「カードの使用制限に関するルール ネオスタンダード構築/タイトル限定構築」
2017 年度前期の更新について
カードの使用制限に関するルールの 2017 年度前期の更新にあたり、現在判断基準の一つとしている
公式大型大会で行われた各大会の使用率を参考としました。

●「ネオスタンダード in WGP2016」における使用率
全会場を通じた「全体」
「予選上位(全勝+一敗ライン)」「予選全勝」での各タイトルの使用率は下図の
通りとなりました。全体での使用率が 3%以上のタイトルを表示しています。

「その他」にまとめられているタイトルでは、「Charlotte」「おそ松さん」「ラブライブ！サンシャイ
ン!!」が「プリズマ☆イリヤ」に続いています。
「アイドルマスター シンデレラガールズ」
「<物語>シリーズ」
「艦隊これくしょん -艦これ-」が 2016
年前期に引き続き予選上位への使用率の伸びが高く、全体での使用率の高さと合わせて対戦環境に大き
な影響があります。

●「トリオサバイバル in WGP2016」における使用率
全会場を通じた「全体」
「予選上位(全勝+一敗ライン)」「予選全勝」での各タイトルの採用率は下図の
通りとなりました。全体での採用率の割合が 9%以上のタイトルを表示しています。なお、3 人 1 組のチ
ーム戦であるため、下図の割合は、全参加者数に対する各タイトルの使用者数の割合ではなく、全チー
ム数における各タイトルの採用チーム数の割合を表しています。

「その他」にまとめられているタイトルでは、
「ソードアート・オンライン」
「アイドルマスター」
「ガ
ールフレンド（仮）
」が「探偵オペラ ミルキィホームズ」に続いています。
「ネオスタンダード in WGP2016」と同様に「<物語>シリーズ」と「アイドルマスターシンデレラガ
ールズ」を使用したチームは予選上位・予選全勝に進む比率が高いことが分かります。また、予選上位
チームの約 70％が「アイドルマスター シンデレラガールズ」を、約 50％が「<物語>シリーズ」を使用
し、対戦環境に大きな影響力を持っています。

上記「ネオスタンダード in WGP2016」
「トリオサバイバル in 2016」の結果から、全体としては様々
なタイトルが使用されていますが、前期の結果も合わせ年間を通じて上位を占めるタイトルが固定され
ていたと判断し、「アイドルマスター シンデレラガールズ」「＜物語＞シリーズ」「艦隊これくしょん 艦これ-」の使用制限の内容を変更します。
なお、
「涼宮ハルヒの憂鬱」の制限内容更新は事前告知の通りに行います。

●更新内容
各大会の入賞デッキの内容を踏まえて、
「2017 年度前期」の更新内容を決定しました。
・アイドルマスター シンデレラガールズ
現在の選抜対象にカードを 1 枚追加し、カードの使用制限を「3 種選抜」から「4 種選抜」に変更しま
す。

3 種選抜

4 種選抜

赤城 みりあ IMC/W41-002,IMC/W41-002SP

赤城 みりあ IMC/W41-002,IMC/W41-002SP

ホラー大好き 小梅 IMC/W43-086

ホラー大好き 小梅 IMC/W43-086

Power of Smile 凛 IMC/W43-090

Power of Smile 凛 IMC/W43-090
渋谷 凛 IMC/W41-078, IMC/W41-078SP

・<物語>シリーズ
現在の選抜対象にカードを 2 枚追加し、カードの使用制限を「2 種選抜」から「4 種選抜」に変更しま
す。
2 種選抜

4 種選抜

中学生 忍野忍 MG/S39-009

中学生 忍野忍 MG/S39-009

“最後”まで笑顔 八九寺真宵 MG/S39-007,MG/S39-007R

“最後”まで笑顔 八九寺真宵 MG/S39-007,MG/S39-007R
白くて白々しい 羽川翼 MG/S39-031
一心同体のパートナー 忍野忍 MG/S39-008

・艦隊これくしょん -艦これ「赤城型正規空母 赤城改」を選抜対象から外し、改めて使用率が高い 2 種のカードを選抜対象に追加
し、カードの使用制限の「3 種選抜」を「4 種選抜」に変更します。
使用不可

使用不可
飛鷹型軽空母 2 番艦 隼鷹 KC/S25-028

KC/S25-028

4 種選抜

3 種選抜
陽炎型駆逐艦 7 番艦 初風 KC/S25-006,KC/S42-105
赤城型正規空母 赤城改 KC/S25-035,KC/S25-035SP
暁型駆逐艦 2 番艦 響

飛鷹型軽空母 2 番艦 隼鷹

KC/S25-056

陽炎型駆逐艦 7 番艦 初風

KC/S25-006,KC/S42-105

暁型駆逐艦 2 番艦 響

KC/S25-056

ドジっ娘 電 KC/S25-T01, KC/S25-061, KC/S25-061SP
Z1 型駆逐艦 3 番艦 Z3 KC/S42-037
制限解除
赤城型正規空母 赤城改 KC/S25-035,KC/S25-035SP

・涼宮ハルヒの憂鬱
「情報連結解除(SY/W08-T16、SY/W08-097)」を使用不可とします。

使用不可

使用不可

色褪せた世界(SY/W08-071)

色褪せた世界(SY/W08-071)
情報連結解除 SY/W08-T16、SY/W08-097

各参戦タイトルの名シーンを舞台に再現するというヴァイスシュヴァルツのコンセプトにおいて、ク
ライマックスカードは重要な役割を持っており、現在ではヴァイスシュヴァルツ発売当初以上に、クラ
イマックスカードに重要性を持たせたカード開発をしています。そのため、クライマックスカードの効
果や連動したコンボを容易に無効にできてしまう当該カードが広く使われることは望ましくないと判断
しました。
なお、
相手のクライマックスカードの使用を制限する下記 2 点のカードについても検討しましたが、
「情
報連結解除」ほどの影響はないと判断し、今回の指定からは見送ることとしました。
万象の王 アーチャー(FZ/S17-057、FZ/S17-057SP)
ネコミミ みくる(SY/W08-037)
・その他
各タイトルの現在の制限内容を再検討しましたが、このたびの更新では変更は行いません。
●トリオサバイバルのレギュレーションについて
採用タイトルの偏りを緩和するための施策として、「トリオサバイバル in WGP2016」では採用タイト
ルを考慮した復活枠の抽選を導入しました。その結果、決勝ラウンド進出チームの採用タイトルは下の
表となりました。
BCF2016
タイトル
アイドルマスター シンデレラガールズ
<物語>シリーズ
探偵オペラ ミルキィホームズ
艦隊これくしょん -艦これTo LOVEる
プリズマ☆イリヤ
アイドルマスター
Charlotte
ニセコイ
ガールフレンド（仮）
ソードアート・オンライン
ラブライブ！
その他

採用チーム数(全88チーム中)
63
60
23
18
18
10
9
8
5
5
5
4
36

WGP2016
タイトル
アイドルマスター シンデレラガールズ
<物語>シリーズ
艦隊これくしょん -艦これアクセル・ワールド
キズナイーバー
探偵オペラ ミルキィホームズ
To LOVEる
プリズマ☆イリヤ
ダ・カーポ＆Dal Segno
Charlotte
アイドルマスター
おそ松さん
ラブライブ！
ソードアート・オンライン
スクールガールストライカーズ
ガールフレンド（仮）
ぷよぷよ
ログ・ホライズン
境界のRINNE
その他

採用チーム数(全120チーム中)
68
48
29
21
21
17
16
14
12
12
9
9
9
8
8
8
7
7
6
31

導入の結果、より多くのタイトルが決勝ラウンド進出を目指すことができる方向にこの施策が作用し
たと考え、今後の大会でも同様の方法で決勝ラウンド進出チームを決定する方針です。
WGP2016 の抽選に関して、誤りやその際の対応に至らぬ点がありましたことを改めましてお詫びいた
します。皆さまがより安心して大会にご参加いただけるよう、システムの改良やスタッフの習熟に努め
てまいります。

ブシロードならびにヴァイスシュヴァルツ開発チームは、大会で活躍するタイトルやデッキに多様性
があることを望んでいます。使用制限の掛かったタイトルも含めさまざまなデッキで大会にご参加いた
だけるよう、総合的な対戦環境の整備に努めてまいります。今後とも弊社並びに弊社商品のご愛顧を何
卒よろしくお願い申し上げます。
※記載内容についてのお問い合わせにはお答え致しかねますのでご了承ください。

