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土俵の王

■シナリオ基本情報
▼作者
　ソエジマ（twitter：@fireblade_954）
▼プレイヤー人数
　３～４人
▼想定プレイ時間
　５～６時間
▼シナリオタグ
　アストラル、相撲、重量級シナリオ

●このシナリオについて
　本シナリオは相撲をテーマとし、キャスト①が関
取、高経験点キャスト推奨、複数回カット進行がある
といった、極めて特殊かつ重量級のシナリオだ。
　是非とも入念に準備を行ってからプレイして欲し
い。
　
●シナリオレギュレーション
　本シナリオの想定レギュレーションを以下に記載す
る。ただし、使用するデータの変更やRLが調整を行っ
た場合、改めてレギュレーションを提示すること。
▼クイックスタート
　本シナリオは高経験点キャストの参加を想定して
おり、クイックスタートでの参加は推奨しない。
▼使用経験点
　200点以上
▼達成値制限
　なし

■アクトトレーラー
　キャスト作成の前に、以下のアクトトレーラーを読
み上げること。これはアクトのイメージを膨らませる
のに役立つ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

相撲の品格は、地に墜ちる寸前であった。

サイコアプリで固めた心は、
“技
テクニック

能”より“技
テクノロジ

術”に頼る。
そして体を作るは最先端のドラッグ。
土俵から、品格という言葉が消えようとしていた。

しかし──ここに、品格の失墜に耐える男がいた。
彼こそが横綱。土俵上の唯一神。
アサクサ・両国ナショナルアリーナにて、その男
は君を待つ。

トーキョーＮ◎ＶＡ THE AXLERATION

『土俵の王（ロード・オブ・ザ・リング）』

運命の千秋楽まで、待ったなし。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

プレアクト情報
Pre-Act Info

土
ロ ー ド ・ オ ブ ・ ザ ・ リ ン グ

俵の王
“相撲”。日本の国技であり神事でもある神聖
な武芸。土俵での力士は神の依代でもある。
サイバー技術の発達したニューロエイジにお
ける相撲を描いた怪作シナリオ、ここに登場。

（掲載日：2016.9.12）
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(*1) 各種〈コネ〉での代用判定
　〈コネ：アルドラ・ドルファン〉
を使えばアルドラが、〈コネ：レ
フティ〉を使えばレフティが、
熱烈な相撲ファンとして〈社会：
武術界〉の情報を語ってくれる
だろう。

■キャスト作成
　プレアクトシート（アクトトレーラー、ハンドアウ
トなど）を参考にキャストを作成すること。

●プレイヤー人数
　本シナリオのプレイヤー人数は３～４人だ。
　４人目のプレイヤーは、『④エグゼク』か『⑤トー
キー』のいずれかを選ぶこと。

●特殊ルール
　本シナリオでは「土俵戦闘ルール」「相撲の品格ルー
ル」の２つの特殊ルールを採用する。
　内容は次ページの別紙参照。

●必要な神業
　ゲストが使用する神業だけでキャストが死亡するの
を防ぐため、2個以上の防御系神業を所持することを
推奨する（うち1つは『①チャクラ』以外に使用される）。

●コンストラクション
　各キャストの作成に必要な情報の詳しい内容は次
ページ参照。

●主に使用する技能
　本シナリオの情報収集で主に使用する技能は〈社会：
ストリート、アストラル、武術界〉などである。
　なお、ニューロエイジにおいて相撲は世界的エン
ターティメントであるため、各種〈コネ〉は〈社会：
武術界〉について熟知している扱いで、代用判定が可
能とする。(*1)

■キャスト間コネクション
　以下の順番で取得すること。
『①チャクラ』→『②タタラ』→『③バサラ』→『④
エグゼク』→『⑤トーキー』→『①チャクラ』

④推奨スタイル：エグゼク
ScENARIO Handout

【ＰＳ：企業の利益を守る】

コネ：“J2”和泉 紗季 推奨スート：外界

　土俵とは、君にとって金が埋まっている場所だ。
　君の企業がかけた懸賞金は、大一番で勝った力士の手に渡り、懸賞金の額に応じ
た懸賞バナーを掲示することで莫大な広報効果を得る。しかしその土俵にまつわる
黒い噂。八百長、麻薬、品格の失墜……これらの案件について、N◎VAの“J2”
が君を呼び出した。

②推奨スタイル：タタラ
ScENARIO Handout

【ＰＳ：乙姫を救う】

コネ：星野 乙姫 推奨スート：感情

　土俵とは、君が希望を見つけた場所だ。
　君の患者の星野乙姫は、手術を放置すれば命に関わる病を抱えている。簡単な手
術すら受ける勇気が持てないでいる彼女だが、「あの人が横綱になったら、私、手
術を受ける」と呟いた。
　その希望の名は『①チャクラ』。君が怪我人の面倒を見る、雷門部屋最強の力士だ。

③推奨スタイル：バサラ
ScENARIO Handout

【ＰＳ：浄化派を阻止する】

コネ：“モーニングブルードラゴン” 推奨スート：理性

　土俵とは、君にとって異教の聖地だ。
　力士の四股は邪気を払い、土俵入りは五穀豊穣を招く神事である。真教として特
に介入の予定はなかったが、品格を汚して引退した元横綱“モーニングブルードラ
ゴン”は、浄化派の能天使だと言う。浄化派の影が見えた以上、土俵の穢れを見過
ごすわけにはいかない。君に聖母の勅令が降りた。

⑤推奨スタイル：トーキー
ScENARIO Handout

【ＰＳ：角界のスクープを報道する】

コネ：結城 あや 推奨スート：外界

　土俵とは、君にとってメシの種だ。
　電脳世界最大のエンターティメントである相撲は今回もニューロキッズの注目の
的。特に今場所は、横綱“十束”の優勝回数の更新記録がかかっている大一番だ。
しかしその土俵に纏わる黒い噂。八百長、麻薬、品格の失墜……こんなおいしい話
を、結城あやが見逃すわけがなかった。

アクトハンドアウト
各キャストには下記の設定が推奨・あるいは追加される。
キャスト作成時によくプレイヤーと相談すること。

『①チャクラ』：横綱昇進がかかっている雷門部屋の力士
『②タタラ』：雷門部屋と懇意の医者
『③バサラ』：剣十字修道会の術師
『④エグゼク』：日系企業重役
『⑤トーキー』：ジャーナリスト

①推奨スタイル：チャクラ
ScENARIO Handout

【ＰＳ：神
よこづな

になる】

コネ：十
と つ か

束 推奨スート：生命

　土俵とは、君が全てを捧げた場所だ。
　雷門部屋に所属する君にとって、幕内に“墨桜”“夏大海”“夢ノ島”“壁ノ花”“ホ
ワイトフェニックス”ら強敵が控える今場所は、優勝すれば横綱になれる大一番だ。
そして最大の難敵は「史上最強のウェット」と名高い横綱・十束。
　心震わせ、技を極め、体を練り、全てを用いて最強を超えろ。
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(*2) 支援できるスペック
　タタラやミストレス以外の特
技を使いたいプレイヤーがいる
場合、コラムを参照すること。

　本シナリオは相撲の品格が各キャストのPS及び
SPSと密接に関連付けられており、それを数値で可視
化するため「相撲の品格ルール」が適用される。
・［品格値］の初期値は20。

・品格失墜行為が発生した場合、それぞれの行為ごと

に設定された減少度だけ［品格値］を減少させる。

・［品格値］が0に達した時点で、土俵の品格が完全

に失墜する。完全に失墜した際に何が起きるかはシナ

リオ中の情報収集で判明する。

・［品格値］は特定の条件を満たした場合、回復される。

詳細はシナリオ中の情報収集で判明する。

・本ルールは『①チャクラ』が登場しないシーンの分

は既に計算されているものとして扱い、『①チャクラ』

の登場シーンでのみ適用される。　

　なお、発生源は『①チャクラ』に限らず、敵ゲスト
の可能性もある。

◆相撲の品格失墜行為リスト
品格失墜行為 品格値減少

土俵上での以下の行為
・〈白兵〉〈回避〉〈自我〉以外の技能の使用
・技能：〈白兵〉〈回避〉〈自我〉以外の特技の使用
・白兵武器に依存しない神業で、力士に影響を及ぼす
例：〈射撃〉〈心理〉〈電脳〉〈カース〉〈引き寄せ〉《神の御言葉》等

3

上記のうち、タタラ・ミストレス・マネキンの特技による【CS】・【AR】・
達成値の上昇、チャクラの特技による何らかの影響は例外とする。
例：〈声援〉〈盾の乙女〉〈鉄身〉〈練気〉等

サイバーウェア、生体装備、コスメティック、サイコアプリ、
ドラッグ、マジックアイテム、バックグラウンドの「全身義体」
を装備したキャストが土俵に上がること

3+装備1つに
つき0.1
（端数切捨）

力士がドラッグを使用する
2「モンスターパトス（TOS138）」「イナガキヌーヴォ（TOS138）」「プラ

チナマウンテン（TOS138）」「瑞雲大吟醸天鶴（TOS138）」は例外とする。

力士が《買収》により勝ちを譲る行為 10

力士が「可愛がり」と称して弟子に肉体戦・精神戦・社会戦
ダメージを与える行為

10

その他、不浄負け等、品格を落とすとRLが判断した行為 適宜

相撲の品格ルール
Dignity of SuMO

キャスト作成の留意点
CastMake Point

●コンストラクション
　本シナリオでは同一シーン内にて「土俵上」と「土
俵外」でのカット進行が発生し、土俵上の戦闘には『①
チャクラ』以外は参加できない。
　『①チャクラ』『③バサラ』には戦闘能力を、『②タ
タラ』『④エグゼク』『⑤トーキー』には支援能力があ
ることを前提に敵データを構成している。

▼『①チャクラ』
　「土俵戦闘ルール」および「相撲の品格ルール」（と

もに後述）が影響する。単独での複数回戦闘があるこ

とを意識すること。

▼『②タタラ』
　土俵上の『①チャクラ』を支援できるスペック(*2)

が望ましい。『①チャクラ』が所属する雷門部屋に縁

がある設定となるが、ミストレス（おかみさんや支援

者など）でも構わない。

▼『③バサラ』
　浄化派の水面下の動きを阻止する枠となる。剣十字

修道会及び聖母殿のバサラ、あるいはそれらから依頼

を受けて浄化派の動きと相対するキャストが求められ

る。なお《天変地異》は必須ではないが、〈社会：ア

ストラル〉での情報収集や、シナリオ情報に出てくる

アストラル系情報に対応できることが望ましい。

▼『④エグゼク』／『⑤トーキー』
　4人目のプレイヤーはエグゼクかトーキーのどちら

を選ぶこと。

　エグゼクの場合、日系企業であれば千早以外（イワ

サキなど）でも構わない。クグツでも構わないが、ス

ポンサーの立場をやれる枠でもあるので、ハンドアウ

トはエグゼクを想定して記載している。

　トーキーの場合、スポーツジャーナリストである必

要は無く、タブロイド系のジャーナリストでも社会派

ジャーナリストでも問題はない。
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　『①チャクラ』は力士として、土俵での試合を
行う回数が増える。サイバーウェアが認められる
ニューロエイジ相撲を再現するため、土俵での試合
においては以下の「土俵戦闘ルール」が適用される。

▼アウトフィット
・「生身（TNX232）」、「廻志（BTD100）」、サイバーウェア、

生体装備、コスメティック、サイコアプリ、ドラッグ、

マジックアイテム、ソーシャル、バックグラウンド以

外の装備を禁止する。ただし「※サイバーウェア」扱

いの装備は可能とする。

・フーズの効果を事前に得ておくことは可能。

▼戦闘手順
・戦闘開始時：以下の土俵図の「仕切線」の位置で向

かい合う。「土俵下」に踏み出した場合は敗北となる。

また、相手より向こう側のエンゲージに移動すること

はできない。

・［BS：狼狽］をえた場合、転倒敗北となる。 

・肉体・精神ダメージを1点以上与えた場合、相手を

1エンゲージ下がらせる。この場合、特別に下がらせ

た側のキャラクターも同エンゲージに移動することが

できる。 

・［気絶］［失神］［仮死］［昏睡］ダメージを与えた場合、

相手との立ち位置を変更する。

あるいは追加で「1点以上ダメージを与えた場合」の

効果を得ることができる。 

・［完全死亡］［精神崩壊］ダメージを与えた場合、相

手に［BS：狼狽］を与える（この効果は〈獅子心〉な

どの技能や棒手振などの装備品では無効化できないも

のとする）。

あるいは［仮死］ダメージを与えた場合の効果を得る

ことができる。

▼土俵外の扱い
・土俵外から土俵内は常に超遠距離として扱う。

土俵戦闘ルール
Battle in "Dohyo"
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