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アトラタンを歩く 第５回：信仰、心のよりどころたるもの
今回も筆者の経験から話を始めさせて頂きます。
筆者はこの仕事につく前の一時期、建設関連の業種で務め
人をしておりました。 筆者の人生において、これまでに一番
信仰というものが近くにあったのがその頃です。
いくら安全で順調な作業のために対策を講じても、悪天候
や災害など、避けられぬアクシデントは起こります。 起工時
など折にふれてベテランの方々が、アクシデントが起こらな
いように、起こっても被害が最小ですむようにと祈る様子は、
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普段その方々がどれだけ安全管理に心砕いているかを目の当
たりにしているだけに、切実なものがありました。
個人の力ではどうしようもない、不確かな未来への不安を
肩代わりする。 それは信仰の一番素朴な形であるだけでなく、
ひととき不安から心を解放し、万全に己の力を発揮できるよ
うにする手法でもあります。
アトラタン大陸に住む人々もまた、このような「 心のより
どころ」を必要としているのは当然のことでしょう。 かの地
は混沌による災害や君主達の戦いにより、この世界よりもは
るかに不安定な世界なのです。 そしてその不安に対抗する手
段もまた、独特のものがあります。
アトラタン世界は極大混沌期に一度崩壊し過去と断絶して
いるため、それ以前の宗教やそれに類する人の心のよりどこ
ろとなるものはほぼ伝わっていません。
もしかしたら、人々の生活習慣や験担ぎなどに過去の信仰
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の片鱗が残っていたりするのかも知れません。 また、魔法師
アカデミー

協会が蓄えた知識の中には極大混沌期以前の情報、
当時の人々
が何を考えていたのかを記すものがあるのかも知れません。
しかし、今まさに心を悩ませているアトラタンの民が、そう
した中身の定かでない過去の断片に価値を見いだすことは少
ないでしょう。
故に現在の民の心のよりどころは極大混沌期以降、投影体
や聖印の影響を大きく受けているのです。
今回もまた、アトラタンに生きる人々の視点から覗いてみ
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）
。

君主道：始祖君主レオンの教え
霊廟にすすり泣きが響く。
葬儀は数刻前に終えたが、我が子を失った老母の嘆きが一
朝一夕に止むはずもない。
――せめて、もう少し丁重に葬ることができたならば。
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ガスコイン伯は嘆息した。 妻と同じく息子を失った哀しみ
に苛まれているが、民を守らねばならぬという君主の使命が
老いた彼の体を支えている。
掌にはわずかにぬくもりを伝える聖印がある。
ひとたびは彼が息子に譲り、そして今、その息子の死を伝
えた従騎士が持ち帰った聖印である。
かつては誇りとして担った聖印だが、今はとてつもなく重
く感じる。
「 伯爵様。
“ 黄昏の旅団”が北の荒野にて“ 大蛇の子”との戦
端を開きました。 夕刻までには決着がつくかと思われます」
若い魔法師が自ら霊廟に足を運び、戦の趨勢を伝えた。 彼
の師もまた息子と共に先の戦にて斃れている。
「師の切り札、
邪紋使いの傭兵団。 どうにか間に合いました」
老ガスコインは物憂げに手を上げ、魔法師の言葉を遮った。
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「あれは、どうしている？」
扉の向こう、息子の兜だけがある小部屋を見やり尋ねる。
「……私が最後に見た時には、始祖君主レオン様の聖画像に
ワインと、奥方様自らの御髪を供え、領主様の復活を祈って
おいででした」
重く、息を吐く。
それを不満のしるしと見取ったか、魔法師は言った。
「奥方様を止めてまいりましょう。 あれではお体に障る」
「いや、構わぬ。 望むようにさせてやってくれ」
「ですが……」
「むかし、あれが息子に読んでやった物語に記されていたのだ。
始祖君主レオンが我が身をかばって死んだ騎士に聖印の祝福
を授けると、その騎士が蘇ったとな。
その奇跡を望んでおるのだろう」
「存じております。
『君主レオン、騎士ダルダンを蘇らせし顛
末』
《 聖者の印》の力を述べた物語です。 ですが、かの聖印と
いえど七日前に斃れた者を癒すことなどできませぬ」
若い魔法師は一旦言葉を切った。 そして、小さく言い添え
る。
「奥方様は惑われております。 止めなければ」
「その必要はない、魔法師殿。 レオン様が居られる」
「伯爵様、何を仰っているのです？ 始祖君主レオンは……」
「 そうだ。 都合良く奇跡をばらまく異界の神々とは違う。
レオン様が示されたのは君主の道。 力を持てる者が果たすべ
き責務。
だが、かの方はこうも語っておられるのだ。
『哀しみにうちひしがれしものよ、私はあなたのそばに立つ。
その哀しみが癒えるときまで、傍らにある』と」
老伯爵は疲れを隠せぬままに語った。
「あれの隣にはレオン様が居られる。
今この身が君主でなければ、私があれの隣に立っていてや
りたい。 だが私は今、君主だ。 聖印を担って民を守らねばな
らぬ。
“黄昏の旅団”の戦いの後のことを詰めるとしよう」
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混沌の大地に秩序をもたらす聖印は、今のアトラタンにお
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いて疑う余地のない救済であり、それをもたらした始祖君主
レオンが崇拝の対象となるのは当然といえます。
しかし彼は人間であり、神ではなく、そして今はこの世に
ありません。 彼を崇拝することで、彼自身から何らかの恩恵

はありません。 確かに一千年の時を隔ててはいますが、君主
が担う聖印の継承を遡れば、いずれレオンに行き着きます。
レオンは、その短い活躍の期間に、若き勇者たちに聖印を
与え、使い方を示し、混沌を討ち、民を守り、文明を取り戻
すことを実践しました。

を得ることはできないのです。 そもそも、彼の力は聖印とい

彼の言行はやがて心ある君主達や、世界に秩序と文明を取

う形で明確に君主に受け継がれており、君主でないものが直

り戻そうとする人々の行動規範、道徳となり、
“ 君主道”とし

接の恩恵を受けることはないとも言えます。

て受け継がれてゆきました。
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従って、
レオンに対する崇拝の形も聖印と関わりのある人々

君主達にとってレオンは、この“君主道”の鑑として崇敬さ

によるものと、
関わりのない人々によるものとではだいぶ異なっ

れる存在です。 確かに伝説化された超人であり、信仰対象と

たものとなります。

して崇められることも時にはあるかも知れませんが、それは本

聖印と関わりのない、つまり多くの一般の民にとって始祖
君主レオンは伝説上の救世主であり、昔話の英雄として敬意
を持たれていると考えられます。 例えば……、

来の姿ではありません。 重要なのは彼の残した教えであり、
振る舞いかたなのです。
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魔法師協会の魔法師達も、君主道を信奉する、あるいは賛
同する傾向が高いようです。 魔法師達は聖印を持ちません。

＊身分を隠し諸国を巡っていたレオンは、吹雪の晩とある勇

しかし、魔法師協会を創設した偉大なるミケイロが、始祖君

士の元に一夜の宿を求める。勇士は自身も困窮していたにも

主レオンと共に成し遂げようとした理想が君主道の中にある

関わらず快くレオンをもてなした。レオンは去り際に正体を

と考えるからです。

明かし、
聖印を与えて、
その勇士を自由騎士団に迎えるのだっ
た。
＊諸国を巡るレオンはこの地にて、一杯の水を願ったが、偏
屈な村人は「この地の水は塩水だ」と嘘をついて追い払った。
隣村に行ったレオンがやはり水を願ったところ、その村の
人々快く水を差しだした。以降、先の村では水は塩辛くなっ
たがこの村では水は甘く涸れることはなかった。
＊かつてこの地の人々は竜（巨人や獣や悪代官などのときも
ある）に悩まされていたが、レオンがやってきて倒してくれ
た。ここに残る岩（池、丘などのこともある）には、その折
にレオンが残した足跡が記されている。

投影体崇拝：生き神たち
そこは神話の戦場であった。
枯れ草の広がる曠野。 一方には竜とその手勢。
かの竜は手も足も翼も持たぬが、口からは靄の如く猛毒を
吹き出し、その毒気は大地を黒く染めている。
とぐろを巻いた姿はまるで鱗の丘。
そしてその丘の麓にはかの竜を生き神と崇める蛮人たちが、
裸身に竜鱗の戦化粧を施して叫ぶ。
『
《我が身は竜なり》
』と。
蛮人たちの姿が、身に呑んだ混沌核の力によって変容する。
竜の鱗が、爪が牙が、その巨躯が蛮人達の体に顕現する。
竜を己の理想とし、己の身を作り替える邪紋使いの部族“大
蛇の子”の戦支度である。

といった具合です。 こうした伝承は文字通りの事実である
ことも、他の英雄の業績がレオンのものとして伝えられてい
たりすることもあるのでしょう。
一方、君主にとって、始祖君主レオンはおとぎ話や伝説で

君主道の精神

手にして笑みを浮かべている。 電光まとうその槌は、ヴァル
ハラ界の戦神が携えていたという投影装備、
“闘神の飛鎚”
。
見れば並居る勇士はいずれも、かつて極大混沌期にこの地
に投影されたヴァルハラ界の神々の似姿、
それに羽兜をかぶっ
た戦乙女らが付き従っている。
おのおのが一騎当千、荒々しき氷河の神々を己の理想とす
る邪紋使いの傭兵団であった。

（ 投影体は、アトラタンの混沌が外部世界の存在を複写して
出現するものであり、投影体のことを本来の存在が知覚する
ことはないのです）
故に、直接の利益という点から鑑みたとき、異界の神々へ
の信仰はアトラタン大陸で大きな影響力を及ぼすには至らな
いのでしょう。
とはいえ、アトラタンには投影体を喚び降ろす術があるの
ですから、救いを求めて神々や英雄の投影体を喚び降ろそう

牙から毒を滴らせ、竜が口を開く。
「何かと思えば、神々のまがい物、真似遊びをする子供風情か。
お前達が理想と仰ぐ神々ですら、かの時、我の前に敗れ去っ
た。 まがい物なるお前達が勝てると思っているのか」
生き神たる世界蛇の嘲りに声を合わせ、竜種のレイヤー達

とする者達や組織も存在するはずです。

はせせら笑う。
その嘲笑を哄笑が吹き飛ばした。
「さればよ」
闘神の飛鎚を手にした英雄のレイヤーである。 彼はずいと
歩み出て続けた。
「この地に投影された神々ですら、
おぬしには破れた。 ならば、
そのおぬしを倒した者がいたらそれは何ものなのだ？ それこ
そ神々であろうが！ 覚悟せよ長蛇、我らこそがヴァルハラ
の神々となる！」
「身の程知らずの痴れ者が！」
世界蛇は頭をもたげた。 隻眼の団長が投げ槍を放った。
決戦の幕が切って落とされた。

うした過去の神々や英雄に自分を同一化させ、超常の技を振

極大混沌期、アトラタン大陸には異界からの投影体が数多

『ルール２』にあるコートウェルズの龍王イゼルガイアなどは、
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その組織は構成員の意識や手段によって、同一目的を持つ
魔法師のサークルと言った形から、それこそ宗教的結社的な
ものまで多様なあり方が考えられます。
レイヤー：ヒロイックの邪紋使いは、混沌の力を用いてそ
るいます。 彼らにとって異界の神々や英雄は強い信仰の対象
であり、最終的には「自分こそがかの神（英雄）である」と言う
ところまで行き着くのかも知れません。
一方、今はこの世に存在しない異界の神々がこのような形
で“信仰”されるのに対して、今なおアトラタン大陸に存在し、
数世代にわたって一地域に影響を及ぼしうる強力な投影体は、
また状況が変わってきます。
“彼”を崇拝し、奉仕することで利益を得られたり、降りかか
る災害を避けられるのであれば、いずれその強力な投影体は
生き神などとして崇拝される事もあるでしょう。
『 ルール１』で紹介されている“ 日輪を灼く”バランディア、

く活動していましたが、その中には異界の英雄や神々など友

かの地の民にとって（信仰の対象と言うよりは恐怖をもたらす

好的な投影体もありました。

もの、荒ぶる神という形ではありますが）神とほぼ同義の存在

彼らは元いた異界でしたように供物や崇拝を求め、その見
返りに恩恵をもたらしたことでしょう。 現在そうした神々の

です。 神と崇めることで自分達を殺さないでいてくれるなら、
民はその存在を崇めるほかはないのです。

投影体の存在が（ 表だっては）伝えられていないのは、彼らを
構成していた混沌が発散したためでしょう。

それに立ち向かうのは“黄昏の旅団”
。
先頭に立つ隻眼の団長は、肩に鴉を止まらせ、手に投げ槍
を持つ。
傍らには岩を人型に積み重ねたような男が、石造りの槌を

祖先崇拝

当時のことが伝承として伝えられているならば、彼ら異界
の神々を崇拝する人々がいてもおかしくはないのですが、そ
の異界の神々に人々の祈りや崇拝が届くことはありません。
投影体と本体はまったくの別存在だからです。

邪紋使いと信仰

自然を敬う

君主道とは、おおむね我々の世界でいう「騎士道精神」
（武

数世代にわたって聖印を受け継いだ君主の家系などは、後述

アトラタンの住人の中で、邪紋使いたちはある種特殊な精神

大嵐、地震、火山の噴火、津波。こうした自然の自然の営為

勇を尊ぶこと、正直で高潔であること、礼儀正しく誠実である

する強力な投影体が崇拝されるのと同じように、信仰や崇拝の

を有しています。彼らには（後述するレイヤーのスタイルを除

の先に、何らかの意図や理想とする世界のありかたを見いだす

こと、弱者を慈しみ守ること、主に忠誠を誓うこと）や「貴族

対象となる事もあるでしょう。

き）なにかを信仰するということがありません。

人々もいるでしょう。

の義務」（高貴なる生まれには果たすべき役割があり、そうあ
るからこそ尊ばれる）に準じる道徳、行動規範です。
ただしアトラタン大陸においては、貴族的な立場はほぼ確実
に聖印の担い手であることから、生まれと言うよりも聖印を持
つ者、力を持つ者には果たすべき役割がある、と読み替えるの
が適切でしょう。
我々の世界での騎士達は、実のところこうした振る舞いから

聖者さながらの君主の姿、存在はそれだけで民の心のよりど
ころとなるのです。
また、聖印の力を使い、そのように自分達を演出する事で己
の統治を容易にしようとした君主もいたかも知れません。
そして月日を重ねるにつれ、最初はそうした“工作”であっ
たのがやがて“事実”に取って代わってしまった君主、地域も
あったのではないでしょうか。

先の解説で述べたとおり、邪紋使いは自ら混沌核を飲み込み、

の行ないとされ、その神が信仰の対象となっていますが、一方

主です。彼らにとって心のよりどころとは自分そのもの。外部

で特に名もないままに「お天道様」、「雷様」、等というように、

の神だとか行動規範だとかは取るに足らないものなのです。

素朴な形で崇拝されているケースもあります。

そのなかでレイヤーのスタイルをもつ邪紋使いたちは少し様
相が異なります。

アトラタン大陸においても、こうした素朴な自然崇拝はある
でしょう。むしろ、創世やものの謂われ、人の死などを説明す

彼らは特定存在（英雄や竜）を己の理想とし、それに一体化

る神話が無い（かつてあったかも知れないが断絶している）こ

する、その存在になりきるかたちで自分自身を変容させます。

の世界では、こうした自然の営為や人々の行ないから、無数の

はほど遠く、それ故に“騎士道”という理想が必要とされたと

こうした祖先や個人崇拝は、魔法師協会が爵位制を進め、聖

も言えますが、アトラタンでは聖印という力は（少なくともレ

印の意味と君主の地位とを紐づける過程で、改めてそのあり方

オンのいた当初は）ふさわしき振る舞いと共に継承されるもの

を変えていったと思われます。魔法師協会の提示する新秩序と

その自分自身が最終的に、他の者達で言うところの信仰の対象

でしたので、“君主道”もまた理想に近い形で継承されていた

自分達の語ってきた来歴、権威との間で妥協点を見いだしたも

（英雄や竜）と同一化するので、時にそれは特定存在への“信仰”

のだろうと考えられます。

のもあるでしょうし、自身の聖性を譲らずに抵抗し、歴史に消

と言う形を取ったり、他者からは信仰とは区別がつかないほど

えていった家もあるのでしょう。

の崇敬、憧れという形を取るのです。

（それでも理想と実際の差は生じてきているのでしょうが）

現実世界では、こうした自然現象はその現象を象徴する神格

自分自身を望むかたちに変容させるという強烈な自意識の持ち

レイヤーにとっても心のよりどころは自分自身です。
ただし、

信仰めいた何かが生まれ、消えているのかも知れません。

聖印教会：力持たぬ者達の受け皿として
荷物をまとめ、若き魔法師はもう一度その部屋を見回した。
数週間前までは、師と自分とで過ごしていた部屋である。
若き領主が率いる軍の編制や、兵站の管理。
強大な敵“ 大蛇の子”の情報を集め、かの世界蛇の伝承を
探り、
“黄昏の旅団”への手紙を書き……。
魔法師は頭を振った。
――未練だ。 私はもはや必要とされてはいない。
「お迎えに上がりました」
若い従騎士が書記官を連れてきた。 ガスコイン伯の兵では
ない。 白地に銀の縫い取り。 聖印教会の者達である。
――魔法師に対しても、以外と礼儀正しいのだな。
聖印教会は混沌を悪しき力として非難している。 故にその
信徒は魔法師や邪紋使いも敵とすると聞いていた。
「……私も、主と共に半年前に入信したのですよ」
よほど考えが顔に出ていたのだろう。 従騎士はそう言った。
「あなたの主も、
“大蛇の子”からの庇護を求めて？」
尋ねる。 従騎士はうなずく。
「 半年前には主の決断に憤慨したものですが、ガスコイン白
衣隊も、
“黄昏の旅団”も叶わなかった相手です。 今となれば
慧眼であったのでしょう」
「我が主とと同じだな」
「 本山のイスメイアからは聖堂騎士達がすでに発っていると
聞きます。 先の戦い、
“ 大蛇の子”もだいぶ竜まがいを失った
とか。 今度こそ勝てるでしょう」
「その様子を、この目で見られぬのが無念だ」
「お察しします」
今だ喪の明けぬ城の謁見の間にて、魔法師は老ガスコイン
伯により正式に任を解かれた。
「 戦に斃れたそなたの師と同様、世話になった。 魔法師協会
にはあくまで私の都合と伝えてある」
伯の胸には、ガスコイン領の紋章と聖印教会の紋章が並ん
でいる。 その手の中の紋章もいずれ司教に捧げるのだろう。
そうして聖印教会の領土となることでしか、この地を長らえ
ることはできない。
「 伯のような、騎士の鑑の元にお仕えできたのは私の誉れで
あります」
「騎士の鑑、か」
「鑑です」
魔法師は、力強く言った。
「伯は、民のことを思い決断を下された。
今や、連合も同盟も互いに争い、我らには構おうともしない。
そして、魔法師協会に動員できる兵は限られている……。
なれば、力を借りる相手は教会を置いてありますまい。
伯は、民を守るため、正しき決断を下された。
伯は、レオンの示した君主道を踏み行なう、まこと正しき
君主でございます」
老いた君主の顔が、歪む。
若き魔法師は、にじみ出る涙を拭いもせずに続けた。
「錬金の法によらぬ薬の処方、残しておきました。
聖印教会に、魔法師協会には混沌によらぬ知恵もわざもあ
るのだと、見せつけてやってください。
奥方様とともに、どうかお健やかに」

思い残しはある。 魔法師協会の支援無くして、この地の民
は大丈夫だろうか。 作物の出来は、病の予防は。
だが、それもやはり。
――未練だ。
魔法師は、伯の元を辞した。

ワークス特技：共通
以下に、ワークスの種類に関係なく
取得できる特技を紹介する。
なお、
「種別：天運」の特技は「そ

斯くして、ガスコイン領は聖印教会への従属を明言。 魔
法師を領土より追放した。
追って教会の聖堂騎士団が入城。 北方より攻め来る“ 大蛇
の子”たちを追い返したが、それはまた別の物語である。

のキャラクターの天運最大値－２」個
までしか取得できない。

し ん こ う

か

ご

対衝撃防御

最大レベル：１ 種別：共通（天運）
タイミング：いつでも
判定：－
対象：自身
射程：－
目標値：－
コスト：天運１

最大レベル：１ 種別：共通
タイミング：常時
判定：－
対象：自身
射程：－
目標値：－
コスト：－

効果：信仰の力を支えに、苦境を跳ね

現在、基本ルールに記されている数少ない宗教集団である
聖印教会は、
“名を忘れられし唯一神”を崇めています。

効果：盾や武器を巧みに操り、落石や

返す特技。信仰の対象は神や教義であ

突進、鈍器による一撃といった通常な

ることもあれば、自然や祖先、特定の

ら防ぎづらい損害からも身を守るテク

人物、抽象的な運命そのものや自分自
身といった場合もあり人それぞれ。

ニックを表わす特技。

いつでも使用できる。あなたが受け

教会によれば君主の持つ聖印はこの唯一神の欠片であり、

た い し ょ う げ き ぼ う ぎ ょ

信仰の加護

あなたはガードによって〈衝撃〉属
性の防御力も上昇できる。

ているバッドステータスをすべて回復

皇帝聖印が顕現した時、
唯一神は復活するといいます。 そして、

する。この特技は消耗の影響を受けず、
１シーンに１回まで使用できる。

復活した唯一神により、の世の人々は罪を許され、世界の混
沌は浄化されるのです。
教会はこのような目的の下に、君主を組織し、聖印を集め
ています。
“名を忘れられし唯一神”というものの実在を信じるか否かを
おくとしても、聖印の力を信仰の対象とし、その力を担う君
グランクレスト

主達の役目を“ 皇帝聖印を出現させること”
、“ 統治を行なう
こと”とする聖印教会の立場は、この世界の人々が聖印に望
むことを体現していると言えます。

ワークス特技：技術
以下に紹介するのは、主に技術のひ
とつとして確立されたワークス特技で
ある。

「聖印の持ち主には、私利私欲で戦ってなど欲しくない」
「この理不尽な混沌から守って欲しい」
聖印教会はこのように考える力なき民の希望でもあるのです。
現時点で聖印教会は、混沌を悪なる力と見なし、それを利
用する魔法師や邪紋使いをも排撃するため、魔法師協会と激
しく対立しています。
しかし、連載第二回で述べたとおり、魔法師協会が“ 世界
に秩序をもたらすという、理想を追求することで、己の力の
根幹足る混沌を操る力を放棄しなければならない”という矛盾

つ い げ き

だ

と

つ

ウィップバインド

追撃の打突

最大レベル：１ 種別：技術
タイミング：ダメージロールの直前
判定：－
対象：自身
射程：－
目標値：－
コスト：４

最大レベル：１ 種別：技術
タイミング：ダメージロールの直後
判定：自動成功 対象：単体☆
射程：０Ｓｑ 目標値：－
コスト：５

効果：鞭を自在に操り、敵を絡め取っ
たり足を捕らえて転ばせるなどして、
体勢を崩し自由を奪う特技。
あなたが「種別：鞭」の武器で行な
う攻撃のダメージロールに使用する。
その攻撃で１点でもダメージを与えた
場合、さらに硬直を与える。また、そ
のダメージに＋［
《武器熟練：鞭》ＬＶ
×２］する。

効果：金属防具に守られた部位による
蹴りや頭突きなどの打撃を追撃として
喰らわせ、敵をショックで朦朧とさせ
る特技。
「種別：金属」
「装備部位：サブ」の
防具を装備中のみ使用できる。あなた
が対象に１点でもダメージを与えた際
に使用する。対象に放心を与える。

を抱えているのに対し、聖印教会の求める先にはそうした矛
盾がありません。
確かに聖印教会は理想を求めるあまり、魔法師協会の技術、
混沌を操作する技術をも否定するという急進的な行動を取っ
ています。
しかし、連合や同盟が主としてその権勢欲、野望に駆られ
てアトラタンの運命を左右しようとするのに対し、彼らは宗
教的理想、アトラタンの民が願う理想郷の実現に燃えて勢力
を伸ばしているため、この先も大いに力を伸ばしてゆくこと
が想像されます。

ワークス特技：社会
以下に紹介するのは、主に社会活動
に関連するワークス特技である。

きょうかい
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ちから

教会の支援

結束の力

最大レベル：３ 種別：社会
タイミング：常時
判定：－
対象：自身
射程：－
目標値：－
コスト：－

最大レベル：３ 種別：社会
タイミング：常時
判定：－
対象：自身
射程：－
目標値：－
コスト：－

効果：あなたが聖印教会から有形無形
の援助を受けていることを表わす。
あなたは〈情報収集〉の判定を〈聖
印知識〉で行える。また、その判定値
に＋ＬＶする。ただし、聖印教会に対
して好感情を抱いていない相手（魔法
師協会の関係者や邪紋使いなどに多い）
とあなたが交渉する際の判定値は－［Ｌ
Ｖ＋１］される。

効果：あなたは高い士気を最大限に活
かし、互いの結束によって兵たちの生
存力を向上させることができる。
マスコンにおいて、あなたの（体力）
属性以外の防御力を＋［あなたの士気］
する。ＬＶが３になると、マスコンにお
いて士気が５点以上の間、あなたは消
耗を受けない。

