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世界群歩行者達よ 

一つの世界に固執することなかれ 

 

幾多の世界の存在を己が目で眺め 

数多の世界に己が足跡を残せ 

 

世界群歩行者達よ 

手下ろし口閉ざすことなかれ 

 

世界という塊の素と成りて 

己が存在を示せ 

 

世界群歩行者達よ 

汝、この世に何を成しに来た者なりや？ 

 



 

中二病ぐらいがちょうどいい。 

ここではそれが許される。 

 

ただし。 

周りを巻き込むのなら 

周りに巻き込まれる覚悟も必要だ。 

 

世界群歩行者達チームマスター 

塊素 
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更新履歴 

2012/09/27 チーム規約初制定。 

2012/11/21 チーム倉庫の取り扱い事項追加。 

2013/09/30 入団申請の取り扱い事項追加。 

2014/08/04 マネージャー規定追加。 

2015/01/12 長期休団者の除名、PSO2 以外の通信手段の取り扱いの許可、 

  団員数が限界に達した場合のマネージャーによる除名、動画配信規定追加。 

2016/01/11 パーティ募集、応募規定追加。 

2016/02/12 マネージャー規定更新。 

2016/07/12 外遊、パーティ除名、応募拒否、除名の取り扱い事項追加。 

2018/04/08 世界群歩行者達チームサイトのチーム規約より書き起こし。 

2018/04/29 チームルーム規定第四章、改訂。 

2019/02/05 題辞その２を追加。一部文字体裁を調整。 

2019/02/16 題辞その２に文言追加。表紙にチームサイトへの URL と二次元バーコード追加。 
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世界群歩行者達 鉄の掟・理念 

世界群歩行者達、全オンラインゲーム共通の鉄の掟 

 一、ゲームは義務ではない。 

 一、ゲームはどこまで行っても遊びである。 

 一、なるべく自分を偽らない。 

 一、十分な睡眠を確保すること。 

 一、言いたい事ははっきり言うこと。 

 一、袖触れ合うも他生の縁。 

 一、「先輩」は「後輩」を守らなくてはならない。 

 一、終わりには、何も待ってはいない。 

 

世界群歩行者達、全オンラインゲーム共通の理念 

 一、プレイヤーの自由は尊重されなければならない。 
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世界群歩行者達 九ヶ条 

1. カッコいいは正義である。 

2. カワいいは正義である。 

3. ネタキャラは真理である。 

4. 忘れるな、現実あっての理想である。 

5. 独りで遊ぶなみんなで遊べ。何のためのオンライン？ 

6. 自己の存在を主張せよ。初めの一歩は挨拶から。 

7. 使用したい道具を使用すること。使用しやすい道具を選ぶこと。 

8. 来る者拒まず、去るもの追わず。 

9. 会話はなるべくオープンで。「みんな」で会話を楽しもう。 
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世界群歩行者達 チーム規約 

第一章 総則 

第一条 目的 

１ このチーム規約（以下「規約」と記述）は、ファンタシースターオンライン 2（以

下「PSO2」と記述）で遊ぶ世界群歩行者達のチームメンバーの在籍に関する事項

を定めるものである。 

２ この規約に定めた事項のほか、在籍に関する事項については、Windows PC版『フ

ァンタシースターオンライン 2』利用規約、PlayStation®Vita 版『ファンタシー

スターオンライン 2』利用規約、PlayStation®4 版『ファンタシースターオンライ

ン 2』利用規約、『ファンタシースターオンライン 2 クラウド』利用規約、その他

SEGAの PSO2運営方針（以下「PSO2運営規約」と記述）の定めるところによる。 

第二条 適用範囲 

１ この規約は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。 

第三条 規約順守および改善の義務 

１ チームメンバーはこの規約及び付属規約を遵守し、相互に協力してチームの発展

になるべく努めなくてはならない。 

第二章 入団 

第四条 入団資格 

１ 世界群歩行者達は入団を希望する者に対して、分け隔てなく入団を許可する。た

だし、《第二十七条第２項》に定める懲戒除名によって除名されたことがある者は

この限りではない。 

第五条 入団手続 

１ 世界群歩行者達への入団を希望する者はビジフォン端末より世界群歩行者達に入

団申請を送り、最低１５分は待機しなくてはならない。 

当項が順守されず複数の他のチームに対して入団申請が行われていることが確認

された場合、入団を許可しないものとする。 

２ 世界群歩行者達の在籍歴がある場合、第１項を無効とする。 

３ その他、権限を持つチームメンバーが入団を認めた場合、第１項を無効とする。 

第六条 新人研修の受講 

１ 世界群歩行者達の在籍歴を持たない場合、速やかに新人研修を受講し、世界群歩

行者達に対する理解を得なくてはならない。 

第七条 体験入団及び体験期間 

１ チームメンバーとして新たに入団した者については、入団した日から二週間程

度、体験入団を行うことができる。 

２ 前項について、入団者が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないこ

とがある。もしくは延長できる。 
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３ 体験入団中は役職をビジターに固定とする。 

４ 体験入団中はいつでも自由に退団してよい。 

５ 体験期間は新人研修を受講している場合に限り、在籍歴に通算する。 

第三章 規律 

第八条 服務 

１ チームメンバーは、所属上の責任を自覚し、誠実にゲームプレイするとともに、

チーム環境の向上及びチーム秩序の維持に努めなければならない。 

第九条 遵守事項 

１ チームメンバーは、以下の事項を守らなければならない。 

① 現実の生活を最優先とし、ゲームプレイする余裕がない場合はゲームプレイをしないこ

と。又、現実においての緊急時はいついかなる場合でもゲームプレイを放棄すること。 

② 他のチームメンバーのゲームプレイに著しい介入をしないこと。 

③ マネージャーの権限を持つチームメンバーは、別途定める《マネージャー規定》に準ずる

こと。 

④ 《チームルーム規定》に準ずることなく、チームルームの環境を変更しないこと。 

⑤ 他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。 

⑥ 在籍中及び退団後においても、コミュニケーション上知り得た他のチームメンバーの現実

に関する機密（個人情報など）を世界群歩行者達と無関係な第三者に漏洩しないこと。 

⑦ 世界群歩行者達の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 

⑧ その他、チームメンバーとしてふさわしくない行為をしないこと。 

第十条 チーム名変更の禁止 

１ チームメンバーは、世界群歩行者達のチーム名を変更してはならない。 

第十一条 ログインの自由 

１ チームメンバーは、PSO2へのログインを強制されてはならない。 

第十二条 挨拶の自由 

１ チームメンバーは、挨拶を強制されてはならない。 

第十三条 チームポイント上納の自由 

１ チームメンバーは、チームオーダーのクリアを強制されてはならない。 

第十四条 パーティ募集時の応答義務 

１ チームメンバーは、世界群歩行者達の内部にてパーティ募集宣言を認識した場

合、必ず応答しなくてはならない。 

２ 応答の作法は別途、《パーティ募集規定》にて定める。 

第十五条 チーム倉庫の物品所有権の不認定 

１ チーム倉庫に入っている物に対し、所有権を宣言することを禁止する。 

２ チーム倉庫に入っている物を持ち出した場合、その後の運用は所持者に任せら

れ、また返却の必要はない。 
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第十六条 PSO2のストーリークエストのネタばれに関する注意義務 

１ チームメンバーは、PSO2より提供されるストーリークエストの内容について、ス

トーリーの内容をまだ把握していないチームメンバーに対してネタばれ宣言を行

う等、一定の配慮をしなければならない。 

第十七条 通信手段の自由 

１ チームメンバーは、PSO2チャット以外の通信手段の使用を禁止されてはならな

い。 

２ チームメンバーは、PSO2チャット以外の通信手段の使用を強要してはならない。 

第十八条 パワーハラスメントの禁止 

１ チームメンバーは、チーム内の地位や人間関係などのゲーム内の優位性を背景に

した、適正なゲームプレイを超える言動により、他のチームメンバーに精神的・

身体的な苦痛を与えたり、在籍環境を害したりしてはならない。 

第十九条 セクシュアルハラスメントの一部制限 

１ チームメンバーは、ゲーム内におけるゲームキャラクターに対する性的言動は許

される。 

２ チームメンバーは、現実の個人に対する性的言動により、他のチームメンバーに

不利益や不快感を与えたり、在籍環境を害したりしてはならない。 

第二十条 動画配信 

１ チームメンバーは、世界群歩行者達において動画を作成、配信を行う場合、あら

かじめ許可を受けなければならない。 

２ 許可を受けている場合、かつ動画の記録又は配信を行う場合、直前に動画撮影を

行っている旨をチームメンバーに告知しなくてはならない。 

３ その他、詳細は別途、《動画配信規定》にて定める。 

第二十一条 問題発生時の報告義務 

１ チームメンバーは、チームマスターがログアウトしているときに発生した問題及

び障害について、自身が認識している範囲内の事項をチームマスターに報告しな

くてはならない。 

第四章 休団 

第二十二条 休団 

１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、休団とみなすものとする。 

① 三ヶ月以上、ログインが他のチームメンバーより認識されない場合。 

② 当人より要望があった場合。 

第五章 退団及び除名 

第二十三条 退団 

１ チームメンバーは、いついかなる時でも自己都合で退団できる。 

２ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは退団とする。 

① 自らの意思で退団したとき。 
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② チームマスターもしくはマネージャーに除名処理を依頼したとき。 

３ 自主的に退団を決意した場合、なるべく退団理由をチームマスターに提出するも

のとする。ただし、自身の利益を害しない場合に限る。 

第二十四条 除名 

１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、除名することがある。 

① 素行が著しく不良で、改善の見込みがなく、チームメンバーとしての品格を持ち得ないと

き。 

② 現実生活態度が著しく不良で、改善及び向上の見込みがなく、ゲームプレイよりも優先さ

れるべき事項があると判断されたとき。 

③ 体験期間における素行が著しく不良で、チームメンバーとして不適格であると認められた

とき。 

④ 《第二十七条第２項》に定める懲戒除名事由に該当する事実が認められたとき。 

⑤ PSO2運営規約に違反しており、PSO2運営によってアカンウト停止等処罰を受けたとき。 

⑥ 世界群歩行者達の運営上やむを得ない事由により、世界群歩行者達の解散等を行う必要が

生じ、かつ他のチームへの移籍が困難なとき。 

⑦ 世界群歩行者達の所属チームメンバー数が九〇名を超えている場合、かつ、除名宣告にて

明示された期間内に在籍継続の意思表示が明確に行われないとき。 

⑧ 《第二十九条第１項》に定める外遊中であり、かつ一年以上連絡がないとき。 

⑨ プレイヤーが現実世界において死亡したとき。 

⑩ その他、チームマスターの判断により在籍が不適格であると判断されたとき。 

２ 長期にわたる休団、又は外遊を理由に除名が行われる場合、対象者に対し PSO2内

メール及びチームサイト掲示板にて除名宣告を行うものとする。除名宣告の指示

に従わない場合、除名とする。 

第六章 表彰及び制裁 

第二十五条 表彰 

１ 世界群歩行者達は、原則としてチームメンバーを表彰せず、いかなる褒章も出さ

ない。 

第二十六条 懲戒の種類 

１ 世界群歩行者達は、チームメンバーが次条のいずれかに該当する場合は、その情

状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 

① けん責 

 チームマスターより説教を受け、将来を戒める。 

② 懲戒除名 

 予告期間を設けることなく即時に除名する。又、再び世界群歩行者達に入団すること

を禁じる。チームマスターが必要と判断した場合、PSO2運営への通報を行う。 

第二十七条 懲戒の事由 

１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責とする。 

① 過失により世界群歩行者達に損害を与えたとき。 
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② 素行不良で世界群歩行者達の秩序及び風紀を乱したとき。 

③ 《第三章》にて定める各条項に違反したとき。 

④ その他この規約に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。 

２ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、懲戒除名とする。ただし、平

素の素行態度その他情状によっては、《第二十四条》に定める通常除名、または前

項に定めるけん責とすることがある。 

① PSO2運営規約に違反する行為を行い、その違反事実が明らかとなったとき（当該行為が軽

微な違反である場合を除く）。 

② 《第三章》にて定める各条項に違反し、その情状が悪質と認められるとき。 

③ 故意又は重大な過失により世界群歩行者達に重大な損害を与えたとき。 

④ 素行不良で著しく世界群歩行者達の秩序又は風紀を乱したとき。 

⑤ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、素行等に関し、改善の見込みがないと

き。 

⑥ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め

若しくは供応を受けたとき。 

⑦ 私生活上の非違行為や世界群歩行者達に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、世

界群歩行者達の名誉信用を損ない、運営に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 

⑧ 正当な理由なく世界群歩行者達の活動上重要な秘密を外部に漏洩して世界群歩行者達に損

害を与え、又は活動の正常な運営を阻害したとき。 

⑨ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 

第七章 公益通報者保護 

第二十八条 公益通報者の保護 

１ 世界群歩行者達は、チームメンバーから組織的又は個人的な規約違反行為等に関

する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。 

第八章 外遊及び避難 

第二十九条 外遊 

１ チームメンバーは、将来において世界群歩行者達に再加入する旨を宣言して退団

し、別チームへと移籍することができる。 

２ チームメンバーは、別のシップにおいて別チームに参加することができる。 

第三十条 避難 

１ チームメンバーは、世界群歩行者達にて発生した問題もしくは障害に関わること

を拒否し、別チームへの移籍、又はチームを新規作成して避難することができ

る。 

２ チームメンバーは、避難を実施した場合、問題又は障害を解決した際の決定に異

議を唱える権利を喪失する。また、決定に対して無条件に賛同したものとする。 
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附 則 

第一条 施行期日 

１  この規約は、PSO2情勢の変化その他の事由によって変更することがある。 

２  この規約に変更を加えるとき（微細な修正は除く）は、チームメンバーに

 対して都度、一ヶ月以上の意見募集を行い、チームマスターが取り纏めて

 行うものとする。 

３  この規約は、平成 24年 09月 27日より改訂施行する。 

４  この規約は、平成 24年 11月 21日より改訂施行する。 

５  この規約は、平成 25年 09月 30日より改訂施行する。 

６  この規約は、平成 26年 08月 04日より改訂施行する。 

７  この規約は、平成 27年 01月 12日より改訂施行する。 

８  この規約は、平成 28年 01月 11日より改訂施行する。 

９  この規約は、平成 28年 02月 12日より改訂施行する。 

１０ この規約は、平成 28年 07月 12日より改訂施行する。 

１１ この規約は、平成 30年 04月 10日に清書、公布する。 

１２ この規約は、平成 30年 05月 01日より改訂施行する。 
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マネージャー規定 

第一章 総則 

第一条 目的 

１ この規定は、世界群歩行者達のマネージャーに関する事項を定めるものである。 

第二条 適用範囲 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。 

第二章 役割 

第三条 役割 

１ マネージャーは、チームマスターがログアウトしている場合、又はチームマスタ

ーが処理を行えない場合、又はチームマスターより依頼された場合、次の事項の

処理を代行するものとする。 

① チームルームのフォトンツリーの水やり。 

② 月末のチーム倉庫の掃除。《チームルーム規定》に準ずる。 

③ チームルームレンタル拠点の変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ずる。 

④ チームルーム BGM の変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ずる。 

⑤ チームルームシンボルアートモニターの変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ず

る。 

⑥ 入団申請が発行された場合の応対。 

⑦ 問題又は障害が発生した場合のチームルームロック（チームルームからのチームメンバー

以外のプレイヤーの排除、および入室禁止）。 

第四条 禁止事項 

１ マネージャーは、世界群歩行者達を私物化してはならない。 

２ マネージャーは、チーム名を変更してはならない。 

３ マネージャーは、安易にチームメンバー間の人間関係的な問題の調整を行っては

ならない。 
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チームルーム規定 

第一章 総則 

第一条 目的 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーによるチームルームに関する事項

を定めるものである。 

第二条 適用範囲 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。 

第二章 チーム倉庫 

第三条 所有権の無効 

１ チーム倉庫に入庫されている物は、所有権が破棄されているものとする。 

２ チーム倉庫から持ち出した物は、返却の必要はなく、又、弁償の必要もない。賠

償の要求があったとしても、これを認めない。 

第四条 月末掃除 

１ チーム倉庫は月末に、マネージャー以上の役職者によって空にするものとする。

ただし、必要と思われる場合は処分を保留できるものとする。 

２ 空にする際に発生した処分品の利益は処分者のものとする。 

第三章 レンタル拠点 

第五条 レンタル拠点の決定 

１ チームメンバーは、レンタル拠点の決定をチームサイト掲示板での投票によって

決定しなければならない。 

２ 投票できるレンタル拠点は、直近の過去三回分までに選ばれた拠点以外とする。 

３ PSO2運営によって新規レンタル拠点が実装された場合、第１項及びレンタル期間

の残日数を無視して新規レンタル拠点に移行するものとする。 

第六条 レンタル拠点変更時の BGM変更 

１ レンタル拠点を変更した場合、無条件に BGMも変更可能とする。 

２ 選曲中の BGM変更は何度でも行うことができる。選曲中はログインしているメン

バーの意見を取り入れることが望ましい。 

第四章 BGM 

第七条 BGMの変更手続き 

１ チームメンバーは、役職問わず BGMの変更を提案することができる。 

２ BGM変更の提案は、他のチームメンバー三名より承認を受けなくてはならない。 

３ 三名の承認を受けた後、一五分以内に他のチームメンバー一名以上より異議が唱

えられた場合、即座に BGM変更の提案は否決される。 

４ BGM変更の提案が可決された場合、BGMを変更することができる。 
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５ 選曲中の BGM変更は何度でも行うことができる。選曲中はログインしているメン

バーの意見を取り入れることが望ましい。 

第八条 BGM変更提案の停止 

１ チームメンバーは、BGMの変更提案が過多であると感じられた場合、以降の BGMの

変更提案をすべて却下するよう提案することができる。 

２ 提案は提出され次第受理され、レンタル拠点が変更されるまで有効とする。 

第五章 シンボルアートモニター 

第九条 シンボルアートモニター（小）の変更の禁止 

１ シンボルアートモニター（小）は変更してはならない。 

第十条 シンボルアートモニター（中、大）の変更手続き 

１ チームメンバーは、シンボルアートモニター（中、大）を変更する場合、他のチ

ームメンバー五名より承認を受けなくてはならない。 

２ チームメンバーは、他のチームメンバー一名以上よりシンボルアートモニター

（中、大）の変更に異議が唱えられた場合、変更してはならない。 
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パーティ募集規定 

第一章 総則 

第一条 目的 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバー内におけるクエスト同行者を求め

るパーティ募集（以下「PT募集」と記述）に関する事項を定めるものである。 

第二条 適用範囲 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。 

第二章 募集 

第三条 募集のふるまい 

１ チームメンバーは、チームチャットにおいて募集の開始を宣言し、募集の終了を

宣言するまでの間、繰り返し募集条件を宣伝しなくてはならない。 

２ チームメンバーは、募集を終了する場合に募集終了を宣言しなくてはならない。 

３ チームメンバーは、募集の際には応募の方式を宣言しなくてはならない。 

第四条 応募方式の種類 

１ 少人数、かつ募集を短期間で行う場合は挙手による応募方式を用いる。 

２ 大人数、かつ募集を長期間で行う場合はグッジョブによる応募方式を用いる。 

第五条 募集時の必要宣言事項 

１ 募集を宣言する場合、次の事項について明言しなくてはならない。 

① 目的 

② クエスト難易度（N、H、VH、SH、XH、ADVH、ADSH、EX） 

③ エキスパート可否（EX（エキスパートのみ）、NEX（ノンエキスパート可）） 

④ 募集人数（PT空き枠人数） 

⑤ 応募方式（挙手方式、グッジョブ方式） 

⑥ 開催ブロック 

⑦ 集合場所 

⑧ その他連絡事項 

２ 募集の宣言例 

① PT募集 

 アルチ周回募集 EX @3 挙手形式 B011 カフェ・フランカ前 

② チーム出撃 

 緊急チーム出撃 XH NEX @11 グッジョブ方式 B217 ゲート・シロナ前 

第三章 応募 

第六条 応募のふるまい 

１ チームメンバーは、PT募集を認識した場合には必ず応答しなければならない。 

① PT募集に応募する場合、応募方式に準じて応募しなければならない。 

② PT募集を拒絶する場合、不参加を表明しなければならない。 
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第七条 挙手方式による募集 

１ 募集にて挙手方式が採用された場合、チームチャットにて応答しなければならな

い。 

① 参加する場合、「ノ」又は「の」又は参加の意思が明確に示される発言を行うこと。 

② 不参加にする場合、「へ」又は不参加の意思が明確に示される発言を行うこと。 

第八条 グッジョブ方式による募集 

１ 募集にてグッジョブ方式が採用された場合、募集者に対してグッジョブにて応答

しなければならない。 

① 参加する場合、グッジョブにて「ノ」又は「の」又は参加の意思が明確に示される表明を

行うこと。 

② 不参加にする場合、「へ」又は不参加の意思が明確に示される発言を行うこと。 

２ 不参加の場合はチームチャットでの応答でもよい。 

第九条 応募が募集数を上回った場合 

１ 応募は募集者から見て応答が早いものから採用され、遅かったものに関しては却

下されるものとする。 

第四章 応募拒否 

第十条 応募拒否 

１ 募集者は応募者に対し、応募者の素行不良を理由に応募を拒否することができ

る。 

２ 募集者は応募拒否を行う場合、チームチャット上で理由を明言しなくてはならな

い。 

第十一条 応募拒否の際の調査への協力 

１ 応募拒否が適正に行われたかどうか調査する場合、チームメンバーはチームマス

ターに該当のチャットログファイル等を提出しなければならない。 

第五章 パーティメンバーの除名 

第十二条 パーティメンバーの除名 

１ クエスト開始時に理由なく離席などを行い、全体の進行に支障を発生させている

メンバーがいる場合、これを予告なく除名することができる。 

第六章 世界群歩行者達ではないプレイヤーの参加 

第十三条 世界群歩行者達ではないプレイヤーの参加 

１ チームメンバーは、世界群歩行者達ではないプレイヤー（以下「外部プレイヤ

ー」と記述）をパーティに参加させることができる。この場合、外部プレイヤー

の管理は募集者が行うものとする。 
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動画配信規定 

第一章 総則 

第一条 目的 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーによる動画配信に関する事項を定

めるものである。 

第二条 適用範囲 

１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。 

第二章 動画配信 

第三条 動画配信の許可 

１ 動画配信を行うチームメンバーは、世界群歩行者達に対して動画配信を行う旨を

連絡し、許可を得なければならない。 

第四条 動画配信の制限 

１ 動画配信を行うチームメンバーは、動画配信を行う場所を次の場所に限定しなく

てはならない。 

① PSO2運営が撮影を推奨しているブロック 

② 世界群歩行者達チームルーム 

③ 撮影を許可しているチームメンバーのマイルーム 

２ 動画配信を行うチームメンバーは、同じブロック、同じエリアにいないチームメ

ンバーのチームチャット発言（吹き出し）を非表示にしなくてはならない。 

３ 動画配信を行うチームメンバーは、ゲームキャラクターの頭上表示に対して配

慮、もしくは非表示にしなくてはならない。 
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	１ チームメンバーは、所属上の責任を自覚し、誠実にゲームプレイするとともに、チーム環境の向上及びチーム秩序の維持に努めなければならない。

	第九条 遵守事項
	１ チームメンバーは、以下の事項を守らなければならない。
	① 現実の生活を最優先とし、ゲームプレイする余裕がない場合はゲームプレイをしないこと。又、現実においての緊急時はいついかなる場合でもゲームプレイを放棄すること。
	② 他のチームメンバーのゲームプレイに著しい介入をしないこと。
	③ マネージャーの権限を持つチームメンバーは、別途定める《マネージャー規定》に準ずること。
	④ 《チームルーム規定》に準ずることなく、チームルームの環境を変更しないこと。
	⑤ 他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
	⑥ 在籍中及び退団後においても、コミュニケーション上知り得た他のチームメンバーの現実に関する機密（個人情報など）を世界群歩行者達と無関係な第三者に漏洩しないこと。
	⑦ 世界群歩行者達の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
	⑧ その他、チームメンバーとしてふさわしくない行為をしないこと。


	第十条 チーム名変更の禁止
	１ チームメンバーは、世界群歩行者達のチーム名を変更してはならない。

	第十一条 ログインの自由
	１ チームメンバーは、PSO2へのログインを強制されてはならない。

	第十二条 挨拶の自由
	１ チームメンバーは、挨拶を強制されてはならない。

	第十三条 チームポイント上納の自由
	１ チームメンバーは、チームオーダーのクリアを強制されてはならない。

	第十四条 パーティ募集時の応答義務
	１ チームメンバーは、世界群歩行者達の内部にてパーティ募集宣言を認識した場合、必ず応答しなくてはならない。
	２ 応答の作法は別途、《パーティ募集規定》にて定める。

	第十五条 チーム倉庫の物品所有権の不認定
	１ チーム倉庫に入っている物に対し、所有権を宣言することを禁止する。
	２ チーム倉庫に入っている物を持ち出した場合、その後の運用は所持者に任せられ、また返却の必要はない。

	第十六条 PSO2のストーリークエストのネタばれに関する注意義務
	１ チームメンバーは、PSO2より提供されるストーリークエストの内容について、ストーリーの内容をまだ把握していないチームメンバーに対してネタばれ宣言を行う等、一定の配慮をしなければならない。

	第十七条 通信手段の自由
	１ チームメンバーは、PSO2チャット以外の通信手段の使用を禁止されてはならない。
	２ チームメンバーは、PSO2チャット以外の通信手段の使用を強要してはならない。

	第十八条 パワーハラスメントの禁止
	１ チームメンバーは、チーム内の地位や人間関係などのゲーム内の優位性を背景にした、適正なゲームプレイを超える言動により、他のチームメンバーに精神的・身体的な苦痛を与えたり、在籍環境を害したりしてはならない。

	第十九条 セクシュアルハラスメントの一部制限
	１ チームメンバーは、ゲーム内におけるゲームキャラクターに対する性的言動は許される。
	２ チームメンバーは、現実の個人に対する性的言動により、他のチームメンバーに不利益や不快感を与えたり、在籍環境を害したりしてはならない。

	第二十条 動画配信
	１ チームメンバーは、世界群歩行者達において動画を作成、配信を行う場合、あらかじめ許可を受けなければならない。
	２ 許可を受けている場合、かつ動画の記録又は配信を行う場合、直前に動画撮影を行っている旨をチームメンバーに告知しなくてはならない。
	３ その他、詳細は別途、《動画配信規定》にて定める。

	第二十一条 問題発生時の報告義務
	１ チームメンバーは、チームマスターがログアウトしているときに発生した問題及び障害について、自身が認識している範囲内の事項をチームマスターに報告しなくてはならない。


	第四章 休団
	第二十二条 休団
	１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、休団とみなすものとする。
	① 三ヶ月以上、ログインが他のチームメンバーより認識されない場合。
	② 当人より要望があった場合。



	第五章 退団及び除名
	第二十三条 退団
	１ チームメンバーは、いついかなる時でも自己都合で退団できる。
	２ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは退団とする。
	① 自らの意思で退団したとき。
	② チームマスターもしくはマネージャーに除名処理を依頼したとき。

	３ 自主的に退団を決意した場合、なるべく退団理由をチームマスターに提出するものとする。ただし、自身の利益を害しない場合に限る。

	第二十四条 除名
	１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、除名することがある。
	① 素行が著しく不良で、改善の見込みがなく、チームメンバーとしての品格を持ち得ないとき。
	② 現実生活態度が著しく不良で、改善及び向上の見込みがなく、ゲームプレイよりも優先されるべき事項があると判断されたとき。
	③ 体験期間における素行が著しく不良で、チームメンバーとして不適格であると認められたとき。
	④ 《第二十七条第２項》に定める懲戒除名事由に該当する事実が認められたとき。
	⑤ PSO2運営規約に違反しており、PSO2運営によってアカンウト停止等処罰を受けたとき。
	⑥ 世界群歩行者達の運営上やむを得ない事由により、世界群歩行者達の解散等を行う必要が生じ、かつ他のチームへの移籍が困難なとき。
	⑦ 世界群歩行者達の所属チームメンバー数が九〇名を超えている場合、かつ、除名宣告にて明示された期間内に在籍継続の意思表示が明確に行われないとき。
	⑧ 《第二十九条第１項》に定める外遊中であり、かつ一年以上連絡がないとき。
	⑨ プレイヤーが現実世界において死亡したとき。
	⑩ その他、チームマスターの判断により在籍が不適格であると判断されたとき。

	２ 長期にわたる休団、又は外遊を理由に除名が行われる場合、対象者に対しPSO2内メール及びチームサイト掲示板にて除名宣告を行うものとする。除名宣告の指示に従わない場合、除名とする。


	第六章 表彰及び制裁
	第二十五条 表彰
	１ 世界群歩行者達は、原則としてチームメンバーを表彰せず、いかなる褒章も出さない。

	第二十六条 懲戒の種類
	１ 世界群歩行者達は、チームメンバーが次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
	① けん責
	チームマスターより説教を受け、将来を戒める。

	② 懲戒除名
	予告期間を設けることなく即時に除名する。又、再び世界群歩行者達に入団することを禁じる。チームマスターが必要と判断した場合、PSO2運営への通報を行う。



	第二十七条 懲戒の事由
	１ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責とする。
	① 過失により世界群歩行者達に損害を与えたとき。
	② 素行不良で世界群歩行者達の秩序及び風紀を乱したとき。
	③ 《第三章》にて定める各条項に違反したとき。
	④ その他この規約に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

	２ チームメンバーが次のいずれかに該当するときは、懲戒除名とする。ただし、平素の素行態度その他情状によっては、《第二十四条》に定める通常除名、または前項に定めるけん責とすることがある。
	① PSO2運営規約に違反する行為を行い、その違反事実が明らかとなったとき（当該行為が軽微な違反である場合を除く）。
	② 《第三章》にて定める各条項に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
	③ 故意又は重大な過失により世界群歩行者達に重大な損害を与えたとき。
	④ 素行不良で著しく世界群歩行者達の秩序又は風紀を乱したとき。
	⑤ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、素行等に関し、改善の見込みがないとき。
	⑥ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
	⑦ 私生活上の非違行為や世界群歩行者達に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、世界群歩行者達の名誉信用を損ない、運営に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
	⑧ 正当な理由なく世界群歩行者達の活動上重要な秘密を外部に漏洩して世界群歩行者達に損害を与え、又は活動の正常な運営を阻害したとき。
	⑨ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。



	第七章 公益通報者保護
	第二十八条 公益通報者の保護
	１ 世界群歩行者達は、チームメンバーから組織的又は個人的な規約違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。


	第八章 外遊及び避難
	第二十九条 外遊
	１ チームメンバーは、将来において世界群歩行者達に再加入する旨を宣言して退団し、別チームへと移籍することができる。
	２ チームメンバーは、別のシップにおいて別チームに参加することができる。

	第三十条 避難
	１ チームメンバーは、世界群歩行者達にて発生した問題もしくは障害に関わることを拒否し、別チームへの移籍、又はチームを新規作成して避難することができる。
	２ チームメンバーは、避難を実施した場合、問題又は障害を解決した際の決定に異議を唱える権利を喪失する。また、決定に対して無条件に賛同したものとする。



	附　則
	第一条 施行期日
	１  この規約は、PSO2情勢の変化その他の事由によって変更することがある。
	２  この規約に変更を加えるとき（微細な修正は除く）は、チームメンバーに 対して都度、一ヶ月以上の意見募集を行い、チームマスターが取り纏めて 行うものとする。
	３  この規約は、平成24年09月27日より改訂施行する。
	４  この規約は、平成24年11月21日より改訂施行する。
	５  この規約は、平成25年09月30日より改訂施行する。
	６  この規約は、平成26年08月04日より改訂施行する。
	７  この規約は、平成27年01月12日より改訂施行する。
	８  この規約は、平成28年01月11日より改訂施行する。
	９  この規約は、平成28年02月12日より改訂施行する。
	１０ この規約は、平成28年07月12日より改訂施行する。
	１１ この規約は、平成30年04月10日に清書、公布する。
	１２ この規約は、平成30年05月01日より改訂施行する。


	マネージャー規定
	第一章 総則
	第一条 目的
	１ この規定は、世界群歩行者達のマネージャーに関する事項を定めるものである。

	第二条 適用範囲
	１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。


	第二章 役割
	第三条 役割
	１ マネージャーは、チームマスターがログアウトしている場合、又はチームマスターが処理を行えない場合、又はチームマスターより依頼された場合、次の事項の処理を代行するものとする。
	① チームルームのフォトンツリーの水やり。
	② 月末のチーム倉庫の掃除。《チームルーム規定》に準ずる。
	③ チームルームレンタル拠点の変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ずる。
	④ チームルームBGMの変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ずる。
	⑤ チームルームシンボルアートモニターの変更。変更手続きは《チームルーム規定》に準ずる。
	⑥ 入団申請が発行された場合の応対。
	⑦ 問題又は障害が発生した場合のチームルームロック（チームルームからのチームメンバー以外のプレイヤーの排除、および入室禁止）。


	第四条 禁止事項
	１ マネージャーは、世界群歩行者達を私物化してはならない。
	２ マネージャーは、チーム名を変更してはならない。
	３ マネージャーは、安易にチームメンバー間の人間関係的な問題の調整を行ってはならない。



	チームルーム規定
	第一章 総則
	第一条 目的
	１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーによるチームルームに関する事項を定めるものである。

	第二条 適用範囲
	１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。


	第二章 チーム倉庫
	第三条 所有権の無効
	１ チーム倉庫に入庫されている物は、所有権が破棄されているものとする。
	２ チーム倉庫から持ち出した物は、返却の必要はなく、又、弁償の必要もない。賠償の要求があったとしても、これを認めない。

	第四条 月末掃除
	１ チーム倉庫は月末に、マネージャー以上の役職者によって空にするものとする。ただし、必要と思われる場合は処分を保留できるものとする。
	２ 空にする際に発生した処分品の利益は処分者のものとする。


	第三章 レンタル拠点
	第五条 レンタル拠点の決定
	１ チームメンバーは、レンタル拠点の決定をチームサイト掲示板での投票によって決定しなければならない。
	２ 投票できるレンタル拠点は、直近の過去三回分までに選ばれた拠点以外とする。
	３ PSO2運営によって新規レンタル拠点が実装された場合、第１項及びレンタル期間の残日数を無視して新規レンタル拠点に移行するものとする。

	第六条 レンタル拠点変更時のBGM変更
	１ レンタル拠点を変更した場合、無条件にBGMも変更可能とする。
	２ 選曲中のBGM変更は何度でも行うことができる。選曲中はログインしているメンバーの意見を取り入れることが望ましい。


	第四章 BGM
	第七条 BGMの変更手続き
	１ チームメンバーは、役職問わずBGMの変更を提案することができる。
	２ BGM変更の提案は、他のチームメンバー三名より承認を受けなくてはならない。
	３ 三名の承認を受けた後、一五分以内に他のチームメンバー一名以上より異議が唱えられた場合、即座にBGM変更の提案は否決される。
	４ BGM変更の提案が可決された場合、BGMを変更することができる。
	５ 選曲中のBGM変更は何度でも行うことができる。選曲中はログインしているメンバーの意見を取り入れることが望ましい。

	第八条 BGM変更提案の停止
	１ チームメンバーは、BGMの変更提案が過多であると感じられた場合、以降のBGMの変更提案をすべて却下するよう提案することができる。
	２ 提案は提出され次第受理され、レンタル拠点が変更されるまで有効とする。


	第五章 シンボルアートモニター
	第九条 シンボルアートモニター（小）の変更の禁止
	１ シンボルアートモニター（小）は変更してはならない。

	第十条 シンボルアートモニター（中、大）の変更手続き
	１ チームメンバーは、シンボルアートモニター（中、大）を変更する場合、他のチームメンバー五名より承認を受けなくてはならない。
	２ チームメンバーは、他のチームメンバー一名以上よりシンボルアートモニター（中、大）の変更に異議が唱えられた場合、変更してはならない。



	パーティ募集規定
	第一章 総則
	第一条 目的
	１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバー内におけるクエスト同行者を求めるパーティ募集（以下「PT募集」と記述）に関する事項を定めるものである。

	第二条 適用範囲
	１ この規定は、世界群歩行者達のチームメンバーに適用する。


	第二章 募集
	第三条 募集のふるまい
	１ チームメンバーは、チームチャットにおいて募集の開始を宣言し、募集の終了を宣言するまでの間、繰り返し募集条件を宣伝しなくてはならない。
	２ チームメンバーは、募集を終了する場合に募集終了を宣言しなくてはならない。
	３ チームメンバーは、募集の際には応募の方式を宣言しなくてはならない。

	第四条 応募方式の種類
	１ 少人数、かつ募集を短期間で行う場合は挙手による応募方式を用いる。
	２ 大人数、かつ募集を長期間で行う場合はグッジョブによる応募方式を用いる。

	第五条 募集時の必要宣言事項
	１ 募集を宣言する場合、次の事項について明言しなくてはならない。
	① 目的
	② クエスト難易度（N、H、VH、SH、XH、ADVH、ADSH、EX）
	③ エキスパート可否（EX（エキスパートのみ）、NEX（ノンエキスパート可））
	④ 募集人数（PT空き枠人数）
	⑤ 応募方式（挙手方式、グッジョブ方式）
	⑥ 開催ブロック
	⑦ 集合場所
	⑧ その他連絡事項

	２ 募集の宣言例
	① PT募集
	アルチ周回募集 EX @3 挙手形式 B011 カフェ・フランカ前

	② チーム出撃
	緊急チーム出撃XH NEX @11 グッジョブ方式 B217 ゲート・シロナ前




	第三章 応募
	第六条 応募のふるまい
	１ チームメンバーは、PT募集を認識した場合には必ず応答しなければならない。
	① PT募集に応募する場合、応募方式に準じて応募しなければならない。
	② PT募集を拒絶する場合、不参加を表明しなければならない。


	第七条 挙手方式による募集
	１ 募集にて挙手方式が採用された場合、チームチャットにて応答しなければならない。
	① 参加する場合、「ノ」又は「の」又は参加の意思が明確に示される発言を行うこと。
	② 不参加にする場合、「へ」又は不参加の意思が明確に示される発言を行うこと。


	第八条 グッジョブ方式による募集
	１ 募集にてグッジョブ方式が採用された場合、募集者に対してグッジョブにて応答しなければならない。
	① 参加する場合、グッジョブにて「ノ」又は「の」又は参加の意思が明確に示される表明を行うこと。
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