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Sスペシャル
　本書で追 加された【落
花】（p.142）、【惨 念】
（p.145）は、Sスペシャル
が関係します。

プロット忍法
　本書で追 加された【影
縫 】（p.138）、【幽 尾】
（p.145）は、プロット忍
法が関係します。

遠隔効果
　本書で追 加された【清
廉】（p.139）は、遠隔効果
が関係します。

■

新しい用語の定義
　以下の用語を新しく定義します。本書や、
以降に発行されるルールにおいて、以下のよ
うな用語が使用されます。

■

Sスペシャル
　特殊なスペシャルに関する新しい用語です。
行為判定で6のゾロ目を振ったときに発生する
スペシャルのことを、Sスペシャルと呼びます。

■

プロット忍法
　忍法の中でも、戦闘中のプロット時に使
用される忍法に関する用語です。使用タイミ
ングが、プロットの開始時から、攻撃の処理
が開始されるまでの間を指定されているサ
ポート忍法のことを、プロット忍法と呼びま
す。戦闘の開始時やラウンドの開始時に使用
する忍法はプロット忍法に含みません。

■

遠隔効果
　これは、そのシーンに登場していないキャ
ラクターを目標に選ぶことができる特殊効
果についての用語の定義と、それにまつわる
ルールの明確化です。
　以下の特殊効果は、遠隔効果と呼ばれ、
そのシーンに登場していないキャラクターを
目標に選ぶことができます。

●情報型遠隔忍法
　ドラマシーン中に、【居所】、【秘密】、
【奥義】など、自分が何らかの【情報】を獲
得しているキャラクターの中から目標を選ぶ
サポート忍法を、情報型遠隔忍法と呼びます。
情報型遠隔忍法は、そのドラマシーンに登場
していないキャラクターを目標に選ぶことが
できます。ただし、目標を選ぶ際、何らかの
条件が指定されていた場合、その条件は満
たしてください。
例：【訊杖】、【社会戦】、【雲梯】、【自動追尾
懺悔】、【影武者】、【干殺】、【漣】、【秘巡】、

【闇撃】、【暗殺】

●感情型遠隔忍法
　ドラマシーン中に、自分が何らかの【感
情】を獲得しているキャラクターか、自分に対
して何らかの【感情】を獲得しているキャラク
ターの中から目標を選ぶサポート忍法を、感
情型遠隔忍法と呼びます。感情型遠隔忍法
は、そのドラマシーンに登場していないキャラ
クターを目標に選ぶことができます。ただし、
目標を選ぶ際、何らかの条件が指定されて
いた場合、その条件は満たしてください。
例：【禍供犠】、【朋面】、【秘棺】、【木魂】、【死
絡】、【魔笑】、【甘露】、【呪戒】、【幸福破壊】、

【呪爆】

●選択型遠隔忍法
【占術】、【流行禍】、【友吊】、【赤眼】、
【誓約】、【怪文】、【反魂】、【郷談】、【浄
眼】、【毒眼】、【反間】、【探索組】、【天
国】、【神隠】、【指名手配】、【慢心】、【鎧

ここでは、『シノビガミ』のルールのわかりにくい部分の明確化や、
新しい用語の定義、追加ルールの紹介を行います。
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好きな変調を選ぶ
　 効 果 内 で 具 体 的 な 変
調 の 種 類 が 指 定 さ れて
いる場 合は例 外です。例
えば、本書で追 加された
【炎舞】（p142）や【毒牙】
（p145）を修得していれ
ば、「火達磨」や「猛毒」と
いった戦国変調表にある
効果を、現代編や退 魔編
でも使用します。【梟勇】
を修得している現代編の
キャラクターや、【搦め手】
を修得している戦国編の
キャラクターなども同様で
す。

何らかの特殊効果
　 例 え ば 、【 秘 棺 】（ 基
本p108）や【漣】（基 本
p170）などの忍法や、「新
たな使命表」（基本p137）
など表の効果によって【魔
人】の長所を修得すること
があります。ただし、これ
らの効果で修得できる長
所は、セッション終了後に
失われるため、調整する必
要はありません。

戸】、【伊賦夜】、【刑報】、【琴鳥】、【記者
会見】、【先輩面】は、そのシーンに登場して
いないキャラクターを目標に選ぶことができ
ます。

●強制型遠隔忍法
【変化】、【猫撫】は、そのシーンに登場して
いないキャラクターの中から目標を選びます。
シーンに登場しているキャラクターを目標に
選ぶことができません。

●ペルソナ
　ペルソナの効果で、好きなキャラクターを目
標に選ぶ場合、そのシーンに登場していない
キャラクターを目標に選ぶことができます。
ただし、目標を選ぶ際、何らかの条件が指定
されていた場合、その条件は満たしてください。

●エニグマ
　エニグマの効果で、好きなキャラクターを
目標に選ぶ場合、そのシーンに登場していな
いキャラクターを目標に選ぶことができます。
ただし、目標を選ぶ際、何らかの条件が指定
されていた場合、その条件は満たしてください。

■

変調とレギュレーション
　これは、変調とレギュレーションに関する
明確化です。何らかの効果で、好きな変調を
選ぶことになった場合、特に指定がない限り、
そのレギュレーションに則した変調表の中か
ら選んでください。
　現代編、退魔編、GP編、平安編であれば、
現代編の変調表の中から選びます。また、戦
国編、戦国退魔編であれば、戦国編の変調
表の中から選びます。

■

背景の最大修得数
　これは背景の最大修得数に関する明確
化です。セッション中、何らかの特殊効果に
よって階級による背景の最大修得数を超え
て背景を修得した場合、そのセッションの間
は、その背景を修得します。そして、セッショ
ンが終了した時点で、修得している背景の
数が最大修得数を超えていた場合、その数
が最大修得数と同じになるように調整します。
このとき、何らかの長所を未修得の状態にし
ても功績点は獲得できません。

●遠隔効果忍法表
特殊効果名 分類 収録

【訊杖】 情報型遠隔忍法 基本 p87

【社会戦】 情報型遠隔忍法 基本 p98

【雲梯】 情報型遠隔忍法 基本 p111

【自動追尾懺悔】 情報型遠隔忍法 基本 p113

【影武者】 情報型遠隔忍法 基本 p114

【干殺】 情報型遠隔忍法 基本 p117

【漣】 情報型遠隔忍法 基本 p170

【秘巡】 情報型遠隔忍法 p140

【闇撃】 情報型遠隔忍法 p141

【暗殺】 情報型遠隔忍法 p142

【禍供犠】 感情型遠隔忍法 基本 p89

【朋面】 感情型遠隔忍法 基本 p99

【秘棺】 感情型遠隔忍法 基本 p108

【死絡】 感情型遠隔忍法 基本 p111

【魔笑】 感情型遠隔忍法 基本 p114

【甘露】 感情型遠隔忍法 基本 p119

【木魂】 感情型遠隔忍法 基本 p172

【呪戒】 感情型遠隔忍法 忍秘伝 p126

【幸福破壊】 感情型遠隔忍法 忍秘伝 p133

【呪爆】 感情型遠隔忍法 p140

【占術】 選択型遠隔忍法 基本 p82

【流行禍】 選択型遠隔忍法 基本 p87

【友吊】 選択型遠隔忍法 基本 p95

【赤眼】 選択型遠隔忍法 基本 p97

【誓約】 選択型遠隔忍法 基本 p100

【怪文】 選択型遠隔忍法 基本 p101

【反魂】 選択型遠隔忍法 基本 p107

【郷談】 選択型遠隔忍法 基本 p114

【浄眼】 選択型遠隔忍法 基本 p116

【毒眼】 選択型遠隔忍法 基本 p116

【反間】 選択型遠隔忍法 基本 p117

【探索組】 選択型遠隔忍法 基本 p118

【天国】 選択型遠隔忍法 基本 p120

【神隠】 選択型遠隔忍法 基本 p172

【指名手配】 選択型遠隔忍法 基本 p169

【慢心】 選択型遠隔忍法 忍秘伝 p126

【鎧戸】 選択型遠隔忍法 忍秘伝 p126

【伊賦夜】 選択型遠隔忍法 p143

【刑報】 選択型遠隔忍法 p143

【琴鳥】 選択型遠隔忍法 p143

【記者会見】 選択型遠隔忍法 p146

【先輩面】 選択型遠隔忍法 p146

【変化】 強制型遠隔忍法 基本 P109

【猫撫】 強制型遠隔忍法 p139


