
真・女神転生 200X 判定（のみ）改訂案 

 

 1．基本        

1d100 を振り、目標値以下が出れば成功とな

ります。 

出目「01」は自動成功、「96～99」は自動失敗、

「100」はファンブルとなります。 

 

判定が成功した上で、出目の下 1 桁が「1」で

あればクリティカルとなります。つまり、出目「01」

は自動成功かつクリティカルとなります。 

 

「会心」や、スキルのランク上昇によりクリティ

カル率の上昇が発生する場合、出目「1＆2」で

クリティカルするようになります。 

その中でも、「レイズアップ」や「ラッキーチャー

ム」のように判定値の 1/4 でクリティカルさせる物

であれば、1d100 の下 1 桁が「1～3」でクリティカ

ルするようになります。 

 

 2．マルチアクション       

廃止します。 

 

 3．成功段階の導入       

2．で廃止したマルチアクションに代わる、高

い判定値を持つ PC の救済策、ならびに極端に

高い回避＆防御の判定値を持つ PC＆NPC へ

対策する為のルールです。 

 

全ての判定値に以下の記入欄を追加します。 

 

成功度 ： 1Lv   判定値の 1/5 

  〃    2Lv    〃   1/2 

  〃    3Lv    〃 そのまま 

 

判定を行った際、その出目からまず判定が成

功したか否かを判断し、成功したのであれば「1

～3Lv」の各段階の何処まで成功したかを確認

します。 

その後、判定の成否、並びに成功であればそ

の成功度を宣言します。 

 

この時、成功度は自分が到達している段階で

あれば、好きな段階を宣言できるものとします。 

つまり、判定の出目が「判定値の 1/2」まで到

達しているキャラクターは、自分の成功段階を

「成功 1Lv」と「成功 2Lv」の好きな方を宣言でき

ます。 

これは例えば手加減や、舐めプをすることが

出来ることを意味します。 

 

また、対抗判定を行う際は、受動側は「判定

が成功し、その上で能動側の成功段階以上の

段階に至っていなければならない」とします。 

具体的な判定の処理としては、以下のように

なります。 

 

能動側 ： 判定値 120％（1/2＝60％、1/5＝

24％）に対 して出目 「45」であれば 

「成功 2Lv」となります。 

受動側 ： 判定値 70％（1/2＝35％、1/5＝14％）

に対して出目「37」であれば、「成功

1Lv」止まりであり、対抗判定は受動

側の失敗となる。 

 

つまり、判定を成功・失敗だけでなく、「どの程

度成功したのか」を算出することを目的とした改

訂となります。 

 

なお、判定がクリティカルしている場合、相手

が通常の成功（＝クリティカル以外）であれば、常

にクリティカルが優先されます。双方がクリティカ

ルの場合、やはり成功度の比較を行います。 

クリティカル 1Lv と成功 3Lv であれば、まずクリ

ティカルが優先されるので、クリティカル 1Lv の勝

利となります。 

 

 4．命運の新たな使用方法      

命運の新しい使用方法として、以下の項目を

追加します。 

 

・命運を 1 点消費することで、判定の成功度を

＋1、または－1 することができる。 

なお、命運を何点消費しても「成功」から「ｸﾘ

ﾃｨｶﾙ」に上昇させることはできない。 

逆に、「ｸﾘﾃｨｶﾙ」から「成功」へ低下させる

ことは可能とする。 

 

これにより、振り直しよりも確実に高い成功度を

獲得することが出来ます。 

ただし、元の判定値が低いと初期の成功度が

低い為、命運の消費が激しくなります。 
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 5．回避＆防御判定       

廃止します。 

 

これに代わり、ルールによって算出される回避

判定値、防御判定値を元に、命中判定および

魔法攻撃の判定を行う際の必要成功度を、以

下のように規定します。 

 

回避判定値 必要成功度 

 25％未満  1Lv （判定値そのまま） 

 25～49％  2Lv （判定値の 1/2） 

 50％以上  3Lv （判定値の 1/5） 

 

防御判定値 必要成功度 

 51％未満  2Lv （判定値の 1/2） 

 51～99％  3Lv （判定値の 1/5） 

 100％以上  ｸﾘﾃｨｶﾙ（出目の下 1 桁が 1） 

 

回避・防御の両方が可能なキャラクターが攻

撃を受けた場合、回避と防御のどちらを使用す

るかを決定し、必要成功度を宣言します。 

回避を選択した場合、敵の攻撃が必要成功

度以上であれば命中、未満であれば失敗となり

ます。 

防御を選択した場合、敵の攻撃は必ず命中

します。その上で、敵の攻撃が必要成功度以上

であれば通常通りのダメージを適用し、未満で

あれば防御に成功したものとして防御点へのボ

ーナスや防御相性を適用してダメージを算出し

ます。 

 

呪文、スキル、絆などで回避、防御の判定値

を上昇させた場合、その上昇後の判定値に合

わせて必要成功度も変化します。 

 

回避は通常の回避、ならびに《スウェー》のス

キルが該当します。防御は《防御》､《盾防御》､

《魔法防御》が該当します。 

 

 6．反撃系スキルの扱い       

前述で回避・防御に分類したスキルを除く、

敵からの攻撃に対して反撃を行うスキルを反撃

系スキルと分類します。 

これらは回避・防御とは異なり、反撃系スキル

の判定はこれまで通りの扱いとなります。 

 

勿論、成功度は導入しますが。 
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 7．BS 判定の変更       

現状、バッドステータスを受けたか否かの判

定は、概ね攻撃を受けた側が判定を行っていま

す。これは PC であれば特に問題の無い処理で

すが、NPC（≒敵）の場合は数が多く、処理が煩

雑で手間が掛かってしまいます。 

そこで、5．の回避・防御の判定と同様の処理

に切り替えることとします。 

 

PC・NPC は【魔】と【体】の能力値から、バッド

ステータス付与の必要成功度を算出します。 

 

【魔】と【体】の合計  BS 付与の必要成功度 

30 以下  1Lv 成功 

31～59  2Lv 成功 

60 以上  3Lv 成功 

 

攻撃を行った側は、スキルで指定されている

BS の成功率を判定値として判定を行います。 

判定が成功であれば、攻撃を受けた目標は

BS を受ける可能性があります。攻撃側の BS 判

定の成功度が目標の BS 付与の必要成功度以

上であれば、目標はそのバッドステータスを受け

ることになります。 

この時、目標の防御相性によって、BS 付与の

必要成功度は以下のように変化します。 

 

相性   BS 付与の必要成功度 

弱い    －1 

強い    ＋1 

無効    判定なしで BS にはならない 

 

必要成功度が 0 になった場合、攻撃側の BS

判定が自動失敗（出目 96 以上）でない限り、攻

撃を受けた目標は必ずその BS を受けます。 

 

 



 

 8．手加減        

元のルールの通りの手加減は命中率＆ダメー

ジを低下させるのみであり、戦闘を無暗に長期

化させるだけである為、以下の様に変更します。 

 

手加減は素手による近接格闘攻撃でのみ宣

言できる。武器による格闘攻撃（生得武器を含

む）、射撃攻撃、魔法攻撃では手加減を行うこ

とはできない。また、格闘攻撃スキルと併用す

ることはできない。 

手加減を宣言した場合、命中判定は通常通

り行う。この時、クリティカルは発生しなくなる。

出目がクリティカルであった場合も通常の成功

として扱うこと。 

ダメージの算出は威力ロールを行わず、威

力修正のみを適用する。 

このダメージで目標の HP が０になった場合、

DEAD 状態にはならず、SLEEP 状態として扱う。

この SLEEP 状態は目標の防御相性を無視し、

また手番開始時の回復判定はできない。 

目標の HP が 0 にならない場合も、目標に対

して SLEEP 50％（2Lv：25％／3Lv：10％）を付与

する。この SLEEP は前述のものと同じく防御相

性を無視する。 

 

 9．カジャ・ンダ系呪文の変更      

味方へのバフを行うカジャ系呪文、敵へのデ

バフを行うンダ系呪文を以下の様に変更しま

す。 

 

●共通 

基本的に各呪文の効果はランクⅠの時点で

完成し、ランクⅡ、Ⅲでは以下の様に変化する。 

 

ランクⅠ 各呪文の基本の効果が発揮される。

呪文の効果は、「呪文を発動した次のタ

ーンの終了時」まで持続する。 

ランクⅡ 呪文の効果は変わらない。持続時間

は、「呪文を発動した次のターンから数え

て 3 ターン目の終了時まで」持続する。 

ランクⅢ 呪文の効果は変わらない。呪文名に

［強制］が付加され、補助アクションで強

制的に発動する様になる。ただし、持続

時間はランクⅠ同様、「呪文を発動した

次のターンの終了時」に変化する。 

 

持続時間は極端に短くなりましたが、その代わ

りに重ね掛けは何度でもできるものとします。 

 

 

●スクカジャ／スクンダ 

この呪文の効果を受けた対象は、判定に対

する有利／不利を得ます。 

 

有利とは、1 回の判定に対して 1d100 を 2 回

振り、その 2 つのいずれか小さい値（あるいはクリ

ティカルしている値など）を選ぶことができるように

なります。 

不利とは、有利とは逆に 2 つの 1d100 のうち振

った当人にとって不利となる値（基本的には、成功

度を下げる為のより大きな値。それがｸﾘﾃｨｶﾙしてい

るならもう 1 つの値、等）を選ばなければならなくな

ります。 

有利と不利が重なった場合、互いに相殺して

通常通りの判定となります。 

 

スクカジャは、持続時間中に行われるいずれ

かの判定のうち任意の 1 回に有利を得ます。 

スクンダは、持続時間中に行われる最初の判

定 1 回に不利を得ます。 

重ね掛けされた場合、ダイスを 3 回振って選

ぶのではなく、有利／不利の回数が増えるものと

します。 
 

 

●ラク／マカ／タルカジャ （ンダ） 

それぞれ物理威力（剣・ガン相性の威力）、魔法

威力、物理＆魔法防御点に対し、ボーナスを与

える呪文です。 

基本的に、ボーナスは＋10 で固定とします。

重ね掛けされた場合、＋20、＋30、＋40 と累積

していきます。 

 

●その他 

200X の「フォッグブレス」や「呪縛の祈り」等の

最初から複数のダイスを振ることができるスキル

の場合、そのダイスの個数分重ね掛けしている

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 10．《飛行》スキルの変更       

《飛行》スキルの効果を以下のように変更しま

す。 

 

《飛行》 

タイミング ： 補助 判定 ： 自動 

コスト    ： 12MP 威力 ： ―― 

対象    ： 自身 相性 ： ―― 

効果 ： シーン終了まで、対象は空を飛び、

地上の障害物に関わらず移動すること

ができる。シーン移動や登場の判定に

＋20％のボーナスを得る。 

戦闘中に使用した場合は上記に加え、

前列・後列の移動を “補助” タイミング

で行うことが可能となる。逃走の判定に

＋20％のボーナスを得る。 

 

 9．その他の判定値への修正      

「幸運な助言」や「冴えたやり方」、「絆レベル

の使用」等による判定値へのボーナスが発生す

る場合、基本の判定値のみ増加し、1/2 や 1/5

の各成功段階の値へは影響しないものとする。 

つまり、通常の成功の範囲は広がるが、高い

成功段階に至る可能性は変化しない、ということ

です。 

 

 

 

 

以上が改訂ルールの全てとなります。 
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