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混沌核と投影体
　混沌が収束する際には、そこに大本となる中心、“混

カオスコア

沌核”が出現する。
　混沌核の外見は様々だが、多くの場合黒い闇の塊、といったほどの
姿を取る。これはいわば混沌の結晶であり、混沌を収束させて消える。
これを混沌事故と呼ぶ。
　だが、強力な混沌核は生物固体として収束することがある。これを
投影体、または混沌投影体と呼ぶ。投影体はいかなる作用か、異界の
存在をそっくりそのまま複写し、この世界に出現させるのである。
　矮小だが狡猾で残忍な妖魔ゴブリン、人喰い鬼オーガ、多頭蛇ヒュ
ドラ、毒持つ魔獣バジリスク、天を覆い隠すほどの巨鳥ロック、そして
火を吐くドラゴンなどといった伝説上の存在が、混沌核を得ることで投
影体として出現するのだ。
　投影体を得た混沌核はまずもって消えることがない。彼らはこの世
界の住人として活動する。もちろん、善き神々や英雄が投影体として
現われることもあるが、混沌の性質が引き合うのか、ほとんどの場合は
怪物が現われてしまうのだ。
　投影体によって引き起こされる災厄を混沌災害と呼ぶ。たとえ都市
の中でも発生し、かつ一度発生すれば対処されるまで被害が拡大して
いくからだ。混沌事故とは比較にならないのである。
　こうした投影体のやってくる世界については彼らを通してある程度の
情報が得られており、デーモンと呼ばれる者たちが巣くう“ディアボロ
ス界 ”、神々の世界 “オリンポス界 ”、“ヴァルハラ界 ”などが知られて
いる。どれだけの数の異世界があるのかは知られておらず、またこちら
から異世界に渡る術も発見されていない。
　魔法師の中には、一時的に混沌核を生みだして特定の投影体を召喚
する“召喚魔法 ”の使い手も存在する。召喚による投影体は永続的な
ものではないが、奇妙なことにそうした投影体は、「前に召喚された時
の記憶」を維持しているらしい。この働きについては謎である。
友好的な投影体
　投影体は、人類に敵対的な反応をするものばかりではない。
　オリンポス界の神々や、ヴァルハラ界に住まう英雄たちは多くの場合
慈悲深く高潔な存在だ。

混沌

　アトラタン大陸に生きる人々は、好むと好まざるにかかわらず混沌に
よってその運命を支配されている。
　太陽が植物を育てることも、林檎が木から落ちることも、混沌が関わ
れば真ではなくなってしまう。だが、混沌がそこにあること。混沌と関
わらずに生きていけないことは赤子でも知っている。
　それ故に、この世界に生まれ落ちる英雄たちについて語るためには、
まず混沌について語らねばならない。彼らは混沌と関わっているが故に
英雄であると言えるからだ。
混
カオス
沌

　混沌は、その場にある自
ロ ウ

然律――いわゆる物理法則をゆがめる存在
だ。混沌が現出した空間においては、炎が周囲の温度を奪い、投げた
石が天へと飛び立ち、絵画が動き出したとしても何ら驚くには値しない。
　混沌とは可能性そのものであり、それだけでは指向性を持たないエ
ネルギーのようなものだ。
　だがそれは時折、何らかの原因（強い意志や魔法の働き、あるいは
偶然）によって世界に具現化することがある。この現象を“収束”と呼ぶ。
　収束した混沌はその場の自然律をゆがめ、破壊してしまう。
　たとえばあなたが林檎を投げたとしよう。本来ならばしばらく上に上
がって下に落ちるはずの林檎だが、混沌が収束した場においては加速
を続けて光速に達する（もしかしたら突破する）かもしれないし、突然
ふたつに増えるかもしれない。
　支離滅裂としか言いようのないこの現象こそが混沌の本質だ。

『グランクレスト』の世界は混
沌によって支配されている。
英雄たちの力すら混沌と無縁
ではない。混沌と英雄たち
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もはや人間が住める場所ではない、ということだ。
　魔境の内部には魔境の自然環境が構築されている。たとえば森の魔
境には木々が生えているし、菌類の魔境にはキノコが生えている。そし
て重要なことだが、生態系が構築、あるいは投影されているということ
はそこに魔物が住んでいるということである。いわば世界そのものが押
し寄せてくるのだ。
　幸いというべきか、みずからの意志で動き回る投影体と違って、魔
境は動き回ることがない（稀に拡大する・移動する魔境もあるが）ため、
多くの場合は放棄されることで対処される。もっとも街道や農地などに
収束してしまった場合は別だ。その場合、血で血を洗う涙ぐましい活
動が必要となるだろう。
　具体的には、投影体同様に魔境に突入し、内部に存在する混沌核を
破壊することによって魔境は崩壊する。もちろんこのような偉業を成し
遂げることができるのが、君主に率いられた魔法師や邪紋使いのみで
あることは言うまでもないことだろう。
魔境の生み出す富
　魔境の内部にある物質は外部に持ち出しても失われない。そして内
部に渦巻く高濃度の混沌は、混沌金属と呼ばれる特殊な鉱石や、希少
で価値の高い貴金属・動植物などを現出させていることがある。
　このため勇敢な、あるいは愚かな者たちは顧客――多くは魔法師に
売りつけるために魔境へと挑戦する。大規模な魔境は混沌金属の鉱脈
のように扱われており、そうした探索者たちを相手にするための酒場だ
の武器屋だのが集まった“混沌市 ”を形成していることすらある。
　なお、外部に持ち出しても失われないのは魔境の生物も同じで、し
ばしば魔境からは怪物が溢れだして混沌市を襲撃する。幸いなのは、
そうした生物は投影体とは異なり内部に混沌核を持たないため、長期
間は魔境の外で活動できない（自然律を内包しないため）ことだ。問
題は、長期間が一日なのか一年なのか一世紀なのかは、混沌のやるこ
となので予測がつかないことだろう。
混沌爆発
　このような存在が元々この世界に存在したわけではない。二千年前
に発生したという混

カオティック・バン

沌爆発という現象が、秩序の終焉をもたらしたので

　しかしそれは、人類の願望を反映しているわけではない。彼らはあく
まで彼らの意志を持ち、誇りを持っている。たとえば投影体として出現
した神々は供物や崇拝を求めるし、英雄ならばふさわしい地位を要求
することだろう。
　投影体が何を考え、どう行動するのか。それは投影体本人にしかわ
からない。人間にとって益を為すのか、それとも害を為すのか。
　もちろん投影体の持つ異界の叡智や技術は垂涎の的であり、投影体
を歓迎する人々も多いことを付け加えておく。そもそも外見からは投影
体であるとわからぬ、人間そのものの投影体も存在しているのだ。
投影体の能力
　投影体は “物理的に不可能 ”な行為を行なうことができる。たとえば
ドラゴンはそのような器官がなくても鉄をも溶かす炎を吐き、航空力学
的にあり得ない飛翔を行ない、その自重でつぶれることもない。
　これは、投影体が混沌核を中心にして、自分自身の自然律を内包し
ているからだ。投影体は混沌を制御することによって、他者に自分の世
界を押しつけることができるのである。
　死亡した投影体は跡形もなく消滅する（混沌核は残るのでこれは浄
化の必要があるが）。この時、元の世界にいた投影元には何の影響も及
ぼさない。たとえばオリンポス界のゼウス神が投影されて殺されたとし
ても（ありそうもない話だが）、死ぬのは投影体であって、オリンポス
山にいる本人は気づきもしないだろう。
　なお、一度投影体という形で収束した混沌が再度収束することはな
い。ゴブリンの投影体が突然ドラゴンになったりはしないのである。こ
れは通常の混沌収束も同じで、たとえば毒の沼地がダイヤモンドの山に
なったりはしない。
魔境
　地域規模で収束したもっとも大規模な混沌、それが魔境である。
　混沌領域とも呼ばれるこの現象は、文字通り地域そのものが変容し
てしまうのである。既存の常識は通用せず、現世から隔絶された悪夢
のような領域なのだ。
　その規模も建造物ひとつから都市丸ごと、果ては森林ひとつ、砂漠
ひとつが魔境と化すことすらある。共通点があるとするならば、そこは
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　矢の雨から人々を守りたいと念じれば光の盾となり、悪しき竜を滅ぼ
すために剣を魔法のそれへと変える。聖印は文字通り、神にも等しい
奇跡の力なのだ。
　もっとも君主の望む現象すべてが意のままに起きるわけではない（皇
帝聖印ならそれが出来るのかも知れないが）。実際には君主の信念に
よって差異が発生しているとされている。攻撃を望む君主は他者を圧
する力を発揮し、人々の安寧を望む君主は民を守る力を発揮するのだ。
　王自身にも王の意志は意のままにならぬ、という言葉そのままに、聖
印は統治者の心そのものである、とも言える。
聖印の継承
　君主は、自分の聖印を他者に継承することができる。これを聖印の
継承と呼ぶ。
　一般的には老齢の君主がもはや努めを果たせなくなった場合にその
後継者に聖印を託すということになる。多くの場合は長子相続だが、子
がいない、あるいはよりふさわしい者がいた場合、他者に継承させるこ
ともできる。
　もっとも誰でも彼でも継承させられるというわけではなく、君主には
君主の資質が存在する。この資質を血のつながりによって受け継いで
いるものがいわゆる貴族階級だとされているが、庶民であっても君主の
資質を持つ者は多い。冒険に憧れる少年少女が、死に瀕した放浪の騎
士から聖印を託されて英雄になった、ということも、歴史には数多く記
されている。
従属聖印
　君主の最大の仕事が混沌の浄化であることはすでに述べた。
　だが、領地が広大になれば君主ひとりですべての土地を回ることは
できない。この時、君主はみずからと強固な心のつながりを有する臣下
に、聖印の一部を貸与することができる。これを“従属聖印 ”と呼ぶ。
　心のつながりは忠誠心である、とされることが多いが、実際には強く
思っていれば何でも構わない。家族愛、友情などはもちろん、恐怖や
憎悪、打算でも構わないのだ。無関心であれば従属関係は成立せず、
またつながりが失われた場合も自動的に聖印は本来の持ち主に戻る。
　なお、このため強大な国家の君主が必ずしも強大な聖印を持ってい

ある。
　混沌爆発の原因は分かっていない。ただ、大陸全土であらゆる物理
法則が崩壊し、先文明が終わったことを知るのみである。魔術師協会
は最終兵器による破滅だと唱え、聖印教会は人の堕落に神が罰を下し
たとしている。多くの者はどちらかを信じていることだろう。
　それから三百年以上、“極大混沌期 ”と呼ばれる絶望の時代がアトラ
タン大陸を覆った。異世界から出現した魔物たちが人々を襲い、都市
を築こうにも物理法則が乱れて家すら建てられない、そのような時代だ。
　だが、異世界から現われた（皮肉にもやはり混沌の影響によって）
英雄や神々によってかろうじて加護が与えられたことと、混沌を意思に
よって制御する魔法師、混沌を取り込んだ邪紋使いの出現によって人
類はからくも、本当に首の皮一枚で生き残ることが出来たのだ。
　そしてファースト・ロードと呼ばれる英雄が聖印を見いだしたことに
よって、人類はどうにかその生存権を繋ぐことが出来るようになったの
である。

君主～ロード～

　君
ロード

主。
　それは主君や支配者を意味する言葉である。
　ただの山賊の親玉や地方の地主などはロードとは呼ばれない。
　ロードとは “聖

クレスト

印”を有する存在なのだ。
　聖印には混沌を浄化し、吸収する力がある。混沌事故や混沌災害、
魔境を浄化することが出来るのは君主だけなのだ。
　君主が存在しなければ、このアトラタン大陸では片時も人間は社会
を維持することができない。極大混沌期、君主を持たなかった人類は、
家すらまともに建てることができず、火を起こすことさえ困難が伴った。
聖印
　聖印こそは、君主が君主たる力だ。
　彼が力の行使を望んだとき、その聖印は彼自身の頭上、あるいは中
空に光り輝きながら出現する。これは君主が心に抱く理想、信念の輝き
そのものだと言われている。
　聖印に備わっている力は混沌を除去するのみではない。



第
四
章

第
四
章

284 285

■第四章　ワールドセクション

な法体制や統治体制を有しているかは領地によって様々である。君主
ごとに国があると思ってよいだろう。ある領地では君主が独裁権を持っ
ているが、ある領地では魔法師が内政を取り仕切っており、また別の領
地では君主は象徴のように扱われて実権は豪商たちの議会にある、と
いう具合である。だが、君主のない領地は存在しない。
　君主がどのように暗愚、あるいは邪悪であっても領民たちは君主を持
たざるを得ない。そうしなければ極大混沌期に逆戻りしてしまうからだ。
そうした場合、悪政に耐えかねた民が放浪の君主に頼ったり、他国の
君主を引き入れたりすることも決して珍しいことではない。民は君主の
人形ではないのだ。
戦争
　君主にとってもっとも危険でもっとも華々しい仕事が合戦である。
　混沌、そして野心に満ちあふれた他国が存在する以上、いかなる平
和主義の君主であっても戦争から自由であることはできない。
　小さな村の領主であれば、自分と側近、それに民兵十数名を率いて
の“集団戦 ”程度であろうが、都市国家や国家単位ともなれば、動員さ
れる兵力は千や万となり、複数の君主たちがしのぎを削る“大戦 ”とな
るのだ。
爵位
　聖印にはその内部に秘めた力によって序列がある。これを“爵

カウント

位”と
呼ぶ。爵位が高い君主ほど “強い ”と考えて良いだろう。
　爵位は魔法師協会によって認定・授与される。魔法師協会は爵位と
いう目に見えない権威を操ることで、君主たちに対して支配力を発揮し
ていると言ってもよい。実力があっても爵位が伴わない君主は、他の君
主からも領民からも尊敬されないからだ。このため、多くの君主は魔法
師協会の機嫌を窺わざるを得ない。
　たとえ従属関係になかったとしても、より上位の爵位を持つ者には敬
意を払うのが当然とされている。
　以下に、爵位の序列を紹介する。なお、最高位の皇帝は一度たりと
も現われたことがない。皇帝こそ、かのグランクレスト、皇帝聖印の持
ち主なのだ。皇帝が現われたその時、大陸は統一され、あらゆる混沌
は完全に消滅すると言われている。

るとは限らないことになる。なるほど大国の君主の聖印は小領主の100
倍もの力を持っているかもしれないが、彼の部下に200人の騎士がいて、
それぞれに同じだけの力を分け与えたならば、もはや君主の持つ聖印
の力は、小領主ひとりのものより小さいということすらあり得るのだ。
　もちろんこれは極端な例だ。まともな君主なら、自分の聖印の力は最
大に保ち、なるべく必要最小限の力を臣下に分け与えようとするであろ
う。だが、時として大きくなりすぎた図体が君主の身を滅ぼすこともま
た真実なのである。
君主の死
　継承が行なわれないまま君主が死んだ場合、聖印は混沌核となった
後消滅する。これによって混沌が収束することはごく稀だが、存在しな
い事例ではない。
　この時、他の君主が消滅前にみずからの聖印を用いれば、聖印の力
を吸収することができる。これこそがまさに、覇道を目指す君主たちが
他国を侵略する理由なのだ。
　また、聖印が消滅するか吸収された場合、従属聖印はすべて独立し、
もはや本来の主たる聖印と無関係なものとなる。これが下克上の絶えな
い理由であることはもはや言うまでも無いだろう。
君主と社会
　ほとんどすべての君主は、あなたがイメージする通りの存在である。
すなわち支配者だ。
　ほとんどと言ったのは、君主の力を混沌を浄化するためにのみ使い、
権力とは無縁の放浪者や傭兵騎士、あるいは亡国の王として活動して
いるような君主も存在するからである。
　君主による統治の最低単位は村である。十～百戸ほどの世帯とこれ
に農地や放牧地が付随するという形態が一般的だろう。
　領民たちは君主を領主様と呼び、農耕や交易といった日々の労役に
いそしむ。君主の生活は彼らの納める租税によって支えられている。
　君主の日常の大半は、領地と領民の管理運営に費やされる。領内の
治安維持、小規模な混沌事故への対処、領民同士のもめ事の調停、他
領との交渉等々。
　なお、実際に君主がどれだけの統治権力を有しているか、どのよう
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ある。
　協会に入学した子供たちは寮に入れられ、学費や生活費の一切を協
会に負担される形で厳しい教育を受ける。
　外出や部外者との交流には制限が課され、まずは自然科学や一般教
養をたたき込まれる。これは、魔法師が知的階級として期待されている
ということもあるし、単純に世界の理を理解しなければ魔法によって改
変することもできない、という事情もある。自然律を知らない魔法師の
魔法は、ただの妄想なのだ。
　基礎過程を修了するのは、個人差もあるが十六～十八歳程度である。
これを終えると専門課程、あるいは大学課程に進み、本格的に魔法を
使うための技術を学ぶことになる。
君主と魔法師
　そして専門課程を履修し終えた魔法師は協会を卒業し、協会によっ
て世界各地の君主たちの下へ派遣される。
　なぜ君主の下へ派遣されるかと言えば、これは協会の目的が世界か
ら混沌を消し去ることだからだ。だが、魔法は混沌を操作はできても消
すことはできない。聖印を有する君主を補佐することによってのみ、協
会の目的は達成されるのである。また、実際問題として魔法師の力を世
俗の権力がコントロールすることで、お互いに不可欠な関係を維持して
いる、とも言える。
　魔法師と君主は契約関係にある。魔法師の側にも、不当な君主に仕
えない自由がある――ことになっている。実際には協会の要請や君主と
の力関係などで断われないことも様々だが。
　契約期間や内容は様々で、短期で様々な君主を渡り歩くような魔法
師もいれば、生涯ひとりにのみ仕える魔法師もいる。
　魔法師と君主の関係は極めて密接なものになることがほとんどで、君
主と婚姻関係を結ぶ魔法師も珍しくはない。
　また、一部の魔法師は協会に戻り、後進の育成や協会の維持などの
ために活動をする。
協会を辞する
　すべての魔法師が大成するわけではない。多くの若者は基礎過程で
ふるい落とされることになる。また、魔法師であることに限界を覚える

・皇帝／エンペラー
・大公／アークデューク
・公爵／デューク
・侯爵／マーキス
・辺境伯／マーグレイヴ
・伯爵／カウント
・子爵／バイスカウント
・男爵／バロン
・騎士／ナイト
・従騎士／エスクワイア

魔法師～メイジ～

　魔法師たちは、己のイメージによって混沌を見いだし、それを操る人々
である。市井の人々にとってはほとんど万能の存在だといってもよい。
　この世界のあまねく場所には、混沌災害を引き起こすほどではない
希薄な混沌が常に満ちている。魔法師たちはそれに瞑想や呪文、儀式
などで意味づけを行ない、炎を生みだし、物質を変化させ、空間をね
じ曲げるのである。
　魔法師になることができるのは、混沌を知覚する力“霊感 ”を持って
いる者だけだ。霊感は先天的なもので、芽生えない人間には絶対に芽
生えない。生まれつきのものなのである。
　このため、魔法師協会は霊感を有する子供たちを世界中から集め、
親元から話して全寮制の学校で教育している。魔法師の素質を持つ者
を野離しにしておけば、無意識に混沌を操ってどのような混沌災害をも
たらすとも限らないからである。
魔法師協会～メイジ・アカデミー～
　魔法都市エーラムにそびえる魔法師協会は大陸最大にしてほぼ唯一
の（聖印教会を除けば）知的集団である。彼らは極大混沌期の中にあっ
ても必死に混沌を理解しようとした人々の末裔であり、旧世界の断片的
な知識すら有している。
　魔法師協会は霊感のある人材をかき集め、養子という形で魔法師の
家門に組み入れることで構成されている巨大な学校であり疑似家族で
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邪紋使いの目的
　邪紋使いの目的は様々だが、ほぼすべての邪紋使いには共通点があ
る。
　すなわち、理想の自分になろうとする意志だ。
　最強の剣技、不滅の肉体、完全な自由、富。
　口にする言葉は様々だが、混沌に耐えきり、邪紋を得た者たちは等
しく、強烈なまでに自分を中心にした、自分のための世界を思い描いて
いる。その内的な自我こそが、混沌核を取り込んで新しい自分のため
の自然律を生みだしているのだろう、と魔法師協会は推測している。
　またそもそも、そんな人間でなければ、混沌核を手に入れることが出
来ないはずだ。その過程で必ず、投影体や魔境、ことによれば君主を
殺害しているのだから。
　そして邪紋使いはその願い、理想のために混沌を操ることができる。
ある者は翼を生やし、ある者は腕を増やし、ある者は全身に炎を纏い、
という具合だ。ひとりとして完全に同じ能力を持った邪紋使いは存在し
ない。ひとりとして同じ心を持った人間がいないのと同じことだ。
　邪紋使いに共通点があるとすれば、体のどこかに邪

アート

紋が刻まれてお
り、異能を使うとこれが輝くことであろう。そして混沌の力が強まるに
つれて邪紋は拡大していき、やがては全身を覆い尽くすのだ。
邪紋使いと社会
　邪紋使いは社会の異端者である。混沌が向こうから歩いてくるのだ
から当たり前だ。
　だが、邪紋使いを市井の人間がわざわざ排斥するようなことは稀で
ある。自分の死刑執行書にサインするのと同義だからだ。敬して遠ざ
けるか、とにかく関わり合いにならないようにするのが一般的な対応と
言えるだろう。
　もっとも邪紋使いの側も一々一般人を殺して回ったりはしない。皆無
とは言わないが、基本的にそのようなチンケな理想のためにわざわざ混
沌核に手を出すような者は少ないのである。彼らはどこまでも自分にし
か興味が無いのだ。
　この例外が君主である。
　邪紋使いにとって君主の庇護を得るのは利が多い。

者もいるだろう。
　だが、魔法師は存在そのものが危険物であり、そうした辞職が唯々
諾々と受け入れられることはない。
　基本的には協会本拠であるエーラムからの退去は許されず、協会の
許可無くして魔法を使うことも許されない。また、協会の知識を外部に
流出させることも禁止される。
　こうした禁忌を守れない、あるいはどうしてもエーラムから退去した
いとの望みがある場合（たとえば親元に戻るなど）、魔法によって知識
を選択的に消去されることになる。消されない知識の中には、比較的無
害な哲学や自然科学が含まれており、市井の知識人や貴族の家庭教師
として第二の人生を歩む退学者も多い。
　そして知識を消去されることなくエーラムより脱走した魔法師たちは
“闇魔法師 ”と呼ばれる。彼らのほとんどはみずからの邪悪な目的のた
めに魔法を行使する極めて危険な犯罪者なのだ。

邪紋使い～アーティスト～

　混沌は現実を変容させる力である。
　では、その混沌そのものの結晶体である混沌核を体内に取り込むと
何が起きるのだろうか。
　この恐るべき発想が極大混沌期に生まれたのはやむを得ないことで
あろう。その時、人々の側には現在とは比較にならぬ混沌が満ちていた
からである。
　無論混沌核を取り込んだ結果はひとつ。死である。そもそも人間が
自然律によって存在している以上、その自然律を混沌によって破壊さ
れてしまえば、存在し続けていられる理由がどこにあろうか。死ぬなら
ばまだましなほうで、魂なき怪物になりはてたり、投影体の苗床となる
ことすらある。
　だが、ごく稀に混沌を取り込み、理性を保ち、“人 ”であり続けるこ
とが出来る者がいる。
　彼らは混沌の穢れを体に浮かび上がる邪紋という形で顕わし、自ら
の肉体を用いて異能を為す超人となるのだ。
　そう、邪紋使いである。
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　何より混沌と戦う君主は、邪紋使いたちがさらなる混沌を喰らう機会
を与えてくれる。それも大義名分や報酬付きでだ。ほとんどの邪紋使
いにも衣食住は必要なのだから、君主に雇われることで、彼らも一定の
社会的立場を得ることが出来る。野良犬と番犬の違いというわけだ。
　なお、邪紋使いの肉体もまた高濃度の混沌であり、他の邪紋使いや
君主はこれを殺害することで混沌を得てみずからの邪紋や聖印を強化
することができる。他の君主に社会的に追い詰められて狩り立てられる
危険は常にあるため、この点でも君主の庇護を得ることは邪紋使い側
にも利益があると言えるだろう。
　君主の側に取っては、邪紋使いという戦術レベルではほぼ最強の戦
士を得ることに限りない利益があるのは言うまでも無い。常人はもちろ
ん、君主や魔法師ですら、邪紋使いとの直接戦闘は避ける。形を取っ
た混沌、人型魔境ともいうべき邪紋使いと無策に戦うことは死を意味す
るのだ。

邪紋使いの結末
　多くの邪紋使いは戦いの中で死に果てる。混沌に身を捧げた以上、
それが当然の結末とも言える。
　だが、ごく稀な邪紋使いは混沌を極め、みずからの自然律を極めた
結果、やがて“永遠 ”へとたどり着くと言われている。
　剣の道を究めた結果、剣の概念となり、己と獣との融合を繰り返した
結果、新しい生態系となり、風や星となって世界の一部となる。
　混沌が可能性である以上、真に可能性と一体化すれば、完璧に己の
理想を世界に刻み込むことができるのだ。おそらく、この世界の自然律
として認識されているもののいくつかは、そうした邪紋使いによって書
き換えられたものなのであろう。
　あなたが見上げているあの星も、あの丘も、もしかしたらかつては邪
紋使いだったのかもしれないのだ。

君主とその設定
　基本的にこのゲームでは、ひとりの君
主にひとりの魔法師が付き、ひとりまた
は複数の邪紋使いがこれに付き従う、と
いう関係性を想定している。
　もちろん必ずそうしなければならない
わけではないが、プレイに慣れるまでは
この組み合わせでプレイするのがよいだ
ろう。
　この時、注意しなければならないのは、
どのようなキャラクターを作るかはプレ
イヤーの自由だが、同時に好き勝手な
キャラクターを作ればＧＭや他のプレイ
ヤーの負担になってしまう、ということ
だ。たとえば、意志疎通の出来ない君主、
というのは小説の主人公としては魅力的
かもしれないが、ＴＲＰＧの現場ではは
なはだ取り扱いに困ることになる。出会
うすべての者を殺そうとする邪紋使いは
シナリオを円滑に進めることはできない
だろう。
　まあ、難しく考えることはない。ＧＭ
がプレイヤーを楽しませるためにシナリ
オや舞台を作るように、プレイヤーもま
た他のプレイヤーやＧＭの負担を考えて
キャラクターを作り、ロールプレイを行
なえばよいのである。
　国や君主の設定についてもそうで、Ｇ
Ｍがシナリオを運営できない、と難色を
示したら素直に取り下げること。戦記物
を題材としている以上、ＧＭが扱えない
国を舞台にして戦記を続けることは大変
に難しい。
　ＧＭも必要なら、このような国を想定
している（あるいは国に属さない君主を
想定している）などがあれば、積極的に
プレイヤーに説明するとよいだろう。プ
レイヤー側はこの時、「杓子定規に文章
さえ合っていれば出し抜いていいんだろ
う」という考え方をするのはあまり望ま

しくない。セッションが崩壊して困るの
はあなたなのだから。
　窮屈に思えるだろうか？
　実際にはそのようなことはないはず
だ。要するにあなたたちは面白く遊ぶた
めに休日を費やしているのだから、お互
いに配慮しよう、ということだ。そして
これを読んでいるあなたは、配慮できる
人であろうから、問題にはならないはず
である。

●設定をポジティブに捉える
　キャラクターや国の設定を行なうとき
のコツは、設定をポジティブに捉えるこ
とだ。
　はっきり言ってしまえば、即興で決め
た設定には矛盾が必ず生じてしまう。い
い悪いの問題ではない。そもそも現実の
社会に矛盾があるのである。我々が頭で
考えた社会に矛盾があることは、おかし
なことでもなんでもない。
　その矛盾があったときに、「それはお
かしいよ」と言うだけではなく、「だっ
たらこうなんじゃないか」とポジティブ
に面白くなるように捉えることが大事な
のだ。ケチをつけようとしてはいけない。
ケチをつけようとすれば際限なく付けら
れる。最終的には「混沌なんてあるわけ
がない」「魔法なんてあるわけがない」
というところに行き着くのは必然だ。そ
うして魔法の国を消してしまって困るの
はプレイヤーとＧＭである。
　だから、決まったことはあるのだ、と
考えて、それを面白く捉えたほうがよい。
どうしても理屈がつかないなら、「混沌
とは不思議なことをするものだ」と片付
けてもよいし、「この謎はいずれ後世の
人間が解決するであろう」でも構わない
のである。
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　噂を聞きつけて、大陸全土から大勢の人々がエーラムへと移住した。
この地には森林資源、鉱物資源、良質の石材、豊富な水が存在したので、
ここに先文明崩壊以来、初めての都市が建設されることになった。
　エーラムの中央には文明の再興をモチーフとした竪琴型の荘厳な建
物が築かれ、やがて大講堂と呼ばれるようになった。レオンはただ人々
に生きる道を示しただけでなく、文化と文明とを取り戻そうとしたので
ある。
　そして彼は自分と同じく君主たりえる若者たちを集め、聖印を分け与
えた。レオンの従属聖印を得た勇者たちは最初の自由騎士団となった。
ファースト・ロードの元、エーラムを中心にして人々は徐々に生存権を
再確立することに成功したのである。
　だがレオンは大遠征と呼ばれる最後の出撃、自由騎士団を率いての
長征に赴き、ついに戻ることはなかった。大遠征については尾ひれの
付いた非現実的な伝説ばかりが知られており、レオンの来たところと同
じように、去った所もまた謎に包まれている。　

秩
レ コ ン キ ス タ

序回復戦争

　ファースト・ロードの遺産は残された。
　それはレオンの死によって独立した聖印となった、自由騎士たちの持
つ聖印である。彼らはレオンの遺志を継ぎ、大陸の四方に遠征を行ない、
混沌を討伐して人々を守護した。人々が万雷の歓呼で自由騎士たちを
迎えたことは言うまでも無い。
　これはある意味で人類にとってもっとも幸福な時期であった。君主た
ちが戦うべき混沌はあまりにも多く、生まれたばかりの魔法師協会は彼
らを全力で支え、何人もの伝説的な邪紋使いたちが名を馳せたのであ
る。
　この秩

レ コ ン キ ス タ

序回復戦争は千年の長きにわたり、人類はエーラムを中心に
大陸の生存権を奪回することに成功した。理想郷とはほど遠い長く苦し
い戦いの時代であったが、同時に人々は正義を疑うことなく、なすべき
事をなすことができた時代でもあったのだ。

戦乱の歴史

　混
カオティック・バン

沌爆発が起こった年、最古の記録をして人々は大陸歴元年と呼ん
でいる。当初は混沌歴と呼ばれていたが、その名称のまがまがしさか
ら改名された。
　三百年以上続いた極大混沌期に終焉が訪れたのは、ファースト・ロー
ドと呼ばれる英雄の出現によるものである。
　彼の名はレオン。
　その出自には無数の伝説が存在するが、定説は未だに確かではない。
レオン生誕の地、レオンの墓、レオンの子孫、それを名乗る者と都市は
それぞれ百では利かないだろう。
　彼が大陸中央、当時は無人の地であったエーラムに現われた時、す
でに彼は聖印を手にしていたという。そして彼は孤独ではなかった。す
なわち魔法師協会の創設者である偉大なるミケイロ、レオンの剣術の
師とされるダウニー、そして異世界より現われて彼に力を貸した妖精女
王テイタニアを伴っていたのである。
　彼らがどこでどのように出会い、いかなる目的をもってエーラムに現
われたのか、これもまた定かではない。ミケイロの衣鉢を継ぐ魔法師協
会は確かな記録を持っているのかもしれないが、それを閲覧することが
許される立場にある魔法師は限られているのだ。
　レオンは仲間たちと力を合わせ、この当時のエーラムに巣くっていた
ドラゴンを討伐し、エーラム一帯に広がっていた“竜の巣 ”と呼ばれる
魔境を浄化することに成功した。
　周囲を山塊で囲まれたエーラム高原には混沌の再侵入も少なく、唯
一人々がかつてのように生きられる土地となったのである。

アトラタン大陸の現在に至る
までの歴史を紹介する。歴史
を知ることで、未来を見通す
こともできるだろう。

アトラタン大陸の
歴史
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て、君主たちを間接的に支配したのだ。
　だが残念ながら爵位もまた抜本的解決とはならなかった。爵位が聖
印の強さに依存する以上、他国を侵略して聖印を奪うことは爵位の増
大につながり、それはすなわち国力に直結したからである。
　このような君主たちの戦争に対してはもはや協会は介入することがで
きなかった。調停者としての機能を果たすこともあったが、基本的には
どちらの君主にも魔法師を派遣する、しかしながらどちら側にも肩入れ
はしない、という立場を取ることになったのである。
　その結果として君主たちの争いはより激化したことは言うまでも無
い。彼らは協会が私戦を黙認したものと判断し、さらなる爵位を求めて
お互いに相争った。彼らは広大な領地を円滑に治めるため、ファースト・
ロードに習って部下たちに従属聖印を下賜し、領地の一部を統治させ
るに至ったのである。
　こうして君主どうしが主従関係で結ばれる封建制度が成立した。こ
れが現在の人々が知る社会が成立するに至るあらましである。

二大勢力の誕生

　その後の六百年あまりのあいだに、大陸は大小の戦争をいくつも経
験し、併合と分裂、征服と独立が繰り返された。
　そして、およそ五十年前、大陸東部にあるヴァルドリンドの地に鉄血
伯ことユルゲン・クライシェが彗星のように現われる。
　ユルゲンは同盟の結成を提唱し、近隣の君主に加盟を呼びかけたの
だ。加盟した君主はユルゲンに従属し、主従関係を結ぶことになる。だが、
それぞれの領地には自治権を認め、外敵から攻撃された場合には同盟
全体でその敵と戦うというものである。
　周囲の君主たちの多くは同盟に加わることを選んだ。すでにヴァルド
リンドは大国であり、同盟に加わることで自治権を確保し延命を図るほ
うが得策だと判断した者が多かったからである。そうしなかった者たち
の運命については語るまでもないだろう。
　同盟の締結式はヴァルドリンドの首都にあった大工房において成さ
れたので、この同盟は大

ファクトリー・アライアンス

工房同盟と呼ばれるようになった。
　政治力に長けたユルゲンはエーラムに働きかけて優秀な魔法師たち

戦乱の到来

　秩序回復戦争はやがて終わりを告げた。
　かつてのように地図のほとんどが魔境に塗りつぶされているようなこ
とはなくなり、残された魔境の大半は人類に取ってそもそも価値のない
土地となった。
　大陸全土の混沌濃度は次第に減少し、混沌災害は減り、魔物の出現
も稀となった。魔物を見ないまま一生を終える者が現われるようになっ
たのである。
　人々は聖印によって混沌が浄化された土地に種を撒き、畑を耕し、
そこで大いに繁栄を楽しんだ。
　だが繁栄は余剰をもたらし、余剰は富をもたらした。
　やがて君主たちは混沌と戦うのではなく、お互いの土地を巡って争う
ようになった。人が人と争う時代、戦乱の時代が訪れたのである。

戦乱と魔法師協会
　これを憂慮したのは言うまでも無く魔法師協会であった。彼らの目的
はあくまで知の保護であり、皇帝聖印の発現による混沌の完全な駆逐
である。君主たちはファースト・ロードの偉業を引き継ぐために権力を
与えられているのであり、その他ではない。
　だが、エーラム以上の支配権を持たない魔法師協会たちは、戦乱を
調停することはできても根本的に阻止することはできなかったのだ。
　そこでまず魔法師協会が着手したのは、爵位制度である。どの土地
が誰の支配権に服するか、どの君主は別の君主より上位であるか。こ
れを定め、格式を発生させることによって紛争を未然に防ごうとしたの
である。
　これは限定的には功を奏した。爵位を得た君主はエーラムよりの庇
護を得られ、魔法師を派遣してもらうことができる。爵位制度に従わな
い君主たちは、平和の敵として他の君主たちに討伐され、その聖印と
土地は分配された。
　土地の領有には魔法師協会の認定が必要であるという共通認識が生
まれたのはまさにこの時である。協会は社会的な権威を操ることによっ
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戦闘を望んだため、同盟軍によって各個撃破されることとなったのであ
る。
　戦争の勝敗はあきらかで、もはやユルゲンによる大陸制覇は間近、こ
とによればいよいよ皇帝聖印が出現するかと思われたその時。
　まさに同盟の本拠であるヴァルドリンドの南に位置するアルトゥーク
の君主ミハイル・コンスタンスが連合への参加を表明。ヴァルドリンド
に攻め入り、ユルゲンの居城を包囲したのである。
　ミハイルはユルゲンの娘フローラを后としたクライシェ家の一門であ
り、連合と友好関係にあった小大陸ダルタニアやハマーン、キルヒスと
いった連合諸国の抑えを任されていたのである。
　ミハイルによる本城包囲の知らせはただちに前線に立つユルゲンにも
たらされた。この時、本国を一時無視していれば、ユルゲンは連合軍
の主戦力を完膚無きまでに壊滅させることができたであろう。だが居城
には彼の家族がおり、中でも世継ぎのマティアスが父の留守を預かって
いたのである。たとえ皇帝聖印を得たとしてもそれを後継者に与えるこ
とができなければ意味はないとして、ユルゲンは退却を決意した。
英雄の死
　だがこの退却に不満を抱いた従属君主のひとりがユルゲンを惨殺し
た。その従属君主もその場で殺され、公爵位の聖印はヴァルドリンドの
騎士によって持ち帰られ、かろうじてマティアスに継承されることになっ
た。
　しかしユルゲンという求心力を失った同盟は以降の戦争方針を巡っ
て内紛に突入し、大陸統一の勢いは失われてしまう。
　一方で連合は敗戦の原因を諸侯の連携の悪さにあったことを認め、
一連の戦役において勇戦したハルーシア候ヴィクトール・ドゥーセを盟
主として諸侯が従属を誓い、連合もまた結束を得た。
　その後、連合と同盟は決戦を避け、それぞれが武力と外交を駆使し、
勢力を拡大してゆく。それから二十年ほどが経った頃には、マティアス・
クライシェとヴィクトールの息子シルベストルはいずれもが大公の爵位
を与えられるほどに聖印を統合していた。そしてそのふたつがひとつに
なれば、おそらくは皇帝聖印が出現するであろう。両勢力はふたたび
対決の機運を高めていったのである。

を集め、大魔法師団を結成した。
　そればかりではなく、聖印によって強化された重弩を持つ重装騎兵と
軽装歩兵を組み合わせることによって、遠距離火力の集中投射による
邪紋使いの撃破を行なったのである。
　また領内では騎士団を構成する従属君主をすべて居城近くに住まわ
せ、迅速に軍を動員する体制を整えた。彼は封建制から中央集権制と
言われる新しい社会制度への移行を試みたのである。
　加えて、それまで後方で参謀として運用すべきであると考えられて
いた魔法師を前線に立たせ、魔法による支援や直接攻撃を行なわせる
ことすらユルゲンは行なった。
　これは魔法師と同盟の正式な契約によるものであり、協会は口を挟む
ことができなかった。そればかりか、協会は爵位に対して適切な魔法
師を派遣する義務があったから、消耗した魔法師は次々とエーラムから
送り込まれることになった。ユルゲンは魔法師を使い捨てにすることで、
戦争での勝利を確実なものとすると同時に、魔法師協会の弱体化を狙っ
ているのだと推測されている。
　同盟は急速に勢力を広げ、ついに大陸の東岸にまで到達した。そし
て征服の矛先は西へと向けられることになる。

幻想詩連合の誕生
　その頃、大陸の西側でも聖印の統合は進んでいた。西側は東側と異
なり、勢力の拮抗した複数の大国が割拠している状態で、戦争はたび
たび起こっていたものの、敵国領を完全に征服するような大戦争は稀
であり、むしろ政略結婚による緩やかな統合が進んでいたのである。
　そこへ大工房同盟の出現があったので、諸侯たちはこれに対抗すべ
く共闘を誓い合った。あたかも幻想詩のように自然に集まったことから、
幻
ファンタジア・ユニオン

想詩連合と呼ばれるようになったものである。
　そして同盟と連合はついに、大陸中央で激突することとなった。今や
公爵位を得たユルゲンは、その大軍をもって連合領に進撃。当初、物
量と地の利を有する連合側が有利だと目された。
　だが、開戦直後から同盟は連合を圧倒する。ユルゲンの重装騎士団
を中心に諸侯の軍が連携して戦う同盟に対し、連合側の諸侯は個々の
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に至ったのである。
　未だ無名の君主と魔法師とがこの戦いで大いに武勲を挙げたとの噂
もあり、ヴァルドリンドの威信の失墜と相まって、この戦いは今後の大
陸の趨勢を占う重要なものになるであろうと考えられている。
　また、同時期に大陸各地でその活動が確認されるようになったパンド
ラという秘密結社の存在も見逃せない。極大混沌期の再来を求め、力
を求める者に協力するこの謎めいた結社は大陸各地で活動を行なって
おり、続発する反乱や暗殺、破壊活動などの背後にパンドラの影を見
る者は多い。
　一旦は回避されたと思われる皇帝聖印を巡る大戦は、今まさにその
角笛を吹き鳴らされようとしているのだ――！

　だが、ここで驚くべき出来事が起こる。
　中立地帯であったエーラムを訪れていたマティアスの娘マリーネと、
シルベストルの息子アレクシスが恋に落ちたのだ。
　ふたりは互いの素性を知って当初は絶望したというが、やがてマリー
ネが鉄の意志を持ってマティアスを説き伏せ、両大公家の婚姻による
統合を訴えたのだ。マティアスは当初猛反対したが、これをやむなく了
承する。シルベストルもまた、統合に反対しての決戦という形になれば
人心を失うことを危惧してか、これに同意した。

大講堂の惨劇
　アレクシス・ドゥーセとマリーネ・クライシェの婚儀はエーラムの大
講堂で盛大に行なわれた。だがこの式場で惨劇が起こる。花婿、花嫁
を演壇で待っていたふたりの大公が突如として出現した投影体、デー
モンロードによって惨殺されたのだ。
　アレクシスとマリーネはかろうじて難を逃れたものの、両大公の聖印
が失われたことは同盟・連合の双方に甚大な打撃を与えた。従属君主
たちは独立を余儀なくされ、彼らは巨頭を失って混乱した。暗殺の首
謀者が明らかにされなかったことはもちろん、デーモンロードが召喚さ
れた理由すら不明のまま、連合と同盟はお互いを首謀者と非難しあう。
　アレクシスはハルーシア侯爵領のみを継承、マリーネはヴァルドリン
ド辺境伯領のみを継承することとなった。従属関係は解消されたものの、
両陣営の重鎮はふたりをそれぞれの盟主にすえて連合と同盟を維持す
ることを決定、対決姿勢をふたたび露わにすることになったのである。
大陸の混乱
　いち早く体制を立て直したのはやはり同盟だった。同盟の宗主たる
マリーネ辺境伯はヴァルドリンド軍を率いてアルトゥーク伯爵領に攻め
入ったのである。同地は同盟と連合の境界線にある要地であり、ヴァル
ドリンドののど元に突きつけられた刃とも言うべき場所であった。
　大公こそ失われたものの、ヴァルドリンドが誇る重弩騎士団は健在
であり、その兵は精強であった。
　しかしながら、戦いは思いもよらぬ結末を迎える。アルトゥーク伯爵
ヴィラール率いる軍勢が、マリーネ辺境伯の軍を一敗地にまみれさせる

　さて、ここまで読み進めてきたＧＭで
あるあなたには、ひとつの疑問が芽生え
たはずである。
　それは「これからもリプレイや小説
で歴史が続いていくのに、どのように
キャンペーンを運営すればよいのだろう
か？」ということである。
　これにはみっつの考え方がある。ひと
つは、まったくパラレルなものとしてあ
なたたちの大陸はあなたたちのものと
し、連合も同盟もいずれはＰＣたちの英
雄の引き立て役となる存在としてキャン
ペーンを運営するというものである。こ
れは大変楽しい遊び方であり、是非おす
すめしたい遊び方だ。
　次に、公式設定の変化に応じてその都

キャンペーンと歴史
度あなたたちのキャンペーンのつじつま
をああでもないこうでもない、と合わせ
る遊び方だ。これもまた楽しい遊び方で
あり、世界の意志が自分たちの意のまま
にならない感覚を覚えることができるだ
ろう。
　最後に、本筋とは無関係な小国家や島
などを設定し、そこで繰り広げられる
まったく独自の統一戦争を行なうもので
ある。“ 公式 ” の国家は遠国の噂話、と
いうわけだ。
　もちろんこのみっつの手法を状況に応
じて入れ替えても構わない。大切なこと
は、あなたたちが納得できるかどうかな
のだ。
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現在のアトラタン大陸につい
て紹介する。ここがあなたた
ちの冒険の舞台となるのだ。

現在の
アトラタン大陸

ことも珍しくない。あくまで目安だ。
　街道が整備されている場合、人間は一般的には一日に30㎞ほど移動
することができると言われている。つまり、歩けばだいたい次の街に着
く、というわけだ。
　とはいえ軍隊の行軍ではそうはいかない。なぜなら、軍隊というのは
それ自体がひとつの街のようなものである。一番遅い者に合わせざるを
得ないし、持っている装備もはるかに重い。野営を片付けるだけで一
手間だ。
　というわけで軍隊が行軍する場合、一日に6㎞程度行軍できるのが
平均的だと言われている。強行軍、つまり無理をして15㎞というところ
だろう。
　もっともこれは傭兵や農民兵を主体とした一般的な軍隊の話で、ヴァ
ルドリンドの正規軍のような専業兵士の集団、あるいは紅の牙のような
エリート傭兵団の場合は話が別だ。彼らは一日に10～ 20㎞を行軍し、
強行軍ならば 30㎞を移動する。そしてもっとも恐るべき、全員が騎兵
や邪紋使いで構成された特殊部隊ならば、一日に70㎞を踏破すること
さえ可能だと言われている。
　ただしこれはあくまで目安だ。実際には指揮官の質で大きく変わっ
てもくるし、地形によっても違う。整備された街道があればもっと素早
く行軍できるし、吹雪や猛暑の中ならもっと遅くなることだろう。また、
魔法師が介入している場合、その身につけている魔法によっても大きく
変わってくる。常識に縛られた将軍に勝利への道はない。
　一般的にアトラタン大陸の街道はそこまで整備されていない。草刈り
をした野原、というのがせいぜいだ。一里塚があればいいほうだろう。
治安も悪く、混沌の怪物や野盗、落ち武者狩りや傭兵崩れなどもうろう
ろしている。旅は危険であり、それは軍隊でも変わりがない。行軍中の
軍隊が、突然発生した魔境に呑まれることさえあるのだ。

現在の大陸
　次ページに記載されているのは、現在（『グランクレスト戦記』でい
えば一巻終了時点）のアトラタン大陸である。
　国境線は代表的なもののみを記した。実際にはひとつの国は本州と
同等～数倍の面積を持っており、より細かい国に分けられている。たと
えば自由都市ギャノン（Ｐ310）はキルヒスにあるが、縮尺の都合上で
書かれていない。
　実際にはそれぞれの国はより細かい男爵領、騎士領などに分割され
ている。たとえば旧カサドール男爵領（Ｐ311）はクローヴィスの一部
を形成しているが、ギャノン同様縮尺の都合で書かれていないわけだ。
　世界は連合と同盟に二分されているように見えるが、これも傾向であ
る。連合と同盟の加盟国もあれば、地域全体の傾向だったり、単にど
ちら寄りであるかと見なされているかであったりもする。連合寄りの君
主と同盟寄りの君主が内戦を繰り広げている国も珍しくない。
　あなたは冒険を行なう時に、自由に国を設定することができる。現在
のところ国名が記入されていない国については一切の設定が行なわれ
ていない。あなたたちの自由にしてよいのだ。P###のコラムも参考に
するとよいだろう。
　無論、小説やリプレイ、そして『ルールブック２』をはじめとする今
後のサプリメントで、これら地域の設定を我々制作側から提供すること
もあり得る。その場合も同じコラムを参照していただきたい。

移動速度
　アトラタン大陸において、主要都市間の距離はおおむね30㎞から50
㎞というところである。もちろんもっと辺鄙な場所なら100㎞を超える
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オーガニゼーションとは
　オーガニゼーションとは、『グランクレスト』の物語に登場する様々
な組織や国家をあらわしている。
　言うまでもないことだが、人間は（そして知的種族は）何らかの社会
と関わらずに生きていくことはできない。それと無縁でいられるのは、
ごく一部の極まった邪紋使いだけであろう。
　これらのオーガニゼーションをＧＭであるあなたは依頼者として、同
盟者として、また敵として活用することができる。これらの立場は流動
的なものだ。戦乱の社会であるアトラタン大陸において、昨日の敵が今
日の友であることはまったく珍しくないことなのだから。
　また、ＧＭであるあなたはこれらの設定を自由に変更することができ
る。弱小組織と思われていた組織の背後に巨大な陰謀が存在してもよ
いし、知られている伝聞とはまったく別の真実がその背後にあっても問
題にならない。
　そして何よりこれらの設定は冒険の結果を受けて変更されて構わな
いものである。アトラタン大陸はあなたたちの冒険の舞台なのだから。
極端な話、同盟と連合の両方がプレイヤーの率いる国家によって滅ぼ
されてしまっても構わない。それが小説やリプレイと矛盾するのであれ
ば、あなたたちのテーブルにおいてはもちろん、あなたたちの英雄譚こ
そが真実なのである。
　どうか自信をもって、自分たちだけのストーリーを作り出すためにこ
れらの設定をつかってもらいたい。

この章ではアトラタン大陸に
存在する様々な組織や国家を
紹介する。世界観を理解する
一助としてもらいたい。オーガニゼーション

大
ファクトリー・アライアンス

工房同盟

　マリーネ・クライシェを長とする軍事同盟。大公を失ったとはいえ精強を持って鳴
るヴァルトリンド騎士団は健在であり、再編なれば大陸統一は容易と考える者も多かっ
た。
　だが、アルトゥーク伯爵領における敗戦から、マリーネに対する信頼には影が差し
つつある。元々お飾りであると考えられがちだった彼女の軍事的指導力に疑問符がつ
いてしまったからだ。
　もちろんそれを理解できぬほどマリーネは愚かではない。本来の同盟の持ち味とも
言うべき、ヴァルトリンド辺境伯のトップダウンによる素早い意志決定を回復するた
め、あの手この手で同盟内部の結束を固め、自己の支配権を確立するため奔走している。
　ヴァルトリンドを盟主とし、その意志に従う貴族団と、直属の騎士団とに分かれて
おり、両者の間には感情的な確執も多い。前者の中には、自分こそが盟主となるべき
だと考えている者も多いようだ。
　重弩で武装した重装騎兵による集団戦法で知られており、個人の武勇よりも組織だっ
た戦い方を重視する傾向にある。

代表名：マリーネ・クライシェ
組織形態：連合国家

幻
フ ァ ン タ ジ ア ・ ユ ニ オ ン

想詩連合

　諸国の対等な友誼を旨とする連合は、同盟ほどの混乱状態にはない。会議の議長が
不在になっただけだと考えている者がほとんどだからだ。
　連合の意志決定は、諸侯の合議によって行なわれる。会議は数日、あるいは数十日
にも及び、酒宴と舞踏が繰り返され、その合間の密談と陰謀によって会議の趨勢が決
するという優雅な（そして同盟に言わせれば非効率的な）ものだ。連合の長は、彼ら
の指導者ではあるが、議長に過ぎないのである。
　そして残念なことに連合の足並みもまた乱れている。シルベストル・ドゥーセの指
導力を失った今、彼らは同盟が弱体化している今のうちに攻勢に出るべしという意見
と、攻勢に出れば結束を招くゆえに事態を静観すべしという二派に割れており、双方
いずれも決着を見ていない。盟主であるアレクシスはいまだに両国の和解への希望を
捨てていないという話だ。
　個人の武勇を重視し、軍事的には旧態依然たるものがあると評価されがちな連合だ
が、一方で構成国それぞれの国力は高く、経済的基盤では同盟に勝っていると評価す
る声も多い。

代表名：アレクシス・ドゥーセ
組織形態：軍事同盟

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

A A
S A

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

S A
A A
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■第四章　ワールドセクション

パンドラ

　大講堂の惨劇に前後してその活動が噂されるようになった謎の超国家的秘密結社。
　混沌崇拝者と呼ばれる異端思想の持ち主たちの連合体で、皇帝聖印の出現を阻止す
るという大目標の元、それぞれの支部が独自の活動を行なっているとみられる。
　混沌崇拝の理由は様々だが、混沌がなくなることで力を失うことを恐れる魔法師（闇
魔法師とは限らない）や邪紋使い、統一権力の出現を嫌う君主など、パンドラの支持
者は少なくない。また、パンドラ自身は弱きもの、力なく欲望のみを持つ者に混沌の
力を貸し与えることで、戦乱を長期化させ皇帝聖印の出現を阻止しようとしている。
反乱、虐殺、暗殺、破壊工作、そうしたものの陰にその名が囁かれることも多い。
　もっとも、パンドラ側も直接的に世界を支配できるほどの軍事力を有しているわけ
ではなく、その手段はもっぱら陰謀とテロによっている。彼らは魔法師協会とは別に
魔法師を派遣するだけの組織力を備えているが、それだけで世界が支配できるわけで
はないのだ。
　だが、いくつかの国はすでにパンドラに侵蝕され、傀儡となっていると囁かれている。
そうした国家がいずれ一斉に魔法師協会の体制に反旗を翻すのかもしれない。

代表名：不明
組織形態：秘密結社

暁
あかつき

の牙
き ば

　大陸最大の傭兵団。団といっても軍隊のようなものではなく、邪紋使いたちがお互
いに仕事を融通するために作り出した寄り合いのようなものである。
　所属する傭兵たちはお互いに仕事を斡旋し、契約にしたがって依頼人のために働く。
契約を守ることのみが暁の牙の神聖にして最大の掟であり、契約違反には団の金で雇
われた傭兵が差し向けられる。これは暁の牙の傭兵、というブランドを守るために何
よりも大切だと皆が考えているからだ。
　その契約への誇りは並大抵のものではなく、暁の牙の傭兵たちは一度雇われれば、
相手が親兄弟だろうと、同じ暁の牙だろうと最後まで戦い抜く。ある戦場では暁の牙
同士が激突し、ひとりも戻らなかった。そのようにして貫かれた誇りこそが、暁の牙
という傭兵団の最大の財産なのである。
　邪紋使いによって立ち上げられた組織ではあるが、現在では通常人や君主にも加盟
が許されている。要するに任務を果たせるだけの力さえあればそれでいいのだ。
　ただし、魔法師協会への政治的配慮があるため、加盟している君主の配下という形
でなければ魔法師の加盟は許可されない。

代表名：隻眼のヴォルミス
組織形態：傭兵団

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B ?
? ?

魔
メ イ ジ ・ ア カ デ ミ ー

法師協会

　闇
ダ ー ク メ イ ジ

魔法師をのぞくあらゆる魔法師が介入している巨大組織。魔法師の養成機関であ
り、連絡機関であり、互助会である。
　魔法師協会は素養のある子供を大陸全土から集めており、魔法師の一門の養子とす
ることで疑似家族的な社会を作り出している。最高支配者である賢人委員会は、有力
な家門の長たちからなっている。
　魔法師は協会のために働くことを義務づけられている。子は親に、親は一族に奉仕
するというわけだ。
　その権勢は強大で、貨幣の発行権と爵位の叙任権はひとえに協会に帰属している。
加えて知識と技術のほとんども協会が握っている。それだけの力を持つ協会を羨望し、
あるいは嫉妬する者も多い。
　魔法師協会そのものの直接的な領土は自由都市エーラムに限定されているが、あら
ゆる君主の元には魔法師が派遣されているため、その政治力と情報収集能力は絶大だ。
魔法師協会の目と耳は、どこにでも存在するのである。

代表名：センブロス・ストラトス
組織形態：学術団体

聖
せ い い ん き ょ う か い

印教会

　エーラムの南、イスメイアを本拠とする新興の宗教組織。“名を忘れられし唯一神”
なる神を崇めている。
　唯一神の欠片である聖印を持つ君主は神に選ばれし使徒であり、その統治が行なわ
れれば皇帝聖印が現われ、人々は罪を許されて唯一神が復活し、世界から混沌が浄化
されるという教義を説いている。君主の統治権を強く認めることから、支配者層を中
心に信徒は多い。一方で混沌を悪魔の力として非難し、これを利用する魔法師や邪紋
使いをも攻撃しているため、魔法師協会とは激しく対立している。
　彼らの目的は宗教的手段で皇帝聖印を見いだすことだとされており、教会の指導者
たる司教たちに聖印を捧げ、みずから従属聖印となる君主も増えつつある。彼らは第
三の勢力として頭角を現わしつつあるのだ。
　経済的成功を収めて君主に納税することは神の御心に添うものであると唱える派閥
も存在し、そうした教派を取り込むことで聖印教会はさらに拡大を続けている。

代表名：教皇ハウルⅠ世
組織形態：宗教団体

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B C
C C

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B S
B S

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B A
B B
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ヴァルスの蜘
く も

蛛

　大陸でもっとも奇妙な犯罪結社、それがヴァルスの蜘蛛だ。
　彼らは大陸全土からあらゆる手段で情報をかき集めており、その情報を高値で売買
する。情報の二度売りをしないため、情報そのものは極めて高価だがその正確度は高く、
魔法師協会ですら知り得ない情報を握っていることもしばしばだ。
　魔法師協会内部にも深く食い込んでおり、賢人会議のメンバーが入れ替わるような
政治闘争の場においては、ヴァルスの蜘蛛をどれだけ引き入れるかが魔法師たちの権
力争いにおいて重大な意味を持つことも多いと言われている。
　一方で、彼らと取引することはすなわち彼らから情報を吸い出されるパイプとなっ
たということでもある。あなたの情報もまた彼らによって逐一収集され、敵対勢力に
売り飛ばされる危険性を持っているというわけだ。その意味において油断ならない犯
罪者の集団である。その指導者は魔法師協会を去った元魔法師だとも言う。
　彼ら自身の戦闘能力は高くないため、必要に応じて外部の傭兵を雇い入れることで
も知られている。その場合の払いは良好だが、彼らの情報に基づいて分析されたギリ
ギリの仕事を持ち込まれるとも囁かれている。

代表名：“蜘蛛の女王 ”
組織形態：犯罪組織

月
げ っ こ う し ゅ う ど う か い

光修道会

　聖印教会の修道会のひとつで、善き心をもった投影体を魔物とは区別し、保護しよ
うとする結社。聖印教会のほとんどの聖職者は投影体を善も悪もなくすべて混沌の手
先と見なしているため、その活動は秘密裏に行なわれている。
　組織としての規模は大きくないが、強力な投影体が結社に加わっており、この大陸
に投影されてしまい右も左もわからない投影体を保護するため日夜活動している。
　もっとも、月光修道会は単なる善意の集団というわけではない。善良な会員が多い
ことは事実だが、同時に彼らは聖印教会のために、投影体の有している知識や技術を
蓄積しているのである。それが魔法師協会に対抗するためであることは論を待たない
だろう。修道会に保護をもとめた投影体たちは好むと好まざるにかかわらず、そうし
た政争に巻き込まれることになるのだ。
　投影体を通して、本来なら魔法師協会のみが管理すべき知識を秘匿しているとも噂
されている。でありながら活動を続けられているのは、魔法師協会と何らかの盟約が
あるからだとも、協会が修道会を攻撃する機会を狙っているのだともいう。

代表名：司教ベスダティエ
組織形態：修道会

ウルシード商
し ょ う か い

会　

　エーラムに本拠地を置く商会。金融および流通に大きな力を持ち、大陸の各地に支
社を持っている。伝令専門の邪紋使いを高給で雇い入れており、大陸有数の速度と精
度を誇る情報網を持つことで、ライバルに先んじてきた。
　同盟と連合に対してはどちらもよい顧客として扱いつつ、どちらにも深く肩入れし
ないという方針をとっている。どちらかが勝利してしまえば切り捨てられかねない戦
略であるため、両国の婚儀を取り持つために奔走したという逸話もある。
　魔境の開発にも熱心で、いくつもの混沌市を運営している。魔境を調査するために
放浪の君主を雇い入れることもあるようだ。
　風見鶏と言われることも多い油断ならない商人たちだが、彼らからの借金なくして
は戦争できない君主も多い。逆にウルシード商会は君主による混沌浄化によって益を
得ることも多く、商会の利益のために出兵させられる君主というのも珍しいものでは
ない。

代表名：シュタイン・ウルシード
組織形態：商会

オブリビヨン

　神出鬼没の謎めいた傭兵団。傭兵団といっても依頼人の側から彼らと接触すること
はできず、彼らの側から雇われにやってくるという奇妙な集団である。暁の団同様、
ほとんどの構成員が邪紋使いで、何らかの関係があるのではないかと噂する者も多い。
　オブリビヨンの出現した戦場はつねに凄惨なものになる。彼らは雇い主の目的を果
たすため、という大義名分の元、常に戦闘を拡大し、破壊を行ない、思うさま邪紋の
力を振るうからだ。まるで破壊そのものが目的のようだ、と言う者もいる。戦後の略
奪や狼藉もひどいものである。
　それでもなおオブリビヨンを雇う者が絶えないのは、彼らが売り込みに行く先はか
ならず彼らの力を必要としているからだ。本来なら小さな火を彼らは大きく燃え上が
らせる。その背後にパンドラの存在を噂する者もいる。

代表名：“終焉告げる”ヴァライグ
組織形態：傭兵団

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価：

C B
A B

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

A C
C C

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

C B
B B

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

C C
C A
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■第四章　ワールドセクション

ヴァンベルグ侯
こうしゃくりょう

爵領

　みずからを聖印教会の守護者と豪語するヴァンベルグ侯爵アントニア・フラメルの
統治する国家。幻想詩連合に所属している。
　小さな男爵領に過ぎなかったヴァンベルグを一代で拡大したアントニアを支えてい
るものはひとえに聖印教会への熱情であり、彼は自分が皇帝聖印を見いだして唯一神
を復活させる神の騎士であることを疑っていない。その質素で献身的な生き様から領
民の信頼も厚く、ほとんどの領民と騎士たちもまた聖印教会の熱心な信徒である。
　民を安んじ、混沌に対して献身的に戦うことで知られているヴァンベルグだが、宗
教的熱情を原動力としているために占領地の領民に聖印教会への信仰を押しつけるこ
とでは悪名高い。いずれヴァンベルグは魔法師協会と抜き差しならぬ対立を抱えるこ
とになるだろうと人々は噂している。

代表名：アントニア・フラメル
組織形態：中央集権制

旧カサドール男
だんしゃくりょう

爵領

　数ヶ月前まで連合の一翼を担っていた国家。林業が盛んである他にさしたる特徴も
ないどこにでもある小国であったが、現在は国のほとんどの領域が魔境に呑み込まれ
てしまっている。
　原因と思われるのはカサドール男爵の重税に耐えかねた反乱によるもので、当初は
暴動レベルだと思われていたが、パンドラとおぼしき武装集団が介入。忽然と出現し
た魔物の軍勢によって男爵領はあっというまに席巻され、次々と出現した混沌核によっ
て男爵領は魔境に沈んだのである。
　混沌を呼び込んだ愚かな反乱首謀者たちがどうなったのかは不明だが、現在でも領
民たちは生き残っており、魔境の中で魔物たちに脅かされる日々を送っている。どう
やら魔境から出現した二つ頭の凶悪なオーガが国を支配しているようだが、詳細は未
だ定かでない。

代表名：“双頭”ヴァラン＝ガイム
組織形態：無政府状態

サンドルミア辺
へ ん き ょ う は く り ょ う

境伯領

　今や稀になった、連合にも同盟にも与さない独立国家のひとつ。領内に巨大かつ良
質の鉄鉱脈を有し、工房と一体化した半地下都市を本拠地としている。
　その高い工業生産力を生かして武器の売買を行なっており、同盟も連合もサンドル
ミアを引き込もうと活発な外交戦を行なっているが、ファーストロード以外の聖印に
従属したことはない、という誇りを持つサンドルミア辺境伯とその騎士たちの誇りは
高く、現在の所独立派が国内では優勢となっている。
　長い歴史の中でサンドルミアの地下坑道は拡大に次ぐ拡大を続けており、その過程
で地下に未だ存在する巨大な魔境や、眠り続ける投影体を掘り出してしまうことも少
なくない。地下都市のひとつでは、魔境の軍勢と戦い続けているものもあるようだ。
そのため、腕のいい魔境ハンターや自由君主などはこの国では歓迎される。

代表名：ノートン・ヴェルダティエ
組織形態：封建制

自
じ ゆ う

由都
と し

市ギャノン

　正確にはギャノン伯爵領と呼ばれるべきだが、百数十年前に商会からの多額の借金
に耐えかねたギャノン伯爵が統治権を商会に売り渡したことから、立法権・司法権・
行政権を有力商会の代表からなる民会が有しており、君主たるギャノン伯爵は軍の指
揮権のみを持たされているという変わり種の国家。
　そうした経緯を持つだけあって高い経済力を有しており、豊富な金銭で雇われた傭
兵たちによる分厚い護りを持つ。また、ギャノンの商会が持つ武装商船団は戦時にな
ればそのまま海軍に化けるため、侮りがたい遠征能力をも有している。
　ギャノンは現在の所連合・同盟のどちらにも与していないが、これは伯爵が従属聖
印を持つことを民会が嫌うためで、実際にはほぼ同盟傘下の国家として活動している
とされている。

代表名：民会代表クリフォード
組織形態：制限議会型民主制

政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

A B
B B

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B C
C C

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B C
B A

軍事力評価： 政治力評価：
経済力評価： 技術力評価：

B B
A B
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■第四章　ワールドセクション

パーソナリティーズとは
　パーソナリティーズとは、『グランクレストRPG』の物語に登場する
様々なＮＰＣである。
　彼らはあなたたちがこの広大なアトラタン大陸で繰り広げる英雄物
語に華を添えるための存在だ。ヒロイン、好敵手、情報源、様々な使
い方が出来るだろう。ＧＭは彼らに自由な設定を付加してよいし、それ
が今後発表されるリプレイや小説と矛盾していてもまったく問題ではな
い。あなたのテーブルではそれが正しいのだ。もちろんここに書かれて
いる設定を変更してもよいが、誰が見てもわかる設定（性別など）を変
更する場合は事前にプレイヤーに断わりを入れたほうがよいだろう。
　また、彼らの設定があなたの考えた物語にとって不都合であると考
えた場合や、ＰＣ・ＮＰＣと設定がバッティングした場合はそもそも存
在しないものとして扱っても構わない。アトラタン大陸はあなたたちの
冒険の舞台なのだから。
　ＮＰＣの詳細なデータは現在のところ用意されていない。これはあな
たの作成するシナリオに合わせて設定することを想定しているからであ
る。エネミーデータなどを流用してもよい。
　ＮＰＣの有しているクラスや信念は世間に知られているものである。
もちろんこれについても変更して構わない。また一部のＮＰＣは今後の
小説やリプレイによって信念が変化する可能性があることをお断わりし
ておく。

「私は成さねばならないことを成すだけです」

「これが本当に、私たちに残された選択なのか」

　幻
ファンタジア・ユニオン

想詩連合盟主。マリーネがそうであるよ
うに、父シルベストルを失い、ハルーシア公
爵として連合を率いる身となった。
　無能な人間ではないが平時の君主として有
能な人物で、その優しさと慎重さはともすれ
ば優柔不断と取られがちである。
　楽器の演奏と詩作に長け、今でも大恋愛の
末に結ばれるはずだったマリーネを愛してい
ると噂されている。

信念：平和をもたらす（目的）
性別：男 クラス：ロード

大工房同盟・盟主

幻想詩連合・盟主

マリーネ・クライシェ

アレクシス・ドゥーセ

性別：

　大
ファクトリー・アライアンス

工房同盟大公マティアス・クライシェの
長女。
　本来ならば連合の貴公子アレクシスと結ば
れるはずであったが、婚儀の席に出現した
デーモンロードによって父を殺され、ヴァル
ドリンド辺境伯として同盟の盟主となって戦
うこととなった。気高く、君主としての度量
に溢れた人物だが、若年故に配下の騎士たち
からは軽んじられている。

女 クラス：ロード
信念：同盟を勝利させる（目的）

この章では『グランクレスト
RPG』に登場するＮＰＣを紹
介する。彼らはあなたの冒険
に必要不可欠な存在だ。パーソナリティーズ
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「すまぬな。面倒をかける」

「情動を抑制し、論理を指向するのだ」

魔法大学学長

ヴァルドリンド魔法師長

センブロス・ストラトス

アウベスト・メレテス

性別：

　魔法大学の学長を務める人物。あらゆる魔
法師にとって大師匠とも言うべき人物であ
り、直接の指導を受けていなくても誰もがそ
の言葉に耳を傾ける人物である。
　面白みのない保守的な人物であるがそれだ
けに調整能力に長けており、若い魔法師たち
の独断専行に頭を悩ませる日々である。みず
からも言うまでも無く強大な魔法師だが、彼
が戦うところを見た者はほとんどいない。

男 クラス：メイジ
信念：協会の掟を破る（禁忌）

性別：

　マリーネ・クライシェに仕える魔法師長。
魔法師の名門メレテス家に連なる人物で、奇
策を用いず、口舌に頼らず、淡々と正攻法で
敵手を追い詰める正道のメイジである。
　元はマティアス大公の魔法師のひとりだっ
たが、大公の没後にマリーネによって抜擢さ
れた。温厚な人物ではあるが、なによりも
自らを魔法師たることを第一に位置づけてお
り、その自律は鉄のごとしである。

男 クラス：メイジ
信念：情に流される（禁忌）

「唯一神は復活する……この世を理想郷にするために……」

「金をもらってるんだ、きっちりやるさ」

教皇

“暁の牙 ”団長

教皇ハウル

隻眼のヴォルミス

性別：

　イスメイアに教皇座を置く聖印教会の二代
目教皇。初代教皇の崩御によって崩壊するか
と思われた教会をがっちりと掌握し、みずか
らの息のかかった枢機卿や彼を信じる君主た
ちの武力を背景に隠然たる権力を誇っている。
　高齢のため実務はほとんど腹心に任せ重要
な決定のみを行なっているが、いざとなれば
強大な聖印を振るうとも噂される。

男 クラス：ロード？
信念：神を復活させる（目的）

性別：

　大陸有数の傭兵団である“暁の牙”の団長。
十二歳で初陣を飾ってから、ベッドで寝た夜
よりも前線の冷たい土で寝た夜のほうが多い
と言われる生粋の戦士である。
　身の丈の倍はある巨大なグレートソードを
縦横無尽に振るい、戦場に文字通り穴を開け
るその姿はまさに牙。幾度となく騎士として
望まれたが、自分で戦場を選ぶことが出来る
自由な傭兵稼業が気にいっているらしい。

男 クラス：アーティスト
信念：契約を破る（禁忌）
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「面白いかどうか、それが大事なのさ」 「人の子よ、余が飽きぬよう選んで話せ」

「ここは私にお任せなさい」 「ほら、こういうのが必要じゃない？」

魔境ハンター 異界の龍

自由騎士 行商人

雷光のワトホート “日輪を灼く ”バランディア

クレア・シュネージュ アストリッド・ユーノ

性別：

　混沌そのものが空間に現出した “魔境 ”を
専門に狩るフリーランスのアーティスト。魔
境の光景に見せられており、金以上に面白い
かどうかを大切にしている。全身に刻まれた
傷は魔境の思い出で、わざわざ治療しないで
いるらしい。
　半人半虎に変貌するライカンスロープで、
全力を出すとさらに全身が雷光に包まれ、光
と見まがう速度で疾走することができる。

男
信念：まだ見ぬ土地へ赴く（目的）

性別：

　名を知られぬ異世界から投影された龍。太
陽神すら焼き殺した炎と、星をも砕く牙を持
つと豪語する。数えきれぬ国を滅ぼし、その
財宝を腹の下に敷いて連合と同盟の境界にあ
る山脈に居座って久しい。
　現在は財宝を奪われることを恐れるあまり
にねぐらを離れることも少ない。彼のねぐら
にある財宝には様々な武器や禁書が含まれて
おり、取引次第で貸し与えることもある。

男
信念：屈服する（禁忌）

性別：

　国を持たず、みずからの聖印のみを頼みと
して諸国を放浪し、混沌災害に立ち向かって
いる自由騎士の女性。
　かつては連合のある国の姫だったとも、両国
に属さぬ小領主だったとも言われているが、
確かなことは定かではない。わかっているの
は彼女が民を見捨てることなく、その気高さ
と強さ、聖印教会への信仰によって人々から
愛されているということだけである。

女
信念：民を守る（目的）

性別：

　魔法都市エーラムを中心に活動している旅
の商人。キャラバンの長で、エーラムで産出
された魔法的な物品はもちろん、食糧、兵器、
贅沢品、香辛料、その気になれば傭兵部隊で
も仕入れてくれる。
　金に汚く、自分が必要とされるところには
どこにでも現われて、なるべく高く物を売り
つけようとする。が、品質は確かで契約は守
るため、しぶしぶながらも信用する者は多い。

女
信念：ただで物を売らない（禁忌）

クラス：アーティスト

クラス：ロード

クラス：投影体

クラス：－
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「協会の意向を伝えます」 「パンドラはあなたに協力します」

「その話なら聞いてるわ。でも高いわよ」 「殺ってやるぜ、好き放題なァ！」

魔法師協会のエージェント 闇魔法師

情報屋 オブリビヨン団長

グライフ・アルティナス クライン

マヘリア・イシュトガルド “終焉告げる”ヴァライグ

性別：

　エーラムの魔法師協会直属の特殊な魔法
師。政治的介入を行なう場合など、協会の意
向を直接伝える、または実行する必要に迫ら
れた場合にのみ派遣される。
　瞳を布で塞いでいるのは自らの欲望のため
に魔法を使わないための戒めで、その布を外
し “邪眼 ”と呼ばれる瞳が露わになれば、大
陸のいかなる魔法師をも凌駕する膨大な魔力
が露わになるという。

男
信念：私闘を行なわない（禁忌）

性別：

　混沌を拡大させる謎の秘密結社パンドラの
エージェント。いわゆる闇魔法師であり、欲
望を求める者、反乱を行なおうとする者、革
命を成そうとする者の側に現われ、兵力や投
影体、時には自分の魔力すらも貸し与える。
　様々な国家が彼女を追っているが、たとえ
パンドラが敗れても戦場からは忽然と姿を消
しているため、その足取りや正体については
未だ判然とはしていない。

女
信念：混沌を拡大する（目的）

性別：

　諜報結社 “ヴァルスの蜘蛛 ”首領。情報そ
のものを売り買いする特殊な犯罪シンジケー
トを立ち上げた人物で、これはと思う人間に
しか接触しない。そのため、列強の王であっ
ても彼女の存在を知らない者も珍しくない。
　その情報の精度は極めて高く、また二度売
りをしないことから信用も高い。その代わり
情報料は高価である。かつて記憶を奪われて
アカデミーを去った元メイジであるという。

女
信念：知識を取り戻す（目的）

性別：

　パンドラと協力関係にあると噂される傭兵
団 “オブリビヨン ”の団長。地獄の悪鬼その
ものと噂される団員たちすら恐れる男で、気
にいらなければ側近ですら体内に飼う魔物の
エサにしてしまう。肉を喰らうように、女を
抱くように人を殺す。殺すために戦い、奪う
ために戦う。一説によれば投影体だとも言う
が、定かではない。

男
信念：殺人（目的）

クラス：メイジ

クラス：－

クラス：メイジ

クラス：アーティスト？


