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Role & Roll誌の読者の皆様にとって比較的どうでもいい思
い出話から今回の記事は始めさせて頂きます。

昔々、とあるところに、地方から東京の学校に進学した若
者がおりました。……あ、いや。 ちゃんとグランクレストの
記事になります。 ご安心ください。

新しい土地、新しい出会いへの期待に胸を膨らませ、下宿
を出ようとした新学期初日の朝。

彼は、はたと困ってしまいました。

どんな服を着ていけばいいのか、わからなかったのです。

長年ずっとツメ襟の学生服かワイシャツで過ごし、日々を
映画通いやゲーセンでの交流、そして当時盛り上がり始めて
いたＴＲＰＧに振り向けていた彼は、ファッションなるもの
が世にあることは知っていても、そちらに興味をもつ余裕は
ありませんでした。

今ある服を着ていこうとしても、「 そもそもどういう恰好を
すればいいのか」という基準を知らず迷うばかり。

彼は初めて自由の恐ろしさの一端を知ったのです。
やがて、その“恐ろしさ”が、本格的に彼に襲いかかります。
時間割とチャイムと教務指導の教員の叱責に尻を叩かれて

勉強していた怠惰な彼には、「自分の意志と責任のもとに望む
事柄を学ぶ」という意志が欠けており、そしてゲームや小説、
勃興しつつあった深夜アニメが着々と彼の時間を奪って行き
ます。

こうして、貴重な学びのための時間をゲームや小説やアニ
メや仲間との駄弁りに費やしてしまった、どこに出しても恥
ずかしくない（ いや、恥じろよ）ボンクラが一人できあがった
わけです。 二回目の留年を経て彼はようやく悟りました。

「大いなる自由には、大いなる意志が不可欠である」と。

与えられた自由な時間と可能性とを正しく活用するには、
理想とする自分になろうという強い意志が必要で、その意志
がなければ、人は自由という混沌に飲み込まれ、理想に近づ
くこともできず倒れてしまうのです……。

さて。
アトラタンの邪
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紋使いが最初に直面し、乗り越えねばなら
ぬ試練はこうした事柄を、切実さと規模において数倍いや数
百倍に拡大したものと言えます。言えると思う。言えるんじゃ
ないかな。 後で訂正入る覚悟はしておけ。

ええとつまり。
混沌核により得られる可能性に惑わされず、飲み込まれる

こともなく、理想の自分を貫きとおさねば、邪紋使いたちは
超常の力を振るう存在にはなれないのです。

そしてそのような試練をくぐり抜けた彼らのメンタリティは、
自ずから他者とは異なるものとなっているのです。

今回もまた、そんな邪紋使い達の日常から、彼らの生き方
や考えかたを覗いてみましょう。

この記事の内容は既刊の『 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』の記述を元としています。

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、それらの内容は基本
的に各物語における特例と考えています。 また同様に、以下
の記事のフレーバー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）。

空になど、焦がれたことはなかった
鉛色の空を、一つの影が横切って行く。
同じように鉛色の海は広く、うねる波が続いている。
空を行く影は、その波の中に一本の流木を見つけると注意
深く降下して行く。
どうにか風をとらえる翼は、大きいが不格好で、その翼に
は痩せた老人の体がぶら下がっている。
やがて、その異形の影は流木の上に降り立った。
見るものを不安にさせるように不自然に、めきめきと翼は
折り畳まれ、老人の背中に格納されて行く。
「あと半日と言ったところか」
眼を細めて水平線に島影を捜す。常人の目には何も映らぬ
はずだが、この老人の目は常人の目ではない。
見開かれた眼は、黄色い猛禽のそれであり、霧に覆われた
島影を確かに捕えていた。
マゴーゾは嘆息すると、しゃがみ込む。揺れる流木を、か
ぎ爪を生やした獣の足がしっかりとつかんでいる。
腰の鞄から煙管と火口箱を取り出し、タバコに火を付ける。
空と波の間に、ただ己のみ。彼は心ゆくまで煙を味わう。
魔法師ジノの報告書を携え、アカデミーへ向かった。そ
の帰り道である。
アカデミーに仕える邪紋使い、マゴーゾにとって、使者の
仕事は、これまで経験してきた密偵や傭兵、暗殺者といった
仕事に比べて、気楽な仕事であった。
道中に危険はあるが、ライカンスロープである彼ならば翼
を生やしそうした危険を避けることができる。
――戦う必要はないというのは楽だが、鈍るな。
しゃがんだまま、肩の筋を伸ばす。
と、流木が揺れて彼は波間に投げ出されそうになる。慌て
て翼を開き、平衡を取り戻す。無様な自分の姿に、知らず苦
笑が漏れる。

『混沌を呑んで生き延びたほどのものが、なぜそのように半
端な生き方をよしとしていられるのだ？　』

かつての仲間の言葉を思い出す。鷲の姿を好む邪紋使いだっ
た。投影体の鷲

グ リ フ ォ ン

獅子と一騎打ちして、そのくちばしで心臓を
ついばみ出すほどの強者だった。
――お節介なヤツよ、いなくなったあとも儂を煩わせる。
名は忘れた。戦場では“大鷲”というあだ名だけで充分だっ

『アトラタンを歩く　第３回：アーティスト、理想の求道者にして混沌を宿すもの』

グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
第３回：アーティスト、理想の求道者にして混沌を宿すもの

文■柳田真坂樹／重信康　画■匈歌ハトリ



たからだ。

『ふらついていると、いずれ邪紋に飲み込まれるぞ』

邪紋使いたちは、己の理想を貫くために生きる。
その固い意志がなければ、そもそも邪紋使いにはなれず、
混沌に飲み込まれていただろう。そして一度は混沌を御した
としても、その意志が弱まれば、邪紋に飲み込まれてしまう。
少なくとも“大鷲”はそう信じていたし、マゴーゾもまた、
そう考えていた。
ゆえに何かになるのでもなく、ただ生き延びるためだけにふ
らふらと陣営を変えるマゴーゾのあり方は、“大鷲”には危険
なものと映ったのだろう。
――だが、貫いた果てがあれと知ってはなァ。
“大鷲”の望みは、翼になることだった。
地上の戦火、困窮を離れ、風に乗って彼方まで空を征くこと。
それが彼の望みだった。
そしてある日、それは叶った。
ある朝マゴーゾが目覚めた時、かたわらには人はおらず、
ただ一羽の大鷲の姿があった。その大鷲はマゴーゾの顔を見
たあと、一声高く鳴いて、空に舞い上がった。
猛禽の瞳には、もはや人であったときの意志も知性も見受
けられなかった。
本当に、ただの鳥になっていた。
――生涯をかけてアレというのが、邪紋に飲み込まれるこ
とよりマシとは、思えぬ。
灰をおとし、煙管をしまい、マゴーゾは再び翼を広げた。
日が落ちる前には島に戻るつもりだった。

プレイヤー・キャラクターとなるアトラタン大陸の英雄は、
この世を覆い現実を変容させる力、“ 混沌”に対し、それぞれ
特徴的な関わり方をしています。 始
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法師。 これらは、程
度の差こそあれ、生来の特質をもとに修練によって力を得る
ものたちであり、そして彼らにとって混沌とはあくまでも外
部の存在です。

しかし、邪紋使いは違います。
彼らは混沌の結晶体たる混沌核を体内に取り込んだ者達で

あり、現実を変容させる混沌の力を、己の意志に沿うように

利用し、自分の肉体をも変化させる者達です。
彼らにとって、混沌とは自分の根幹にあるものなのです。

一般的に、人は混沌核を取り込めば死にます。 これは人に
限った話ではありません。

自然律によってこの世にある存在が、その自然律を破壊す
る混沌を取り込むというのは、自分の存在の根幹を破壊する
ことであり、その結果は“死”と言うよりもむしろ“破壊”、“破
滅”とでも言うべきものでしょう。

しかし、人は物ではありません。
人には可能性を願い、選ぶ意志の力があります。
ごく稀に存在する『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』たち――邪紋使い。
魔法師協会は彼らのような存在があることを、次のように

推測しています。

『（前略）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
達は等しく、強烈なまでに自分を中心とした、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
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（後略）』
『ルール１』P.289より。傍点筆者

その身を構成する自然律を変容させてまでも、貫きたい理想、
斯くありたい自己像、望む目的がある。そして、その目的は個々
人においてそれぞれ異なる。

邪紋使いを考える時に大事なのはこのことです。
君主や魔法師の目的はその役割によりある程度外挿されます。

つまりそれは、（実際はどうあれ）聖印によって混沌を浄化し、
領土と民の平穏を保つことであり、混沌を操作する技で君主
を助け、世界から混沌を撲滅することです。

しかし、邪紋使いの目的は徹頭徹尾個人的なもの。 例えそ
れが公益的で社会や仲間に貢献するものであったとしても、
邪紋使いはそれを「世のためになるから」行なうのではなく、「自
分の理想のために」行なうのです。
『 グランクレスト・リプレイ　ファルドリア戦狼記』に登場

する“ ユリギアの復讐者”アフラヴァーンが、リプレイ第二
巻『 狼たちの戦旗』にて“ ファルドリアの狼王子”レグナムと
ひとたびと言えども袂を分かったのは、まさしくこの目的の
違いによるものです。 そして、こうした行き違いは、アトラ
タン大陸ではごく当たり前に起こっているものなのかもしれ
ません。

なお、ルールブックにある記述は、自身が直接混沌核に触
れて唯一無二の邪紋使いになるというケースについてのもの
ですが、『グランクレスト戦記　２　常闇の城主、人狼の女王』
では、それとはやや異なるケース、特定のスタイルを引き継
ぐ邪紋使いの集落について記されています。これらについては、
別の回に取り上げようと思います。

孤独の意味
降り立つ場所は開拓地から離れた岬と決めていた。
四肢を歪めて翼や爪を作り出すマゴーゾの技を人々は怖れる。
自分が邪紋使いと言うことはすでに知られているとしても、
民の恐怖をあおり立てるようなことはしたくなかった。

丸太小屋の建ち並ぶ集落が見えてくる。
練兵の声が聞こえる。かけ声に合わせて槍を振り上げ、振
り下ろす、それを幾度も繰り返している。
浜沿いの林を切り開いた広場、そのはずれに残る切り株に
大男が一人座っていた。邪紋を露わにし、体のあちこちから
棘のように結晶が突出ている。
ドゥッカだ。眼を細め、羊皮紙を広げている。珍しく穏
やかな笑みを浮かべていた。
一月前に手渡した手紙である。確か妹からと言っていた。
目が合う。穏やかさは消えている。にかり、と笑った。
「よォ、マゴーゾ。久しぶりだな。無事だったかい」
笑顔だというのに剣呑な気配が消えぬ男である。こちらは
苦笑するほかない。
「へへ、どうにか。ジノ先生は？　」
「まあまあ元気だ。……もしかして、返事とか、あるかい？」
「いやぁ、港に顔は出しましたが……」
尋ねられたのは手紙である。島を出る時に妹宛てを受け取っ
て港で配達人に預けたが、さすがにまだ返事はない。
「何でェ、気ィ持たせやがって」
練兵中の民兵がおずおずとこちらを伺っている。
「よそ見してんじゃねえ、続けろ！　」叱咤の声が飛んだ。
島の民に対してマゴーゾは、ジノの用人だと紹介されている。
アカデミーに属するようになって一番良かったことはこれだ。
身の証立てに面倒がない。
超常の技を振るう邪紋使いといえども、人界との関わりを
絶たれては生きて行けぬ。
中には飯を食わずとも、屋根の下で眠らずとも、長く人と
言葉を交わさずとも、平気でいられる者がいるのかも知れな
いが、少なくともマゴーゾはそのような邪紋使いではない。
ゆえに身の証立てを必要としないで済む場所、己の居場所
があるというのは、たとえ怖れ混じり、疑い混じりの目で見
られるとしても助かるのだ。
「ジノに手紙を書いて貰ってんだ。次に島を出る時には、そ
れを持っていってくれ」そう告げるとドゥッカは練兵に戻った。

――妹とやらは、ヤツのことをどれだけ知っているのだろう。
その背を見送りつつ、ふと、そんな事を思った。
兄が戦場でどれだけ怖れられ、悪名を轟かせているか。
身に宿した混沌でどのようなことをやってのけたか。
それを知ってなお、ヤツのことを“兄”と呼べるのか。
――愚かなヤツだ。人と関わって何になる。混沌を呑み、
邪紋を刻んだ時から、我らは人ではないというのに。

アトラタンに生きる人々にとって、“混沌”とは災害の源で
あるため、身に“混沌”を宿している邪紋使いは人々から大変
に怖れられています。

ただしその恐怖は、彼らを排斥することにはなかなかつな
がりません。“ 歩く混沌災害”とも言うべき邪紋使いに敵対す
ることは、大変な危険を伴うからです。

幸い、邪紋使いたちの多くも自分の理想を追い求めるのに
忙しく、その理想の邪魔をされない限り人々に敵対する必要
はありません。そのため、一般の人々と邪紋使いとの関係は、人々
の方が邪紋使いを怖れつつ敬遠し、邪紋使いはほぼ無関心、
という形になります。

一方、統治者（多くの場合君主）からすると邪紋使いという
ものは、無視し得ない影響力を持つ存在です。 単騎にて戦況
を左右するほどの力を持つ個人なのですから、可能なら味方に、
それがかなわずとも足取りをつかんでおく位のことはしておき
たい所であり、極力敵対はしたくないでしょう。

邪紋使いの方も、統治者たる君主に対しては慎重になる必
要があります。 というのも、君主には邪紋使いを討つ理由も
能力もあるからです。 君主の聖印は混沌を浄化し、それによ
り力が増します。 何らかの名分を立てた君主が聖印の力を高
めるために、邪紋使いを“ 狩り立てる”ということは充分にあ
りえます。

この緊張関係は互いに負担が大きいものになるため、君主
が邪紋使いを客分として迎え、庇護を申し出るというのは理
にかなったやり方です。 緊張を解消するだけでなく、リスク
を管理下に置き、いざというときの戦力を確保できるからです。

また、邪紋使いにとっても統治者の庇護を受けることで、
報酬や衣食住、地位を保証されますし、なによりも領土の混
沌を撃退し、喰らう機会を得られるのです。

しかし、このように幸せな妥協を行なえる君主がいる一方で、
邪紋使いを混沌の一部として、積極的に討ち滅ぼそうとする
君主も（ごくごく稀ではありますが）います。

前述の通り、邪紋使いと戦うリスクは高いものです。 しか
し、倒してしまえば混沌。 聖印の肥やしには変わりありません。

何よりも魔物とは異なり元は人間。 戦いよう、計略のつか
いようによっては魔物を相手にするよりも与しやすい相手と
言えなくもないのです。 民もまた「 あの邪紋使いは実は危険
な輩だった」と君主が説明したならば、疑うことはないでしょ
う。

特殊技能者としての邪紋使い
『（前略）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居ないのと同じことだ』
　『ルール１』P.289より。

　系統だった魔法師の魔法に比べ、邪紋使い達の持つ能力はとても
多彩なものとなり得ます。確かにルールブックには、邪紋使いの能
力がそれぞれ分類され記述されているわけですが、引用した記述に
従うのなら、キャラクターやエネミーが使用することのないような
一種ヘンテコな、One and Only な能力を駆使する邪紋使いがいて
もおかしくはありません。
　たとえば、
　――とある城には、自らの体をちぎって食糧として他者に与える
ことのできる邪紋使いがいるため、数年にわたって籠城戦を戦い抜

いている。
　――兄弟の邪紋使いで意識を共有しているため、遅延無しに情報
のやり取りができ、効果的な作戦行動がとれる。
　などというようにです。
　また、ここまで特殊なものでなくても、記事で示したように特殊
な移動方法（ライカンスロープの《地を駆けるもの》や《天を舞う
もの》など）をもつ邪紋使いは強力な伝令、斥候となり得ますし、
極限環境下（毒ガスが発生する鉱山など）での作業や救命活動には

《不死なる体》をもつアンデッドが有用です。
アトラタン大陸において混沌を喰らう手段として、もっとも一般

的な手法が戦いなのであって、その他の手法、たとえば、魔境を踏
破することや雇用主からの特殊報酬として混沌をとりこめるのであ
れば、あえて戦いの道を選ばない邪紋使いもいるのかもしれません。



効果：オリンポス界の海神が携えたト
ライデント。水を操る魔力を秘める。

投射可能。装備中、半水中行動のペ
ナルティを受けない。半水中行動また
は完全水中行動の対象に、この武器で
与えるダメージに＋［〈水泳〉レベル
×２］し、〈衝撃〉属性を追加する。

彼の貫く理想
「お気をつけて。センブロス教授によろしくお伝えください」
「なに、もはや慣れた道でございます。とはいえ、戻りはい
つもより遅くなるものとお思いください」
再び旅立ちの朝、例の岬である。
見送りに来たのはジノと、これは珍しく騎士アリキア。翼
を生やすマゴーゾの技を近くで見てみたいと願ったのだ。
「アリキア様も、健やかに」
「急いで戻らねば、おぬしが喰らうべきこの島の混沌が無く
なるかも知れぬぞ」
ジノを慕う少年騎士は、マゴーゾとも親しく言葉を交わす
ようになっている。
「おやおや、すると来年の今頃にはアリキア様が皇帝聖印を
お持ちかも知れませぬな」
「からかいおって！　」
――あの連中に比べれば、儂の方が馴染みやすかろう。
マゴーゾもまた、悪い気はしなかった。
「お気をつけて、風と天気に恵まれますように」
ジノが言う。マゴーゾはぐきぐきと、いびつな翼を広げる。
「では」
と、飛び立とうとした時。
「苦しくはないか、マゴーゾ」
アリキアの言葉に不意を討たれた。
振り返る。
「邪紋が、おぬしを蝕むようだ」
「……慣れております」
「辛ければ言え。聖印の力があれば混沌を払い、苦しみを取
りのけることもできよう」
その眼は真剣で、彼のことを心から気遣っていた。
故にマゴーゾは作り慣れた笑みを消して、応えた。
「その苦しみもまた我。……私から私を奪いなさるな」
「！」
「では」
翼に潮風を受けて、マゴーゾは飛び立った。

プレイヤー・キャラクターとしての邪紋使いは統治者へ協
力するという目的や、個人間の因縁などによって、他のキャ
ラクターと行動を共にします。

しかし、元来強力な個人であり、そしてその力の行使に自
己の目的や理想以外の理由を持たない（ ゆえに外部からの要
請に縛られることもない）邪紋使いの中には、人間社会での居
場所など必要としない者や、それを望まない者、自分以外の
者と過ごす日々は己の理想にたどり着くまでの寄り道、もし
くは過程に過ぎないという者もいるでしょう。

邪紋使いは本質的に徹底して孤独な者達なのです。
邪紋を身に刻んだ時から、彼らは自分だけの律で生きるこ

とを選択したのであり、それに寄り添える者はいません。 同
じ邪紋使いですら、個々の理想は異なるはずです。

むしろ、プレイヤー・キャラクターとしての邪紋使いは人
間社会に居場所のあった、つかの間とはいえど仲間と過ごす
ことのできた少数派の邪紋使いであるのかもしれません。

そして、いずれ直面するだろうこの孤独に耐えられない邪

紋使いも世の中には存在するのです。彼らは人とのつながり（そ
れは喜怒哀楽いかなる形でもありえます）を捨て切れぬが故に、

“理想”を完遂できず、戦場に朽ち果てるのです。

大講堂での惨劇の際、マゴーゾもまた混乱の渦中にあった。
アカデミーの要人の確保、救出、そして撤退戦。
失意に沈む魔法師、憤然と所領に戻る君主、様々な人々の
希望が絶望に変わる瞬間の様子を垣間見た。同じようにアカ
デミーに仕えていた邪紋使いが、幾人か命を落としている。

あの時、皇帝聖印が顕現していたなら。
この世界から混沌が駆逐されていたなら。
聖印の力を失って没落する君主もいるだろう。だが、名の
ある君主達は聖印が無くなっても、兵を率い、領地を運営す
ることで、これまでと同じように統治を続けるのだろう。
魔法を失った魔法師達も同じだ。混乱は避けられぬだろうが、
領土の運営には彼らの文官としての能力が不可欠だ。
――だが、儂はそうではない。
我が身を振り返るに、邪紋の力を失ったならそこに残るの
はただの老いぼれだ。学識も地位も権威もない。

――ああ。“大鷲”は正しかったのだ。
潮風を受けて舞い上がりつつ、マゴーゾは理解した。

邪紋使いの行く末の多くは、闘いの中での死だ。
打ち倒された後、君主の聖印で浄化されるか。他の邪紋使
いに喰らわれるか。それが混沌を身に宿したもののさだめだ。
この世は、すべてを飲み込もうとする混沌と、それに抗う
聖印の秩序との戦場である。そして、人間社会という秩序に
属しながら、混沌の力を振るう自分は、天秤の針がどちらに
振れたとしても、そこに安住の場所はない。
なればこそ邪紋使いは、身に可能性すなわち混沌を宿して
いる今のうちに、“理想”を完成させ、その“理想”をこの世界
に刻み込まねばならぬ。
“大鷲”はそれをやってのけた。彼は風に乗り、悠久に空を
舞う翼そのものになったのだ。
マゴーゾは自分の翼を眺めた。
いびつな、世にあるいかなる鳥の翼にも似ていない翼。
自分ではない、何かになってしまうことに抗ったが故のい
びつな翼である。足のかぎ爪も、猛禽の眼も、抗いの結果。
己以外の何ものにもならぬという、抗いが形をとったものだ。
――儂は、見苦しく、生き汚いな。
“大鷲”の美しい理想を思う。蒼天に吸い込まれていった、
あの翼を思う。
――だが、その“理想”は儂の“理想”ではない。
ばさりと、翼を打つ。日が落ちる前には今宵の宿りへたど
り着かねばならぬ。
空の青にも、海の青にも、染まず、ただよう。
――儂の理想は、半端者のままでも生き延びることよ。
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　以下に掲載されているのは、追加の
投影装備である。投影装備については

『アドバンスフォース』を参照のこと。
　ここに掲載されたデータを採用する
かどうかの決定権は、各卓のＧＭにあ
る。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

重武器（槍／オリンポス界）
７ メイン※

〈武器〉【筋力】＋５
技能： 命中修正：〈重武器〉 －１

移動修正：－２行動修正：－１
射程： ガード値：０Ｓｑ ５

効果：オリンポス界の時を司る神格が
振るうという大鎌。天命尽きた者、運
命に選ばれぬ者の命を容赦なく刈り尽
くす。
　１点以上の天運を持っていない対
象に、この武器による攻撃で与えるダ
メージを＋６する。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

重武器（鎌／オリンポス界）
９ メイン※

〈武器〉【筋力】＋４
技能： 命中修正：〈重武器〉 －２

移動修正：－１行動修正：－３
射程： ガード値：０Ｓｑ ４

効果：異界の戦士たちの魂を投影する
力を秘めた剣。ひとたび掲げれば幻像
の兵団たちが出現し、敵を蹂躙する。
　この武器による攻撃の直前に宣言す
ることで、ダメージ属性を〈衝撃〉に
変更してもよい。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

射撃（長剣／異界）
６ メイン※

〈武器〉【共感】＋３
技能： 命中修正：〈軍略知識〉 ０

移動修正：－２行動修正：－２
射程： ガード値：０～３Ｓｑ ５

効果：ティル・ナ・ノーグ界で邪悪な
巨人を討つべく用いられた投擲弾。
　この武器の射程は「１～使用者の〈意
志〉レベルＳｑ」となる。この武器の
命中判定がクリティカルして命中した
場合、さらに放心を与える。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

射撃（投擲／ティル・ナ・ノーグ界）
３ メイン※

〈炎熱〉【感覚】＋１
技能： 命中修正：〈射撃〉 ０

移動修正：－１行動修正：－１
射程： ガード値：効果参照 ０

効果：ディアボロス界で造られた黒く
禍々しい全身鎧。身に着けた者は悪鬼
のごとき闘争本能の化身と化す。
　装備している者はセットアッププロ
セスにシーン内の対象ひとりを選択
し、その対象への憎悪を受ける。この
憎悪を受けている間、装備している者
が行なう攻撃のダメージ＋１Ｄ。

種別：
重量： 装備部位：

防御力

防具（鎧／金属／ディアボロス界）
１４ メイン

武器：１４　炎熱：１２
衝撃：９　　体内：０

回避修正：－４

移動修正：－５行動修正：－４
効果：オリンポス界の勇者が石化の呪
いの対策に用いた鏡面の盾。動きを止
める悪影響を、魔法的に反転させる。
　装備中〈武器〉〈衝撃〉防御力＋２。
装備中に硬直を受けた場合、〈意志〉
で難易度 15 の判定を行ない、勝利す
るとあなたの代わりにそれを与えよう
としたキャラクターに硬直を与える。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

盾（オリンポス界）
５ サブ

〈武器〉【筋力】＋０
技能： 命中修正：〈力技〉 ０

移動修正：－１行動修正：－２
射程： ガード値：０Ｓｑ ７

効果：異界の勇者が巨人退治に用いた
という、犠牲者の血を啜るたびに切れ
味を増す特性を備えた魔剣。
　この武器による攻撃で１点でもダ
メージを与えたプロセスの終了時に、
この武器の攻撃力を＋３する。この効
果は３回まで（＋９まで）重複する。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

軽武器（長剣／異界）
６ メイン／サブ

〈武器〉【筋力】＋４
技能： 命中修正：〈軽武器〉 －１

移動修正：－１行動修正：－１
射程： ガード値：０Ｓｑ ４

効果：ヴァルハラ界にて恐るべき魔狼
を捕縛したと伝えられる魔力持つ鞭。
　この武器による攻撃の直前に【ＭＰ】
を５点支払うことで、攻撃が命中した
対象に硬直を与える。

種別：
重量： 装備部位：

攻撃力：

軽武器（鞭／ヴァルハラ界）
４ メイン※

〈武器〉【筋力】＋２
技能： 命中修正：〈軽武器〉 －２

移動修正：－２行動修正：－２
射程： ガード値：０～１Ｓｑ １


