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CHARACTER SECTION

●人間性決定表　D6　ROC
ダイス目 人間性

1 一見［Ａ］と思われているが割と［Ｂ］な面もある。
2 どちらかといえば[Ａ]だがそれなりに［Ｂ］でもある。
3 世間では［Ａ］で通っているが実際は［Ｂ］である。
4 普段は［Ａ］のふりをしているが本当は［Ｂ］である。
5 自分は［Ａ］のつもりだが周囲は［Ｂ］と思っている。
6 日頃は［Ａ］を装っているが内心は［Ｂ］である。

●人間性内容表　D66　ROC
ダイス目 内容 解説

11 おバカ あなたはバカである。頭が悪い、凝り性、損ばかり引き受けるなど、理由は任意に決定してよい。
12 お人好し あなたは人が良い。他人の不幸は見過ごせない、頼まれると嫌といえないなど状態は任意に決定してよい。
13 グルメ あなたは美食家である。本格的な調理の技術を持つ、食べ物にうるさいだけなど状態は任意に決定してよい。
14 セクシー あなたはセクシーである。本人の自覚やそのことへの好悪などは任意に設定してよい。
15 ドライ あなたは感情に流されない性格である。理性的である、ドライモンスターであるなど任意に設定してよい。
16 プリティ あなたは可愛い。世界一かわいい、自分では可愛げがないと思っているなど任意に設定してよい。
21 マニア あなたは何かについて強いこだわりがある。何についてどの程度どんなこだわりがあるかは任意に設定してよい。
22 乙女 あなたは身体に関係なく乙女である。どんな意味でどのように乙女であるかは任意に設定してよい。
23 堅実 あなたは手堅く確実なことを好む。ただし真面目に振る舞うかどうかなどは任意に設定してよい。
24 硬派 あなたは硬派である。何に対してどのように硬派なのかについては任意に設定してよい。
25 高貴 あなたは高貴である。高貴なのが家柄である、魂であるなど何についてなのかは任意に設定してよい。
26 根性無し あなたは根性がない。合理主義者なので精神論者と反りが合わない、単にやる気がないなど詳細は任意に設定してよい。
31 最強 あなたは最強である。何についてどのように最強なのか詳細は任意に設定してよい。
32 最弱 あなたは最弱である。何についてどのように最弱なのか詳細は任意に設定してよい。
33 三下 あなたは三下でやんす。どの程度筋を通すかなどの詳細は任意に設定してよい。
34 誠実 あなたは誠実である。どの程度裏表がないか、現実とどのように向き合うかなどは任意に設定してよい。
35 素直 あなたは素直である。騙されやすい、聞いたまま話を信じるなど程度や詳細は任意に設定してよい。
36 怠惰 あなたは怠け者である。実は合理主義者なだけ、とにかくやる気がないなど程度や詳細は任意に決定してよい。
41 天才 あなたは天才である。学問でも芸術でも運動でも射撃でもあやとりでも、程度と詳細は任意に設定してよい。
42 努力家 あなたは努力をする人である。才能の有無や他人からはどう見えるかなど、詳細は任意に設定してよい。
43 唐変木 あなたは気が利かず偏屈だと評価されている。それが事実かどうかなど程度や詳細は任意に設定してよい。
44 脳筋 あなたは脳みそまで筋肉でできていると言われる。考えるより先に身体が動く、実は頭がよいなど詳細は任意に設定して

よい。
45 派手 あなたは派手にみられる。派手なのが身体なのか服装なのか行動なのかなど詳細は任意に決定してよい。
46 貧乏 あなたは貧しい。経済的、精神的、あるいは手先の器用さなど詳細は任意に決定してよい。
51 平凡 あなたは平凡である。目立たない、逆に存在感があるなど詳細は任意に設定してよい。
52 変態 あなたは変態である。普通ではないが異常や劣位でなくてもよい。紳士や淑女であるなど詳細は任意に設定してよい。
53 朴念仁 あなたは愛想がない。分からず屋である、無口なだけであるなど詳細は任意に設定してよい。
54 かわいそう あなたはかわいそうである。自認である他者からの評判である案外楽しくやっているなど詳細は任意に設定してよい。
55 ぼっち あなたは友達が少ない。本当にひとりぼっちでもよいし、少ないが無二の親友がいるなどとしてもよい。
56 芸術的 あなたは芸術的である。芸術に才能がある、容姿が整っている、ドジっ子であるなど詳細は任意に設定してよい。
61 ゲーマー あなたはゲーム無くして人生がないタイプだ。ゲームが遊戯を指すか人生そのものであるかなど詳細は任意に設定して

よい。
62 ステルス あなたは存在感がない。路傍の石のように目立たない、発言がスルーされるなど詳細は任意に設定してよい。
63 内気 あなたは引っ込みがちである。大人しい、容姿のせいで誤解されるなど詳細は任意に設定してよい。
64 強気 あなたは気が強い。強情、穏和に見えて自説を曲げない、ツンデレであるなど詳細は任意に設定してよい。
65 家族思い あなたは家族思いである。家族の実在の有無や生存、また特定の家族にのみ向く感情であるなど詳細は任意に設定して

よい。
66 リア充 あなたの周囲には常に仲間がいる。

●立場表　D6　ROC
ダイス目 立場 解説

1～2 学生 学校に教わる立場で所属する者の総称。年齢や小中高大のいずれか、あるいは専門学校や私塾などの種別などは任意に決
定してよい。

3～4 社会人 収入を得たり家族を支えるなどの形で社会に参加する者の総称。年齢や具体的な職種などは任意に設定してよい。
5～6 その他 特殊だったり特徴的だったりする社会的立場の例。職業と呼べるものも含むが一般的にはその立場自体がキャラクター性を

帯びる生き方をまとめたもの。

●学生表　D6　ROC
ダイス目 立場

1 生徒会
2 不良
3 人並み
4 運動部
5 劣等生
6 優等生

●社会人表　D6　ROC
ダイス目 立場

1 企業戦士
2 スチャラカ
3 窓際
4 奇人
5 凡庸
6 エリート

●その他表　D66　ROC
ダイス目 立場

11～12 傭兵
13～14 犯罪者
15～16 武芸者
21～22 自宅警備員
23～24 アイドル
25～26 貴族
31～32 ノマドワーカー
33～34 任侠
35～36 マスコミ
41～42 政治家
43～44 革命家
45～46 アーティスト
51～52 アスリート
53～54 ライター
55～56 忍者
61～62 研究者
63～64 エンジニア
65～66 オカルティスト

●大切表　D66　ROC
ダイス目 大切 解説

11～12 栄光の時 あなたには栄光の思い出がある。スポーツの全国大会で優勝した、
田舎で楽しい夏休みを過ごしたなど詳細は任意に設定してよい。

13～14 未達の約束 あなたには果たしていない約束がある。元の世界に戻って約束を達
成する、前世の約束をエリンで果たすなど、状況などは任意に設定
してよい。

15～16 思い出の品 あなたには思い出の品物がある。元の世界から持ってきたペンダン
ト、前世で履いていた靴など詳細は任意に設定してよい。

21～22 忘れじの味 あなたには忘れられない食事の記憶がある。元の世界での家族との
食事、前世で食べたラーメンの味など詳細は任意に設定してよい。

23～24 秘密のデータ あなたには秘密のデータがある。元の世界のパソコンに残してきた
画像、前世の自身のスリーサイズなど詳細は任意に設定してよい。

25～26 恥ずかしの写真 あなたには恥ずかしい写真がある。元の世界で恋人と撮った写真、
地球人が持ち込んだ前世の顔写真など詳細は任意に設定してよい。

31～32 悲しき離別 あなたには悲しい別れの記憶がある。元の世界に残してきた家族、
死別した転生後の両親など詳細は任意に設定してよい。

33～34 屈辱の日々 あなたには屈辱の記憶がある。元の世界でイジメにあった日々、転
生後に子供扱いされる事に耐えた日々など詳細は任意に設定してよ
い。

35～36 束の間の娯楽 あなたにはわずかな楽しい思い出がある。元の世界で放課後に友人
と語り合った時、エリンで憶えた遊技など詳細は任意に設定してよ
い。

41～42 見果てぬ夢 あなたには夢がある。元の世界への帰還、前世で果たせなかった野
望など詳細は任意に設定してよい。

43～44 輝ける笑顔 あなたには忘れられない笑顔の記憶がある。元の世界に残してきた
恋人のもの、前世で救えなかった家族ものなど詳細は任意に設定し
てよい。

45～46 思い出せぬひと言 あなたには思い出せそうで思い出せない記憶がある。どの程度思い
出せるのかなど詳細は任意に設定してよい。

51～52 愛しの人 あなたには愛する人がいる。家族や恋人、元の世界かエリンかなど
詳細は任意に設定してよい。

53～54 やりかけのゲーム あなたには途中までプレイしたゲームがある。元の世界で遊んでい
たＭＭＯＲＰＧ、前世で果たせなかった世界征服など詳細は任意に
設定してよい。

55～56 ささやかな希望 あなたには望みがある。明日好きな人に告白する、帰ったらエール
を一杯飲む、世界を平和にするなど詳細は任意に設定してよい。

61～62 最後の授業 あなたには最後に受けた授業の思い出がある。エリンに来る直前の
教室の風景、学生時代に受けた師の教えなど詳細は任意に設定して
よい。

63～64 遠い音楽 あなたには思い出の音楽がある。前世で好きだった歌、エリンの妖
精の歌など詳細は任意に設定してよい。

65～66 暖かな温もり あなたには暖かな記憶がある。元の世界で二度寝した時の布団、エ
リンで暖をとった焚き火など詳細は任意に設定してよい。


