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アトラタンを歩く
第１回：ロード、聖印の担い手にして混沌を浄化するもの

『アトラタンを歩く 第１回：ロード、聖印の担い手にして混沌を浄化するもの』
――ここは混沌の大陸 あらゆる可能性がキミを待つ
混沌を己に刻むもの 混沌を操るもの
そして混沌を浄化するもの
志を同じくするものとの誓いの果てに
世界を己を、刻み込め
『グランクレストＲＰＧ ルールブック１』より
ＴＲＰＧを遊ぶ際、望ましいことは『参加者（ＧＭとＰＬ）
たちが互いに見ている風景の“差”が少ないこと』です。
ディスプレイに“見ている風景”が提示される電源有のゲー
ムと違い、
ＴＲＰＧのセッションで参加者が共有しているのは、
ルールブック内の記述や、キャラクターを形作るデータ、そ
してＧＭから語られる状況説明などの世界情報の“断片”です。
情報の量、という点だけに注目するとＴＲＰＧは画面情報
のあるゲームに比べ世界を描くのに不利なように思えます。
しかし、実際に楽しいセッションを経験したことのある読
者の皆さんならば、
それは違うと感じるのではないでしょうか？
仲間の誓いを託した
“剣の君主”
の
《閃光刃の印》
が敵を断ち切っ
たとき、混沌の魔物の瘴気に率いる部隊の士気が削がれてゆ
くとき、みなさんは確かにその光景の奥にある世界の息吹を
感じていたのではないでしょうか？
それは、このゲームの参加者が、
“遊び手、鑑賞者”である
のと同時に“語り手、作り手”であるからです。
断片的な情報からであっても、そこから参加者それぞれが
登場人物間の精緻な心のやり取りを、数万の兵士の鬨の声を、
頭垂れる麦穂とそれを揺らす秋風を創造＆想像するとき、そ
れは制作費数億ドルの映画、ＡＡＡクラスタイトルのゲーム
に匹敵する物語体験となります。
今号よりしばらくお届けする記事『 アトラタンを歩く』では、
こうした物語体験を得られるよう、
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とある辺境の君主の一日
朝

開拓地の朝は早い。
夜明けと共に藁布団から起き出した開拓民たちは、かまど
に火を入れて湯を沸かす。
少年君主アリキアもまた、寝台の中で目を覚ます。
この島は内陸よりも寒暖の差が激しい。 下着を着けたまま
寝ても肩口から染みいる寒気に夜中、目が覚めることがある。
――暖かな寝床の中にあと少しいたい。
その誘惑を頭から追い払い、意を決して外に出る。
外の水瓶には薄く氷が張っていた。 その冷水に手ぬぐいを
ひたし、絞ってから体をこする。
冷水摩擦はアカデミーの常磐の学舎――緑の生命魔法学部
の分派とジノ師は言っていた――に伝わる健康法で、聖印継
承の資格があるとわかった六つの頃から始めている。 君主た
るものが風邪などで倒れるわけには行かないからだ。
真っ赤になるまで肌をこすってから服を身につける。
内陸にいたときには従者の用意してくれた南方の綿や絹の
服だったが、ここでは自ら望んで兵士たちと同じ毛織のもの
にしている。 従騎士のガーネット（ 騎士であるアリキアに従
属している以上、彼女の身分は従騎士なのだ）が、常に兵士
と同じ衣服や食事をしているのを見習ったのだ。
朝食の時間までは、まだ少し時間がある。
アリキアは絵巻物を広げた。
それは極大混沌の時代、聖印を手にアトラタン大陸はエー
ラムに降り立ち、仲間と共にその地に巣くう竜を倒した英雄、
ファースト・ロード、レオンの絵物語である。
明け方の光の中、
アリキアはひととき少年らしい空想に耽る。
やがて、ジノ師が朝食にと彼を呼びに来る。

の舞台であるアトラタン大陸についてのイメージを共有し、
想像を膨らませる情報を記してゆきます。

アトラタン大陸の冒険について語る際、最初に語らなけれ
ばならないのは、この世界がいちどは完全に崩壊した世界で

なお、内容は既刊の『グランクレストＲＰＧ』
のルールブッ

あり、今もなおその脅威は払拭されていないということです。

ク１および２、そしてサプリメント『アドバンスフォース』の
記述を元とします。

「 混沌とは、不可思議なエネルギー、可能性そのものと考え

適宜『グランクレスト戦記』をはじめとする小説やリプレイ

られている“ 何か”だ。 その“ 何か”が、偶然、あるいは人為

の内容を引用することともありますが、これらの内容は基本

的な手段によって世界に具現化
（これを
“混沌の収束”
と呼ぶ）

的に各物語における特例と考えます。 同様に以下の記事のフ

することがある。

レーバー・テキスト部分の記述は筆者の想像であり、公式な

混沌が収束すると、それまで働いていた秩序は崩壊する。

世界観記述とは厳密に一致するものではありません（ＴＲＰＧ

例えば、実り豊かな畑に混沌が収束することで、あるいは土

的に言うならば“隣の卓”の記述、とお考え下さい）
。

地が毒沼と化し、あるいは奇怪な毒草が繁茂する……発生す
る事象は千差万別だが、ほぼすべての場合人間に有害な結果

さて、前置きはここまで。

をもたらす」
（
『ルール１』P.9より）

今回はアトラタン大陸で語られる物語の根本原因となる
“混
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沌”とそれに相対する三つのクラスのうち、君主／ロードに

大陸歴元年、それはアトラタンの地で“混沌爆発”
が起こっ

ついて、リプレイにも登場した幼き騎士アリキアの視点から

た年であり、それ以降の“極大混沌期”は、世界が人類を拒絶

解説しましょう。

した時代と言ってよいでしょう。

「 混沌は、その場にある自然律――いわゆる物理法則をゆが
03

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

することがあります。 この時の個体は異界の存在がアトラタ

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

ン大陸に複製されたものであり、故に混沌投影体（投影体）と

しても何ら驚くには値しない」
（
『ルール１』P.278より）

呼ばれます。
『グランクレストＲＰＧ』
のエネミーデータには“出身世界”

このような世界で、おそらく人類は混沌爆発まで培ってい

という項目がありますが、それはそのエネミーの投影元となっ

た文明、文化を失いつつ消滅の道を歩んでいたと推測できます。

た世界を示しています。 各種ルールおよびサプリメントのエ

ファースト・ロードであるレオンは、人類が混沌に滅ぼさ

ネミーデータを参照すれば、どれだけ多くのエネミーが異界

れ尽くす、その前に歴史に現われます。
その出現が、
滅びる寸前の人類が最後に起こした奇跡なのか、
それともただの偶然なのか、そもそも出現時期の伝承に混乱
があるのかは、彼の出自同様に何も定かではありません。
確実なのは、彼が１）聖印と呼ばれる力を持って現われた

からこのアトラタン大陸へ投影されたものかわかります。
（逆に、混沌爆発以前の原アトラタン大陸原住の生物相の幾
分かが推測できたりもしますが、これは余談）
投影体として収束した場合、混沌事故の場合と異なり、混
沌核は失われず、投影体の中核となります。 その投影体が倒

こと、２）志を同じくする仲間と共にあったこと、３）エーラ

されたとしても混沌核は残り、次の混沌災害の原因となります。

ムの地から混沌を退け、浄化したこと。 そしてなによりも、

ファースト・ロード、レオンがもたらし、君主たちに伝え

４）聖印の力を君主たりえる若者たちに分け与え、“ 自由騎士
団”を形作ったと言うことです。
レオンは大遠征と呼ばれる伝説的な冒険行を成し遂げた後、

られている聖印はこの混沌核を浄化する唯一のものです。
聖印は君主の理想、信念を具現化するものであり、混沌核
の目的のない可能性（ それは無秩序であり混乱です）に秩序を

騎士団と共に長征に赴き、歴史から姿を消します。 しかし、

与え正します。 結果として混沌核は消失し、君主は混沌災害

彼の残した聖印はこの地に残った騎士達の元に残されました。

を食い止めることができるのです。
聖印にはさまざまな働きがありますが、アトラタンに住む

午前

朝食は乳粥と卵、それに昨日の正餐の残りの冷肉が少し。
開拓地に来てから体を動かすことが多くなり、朝食を多め
に取ることが増えた。卵などの贅沢は必要ないとは言ったが、
「体
を作る間は食べるのも修練のうち」と説かれ、良しとした。
朝食後、知らせが入る。
巡回に出ていた兵が、森の中にわだかまる霧とその中に蠢
く闇を見つけたという。
午前の予定（ ジノ師による『 騎士レオン言行録』の講義）を
取りやめて向かうことにする。
近習にそう告げたときには既に、従騎士のガーネットがア
リキアの兜と鎧を手に戸口に立っていた。
森を切り開いた耕地の先に報告の霧はあった。
「 収束する前の“ 混沌核”です。 なかなか珍しい。 たいてい
は混沌事故や投影体に収束してしまうのですが」とはジノ師。
報告を受けたときには青かった顔が、今は興奮で赤い。
「浄化を」と、ガーネットがアリキアをうながす。
少年君主は意を凝らし、聖印を顕現させる。 兵たちが息を
呑むのが聞こえた。 薔薇色の輝きがわだかまる闇を払い、秩
序の力が歪んだ自然律を正してゆく。
やがて霧は消え、改めて昼の日差しが耕地を照らす。
――自分にはまだ、霧の巨人を討つ力はない。 だが、あふ
れてくる混沌を浄化することはできる。
思い描いていた英雄の姿には遠く、
歯がゆくもある。 しかし、
投影体を倒すだけなら必ずしも君主の力は必要ない。 その後
の“混沌核”を浄化するのが君主の使命であるとアリキアは自
分を納得させていた。

民にとって一番大事なのはこの混沌を浄化する働きであり、
ともすれば混沌に飲み込まれる生存圏を保つことこそが領土
ロ ー ド

の統治を君主が行なう理由であり、民衆が君主を必要とする
理由です。
現在のアトラタン大陸、特に中枢部では、こうした生存圏
獲得の切実さは過去のものとなっています。 それは、ファー
スト・ロード、レオンが歴史の表舞台から消えた後、遺志を
継いだ自由騎士達が大陸中の混沌を掃討する戦い（
“ 秩序回復
戦争”
）を1000年の長きにわたって続け、アトラタン大陸を混
沌から取り戻すことに成功したからです。
（その後、文明を取り戻し、富を蓄え初めたアトラタンの人々、
中でも君主たちが互いの領土を巡って争いはじめましたが、
それはまた別の機会に語ることとしましょう）
しかし、そのような時代にあっても、変わらず混沌の災害
は民衆を脅かしています。 たとえば『グランクレスト戦記』の
主人公、
テオは故郷システィナの統治者が私的闘争にかまけて、
領内の混沌災害を軽視していることに怒りを覚えて、君主と
して立ったのが始まりですし、掲載リプレイにおいてはいま
だ混沌の残る領土をいかにして安堵して行くかが、ＰＣたち
の課題となっています。
そもそも、アトラタン大陸には特定の地域全体が混沌の影
響下にある“ 魔境”がまだ各所に残っています。
『 グランクレ
スト・リプレイ ライブ・ファンタジア×ファクトリー』の舞
台となったファーガルドとメディニア、
この二つの国の間にあっ
た“ 樹竜の森”や、バルレア半島のパワーバランスのカギと
なる環状山脈バルレアの“ 瞳”
（
『 ルール２ P.234』より）など
の魔境からは投影体がさまよい出て害をなすこともあります。
これらに対抗するためには、君主の力が必要なのです。

何らかの現象を具現化させたのち、混沌核そのものは消失し
ます（これを混沌事故といいます）
。
強力な混沌核は現象としてではなく、生物個体として収束

君主の最大の役目は、混沌を浄化することです。
その役目を果たすには聖印さえあれば良く、君主の人格、
能力は問われません（極論ではありますが）
。
アリキア公子のように、統治者としての能力があまり高く
なくても、聖印を持つがゆえに君主として（ 名目上の）統治者

剥き出しの混沌は“混沌核”と呼ばれる状態にあります。 こ
れは混沌の結晶とでも言うべきものであり、いずれ収束して

ることがわかっていた。
「森から薪も十分手に入ります。 将来は高炉を造り、精錬し
た鉄を輸出しましょう」
「 叔父上、まずは武器を確保できないか？ 民兵達の今の武
器では巨人には立ち向かえん」
「お待ちください。 耕地を広げ、食糧を確保せねば！」
ジノ師、従騎士ガーネット、開拓民の長オーウェンズたち
の話し合いは昼の正餐の時間に至っても終わる気配はない。
同席するアリキアは空腹を我慢しつつも、彼らの話に耳を
傾ける。 話の細部はわからないことばかりであり、彼らがア
リキアに何らかの決断をうながすことはない（ それはジノ師と
オーウェンズの職分である）
。
はじめの頃は、そこに自分がいる必要があるのか疑問に思っ
ていた。 ファースト・ロード、レオンの絵巻物には、彼が領
地の作物の出来高や、鉄鉱石の価格の変動、冬に向け蓄える
食糧の手配などを打ち合わせている図は描かれていない。
――きっとそうしたやっかいごとはレオンに付き従って、
のちにアカデミーを開いた魔法師、
偉大なるミケイロが行なっ
ていたのだろう。
かつてアリキアはのんきにそう考えていた。 君主の役目は
魔境を拓き、投影体を滅ぼし、混沌を浄化して民を守ること。
アリキアはそう信じていたし、この島に来るときにも、自分
が聖印の力により、化け物を放逐する姿を思い浮かべていた
のだ。
しかし、彼は戦いの役には立たなかった。
「君主のあり方にはさまざまなものがあります」
ジノ師は言った。
戦いの先陣を切る君主もいれば、本陣にあって配下に命令
を下す君主もいる。 自分自身は一切戦いの手段を持たず、臣
下に守られながらもその臣下を守り、力づける聖印を携えて
戦場に立つ君主もいる。
「 だから、自分が巨人の前に立たなかったことを引け目に思
うことはありません」
ジノ師はそう言う。 ガーネットもそう言った。
自分の中の英雄像を修正するのには、もうしばらく時間が
かかりそうだったが、少なくとも領地のことをよく知っておく
のは君主としてあるべき姿には違いない。
――もしかしたらファースト・ロード、レオンも戦いの合
間には新しく生まれた羊の頭数や、橋を造る作業員に配るパ
ンの数を記した書類にサインをすることがあったのかも知れ
ない。
アリキアはそう考えて臣下たちの話に耳を傾ける。
机の下で、改めて小さく、腹の虫が鳴いた。

昼

報告された混沌核の浄化を終えた後は、そのまま森の奥に
見つかった鉄鉱石の採掘場へ視察に赴く。
ジノ師の調査により、この島には良質な鉄鉱石の鉱脈があ

の地位につく者はいます。

“ 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。
（ 中略）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
4 4
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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。
（
『ルール１』P.285より、傍点筆者）
現在のアトラタン大陸で最も素朴な統治形態において、君
主≒統治者であることが多いのは、伝統的に聖印の継承が長
子相続であり、君主の家系に資産や人材、アカデミーとのコ
ネクションなどが蓄積されているためと考えられます。
引用中で述べられているように、内政を取り仕切る臣下や
領民たちの組織があり、その能力が君主より強ければその領
土では君主は象徴的なものとなりうるでしょう。
君主と領民の力関係は、さまざまな要因を元にしたバラン
スの上に成り立っています。 どちらも、自分にとっての利益
を最大化したいという欲望をもちつつも、互いを絶対に必要
としているのです。
村落ていどの規模の領地であれば、君主個人と領民たちと
の関係で済んでいたのかも知れませんが、領地が大きくなる
につれ利害関係者の数は増え、すりあわせは困難になって行
くのでしょう。 ゲーム中でそこまで踏み込むかどうかは各プ
レイグループの嗜好にもよるでしょうが、
「君主のあり方とは？」
、
「領民の望みとは？ 」という問いかけは挑みがいのあるテーマ
で、既刊の『グランクレスト・リプレイ ライブ・ファンタジ
ア×ファクトリー』での“ ニートな君主”ニーナや“ 竜を駆る
姫君”カタリナもそれぞれに悩み、その悩みがドラマ、つま
りはＲＰＧならではの物語体験につながっています。
この君主と領民とのバランスという点で考えるとき、君主
の立場は直接的かつ支配的です。 君主が聖印の力を駆使しな
ければ、領内は混沌により人の住める場所ではなくなってし
まうため、領民が君主の要求をはねのけるのは困難です。
とはいえ領民たちにも策が無いわけではありません。 今の
主君に耐えかねたならば隣国の君主に内通したりすることも
あるでしょう。 ごく稀なことではありますが、『 ルール１』掲
載のシナリオ、
『運命の邂逅』のように放浪の君主を主と仰ぐ
ことすらあるのかもしれません。
そして、こうしたことが続くような土地（それは君主に恵ま
れないというだけでなく、君主が苛政をしかねばならない原因
が他にあるのかも知れません）では、「 君主などは聖印の台で
あればいい」と考える領民もでてくることでしょう。
午後、夕

浜辺の本拠に戻り、遅い正餐を取った後は騎士としての訓
練を行なう。 相手は民兵への教練を済ませたガーネットだ。
とはいえ、盾を合わせ剣を交えるような稽古にはまだ至っ
ていない。 鎧を重ね着した状態での障害走、盾を頭上に掲げ
ての持久走で稽古時間の半分が過ぎる。 残りの半分はやはり
鎧を重ね着して剣技の型稽古である。
ガーネットは師という立場を取ろうとはしない。 彼女はア
リキアに従属しているという立場をかたくなに守っている。
それは、咎人という立場ゆえかもしれないし、“ 従属聖印”と
いう形でアリキアとつながっているからなのかもしれない。
――だけど。

聖印の担い手としての能力、戦いの技、そして領民からの
信頼、いずれにおいても彼女の卓越は疑いようもない。 そも
そも、
彼女に分け与えた聖印の力とて、
本来は彼女のものであっ
た。
この地に至る時の取り決めで、咎人の彼女はアリキアに無
条件に従属し、その証として聖印を捧げた。 それをアリキア
は改めて彼女に“分け与えた”のである。
こうした政治的な形での聖印の力のやり取り、そして爵位
と実力との間の隔たりもまた、君主の間ではあることだ。 そ
れを頭では理解している。 しかし、自分のかたわらにいる部
下が、本来は自分よりも君主にふさわしい人物であると、日々
思い知らされることは、辛い。
――いっそ、本当に大悪人であってくれれば良かったのに。
そう思ったこともある。
だが、巨人たちとの戦いの時、彼女が浜辺で示した聖印は、
民を守るためにその身を挺した時の輝きは、首の枷が示すよ
うな大悪人のものとは思えなかった。
「 聖印の輝きは、君主が心に抱く理想、信念の輝きそのもの
なのです」
『レオン言行録』の講義中、ジノ師はそう言った。
いつか自分にも、ガーネットが示したような、絵巻物のな
かでレオンが掲げた、盾や刃の聖印が顕現するのだろうか。

以外にも、ファースト・ロード、レオンがしたように、
“従属

訓練を終える。 日が傾き始めている。
開拓地のあちこちにかがり火が焚かれ、畑から戻ってくる
開拓民はその明かりに安堵する。
――今は、自分にできることを。
少年君主は夕空に、自分の聖印の形を思い描く。
それは、昨日よりも少し輝きを増しているように思えた。

いては次回以降解説します）はこれら君主の暴走を制御しよ

ファーストロード、レオンが“ 自由騎士団”の騎士達に聖

『幻想詩連合』と『大工房同盟』という二つの勢力が、それぞれ

印を分け与えてから幾星霜。 今もなお、聖印は各地の君主に

に臣下の聖印を統合、その指導者たちが大公の爵位まで上り

受け継がれています。

詰めたのです。

聖印”という形で力の一部を貸与することができます。
もちろん力を分け与えるのですから、君主自身の持つ力は
弱くなります。 また、君主と臣下の間には何であれ強烈な心
のつながりが必要とされます（ 一般にはこれは忠誠心とされて

者から奪うこともできてしまうのです。

核に対して消滅する前に聖印を用いることで、君主は元の聖
印の力を吸収することができ、己の力を高められます。

の争いが起こるのは自明の理です。
“ 秩序回復戦争”以降の戦
乱の時代はこのようにして起こりました。

うとするものでありましたが、根本的な解決には至っていま
せん。

近年、
この戦乱に終止符を打てる機会が一度だけありました。
ファンタジア・ユニオン

ファクトリー・アライアンス

両勢力が雌雄を決するとき、それは彼らのもつ聖印が統合
され、最後の爵位たる皇帝の聖印が出現するときであり、そ

誰もが予想した二大勢力の決戦。 しかしそれは、両勢力の
後継者が恋に落ちるという劇的な事件で回避されます。

の事柄ではなく領地全体の存亡に関わる事柄であり、聖印の

長年にわたる戦乱の最後が、両勢力の和解により収束する。

継承は速やかに行なわれる必要がありますから、子孫がいな

それは、成就したなら大変に美しい物語であったでしょう。

い場合や、よりふさわしい者がいた場合には他者が継承する
成就したなら。

（実際、
『グランクレスト・リプレイ ファルドリア戦狼記２』
二大勢力の和解の場、若き二人の婚儀の会場で何が起こっ

盟を周辺の領主に呼びかけますが、その中の一人、ジョン・

たのかは、公式サイトで公開されている『ファーストブック』

オブ・アラデンは行き倒れの老騎士の従卒を務めた際に聖印

（http://grancrest.jp/images/top/firstbook.pdf）に描かれてい

を作り出す、という方法が存在します。 君主でない人間が継
承以外で聖印を得る方法であり、
『グランクレスト戦記』の主
人公、テオはそのようにして聖印を獲得しました）
一方、聖印はその力を完全に他者に与える“継承”と言う形

における障害を取り除く。
マスコンでのみ使用できる。使用者

ていることを表わす。
自国に所属しているキャラクターひ

クトや構造物ひとつを破壊する。ＧＭ

から１Ｓｑ以内の破壊可能なオブジェ

とりが受けているバッドステータスを

はこの効果で破壊できないオブジェク

すべて回復する。この効果はシナリオ

トや構造物を設定してもよいが、それ
らに使用した場合は使用回数を消費し
ない。シナリオにＬＶ回まで使用でき
る。

君主にとっては、他の君主（ それは使える主君ですら構わ
ないのです）の聖印が力の源になる。 となれば、君主同士で

われると言われていました。

（ さらにもう一つ、ごくごく稀な形として“混沌核”から聖印

て、さまざまな傷病や予想される事態
に対してあらかじめ適切な対策を立て

ち主とのつながりはなくなります。

高の秩序、これが生まれるとき、世界に残る混沌はすべて払

を譲り受けた“聖印を持っているだけの普通の村人”でした）

効果：アカデミーの協力を得て準備し
た破城鎚や爆発物などを利用し、戦場

あるいは吸収されると、従属聖印はすべて独立し、本来の持

しているか否かのみです。

では“狼王子”レグナムが強国ゼフォスに対抗するため軍事同

効果：アカデミーから貸与された医療
関係の知識や設備、人員などを駆使し

にＬＶ回まで使用できる。

さらに、このようにしてとある君主が死に、その聖印が消滅、

して皇帝の聖印。 グランクレストこそは究極の聖印にして至

こともよくあります。

かどうかの決定権は、各卓のＧＭにあ
る。

聖印の継承がなされないまま君主が死んだ場合、その聖印

この継承は多くの場合長子相続となっていますが、実のと

を考えれば、「 努めを果たせなくなる」というのは、君主個人

最大レベル：３
タイミング：メジャーアクション
対象：効果参照 カウント：ＬＶ× 700

は混沌核へと変化し、その後消失します。 しかし、この混沌

ころ、継承において必要なのは相手が君主としての資質を有
アトラタン大陸において君主はつねに混沌に相対すること

最大レベル：３
タイミング：いつでも
対象：自国 カウント：ＬＶ× 700

Ｐ 191 を参照のこと。
ここに掲載されたデータを採用する

アトラタン大陸の君主たちを大きく飲み込んで台頭した

なくなった君主がその後継者に聖印を託します。

以下に掲載されているのは、追加
のアカデミーサポートである。アカデ
ミーサポートについては『ルール１』

魔法師協会による爵位制定と魔法師の派遣制度（ これにつ

一般的には、老齢や病気などで君主としての努めを果たせ

障害破壊

て混沌を撃つことで、その領土そのものは豊かになり、軍備
ところが、ここでさらに重要な事実があります。 聖印は他

し ょ う が い は か い

緊急対策

いますが、恐怖や憎悪でも構いません）
。 しかし、手分けし
や資産の充実という形で、君主の力をより強くします。

き ん き ゅ う た い さ く

追加アカデミーサポート

ます。
アトラタン大陸はこの『大講堂の惨劇』より後、再び混迷を
極めて、激動の歴史が綴られつつあります。
その歴史に、皆さんのキャラクターは“己を刻み込む”こと
ができるでしょうか？

た い

せ ん り ょ く ほ じ ゅ う

せ

つ

び

ち ょ う ほ う き か ん

戦力補充

対トラップ設備

諜報機関

最大レベル：３
タイミング：メジャーアクション
対象：自国 カウント：効果参照

最大レベル：３
タイミング：判定の直前
対象：自国 カウント：ＬＶ× 500

最大レベル：５
タイミング：判定の直前
対象：自国 カウント：ＬＶ× 500

効果：アカデミーを通して得た他国や
傭兵団のツテなどで援軍を得る。
［このアカデミーサポートのレベル］
以下のレベルの部隊ひとつを選択し、
そのシナリオ中取得する。ただし、必
要資源にカウントを含む部隊は選択で
きない。レベル上昇に必要なカウント
は以下のとおり。
０→１：1000
１→２：2000
２→３：4000

効果：アカデミーの援助を受けて準備
した高度な対トラップ器具やマニュア
ル、サポート人員などを駆使して、さ
まざまな罠の類に的確な対処をする。
自国に所属するキャラクターは１シ
ナリオにＬＶ回、トラップ探知または
トラップ解除の判定を判定値 10、技
能レベル３に変更して行うことができ
る。

効果：アカデミー、またはその便宜に
よって他国から供与された技術や人員
を駆使し、迅速かつ正確な偵察や諜報
を可能にする。
自国に所属するキャラクターが行な
う、
〈知覚〉または〈情報収集〉判定
のダイスを＋１個する。１シナリオに
ＬＶ回まで使用できる。

と う え い た い け ん き ゅ う じ ょ

ま き ょ う け ん き ゅ う じ ょ

ていきょう

うま

テクノロジー提供：馬

投影体研究所

魔境研究所

最大レベル：５
タイミング：常時
対象：自国 カウント：効果参照

最大レベル：３
タイミング：メジャーアクション
対象：自国 カウント：ＬＶ× 500

最大レベル：３
タイミング：判定の直後
対象：自国 カウント：ＬＶ× 500

効果：アカデミーから軍馬の育成や調
教に関する最新知識、または優秀な種
馬などが自国に貸与されていることを
表わす。
自国の馬を＋ＬＶする。このアカデ
ミーサポートのＬＶ上昇に必要なカウ
ントは、
（上昇後のレベルが）３レベ
ルまではＬＶ× 500、４レベル以降は
ＬＶ× 1000 となる。

効果：あなたの国にアカデミーの協力
を得て、異世界や投影体に関する研究
や対策を行う施設を設置する。
使用時に、投影体の出身世界ひとつ
を指定する。そのシナリオの間、自国
に所属するキャラクターが選択した出
身世界の投影体に与えるダメージを＋
［ＬＶ×３］
、選択した出身世界の投影
体から受けるダメージを－［ＬＶ×３］
（最低０）する。

効果：アカデミーの協力を得て、魔境
に関する情報を常に収集し対策を立て
る部署を国内に設置することで、魔境
内で発生するさまざまなトラブルへの
対処を可能にする。
自国に所属するキャラクターが登場
しているシーンで発生した、ハプニン
グチャートの結果を振り直す。シナリ
オにＬＶ回まで使用できる。

