安全確保 &
キャリブレーション
カード

ロールプレイ は各プレーヤーの即興によって常に状況が変化

家庭⽤印刷版

全てのカードをどのゲームにも⼀律で採⽤する必要はありませ
ん．TRPGの⽅が⽣かしやすそうなカードもあれば，LARPの⽅が取
り⼊れやすそうなカードもあります．また，ゲームのシステムやシナ
リオによっては，カードの内容が既に盛り込まれているものもありま
す．ファシリテーターの皆様は，ぜひゲームを始める前にどのカード
を取り⼊れるのか，あらかじめ考えてください．GMの関与が少ない
ゲームなら，事前のグループディスカッションを通して，どのカード
を採⽤するのか参加者同⼠で決めさせるのも良いでしょう．ゲームの
安全性は採⽤する枚数に応じて確保されるわけではないのです．

します．そのため，キャラクターとしてではなくプレーヤー個⼈とし
て受け⼊れがたい局⾯を迎えたり，ファシリテーターの狙いに全く沿
わない⽅向へゲームが進んだりすることもあります．このカードは，
個々のプレーヤーがゲーム内で許容できる（または，許容できない）
展開をプレーヤー間で明らかにし合うことで，誰にとっても安全で無
理なく楽しめるようにするためのカードです．

重要なことは，ゲームの参加者全員が無理なくカードを使えるように
することです．そのためには，ゲームを始める前にカードの使い⽅を
よく説明し，実際に使⽤する練習をすることです．また，ゲーム上ど
のような展開が起こりうるのか，あらかじめ話し合うことで，誰かが
カードを使いやすくすることも⼤切です．このカードは，参加者同⼠
が互いに信頼しあい，全員の安全を確保しようとする姿勢がなければ
全く役に⽴ちません．
グループ内で採⽤したカードについては，いつ誰がどの場⾯で使⽤し
ても構いません．また，カードを使⽤した理由について，そのプレー
ヤーに質問するのは避けましょう．｢ありがとう｣と参加者同⼠で感謝
を伝え合えばいいのです．
このカードについてのもっと詳しい情報は，

https://dtwelves.com/
を参照ください．

クレジット:
カットとブレーク: Nordic larp コミュニティ, Emily Care BossとMatthijs Holter翻案

メタ発⾔: US larp コミュニティ
ライン (線引き)とベール (ぼかし): Ron Edwards
ルックダウン: Johanna KoljonenとTrine Lise Lindahl
キャラ離脱 (OOC): Maury Brown, Johanna KoljonenやUS/Nordic larp コミュニティ
OKチェクイン: Maury BrownやSarah Lynn BowmanとHarrison Green製作,
Johanna KoljonenとNordic larp コミュニティ翻案
離席: Eirik FatlandとNordic larp コミュニティ
画⾯修正: Beau Sheldon
たすけ船: Jay Sylvanoの“Support Signals”を元にTayler Stokes翻案
X-カード: John Stravropoulos
美術・レイアウト: Dale Horstman
著者: Karen Twelves
プロジェクトマネージャー: Ash Cheshire
カード製作: Lizzie Stark, Sean Nittner
⽇本語訳: 加藤さゆり
レイアウト (⽇本語版): Björn-Ole Kamm
⽇本語版発⾏者: ⽇本RPG学研究会 (https://jarps.net)

おうちで
印刷するには

X-カ

4ページ以降の偶数ページにはカードの説明がつ
いています．家庭⽤プリンタで両⾯印刷した時に
多少ずれてもカードとして使えるよう，こちらの
ページには切取り線はありません．
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カードを全部印刷できたら，切取り線に従い定
規とデザインカッター等で⼀枚ずつ切り離して
ください．珍しいコーナーラウンダーパンチを
⼿に⼊れて，カードの⾓をクリッピングする
と，最も素敵なカードセットになります．

印刷する⽚⾯が奇数ページとなるよう，3ページから
始めてください．裏⾯にカードの説明が印刷できるよ
うプリンターの印刷設定に注意してください．

X-カード
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【発動条件】
｢早戻し（巻戻し）｣と⾔う，
またはこのカードを掲げてく
ださい．このカードは，プレ
イ中いつでも使⽤できます．

【発動条件】
このX-カードを掲げる，または
腕や指で｢×｣を作ってくださ
い．このカードは，プレイ中い
つでも使⽤できます．腕や指で
の｢×｣はLARPでも使⽤可能で
す．

リプレイ
【ゲーム開始前】
誰もが取りやすい場所に置い
てください．
【発動条件】
｢リプレイ｣と⾔う，またはこ
のカードを掲げてください．
このカードは，プレイ中いつ
でも使⽤できます．

【カードの効果】

【カードの効果】

以降のロールプレイを，ゆっ
くりまたはコマ送りで進めま
す．参加者間で慎重に確認し
たいことがある時に役⽴ちま
す．

これまでのロールプレイを，
ゆっくりまたはコマ送りでふ
り返ります．細部を明確にし
たい，こだわりを共有したい
時に役⽴ちます．

⼀時停⽌
(ポーズ)
【ゲーム開始前】
誰もが取りやすい場所に置い
てください．
【発動条件】
｢⼀時停⽌（ポーズ）｣と⾔
う，またはこのカードを掲げ
てください．このカードは，プ
レイ中いつでも使⽤できます.
【カードの効果】
ロールプレイを⼩休⽌しま
す．場⾯について確認や修正
はしません．

TRPG – 画⾯修正の⼀部

｢スロー再⽣｣と⾔う，または
このカードを掲げてくださ
い．このカードは，プレイ中
いつでも使⽤できます．

誰もが取りやすい場所に置いて
ください．

【カードの効果】

TRPG – 画⾯修正の⼀部

【発動条件】

｢早送り｣と⾔う，またはこの
カードを掲げてください．こ
のカードは，プレイ中いつで
も使⽤できます．

【ゲーム開始前】

望ましくないプレイしたこと・
シーンを任意に削除することが
できます．

TRPG – 画⾯修正の⼀部

誰もが取りやすい場所に置い
てください．

【発動条件】

任意のプレイまでスキップす
ることができます．

任意のプレイまで戻り，内容
を修正することができます．

【ゲーム開始前】

誰もが取りやすい場所に置い
てください．

【カードの効果】

【カードの効果】

スロー再⽣

【ゲーム開始前】

X-カード

TRPG

誰もが取りやすい場所に置い
てください．

早送り

TRPG – 画⾯修正の⼀部

【ゲーム開始前】

TRPG – 画⾯修正の⼀部

早戻し
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再開
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ベール (ぼかし)
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【発動条件】
｢キャラ離脱｣と⾔った後，ど
の⾔動についてキャラクター
になりきらないか説明してく
ださい．
例｢『キャラ離脱』 私のキャ
ラクターがあなたにキスして
もいいですか？｣

プレイ中もいつでも使⽤で
き，カードを使う対象につい
て，ゲーム上全く存在しない
ものとして扱います．

プレーヤーはいつでも，また
どんな理由でもプレーヤー⾃
⾝のために離席する権利があ
ります．
｢スマホを⾒たい｣，｢⽔が飲み
たい｣，｢ゲームが合わない｣何
の理由でも構わないのです．
※ゲームへ完全に復帰しない
場合は，GMや主催者，ファ
シリテーターに伝えましょう.

たすけ船

誰もが取りやすい場所に置い
てください．
【発動条件】
｢場⾯修正｣が終わった後，｢再
開｣と⾔う，またはこのカード
を掲げてください．
【カードの効果】
プレイを再開します．

【ゲーム開始前】
誰もが取りやすい場所に置いて
ください．
【発動条件】
プレイ中，他のプレーヤーに対
して⾃分が求める指向性を指し
てください．
【カードの効果】
（みどり）もっとやれ

【発動条件】

（きいろ）そのまま

｢離席｣と⾔う，またはこのカ
ードを掲げてください．

（あか）おさえて
本カードの別名は｢同意フラワ
ー｣です．

TRPG

場⾯の状況に合わせるため，
プレーヤーがキャラクターに
なりきらない状態でロールプ
レイしたい時，このカードを
使⽤してください．

離席

【カードの効果】

【ゲーム開始前】

TRPG – 画⾯修正の⼀部

キャラ離脱
(OOC)

ゲーム内での判断がぶれない
ようにするため，何をゲーム
に存在させないでおくか，参
加者同⼠で吟味してくださ
い．

再開

TRPG & LARP

（映像演出におけるパンまた
はフェードアウトに同じ）

【ゲーム開始前】

TRPG – ライン & ベールの⼀部

カードを使う対象について，
具体的な描写は避けるが，対
象そのものは活きており，そ
の後のシナリオにも影響させ
ます．

ライン
(線引き)

TRPG & LARP

【カードの効果】

TRPG – ライン & ベールの⼀部

ベール
(ぼかし)

ルックダウン

出⼝

親指を⽴てる (⼤丈夫)

メタ発⾔

OK (平気?)

“ ” OK
親指を下に向ける (ダメ)

カット (中⽌)

ルックダウン

LARP

親指を下に
向ける (ダメ)

LARP

【動作】
胸の前でOKサインを作り，参
加者にアイコンタクトをとって
ください．相⼿の｢親指を⽴て
る (⼤丈夫)｣／｢親指を下に向
ける (ダメ)｣が出そろうまで待
ちましょう．
相⼿の返答が｢⼤丈夫｣以外の動
作や無反応だった時は，｢ダメ｣
と同じとします．

メタ発⾔

LARP – カット & ブレークの⼀部

他の参加者の⼼情を確かめるた
めに使います．

LARP– OKチェックインの⼀部

OK (平気?)

キャラクターはその場に存在し
ているが，プレーヤー⾃⾝はゲ
ームや場⾯を中断せずに離れた
い時に使います．

メタ発⾔をする時に使います．
【動作】
⽚⽅の腕を曲げ，頭の上に掲げ
てください．

特に同時多発的に⼤勢の参加者
が集うゲームで役に⽴ちます．

類例
⽚⽅の腕を曲げ，横に掲げる

【動作】

⼿の指⼆本を，伸ばしたまま交
差させ，頭の上に掲げる．

⽬の前を⼿で覆ってください．

相⼿から｢OK｣の動作が返され
た時は｢⼤丈夫｣として構わない
でしょうが，確認のためもう⼀
度相⼿に｢OK｣で聞き返すと良
いでしょう．

カットした参加者以外の参加
者は，主催者，GM，プレー
ヤーを問わず，ロールプレイ
を再開する前にこのセッショ
ンが誰にとっても安全・安⼼
なものとなるよう，どのよう
に修正すべきか協⼒しあわな
ければなりません．また，カ
ットした参加者にその理由を
問うことは避けましょう．
【動作】
｢カット｣と⾔う
または
⼿のひらを⾃分側に向けたま
ま腕を伸ばして交差させ，下
に向ける．

他の参加者から｢OK｣のサイン
を受けた際，OK／平気ではな
いことを伝えるために親指を
下に向けましょう．
OKサインを出した⼈は，キャ
ラクターから離れて，GMま
たは主催者に⽀援を求める，
あるいはゲームを始める前に
決めたやり⽅（⼀緒にその場
を離れる，プレイを中断す
る，全員がプレイできるよう
になるまで協議する 等）で
OKではないプレイヤーの安全
を確保します．

親指を⽴てる
(⼤丈夫)
他の参加者から｢OK｣のサイ
ンを受けた際，ゲームの楽し
んでいて，OK／⼤丈夫である
ことを伝えるために親指を⽴
ちましょう．
その後，OKサインを出した
⼈は，そのままロールプレイ
を続けます．

LARP– OKチェックインの⼀部

ゲームを中断したい時に使い
ます．

LARP– OKチェックインの⼀部

カット (中⽌)

ブレーク (落ち着こう)

!

参加者にシーンを突き詰めす
ぎないようにしたい時に使い
ます．
【動作】
⼿のひらを下に向け胸の⾼さ
まで上げる
または
｢ブレーク｣と⾔う（｢優しく｣,
｢落ち着いて｣，｢ラルゴ｣，等
ゲームにあった⾔葉に置き換
えても良いでしょう．また，
ブレークの動作と⼀緒に⾏っ
ても良いでしょう.）

LARP – カット & ブレークの⼀部

ブレーク
(落ち着こう)

