
目次

1.  最初に（この資料は何だじぇ？）                                                                        ...................................................................  3

2.  とりあえず最低限の事だけ知りたい！                                                                   .............................................................  4

3.  素材を用意しよう                                                                                             .......................................................................................  5

3.1.  フレーム画像                                                                                             ......................................................................................  6

3.2.  背景画像                                                                                                  ............................................................................................  7

3.3.  マップ画像                                                                                               .........................................................................................  8

3.4.  立ち絵画像                                                                                               .........................................................................................  9

3.5.  カットイン画像                                                                                        ..................................................................................  11

3.6.  キャラアイコン画像                                                                                  ............................................................................  12

3.7.  まとめ                                                                                                   .............................................................................................  13

4.  どどんとふでセッション環境を作ろう                                                                 ...........................................................  14

4.1.  ルームの作成                                                                                           .....................................................................................  14

4.2.  画像のアップロード                                                                                  ............................................................................  18

4.3.  マップ画像の設定                                                                                     ...............................................................................  20

4.4.  フロアタイルの設定  (  フレーム画像を使用する場合のみ必要  )                              .........................  26

4.5.  マップマスクの設定  (  ダンジョンマップを使う場合のみ必要  )                              .........................  28

4.6.  カットインの設定  (  大本命  )                                                                         ....................................................................  29

4.7.  補足：マップとカットイン、どっちを使うべき？                                            .......................................  32

4.8.  コマの作成                                                                                              .......................................................................................  33

4.9.  イニシアティブ表おさらい                                                                         ...................................................................  37

4.10.  立ち絵の設定                                                                                         ...................................................................................  39

4.11.  カウンターリモコンの設定                                                                       ..................................................................  41

4.12.  チットの作成                                                                                         ...................................................................................  44

4.13.  マップマーカーの作成                                                                             .......................................................................  45

4.14.  秘話機能の利用                                                                                      ................................................................................  46

5.  その他      KP      として知っておくといい事                                                                  ............................................................  49

5.1.  マップは切り替えることができる                                                                ...........................................................  49

5.2.  チャットパレット・カウンターリモコンはテンプレを用意しておくと便利            .......  49

1/53



5.3.  初心者      PL      には共有メモを用意してあげよう                                                   ..............................................  50

5.4.  動画や音声は要注意                                                                                  ............................................................................  51

6.  困った時は  (  トラブルシューティング  )                                                                 ............................................................  52

6.1.  あのウインドウがない                                                                               .........................................................................  52

6.2.  マップマスクを固定した後移動させたい                                                        ..................................................  52

6.3.  マップマスクをマップにドラッグ  &  ドロップできない                                       ..................................  53

6.4.  マップ上に置いた画像がマス目ぴったりにあってくれない                                ...........................  54

2/53



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. 最初に（この資料は何だじぇ？）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
クトゥルフ TPRG で KP をやりたいと思った方が、

どどんとふで快適にキーパリングしていただくために、

システム面でのテクニックをまとめた資料です。

「クトゥルフ TPRG で KP したいけどどうしたらいいのかしら」

という人は読んでおくと安心できるかもしれません。

＜注意！＞
本資料では色々な作業を紹介していますが、これらのうちほとんどは

「省略しても KP はできる」ものです。極論を言ってしまえば、

テキストチャットさえあればクトゥルフTRPGはプレイできると思います。

ここに書いてある作業を全部やるとかなりの負荷がかかります。

全てを頑張って取り入れるのではなく、必要なところを取捨選択する考えで読んでみてください。

初心者 KP の方は、まず次章の「2.とりあえず最低限の事だけ知りたい！」に従って

最低限の部分だけ把握するのがおすすめです。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2. とりあえず最低限の事だけ知りたい！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
前章でも述べていますが、「とにかく最小限の手間で KP をやりたい！」という場合、

「画像は一切用意しない」なんてスタンスでもいいと思います。

そうは言っても、ある程度の臨場感は確保した上で

手を抜けるとこは抜きたい、という方も多いと思います。

そんな時は以下の項目だけ参考にしてみてください。

①まずはプレイルームを作りましょう：「4.1.ルームの作成」

↓

②ルーム中で使う画像をアップロードしましょう：「4.2.画像のアップロード」

↓

②マップ画像に何か一枚絵をべったり貼りましょう：「4.3.マップ画像の設定」

↓

③その他画像は全部「カットイン」にしましょう：「4.6.カットインの設定(大本命)」

↓

④ゲーム中に登場するキャラクターを作成しましょう：「4.8.コマの作成」

↓

⑤必要に応じてキャラクターの立ち絵を用意しましょう：「4.10.立ち絵の設定」

↓

セッションスタート！
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3. 素材を用意しよう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
画像自体使う気ないぜ！という人はこの章自体飛ばしてしまってもOKです。

クトゥルフ TRPG においてセッションを行う上で、

使う事になりそうな画像素材を列挙してみます。

くどいですが、全てを用意する必要はありません。

やる気と手が回る範囲で準備してみてください。

①フレーム画像

②背景画像

③マップ画像

④立ち絵画像

⑤カットイン画像

⑥キャラアイコン

例として私が過去に KP したセッションの画面を貼り付けてみます。

以降、一つずつ個別に説明していきます。
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3.1. フレーム画像
必須ではありません。

複数の情報を見映えよく整理して並べたい！という場合に用意します。

種明かしをしてしまえば、こんな画像を台紙として使うわけです。

これをベースに上から必要な画像(どどんとふでは「フロアタイル」といいます)を

ペタペタ貼っていくイメージです。

絵描きさんなら「レイヤー」をイメージしてもらえばわかりやすいかと思います。

フレームを作った場合、その上に載せる画像も枠内に納めるために

サイズを意識する必要が出てきます。めんどくさい事が嫌いな人はやめておきましょう。
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3.2. 背景画像
必須ではありません。

現在の状況を表す背景画像です。場面が切り替わるたびに背景を差し替えると臨場感が出ますが、

状況に即した画像を用意するのはそれなりに大変です。

前述の「フレーム」を使用しない場合は、好きなタイミングで一枚絵として表示すればいいので、

画像サイズなどを意識する必要はありません。

フレーム上に表示する場合は画像サイズを統一しておく必要があります。

とはいえ、こんな感じでサイズを揃えておくと統一感が出て素敵です。
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3.3. マップ画像
必須ではありません。

「どこかの屋敷やダンジョンに閉じ込められた！」という場合、

マップ画像があると臨場感が出ます。後述する「マップマスク」という機能と組み合わせると、

まだ到達していないエリアを隠す事ができ、さらに臨場感が高まります。

こいつを活用しようと思うとなかなか面倒です。

使う時はげんなりする事を覚悟してください。
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3.4. 立ち絵画像
どどんとふでは「立ち絵画像」を表示する機能があります。

事前にキャラ名と立ち絵を設定しておくと、

チャットでの発言時に立ち絵を表示させる事が可能になります。

こんな風に事前に設定しておくと……(設定方法は後述)

チャット発言時に表示する立ち絵を選択できるようになります。

表示位置はチャットウインドウの上側です。
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なお「立ち絵」というだけあって、全身を表示する事もできますし、

上記のようにバストアップのみとする事もできます。

どちらを表示するかは、単純に用意する画像で決まります。

基本的には好みで選べばよいのですが、スマートフォンアプリ(ひよんとふ)で表示する場合、

正方形のバストアップの方が大きく表示されて見やすいです。

このため私が用意する場合は基本的に正方形のバストアップで統一しています。

以下、実際にスマートフォンで表示させてみた時の表示例です。

立ち絵はキャラの外見を示すものなので、ないと感情移入がしにくいです。

これについては頑張って用意した方がよいと思います。

が、そもそもプレイヤーキャラの立ち絵は「PL側で用意してね！」となるのが普通です。

PL が生み出したキャラがどんな外見かなんて、創造者しかわからないですし……

PC画像が KP側で用意されるぱうー環境はかなり異端だと思ってください。
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全身立ち絵は

スマフォだとかなり小さいです



3.5. カットイン画像
「特定イベント発生時に表示させたい」という時に使う画像です。

以下のように「カットイン」ウインドウで事前に画像を登録しておくと、

好きなタイミングで画像をポップアップウインドウで表示させる事ができます。

さて、ここで勘のいい人は気づく人も居るかと思います。

「いつでも好きな時に画像を表示できるなら、全部カットインで済ませればよくね？」と。

正解です。極端な話、背景画像も、マップも、イベント用の画像も、

全部カットインとして登録してしまえば任意のタイミングで表示できます。

「フレーム画像を使っていろんな情報を綺麗に見せたい！」とか

「マップの一部を隠したい！」とかいうニーズがないなら

全部カットインにしてしまいましょう。とても楽です。
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3.6. キャラアイコン画像
個別に用意する必要はありません。

どどんとふでは、登場するキャラにアイコン画像が必要となります。

楽をしたいのであれば、立ち絵と同じ画像でよいと思います。

PC用のアイコンなら PL に用意してもらいましょう。
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使い回せばいいと思います



3.7. まとめ
以上、クトゥルフセッションで使う可能性がある画像について紹介しました。

画像はあれば豪華になりますが、ないならないで問題ないと思います。

また、PCの立ち絵画像やアイコンなど、PL側に用意してもらえばよい画像なんかもあります。

その辺は自身の体力に応じて取捨選択してみてください。

ただ、個人的な感覚で言えば、最低限以下の画像はあった方がいいかと思います。

①重要NPCの立ち絵

②ルームに入った時に表示されるマップ用の一枚絵

③ボスキャラの画像

特に③は必須かなと。クトゥルフの神話生物を出す場合、文章だけで描写すると、

「えぇ……それって結局どういう外見なん……？」となる事が多いです。

有名どころならフリー画像として公開されている事も多いので、

ここだけは頑張って用意する事をおすすめします。

例）以下の説明で外見がイメージできるだろうか……
部屋の隅の鋭角から青黒い煙のようなものが噴出し、やがて実体を伴っていく。

痩せた体に宇宙の全ての邪悪を凝縮させたその存在は、

太く曲がりくねって鋭く伸びた注射針のような舌を持ち、

原形質に似ているが生命活動に必要なはずの酵素を持たない

青みがかった液体のようなものを垂れ流している。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. どどんとふでセッション環境を作ろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
本章からは、どどんとふでセッションを行う上で、KP が実際にやらないといけない

具体的な手順について説明していきます。

4.1. ルームの作成
どどんとふのサーバにアクセスし、[（空き部屋）]を選択して[新規プレイルーム作成]を選択します。
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プレイルーム名に任意を名前を入れて、ゲームシステムとして[クトゥルフ]を選択します。

それ以外の項目は必要に応じて設定してください。

なお、本設定はルーム作成後も変更できるのであまり悩む必要はありません。

設定が終わったら[作成]を押してルーム作成を完了します。
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[新規プレイルーム作成]について、設定する可能性がある項目の詳細を説明します。

NO 項目 詳細

1. プレイルーム名 何かわかりやすい適当な名前をつけてください。

2. パスワード 入力しておくと、この部屋に入る際にパスワードを要求されます。

身内だけでひっそりとやりたい場合や、

KP が環境構築中に覗かれるのを防ぐために使う事が多いです。

3. ゲームシステム その部屋で使うダイスに、どの TRPG のルールを

適用するかの設定です。[クトゥルフ]を選択してください。

[クトゥルフ第７版]という項目もありますが、

現在の主流は６版なので無印の方を選択してください。

4. 見学者の可否 [見学可]にしておくと、プレイヤー以外の人が

「メインのチャットウインドウには発言できない見学者」として

ログインできるようになります。

5. この部屋の表示設定 初めてルームに入った時、初期表示するウインドウの設定です。

表示はユーザーが後からカスタマイズできるので

あまり気にしなくてよいですが、「チャットパレット(初期値でオ

フ)」だけは全員が確実に使うのでオンにしておく方が親切です。
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できあがったらルームに入ってみてください。こんな感じになります。

設定が微妙だったとしても、部屋に入った後で再編集できるので気軽に試してみてください。
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4.2. 画像のアップロード
どどんとふで画像を使用するには、サーバーに画像をアップロードして登録する必要があります。

とりあえず画像を登録してから、その画像を背景に使ったり立ち絵に使ったりの設定を行います。

当然元になる画像が必要なので、この作業を始める前に素材の画像は用意しておいてください。

[画像]→[ファイルアップローダー]の順に選択します。

[アップロード対象画像選択]を選択して、画像ファイルを選んでください。

なお画像は複数選択が可能です。画像を選択後、[アップロード]を選択すれば

サーバーに画像が登録されます。
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いくつかオプション項目がありますが、割とどれも重要なので説明します。

NO 項目 詳細

1. 専用/全体 そのルームのみで使える画像にするか、

サーバー全体で使える画像にするのかを選択します。

基本的には[専用]にしてください。

2. 隠し画像パスワード

設定

KP が扱う画像の場合、ネタバレになるから PL に見られたくない

なんて画像があると思います。

そのような画像にはパスワードを設定してください。

登録された画像を使う場合、パスワードを入力しないと

一覧に表示されなくなるため、

ユーザーが立ち絵設定を行う時にうっかり

ネタバレする事を防止できます。

3. 付与するタグ その画像の特徴を示す名称を付与します。

後で登録した画像を使う際に、

このタグ名でフィルタリングできます。

扱う画像が多い場合、一覧にぶわーっと画像が表示されるので

種類別にタグを設定しておくと便利です。

アップロードが終わると、いろんな場所で登録した画像が使えるようになります。

以降、登録した画像を使う設定について説明していきます。
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4.3. マップ画像の設定
どどんとふにおける「マップ」と言った場合、方眼紙で描かれるようなマップになります。

RPGツクールなんかを作った事がある人はイメージしやすいかと思います。

マップは最初ルームに入った時にどーんと表示され、しかも消す事はできません。

(マス目線や座標は[表示]から設定で消す事が可能です)

（どどんとふは元々ダンジョンズ&ドラゴンズという

　冒険活劇の TRPG 用に作られたシステムなのでこんな仕組みになっています。

　クトゥルフでは 2Dの RPG というイメージがないので、初見はちょっと面食らうかもです）

このマップ機能ですが、シンプルに使えばシンプルに使えるものの、

複雑な事をしようと思えばかなりめんどくさい機能にもなります。

前述のとおりマップは非表示にする事ができないので、

特に活用する気がない人は背景用の一枚絵をべたーっと貼っておくのがいいでしょう。

で、シーン切り替え時にも一枚絵をベターっと貼り変える、と。

まずはこの、単なる一枚絵をマップとして表示する方法を説明します。
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[マップ]→[マップ変更]を選び、背景にする画像を選択します。

注意点があるとすれば、「縦」と「横」の設定です。

前述のとおりマップは方眼紙をイメージしており、１マスは50pxの正方形となります。

選択した画像を縦横何マスの方眼紙として表示するかを指定する必要があるわけです。

とはいえ一枚絵として表示する時はあまり問題ありません。

なんとなく元画像に近いサイズになるように、マス数を調整して[設定]を押すだけです。

「これでいい」という人は以降の補足は読む必要ありません。
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＜補足＞

マップを使う上で話が複雑になるのは、「マップ上に情報を綺麗に並べて表示したい」場合です。

つまりこんなケースです。よくばりすぎですね。

このような希望がある場合は、まずマップ機能で台紙となる画像を設定した後に、

追加の画像(どどんとふではフロアタイルと呼びます)をレイヤーのように載せていく事になります。

つまりフレーム画像を使う場合、「マップ」画像に指定するのはマップではなく、

「フレーム画像」を指定しないといけません。
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「めんどくさそう」と思った人はフレームを使うのはやめましょう。

本書では一応「それでもやりたい！」という人のために説明しておきます。

[マップ]→[マップ変更]を選び、フレーム画像を選択します。

フレーム画像の設定方法は、普通に一枚絵を設定する時と同じです。

ただ厄介なのは、フレーム画像は後でフロアタイルを乗せていく都合上、

方眼紙のマス目を意識して作る必要がある事です。
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これが非常に曲者です。もう少しくどく説明すると、フレーム画像は方眼紙になった時に、

いい感じに他の画像がセットできるように設計して作らないといけないという事です。

私が使っているフレーム画像にマス目線を引くとこうなります。

なお、このフレーム画像の場合縦横 15 マス×27 マスで作ってます。

上図の水色の矩形が、フロアタイルで別画像を表示する前提の部分です。

なお、フロアタイルとして貼り付ける画像についても、方眼紙のマス目を意識して

作らないといけません。全ての画像は 50px単位の倍数で作る事になります。

実際には、画像を貼り付ける時に「ALTキーを押しながらドラッグする」と、

マスを無視して微調整して貼り付けられるので、そこまで神経質になる事もないのですが……
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そんなわけで、画像をバラバラのサイズで用意するとここの統一処理で

非常にめんどくさい思いをするので、私の卓では以下のように画像のサイズを統一しています。

くどいですがフレーム画像を使う時だけの苦しみです。面倒だと思うならやめましょう。

NO 項目 詳細

1. フレーム画像 縦 15 マス×横 27 マス(1350x750)

2. 各場面の背景画像 縦 8 マス×横 11 マス(550x400)

3. (ダンジョン)マップ これはセッションで用意するマップに依存。

ただし 50px単位で用意する。

4. カットイン 縦 7 マス×横 8 マス(400x350)
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4.4. フロアタイルの設定(フレーム画像を使用する場合のみ必要)
引き続きフレーム画像を使用する場合のみの説明です。

フレーム画像上に、レイヤーのように画像をペタペタ貼る場合は、

上に載せる画像を[フロアタイル]として設定します。

[マップ]→[フロアタイル変更モード]を選択してください。

こんな感じで貼り付ける画像を選んで、マス数を選択してドラッグアンドドロップすれば

貼り付けられます。背景画像もダンジョンマップも同じ要領でフロアタイルとして貼り付けます。
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こんな感じですね。画像をマス目に合うように調整している場合は、

気持ちよくぴっちりとハマります。

なお、気持ちよくぴっちりハマらなくても[ALTキーを押しながらドラッグ]で

マス目を無視して貼り付けられますが、背景画像の場合毎回微調整を強いられることになり

結構進行時に無駄な労力を払う事になって辛いと思います。

本当にくどいですが、「楽したいならフレームなんて使うな」です。

とはいえ、このように複数の情報をフロアタイルとして表示しておけば、

以下のようにマップごと拡大・縮小できます。

どどんとふはいろんなウインドウがとっちらかりやすいので、これはかなり便利です。
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4.5. マップマスクの設定(ダンジョンマップを使う場合のみ必要)
セッションを行う上でダンジョンマップ(街のマップとかもダンジョンマップです)を

使う場合、「まだ行った事がない場所や情報がない場所は隠したい」と思う事があります。

そのような時、マップ上に「マップマスク」なる黒画像を載せて隠す事が可能です。

[マップ]→[マップマスク追加]を選択します。

こんな感じで、例によって方眼紙のコマ数を指定してマップ上にドラッグしてやれば

既存の表示を隠す事ができます。

なお、表示されているマップマスクを右クリックして[マップマスクの固定]を選択すれば、

そのマップマスクは誰も移動させられなくなります。

(取り除くには右クリックして削除するしかなくなりますが)
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4.6. カットインの設定(大本命)
画像表示機能の大本命です。前述した通り、セッション中任意のタイミングで

簡単に画像を表示させる事ができます。

非常に強力な機能で、実際には画像だけでなくアニメーションや動画、音声まで

カットインする事が可能です。

正直画像関係の処理は全部このカットインで済ませてしまってもいいと思います。

使い方も簡単で、アップロード済みの画像をカットインとして設定するだけです。

ただ、カットイン設定はちょっとわかりにくいところにあるので気づきにくいです。

具体的には[チャット]ウィンドウの中にある[フィルムみたいなアイコン]をクリックします。

[カットイン]ウインドウが表示されるので[追加]を選択します。
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設定自体は何となく見れば直感で分かると思います。

一応よく使いそうな箇所だけ個別に説明しておきます。

NO 項目 詳細

1. タイトル ここで設定したタイトルが[カットイン]一覧に表示されます。

分かりやすい名前を付けましょう。

また、後述の[チャット末尾で起動]にも影響してきます。

2. 表示間隔 0 ならユーザーが消すまで表示されっぱなしです。

怖い画像の場合は一定時間で消すようにした方が

親切かもしれません。

3. チャット末尾で起動 このチェックがオンの場合、[チャット]ウィンドウで末尾に

[タイトル]名を入力するとカットインが起動します。

つまり、[カットイン]ウィンドウを開いてなくても

チャット画面から文字列でカットインを起動できます。

PL用にカットインを用意したけど、[カットイン]設定を見られると

盛大にネタバレするので見られたくない、という時に使えます。

また、ダイスロールでの文字列にも反応するので、

[ファンブルした時に悲鳴音声を流したい]などの使い方も可能です。
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設定が完了すれば[カットイン]ウィンドウから対象のカットインを

[ダブルクリック]するだけでカットインを起動できます。

また、[チャット末尾で起動]を許可していれば、以下のように[チャット]ウィンドウから

カットインのタイトルを入力する事でも起動が可能です。

KP だけが使うイベント関係の画像はチャット起動されると困る事が多いので、

[チャット末尾で起動]はオフにしておくことをお勧めします。
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4.7. 補足：マップとカットイン、どっちを使うべき？
慣れるまでは全部カットインでいいと思います。

ただマップを非表示にする事はできないので、

マップを使わないと真っ白なマップが画面にドーンと鎮座する事になり、

それはそれでダサいです。

このため、以下のような運用が一番楽かなと思います。

①マップにはそのセッションを代表する一枚絵を貼っておく

②それ以外の画像は全部カットイン

マップ、カットインともに長所短所があるので以下にまとめてみました。

NO 種別 長所 短所

1. マップ＆

マップタイル

・マップ上に貼った画像を

　ユーザーが自由に拡大縮小できる

・途中から入ってきたユーザーが

　状況を把握しやすい

・画像の一部をマスクで隠せる

・フレーム構成にすると

　見た目がかっこいい

・画像サイズがコマに縛られるので

　表示させる時面倒

　(特にマップタイルは毎回

　コマサイズを指定する必要がある)

・表示させるたびに画像一覧から

　画像を選ぶ必要がありめんどくさい

・マップ関係の変更がログに残らない

2. カットイン ・表示させるのが圧倒的に楽

・動画や音声も使える

・PL にも簡単に使ってもらえる

・画像サイズがコマに

　縛られないので直感的

・カットインを発動した結果が

　チャットログに残る

・途中から入ってきたユーザーが

　現状を把握しにくい

・マップの一部を隠して

　徐々に開放していくような

　使い方はできない

・一杯表示するとウインドウいっぱいで

　画面がとっちらかる
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4.8. コマの作成
そもそも[コマ]ってなんぞやという話ですが、マップ上に置くキャラクターのコマのことです。

人生ゲームですごろく上に置くコマを想像してもらえばよいかと思います。

コマ＝キャラクターと考えてもらって構いません。

つまりコマの作成は＝キャラクターの作成です。

コマとしてキャラを作成し、かつマップ上にコマを配置する事で初めてそのキャラが

[イニシアティブ]表に表示されるようになります。

なお、NPCや敵などのコマはKPが作る必要がありますが、

PLが使うキャラクター(PC)はPLに自分で設定してもらうのもありだと思います。

[コマ]→[キャラクター追加]を選択してください。

[キャラクター追加]ウインドウが開きます。

そんなに悩むところはないと思います。
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一応補足が必要そうな部分だけ説明しておきます。

NO 項目 詳細

1. 反 画像を左右反転できます。

キャラの向いている方向を変えたい！なんて時に使えます。

2. 画像切替設定 キャラアイコンとして画像を複数登録できます。

画像が複数登録してある場合、

マップ上のコマをダブルクリックすると画像が切り替わります。

3. サイズ マップ上で表示されるコマのサイズです。

例によってマス単位(50px単位)です。

4. マップマスクの

下へ隠す

ダンジョンマップ上でまだ開いていない場所にキャラを

隠したいような時に使います。

マップマスクを削除したタイミングでそのキャラが有効になり

イニシアティブ表にも表示されるようになります。

5. URL 特に使う事はないですが、ここにキャラクターシートの

URL を貼っておくと後で確認する時に便利です。
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なお、ここで作成したキャラは即座にマップに表示されるわけではありません。

一度[キャラクター置き場]という場所に移動します。

この[キャラクター置き場]からマップ上にドラッグ＆ドロップすると、

その時点で初めてキャラが有効になり、[イニシアティブ]表にも表示されるようになります。

セッション後半で出てくるようなNPCや敵などは、キャラクター作成自体は事前に終わらせておき、

必要なタイミングでマップに置いて登場させるとよいです。

ダンジョンマップを使っているなら、[マップマスクの下へ隠す]を有効にした上で

マップマスクで隠しておくのもありかと思います。

＜まめひさ＞

どどんとふはそもそも「クトゥルフだけじゃなくいろんな TRPG で使う」事を想定しています。

例えばソードワールドのような冒険活劇 TRPG の場合、

「ゴブリンが１０体出た！」なんてシーンを作る事もありますね。

そういった時のために「複数作成」で同じキャラをたくさん作るような機能が用意されています。

この手の「クトゥルフで使う機会がなさそうな機能」は説明を省略していますが、

興味のある人は調べてみてもいいかもしれません。意外な使い道があるかもです。
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4.9. イニシアティブ表おさらい
KP をやりたい！という方であれば、[イニシアティブ]表についてはご存知かと思いますが

念のためおさらいしておきます。

登場しているキャラクターのステータスなどを管理する表ですね。

なぜ[イニシアティブ(主導権)]と呼ぶのかというと、

本来はソードワールドのような戦闘重視の TRPG において、

「敵味方を一元管理して、素早い順にターン制で戦闘を処理していく」ために使う表だからです。

このため、クトゥルフの場合は[イニシアティブ]にはDEX(敏捷)の値を使います。

[修正値]は例えば「触手に囚われてるので敏捷にマイナス！」みたいな時に設定するもので、

通常時には使わない項目です。後の項目はまぁ見ればわかると思います。

なお、[イニシアティブ]表に設定されている数値は、表から直接修正が可能です。
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で、ここは初心者が気づきにくいポイントなのですが、

[イニシアティブ]表に表示する項目は自由に設定する事ができます。

[イニシアティブ]表右上の[設定]ボタンを選択してみてください。

こんな感じで、[イニシアティブ]表で管理する数値(カウンターと呼びます)を

独自に設定する事ができます。ただし、[イニシアティブ]と[修正値]については変更できません。

※あと、なぜか画面全体のフォントサイズ変更もここに設定があります……なぜ？？？

なお、[イニシアティブ]表に指定したカウンターは、

[キャラクター追加]時にも値を設定する必要があります。

PL にコマを自分で作ってもらう場合、独自のカウンターがあると「何これ？」ってなると思います。

そういう場合はキャラクター追加も KP が行った方がいいかもしれません。
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4.10.立ち絵の設定
コマとしてキャラクターを作成したら、今度はそのキャラクターの立ち絵を設定します。

セッションをする上で必須ではありませんが、

立ち絵の有り無しは感情移入の度合いに大きく影響するので

実質必須と言ってもよいかもしれません。

といっても、PCの立ち絵は PCに用意してもらえばいいので、

KP が用意する立ち絵はそんなに必要ないかもしれません。

可愛がって欲しい(または逆に憎たらしい)NPCを登場させる時くらいでしょうか。

立ち絵に関する設定も[チャット]ウインドウの中にあります。[カットイン]の横です。

[立ち絵設定]ウインドウが開くので[追加]を選択します。
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なんとなく直感で分かると思います。

一応補足が必要そうな部分だけ説明しておきます。

NO 項目 詳細

1. キャラクター名 名前です。この項目で指定した名前と、[チャット]ウインドウ

(またはチャットパレット)で指定した名前が一致する場合に、

この立ち絵が有効になります。

2. 状態 立ち絵が示す感情をわかりやすい名称で記載します。

「ふつう」「笑顔」「怒り」「悲しみ」など。

3. 表示位置 立ち絵は[チャット]ウインドウの上部に表示されます。

複数のキャラが登場する場合、

表示位置をずらしておかないと重なってしまいます。

立ち絵サイズにもよりますが、３キャラ登場させる場合、

それぞれのキャラを「１」「６」「１２」くらいで

設定するといい感じになりそうです。

4. エフェクト 簡易なアニメーションを加えられます。

「歩行」であればテクテク歩いているような感じを、

「車両」であれば車の上で少し振動している感じを演出できます。

怯えた表情の画像に「車両」エフェクトを指定すれば、

ガタガタ震えているように見せる事も出来そうです。
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4.11.カウンターリモコンの設定
必須ではないです。余力があれば設定してみてください。

カウンターリモコンは[イニシアティブ]表にあるカウンターの値を増減させられる機能です。

「え？でもイニシアティブ表って直接値修正できるでしょ？そんな機能要らなくない？」

と思われる方もいると思います。実際その通りです。

この機能を使わなくてもセッションはできます。

では、なぜこの機能を使うのかというと……

[イニシアティブ]表に発生した値の増減を確実にログに残すためです。

[イニシアティブ]表の値を直接修正した場合、変更結果はログに残りません。

このため、セッション中に値の修正漏れや修正ミスがあった場合、

どこでやらかしたのかわからなくなる事があります。

また、リプレイログを読む場合にも[イニシアティブ]表を見る事はできないので、

ログに値の増減結果が残っていないとログの魅力が激減します。

これらを回避するために、カウンターリモコンがあるのです。
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と言っても使う人は少ないのでしょう。初期設定では表示されている事は少ないです。

(元々 KP しか使わないような機能だからというのもあるでしょうが)

以下の手順を踏んで[カウンターリモコン]を表示します。

なんだかいまいちよくわからないウインドウが表示されると思います。

デフォルトのリモコンは、クトゥルフ用にカスタマイズされていないからです。

こちらで標準的なカウンターリモコンを用意しておきました。

ダウンロードして出てきた[CounterRemocon.json]を、

[ロード]を使って読み込んでみてください。

(https://oss-server.kedamahouse.com/materials/template.zip)

私が用意したカウンターリモコンだとこうなります。

これなら直感で意味が分かるかと思います。
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リモコンは設定さえ終わっていれば使うのは簡単です。

ボタンを押していけば直感的に意味は分かると思います。

カウンターリモコンを使って値を変更すれば、以下のように

チャットログに自動で結果が出力されます。

＜注意＞

カウンターリモコン実行時の発言者は[チャット]ウインドウに入力されている[名前]になります。

まぁ名前が何であろうと実害はありませんが、

気を付けておくとログが面白おかしい事にならなくて済むと思います。

なお、ボタンについては追加・削除・変更が可能です。

必要に応じて、既存のボタンを参考にしてカスタマイズしてみてください。

※カウンターリモコン作成後はセーブしておくのを忘れずに！
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4.12.チットの作成
必須ではないです。余力があれば必要に応じて使ってみてください。

[チット]とは、マップ上に置く事ができる補足用のコマです。

このコマはキャラクター作成をする必要がなく、単なる目印として使う事ができます。

主な使い道としては、ダンジョンマップでの現在地表示などでしょう。

使い方も簡単です。[コマ]→[チット作成]を選択します。

後は画像を選択し、サイズを指定してマップ上に置くだけです。
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4.13.マップマーカーの作成
必須ではないです。余力があれば必要に応じて使ってみてください。

これは正直あまり必要ない気がしますが、

「こういう機能がある」と知っていると、普段のプレイングでも便利かもしれません。

マップ上で右クリックして[マップマーカー作成]を選択する事で、

マップ上にメモ書きを加える事ができます。例えば以下の例では、

[Room2]で起きたイベントをマーカーでメモしてみました。

少し変わった使い道としては、フレーム画像にボタンっぽいイラストを描いておいて、

そこにマップマーカーを上から被せてあげる事で「注意書き表示ボタン」のように使えます。

でも正直こだわり KP の自己満足オシャレくらいの意味しかないような気もします。
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4.14.秘話機能の利用
必須ではないです。余力があれば必要に応じて使ってみてください。

クトゥルフでのセッションでは、特定の PL だけに情報を送りたいケースがあります。

ありがちなケースとしては、「ある PCが神話生物の精神攻撃で操られており」

「その事実を仲間に隠すよう命令されている」などの場合です。

後は KP によっては、

「探索者達が別行動をとっている場合、別離中の情報は共有できないようにしたい」

と考えるかもしれません。

（オンライン上だとここまで徹底する KP はあまり見かけませんが……

　オフラインセッションでは、処理中の探索者だけ

　別室に連れて行く KP もいらっしゃるらしいですね）

そんな要件を満たすために、どどんとふでは「秘話機能」が用意されています。

設定も特に必要なく簡単に使えます。

誰と秘話を行うかのリストが表示されるので相手を選択します。
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[チャット ]ウインドウにある

鍵マークを選択



ウインドウの色が切り替わり、秘話機能が有効になります。

この状態で発言すると、ログにある通り、特定の人物のみ発言が届きます。

注意が必要なのは、秘話は「一方通行」のメッセージである事です。

例えば、上記の例で[PL さん]が[KP さん]に秘話を送っていますが、これに対して KP さんが

うっかり秘話機能を有効にしないで発言すると、その発言は当然全員に表示されます。

第三者から見るとこうなります。台無しですね。
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秘話で話し掛けられたのに

秘話機能を使わずに返してしまった



特にまだどどんとふの経験が浅い PL の場合、KP の秘話機能に全体発言で答える事が考えられます。

秘話機能はリスクを予測して慎重に使うようにしてください。

対策を練るとしたら、こんな風にメッセージを送る事でしょうかね。

こうしておけば、多少は事故が防げる気がします。

また、秘話機能で相互に会話していると、その間二人が同時に無応答になるなど、

チャットに不自然な「間」が生まれます。勘のいい人なら気づくでしょう。

以上のような理由から、秘話機能を完璧に使いこなすのは難しいです。

KP から一方的にメッセージを送るようにして、読んだかどうかの返事だけ

返してもらうようにするのがいいのかもしれません。

過去に私が使った例では、「セッション中に休憩を取り」「休憩の間に秘話を送り」

「読んだかどうか、TwitterのDMなどで返事をしてもらう」という手段を取りました。
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秘話機能の説明を付記した上で、

うっかりミスっても大丈夫なメッセージで

返信するように依頼する



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5. その他KPとして知っておくといい事

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この章では、「知っておくと役に立つかもしれない」くらいのチップを説明します。

別に知らなくても KP としてキーパリングはできるので、忙しい人は飛ばしてください。

5.1. マップは切り替えることができる
マップの状態をファイルとして保存しておく事ができます。

保存される情報は以下だと思います(詳細は公式サイトを参照してください)。

・マップ画像としてどの画像が指定されているか

・どんなマップタイルが設定されているか

・どんなマップマスクが設定されているか

例えば、一つのセッション中に複数のダンジョンに入るような場合、

ダンジョンごとにマップの状態を設定した上でファイルとして保存しておくと、

必要に応じてコロコロ切り替える事が可能です。

5.2. チャットパレット・カウンターリモコンはテンプレを用意しておくと便利
どんなセッションでキーパリングする場合でも、

カウンターリモコンとチャットパレットはあまり内容が変わらない気がします。

なので、標準的なテンプレートをファイルとして保持しておくと便利です。

参考までに、私が使っているテンプレートを以下に格納しておきます。

(https://oss-server.kedamahouse.com/materials/template.zip)
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https://oss-server.kedamahouse.com/materials/template.zip


5.3. 初心者PLには共有メモを用意してあげよう
セッション中で重要な情報が開示する場合、基本的にはチャットログで開示すると思います。

慣れた PL さんであれば、重要そうな部分をセッション中に自分で整理していきますが、

初心者さんの場合はそこまで手が回らない事も多いです。

結果、後から推理が必要な時に情報が整理できていない、という事態にもなりえます。

PL さんが慣れてないと感じた時は、重要な情報を共有メモに残してあげるといいかもしれません。

使い方は簡単で、画面上部の[共有メモ]を選択します。

こんな感じでサマリを作ったりしておくと、手詰まりになった時に、

「あれ？この部屋まだ調べ切ってないじゃん」と気づく事ができます。

なお、「重要情報を共有メモのみで出すのは止めた方がいい」です。

どうしてかというと、共有メモはログに残らないからです。

後からリプレイログを眺めて楽しみたい人からすれば、

重要情報がすっぽりログから抜け落ちている、なんて事になりかねません。

共有メモに入れる情報は、たとえ重複であってもチャットログにも残すようにすると安心です。
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追加した共有メモは

ふせんのように

マップ上に貼りつけられます



5.4. 動画や音声は要注意
どどんとふでは、動画ファイルや音声ファイルなどのマルチメディアファイルも

カットインとして使用する事ができます。

これを使えば表現の幅は広がるのですが、スマフォアプリ(ひよんとふ)では

動画ファイルは再生できないなど、色々制限もあるようです。

仮に再生できたとしても、ビットレートが高過ぎると表示までにすごい時間がかかる、

ブロックノイズが酷くて見れたものじゃない、など使いどころが難しかったりします。

※過去にわざわざ作ったカットイン動画。スマフォで見れない人が鳴いてました

音声ファイルも結構面倒です。確かにサウンドエフェクトやBGMがあると

ぐっと雰囲気が出ますが、KP の負担も一気に増えます。

（場面切り替え時のBGMクロスフェードの考慮が必要など）

（その割に、私みたいにそもそもミュートしてるユーザーも多い）

労力の割にメリットが釣り合わないので、最初は手を出さない方がいいかもしれません。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

6. 困った時は(トラブルシューティング)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
なんとなく困りそうな想定質問をまとめておきます。

6.1. あのウインドウがない
ルーム上で表示されるウインドウやマップは、初期設定に依存します。

なので欲しいウインドウが表示されてなかったり、

なんかマップにマス目が表示されていたりと、期待しない状態になっている事が多いです。

そんな時は、[表示]を選択してみると大体解決します。

なお、[立ち絵]設定と[カットイン]設定はここではなく[チャット]ウインドウにあるのでご注意を。

6.2. マップマスクを固定した後移動させたい
多分無理です。削除して作り直すしかありません。
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6.3. マップマスクをマップにドラッグ&ドロップできない
これ私だけですかね……。[マスク作成]でマスクをマップにドラッグしようとすると、

マスクが[マスク作成]ウインドウの中から脱出できず

どこかに行ってしまうという現象が出ています。

私の環境では、[マスク作成]ウインドウ内でドラッグ&ドロップすると、

その位置にマスクが作られるので、一度作った後[マスク作成]ウインドウをどかして

マップの必要な位置にマスクを移動させてます。(※めんどくさい……)
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[マスク作成 ]ウインドウの

下になら作れる模様



6.4. マップ上に置いた画像がマス目ぴったりにあってくれない
口では説明しにくいですが、画像を見れば「ああ……」ってなる問題です。

エレガントな対処法は、もちろん画像側をマス目に沿うように合わせる事です。

しかしやってみるとわかりますが、これが意外とメチャクチャめんどくさいです。

手抜き対策としては、[マップマスクを大きめに作り]、

[ALT キーを押しながら移動させてマス目を無視する]ことです。

ただ、マップマスク自体はマス目単位のサイズでしか作れないので、

たくさんのマップマスクをベタベタ貼って覆い隠す事になるでしょう。

個人的には別にそれでもいいと思います。

－以上－
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Room2を隠したいが、

画像がマス目と一致してないので

上手く隠れてくれない

画像を直すのは面倒なので

こんな感じで……
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