
Magus（仮称）
作成者：ma-s

1 世界観

人知れず魔術師達がうごめいている世界。PC達は依頼を受けて、残虐な儀式を行う悪い魔術師
を退治しに行くぞといった感じの話をやろう。そんなシステム。わりとファンタジー。

魔術師達は魔力的な結界を張った拠点を持っている。アポもとらずに中心部まで踏み込まれるの

は魔術師にとってものすごい不名誉なことなので、見つけられたら逆上して襲いかかってくるで

しょうね。でも、逆に言うと結界の奥深くまでの侵入を許した時点で負けとも言う、そんな価値観

の世界。

物理攻撃？ンなモン魔術師に効くわけネェだろ。魔力障壁一枚たりとも貫通できやしねぇ。逆を

言うと魔力障壁さえなければ首にナイフでイチコロよ。

魔法の名前が無い？ンなモン共通の名前が付くように魔術師が研究成果を共有するとでも？大体

奥義なんてモンはその家のオリジナルに決まってるだろ。

1.1 まじめな世界観というよりストーリー

魔法？そんなものが存在するなんて、まだ信じてるの？お前もまだガキだな…

魔法が失われた世界。魔法を信じるものも少なくなった世界。果たして魔法は存在しているのだ

ろうか？

答えは Yes。
魔法による戦争で一度滅びてしまった世界。辛うじて生き延びた連合国政府は事の再発を恐れ、

魔術師という存在の隠蔽をはかる。生き残った魔術師の中でこれに賛同するものが集まり、魔術管

理協会を設立、旧連合国組織の管理下で道を外した魔術師の掃討に当たるが…。

旧連合国による管理に反発する魔術師達は自由な魔術の研究を求め魔術学府「ムセイオン」を設

立し、魔術管理協会と対立している。もっとも、個々が自由に研究する場所を求めるだけで共同で

研究するわけではないのだが。

これが 100年前の話。今となっては連合国がどこと戦争していたのか知るものは誰もいない。
人知れず魔術の力による勢力争いが行われているのみである…。

2 キャラクター作成

2.1 キャラクター作成の流れ

1. 名前、年齢、性別の決定

2. ステータスの割り振り

3. 年齢、ステータスによるスキルの習得

4. 所持金の決定

5. アイテムの取得
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2.2 名前、年齢、性別の決定

キャラクターの根幹となる部分である名前、年齢、性別を決定します。この時同時にどのような

生まれや境遇であるかを決定しておくと良いでしょう。

2.3 ステータス

生まれつき備わった能力を表します。努力でどうにかなる物ではありません。

体力 体力を表します。生命力に影響します。

知力 知識の量や、頭の良さそのものをさします。魔法ダメージの固定値に影響します。

精神力 精神的タフさを表します。魔法防御力に影響します。

素早さ 足の速さというより行動の素早さを表します。移動と行動順に影響します。

器用さ 手先の器用さを表します。紋章魔術の速度に影響します。

滑舌 口先の器用さを表します。言いくるめる時にも使えるかも知れません。詠唱魔術の速度に影

響します。

生命力 =体力× 5 +精神力
各ステータス最低値 1，最大値 5
ステータスの合計値は 17まで
各ステータスは 2が標準的な人間の値、5では超人的な才能を表します。PC達は平均的な人間

と比べてトータルで見ると少しだけ恵まれているだけです。が、魔術師たるもの当然偏ってすごい

才能を持っていることを推奨します。

2.4 スキル

2.4.1 概要

鍛錬することで得られるものです。一行動を消費して使用するアクティブスキルと常に効果を発

揮するパッシブスキルがあります。スキルを使用しない行動は逃走とアイテム使用のみです。レベ

ルを上げるのに次にするレベル分スキルポイントを消費します。基本的にレベル上限は 5までです
が、2倍のスキルポイントを消費することで限界を超えることが可能です。
初期習得スキルポイント一覧です。ただし、知力が 5の場合天才であるが故に一段階上として扱

います。

～15歳 年齢 P

～20歳 17P

～30歳 19P

～40歳 20P

～50歳 21P
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～60歳 22P

～100歳 23P

～それ以上 任意 P

2.4.2 スキル説明

アクティブスキル：

詠唱魔術、紋章魔術 1ターンにレベル＋ 2個の属性と要素を組み合わせることができます。状態異
常を組ませる場合を除いて基本的に属性一つに要素複数の組み合わせです。詠唱魔術は紋章

魔術に比べて魔術完成が速いのですが、自分の行動までに最大生命力の半分を超えるダメー

ジを受けると行動が一つキャンセルされます。一行動で魔術を複数使っている場合、次に発

動予定のもののみキャンセルされます。

詠唱封呪、紋章封呪 レベル÷ 2個（切り上げ）の指定した属性を使った対象の詠唱 or紋章魔術を
封じることができます。

対象分析 レベル＋ 1個数のダイスで敵やアイテムを判別することができます。

バリアチェンジ Ｘ属性強化 3レベル以上の属性に防御属性を変更することができます。

パッシブスキル：

魔力障壁 魔法回避力がレベル分増えます。

Ｘ属性強化 その属性の魔術を使用時に効果決定ダイスがレベル個数増えます。一つの属性が他の

属性に比べて 2レベル以上高い時、防御属性はその属性になります。

魔力強化 魔術の効果がレベル＊ 1．5（切り上げ）増えます。

2.5 所持金の決定

2D6 × 100の所持金を得ます。所持金 1あたり 100円程度。
PCが貧乏だと主張する場合、所持金を残り 10にすることにより任意の 5未満のステータスを

一つだけ 1上昇させることができます。
PCが富豪の生まれだと主張する場合、ランダムで 2以上のステータスを一つだけ 1下げること

により所持金を 10倍することができます。

2.6 成長

次のレベル× 3のスキルポイントを得ます。

3 判定

魔法発生（命中）判定 目標をはっきりと指定できるかを表します。紋章の場合器用さ、詠唱の場

合滑舌が影響します。影響ステータス+ 2D。
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魔法回避判定 魔力障壁レベル+素早さ+ 2D

魔法攻撃力 知力+ (1 +属性強化)D

魔法防御力 精神力+魔法障壁レベル

4 探索ルール

4.1 罠探知

罠探知の結果によりどの属性を使って隠されているかを発見します。目標値を出すことが出来れ

ば全部の属性順番を看破。以下目標値と達成値の差分個属性がわからなくなります。目標値 −達
成値−属性数 = 0以下の時、いくつ属性があるかわかります。属性は最初のものから順に発見で
きます。協力ルール：代表者の達成値に罠探知参加人数分達成値を＋できます。

4.2 罠解除

指定した順序に並べた属性ごとに達成値を算出します。

5 戦闘ルール

基本的に詠唱速度の順に行動します。移動する場合に限り (6 −素早さ)分行動を遅らせます。
一行動はアクティブスキル一つもしくは防御宣言、アイテム使用を消します。

魔術 詠唱魔術か紋章魔術を使用します。～魔術レベル 2以上の時は、「火＋射撃、火＋射撃」のよ
うに複数回魔術を発生させることが可能です。この場合、移動するとしたら一度目の「火＋

射撃」が (6−素早さ) +詠唱速度のタイミングで発現し、2度目の「火＋射撃」は一度目の
詠唱からさらに詠唱速度後に発現します。

防御宣言 そのターン中魔法防御力× 2します。

アイテム使用 アイテムを使用します。行動タイミングは 6 −素早さです。

逃走 発生魔術で対抗します。逃走側達成値に＋素早さの最低値。しかし敵が地形を熟知している

場合対抗側に＋知力します。障壁を設置して邪魔をするイメージです。

5.1 距離

戦闘時の距離については以下の場合に分けられます。

エンゲージ 接敵している状態です。通常ここまで侵入できることはあり得ません。防御側の回避

ロールでダイス −1 個のペナルティ。さらに魔法障壁レベルを半分として扱います（切り
捨て）。

近距離 3～10m程度の状態です。発生魔術を二つ重ねなくても相手に届きます。射撃魔術の命中
に +2のボーナス。
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遠距離 10m～100m程度の状態です。射撃魔術の命中に-2のペナルティ（軌道を見て回避動作を取
ることが可能）。

超遠距離 それ以上の距離です。相手の陣地に入らず敵を攻める場合はこの距離として扱います。相

手が魔術師の場合、結界がはられているので射撃魔術は基本的に届きません。命中ダイスは、

発生魔術を重ねた個数−結界強度。結界を通ってさえしまえば相手の所に魔法が届きます。

5.2 エンゲージ戦闘

相手の結界強度が強すぎるなど、やむを得ず近接戦闘をしなければならない場合のルールです。

通常物理攻撃では魔術師の魔法障壁を貫通することができませんが、魔術師により魔力を込められ

た武器ならば魔法障壁を中和しつつ攻撃することができます。

5.2.1 エンゲージするために

エンゲージする場合も、離脱する場合も判定を必要とします（相手側に抵抗の意思がある場合）。

判定は能動側が (武器の結界突破力 +魔力強化 Lv) + 2D、受動側が (精神力 +素早さ +魔法障
壁 Lv) + 2Dで対抗ロールをします。勝つことにより接敵することができます。能動側は失敗した

場合相手の魔力障壁 Lv分の実ダメージを受けます。

5.2.2 武器の扱い

刃物の武器 命中判定の差分値がダメージに追加されます。差分値が 8を越えたら防御無視になり
ます。

鈍器 命中判定の差分値が 5を越えたら状態異常睡眠を与えます。

長柄武器 近距離から攻撃できます。長柄武器使用時は近距離において、武器属性+発生が既に組
み込まれている魔法攻撃として扱います。命中判定の差分値が 10を越えたら防御無視にな
ります。

射撃武器 弾丸 or矢の属性に射撃要素がのった魔法攻撃として扱います。命中が+2されます。通
常の魔法と同様に要素を載せることが可能ですが、(詠唱 or紋章魔術の Lv) × 1

2（端数切り

捨て）個しかのせることが出来ません。

5.3 属性の種類

• 火

• 水

• 風

• 土

• 光
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• 闇

• 力

5.3.1 その説明

火、水、風、土、光、闇は読んで字のごとく。力についてはエネルギーそのものを発生させます。

力属性以外はその属性の魔法攻撃力分のダメージを発生させます。力属性は魔法攻撃力分の生命

力を回復します。

同属性を二つ重ねることにより、それぞれ炎上、凍結、窒息、石化、盲目、暗闇の状態異常効果

を付加します。治療のためには力＋相反する属性の順番で組み合わせた魔術をかけます。その他

に、属性＋力の順番であると、それぞれ、混乱、毒、睡眠、転倒、麻痺、恐怖になります。状態異

常効果をのせるとダメージダイス数は半分になります（切り上げ）。1点でもダメージが通ると状
態異常が適用されます。

炎上 火属性の状態異常。毎ターン開始時に 2点の火属性ダメージを受けます。

凍結 水属性の状態異常。攻撃を受けることでも解除されます。解除されるまで防御属性が水属性

になります。解除されるまで行動できません。

窒息 風属性の状態異常。呼吸困難な状態を表します。解除されるまで達成値半分になります。

石化 土属性の状態異常。攻撃を受けることでも解除されます。防御属性が土属性になります。解

除されるまで行動できません。

盲目 光属性の状態異常。攻撃魔法の命中値が 1/3になります。その他は通常通りです。

暗闇 闇属性の状態異常。盲目に同じです。

混乱 炎属性の状態異常。いわゆる狂戦士化です。対象をランダムに決定します。攻撃を受けるこ

とでも解除されます。

毒 水属性の状態異常。毎ターン開始時に 2点の水属性ダメージを受けます。

睡眠 風属性の状態異常。攻撃を受けることでも解除されます。解除されるまで行動できません。

転倒 土属性の状態異常。行動を消費して起きあがることで解除できます。この時、素 2D6 +素早
さで 7以上を出さないと起きあがりに失敗します。起きあがるまで達成値半分になります。

麻痺 光属性の状態異常。視神経の異常から来るしびれです。解除されるまで行動不能です。回避

を行うことは可能です。魔法回避値から素早さの修正を削除して計算します。

恐怖 闇属性の状態異常解除されるまで達成値が半分になります。攻撃行動が不可能になります。

5.4 属性に対する要素

• 発生

• 消滅
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• 吸収

• 付与

• 射撃

• 強化

5.4.1 その説明

発生 指定した属性をその場に発現させます。二つ重ねて視界内の一カ所もしくはその場周囲、三

つ重ねで任意の場所周囲を対象に出来ます。

消滅 指定した属性の魔力を消滅させます。

吸収 消滅と組み合わせると、指定した属性の魔力を自分のものに変換、吸収を二つ重ねると任意

の対象（単）に変換、三つ重ねると任意の対象（視界）。力属性のみ吸収単体と組み合わせ

て生命力回復に使用可能です。

付与 付与のあとに宣言した属性又は要素一つを対象（単）の魔術に付加します。

射撃 任意の対象（単）に向けて属性を飛ばします。射線上に障害物があると届きません。二つ重

ねると直線上の範囲対象にできます。

強化 ダメージを 1D増やします。

5.5 戦闘補足

相反する属性のダメージを受けた場合 実ダメージを 1.5倍（切り上げ）にします。同じ属性のダ
メージを受けた場合、実ダメージを半分にします。

付与魔術で属性を貰った場合 ダメージダイスを付与魔術を唱えた側の属性のレベル分＋させます。

二つの属性の扱いは、弱点二つの場合は二倍、弱点と無関係なものの組み合わせの場合 1．5
倍、弱点とその反対の場合通常、弱点の反対と無関係の場合半分、弱点に反対の属性の組み

合わせはダメージ 0になります。

魔法攻撃以外の行動に付与を貰った場合、火、闇ならば唱えた側の属性の Lvの半分を結界
突破力に足します。水、土ならば魔法障壁に、風、光なら素早さに、1戦闘の間ボーナスを
得ます。重ねがけは無効です。

詠唱速度 詠唱魔術は 6＋組み合わせ数-滑舌、紋章魔術は 1＋組み合わせ数＊ (6-器用さ)。

過剰組み合わせルール 効果決定（ダメージ決定）ダイスを一つ減らすことにより（簡易詠唱）、も

しくは 1ラウンド余分に消費することにより要素を一つ多く組み合わせることができます。
余分にラウンドを消費する場合、詠唱 or紋章魔術スキル Lvの半分（切り上げ）個数まで余
分に組み合わせることが出来ます。
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6 データ類

6.1 武器

真の魔術師には無用の長物。通常武器は物理攻撃力、魔法武器は魔法攻撃力として扱います。要

するに重鎧で魔法武器ははじけませんよと。

魔法のアイテム以外は接敵判定の時、もしくは攻撃命中判定の時に 1ゾロを出すと破損。

6.1.1 刃物武器

接敵しないと届かない。近づかれなければ怖くないし非常に近づかれづらいのだが、コレを使わ

れる状況になったら死を覚悟せよ。

ナイフ よくあるナイフ。。結界突破力 0。攻撃力は体力D6 × 3。価格 100。

魔法のナイフ 魔法の力の付与されたナイフ。暗殺者御用達。結界突破力 5。攻撃力は体力D6×3。
価格 20000。

魔法の長剣 魔法の力の付与された長剣。隠せる大きさではないので暗殺には向かない。そもそも

一般人にはそんな目立つ刃物を携帯しているだけで警戒対象。結界突破力 8。攻撃力は 体
力D6 × 5。価格 25000。

6.1.2 鈍器

これも接敵しないと届かない。刃物と比べてあまり接敵してまで使うメリットがない。とりあえ

ず悪者を懲らしめるのに使いましょう。

拳 素手。このシステムにおいてわざわざ近づいて殴るのは漢以外の何者でもない。結界突破力 0、
攻撃力は体力D6 × 1。

ナックル 籠手とかメリケンサックとか。ここいら辺を使用するのは漢と言うよりは核の炎に包ま

れた世紀末におけるモヒカンか。結界突破力 0、攻撃力は体力D6 × 1 + 5。価格 50。

杖 要するに棒。魔術的装飾の施されていない杖などただの飾り。結界突破力0、攻撃力は体力D6×2。
価格 50。

魔法の杖 魔法の杖。魔力強化 Lvを+1として扱う。結界突破力 2、攻撃力は体力 D6 × 2。価格
15000。

メイス 金属製の棍棒。命中の達成値に+1。結界突破力 0、攻撃力は体力D6 × 2 + 3。価格 120

魔法のメイス 魔力の付加された金属製の棍棒。命中の達成値に+1。結界突破力 3、攻撃力は体
力D6 × 2 + 3。価格 25000。

6.1.3 長柄武器

槍 要するに刃物のついた長い棒。エンゲージしなくても攻撃は届く、が魔法障壁を貫くことはで

きない。結果、エンゲージしなければ使えない。結界突破力 0、攻撃力は体力D6 × 3 + 2。
価格 100。
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炎の槍 魔法の槍。他属性のも存在する。火属性レベル 5の発生魔法として扱う。結界突破力 2、攻
撃力は 5D6 + 5。価格 15000。

6.2 防具

6.2.1 体用防具

防寒着その他水、冷気に耐性のある衣服 水属性のダメージを受ける際、魔法障壁 Lvを+1して扱
う。価格 100。

耐火服 火属性のダメージを受ける際、魔法障壁 Lvを+1して扱う。価格 100。

作業着 土属性のダメージを受ける際、魔法障壁 Lvを+1して扱う。価格 100。

耐電スーツ 風属性のダメージを受ける際、魔法障壁 Lvを+1して扱う。価格 100。

祭祀用衣装 光 or闇属性のダメージを受ける際、魔法障壁 Lvを+1して扱う。宗派による。邪教
とされるものの衣装に関しては闇、一般的な宗教では光に耐性を持つ。違う宗派の服は装備

不能。価格 100。

術士服 一見すると普通の服だが、術的な力が付与されているため魔術に対する耐性がある。魔法

障壁 Lvを+1して扱う。価格 500。

術者のローブ 魔術を扱うのに最適な衣服。強力な防御魔術が施されている。いかにも魔術師、と

いった感じの外見であり、術者の間では黒いものが広く使われている。魔法障壁レベルを+2
して扱う。価格 8000。

重鎧 素早さを-3して扱う。全ての物理攻撃無効だが攻撃を受けるたびに体力D6を振って 12以下
が出たなら転倒。価格 1000。
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