■パーソナルデータ

るために、神の配下として日々働いている。彼女が

クラス：処刑人／世界遣い／異端者

差し伸べる手を取ると、人生をリトライすること

性別：女

年齢：６歳？

ができる。異端に運命を奪われた者達にとって、彼

髪色：金

瞳色：緑

武器：黒い花の髪飾り

人称：私／貴方／フルネーム

女は救世主のように思うだろう。あくまで「世界が
難なく稼動し続けるため」に動いているだけで、世

６歳のゴスロリ幼女。通称「ロリ」。金髪ツイン
テールで、ゴシックロリータ服を着た、
「ろりっ☆」
という効果音が特徴的な女の子。剣に変身する。
神が決定した運命を尊重し、誤ったルートを辿

界や神を守るためなら冷酷な面も見せる。
６歳児の外見とは思えぬ冷静で大人びた言葉遣
いをするが、本当はおしゃべり好きでよくお茶会
を開催している。好物はアイスクリーム。普段はウ

ってしまった不幸な人々を正しい在り方に修正す

ズマキの中にいるため、呼べばどこにでも現れる。

■パーソナルデータ

とする斡旋人。事件が起こると、情報を事細かにま

クラス：狂戦士／狩人／霊媒師

とめ、人数を集めてチームを作成、ＰＣ達に仕事を

性別：男

年齢：３３歳

持ちかけてくる。仕事を斡旋するだけでなく事件

髪色：黒

瞳色：黒

武器：ピストル

人称：俺／君／くん、ちゃん

ILLUST：RAI

後のアフターケアも優秀と評判が良い。
真面目で少しのんびりした、マイペースな性格。

様々な事件の仲介屋（コーディネーター）として
活動している、裏社会に名の知れた腕を持つ男。

能力者だったが若い頃のある事故がキッカケで力
の大半を失い、それから裏方に徹しているという。

厄介事を解決する探偵や、異端との戦いを生業

一等地の高級マンションに住んでいる。好きな

とする退魔の一族、仕事を求めている何でも屋達

ものは車とチョコレート。時折「頑張った自分へご

へのコネを多く持ち、仕事を紹介することを仕事

褒美」を楽しんでいる、仕事が好きな独身男性。

■パーソナルデータ

裏社会の事情に詳しく、情報収集能力に長けて

クラス：闘士／霊媒師／聖職者

いるためエージェント達の仕事に必要な情報を集

性別：男

めにありとあらゆる場所を訪れることもある。

年齢：１９歳

髪色：染めた金

瞳色：黒

ILLUST：KAHORU

武器：サブマシンガン
人称：僕／貴方／ミスター・ミズ

非常に真面目で堅物。現実的で倹約家、特技は料
理・洗濯・家事全般。得意料理は、肉じゃが。もし

小柄で年若い少年だが、退魔組織『教会』の上層
部のひとり。旧き一族の生まれで、教会創始者と血

お宝があったとしても、素晴らしい食材があれば
そちらを手に入れようとするおかしな癖がある。

縁関係になったことから教会の財政を管理してい

生粋の日本人だが、誰に対しても英語交じりの

る部署に所属している。つまりはＰＣ達の給料を

不自然な丁寧語で話す。高坂とは遠縁の関係であ

決定したり、それを支払っている人物である。

り、彼のことをとても尊敬している。

1

ILLUST：TAKAYAMA

■パーソナルデータ

ら情報収集を行ない、記事を書くという変わった

クラス：感応力師／霊媒師／聖職者

スタイルのジャーナリスト。霊媒師だけでなく、メ

性別：男

年齢：４５歳

ディア関係のコネクションや、旧き一族の中でも

髪色：灰

瞳色：黒

武器：日本刀

人称：俺／お前／呼び捨て

顔が知れている。龍の聖剣とも仲が良い。
「主食はケーキ」と言うほどの甘党。独り暮らし

フリーのジャーナリスト。未婚。冗談好きで明る
く、世話焼きな性格。

生活も長いせいか、料理の腕も一流。昔は女性関係
に大らかな遊び人だったが、とある事件のせいで

古川財閥の分家、霊能力者の一族『青森』の生ま

女性が苦手。女性が視界内に居ると動けなくなる

れ。現地に赴いては霊能力を使ってその場の霊か

というほど、重度の女性恐怖症である。

■パーソナルデータ

できる。しかし、龍の聖剣が神の命令で人々を助け

クラス：感応力師／領域遣い／世界遣い

ていることに対し、ルージィルは対象が「人間的魅

性別：男

年齢：２７歳？

力に溢れ」、「世界を変革させるほど面白い才能を

髪色：金

瞳色：緑

武器：衝撃波

人称：私／貴方／様

ILLUST：YU

持ち」、
「愛情に溢れた者」であれば、たとえ周囲に
悪影響を及ばせる人物だとしても手助けをする。

常に微笑みを浮かべ、物腰柔らかい敬語を操る
金髪碧眼の美青年。

全ては世界に選ばれることのない、とても小さ
な存在を助けるために、彼は力を行使する。

龍の聖剣と同じ能力を持つ、超越的存在。彼の差
し伸べる手を取ると、人生をリトライすることが

■パーソナルデータ

そのため、龍の聖剣とは軽口を叩き合うことも
あるほど身近な存在が、少々険悪な仲。

ILLUST：RAI

お客が教会に登録している者なら、結界完備、使

クラス：聖職者／領域遣い／アーティスト

い魔ペットＯＫなど能力者向けの部屋を一緒にな

性別：女

年齢：７０歳

って探してくれる。エージェント達が住んでいる

髪色：黒

瞳色：黒

武器：宝石

人称：私／あんた／ちゃん

シェアハウス、家族で住める一軒家やマンション、
家具一式が全て揃った賃貸アパートなど、あらゆ

教会の宿泊施設「木ノ本アパート」のオーナー。

る住居を取り揃えて迎え入れてくれるだろう。

舞台となるＮ市・Ａ市・Ｓ市にもいくつも不動産

特技はビーズアクセサリー作りと、琴の演奏。そ

営業をしており、現役でアパート管理に日々奔走

して趣味は、若いエージェント達の冒険譚を聞き

している力強いおばあちゃん。

ながら一緒にご飯を食べることだという。

■パーソナルデータ

り、
『異端討伐部隊アザーズ（現在は解散）』の副長

クラス：感応力師／闘士／狩人

を務め、未だに破られない歴代最多異端討伐数記

性別：男

年齢：２８歳

録を持つ。数年前、教会上層部の汚職（通称『機関

髪色：黒

瞳色：青

武器：日本刀と和弓

人称：私・俺／貴方／さん

ILLUST：MARSHAR

解体事件』）によりトップが退陣。事件解決の一人
として総支配人に推薦され、今に至った。

退魔組織『教会』日本支部総支配人。
異端事件解決のシステムを生み出した創始者一

冷静で人並み外れた戦闘力・行動力・判断力の持
ち主で、常にリーダーシップを発揮している。だ

族に生まれ、ＰＣ達が所属する組織の頂点に君臨

が、本人的には「誰かの下で働く方が向いていた」

する男性。彼もかつては一人のエージェントであ

と笑いながら愚痴をこぼすこともあるとか。
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ILLUST：MARSHAR

■パーソナルデータ

吸血鬼だが日中でも活動することができる。そ

クラス：聖職者／稀人
性別：男

れでもメインの活動時間は夜間であり、昼間は睡

年齢：２８歳？

髪色：金茶

瞳色：灰

武器：聖書による魔法

人称：私／お前／呼び捨て

眠を取っていることが多い。そのため昼間に会い
に行くと難しい顔をされる。
最近になって人事が異動。教会内で事件も発覚

Ｎ市を活動拠点にしている神父、兼、教会のエー
ジェント。

やっている。なにかと多忙な男。普段から不機嫌な

長い髪に長身、２８歳ほどのクールな青年。その
正体は、２００年以上生きている吸血鬼。

■パーソナルデータ（ルカ・左）
クラス：感応力師／処刑人
性別：男の娘
髪色：金

し、今では教会Ｎ市支部の責任者のようなことも

とを冷静にこなし、協力を仰げば快く力を貸す。

ILLUST：NACHIKO

Ａ市を活動拠点にしている教会のエージェン
ト。ミニスカシスター服の女装少年ルカと、彼に召

年齢：１７歳

瞳色：緑

顔をしているが、仕事であればありとあらゆるこ

武器：メイス

人称：ボク／キミ／愛称

喚された魔法生物フォイという異色のコンビ。
フォイの生態は「ちぎると増える」
「どこまでも
伸びる」
「なんでも食べる」
「人型にもなる」など謎

■パーソナルデータ（フォイ・右）

に包まれている。二人とも神出鬼没、
《テレパシー》

クラス：霊媒師／稀人

で常に感覚を共有しているため、様々な噂に詳し

性別：オス

年齢：１７歳

髪色：肝臓色

瞳色：黒

武器：爆発

い。非常に気まぐれで助力を得ようとするなら、彼

人称：フォイ／フォイ／？

らに遊ばれる覚悟はしておくべきだろう。

■パーソナルデータ

ILLUST：SUZUKA

永丘家は製薬会社を経営しており、自身も永丘

クラス：狂戦士／狩人／処刑人

家が開発した『基礎能力を高める薬』の実験に参加

性別：女

年齢：１５歳

するなど、能力者開発研究に協力している。だが、

髪色：黒

瞳色：青

武器：鎌

人称：私／貴方／さん

同時に「一般人は裏社会に染まるものではない」と
線引きをしている。ごく普通の生きることができ

Ｓ市を活動拠点にしている教会のエージェン
ト。古川財閥の一つ、永丘家の長女。兄がいる。
中学校では生徒会長を務めている。堂々とした

る平和な者達を守るべく、日々活動中。
年よりずっと大人びているが、恋バナが好き。恋
愛相談を持ち掛けたなら《＋５０黄金律》を使って

立ち振る舞いに生徒達からの人気の高い才女。

最高のデートをプロデュースしてくれるだろう。

■パーソナルデータ

あるため、教会に助力することも多い。ナイフを用

クラス：魔術師／闘士

ILLUST：PIRO

いた近接戦を得意とする武闘派魔術師。

性別：女

年齢：２４歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：二刀流のナイフ

人称：私／君／くん

情に厚い性格で、人からの信頼がなによりの喜
び。また、子供に関わる依頼や、近所の子供からの
頼み事は、報酬の多寡に関わらず受けてしまうこ

Ａ市の裏通りに事務所を構える私立探偵。気さ
くで穏やかな女性。浮気調査と人探しが得意。
地味ながら堅実な調査をモットーとしており、
辛抱づよい張り込みには定評がある。高坂と縁が

とがある。このため、堅実な仕事ぶりに反し、暮ら
し向きはあまり楽ではない模様。
私生活ではズボラなところがあり、助手として
事務所に通う小学生に日々助けられている。
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ILLUST：SUZUKA

■パーソナルデータ

ているため、ＰＣ達に渡される『教会の資料』製作

クラス：聖職者／世界遣い／異端者

に度々携わっている。そもそもは教会上層部の人

性別：男

年齢：２５歳

間・ときわと茶飲み仲間だったことから、そのよう

髪色：赤

瞳色：銀

武器：声と視線

人称：私／君／殿

な仕事を受け持つようになった。
研究者独特の、真面目だが刹那的で気紛れな性

教会に協力している研究家。禁書の研究を中心

格。本人は一般人だと言い張るほど能力を表に見

に、世界についての知識を常に収集している。とて

せない。世界各国の言語を（古風な言い回しだが）

も目立つ赤毛の、ルーマニア人の男性。

読み書きできるため、古文書や禁書、アーティファ

過去の文献や世界各国に遺された禁書を研究し

■パーソナルデータ

クトなどオーパーツの解読に一役買っている。

ILLUST：TAKAYAMA

物腰柔らかく、誰にでも誠実に接する紳士。少し

クラス：魔術師／領域遣い／異端者

派手なスーツ姿で現れ、丁寧にどんな物でも修復

性別：男

年齢：３５歳

してくれる。とても仕事が早いと評判である。

髪色：茶

瞳色：青

武器：怨霊使役

人称：私／貴方／さん

その正体は、ギリシャ神話に登場する豊穣を司
る冥府の神・ハーデス。絶対的なカリスマを武器と

教会の現場復旧委員会のメンバー。

する『ライダーの英霊』として現界している。訳あ

異端との戦いで破壊された建物や自然・街並み

って現在はとある洋館にて、使い魔の魔獣ケルベ

を元通りの姿に戻すべく、ＰＣ達の任務後に現場

ロスや召使カロン、そして日本三大怨霊である伴

へ派遣される。古風な名前だがギリシャ人の男性。

侶と共に現世を謳歌しているようだ。

■パーソナルデータ（ゆたか・右）
クラス：霊媒師／世界遣い／イレギュラー
性別：男

年齢：３５歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：霊能力

人称：俺／お前／呼び捨て

ILLUST：SUZUKA

異能力関連事件担当の独立捜査課、通称『警視庁
能力特命課』の検視官と刑事のコンビ。
異端や異端犯罪者の関わる事件は世間一般には
公表されない。それは警察内部でも同様である。そ
んな中、ごく少数の能力者で構成された特命課に

■パーソナルデータ（狛・左）
クラス：闘士／狂戦士／イレギュラー
性別：男

年齢：２６歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：銃

人称：俺／貴方／さん

■パーソナルデータ

よって表向きの社会は守られている。
今日もゆたかが検視官として異能力で殺された
被害者を調べ、狛が刑事として教会の協力と共に
事件を解決するべく街を駆けまわっている。

ILLUST：INUKUMANEKO&SUZUKA

迷える者のもとに楽しそうな話題を提供してく

クラス：魔術師／異端者／イレギュラー

れる少女として突如現れ、導いてくれる。だが口に

性別：女

年齢：１４歳？

武器：腐敗の魔術

する言葉は凶暴そのもの。
「殺したいなら殺せ」
「奪

髪色：銀

瞳色：緑

人称：あたし／あなた／フルネーム

いたいなら奪え」。時には力や手段も分け与えてく
れる。全ては、負の感情を集めるため。異端にとっ

誰も居ない空間から現れる、謎の少女。

て心地良い世界を作るため。更なる欺く神をこの

１４歳ほどの少女だが、幼さの中に高貴な振る

世に招くため。単なる暇潰しのゲームのため……。

舞いと残忍さを隠している。その正体は、異端を生
み出す『欺く神』の体の一部である。

優しく欲望を囁き、人々を異端堕ちさせる妖艶
な悪魔だ。異端堕ちについては、P.65 参照。
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ILLUST：PUE

追加パーソナリティーズ

～現代～

現在、『ＡＷ』の世界で多くの団体に影響するだろうキャラクター達を紹介する。
ＰＣ達の味方、依頼人、支援者、ライバルとして使用してもよい。多くのキャラクターと関わりを自ら採用することで、設定に
深みを与えることができるだろう。

●パーソナリティーリスト
名称

性別

能力／武器

「はいっ、お仕事お持ちしたよ！」

「じゃあ……お前らに殲滅は任せたぜ」

「お前の案の方が面白そうじゃないか、採用だ」

「土産話にしか私は興味が無いのでね」

「被害者とこの人達は……友達なの」

「やあ！ たかしだよ！」

「むぐー？ それは○○だよー」

■パーソナルデータ

解説
ハンター協会所属の女子高校生。元アザーズ所属。
ギルド（元締め）から仕事をハンターへ渡す仕事斡旋人として
もバイト中。主に渡す場所はカラオケボックスを利用している。
異端討伐隊レジスタンスのリーダー。元ハンター。
絶滅を危惧されたエルフ族の戦士。
妖精らしく白い肌、緑色の髪と瞳の端整な青年。
イギリスに本拠地を置く人外同盟リリルラケシスの代表議員。
上級魔族の吸血鬼。ハンター協会に所属しており、その際の仕
事で教会にも関わり、双方に強いコネクションを持つ青年。
錬金術師連合エルスの実質最高権力者。ドイツを本拠地に活動
する、異能を用いた武器開発研究チームを管轄している。
三十前後の女性で、
「鉄の女」と称されるほどの切れ者。
年を取らない１０代前半の少女。赤い髪と紫色の目をしている。
予知能力を持ち、異端事件に関係する人間を割り出すことがで
きる。この能力を用いて教会は任務のチーム編成会議を行なう。
一見小柄な少年だが、邪神ジェリドカティの『神々の装具』。
現在は何十年も高校生として（三年で卒業したら一年として入
学する）日々を送り、人間の生活を楽しんでいる。
ウズマキの中に住んでいる白うさぎ。
「むぐー」と鳴くが、たびたび人語を交わす。甘い物が大好き
で、ケーキやドーナツに飛びつく習性がある。物知りうさぎ。

リスマという武器を持つ。義人は父である当主・将

クラス：聖職者／領域遣い／世界遣い

人の長男として帝王学を学び、堂々とした立ち振

性別：男

年齢：２６歳

る舞いで既に古川の頂点の貫禄を有している。

髪色：黒

瞳色：黒

武器：従者による弓矢

人称：俺／お前／呼び捨て

体が弱く、表立って騒ぐ性格ではないが「大勢の
家族を守る」という心は誰にも負けない。賑やかな

多分野で特化した者達を手中に収めることで全

パーティーが好きで、時たま分家筋の者を集めて

ての力を手に入れていった一族「古川財閥」の跡取

宴を開くことも。前述通り異能という異能を持っ

り息子。現在、大学院生 兼 社長見習い。

ていないためか（？）、常に近くにボディガードと

古川本家自体には特異能力は無いが、絶大なカ

■パーソナルデータ

して弓の名手の男性を置いている。

ILLUST：SUZUKA

う、どこまでも一般的な女性。

クラス：なし（一般人）

Ｎ市を中心にしたＡ市、Ｓ市の中央駅近辺では

性別：女

年齢：２４歳

武器：白衣の天使の笑顔

異端事件が多発している。そのため通常の患者以

髪色：茶

瞳色：黒

人称：私／貴方／さん、愛称

外にも異端事件の被害者や、怪我を負ったエージ
ェント達が担ぎ込まれる先がＮ市総合病院だ。中

Ｎ市にある総合病院に勤める、普通の看護師の
女性。一般人Ａ。Ａ子さん。
特別な生まれでも異能力を持っている訳ではな
く、普通の学校を卒業してＮ市勤務になったとい

には心霊治療医院会の息が掛かった医者もいる
が、彼女は裏の世界など露知らず、毎日慌ただしく
も楽しい看護師ライフを送っている。

ILLUST：MARSHAR

恋人募集中。
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■パーソナルデータ

書物や、異端事件の記録なども厳重に保管されて

クラス：感応力師／聖職者／異端者

いる。書物の貸し出しには小難しい手続きが必要

性別：男

のため司書の助けが不可欠だ。ルリチカは長年司

髪色：黒

年齢：２１歳
瞳色：はしばみ色

武器：犬神使役
人称：俺／お前／呼び捨て、ちゃん

書バイトとして働いており、大学卒業後も教会に
就職を希望している。気さくで社交的な性格のた

教会の書物庫で、司書としてバイトをしている
大学生。

め、率先して情報収集の手助けをしてくれる心強
い存在といえる。

教会に所属している者なら誰でも利用できる書

犬神を操る一族である彼の足元には犬神達が常

物庫だが、一般人には開放できない異能に関する

に待機している。霊媒師ならば姿が視えるだろう。

■パーソナルデータ

きる軽食、育ち盛りも満足できる高カロリーなラ

クラス：狩人／霊媒師／領域遣い

ンチ、煌びやかなスイーツなども提供することか

性別：男

年齢：５０歳

らレストランとして利用する者も多い。

髪色：灰

瞳色：黒

武器：風霊操作

人称：わたくし／貴方／様

ILLUST：MUMA

能力者であれば、領域遣いであるマスターに話
し掛ければ結界完備の個室へ通してもらえる。誰

中央駅から徒歩１分のビル２階にある喫茶店
『シャノアール』のマスター。
早朝から深夜まで営業しており、駅前というこ
ともあって常にお客が入っている。気軽に注文で

■パーソナルデータ（日与子・左）

にも聞かれたくない会議や、秘密の逢引にも利用
することも可能だ。
経営者が代わり、セキュリティレベルが格段と

繁華街地下１階にあるカフェ兼スナックバー

クラス：処刑人／稀人／アーティスト

『アリス』のマスター見習いの青年と、異端事件で

性別：女

年齢：２７歳

家族を失くした子供達を引き取る孤児院『止まり

髪色：黒

瞳色：黒

武器：歌声

人称：私／貴方／くん、ちゃん

ILLUST：MARSHAR

上昇した。オーナーは同じ領域遣いの藤原 幸正。

木』の先生をしながら『アリス』の片隅で歌うママ。
『アリス』は裏社会で生きる者達の憩いの場であ

■パーソナルデータ（真知・右）
クラス：領域遣い／イレギュラー
性別：男

年齢：１９歳

髪色：黒

瞳色：黒

武器：何も無い所から殴る

人称：僕／貴方／さん

■パーソナルデータ

る。教会では入らない情報が流れ込んでくる事も。
バーのママである日与子も人外（ハーピーの稀
人）であることから判るように、職業や種族などに
とらわれず足を運ぶことができる。

ILLUST：PUE&SUZUKA

竹を割ったような性格で、他者の変化には敏感。

クラス：感応力師／聖職者／稀人

落ち込み悩む者には相談に乗り、理由をつけては

性別：男

年齢：２５歳

保護したがる世話好きな存在。

髪色：黒

瞳色：孔雀色

武器：回復魔術
人称：俺／お前／呼び捨て

正体は「文車妖鬼（ふぐるまようき）」と呼ばれ
る、書物や恋文を運んだ妖怪。かつ、
「魔王の落と

教会の医療チーム「心霊治療医院会」に所属して
いる医師。
令呪刻印の除去手術や教会エージェントの健康
診断まで、様々な治療行為に関わっている。

し子」であり、魔王と教会のダブルスパイである。
ただし、本人は常に人と人外との中立的立場を
保ち、苦しむ全「個人」に助力する傾向がある。ど
んな無茶な頼みでも真剣に耳を傾けるだろう。
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ILLUST：SYURA

し

追加ステージ

て

ん

は

こ

に

わ

～熾天の箱庭～

追加ステージ『熾天の箱庭』とは、超人類開発研究所『機関』を舞台にしたシナリオシリーズである。P.9「機関コネ」参照。
『ＡＷ』の世界から約十年前（西暦２０００年前後）に起きた『機関解体事件』
。その事件が起きる前の、まだ邪神の猛威を振
るっていた時代が舞台となる。閉鎖的な箱庭で、裏社会のダークサイドを描くシナリオを楽しむことができるだろう。

●パーソナリティーリスト
名称

性別

「君の苦悩を理解する。そして解決しよう」

「何を睨んでいる。反抗的な態度だな」

「敵だ。殺せばいいだけの話だ」

「お兄さんによるお掃除の時間だよぉ～」

「美味しいお茶を淹れル！ 飲メ！」

「………………」

「うふふふふ、欲しい？ 欲しいの？」

■パーソナルデータ

能力／武器

解説
機関の創設一族の当主。実権を握っていたのは所長である上門
狭山だが、優れた霊媒師であり神をその身に下ろす者として信
仰の象徴的存在だった。機関解体事件の際に死去。享年５２歳。
前任の教会総支配人。機関に多額の金を受け取り、多くの異端
犯罪者や能力者を横流しした。非情な性格で軍人気質の女性。
機関解体事件後、裁判によって死刑判決を受ける。享年４９歳。
異端討伐部隊「アザーズ」の年若いリーダー。
機関と汚職を働いた教会のもとで編成されたチームを任され
た、華麗な剣術を操る戦争屋。現在は、生死不明。
機関の第五部署『食導』に所属していた掃除屋。
激しい戦闘の痕跡、
『朱指』による異能力者の集落襲撃後の後処
理などに従事していた。機関解体事件の際に死去。享年２６歳。
機関の第二部署『頭垓』で開発されたアンドロイド。
任務のために出荷される万能用途の魔導生命体。戦闘やお茶汲
みまで何でも可能。現在は、教会の息の掛かった組織に保管。
機関によって囚われ、運命の日まで動力部としてされた者。
邪神召喚の生贄として、儀式に必要な魔力の一部にされた者は
一人ではない。数えきれないほどの犠牲者達が実在した。
機関の上層部が常に頼っていたという、金髪碧眼の美女。
正体は、千年前に堕天した欺く神。可愛いと思った人間に手を
貸し堕落させる、無邪気な魔女。現在は、消息不明。

救わなければならない」という崇高な意思のもと、

クラス：闘士／狩人／異端者
性別：男

年齢：享年５３歳？

髪色：黒

瞳色：黒

「邪神召喚による世界の白紙化」のために裏社会
武器：二刀流の刀

人称：私、俺／貴様／フルネーム

を牛耳っていた。威圧感のある外見、生真面目で誠
実な態度、敵対する者には容赦はなく、能力者・研
究者・経営者としても最高の男性だったとか。

超人類能力開発研究所『機関』の最高責任者。

十年前の「機関解体事件」で戦犯として処刑され

機関を統括する第一部署『御臓』の所長。

たらしい。その際「いずれ我らが神は復活する」な

血は薄いが、堕天した『欺く神』の末裔。
「自ら

ど多くの呪いの言葉を残したと噂されるが……？

こそ選ばれし血を引く者。神を降臨させ、全人類を

■パーソナルデータ

何人もの妻の間に子供を残している。

究に勤しむ典型的な社畜研究員。穏やかな男に見

クラス：感応力師／霊媒師／世界遣い

えるが、
「他人は自分の研究の為に生きている」と

性別：男

本気で思い込んでいるマッドサイエンティスト。

髪色：焦茶

年齢：享年５２歳？
瞳色：黒

ILLUST：AYATAKA

武器：鎖による結界術

人称：僕／君／くん

「いかなる人員でも成果を出して当然」と考えて
いるため、容赦のない酷すぎる無茶ぶりをする。彼

超人類能力開発研究所『機関』の異能研究開発を
行なう第二部署『頭垓』の主任研究員。通称：先生。
ローテンポに喋り、常に「はぁ」
「ふぅ」と溜息
を吐いて気怠げにしている。寝る間も惜しんで研

に肩を叩かれたら眠れない日々が続くだろう。
生涯研究畑のため表舞台には立たなかったが、
『機関』が起こした最大の悪行・邪神召喚の儀式を
紐解いてしまった一人と言われている。
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ILLUST：AYATAKA

■パーソナルデータ

い誘拐する「能力者狩り」を行われていた。その実

クラス：狂戦士／狩人／処刑人
性別：男

年齢：享年４７歳？

髪色：黒

瞳色：紫

行犯が武装集団『朱指』であり、一本松は『機関』
武器：斧、刀、銃

人称：俺／お前／呼び捨て

最強の戦士として名を馳せ、数々の戦場を渡り歩
いた戦闘のプロであった。
性格は寡黙で冷淡。勝利の為なら他人の命をリ

超人類能力開発研究所『機関』で、荒事を担当す
る第三部署『朱指』の頭領。

ソースにするほど厳しい武人。だが平時では部下
達から優れた指導者として慕われ、若者に甘く世

魔術や異能を研究する『機関』では常に実験対象
となる者を求め、特異能者や人外種族の村落を襲

■パーソナルデータ

話好きだと言われていた。また、大食漢で、親しい
者や信頼に置く部下達と食事をすることが好き。

ILLUST：AYATAKA

魔術の腕は一流で、令呪研究の第一人者として

クラス：魔術師／聖職者／領域遣い

も有名。だが研究以上に能力者という存在自体を

性別：男

年齢：享年５４歳？

武器：武器を錬成

愛しており、「能力者をペットとして可愛がりた

髪色：白

瞳色：黒

人称：私、僕／君／くん、ちゃん

い」という嗜好の持ち主。捕らえた奴隷を用途別
（主に愛玩用）に開発・教育・調教する商売を始め、

超人類能力開発研究所『機関』でメインの収入源
となっている能力者売買・育成・調教を担当する第
四部署『天足』のリーダー。

莫大な富を生み出すことに大成功。とても人当た
り良い笑みと話術で、顧客を増やし続けていた。
老若男女問わず調教するが、個人的な趣味で年

いつも笑顔を絶やさぬ、冗談好きな明るい男性。

齢一桁の子供が大好き。変態という名の紳士。

ILLUST：AYATAKA

／

■パーソナルデータ

はいけない男と謳われた。得意料理は、人間を使っ

クラス：領域遣い／処刑人／アーティスト

た料理。また、死亡すれば光になって昇華される稀

性別：男

年齢：享年４５歳？

人など人外種族を特殊な調理法（魔術や薬物）で肉

髪色：黒

瞳色：黒

武器：棒術

人称：私／貴方／坊や・お嬢さん

塊に仕上げて提供（さらに、食した肉の力を吸収）
するという独自の技術を編み出した。非人道的料

超人類能力開発研究所『機関』内での生活全般機
能を司る第五部署『食導』のトップ。
朝から晩まで美味しい料理を作る料理人。異常

理人ではあるが、本人は至って普通の嗜好。
清く正しく美しくの体現者であり、数分の遅刻
すら許せない完璧主義。普段はツンとしているが

な厳格さと神経質から、機関で最も敵にまわして

デレるとご馳走を何でも作ってくれる。

■パーソナルデータ

者、
『機関』に危害を加えた者や刃向った者に対し

クラス：闘士／処刑人／稀人

ては地獄まで追いかけてくる処刑人が派遣され

性別：？

年齢：？？

る。その中で最も有名な処刑人が、
『殲の刻』と呼

髪色：？

瞳色：？

武器：長剣
人称：？？？

ILLUST：AYATAKA

ばれる全身甲冑の黒騎士である。
戦闘用に開発された、闇に溶ける漆黒のフルア

『機関』に所属する処刑人。

ーマー・フルメットの完全武装兵。逃亡できても、

表向きは普通の退魔組織として知られていた

一度付け狙われたら最期、夜が訪れるたびに現れ

『機関』の退職は、正式な手続きを踏まえた職員で

る。兜が被っているため表情は伺えないが、何故か

あれば問題無く行なえる。しかし脱走者や、裏切り

小動物の前では動きが微妙に変化するという。

ILLUST：MOCHI

追加ステージ

～ロストワールド～

追加ステージ『ロストワールド』とは、異端が日常的に蔓延る荒廃した日本を舞台にしたシナリオシリーズである。
『ＡＷ』の正規の歴史では約十年前（西暦２０００年前後）に『機関解体事件』が発生したが、この世界線では教会によって機
関の暴走を止めることができず邪神が復活。その後十年、日本が滅びてしまった世界を描く。

●ロストワールドとは

を越えて日本に上陸している。

２０００年初頭。邪神を召喚するべく活動していた『機関』
と、機関解体を進めるべく教会に身を置きながら少数で活動
していたレジスタンスが衝突。後に引けなくなった機関は、
捕らえた餌を生贄にして邪神召喚を決行した。
かつてこの世に堕天した邪神『蠱毒色の魔鏡』は千年前に
息の根を引き取ったが、機関はその亡骸を利用し、魂を呼び
寄せることに成功。再度現界させてしまう。
正規の『ＡＷ』の歴史ではレジスタンスを始めとする多く
の者達の協力によって邪神は封印された。昇華させることだ
けはかなわず、邪神の核（心臓部）は現在のＮ市の礼拝堂地下
奥深くに封印されることとなった。
（これによってＮ市や近辺
Ａ市・Ｓ市では異端事件が多発するようになった。封印され
た邪神に導かれて多くの異端が出没するようになったという。
対抗すべく大勢の能力者が集められている）
しかし、
『ある世界線』では不幸な事故が起きてしまった。
邪神を封印すべく戦った者達の力が及ばず、世に解き放たれ
てしまったのである。
レジスタンスのリーダー鶴瀬 正一（つるせ・しょういち）
は、世界各国に所在する退魔組織に救援を要請。同時に日本
列島を覆う結界を張り、国外へ邪神の影響が出ないよう工作
するとともに、邪神のいる日本列島へ国外からの異端や怨霊
が侵入することも防いだ。また、世界各国の退魔組織は世界
中に記憶改竄を行ない、「日本は既に崩壊し、無い国である」
という記憶を植えつけることに成功。異能は一般人に知られ
てはならないという暗黙のルールのため、これ以上の被害を
発生させないための処置であった。
日本は世界から隔離された。結界の中から出られなくなっ
た邪神は空腹のため生き物という生き物を餌と認識し、何も
知らぬ人々に襲いかかる。一般人に異端の存在を隠蔽するこ
とはできないほど、公然と異端達が闊歩する世界となってし
まう。
通常なら超越的存在は異端に大勢が殺される世界を良しと
しない。だが「一つの国が消滅しても多くの国が運営できて
いる」現状は、大のために小を切り捨てる正なる神の意思に
より、日本崩壊の世界線が生んでしまった。
現代舞台では「異端によって殺される事件があれば超越的
存在は手を貸す（ループを発生させる）」という法則だったが、
『ロストワールド』では「異端によって世界中の人間が殺さ
れる大事件が起きない限り、超越的存在は手を貸さない」に
変更。日本人の命は限りなく低く扱われる。
このステージは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』、ゲー
ム『ガンパレ―ド・マーチ』
『マブラヴ』、漫画『進撃の巨人』、
ＴＲＰＧ『天使大戦エンゼルギア』のような、恐ろしい化け物
に生活を侵略されつつあるが、かろうじて人間達が手を取り
合って日常を奪還しようと戦い続けている世界観である。

●ロストワールドの生活
①『ロストワールド』では異能や異端の情報隠蔽は行なわれ
ず、一般人にも能力者や異端の存在が知られている。一般人
も武装しなければ異端に襲われる日常が長く続いているため、
異能を持って異端に対抗できない者達のためにも手近なコン
ビニエンスストアなどで銃器や爆発物、刀剣などの武器が購
入できる。道路では戦車が走り、子供を守る母親が銃器を抱
える世界である。
②結界が張られた居住区域以外では異端がうろつき、ごく稀
にハグレ異端が街へやって来ては被害を出すケースがある。
特に夜間は異端の襲撃例が多い。防衛手段が充実した施設で
人々はまとまって生活しなければならない。
③舞台となるＮ市は『魔物』が眠り続ける場所として異端や
魔族の数が多く、レジスタンスが攻防戦を繰り広げている。
④『魔物』が本拠地としているＮ市のある関東地方が特に激
しい戦闘が多く、被害も甚大である。関東から離れるにつれ
異端事件は減少し、北海道と沖縄では現代社会と変わらぬ生
活を送っている場所も少なくない。
⑤文化レベルは、現代と基本的に変わらないものとする。電
力はたびたび停止するが普段通り使用され、戦闘を地震が起
きたかのように騒がれてもすぐに鎮火し、人々は結界によっ
て鎖国されていることを当然のように受けとめ始めている。
⑥邪神復活から既に十年が経過し、人々は不安定ながらも今
の日常を楽しみ、明日を生きる余裕が生まれてきている。学
校など教育機関は運行し、娯楽施設も多くなりつつある。
⑦異端は『負の感情』を好み、
『負の感情』に満たされた人々
を食べることで更に力を得るため、それに対応できる『正の
感情』を生み出す［アーティスト］達の力はとても重宝されて
いる。
⑧かつて日本最大の退魔組織だった『教会』
、邪神を蘇らせた
『機関』は崩壊。各地の教会支部や研究所では異端がうろつ
き近づくことができないが、多くの資料や魔道具などを抱え
ている遺跡が残っていると噂されることも。

●邪神の影響
現代『ＡＷ』で活躍したキャラクター達は、能力者や一般
人、ＰＣやＮＰＣ問わず、基本的に『ロストワールド』でも存
命していることにする。
ただし［稀人］と［異端者］のキャラクターは「プレイヤー
本人の判断が無い限り」、邪神の波動の影響によって『異端堕
ち』をしてしまい、異端寄りの考え（人間を殺して世界を壊
す）に則り、破壊活動を行うものとする。
『欺く神』が作り出した者達は「人々に『負の感情』を植え
つけ殺さなければならない」
「世界を崩壊させなければならな
い」という『闇の衝動』と常に戦っている。その衝動に屈した
者は邪神の手足として生まれ変わり、人々と正しく生きよう
という意思を捨て、魔王の配下として破壊活動に明け暮れる
こととなる。
※『ロストワールド』舞台で使用したキャラクターを、現代舞
台で使用してもよい。現代でもレジスタンスは異端討伐隊と
して教会で活動している。設定を微調整し運用してほしい。

●ロストワールドのＰＣ
『ロストワールド』のＰＣは、日々異端と戦い続けるレジス
タンスの一員を想定している。
安全な街以外では恐ろしい異端達が我が物顔で道を行く世
界。海外からの支援は少なく、残された人間達が過酷な戦場
で生活し、反撃の機会を目論んでいる。
基本的には外国人キャラクターは不可。
「日本を救いたいと
立ち上がった外国人能力者」のみ、レジスタンスを通じて海
9

●パーソナリティーリスト
名称

性別

能力／武器

「みんなで力を合わせて頑張ろうな」

「彼に続け！ 勝機はこちらにある！」

「……こんな世界でも、諦めたくないでしょう？」

「頭が高い。立場を弁えろ」

「弾けて燃えて楽しませてよね！」

「それじゃあまたね、バイバイキーン！」

「仲間が助けにきてくれます、必ず……」

「これ、魔族が落としていったお宝だぜ！」

「異端？ また出たの。そのうち治まるでしょ」

■パーソナルデータ

が上級魔族、さらに上級魔族を従える者が魔王で

クラス：聖職者／世界遣い／異端者
性別：男

年齢：２５歳

髪色：赤

瞳色：銀

解説
現代ステージでは教会の仕事斡旋人だが、ロストワールドでは
レジスタンスの仕事斡旋人として人々を救う活動に従事してい
る。毎日のようにボランティア活動に身を投じているとか。
現代ステージでは機関解体事件後に教会の総支配人に就任する
が、ロストワールドではレジスタンスのリーダーとして最前線
で異端と交戦し、政府と結託し人類の勝利のため戦っている。
現代ステージと同様に、異端に殺された者達を救うべく手を差
し伸べている。しかしその数が多くなってしまった世界を見て、
表情が非常に曇ることが多くなったようだ。
黒い髪と赤い瞳、貴族らしい高貴な姿を現わす異端。
冷酷無比の吸血鬼。かつて教会に所属していた男性。異端を率
いる魔王と近しい関係であり、物言いできる唯一の存在。
１４歳ほどの少女。いつもお菓子を食べている異端。
笑いながら高所からキャンディ（爆弾）を撒き、空襲を積極的
に行なう。
「でむ」と鳴く不思議な生き物を連れている。
菌が人間の姿をしたもの。頻繁に姿を変貌させる異端。
人間に対しては「人間様がいないと繁殖できない」という理由
で友好的に接するが、接触した先から凶悪な病を撒き散らす。
蘇った邪神や魔族、異端によって日本は荒廃したが、それでも
人々は絶滅せず今も戦っている。魔王軍に対応するレジスタン
スを組織作り、大勢の一般人の協力のもと、反撃を目論む。
最も力を得たのは、報酬次第で何でもするハンター達である。
日常的に異端が襲い掛かってくるため護衛の仕事や、危険な地
域への運送業務、お宝探しなど日々のネタは尽きないようだ。
化け物に襲われる日々が始まり、早十年。日本人は危険な存在
と隣同士にされながらも、その日常を受け入れるようになって
しまった。無力だが、皆が生きることをやめずにいる。

武器：声と視線、炎と大剣

人称：私／君／殿

// NO IMAGE //

ある。
機関によって邪神が復活し、各国の退魔組織は
日本を結界で世界から隔離した。結界を破るべく、
また、生き残った日本人を殲滅すべく、魔王として

異端の王。吸血鬼の真祖。
『魔王』と呼ばれる者

異端を率いる。人語を話すが、理性は既に無い。

の一人。『堕天した神』の末裔として炎を操る者。

蘇った邪神である『魔物』を最愛の伴侶のように

異端や魔族（人型の異端）は『欺く神』が世界を

愛している。
『魔物』が満腹で幸福にあるよう人間

滅ぼすために生んだ駒であり、その駒を従える者

を生きて捕らえ、食事として捧げる日々を送る。

■パーソナルデータ

た邪神は教会の尽力空しく解き放たれ、多くの

クラス：イレギュラー
性別：？

年齢：？？

髪色：？

瞳色：？

人々を襲った。異端や邪神の知識の無い一般人達
武器：無数の触手
人称：？？？

は突如現れ人間を喰らうそれを『魔物』としか言い
表せず、その通称が世間に浸透していった。
かつて機関に囚われた餌の成れの果て。魔王の

十年前、機関の召喚の儀によって蘇った邪神。

声はかろうじて聞くが、一日の半分を食事に、もう

百三十八億の魂が融合した怪異。無数の目があ

半分を睡眠（空腹が原因？）に費やしている。

り、無数の手があり、十メートル以上の体躯の恐ろ

百三十八億人の融合体。１ラウンドに百三十八

しい紫色の化け物。大勢の生贄を使って召喚され

億回行動し、百三十八億とどめを刺せば討伐可能。
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