製造や改良、時間はかかる
だろうが副作用を取り除くことも可能だろう。
　また、『銀の水』の研究メンバーと思われる署名があり、その中に PC ①の名がある。



Lv.

2 鷹東マキ 身体 意思 神秘

30 30 20

アクション 効果

断固たる攻撃
任意のPC①人のランダムな属性に｢6D>5D｣DMを与える。同じサイクルにもう一度この攻撃を
行える場合、代わりに任意の属性に「８D＞７D」のDMを与える。

◎【戦闘駆動】 ◎【先手】
このボスがPCの属性をブレイクした場合、そのPCのブレイクされてい
ない属性に追加で5点のDMを与える。

このエネミーの行動はPCの行動より前に行う。

『特殊教練部隊』隊長。錬金術師の断罪に心血を注ぐ。

Lv.

4 岩井　伊四郎 身体 意思 神秘

40 60 50
No コスト 錬金術 効果

①
4 殺傷用炸裂水銀弾 ランダムなキャラ2人の｢身体｣に｢６D＞5D｣DMを与える。(アタック)

②

③ 5 試作流体防壁
攻撃を受ける度、この術のストックをすべて消費して必ず発動する。消費したストック分攻撃のピックダイスを減少させる。(サ
ポート／自身／ロール前)

④ 4 旧式炸裂手榴弾 すべてのPCの「身体」に「５D＞４D」DMを与える。（アタック）

⑤ 5 攻撃命令 このボスの行動の後、エネミーの行動をもう１度行う。

⑥ 8 『銀の水』ガス化
ランダムなキャラの術のストックすべてを２づつ減少させる。その後減少したストック数と同じ
DMをそのキャラのすべての属性に与える(アタック)

◎【粛清派】 ◎【銀の水】
このボスがPCの属性をブレイクした場合、そのPCのブレイクされて
いない属性に追加で5点のDMを与える。

このボスを撃破したPCはジョーカー『銀の水』を獲得する。

『特殊教練部隊秘匿開発場』の責任者にしてH.E.A.粛清派の最右翼。独善的な正義に取り憑かれている。


