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アトラタンを歩く
第２回：メイジ、知識の守護者にして混沌を操るもの

『アトラタンを歩く 第２回：メイジ、知識の守護者にして混沌を操るもの』
小説や映画といったフィクションの中で“異世界らしさ”を
感じさせる技法にはさまざまなものがあります。
空に浮かぶ山や雲の上の城など、この世界では見ることの
できない光景を描写すること。
竜の炎に焼かれ死ぬなど、この世界では出会うことのない
ヒドイ目にあわせることなどです（ ええ、セッション中のＰ
Ｃがとんでもない目にあってもらうのは、それが異世界を実
感してもらう最適の方法の１つだからなのです！）
。
そしてもう一方の方法は、
その異世界での日常生活における、
住人達の常識と、私たちの常識との間のズレを描写・対比・実
感することでしょう。
アトラタン大陸と私たちの世界にある常識のズレ、その中
で筆者が一番大きなものと考えるのは、知識の遍在・独占です。
現在の私たちは公教育やさまざまなメディアにより、知識・
情報を自分の手で得ることができます。 しかし、アトラタン
の住人の多くはそうではありません。 基本ルールに記されて
いる通り、彼らの多くは文字の読み書きすら不自由なのです。
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今回注目する魔法師とその組織、魔法師協会は、アトラタ
ン大陸において唯一と言ってよい知識集団であり、その知識
を独占することで影響力を及ぼしています。
メイジ達の使う魔法は、ルールブックに記されている通り
強力なものですが、同じように強力な力を持つ君主や邪紋使
いに対して一歩先んじているのは、彼らが“ 爵位”という仮想
の価値を創り、それに魔法師による支援という“価値”を自分
達で盛りつけ、それによって間接的に君主や邪紋使いたちの
いる社会そのものに影響を及ぼしているからなのです。
そしてそれこそは魔法師協会がその知識を独占しているか
ら可能な芸当なのです。
ＰＣ視点ではなかなか実感できませんし、
それが物語に関わっ
てくることも少ないでしょうが、この視点からアトラタンの
現状を見る時、魔法師協会が提示している（ 彼らにとっては
不本意である）ルールにのっとった戦乱すら、綱の上を渡る
ような危ういバランスにあることがわかります。
では、そんな魔法師達の日常を覗いてみましょう。
今回も内容は既刊の『グランクレストＲＰＧ』
のルールブッ
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。
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
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
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
世界観記述とは厳密に一致するものではありません（ＴＲＰＧ
的に言うならば“隣の卓”の記述、とお考え下さい）
。
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とある学舎での魔法師の一日
魔法とは何か？
「基礎過程の意味がわかりません。早く魔法を教えてください」
菖蒲のステンドグラスがはめられた扉を背に、その少年は
傲然と告げた。 くっきりとした表情の少年であった。
――貴族の出ではないみたいね。
メイヤは実験台の上に広げたキツネノテブクロを束ね直す。
あとで従僕のマゴーゾに頼んで乾燥室に運んで貰おう。
「ええと、あなたのお名前は？」
「基礎第三過程、ミスタリアのジョン」
「第三過程？ その年で？」
「……“霊感”を認められたのが遅かったので」
「ああ」
――それでか。
メイヤは合点がいった。 彼ほどの年齢ならば基礎を終えて
本過程に入っていてもおかしくはない。 しかし、
“ 霊感”を認
められたのが遅かったということは、アカデミーに引き取ら
れるのも遅かったと言うこと。 故に、まだ基礎過程の途中な
のだ。
「必要な分の読み書きは覚えました。 ですが、
修辞学や文法学、
音楽が魔法にどこまで必要だというのですか？ 風を吹かせ、
炎を起こすのに直喩法や倒置法が何の役に立つと？」
基礎第三過程といえば、魔法師協会に連れられてきた子供
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達への初等教育、つまりは基礎となる読み書きに文法、基礎
の論理学、幾何学、算術が修了する頃だ。 おそらく、彼の周
りにいるのは彼よりも５～６歳は年下の子供達なのだろう。
焦る気持ちは理解できた。
「見てください、私にはすでにこれだけのことができる！」
ミスタリアのジョンはタクトを振る。 フゥン、とメイヤ
は空間に“混沌”を感じる。 実験台の上の蝋燭に火が灯った。
ジョンはカッと目を見開き、その炎を見つめる。
最初は指先ほどだった明かりは、今は手のひらほどに。 そ
れはすでに蝋燭が生み出す炎の大きさではない。
――見よう見まねでここまで、か。
おそらく、アカデミーに引き取られる前から、これくらい
の“手品”はできたのだろう。 揺らめく炎は形を変え、火蜥蜴
の形を取ろうとしている。
充分だった。
メイヤはイメージする。 灯心を切り落とすハサミを、油が
尽きて立ち消えるランプを、器をかぶせられて行き場無く消
える炎を、遠く海を隔てて薄れ行く恋の焔の詩を。
もう一度“混沌”が揺らめく。 火は消えている。
「混沌災害をもたらす前に、
アカデミーに引き取られて良かっ
たわね」
ジョンは戸惑いを隠せない。 彼の手品が打消されるのは当
然としても、メイヤはタクトも呪文も予備動作も使うことな
く火を消したのだ。
「世界を知らないあなたの炎は、儚く小さく貧しいわ」

彼女はジョンに椅子を勧めると、言葉を続けた。
「深く世界を知り、強く世界を想う。 アカデミーでの修練は
すべてそのためよ。
あなた、きっと人に恋したこともないのでしょう？ 」
「な、何の関係があるんですかッ？」
「 たとえばあの炎にあなたが、
『 身を焦がすほどの恋心』を載
せることができたなら、私だってあんなに簡単に火を消すこ
とはできなかったもの。これって、
ええと隠喩だったか直喩だっ
たか、たぶんそんなものよね？」

“ 霊感”と呼ばれ、先天的なあとから芽生えることのない能力
です。
当然ながら魔法師協会は“霊感”を持つ人材を欲しており、
見つけしだいその人材を養子として引き取ります。 多くは子
供の頃に引き取られ、自治都市エーラムにある魔法師協会の
全寮制の学校で、生活については何一つ心配のない、だが厳
しい教育を受けることになります。
これには幾つもの理由があります。
先に述べたとおり、魔法師になるためには魔法の訓練以前
に広い教養が必須です。 また、アトラタン大陸において魔法

アトラタン大陸で行なわれる魔法とは、この世界にあまね

師はただの魔法の使い手ではなく、数多の知識と教養によっ

く“混沌”に対し、魔法師が己のイメージを元に力や形を与え

て統治者や民を助ける存在でもあります。 その教養は一朝一

る技術のことです。

夕に備わるものではありません。 年若い頃からの積み重ねは
必須です。

炎を生み出したければ、炎を想え。
その熱量を！ 燃焼を！ 色を！ 形を！ 炎とは何だ？ 君
が生み出そうとしているそれは、いかなる現象なのだ？
……その思考と想像が完成した時、混沌は炎となって収束
する。

次に、
“ 霊感”を持つ子供は、混沌を知覚できるが故にその
混沌に働きかけ、操作することができてしまいます。 それが
無意識であれ、意識的なものであれ、未熟な理解で混沌に働
きかけるなら、火薬庫の前で火遊びをする子供のようなもので、
それは混沌災害につながってしまいます。 危険を未然に防ぐ

言うなれば、魔法師とは学者であると同時に、表現者なのだ。
『ルール１』P.11より

ためには早期にアカデミーの管理下に置く必要があるのです。
そして何より、“ 霊感”を持つということは、この世界を凡
人とは全く異なった様相で感じ、理解するということでもあ

イメージを確固たるモノにするには、作り出そうとする現

ります。 霊感を持つ子供達の言葉を真に理解できるのは、同

象を理解しておく必要があります。 ただ漠然と燃える炎を想

じ感覚をもち、そして世界に適応してきた先達の魔法師のみ。

うよりも、燃焼という現象の意味、性質を理解し、それを目

彼らは魔法師協会に迎え入れられた時点で、魔法師として

の前の対象にたいしてどのように適用すればよいのかをわかっ

の家門に組み込まれ、１つの大きな疑似家族に迎え入れられ

た上で想う炎の方が、より現象に近いものとなりえます。

ますが、それは“生まれを問わず一定の地位と扱いが保証され

さらに、その理解した現象を実体化させるためには、生き
生きと現象を想像する必要があります。どれだけ堅固に
“燃焼”
という現象を説明できたとしても、使用者たる魔法師の脳裏
に浮かべられるのが蝋燭の炎程度のものならば、現象として
収束する炎もそれ止まりとなってしまうのですから。

る”と言うこと以上に、魔法師にしかわからない、共有できな
いモノのために疑似家族を作るのかも知れません。
なお、この際アカデミーは生徒と元の家との関係を断絶さ
せます。
つまり貴族の子弟であったとしても、一度生徒となったか

言うなれば、アトラタン大陸の魔法とは“混沌”という粘土

らには基本としてその家の姓は名乗らせず、後を継ぐことも

を元にして、使用者の望む世界を複製・模倣する技術です。

できぬ状態となります。 魔法およびもろもろの知識の流出を

己の想像通りに世界を操作しようとするのなら、その世界を

避けるためには、このような厳格な手段を取る必要があり、

誰よりも深く知る必要があり、そして誰よりもつまびらかに

このことがしばしばトラブルの原因ともなりえます。たとえば、

その世界を語り表わすことができなければなりません。

名家のただ一人の跡継ぎがよりによって“ 霊感”持ちで魔法師

マゴーゾが苦笑する。
「そりゃまあ、
のんきに研究三昧なんてできるはずはないでしょ
うけど。 でも、こんなものを見ることができるなら、宮仕え
も良いかなぁ。 でも戦争は、やだなぁ」
言い訳がましく言葉を継ぐ。
「ジノ先生は特別に運がよろしかったようで」
珍しくマゴーゾが言葉の接ぎ穂を拾った。
「 他にも戦争に巻き込まれずに済むような地域のことを聞い
たことはありません？ マゴーゾさん」
「 大聖堂のアレがあった後では……。 アトラタンにあるのは
今燃えている戦場と、燃え尽きた戦場と、燻りはじめた戦場
でございます」
メイヤは嘆息する。
ここに残って研究を続けるほどの才は無いのは自分が一番
よくわかっている。 いずれは自分も領地へ赴くのだろう。 象
牙の塔を出て君主を助け、大地から混沌を払うために。
その大義は理解している。 ただ、このアトラタンにアカデ
ミーと志を同じくする君主がどれだけいるのだろうか？ ファー
スト・ロード、レオンの開いた君主の道を踏み行なう清廉の
士が、いったいどれだけいるのか？ 受け継いだ聖印を混沌の
浄化のためだけでなく、己の欲を満たすために掲げる騎士の
多いことと言ったら！
「……君主に仕えずしてアカデミーを出る道も、魔法師には
あると聞きましたが？」
従僕は問う。
「 魔法を封じられこそしますが、その知識と博学はいかなる
君主の元ででも変わらずに役に立ち、録も十二分だと」
「郷里の父や母のようなことを言いますね」
くす、と笑う。
「 考えなかったわけではないのです。 あの時、大聖堂の事件
が起こらないで皇帝聖印が完成し、この世から混沌が消えて
いたなら、封じられるまでもなく魔法を失い、私たちはそう
していずこかへ仕えることになっていたのでしょう」
メイヤは指を鳴らす。 研究室の壁にしつらえた百味箪笥が
開くと幾つもの生薬が火鉢の上の薬罐に飛び込んでいった。
「 けれども、一度でも、たとえわずかでも、己の意のままに
世界をこね上げ収束させるわざに触れてしまうと、その先を

どうしても見たくなるのです。 私程度の魔法師ですら、ね」
協会で修練を積んだ魔法師は、やがて世界各地の君主の元
へと派遣されます。 これには、“ この世界から混沌を払い、
人類の生存域を確保し、そして文明の灯を守る”という、魔
法師協会の目的が大きく関わっています。
魔法師協会はファースト・ロード、
レオンの王業に深く関わっ
た魔法師、偉大なるミケイロによって創設されました。
創設の時期はレオンがエーラム高原に巣くっていたドラゴ
ンを討伐し、エーラムの城市にかの“大講堂”が建設された頃
と推測されます。 ミケイロの指導を受けた魔法師達は、レオ
ンから聖印を受け継いだ自由騎士団の英雄を全力で支え、
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秩序回復戦争を戦い抜きました。
しかし混沌の放逐を望みはすれど、そのための直接的な手
段は魔法師達の手にはありません。 手段、
すなわち聖印を担っ
ているのは魔法師達ではなく君主です。
魔法師達の目的は、自身の手によってではなく、その目的
を別とする君主達の手を借りなければ達成できません。 故に
協会は魔法師を君主の元に派遣し、間接的に目的を果たそう
とするのです。
派遣された先で魔法師が行なう業務は多岐にわたります。
地方自治体の行政、その実務をほぼ一任されるに等しい領土
もあるでしょう。 その場合、冬に備えて豚を何頭〆るか、薪
はどれくらい備蓄するかというレベルから判断を任されるの
かも知れません。 一方、すでに大規模な領土にいるのなら、
充分な部下を擁し、自身は国家運営のグランドデザインに専
念しているということもあり得ます。
重要なのは、（ 多くの場合）派遣される場所においてその魔
法師が一番の知識人であり、中央（アカデミー内部）へのコネ
を有している存在であり、規模によってはただ一人の魔法師
であるということです。 君主無くして領土は存続できませんが、
魔法師無くしてもまた、領土は存続できません。
このように魔法師が領土で負う責任は重大です。 そこで、
派遣に際しては君主と魔法師との間では契約が交わされ、結
果として不当な君主には仕えないという自由が魔法師にはあ
ります。
（ もちろん、ルールには必ず反則もありますし、グレーゾー

協会に連れて行かれてしまう……などのように。

さて。
魔法師達はこの“混沌”
を知覚することができ、故に“混沌”
に働きかけることができます。 この“混沌”を知覚する能力は

自然魔法師
『グランクレスト戦記』の二巻には、魔法師協会に属さない
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魔法師、自然魔法師である魔女が登場しています。彼らもまた、
“霊感”を持つ子供達にその力と付き合って行く術や混沌を操
る術を教えてきたものたちと推測されます。また、魔法師協会
とも連携して有事に備えていることが描写されていました。
彼らと魔法師協会との違いは、彼らは自分達が住まうその土
地で、その土地の住民達のために活躍すること。魔法師協会の
持つ広大なネットワークや知識の集積（これらはアカデミー・
サポートという形で表せるでしょう）を魔法師協会の魔法師ほ
どには利用できないこと、と推測できます。
ある意味、ＰＣの魔法師の能力はただの魔法の砲台としてで
はなく、魔法師協会とのつながりにあるのだということを示し
ているのかもしれません。

国からの便り
背の曲がった従僕が、綿で内張した資料ケースを開く。
「なるほど、これがジノ先生の任地にあったのね」
収められていた鉱石を、メイヤはルーペでのぞき込む。
「こちらが、ジノ先生からの手紙で」
書簡を手渡したのは研究室づきの従僕、
マゴーゾである。先々
月に新しく宮仕えの身となった、メイヤの元同僚ジノ・ロー
トレックについて任地へと赴いていた。 今日はその任地から、
調査サンプルを手に古巣に戻ってきたという所。
「……！ こんな純度の鉱石が露頭に!? すごいわね。 ジノ
先生、大喜びだったんじゃない？」
「 気候が合わず、やや体調をお崩し気味でしたが、私めが発
つときにはだいぶ持ち直されて、メイヤ様によろしくと」
「ああ、そうねえ。 あちらは北だから寒いんでしょうね」

協会を辞する

としてこうした元・魔法師が必要とされるのかもしれません。

たとえ先達が万全を尽くしても魔法師の道は険しく厳しい道であ

そして、もう一つの道筋として「簡単な魔法を使えるままに、技

り、そこから脱落する者はいます。基礎過程でついて行けなくなる

師として生きる」という道があります。アトラタンでは鍛冶仕事や

者もいるでしょうし、魔法訓練の途中で事故などを起こし、魔法そ

石工仕事をするにも混沌による事故が起こりうるので、こうした「魔

のものを怖れるようになる者もいるでしょう、魔法を用いて犯罪を

法師崩れ」は（例えば《混沌操作》で混沌レベルを下げるなどして）
「混

犯し協会に置くべきではないと判断されることもあります。

沌による事故が起こる可能性を下げ、しかもアカデミー仕込みの技

しかし、魔法という技術は手綱なしに世に放つには危険すぎる技
術です。訓練も受けていない子供が“霊感”を持つということだけ
で引き取られるのに、ある程度訓練をうけた存在が外に出るのは、
混沌災害の因子を世に放つようなものです。
従って、エーラムの外に出る元魔法師にはさまざまな制限が課せ
られます。
『ルール１』P.288 の記述にあるとおり、そうした元魔法師達は
記憶を消去されて放逐されたり、選択的に記憶を封印されたりしま

術・知識を持っている」という貴重な人材となるのです。
とくにアカデミー・サポートで送られてくる人的資産やテクノロ
ジーの提供、攻城兵器の使用などにはこうした技術者の人材が不可
欠です。
（『ルール１』P.182 のクロスボウに添えられた説明を忘れてはなり
ません。アトラタン大陸ではあの程度の構造においても混沌の影響
を逃れ得ないのです。ましてや、攻城兵器や大規模な建築において
はなおさらです）

す。前者は咎人であることが多いでしょう。後者はたとえ魔法の技

こうした技術者は魔法師協会より制約を受けており、その制約に

を使えなくなっても、その学識やコネにより、文官や知識人として

は上納金の義務や魔法や技術知識の秘密を守ることなどが含まれて

重用されることも多いようです。名家の子女の話し相手や家庭教師

います。

ンもあります。
『ルール１』
掲載のシナリオ
『運命の邂逅』
や
『グ

始まりでもあります。 はたして、君主たちは互いの聖印とそ

ランクレスト戦記』でシルーカなどがその例ですね）

れに付随する土地を求めて争い始めます。

契約期間や君主との関係はさまざまで、小説やリプレイな

グランクレスト

魔法師協会は確かに聖印の統一を経て、皇帝聖印を発現し、

利用しているなどというケースもあるようです。

うが、それが文明の荒廃を招いては本末転倒です。

ファクトについては『ルール１』Ｐ

化することでした。 混乱した上下関係を明示することで紛争

期を逃すことのないように”と女性の魔法師との契約を切り替

の戦争化を阻もうというのです。

えるのですが、それが逆に女魔法師をとっかえひっかえして

は魔法師の派遣とアカデミー・サポートです。 従わなかった

（ヴィラールのその行動についてはまた別の見方もありますが、

者は魔法師協会の提示した秩序に背くものとして討たれました。

それは小説にて、是非お確かめください）

北の島で
「どうでした、マゴーゾさん？ サンプルの結果は？」
書面を受け取ったジノが真っ先に尋ねてきたのはそれだった。
「そんなすぐにわかるようなものか、私には存じかねます」
島の魔法師の部屋に入り、マゴーゾは書面を受け渡す。
受け取ったジノの真っ先の言葉はそれだった。
「それはそうと、これは吉報と仰っておられました」
従僕は魔法師の表情をじっと伺う。 書面の文字を追うジノ
の顔にじわじわと安堵の笑みが浮かぶ。伝言がその言葉通りだっ
たことにマゴーゾの表情も綻んだ。
「……！ よし、ありがたい。 消毒用の機材と薬液を一年分
確保のうえ手配できた。 うがいの薬もある」
「ようございました」
「 アンリのところの子供が生まれるまでに届くかなぁ、それ
なら安心なんだが」
「あと、
これはすでにアリキア様にはお伝えしたのですが、
エー
ラムはこの地を男爵領としてお認めになりました。
先の戦いでフォモールたちを退け、この島から混沌を払っ
たことが認められたようでございます」
「 そうか……そうか！ よかった！ ますますみんな住みやす
くなるぞ」
「正式な書状は、後ほどとのことで」
「 ああ、良いよ。 どうせそれも僕の仕事だ。 ところで、ア
カデミーからは他に何か無かった？」
「いや、なにも」
「帰還命令とか？ 」
ああ、やっぱり問うのか。 そう思ったのでマゴーゾは極力
表情を変えずに応えた。
「ジノ先生、どちらに戻られるおつもりで？ 」
「ああ、うん、そうだね」
別に意地悪をするつもりはないが、まだこのひとに戻られ
るわけにはいかないのだった。

せ

き

効果：魔境内でも比較的安全に休息が
とれるよう、ごく狭い範囲内の混沌濃

を引き上げる触媒となる黒色の土。効
果は不安定で、まれに暴走する。

度を一時的に低く保つ魔法がこめられ
た宝石。周囲に並べて使用する。

あなたが魔法を使用する直前に使用
する。そのプロセス中、混沌レベルを

を行なう際、回復するＨＰとＭＰを＋

＋２する。プロセス終了時に混沌レベ

２Ｄする。また、５ターンではなく４

ルは元に戻るが、その魔法の判定にク
リティカルした場合は戻らない。一国

ターンの休憩ごとに士気が１点回復す
るようになる。この効果は自国のキャ

に５個まで所持できる。

ラクター全員に有効。

が じ ゅ う

餓獣のアギト

トランスモーフスピア

しゃくえん

灼炎の大斧

種別：格闘（素手）
重量：３
装備部位： メイン／サブ
技能：
〈格闘〉 命中修正： ０
攻撃力：
〈武器〉【筋力】＋２
行動修正：０
移動修正：０
射程：０Ｓｑ ガード値： ３
レベル：１
カウント：1200

種別：軽武器（槍）
重量：６
装備部位： メイン／サブ
〈軽武器〉命中修正： －１
技能：
攻撃力：
〈武器〉【筋力】＋４
行動修正：－１ 移動修正：－１
射程：０Ｓｑ ガード値： ４
レベル：２
カウント：1300

種別：重武器（斧）
重量：１３
装備部位： メイン※
〈重武器〉命中修正： －２
技能：
攻撃力：
〈武器〉【筋力】＋ 10
行動修正：－３ 移動修正：－２
射程：０Ｓｑ ガード値： ５
レベル：３
カウント：2000

効果：獅子や狼、竜などの頭部や牙を
模したナックルガード。文字通り敵に
食らい付く。装備中、あなたが素手
で行なう攻撃のダメージに＋［
〈格闘〉
レベル］し、
素手による攻撃がクリティ
カルで命中して１点でもダメージを与
えた場合、さらに出血を与える。

効果：穂先が伸縮しショートスピアか
らロングスピアへと可変する奇襲向き
の槍。
「種別：重武器（槍）
」
「装備部位：
メイン※」
「技能：
〈重武器〉
」として
も使用可能。この武器による攻撃の射
程が１Ｓｑ以上に変更された場合、そ
の攻撃の命中判定に＋２。

効果：元素魔法の応用によって、振り
抜いた軌跡に灼熱の炎風を巻き起こす
巨大な両刃の斧。マイナーアクション
または《振りかぶり》を使用すること
でそのプロセス中、この武器のダメー
ジに〈炎熱〉属性を追加する。

かどうかの決定権は、各卓のＧＭにあ
る。

もとに行なわれます。 つまり、爵位はどれだけの土地を混沌

魔境内で休憩（
『ルール１』Ｐ 215）

から守れるかを示すものでもあるため、魔法師協会が認定す
る爵位はその領地の保有を魔法師協会が認めるという証にも
なりました。
しかし争いそのものは止みません。 ルール無き土地と聖印
の奪い合いが魔法師協会の示す爵位制度といルール下での奪
い合いに変化しただけです。
爵位の強さが聖印の強さに従う以上、混沌を打ち払うこと
と他者の聖印を奪うことは（自分の聖印を強くできるという点
において）君主にとって同義であり、そして秩序回復なった今、
領内の混沌を撃つことよりも隣国の聖印を奪うことの方がカ
ウントを多く獲得できることもあるのです。 そして、特定の
君主に肩入れせず中立を標榜する魔法師協会としては、
表だっ
て戦乱を収拾する手段はなくなっていました。
だからこそ彼らは、そこに至るまでにどれだけの血が流さ
れたにしても、
『幻想詩連合』と『大工房同盟』という二大勢力
の台頭を喜んだに違いありません。
しかもその二大勢力は、野蛮の果てたる流血の末にではなく、

お お お の

理知と博愛の粋たる婚儀によって統一され、皇帝聖印が現出
するというのです！ 待ち兼ねた、自分達の手だけでは届かな
かった理想が、この時、目の前にありました。
しかし、この計画のさなか、こう考えた魔法師が、果たし
ていなかったと言えるでしょうか？

4

――皇帝聖印が現出したなら、混沌が無くなったなら。 こ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

の力はどこへ消えるのだ？
――魔法が使えなくなった時、土地も武力も持たぬ魔法師
達は今の地位、権力を保っていられるのか？
果たして“大講堂の惨劇”は起こり、デーモンロードたちが
両家の重鎮や列席する大陸の重要人物達を殺害し、アトラタ
惨劇を起こした者は何ものなのか。
この混乱を収拾するためにはどうしたら良いのか。

アトラタン大陸を取り戻したのです。

魔法師協会の苦闘は終わることがないのです。

同時に、己の繁栄のために他者ののど首を狙う戦乱の時代の

い

効果：アカデミーの秘匿する製法によ

排除したか（＝魔法師協会の大義に貢献したか、カウント）を

力を惜しみませんでした。 そして秩序回復は成功し、人類は
しかし、生存だけを考えていれば良かった時代の終わりは

か

り作られた、一時的に周囲の混沌濃度

爵位の認定は聖印の強さ、すなわち君主がどれだけ混沌を

ン大陸はこれまでにも勝る混乱に叩き込まれました。
魔法師協会はこの世界から混沌を払うため、君主たちに協

192 を参照のこと。
ここに掲載されたデータを採用する

爵位制度に従う、その見返りは魔法師協会の支援、つまり

いると言う噂となって『好色伯』とあだ名されていたりします。

っ

種別： その他
重量：５
カウント：1000
レベル：２

のアーティファクトである。アーティ

に登場するアルトゥーク伯ヴィラール・コンスタンスは“ 婚

け

種別： その他（使い捨て）
重量：１
レベル：２
カウント：600

確かに聖印統一に当たってはある程度の混乱や争乱もあるでしょ

聖印や土地の所属、君主の力関係を爵位制度という形で格式

ご

以下に掲載されているのは、追加

もビジネスライクなもの、果ては自身の野望のために君主を

て別の相手を探すのかはさまざまで、
『グランクレスト戦記』

ひ

庇護結界石

この世界から混沌を一掃、文明を保つことを求めています。

この混乱を制するために魔法師協会が最初に取ったのは、

つ ち

黒い土

どでも友人、相棒、と言って良いようなケースからあくまで

契約終了後も、それを更改するのか、それともそこで別れ

く ろ

追加アカデミーサポート

き

ょ

う

か

ご

し

ん

い

みちび

は

ね

ブライトシールド

強化護身衣

導きの羽根

種別：盾
重量：４
装備部位： サブ
技能：
〈力技〉 命中修正： ０
〈武器〉【筋力】－１
攻撃力：
行動修正：－１ 移動修正：－１
射程：０Ｓｑ ガード値： ６
レベル：２
カウント：1500

種別：防具（衣服／布）
重量：２
装備部位： メイン
回避修正：０
防御力 武器：５ 炎熱：２
衝撃：４ 体内：０
行動修正：０
移動修正：－１
レベル：２
カウント：1600

種別：防具（頭部／金属）
重量：２
装備部位： サブ
回避修正：０
防御力 武器：１ 炎熱：０
衝撃：０ 体内：０
行動修正：＋３ 移動修正：０
レベル：２
カウント：1200

効果：攻撃を受け止めた瞬間、強烈な
閃光を発生させて敵に隙を作り出すミ
ディアムシールド。装備中〈武器〉
〈衝
撃〉防御力＋２。１ラウンドに１回、
この武器によるガード時に４点のＭＰ
を消費することで攻撃側のキャラク
ターに放心を与える。

効果：魔法師や要人の生存性向上のた
め錬成魔法で耐久性を向上させた衣
服。ローブや礼服などデザインはさま
ざまで、高い魔法的センスの持ち主な
らその真価をさらに引き出せる。
【知
力基本値】が１０以上のキャラクター
が装備中、最大ＨＰを＋５する。

効果：時空魔法の力が付与された羽飾
り状のアクセサリ。身に着けた者の体
感時間を一瞬だけ引き延ばすことに
よって、状況を的確に把握し先んじて
動くチャンスを作り出す。

