
●はじめに● 

これは二人用ルールです。 

●遊ぶ前に● 

以下を用意しましょう。 

 キャラクターマット 

 サイコロ(六面体) 

 MP, HPのカウンター 

●ゲームの前に● 

以下をしましょう。 

1. 一人一枚キャラクターマットを無作為に選び、 

2. キャラクターマットのマトリクス(左側の表)の

「セレクト」の縦行に、「セレクト一覧」にある

技の中から、１マスに１つずつ選んで入れ、(重

複不可) 

3. 各プレイヤーはキャラクターマットに書かれて

いる「初期体力」を HPに設定します。 

●ゲームの目的● 

相手に攻撃をして、相手の HP を 0 にすることが目的

です。HPが 0になって、回復魔法の発動もできなかった

場合、敗北となります。 

●ゲームの流れ● 

フェイズを進行することによって、ゲームを進めます。

フェイズを進行するプレイヤーのことをフェイズプレイ

ヤーと呼びます。フェイズは以下の手順により成っており、

以下の手順に従ってゲームを進めます。 

1. フェイズ開始時の効果を、解決する。 

2. フェイズプレイヤーは、発動したい技の種類を

決める。 

3. フェイズプレイヤーは、発動できる技を決定す

る。 

4. フェイズプレイヤーは、技を発動するか決める。 

5. 上記 3. で技を発動するとした場合、技を発動し

て、効果を解決する。 

6. 相手プレイヤーは、攻撃によるダメージを受け

た場合、「ジャッジ」をして、減る HPの量を決

定し、HPの計算をする。 

7. HPが 0以下のプレイヤーは、回復魔法を発動す

る権利を得る。 

8. フェイズ終了時の効果を解決する。 

9. この時点で HP が 0 以下のプレイヤーは、敗北

する。 

10. フェイズプレイヤーが次のプレイヤーに移る。 

上記 1.~10.の全てを行って、1フェイズと数えます。ま

た、フェイズプレイヤーが、一巡したら、1ターンと数え

ます。 

●HP,MP● 

それぞれのプレイヤーは、HP,MPという 2つのパラメ

ーターをそれぞれ 1つずつ持ちます。 

MPは技の発動に必要な魔力を表します。MPの初期値

は 0 で、最大値はありません。最小値は 0 です。計算を

して 0を下回った場合、0を MP の値として設定します。

MPを支払って 0以下にすることはできません。 

HPは体力を表します。HPの初期値はキャラクターマ

ット毎に異なり、最大値は 100、最小値は 0です。HPも

MP同様、最大値・最小値を超えた場合、最大値・最小値

を HPの値として設定します。 

どちらも、5単位で値は変動し、計算結果に 5未満の端

数が現れた場合、それは切り捨てます。 

●技● 

技とは、マトリクスに書いてある、「相手攻撃」の縦行

以外にあるマスに書かれているものです。 

以下の手順を以て、発動できる技を決めます。 

1. フェイズプレイヤーは、マトリクスから「相手

攻撃」以外の任意の縦行を選択し、 

2. サイコロを振り、 

3. 上記 1. の行と 2. の目のとの交差している場所

にあるマスを見て、 

4. そのマスにある技が発動できる技となります。 

簡単に言えば、技の種類(縦列)は自分が選び、その中の

どの技を発動するかは、サイコロで決めます。 

技は、以下の書式で書かれます。 

MP上昇 HP上昇 攻撃 魔法 

  (技名)  

 MP Y MP Y MP Y 

MP +X HP +X HP -X [効果] 
自分のMPをX上

昇させる。 

自分のMPをY支

払ってから、自分

のHPをX上昇さ

せる。 

自分のMPをY支

払ってから、相手

に X ダメージを

与える。 

自分のMPをY支

払ってから、[効

果]を解決する。 

2 行目にある「MP Y」のことを発動条件といいます。

自分の MP が Y 以下の時は、技を発動することができま

せん。また、発動条件は、MPでなく、HPに求めること

もあります。 

発動条件に変数(X,Y,Z,x,y,z)が含まれていた場合、変数

の求め方が指定されていた場合はそれに従います。指定さ

れていない場合は、MP,HPの支払いを以て、変数の値を

定めます。その場合、その定めた値を、効果の文章中の全

ての変数文字に代入して、効果を解決します。 

あるマスの技が無効となった場合、そのマスに何も書か

れていなかったのと同様に扱います。 

●ジャッジ● 

ダメージを受けたプレイヤーは、 

1. サイコロを振って、出た目と「相手攻撃」の縦

行とが交差するマスを見て、 

2. ○なら、受けたダメージと同じ値を、 

3. 
 

 
なら、受けたダメージの半分の値を、 

4. ×なら 0を、 

5. HPから減算します。 

以上の手順を「ジャッジ」と呼びます。 

魔法等で指定された HP -X は、ダメージとして扱われ

ず HP -0 もダメージとして扱われません。従って、ジャ

ッジも行いません。 

●回復魔法● 

回復魔法は、HPが 0の時に、HPを 0より大きくする

効果を持ちます。回復魔法は、HPが 0の時にのみ発動す

ることができます。回復魔法を発動する権利を得たプレイ

ヤーは、技の発動と同じ手順を踏んで、回復魔法を発動す

ることができます。ただし、このとき、回復魔法を発動で

きなかった場合、敗北となります。また、HPが 0より大

きい時に、回復魔法は発動することができません。 

また、フェイズ終了時の効果で HP が 0 以下になった

プレイヤーは、回復魔法を発動する権利を得ることができ

ません。(ゲームの流れの項を参照) 

 

東方【かるしうむ】 遊び方 Version 0.10 



 

1. 「効果を解決する」とは、「効果を実行する」と同義だと思って、差し支えありません。 

2. 魔法の内容が競合した場合、後に発動した魔法が有効になります。 

3. 同じ内容の効果が複数起きた場合、重複します。 

4. 「現在起きている魔法」とは、「次から」、「以降」、「～後」という記述を含むような、持続

する効果のうち、まだ失効していないものを指します。 

「現在起きている魔法をすべて解除する」とは、現在起きている魔法をすべて失効させる効

果です。 

5. MP,HP等を変更するような効果で、所有格が明示されていない場合、それは「あなたの」

ものであると解釈してください。 

 例 

あなたが発動した魔法に「MPを 2倍にする」とあった場合、MPが 2倍になるのは、

あなたです。 

6. 「回」と「ターン」は、意味が違います。 

 「ターン」は、フェイズが一巡したら１ターンとカウントします。 

 「回」は効果の解決に成功したフェイズのみをカウントして、１回とします。 

 例 

自分ターン 魔法「次回攻撃を×で受ける」 魔法「次ターン攻撃を×で受ける」 

相手ターン  相手： MP上昇 

自分ターン  自分： HP上昇 

相手ターン 
 相手： 攻撃「HP -50」 

攻撃を×で受ける ジャッジをする 

7. 魔法の効果や、魔法に限らずキャラクターマット上の記述がルールと直接矛盾する場合、キ

ャラクターマット上の効果を優先し、矛盾するルールは、それのみ無視します。 

8. 「必ず発動」と注釈のある技は、発動条件を満たしている限り、選択の余地なく、必ず発動

せねばなりません。 

9. 「相手プレイヤーから HP,HPを X奪う」とは、相手プレイヤーの HP,MP から X 減算し、

自分のMP,HPに X加算することです。なお、Xはこの効果を解決する時点での相手プレイ

ヤーのMP,HP以下でないといけません。 

 

 

 

 
東方【かるしうむ】のルールとして重要な部分は、技の発動方法とジャッジのシステムです。この

システムを継承していれば、たとえば、3人以上でプレイしたり、ひとりが扱うプレイヤーマットを 2

枚以上にしたりもできます。 

いくつかこちらで、拡張ルールを提案しますが、まだ不完全なものばかりですので、参考程度にし

てください。 

 3人以上でプレイする場合、 

二人の時に準じますが、攻撃をするときに、ダメージを受けるプレイヤーは、次のフェイズプ

レイヤーのみとします。しかし、すべてのプレイヤーがダメージを受けるようにしたほうが、

平等性が保たれている可能性もありますので、そこはご留意。 

 ひとりが 2枚以上のキャラクターマットを使う場合、 

1. MP,HPはプレイヤーのものとして設定します。 

2. 初期体力の値は、そのプレイヤーのキャラクターマットの中で、最も高いものを設定しま

す。 

3. 技は、そのプレイヤーのキャラクターマットから、好きなキャラクターマットを選んで、

行います。1フェイズには、1枚のキャラクターマットしか使用できません。 

4. ジャッジは、そのプレイヤーのキャラクターマットから、好きなキャラクターマットを選

んで、行います。 

重ねて言いますが、あくまでもこれは案です。それぞれが、好きなようにアレンジしていただいて

構いません。より良い案ができたならば、ぜひ、私へと送ってください。 

拡張ルールの提案 

東方【かるしうむ】 「魔法」についての補足 

失効しない 

失効する 


