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③Beast Modeに追記
同効果は、戦闘中のみ継続し、術者の死亡、昏倒によって消散する。

キャラクターの転生に追記。
転生時、倉庫を経由した場合を除き、装備、ゴールドの持ち越しはできない。
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呪師スキル好色DisBelieveに追記。
敵の味方間のIAに対してCAとして発動し、その効果を無力化する事ができる。
SD判定。勝利すると、効果の無力化に加え、
以降、該当IAの発動に2倍のMPを消費させる事ができる。
効果は戦闘終了まで継続する。

呪師スキルDominationに追記。
また、MPを消費した場合、3点につき1点を術者に送る（奪われる）。
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盗賊にマスタリに追記。
山勘失敗時は、即座に罠が発動する。

呪師スキルItchの文言を修正。
該当箇所参照。
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魔師スキル二重属性に追記。
その属性魔法、属性ウォールの発動が可能になる。
↓
その属性魔法、属性ウォールの発動が可能になり、また、その属性の耐性を得る。

符師スキルサイコメトリーに追記。
Imbruingを得る。

符師スキル呪符貼付黒札に追記。
DB無効。

神官クラス特性の誤りを修正。
キャラクター作成時、初期装備として武器を二種から選択。
↓
キャラクター作成時、初期装備として武器を三種から選択。

神官スキルIron Cradleの文言を修正。
ACの上昇は、次回の自行動順の終了と同時に解除される。

神官スキルソウルブーストの文言位置を移動。

神官スキルIron Cradleの文言位置を移動。

■戦闘の詳細【移動】に追記と削除。
追記
・斜め正面に敵がいる場合、その隣へ踏み込む事はできる。
削除
　ただし、踏み込む者の味方前衛（半身であっても）のさらに前には移動できない。

用語集耐性の文言を修正。
火、水、風、土のいずれかの属性攻撃を半減させる。
↓
効果を半減させる事。属性耐性の場合、火、水、風、土のいずれかのダメージを半減させる。
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エレメント水の効果に追記。
冬の心
出血、毒、各種蟲など継続ダメージが発生すると、失われたHPと同値のMPを得る。
この効果は、初回の発動から3R経過すると解除される。
↑途中、継続ダメージが追加、重複しても経過Rのカウントに影響しない。
同効果が解除された事によって、継続ダメージが消散する訳ではない。

司祭、神官スキル聖なる武器、防具から殺人鬼を削除。

司祭、神官スキル聖なる防具に追記。
同スキルによるダメージ低減は、
対象となった防具の外部から内部の肉体への方向性を持った攻撃に適用される。
その為、対象の肉体を直接目標とする攻撃、
例えば、呪師スキル暴食Life Drain、護人スキル外劫蟲吸血蟲などには、適用されない。

魔師スキル使い魔に追記。
LvUP時、HP、MPを使い魔に振り分ける事ができる。
その場合、SD、DBは術者に振り分けられる。

魔師スキル展開術迷走に追記。
影響を与えるのは移動のみの為、同スキルによって移動を阻害された対象は、
移動を含まないたの行動を改めて行なう事ができる。

魔師スキル展開術リリーフに追記。
その場合、対象二体と能力勝負を行ない、勝利する必要がある。
↑自分は1回、敵はそれぞれ1回ずつ計2回持ち点を出して判定を行なう。

護人武器としてパルチザンを追加。
各所参照。

護人マスタリに牽制を追加。
該当箇所参照。

護人スキル外劫蟲緑縞蟲に追記。
CA、IAの発動によってダメージがあっても、その発動は、中断されない。

呪師スキルItchの文言修正。
1D（AC無視）の暗黒属性ダメージを受け、1MPを失う。

呪師スキル強欲Soul Blastの文言修正。
1魂につき1Dの暗黒属性ダメージ。

呪師スキル暴食Life Drainに追記。
抵抗無効化。DB有効。吸収は暗黒属性ダメージとして処理する。

呪師スキル血の契約Gore Fieldに追記。
ダメージは1D+2。物理。AC有効。DB有効。術者は行動順を消費しない。

呪師スキルInfinitive LawThe Handに追記。
↑ダメージは1D+2。物理。DB有効。AC有効。

呪師スキルDominationVital Bombに追記。
RE判定。抵抗半減。AC無効。DB無効。暗黒属性ダメージ。

武器デスサイズに追記。
攻撃時、敵の盾によるDF1を無視する事ができる。

武器フレイルに追記。
フレイル強度1の為、出目12でのファンブル時、使用不能となる。

聖水の価格を変更。
200G　→　100G

◇フォーメーションについてに追記。
前衛が壊滅した場合、後衛が自動的に繰り上がる。
↑多段攻撃の途中に敵の前衛が壊滅しても、繰り上がりは起きず、攻撃の終了後繰り上がりが起きる。
↑繰り上がりは、移動として処理する。
・敵フォーメーションへの踏み込み攻撃は、移動攻撃として処理する。

【攻撃】
・特に記述がない攻撃によるダメージは、物理ダメージとして処理する。

〔直接物理攻撃〕に追記。
↑隣接していない味方、即ち半歩離れた味方は、包囲効果を妨げない。

【エレメント】
・EL水冬の心に適用される継続ダメージとは、原則として一度適用された場合、以降判定がないものを指す。
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各所、殺人鬼、パルチザン関係箇所を修正して再ＵＰ。
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②Elemntal Blastに追記。
↑この弱体化は、司祭スキル加護などによって得た耐性効果と相殺される。

司祭スキルSpirit Echoに追記。
ファンブル発生時、IAとして発動し、その味方のMPを4点回復させる。

符師スキル黒札に追記。
↑ダイスロールするマイナス効果には適用がない。

護人スキル外劫蟲緑縞蟲に変更。
上位種は、使役が難しく、3MPを消費するが、
宿主（対象の敵）の体内に侵入する際、周囲を侵食する。
その為、侵入ダメージに加え、最大HP、最大MPを3点減少させる。
↑処理の順序は、侵入ダメージ後、最大値減少。

神官スキルOld Scool通打に追記。
自分の物理攻撃時の打撃効果を二倍にする。命中判定時発動。効果は瞬間。

〔武具〕に追記。
・手に持った装備を足元に落として、行動する事は、一つの動作としてできる。
また、移動後、落とす事も一つの動作としてできる。

戦後処理に追記。
帰還は、原則として宣言があった瞬間、完結するものとする。
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騎士スキル四方陣に追記。
包囲効果、雄叫び、よろめき、朦朧、側撃無効。

司祭スキル慈愛Last Wishに追記。
慈愛によって、HPを分け与えてHPが0になった場合、Last Wishは発動しない。

符師スキルマグネットに追記。
↑武器は手に持っている物を対象とし、補助枠の装備を対象としない。

魔師スキル時間操作インテンションに追記。
イニシアティブ判定は、戦闘開始前と見做し、同スキルの対象とならない。

魔師スキル使い魔に追記。
使い魔による属性魔法発動時、エレメンタルフィーストは有効とする。

魔師スキル展開術迷走の誤字を修正。
移動を含まないたの行動を改めて行なう事ができる。
↓
移動を含まない他の行動を改めて行なう事ができる。

魔師スキル展開術側撃に追記。
側撃は、踏み込み攻撃の為、フォーメーションの横幅による制限を受ける。

符師スキル物理シールド、踊る武器に変更。
展開には行動順のみを消費。
↓
展開には2MPを消費し、行動順を消費しない。
↑他行動の後、処理される。

神官スキル捕縛術から以下を削除。
同一目標に投げる場合、二つ目のボーラ投擲には+2の修正。

ヴァリアントスキルギロチンスラストを凍結。

〔直接物理攻撃〕
↑包囲効果（そのカウントを含む）はラウンドを跨いで適用されない。
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呪師スキル傲慢Anti Elementに変更。
敵の行動順と同時に回復。
↓
効果は継続し、敵の2回目の行動順の終了と同時に回復。

エルフスキルNine Taileに追記。
その為、例え射線確保によって昏倒するとしても、射撃は止まらない。

【エレメント】
・EL効果の発動は、スキルに合わせる事ができる。

■戦闘の詳細
◇フォーメーションについて
・フォーメーションは前衛、後衛によって編成される。
↓
・フォーメーションは必ず前衛、後衛によって編成される。
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GM担当者には、200Ｇ、サブGM担当者には、100Ｇを配布する。

暗黒、魔法生物に対する呪いは原則として有効とする。
ただし、その効果については低減される場合がある。

盗賊スキル軽戦闘チェイスコンボの文言を修正。
補助武器を装備している場合、二段目の攻撃に使用する事ができる。
↓
補助武器を、その枠に装備している場合、二段目の攻撃に使用する事ができる。

盗賊スキル影舞いに追記。
影舞いの判定には、クローク装備による修正はない。

魔師スキル使い魔に追記。
使い魔は、騎士スキルカリスマの効果対象とならない。

護人スキル貫通に追記。
ただし、後衛への基本ダメージには-1の修正。
例えば、スピア（1D+3）持ちが、貫通を発動（命中）し、
敵前衛がAC2、敵後衛がAC1の場合、
貫通発動者が、ダメージロールで4を出したとすると、
敵前衛5ダメージ、敵後衛に5ダメージとなる。
後衛とは、隣接して後ろにいる者とする。
長柄攻撃から発動する事はできない。

呪師スキルItchに追記。
Itchのダメージは、EL水冬の心の対象とならない。

呪師スキル血の契約Bloody Fangに変更＆追記。
無属性ダメージ　→　暗黒属性ダメージ
HPが減少している敵に対しての発動は、判定に+1の修正を得る。

■その他に追記。
毒などの継続ダメージによる死亡は、その発動者を殺人者とする。

■Gate外における判定に追記。
　Gateのルールは、ネット上での放送環境に最適化されている。
　特に戦闘は苛烈で、敗北時のプレイヤーの再起が難しい場合が想定される。
　これは、限られた仲間との和気藹々プレイや、キャンペーンシナリオプレイには適さない。
　その為、他の環境、例えばハウスプレイの際には、振り直しルールを適用しても良いだろう。
　振り直しとは、直前のダイスロールの出目に不満がある場合、再度のダイスロールを行なうもので、
　GMはプレイヤーと相談の上、回数制限、適用方法を決めておく必要がある。
　以下、振り直しルールの適用サンプル。戦闘の緊張感を残す塩梅。
　1戦闘に1回のみ、全判定に適用される。
　直前の出目と、振り直しの出目を比較して、有利な方を選択できる。
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The Gate Verβ Fourth Season
↓
The Gate Verβ Fifth Season

キャラクターの転生①Blood Magicに変更。
該当箇所参照。

剣士スキル影疾りの誤字を修正。
影走りを得る。　→　影疾りを得る。

騎士スキル四方陣の文言修正。
側撃無効。　→　側撃（背撃）無効。

盗賊スキル投げるに追記。
また、敵にキャッチされた場合、戦闘後取り返す事ができる。

魔師スキル展開術側撃の名称変更。
側撃　→　遊撃

符師に以下を追記。
　符師マスタリ内のスキル発動時、1MPを消費し、
　LvUPによって獲得した分のSD値をMS値に加算する事ができる。
　↑LvUPによって獲得した分のMS値をSD値に加算する事もできる。
　例。MS8、SD2の場合、SD2分を加算し、MS10として判定に使用できる。
　また、MS1分を加算し、SD3としても判定に使用できる。
　↑成功判定にのみ適用され、DF、REには影響がない。

呪師スキルSoul Stainに追記。
同効果は重複する。

呪師スキルLife Tapに変更。
敵の行動順と同時に回復。
↓
効果は継続し、敵の2回目の行動順の終了と同時に回復。

呪師スキル蛇蝎の主人に追記。
このCounter Actionは、敵の攻撃後の、ダメージ判定確認後、発動できる。

■戦闘の詳細◇フォーメーションについてに変更。
　・敵のフォーメーションに踏み込んで、横から敵を攻撃した場合、、FSに+1の修正を得る。これを側撃と言う。
　↑何らかの理由により、敵を背後（斜め後ろ含む）から攻撃した場合は、+2の修正を得る。これを背撃と言う。

■地下迷宮のルールに追記。
　戦闘開始から7R経過後、迷宮のギミックにより、敵味方を問わず、全成功判定、およびDBに+1の修正を受ける。
　↑SD判定は、攻撃側のみ+1の修正を得る。
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騎士スキル神聖魔法の誤字修正。
同効果が付与された武器によって、殺人者、暗黒系モンスター（アンデッド含む）を攻撃し、
↓
同効果が付与された武器によって暗黒系モンスター（アンデッド含む）を攻撃し、

盗賊スキル盗むに追記。
敵の装備中の武器、もしくは補助武器をぶん取る事もできる。
↓
敵の装備中の武器、もしくは補助武器をぶん取る事もできる。盾は不可。

司祭スキル贖罪に追記。
聖人は全ての武器の使用ができる。
↓
聖人は全ての武器の使用ができる。盾の使用、射線確保は不可。

護人スキル神速後の攻撃MPを変更。
神速後、1MPを追加消費し、攻撃にFS+1の修正を得る事ができる。
↓
神速後、2MPを追加消費し、攻撃にFS+1の修正を得る事ができる。

呪師スキルDominationに追記。
人間、亜人にしか効果がない。

神官スキルOld Schoolに追記。
Iron Cradleとチェイスコンボを同時に発動する場合、MPは合算されて5となる。
↑通打とチェイスコンボを同時に発動する事はできる。

神官スキルIron Cradleの消費MPを2に変更＆追記。
Iron Cradleとチェイスコンボを同時に発動する場合、MPは合算されて5となる。
↑通打とIron Cradleを同時に発動する事はできる。

PassiveとしてAC+1。このACはクリティカルヒットに対しても有効。

種族ドワーフ専用装備スレッジハンマーに修正。
戦士のみ装備できる。
↓
戦士、神官のみ装備できる。
その場合、神官は盾を装備できなくなる。

種族ヴァリアントの特徴に追記。
最大値を超えて上昇したHPによって、出血などの効果を無効化する事はできない。
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戦士スキルバーサークの文言修正。
それに伴い、Passive効果も消失する。
↓
それに伴い、連携によるPassive効果も消失する。

戦士スキル強打に追記。
ノックバック効果範囲内に、半身の重なった後衛が一体のみの場合、
同スキル発動者は、その後衛にノックバックダメージを与えるか、
後方壁面に激突させるか選択できる。

戦士スキル薙ぎ払いから旋風攻撃を削除。

戦士スキルヘルドライブに追記。
同スキルのダメージ判定時、出目12を出した場合、敵の鎧を劣化させる。

剣士スキル鬼哭剣に追記。
↑行動順を得る訳ではない為、毒などの継続効果はない。

剣士スキル二段攻撃の誤植を修正。
突き、牙狼剣と組み合わせ可。その場合、MPは加算（合計8）。
↓
突き、牙狼剣と組み合わせ可。その場合、MPは加算（合計7）。

盗賊スキル挑発に追記。
また、挑発効果中は、下位判定時、出目11もファンブルとなる。

盗賊スキル道化師に追記。
MP1点を消費し、属性ボムの投擲を、SD判定で行なう事ができる。
ただし、判定には-2の修正を受ける。

盗賊スキル道化師声帯模写に追記。
↑属性が関係する魔法の場合、模写対象の属性が適用される。
↑判定値やDBなどの数値は全て模写対象のものが適用される。
↑同スキル発動時のファンブルは、発動分のMP3点のみを消費する。
↑Insert Actionなど行動順を消費しない行動は、同スキルの対象とならない。

司祭、神官スキル神聖ウォールに追記。
同スキルによる効果は、物理攻撃に付与された効果には適用されない。

魔師スキル展開術の誤字修正。
側撃　→　遊撃
遊撃、迷走、不和、跳躍、リリーフを得る。
↑遊撃、迷走、不和は魔法ではない。

魔師スキル展開術リリーフに追記。
能力勝負判定同値による振り直しは、同スキル発動者と、同値の敵のみ行なう。

符師スキルサイコメトリーImbruingに追記。
武器一つにつき、一つの魂を付与できる。

射手スキル援護に追記。
スナイパースタンス中は、能力勝負時、出目に1を含みつつ勝利した場合、
敵ACを無視してダメージを与える事ができる。

呪師スキルItchに追記。
また、味方に体を掻いて貰う事もできる。

符師ギルド付与の文言修正。
障壁付与・・・マナスタッフに属性ウォールを付与。触媒は各種ジェム一つ。発動後は再チャージ可。400G。

システムに、以下を追記。
■大原則
　TRPGTheGateは、GM、プレイヤーが楽しむ事を至上の命題とする。
　大原則を含めた全てのルールは、GMの裁量、プレイヤーの同意に劣後する。
　処理後の結果は、巻き戻しをしない。訂正は、次の判定の結果の現出を一応の期限とする。
　↑計算ミス、処理忘れにまで厳格に適用しない。
　無限ループになる処理の禁止。ルール不備によるループは、一巡を以って終了とする。
　各クラス、スキルによる細則は、戦闘の基礎、詳細による総則に優先する。
　同じ種類の修正効果は、記述のない限り重複しない。

■戦闘の詳細◇フォーメーションについてに追記。
・前衛が死亡、昏倒によって壊滅した場合、後衛が自動的に繰り上がる。

・繰上りが発生する状況において、前衛は後衛に移動できない。

戦闘の詳細【スキル】に追記。
・Passiveによる効果は、原則として所持者の死亡、昏倒によって消散する。
・Passiveの効果は発動させない事ができない。


7/28
魔師スキル軍師F・モバイルに修正。
遊撃手は、攻撃の際、2点のMPを消費するが、FSに+1の修正を得る。
↓
遊撃手は、攻撃の際、2点のMPを消費するが、側撃としてFSに+1の修正を得る。

刑徒マスタリに追記。
Lock Up、負の衝動を得る。

狂気の狭間に追記。
逆上を得る。

刑徒スキル失意の果てに追記。
同スキルによる効果は、戦闘中一回のみ発動する。

敵の一つの攻撃によって自分と味方が全滅した場合、仮死状態にはならない。

刑徒スキル逆上の文言修正。
逆上による反撃中、粗悪な武器など、ファンブル値を上昇させる効果を受けていた場合、
出目10にその効果を受ける。

ヴァリアントスキルフレンジーに追記。
同スキル所持者が多段攻撃を発動し、
その途中で敵に止めをさした場合の処理は、以下に従う。
蓄積ダメージの処理は、残りの多段攻撃に適用される。
再攻撃の処理は、攻撃回数全てが終了した後に行なう。

武器表に修正
シューティングスター	600	2D		長柄武器。打撃武器。
↓
シューティングスター	600	2D		長柄武器。打撃武器。強度1。

バルディッシュ		600	2D+1		長柄武器。投擲不可。
↓
バルディッシュ		600	2D+1		投擲不可。

防具表に追記
ハイドアーマー		300	1		SD+1。


7/31
キャラクター枠の追加
刑徒実装を記念して、キャラクター枠を一つ開放します。
また、転生キャラクターがいる場合、キャラクター枠を一つ開放します。
↑転生用の枠が一つあるものとして処理します。
これによって、キャラクター枠の最大数は6となります。
ただし、Lv6キャラクターの保持は4体までとします。
その為、5体目のLv6キャラクターが誕生した場合、1体を転生させて下さい。

符師スキルマグネット＆マグネットウォールに追記。
ストラトソードは同スキルの対象となる。

属性ボム、弾道中など、着弾後にダメージが発生する攻撃に対しては、
ダメージ減少の効果がない。

刑徒スキルギロチンスラストの文言修正
SD判定。即死の効果は、人間（亜人）にしか効果がない。

刑徒スキル墓所の番人
盾の効果は、符師の劣化など、直接本人を対象とする攻撃（非投射型魔法）には適用されない。

刑徒スキル憎悪の牢獄に追記
スキル狂気の狭間の逆上との血糊の同時発動はできる。
ただし、血糊の効果は次回から適用される。

刑徒スキル狂気の狭間逆上に追記
同スキル発動の前にCAを発動する事ができる。
スキル憎悪の牢獄の血糊との同時発動はできる。
ただし、血糊の効果は次回から適用される。

エルフスキル茨の王に追記
拡大不可。射線無視。

暗黒酒場屍術Vampire Bloodの文言修正
MPを消費せず、噛み付きでの物理攻撃（要隣接）として処理する。

ドワーフ武器に修正
スレッジハンマー	600	2D		戦士、神官、刑徒のみ装備できる。
ヴァリアント武器に修正
ヴァリアントソード	600	2D+1		戦士、剣士、刑徒のみ装備できる。

無能毒に追記
物理ダメージが必要。


8/5
キャラクターの転生④DB Boostに追記
人物を目標とした場合のDBは、行動の種別を問わず適用される。
装備を目標とした場合、その装備によってダメージ与えた場合のみ適用される。

キャラクターの転生⑤Implantに追記
転生直後の体内魔石のMPは1点となる。
符師スキル魔法増幅の効果対象となる。
騎士スキルカリスマやエルフの種族特性によってMPの低減がおこる場合、
一旦、4MPを捻出した後、低減の処理がされる。
その為、術者は、発動時において、最低1点のMPを残しておく必要がある。
↑HPからMPを創出する事を防ぐ為の処理。

司祭スキルTurn Undeadに追記
拡大不可。

司祭スキル降霊に追記
↑出血、毒などの継続ダメージによって死亡した場合は発動する。

射手スキルスナイパースタンスに変更
スタンス中は、DF、REに-1の修正。
↓
スタンス中は、DF、RE、SDに-1の修正。

護人スキル外劫蟲緑縞蟲に追記
緑縞蟲に侵入された者がノックバックされた場合、
そのショックによって1Dのダメージを与える。

呪師スキルItchに追記
↑フォーメーション上の位置が一時的にでも変わった場合、適用される。

呪師スキルSoul Stainに追記
↑No Roll。MPの消費はなく、重複した数値分が全て解除される。

刑徒スキルギロチンスラストに追記＆文言位置修正
この場合、ダメージ判定は行なわない。

同スキルによって敵を死亡させた場合、4点のMPが回復する。
↓
同スキルによって敵を即死させた場合、4点のMPが回復する。

刑徒スキル失意の果ての文言修正＆追記
同スキルによる効果は、戦闘中、一回のみ発動する。
↓
仮死状態の効果は、戦闘中、一回のみ発動する。

この効果は、戦闘中、ダメージがある度に何度でも発動する。

状態異常に移動不可を追記
移動不可	ポジションを変更する事ができない。

その他に追記
Show Down判定のスキルは、原則として拡大不可。

■識別と呪いに追記
未識別のアイテムの売却は一律100G。


8/24
Blood Stainの効果を追記

転生効果⑥Tranceに追記
同効果は戦闘中のみ適用される。

盗賊スキル隠れるに追記
↑この攻撃に対しCAの発動はできない。

神聖ウォール、属性ウォールに追記
同ウォールを通過するフォーメーション内の味方への暗黒、四属性ダメージを半減させる。

司祭スキル救済自己犠牲、降霊、祈祷師に追記
他の死亡を条件とする効果と同時に発動する事はできない。

符師スキル特殊付与吸血に追記
↑ヴァリアントの場合、種族特性（HPが上限を超える）が優先適用される。
呪師スキルAmplify Painによって増幅された分のダメージには効果がない。

敵に止めを刺した場合は、敵の残存HPを基準として吸血するHPを算出する。
例。HP8/8の敵に10ダメージを与えて倒した場合、吸血できるHPは4点となる。

符師スキル特殊付与吸血から削除
敵HPの残量以上にHPを奪う事はできない。

呪師スキルItchの文言を修正
該当箇所参照

呪師スキルInfinitive Lawに追記
↑ワイト化させた術者が死亡、昏倒するとワイトの効果は消散する。

刑徒スキルLock Upに追記
長柄攻撃時のMP消費は3。
引き寄せは、敵がモンスターであって、体格差がある場合には、

刑徒スキル失意の果てに追記
該当箇所参照。

エルフスキルNine Taileに修正
ただし、命中する度にFS、ダメージに-1の修正を受ける。

道具屋ジェムに追記
エレメントを封じた宝石。各属性ごとに存在。神聖、暗黒は存在しない。

教会（シャファト教）聖印の価格を変更
600G→400G

符師ギルド強化に追記
特殊付与・・・同名の符師スキル参照。

用語集打撃武器に追記
シューティングスター、ロックチェインが該当する。

■地下迷宮のルール
10R以降、迷宮のギミックにより恒久付与された武器、防具の効果は失われる。
↓
10R以降、迷宮のギミックにより付与された武器、防具の効果は失われる。


