アトラタンを歩く 第４回：投影体、水面に映る影にして異界より現われたもの
外部からの侵入者が停滞した“ 系”を動かすきっかけになる
というのは、物語に限らずあらゆるところで確認されます。
江戸末期の黒船来航などは外界から来たものがそれまでの
安定した“系”を不安定にした恰好の例と言えるでしょう。
世界というのはとても大きく強固な“ 系”であり、本来であ
ればこの世界の“外部”が“系”の中に侵入するというのは不可
能に近い現象です。 しかし、『 グランクレストＲＰＧ』の舞
台となるアトラタン大陸は違います。
正確に言うならば、アトラタン世界においても世界の狭間
を超えて外部の異物が侵入してくることはありません。ですが、
アトラタン内部にある混沌という働きは時に、世界の外にあ
る存在を“系”の中に写し取り、実体化させてしまいます。
異界の存在がアトラタンに落とした影とも言うべき
“投影体”
は、この世界にさまざまな影響を及ぼしてきました。
今回の記事はこれら“投影体”についてアトラタンの住人の
立場から見た姿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）
。

今の記憶：異界の隣人

グランクレストＲＰＧ

アトラタンを歩く
第４回：投影体、水面に映る影にして異界より現われたもの

文■柳田真坂樹／重信康 画■匈歌ハトリ
040

「みんなはよ、うちんトコの隊長。 平気か？ 」
声をひそめ一人が呟く。 焚火を囲む民兵たちが顔を上げた。
兵舎の前の広場、巡視から戻った兵をねぎらおうと開かれ
たささやかな宴の夜である。
――館の酒を持っていってくれ。
そのように若き君主は言い、開拓民の長オーウェンズに酒
樽を預けた。 入植が始まったばかりのこの開拓地では、まだ
酒造りは行なわれていない。 兵士達は大喜びで樽を開き、久
方ぶりの酒に酔いが廻る。 だいぶ気も緩んだところで件の言
葉が新入りの兵士からもれたのであった。
「 隊長は、エルフっていうヤツなんだろ？ つまり、その、
人間じゃねえんだろ？」
同僚は呆れたように笑って答える。
「当たり前じゃねえか！ 今さら何言ってやがる」
「 だってよ！ 人間じゃねえってンなら。 混沌の化け物と変
わんねえじゃねえか。 あんた達は怖くねえのか？」
「 そりゃあ、まあ。 いろいろ変わったところはあらァな。 人
間じゃねえんだから」
兵士達は口々にこの巡視隊を率いる隊長、君主の食客であ
るエルフのことを話し始める。
「あの方は時々、何もないところ見つめて話してるよな」
「
『 精霊の声が聞こえる』んだと。 実のところ、あれだけ目も

耳も鋭い方だから、俺らには見えないものが見えたり、聞こ
えねえ音が聞けてもおかしかねえやな」
「で、でもよ。 でも、アレは混沌だろ！？ オバケだろ？」
「 おめえ、食い下がるなぁ。 んなこと言ったら始祖君主レオ
ファーストロード

ン様の御仲間、
妖精女王のティタニアだってオバケじゃねえか」
混ぜっ返しに笑いが混じる。
「 いや、魔法師のジノ先生の話によると、妖精とエルフとは
別らしいぞ。 なんでももとが違うとかなんとか」
「川魚と海魚みたいなもんか」
他愛ない話だ。あからさまに非難や怖れの言葉にならぬなら、
聞き流しておこう。 そう、オーウェンズが思った時である。
「俺のガキがよ、最近あの方のトコに遊びに行っててな」
へえ。 と、驚きの声が上がる。
「怖いものしらずだな、子供ってヤツは」
「止めさせろ」
突然のオーウェンズの不機嫌な声に、座が静まりかえる。
彼は厳しい顔で続ける。
「俺たちはまだいい。あのエルフが危険かも知れないってわかっ
た上で、一緒にいる。 だが、子供はダメだ。 子供にはあの
エルフが混沌だとはわからんのだ」
「で、でもよ。 さっきまでと話が違うじゃねえか」
「投影体ってヤツはな、
」
オーウェンズは語り聞かせる。
「 死ねば、混沌核に戻る。 そして、死ななくてもほどけて混
沌に戻る。 いつかはわからない。 だが、いつかは混沌には戻
るんだ。 お前の子供の目の前で、あのエルフがとろけて混沌
核に戻るかも知れないんだぞ」
言葉が途絶える。 気づいてオーウェンズは苦笑した。
「 つまらないことを言って酔いを覚ましてしまったな。 あの
エルフが俺たちの味方になってくれてるのは確かだ、ありが
たいと思ってる。 だが、それでも投影体である限り、危険な
ことには変わりない。 それは忘れちゃあならないんだ。 俺た
ちは」
そう言うとオーウェンズは席を立った。
「もう休む。 楽しむのは良いが酔いを残すなよ」
左足の古傷が痛む。 明日は天気が崩れそうだった。
アトラタンに生きる一般民衆の認識において、
“投影体”と
は、怪物であり、災害であり、危険と同じ意味をもちます。
投影体とはこの世界を脅かす混沌の表現形の最たるもので
あり、そのことはルール上でも明らかです。

『
「クラス：投影体」
のキャラクターは混沌が収束することによっ
てこのアトラタン大陸に現われた者たちだ。 それゆえ、彼ら
はアーティストと同じく混沌に属するキャラクターであり、
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ロードやアーティストは彼らを倒すことでカウントを得られる。
』
『アドバンスフォース』P.15より。 傍点筆者
投影体とは混沌の働きにより、
“ ここではない場所”の存在
がアトラタン世界に複写される現象であり、この投影現象を

意図的に行なうのが魔法師の行なう召喚術、
高まる混沌によっ

「どれだけ相手のことを理解しているか」によって、対象へ抱

て自然発生するのが混沌災害となります。

いていた先入観や偏見が是正されるというのは現実世界でも

つまり、
投影体のキャラクターはその素性においてはエネミー
の項にあるゴブリンと同じで、そこがアトラタンに原住して

覚えのある事柄です。
その点、エルフ界から投影されるエルフ（サプリメント『ア

いる他のクラスのキャラクターとは決定的に違うところであり、

ドバンスフォース』掲載）と妖精界から投影される妖精（ サプ

怖れられる原因でもあります。 しかし、すべての投影体が即

リメント『 グランクレスト戦記データブック』掲載）はこうし

座にアトラタンの民を脅かす存在というわけではありません。

た投影体のなかでは比較的頻繁にアトラタンに投影される者

極大混沌期に始祖君主レオンと共に戦った妖精女王ティタ

達であり、また他に比べれば人間に近い（ 思考形態、外見、

ニアを筆頭にこの時代、友好的な投影体もまた数多くこのア

世界に及ぼす影響力などの点で）ために、受け入れられやすい

トラタンに出現し、
人々を助けてくれました。 彼らの姿は人々

投影体と考えられます。 また、彼らにとってもこのアトラタ

の記憶に残り、やがてその英雄の姿を象る邪紋使い、レイヤー

ンは興味深い世界です。

ア ー テ ィ ス ト

果てしない森に住み、永遠の命を持ちながら緩やかに衰退し、

のスタイルが生まれるのですがそれはまた別の話。
つまるところ、
“ 投影体であるという現象、事実そのものよ

それを定めと受け入れるエルフたちにとって、
アトラタンは荒々

りも、
「何が、誰が投影されているのか」が重要なのだ”という

しくも驚異に満ちた大地であり、生きる人々は刹那的で情熱

ことなのですが、それを理解しているのは魔法師や、魔法師

に満ち、彼らのまどろみを醒まします。

からそのことを聞かされたものたち。 あるいは、投影体のキャ

活動的で好奇心が強く、陽気な妖精達にとってアトラタン
は恰好の遊び場であり、かりそめの滞在を徹底的に遊び抜こう、

ラクターと個人的な関係を結んだものなのでしょう。

満喫しようとするでしょう。
もちろん個々の事情はあるでしょうが、彼らにとってこの

ライフパスから見る世界
実際にゲームをプレイする際、投影体のキャラクターがどの
ようにこの世界を認識しているのか、どのように適応している
のか、
してゆくのか。そもそもグランクレスト世界のエルフ（お
よび投影体）はどのような存在なのか。これらの情報について
は『アドバンスフォース』P.30 にあるライフパスの各表にち
りばめられています。
たとえば出自表には次のような項目があります。

『取り替え子：あなたはエルフ界以外の場所で生まれたエルフ
だ（アトラタン大陸でもよい）。あなたにとってエルフ界とは
伝説上の存在に過ぎない』
『アドバンスフォース』P.30 より。
ここから想像できるのはどのようなことでしょう。
投影されたエルフがこの地で子供を設けたのでしょうか？
であれば両親はいったい？
それとも普通の人間の親から生まれたのでしょうか？

なら

ば、その時自分の身には何が起こっていたのでしょう？
あなたがこれらの投影体を（ＰＣとしてであれＮＰＣとして
であれ）取り上げるのであれば、それぞれの表の項目に一度目
を通しておくとそのキャラクターに奥行きが出るでしょう。

アトラタンの異界について
投影体の元が存在する世界については、投影体そのものからある

世界に投影されることは何かしら興味を惹かれることであり、
ゆえにこの世界の住人ともうまくやって行こうとするのです。

古い記憶：不思議な来訪者
オーウェンズは痛みで目を覚ました。
身をよじる。 ずるり、と体が布の上から滑り落ちる。
藁山の上に布を被せた寝台であった。
「ッ……！ 」
床に落ちた衝撃で左足の激痛が脳天を貫く。 しかし、その
痛みに彼は驚いた。
「足が……残ってる」
ゴブリンの槍にはヤツらの糞が塗られている。 貫かれれば
その傷はひどく膿む。 傷ついてすぐ、部隊のなかで医術を心
得たものが、熱した油を注いで傷口を焼いてくれたが、それ
でも敗走の中足は痛み、やがて感覚がなくなった。
――あとはもう切り落とす他はない。
そう覚悟を決めていた足だ。
「 動いちゃダメ！ 足の化膿はだいぶ良くなったけど、まだ
＊その神々に追われた古き神々、怪物、巨人が幽閉されたタルタロ
ス界（オリンポス界の一部）
。

程度の情報が得られています。基本ルールの範囲では『ルール２』

＊誉れある戦いが喜ばれ、短くも華々しい生と正直に全うした生の

P.300 において各異界が説明されているほか、各エネミーの記述

両方とを讃える峻厳なる氷雪の世界、ヴァルハラ界。

（ルールブックのエネミーの項目、および Web コンテンツである『エ

＊天と地と海と、そのすべてを埋め尽くす竜が己の欲望を満たすた

ネミーコンペンディウムⅠおよびⅡ』）には“出身世界”という項

めに果てなき戦いを続けるドラコーン界。

目があり、そこからは彼らがどの異界から投影されてきたかが伺え

＊混沌が観測されず、魔法が力を持たぬ代わりに、理論と理性に駆

ます。そして、投影体のキャラクターをプレイするためのルールが

動される異界、地球。

追加された『アドバンスフォース』では各異界についてさらなる解

＊あらゆる世界で知的生命体に使われた道具がいつしかたどり着

説が追加されています。

き、今は亡き主の生をなぞる忘却の異界。ヴェリア界。
＊地水火風の四大元素諸力が渦巻く精霊の異界、エーテル界。

＊陽気で悪戯好きな妖精が住み、もっともアトラタンに近い異界。

＊破壊と殺戮を好むデーモンや人を誘惑し堕落させるデヴィルと

ティル・ナ・ノーグ界。

いった種族が住まうディアボロス界、アビス界。これら人間を害す

＊果てしない森の中、悠久の時を生きて今、緩やかにまどろみつつ

ることを喜ぶ種族の住まう異界は“魔界”と呼ばれる。

絶えゆこうという世界。エルフ界。
＊強大な力を持ち、ある種人間以上に人間的な神々と半神とが偉大
な文明を築く雄大なる理想郷。オリンポス界。

より詳しく知りたい方は、
是非『アドバンスフォース』を手にとっ
て見てください。

熱は引いてないから」
心配そうにのぞき込む娘がいた
それが、オーウェンズと“ 地球”から来た女子高生。 鹿塩
ことはとの出会いであった。
か し お

「とにかく清潔にすること、なの」
オーウェンズの包帯を換えつつ、ことははそう言った。
「ちゃんと傷口は、焼いたんだがな」
「 えーとね、傷口や傷口に触れるものは消毒しておかなきゃ
ダメなのよ。 汚れた包帯を使うなんてありえない。 そこから
またばい菌がはいったの」
「バイキン？ なんだそれは」
「えーっと、微生物って言ってもわかんないか。 うーん」
ことはは眉を寄せて考え込む。
数年前、
この地の君主が森の中で拾った娘だということだっ
た。 最初は怪しまれもしたが、彼女がもたらす知識が幾度も
領地を救ったため、今は食客という立場になっている。
どういうわけか、敗残兵のオーウェンズを気に入ったよう
で親身に世話をしてくれている。 なぜだ、と尋ねたところ『父
さんに似てるから』と答えられた。 老け顔は自覚していたが、
こんなに大きな娘のいる年でもない。 オーウェンズは少々不
満だった。 ひげを剃るべきかも知れぬ。
「これ、みてくれるかな」
彼女は手にした掌ほどの大きさの板を開いた。 灰色の滑ら
かな画面に、黒い文字となにかの絵が浮かぶ。
「なんだこれは？ どこぞの化け物か？」
「これが傷を膿ませるばい菌。 ええと『緑膿菌』だって」
当たり前の話だが、ことはは変わった娘だった。
アトラタンの娘がこの年で知るはずの多くのことを知らぬ
代わり、数学や工学、医術について知識があり、そして何よ
りも異界の伝承を多く知っていた。
だが、領地の魔法師に言わせればそれは「 耳学問の域を出
ない、アカデミーの系統だった知識とは大違いのもの」であ
るという。 確かに実際に包帯を巻かせてみれば不器用で、刀
傷を見れば顔から血が引くというありさまだった。
「正直に言うとさー」
藁布団に転がり、手にした“板”を掲げてことはは言う。
「 わたしの知ってることって、全部この『電子辞書』に書いて
あることなんだよね。 英和辞典や和英辞典はともかく、家庭
医学事典や百科事典も入ってたから、みんなの役に立ててる。
つまり、わたしじゃなくてこの『電子辞書』がすごい」
そして冗談めかして続ける。
「わたしはこの『電子辞書』の部品の一つってわけ。 これが無
くなったら、みんなわたしのコトどう思うんだろうな」
少女の不安に、オーウェンズは答えた。
「 確かにここでのお前さんの価値はその『 電子辞書』にある。
それが無くなったら今までのようには大事にされないというの
も道理だ」
「おじさんキビシイ……」
「 その時にはただの娘に戻れば良いだけのことだ。 世の中の
大部分はそうやって生きている。 お前さんだって、
ここでやっ
ていけるさ」
「 ありがとうね、おじさん。 でも、やっぱりわたしはそれイ

ヤだな。 誰にも必要とされないで生きてるだけなんて、ここ
にいる意味ないじゃん」
「 生きてりゃ誰かに必要とされるさ。 さぁ肩を貸してくれ。
外の空気が吸いたい」
「わたしは杖の代わり？」
「
『電子辞書』の部品の方がいいか？」
アトラタンに投影される者達の中には少なからず私たちの
住むこの地球から投影されるものがいるようです。 小説『 グ
ランクレスト・アデプト 無色の聖女、蒼炎の剣士』では地球
人の女子高生、二ノ宮真璃が。 リプレイ『 ファルドリア戦狼
記』ではやはり地球人の騎士アロンソ・キハーノが登場してい
ます。
地球人はエルフとは違い魔法が使えるわけでもなければ、
独特の武芸を習得しているわけでもありません。 もちろんこ
の世界で修練を積んでいるなら、アトラタンでもそれは有用
なのですが、エルフとは違って地球人の誰もがそうした心得
があるわけではありません。
しかし、エルフが精霊に満ちたエルフ界の技をアトラタン
で披露するように、人間は地球ならではの現象、地球人なら
ではの能力をこの地で発揮することができます。
つまり、混沌が観測されず魔法が力を持たないという地球
の自然律をアトラタンで再現し上書きした時、存在の根源が
混沌である投影体は、己の存在そのものが否定され、世にあ
ることができなくなりますし、混沌を操作する魔法などの効
果も打消されてしまいます。
《 薄まりし色相》
、
《 断界撃》等の
特技はこのことを表現しています。
さらに地球人は混沌を利用することにも長けています。
彼らは娯楽や教養として多くの物語や映像、異国の風景や
自然の極相美を目にしたことがあり、そしてそれらを裏付け
る世界の仕組みについても学んでいます。 その圧倒的な情報
をもとに「自分が望む世界」を想像する時、アトラタンの混沌
はそれに応えます。 こと何かを想像することにおいて、地球
人の能力はアトラタンの住人の能力を遙かに上回るのです。
以前魔法師について説明したとおり、この世界の魔法は強
く物事をイメージすることで混沌に形相を与えるものですが、
地球人は魔法師の技を素朴な形、あるいは力ずくで再現して
いるとも言えるでしょう。

投影装備
異界からは数々の装備も投影されており、アトラタンにはそ
れら投影装備を使うための特技やスタイルを習得した者達がい
ます。リプレイ『ライブ・ファクトリー』のシリーズに登場す
るインク・ストーンはアトラタンの住人でありながら、現代火
器を駆使する邪紋使いでありました。
投影されてくる装備は、投影体のキャラクターが自身の所持
品として持ち込むものもありますが、それぞれの異界で伝説と
して名高い品（如意神珍鉄、闘神の飛鎚、戦乙女の羽兜など）
が投影されることもあります。
これらの投影装備は決して道具そのものではありません。こ
れらは混沌核を内部に有した投影体であり、それゆえに例えそ
の道具がアトラタンでも普通に使われているような道具（ナイ
フや刀など）であっても、適切な訓練をしたものでなければ使
いこなせないのです。

古い記憶：辞書の部品
領地を襲撃した投影体は、竜の姿をしていた。
空を飛び、炎を吐く。 地に降り立って、人を喰らう。
騎士程度の聖印では相対できぬ相手だった。
その村の中を、火の回った建物の間を、オーウェンズは駆
け回っている。 声を枯らし、ことはの名を呼ぶ。
彼女は投影体が襲ってくるその直前まで、魔法師の元にい
ると言った。
「私の知ってることが、ちょっとでも役に立てばって」
怯えた顔に血の色はない。 震えを押し殺しているのが明ら
かだった。
「おまえにはできることなどない。 早く逃げよう」
そう言った時、彼女はとても哀しそうな顔をした。

リア界。 それらの品物はみずからを“オルガノン”と呼び、時
間のない日常の中でかつての主人たちを模したような毎日を
続けています。 そして、アトラタン大陸に投影される時には
常に、人間の姿を得て出現します。
オルガノンというキャラクターは多様で、
とても一口にこう、

追加投影装備：地球
以下に掲載されているのは、地球に
由来する追加の投影装備である。投影

と言えるものではないのですが、１点、共通していることがあ

装備については『アドバンスフォース』

ります。 それは、彼らにとってアトラタンに投影されること

を参照のこと。これらの取得には、
「種
別：地球」の投影装備を取得可能にな

は喜びであるということです。
なぜならば、ここで彼らは再び“使ってもらえる”からです。
道具としての本質から、
彼らの行動原理は
「使われたい」
、
「本
領を発揮したい」というところにあり、それは時として人の善
悪とはまったく異なる次元で追求され得ます。

る特技などが必要になる。
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。

プラスチックと電子基板の本体が押し潰され、焼け焦げた。
何ひとつ理解し得ないオーウェンズの腕の中で、ことはの
体が形を失っていく。
糸が解けるように、肉がとろけるように。
数呼吸する間に、壊れた電子辞書は瓦礫の下、混沌核に戻る。
そして、呆然とするオーウェンズの前で鹿塩ことは、電子
辞書のオルガノン、その擬人化体は消失した。
さまざまな道具や兵器、
日用品が
“流れ着く”
忘却の異界ヴェ

ん

効果：丈夫で加工しやすく使い勝手の

効果：チョコレートや飴玉、スナック

菓子や炭酸飲料、健康食品やタバコな

があれば、ちょっとした道具の組み立

ど地球で作られた嗜好品。短い時間で

てから応急処置、荷造りまでさまざま
な局面で活躍するだろう。

栄養を補給したり、心身をリラックス
させることができる。アトラタンの住人

あなたが行なう〈力技〉
〈手業〉
〈治療〉
の判定に＋［
《奔放なる発想》のＬＶ＋

にとっても、その物珍しさや美味は歓
迎されるだろう。
イニシアチブプロセスで使用する。
あなたまたは同一Ｓｑの単体のＭＰを
［対象の【共感基本値】＋１Ｄ］回復し、
マスコンならさらに士気を１点回復す
る。

追加投影装備：エルフ界
以下に掲載されているのは、エル
フ界に由来する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。これらの取
得には、
「種別：エルフ界」の投影装
備を取得可能になる特技などが必要に
なる。
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。

や

が

し

エルフのブーツ

エルフの焼き菓子

種別：防具
（脚部／革／エルフ界）
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：＋０ 移動修正：＋２

種別：その他（使い捨て／エルフ界）
重量：１

効果：エルフ界の魔法がかけられた軽
く優美なブーツ。身に着けた者の足取
りを羽毛のごとく身軽にし、足跡すら
残さず駆けることができる。
装備中〈隠密〉と〈運動〉の判定に
＋２する。

効果：エルフ秘伝の携帯保存食。とて
も美味なだけでなく、口にすれば丸一
日歩き続けても疲れないほどの活力を
得られる。エルフたちの間でも非常に
貴重なものとして珍重されている。
イニシアチブプロセスで使用する。
あなたまたは同一Ｓｑの単体の不休状
態のレベルを１段階軽減（レベル１な
ら完全に無効化）し、マスコンならさ
らに士気を２点回復する。

投影体そのものは混沌であり、（ 基本的に）いずれは消えゆ
くものです。 しかし、それらがアトラタン世界に及ぼす影響
は残りえます。
投影体によってもたらされた世界外部からの情報が、恒久
的にアトラタン世界のあり方、人々の精神、それらを変えて
しまうことがあり得ます。

二人の背後で城門が崩れた。
燃える梁が『電子辞書』の上に雪崩れ落ちる。
その瞬間、ことはの絶叫がオーウェンズの耳を貫いた。
「わたしが、壊れちゃう！」

ひ

いい工作用テープ。使用者の創意工夫

今の記憶：エピローグ
自分の小屋に戻り、オーウェンズは水瓶の水で手を洗い、
そしてうがいをする。 ある時、その習慣を魔法師に見られ、
感心されたことがあった。
「それは確かに理に叶っています。 どこで知ったのですか？」
「ああ、いや。 古い友人に」
苦い記憶にオーウェンズは言葉を濁した。 だがあのとき、
鹿塩ことはのことを“ 古い友人”と言ったそのとき。 胸のわだ
かまりが少し緩んだ気がした。
『風邪を予防するのには、それが一番なのよ』
久しぶりに、あの娘の声を思い出す。
――何も知らなかったのだな。
そう、思う。
あの民兵や子供達も同じように混沌というものを知らない。
ただ、危険なだけであるならば、このように思いもしない。
――だからこそ、英雄でもない俺たちは触れてはならぬのだ。

う

種別：その他
（使い捨て／地球）
重量：１

量を＋５する。

の中では珍しく世界設定上から行動原理が提示されているキャ

こ

種別：その他
（地球）
重量：２

２］する。また、あなたの所持可能重

オルガノンというキャラクターは
『グランクレストＲＰＧ』

し

地球の嗜好品

ラクターなのです。

「おじさん！ 」
焼け崩れようとする城門の前で、オーウェンズはことはを
見つけた。 手にあの『電子辞書』を持ち、地面に座り込んでい
る。 体は煤だらけだが、ひどいケガはしていなかった。
「君主様も、魔法師様も……」
泣き暮れる少女を彼は引きずり立たせた。 ぐらり、と体が
揺れてことはの口から悲鳴が漏れる。 足を痛めていた。
「腕をよこせ、肩を貸す」
ばう、と風が二人の体を打つ。
翼の影が、空をよぎる。
オーウェンズは少女を抱えて駆け出す。 こちらも治りかけ
の足だ。 早くはない。 気ばかりが焦る。
「あっ……！」
ことはが叫び、身をよじって離れようとする。
「馬鹿、なにを！」
振り返る。 掌ほどの大きさの板、
『電子辞書』が落ちている。
「おじさん、戻って！ あれがないと、私！」
「諦めろ、今から戻ったら死ぬ！」
「ダメ、だめなの、あれがないと私は、ダメなの！」
「あんなものが無くても、お前はお前だ！」
「違うの、そうじゃない！」
ことはは叫んだ。 オーウェンズは娘の体を抱え上げた。
「俺がいてやる。 俺がいる。 あんなものが無くても大丈夫だ」

ち き ゅ う

ダクトテープ

「投影体は世界を変えられるのか？」このテーマについて語る
べき誌面は尽きました。しかしサプリメント
『アドバンスフォー
ス』には1項を割いて、詳しく記されています。 こうした遊び
方に興味を持たれたならば、ご一読をお勧めします。

ぎ じ ん か ほ ん た い

け ん ぞ う ぶ つ

ぎ
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追加投影装備：ヴェリア界

擬人化本体：建造物

擬人化本体：玩具

以下に掲載されているのは、ヴェリ
ア界に由来する追加の投影装備であ

種別：防具（鎧／金属／ヴェリア界）
重量：９
装備部位：メイン
回避修正：－３
防御力： 武器：12 炎熱：６
衝撃：９ 体内：０
行動修正：－３ 移動修正：－３

種別：その他（ヴェリア界）
重量：２

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。これらの取
得には、
「種別：ヴェリア界」の投影
装備を取得可能になる特技などが必要
になる。
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。

効果：建築物や城塞、移動要塞などが
擬人化体としての姿を得たもの。真の
姿となれば遮蔽物としても機能する。
《真体顕現》の効果中、あなたの【移
動力】を－２（最低０）し、あなたと同
一Ｓｑにいるあなたの同意を得たキャ
ラクターすべて（自身含む）は「ガー
ド値：８」としてガードを行なえる。

効果：おもちゃやぬいぐるみ、ゲーム
など、玩具や遊具の類いが擬人化され
姿を得たもの。その本質を持つあなた
は誰かの心に潤いを与えたり、人と人
の絆を繋ぐことに長けている。
このアイテムを本体に指定した場合、
１ラウンドに１回まで判定の直前に宣
言することで、あなたまたはあなたの
本体を所持しているキャラクターが【精
神】か【共感】で行なう判定のダイス
を＋１個する。

