
マーダーミステリー『退廃世界の流浪人』

●ゲームシステムの説明 ●議論の流れ
当マーダーミステリー「退廃世界の流浪人」は、【筆談フェイズ】という特殊なシステムと 退廃世界の流浪人のゲームの流れは下記の様になっています。
【全体会議フェイズ】を使い分けて議論を進めていきます。 詳細はホームページトップの⑧調査・議論フェイズのタイムスケジュールをご確認ください。

●全体会議フェイズ (Discord通話を用いて議論可能) ハンドアウト確認
　1つの議論チャットで5人全員がリアルタイムで口頭会話で議論を行ないます。 ↓
　なお、当シナリオでは全体会議の機会は以下2回しかありません。 1:8月1日　開始前描写

↓
　・8月1日夜全体会議（10分） 2：朝　7分間　　　　筆談
　・8月3日夜全体会議（15分）       ↓

3：正午　7分間　　 筆談
●筆談フェイズ (通話不可)       ↓
　"全体会議フェイズ"以外の他の時間は全て"筆談フェイズ"による調査となります。 4：昼　7分間　　　　筆談
　"筆談フェイズ"では各流浪人は、地図上のスポット(図1)をすごろくの様に場所移動(後述)しながら推理をします。       ↓
　Discord上で自身が現在いるスポットのチャンネルを選択し、その場に"筆談"を残していくイメージとなります。 5：夕方　7分間　　 筆談

      ↓
地図上には11箇所のスポットがあり、各スポットごとに議論チャットが設けられています。（図2) 6：夜　10分間　　　全体会議

↓
人数が5人に対してスポットは11つあるので、基本的には独り旅になって淡々と独り言の筆談を残す事になります。 7：8/1⇒8/2日付変更時処理
次に訪れる流浪人のために、情報を落としておくと良いでしょう。 ↓
なお、同タイミングで同じ場所に複数人の流浪人が集まった場合は、リアルタイムで会話が可能です。

↓
9：朝　7分間　　　　筆談
      ↓
10：正午　7分間　　 筆談
      ↓
11：昼　7分間　　　　筆談
      ↓
12：夕方　7分間　　 筆談
      ↓
13：夜　7分間　　　筆談

↓
14：中盤仮投票

↓
15：8/2⇒8/3日付変更時処理

↓
16：8月3日　開始前描写

↓
17：朝　7分間　　　　筆談
      ↓
18：正午　7分間　　 筆談
      ↓
19：昼　7分間　　　　筆談
      ↓
20：夕方　7分間　　 筆談
      ↓
21：夜　15分間　　　全体会議

↓
22：8月4日 開始前描写

↓
図2. Discordのチャンネルイメージ 23：夕方 クライマックス

●場所移動の流れ
「退廃世界の流浪人は」左記のように数回の筆談・全体会議があります。
各フェイズの移り変わりの際には"場所移動"が発生します。

※下記に記載する移動ルールに違反していた場合「移動しない」として処理
してください。
※移動宣言カードはGMがいない時に用いるカードですが、使用必須ではあ
りません。【全員の移動先を公平に公開できる】他の手段があれば別の手段
を用いて問題ありません。

図1. セントラルシティ周辺地図
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8：8月2日　開始前描写

●移動の手順（GM無しの場合）
①筆談フェイズ or 全体会議フェイズの時間が終了する。
↓
②ユドナリウムの各プレイヤーの手元にある「移動宣言カード（後述）」の中
から次に移動したい場所のカードを1枚抜き出して裏向きにしておく。抜き出
したカードは③で一斉公開します。
↓
③全員が裏向きの移動宣言カードを1枚ずつだしたら、一斉に公開する。
↓
④各自の移動宣言カードに従って、各自のキャラクターコマを移動させる。
↓※公開した移動宣言カードは山札に戻してください。
↓
⑤次の筆談フェイズ・全体会議フェイズ等を行なう。

●移動の手順（GMありの場合）
①筆談フェイズ or 全体会議のフェイズが終了する。
↓
②GMに移動先を伝える。
↓
③全員の移動先が決まり次第、各自のキャラクターコマを移動させる。
↓
④次の筆談フェイズ・全体会議フェイズ等を行なう。

※下記に記載する移動ルールに違反している人がいた場合、GMはその旨
を指摘して、該当プレイヤーは移動先を再選択してください。
（GMありの場合は、GM無しの場合と処理が変わります。）

●移動ルール

場所移動時、移動先に選択できるのは
「現在地と線で繋がった1マス隣の場所」　「移動しない」です。

例）現在地が【古びた展望台】の場合（図１参照）、以下3か所へ移動可
【サマーリゾート別荘街】　　【第16港湾都市】　　【黄金島】

※移動する際はスタミナ(後述)を1消費して移動します。スタミナがない時は
移動できません。ただし、消費しないで移動する時もあります。(詳細はホー
ムページトップの⑧調査・議論フェイズタイムスケジュールを確認ください。）

ベリー・ベリー・タワー 星日和の砂漠
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マーダーミステリー『退廃世界の流浪人』

●ユドナリウムの盤面の見方(1/2)
筆談・議論用に用いるのは「Discord」ですが、盤面用に「ユドナリウム」を使用します。
ユドナリウムのzipデータをお読み込むと、以下イメージのボードが展開されます。（図3）

ユドナリウム上ではプレイヤーは以下の事を行ないます。
　・アイテムカードの取得・交換・譲渡・公開・使用
　・遺失物カードの取得（取得後強制公開）
　・キャラクターコマを使用した現在地の把握
　・スタミナの管理
　・移動宣言カードを用いて場所移動の処理（※GM無しの場合のみ使用）
　・投票カードを用いて投票先の決定（※GM無しの場合のみ使用）

※1：GMなし用のユドナリウムデータのみにあります。 拡大
イメージ

↑キャラクターシート

図3：ユドナリウムゲームボード
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●マップ

セントラルシティの地図です。

キャラクターコマを用いて

各自の現在地を示します。

●アイテムテーブル

アイテムカード置き場です。2通りの方法で取得できます。

①横11(場所名)×縦3(日付)の表に配置されたカードは現在日時・現在場所に対応した

アイテムカード(後述)が取得できます。

・現在が8月1日で「第16港湾都市」にいる場合

⇒8月1日の第16港湾都市のカードを取得できます。

・現在が8月3日で「廃漁村」にいる場合

⇒8月1日、2日、3日の廃漁村のカードを取得できます。

●遺失物カード山札

遺失物カード(後述)の山札が3つあります。

●遺失物カード置き場

遺失物カードを置いておく場所です。

①山札から引いた遺失物カードは表向きにして

即座にここに置きます。

●キャラクターシート

各キャラクターの外見情報・持ち物・スタミナを表わ

します。

初期状態で以下の物があります。

・スタミナ（1人7つ）

・各ハンドアウトに記載されたアイテム

・移動宣言カード（12枚のオレンジ色の山札）※1
・投票カード（6枚の白色の山札）※1

①「***のカード置き場」と記載された広いスペース

には取得したアイテムカードを置きます。

②「使用済カード置き場」と記載されたスペースには

使用後に使えなくなったアイテムカードを置きます。

●ゲーム進行表

・退廃世界の流浪人のゲーム進行フローが載っています。

●カード取り扱い早見表

・カードの取り扱い方法について、まとめています。

外見情報

アイテムカード置き場

キャラ

全身絵

スタミナ

置き場

使用済み

カード

置き場



マーダーミステリー『退廃世界の流浪人』

●ユドナリウムの盤面の見方(2/2)

●移動宣言カード ●スタミナ ●アイテムカード
GM無しの場合、移動時に用いるカードです。 下記イメージのこと。
「***(図1の各地名)へ移動する」「移動しない」の12枚あります。 各自７つある（※上限７）

①アイテム名、絵だけが記載されたカード
使用手順：当マニュアル2頁　「●移動の手順（GM無しの場合）」 使用用途は以下の２通り ②裏側にも絵が記載されたカード
操作方法：ホームページトップ　「②ユドナリウムの操作確認」 　各キャラクターの初期アイテムに含まれています。

①場所移動で1消費 ③「使用できる」「使用する」と記載された、使用して効果を発揮するカード
　※使用後は、カードに記載された処理に従ってください。

②遺失物カードの 　　・【削除】と記載されていればカードを削除する。
　取得で1消費 　　・【使用済カード置き場に置く】と記載されていれば、

　　　図3：キャラクターシートの使用済カード置き場に置きます。
④「このアイテムカードは取得できない…」と記載された、

裏側イメージ 　　取得不可で閲覧のみ可能なカード。

取得しているアイテムカードは、更に以下の処理ができます。
・「全体会議フェイズ時」、”全体公開カード置き場”に置いて

●遺失物カード ●キャラクターコマ 　カード情報を全員で共有することができます。
下記イメージのこと。
マップ上に配置されている。 ・「全体会議フェイズ時」と「筆談フェイズ時」、同じ場所にいる他プレイヤーへ

　アイテムカードの受け渡しができます。（またはこっそり見せる事もできる。）
取得方法：

取得後、「全体公開カード置き場」に置いてください。（強制）

　※スタミナがある限り何度でも遺失物カードを引いてOKです。

操作方法：ホームページトップ　「②ユドナリウムの操作確認」
①表側イメージ
アイテム名・イラスト付き

裏側イメージ

②裏側イメージ（イラスト付き）
●投票カード
GM無しの場合、投票時に用いるカードです。
「***に投票」「投票放棄」の6枚あります。

使用タイミング：中盤仮投票、クライマックスの追放投票
操作方法：ホームページトップ　「②ユドナリウムの操作確認」

裏側イメージ 使用できるアイテムの例。
※下側に取得不可の注意書きがあります。 このアイテムの使用者は次の場所移動時に
　閲覧した後はアイテムテーブルの指定場所に戻してください。 2つ隣のマスを移動先に選択できます。

表側イメージ（6種）
表側イメージ④

取得不可で閲覧のみ可のカード
表側イメージ③

表側イメージ

絵が描かれているカードです。アイテムカードは以下4種類に分かれています。

①裏側イメージ

（ここからは任意）置いた際、Discord上で「＠everyone」を付けて全員
へカードを引いた旨を通知してもOKです。

※最初はハンドアウトに記載された場
所に配置されているため、最初の場所

移動まで動かさないでください。

各プレイヤーの現在地を示すのに
用います。

表側イメージ（11種）

文字が書かれたカードです。このカードはセントラルシティを訪れた人のメモの一
部が落ちているイメージです。事件の手がかりがあるかもしれません。

筆談フェイズ時に現在地に自分以外、誰もいない場合のみ
スタミナ1消費して1枚取得可能です。
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マーダーミステリー『退廃世界の流浪人』

●ルールのおさらい ★★禁止事項★★
最後にルールのおさらいです。 ① ハンドアウトの情報・他人の発言 をそのままコピペして貼り付けないでください。

　　（雰囲気重視のためです。　コピペされた情報が投下されてしまうと雰囲気が壊れてしまいます。）
●全体会議フェイズ時にできること。
①任意の人とアイテムカードの受け渡しができます。 ② あなたの目的をそのまま伝えないでください。会話しているのはハンドアウトのキャラクターです。

　　（①と同じ理由で、雰囲気が壊れてしまうためです。）

②(公開可能な)アイテムカードを全体公開する事ができます。 　　　例）
　公開したカードは所有プレイヤーがわかる位置に置いておいて下さい。 　　　　✕：学校に遅刻しない事が私の目的だから、その自転車を譲ってほしい。 ⇒　悪い例

　　　　○：学校に遅刻してしまいそうなんだ。自転車を貸してくれないかな？ ⇒　良い例
③セントラルシティの筆談掲示板に筆談を描きこむ事ができます。

③ 他人のハンドアウトを見る行為はおやめください。

また、Discord上で現在地ではない他のチャンネルを見る行為もおやめください。

●筆談フェイズ時にできること。 自分が過去に書いた筆談を遡って編集したりする事は禁止です。具体的には下記のような例です。
①「アイテムテーブル」の現在地・現在時間に対応した場所にアイテムカードがあれば取得・閲覧できます。 　　　　✕：過去に訪れた際に書き込んだ筆談の内容を、数十分後に再び訪れた際に修正する　→修正ダメ

　　8月1日時：現在地の8月1日のカードが取得できます。 　　　　○：書き込んではいけない事を誤って書いたり、誤記に気が付いた文章をすぐに編集して修正する　→修正OK

　　8月2日時：現在地の8月1、2日のカードが取得できます。

　　8月3日時：現在地の8月1、2、3日のカードが取得できます。 ★実施して問題ない行為
  ※複数人の人間がいる場合、その場にいる全員がカードを閲覧できますが、

　　取得できるカードの優先順位は以下となります。
　　所持アイテムカードの少ない人＞同数の場合、スタミナが多い人＞同数の場合、相談 ※ただし、嘘の付き過ぎは人から信用されなくなってしまうかもしれません。

②同じ場所に他プレイヤーがいない場合、スタミナ1消費して遺失物カードを取得できます。

　※取得後はすぐに全体公開カード置き場に公開して置きます。 ② 描写されていない事を脚色する事ができます。

③ホームページトップの⑧調査・議論フェイズの下にある ※例えばハンドアウトの時系列情報について
　現在地の「事件直近の筆談」を見る事ができます。 　特に何も記載されていない時間帯に「～をしていた」と言うのは問題ありません。

③ 自分に都合の悪い『人に話したくない情報』を口にしても問題ありません。

●全体会議・筆談時の両方で出来る事 ※ハンドアウトに記載された内容は、あくまで"指針"であって"絶対"ではありません。
①「アイテムカード」の使用。 ※ただし、ゲームを放棄するような情報の出し方はお控えください。
　使用するアイテムが「保存状態の良いスニーカー」である場合は、
　必ず全員に使用する旨を宣言してください。スニーカーは次の移動時まで公開状態に
　しておいてください。

②EXアイテムの取得条件を満たしており、アイテムテーブルにEXアイテムが残っている場合は

　自由に取得ができます。

③同じ場所に他人がいる場合、その人にカードを譲渡したりこっそり見せたりする事ができます。

★★筆談の実施方法★★
当マーダーミステリー「退廃世界の流浪人」は、筆談フェイズ時はその場に何人いようと筆談で会話、が行なわれています。　筆談は、以下のようなイメージで記載してください。

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」　***** *****には、各ハンドアウト1頁目  下に記載された「筆談の最後に入れる名前」を記載してください。

※　”筆談の最後に入れる名前”は、記載必須ではありません。あくまで雰囲気を楽しむための物です。
　　　事件解決が第一ですが、『退廃世界の流浪人』では雰囲気を楽しむようにして頂けると幸いです。

※　”筆談”とは対照的に、全体会議フェイズ時は全員が揃っているため口頭で会話　が行なわれています。

① このシナリオは全員が嘘を付く事ができます。

④
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