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シェアワールド TRPG

VisionsTale

はじめに

【VisionsTale】は Vtuber のようなオリジナルキャラクター、オリジナルアバターを持

つ一次創作者の皆さんに向けて開発中の TRPG です。

貴方自身の「ありのままキャラクター」で、多くの人とそれぞれの世界観を共有し一緒

に遊べるゲームを目指しています。

様々なキャラクターとの出会いの中で貴方自身の物語を"可視化"させましょう！
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◆ゲームの世界観

仮想近未来、人間の「心」を理解する思想伝達補完サーバー「イデア」の台頭により現

実世界と変わらぬ精度の電脳空間が生み出された。

新時代の VR 体験に人々は熱狂し界隈は更なる発展を遂げた！

世は正に大 VR 時代！！

そんな電脳世界の発展と共に「
バグ

B.U.G.」と呼ばれるエラーが多発する。

人々を襲う正体不明のモンスターや脱出不可能な異常空間が現れ始めたのだ。

この事態に応じて「イデア」開発元の大企業「デミウルゴス」は元々ネットでの活動を

生業としている「Vtuber」達を雇いその解決を依頼する。

プレーヤーはこの電脳世界の「Vtuber」として企業、或いは個人からの依頼により B.U.G

事件に関わっていくことになる。

或いはこの世界で遊んでいた時、不意に巻き込まれてしまうのかもしれないし、名も知

らぬ誰かがあなたを必要として呼んでいるのかもしれない……。

どんな形であれ「B.U.G,」事件の解決を目指しプレーヤーはそれぞれの個性を駆使して

探索を始めるのだ！

その先であなた達は繁栄の裏に隠された恐ろしい真実に気付くだろう。

「イデア」というシステムは数え切れない犠牲の上に成り立つ装置……。

隠された「真実」に触れた時、不完全な「理想」の世界はあなたの目にどう映る？

多くの仲間と共にあなた自身の「物語」を「可視化」せよ！
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●用語説明

◇世界観的な用語・キャラクター

◆思想伝達補完サーバー「イデア」

世界的大企業「デミウルゴス」によって開発されたコンピュータシステム及び電脳世界。

ヘッドギアでの簡易な神経接続によって現実世界と同程度の仮想世界を体感出来る。

人間的感覚「心」を理解し、思考を読み取ることで安易にリアルな VR 体験を可能にして

いる。

公にはされていないがその実体は、ネットワーク上に「人造の神」を創造することで全

ての人類を管理し理想社会の創造を目指す計画、「イデアプロジェクト」の副産物であり、

複数の生きた人間の脳を素材に製造された"生きたサーバー"である。

生身の人間が素材になっているからこそ「心」という不確かなデータを理解しリアルな

電脳世界を生成しているのだ。

人類の発展という目的の為に非人道的手段で製作されたシステムであるがあくまで人間

を素材とした不完全な装置であるため完成には至っていない。

計画を進行する為のデータ収集目的で「イデア」のサーバーは一般公開され多くのプレ

ーヤーを集めているが、その裏で進められている計画を世間が知ることはない。

そんな中素材となった人間達の残留思念が「B.U.G.」となり異常を起こす。

想定外の自体に運営も一時は頭を抱えるがサーバー内で迎撃が出来る事がわかって以来、

データ収集の為に徹底排除は行わず、個性的能力を持つ「Vtuber」を雇い興業イベント化

する事で事実を隠蔽している。
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◆管理 AI「イデア」

イデア内部には少女の姿をした同名の管理AIが存在している。

「人造の神」を創る「イデアプロジェクト」という計画のため、

とある少女の遺体を元に彼女は生まれた。

行動を管理するために手足は消去されており、普段は休眠状態

として眠っている。

巨大な手を模した制御装置により電脳世界やプレーヤーのキ

ャラクターデータを創造する。

本体は一体しか存在しないが自身のコピーデータを作成する

ことも可能で必要に応じて複数体存在することが出来る。

その力を利用してゲーム世界への最初の案内役も務めている。

文字通りサーバーの全てを「掌握」する存在。

或いはこの電脳世界は彼女が見ている一時の夢のようなものと言えるだろう。

数多の人間の思念の集合体でもあるためあらゆるデータを「平均化」しようとする傾向

がある。

そのために保守的、原理主義的な演算結果を出すことが多く、一部の開発者達から理想

の神とは程遠いとして失敗作扱いされている。

また演算機能とは別に「イデア」自体にも自我は存在するようで「B.U.G.」との関連性

が懸念されている。

夢みる少女はただ、遊び相手が欲しいだけなのかもしれない。
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◆「デミウルゴス」

思想伝達保管サーバー「イデア」、及び管理 AI「イデア」を開発した大企業。

造物主を意味する「デミウルゴス」の名の通り様々な産業の発展に貢献しており、VR を

今やスマートフォンと同じように当たり前のものにしている。

他社と比較にならないほど安易で高度な仮想世界を生み出す「イデア」を公開したこと

で「VR 世界」の市場をほぼ独占し莫大な利益をあげている。

そのため世界ではナンバーワンの影響力を持つ企業であり非人道的手段で開発された

「イデア」という装置の実態も全て隠蔽し、表向きには理想的な企業として世界に君臨し

ている。

仮に「イデア」の真実を知りメディアに公開しようものならあなたも真実と共に闇に葬

られることだろう……。

その財力で身寄りのない子供達や老人、障害者達を集め孤児院や介護施設を設立するな

ど慈善事業も展開していることから世間からの印象もよい。

その過剰な影響力、財力を使って創立者「パルメニデス」は「人造の神」を作り出す計

画「イデアプロジェクト」を企画するものの未だ完成には至っていない。

大きな企業であるために複数の部署が存在し「イデアプロジェクト」について社員の全

てが理解している訳でもないようだ。

それは「イデア」のサーバー運営部署に関しても言えることであり、世界の真実を知る

のはごく一部の「上層部」だけなのかもしれない。

真実を知っていようがいまいが社員達は社訓である「理想社会の実現」に向かい、世界

に新たな創造をもたらし続けるだろう。
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◆「メアリス」

電脳世界に現れる正体不明の子供。

遊びに誘うように PL 達を「B.U.G.」事件に誘う。

多くの事件に関与しているようだがその正体は未だ運

営さえも掴めていない。

自身をこの世界における「※メアリー・スー」であると

いい「最強無敵の存在」と自称するが彼女がその力を発揮

するところを誰も見たことはない。

彼女自体の能力は未知数だが殆どの「B.U.G.」は彼女の

指示に従っている。

或いは彼女が「B.U.G.」達のことを正しく理解している

のか……。

謎の多い存在であり PL を事件に巻き込んだり、或いは逆に事件解決のヒントを与えてく

れたり、敵か味方か掴めないトリックスター的な存在である。

自己中心的な言動や行動が目立つので相手をするのは大変かもしれない

しかし彼女の理解が得られれば隠された「真実」に近付くことが出来るだろう。

彼女とどう接していくかはあなた次第だ。

※メアリー・スーとは『スタートレック』という作品の二次創作小説に登場するオリジナ

ルヒロイン「メアリー・スー大尉」を元ネタとする

理想化されたオリジナルキャラクターを揶揄する語。

端的にいえば他のキャラクターやストーリーがそのキャラクターにとって都合のいいよ

うに進み自己中心的な思考、言動をとる傾向がある。

中高生の創作活動で生み出しがちな俺 TUEEE 系のキャラクターみたいなやつ。(暴論)

オリジナルのキャラクターが集まる「イデア」の世界にはきっと沢山の彼女達が存在し

ていることだろう。

誰だって世界が自分の思い通りに出来ていれば嬉しいのは当然だ。

しかし多くの人間の思念集合体といえる「イデア」はいきすぎた「個性」を扱うのが苦

手だ。

この世界では強すぎる存在は大きな制約を負うことになるだろう。

理想的なキャラクターであることは素晴らしいことだが、多くの存在が集まる社会にお

いてそれはリスクを伴うことだ。

この世界で冒険する際にはそのことを頭のどこかに留めておくといいだろう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%B3
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◆「B.U.G.」(バグ)

サーバー内で発生するモンスター及び現象の総称。

正式名称は「Blender Unity Genome(混ざり合い統一する遺伝子)」

周囲のデータを吸収しながら成長し魔物のような姿をとったり異空間を生み出す。

サーバー外からの操作を一切受け付けない特殊なプログラムであり、増殖するため発生

次第対処する必要がある。

攻撃的な個体も存在するが何らかの目的意識を持っているものが多く戦闘よりもその目

的を優先する傾向がある。

公にはなっていないが「B.U.G.」の正体は「イデア」の素材になった人

間達の思い出や願い、いわゆる残留思念が集まったものである。

多くの人間の意識や記憶が混ざり合い生まれた存在であるため童話や民話、神話等の多

くの人に伝え聞かれた物語に登場するキャラクターに似た形状をとる傾向がある。

多くの「B.U.G.」は戦闘で「迎撃」できれば消し去ることが出来る。

或いは彼等の思念の元を「解消」することで成仏するかのように消滅する。

右の図は「B.U.G.」の通常個体「Type.β」。

この状態では個体毎の思考回路は存在せず管理 AI「イ

デア」から発信される情報の収集という意志だけが彼等を

動かしている。

上部に備えた立方体に情報を蓄積し、蓄積した情報

と全く同じ性質をもつ情報体に変身出来る。

変身後は蓄積された思念に応じた思考傾向を持つようだ。

情報さえ集まればどんなものでもコピー出来るので「イ

デアプロジェクト」における重要な研究対象でもある。

もし仮に彼等があなたと全く同じデータを持つ存在になった時、

それは果たして何者なんだろうか？
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メタ的な用語

◆PL(プレーヤー)

このゲームを遊ぶプレーヤー達。

Vtuber として電脳空間で活動する中で企業に雇われたり、偶然巻き込まれたり……、様々

な要因で「B.U.G.」事件に巻き込まれる事になる。

このゲームでは基本的に複数名プレイを推奨しているので味方と協力しつつも自分らし

いプレイの両立を目指して遊んでいただきたい。

◆GM(ゲームマスター)

ゲームの進行を仕切る役。

プレーヤーの個性を引き出しながらシナリオを進めていく。

ゲーム内の扱いとしては電脳世界イデアにおける「ナビゲーションシステム」といった

ところだろう。

基本的にはゲームに干渉することはないが PL が遊びやすいように"ナビゲート"していけ

るかが腕の見せどころだ。

◆NPC

PL 以外で作中に登場するキャラクター。

シナリオ上用意されたキャラクターに加え、他の PL が作成したキャラクターを元にした

NPC も現れるかもしれない。

それらは「B.U.G.」が変身しているものかもしれないし、或いは本人なのかもしれない。

時には敵として、時には味方として PL の前に現れる。

正体がなんにせよ同じくゲームを楽しむ仲間であることに変わりないので丁重に扱うこ

とを推奨しておこう。
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【キャラメイク】
電脳世界「イデア」で遊ぶためにあなたの自身のステータスを決める必要がある。

このゲームは

あなたのオリジナルキャラクター、或いはありのままの貴方

で遊ぶゲームだ！

よって各々のキャラクター性を表現できるように能力を決めていくため、

キャラメイクはダイスを振らず、PL の自己判断で行う！！

またこのゲームはシェアワールド TRPG であり、別のプレーヤーが遊ぶ際、

あなたのキャラクターが NPC として登場する可能性がある。

なのでしっかりキャラを固めておくことでゲームを遊んでいなくても他のプレーヤ

ーに自分のキャラクターをアピール出来るかもしれない。

細かいステータスを自動計算で出せるよう Google スプレッドシートを用意しているので

下記 URL から開いてコピーを作成してで簡単にキャラクターシートを作成しよう！

【VISIONSTALE】キャラクターシートテンプレート Ver.1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5xR5L0x8ppAcJ2ID851xo2rGefo5C0NVtp9aNG942s/edit?usp=sharing

キャラメイクのために決めるべきことは以下五つ。

特にスペック、スキル、シンボルの 3 つのステータスはゲーム中の活躍に大きく影響す

るのでしっかり考えていこう！

決めること

◆キャラクター基本情報

◆スペック(spec)

◆スキル(skill)

◆シンボル(symbol)

◆所持品

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5xR5L0x8ppAcJ2ID851xo2rGefo5C0NVtp9aNG942s/edit?usp=sharing
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キャラクターシート完成イメージ図

↓キャラクターカード版(Illustrator)

↓Google スプレッドシート版
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++

++



ｐ.12

◆キャラクター基本情報

○名前・性別

キャラクターの名称と性別、キャラクターの設定に合わせて自由に記載してよい。

○立ち絵

立ち絵はキャラクターの見た目を表す。

立ち絵がないという方は何かしら代用の画像を用意しよう。

Google スプレッドシート版ではセルを細かく設定している都合上セル上の画像での挿入

を推奨する。

「挿入→画像の挿入→セル上の画像」

余談だがこのゲームにおいてキャラクターの外見的魅力は立ち絵に、知性はプレーヤー

本人に依存する。
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○タグ付け

キャラクターの属する種族、職業、ジャンル等を単語で 5 つまで登録出来る。

現時点ではタグに応じた特攻、相性は設けないがロールプレイに応じて反映してもよい。

どちらかといえば GM が NPC としてキャラクターを登場させる際のキャラクターシート検

索時に参照する目的での利用を想定している。

なんにせよフレーバー的な意味合いが強いので世界観の表現のために自由に使えばいい。

○フレーバーテキスト

自由記入欄。

それぞれのキャラクター設定を記載出来るように用意している。

他のプレーヤーのセッション中にあなたのキャラクターが NPC として登場する場合もあ

るのでしっかり生い立ちや所属、特技や趣味等細かく記述していただけると活躍しやすい

(かもしれない)。
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スペックとはキャラクターの基本性能を表す能力値。

このゲームは「VR ゲームの世界を舞台とするゲーム」であるため、

「ゲーム」を楽しむために重要となる以下 6 つの能力値を基準にスペックを決定する。

スペックの決め方

スペックはそれぞれのキャラクターに応じた数値を自己判断で決める。

各ステータスは基本的に 5 段階評定だが Vtuber には魔王や神様など人の力を遙かに越え

る技術や能力を持つ者もいるので人知を越えた力を持つ場合は一律に 6 として設定する。

数値の目安

1 自信なし

2 人並み以下

3 人並み

4 人並み以上

5 自信あり

6 人外

【こうげき】

物体への攻撃性能、或いは立ちはだかる障害を退ける破壊力

【たふねす】

外部からの影響に対する耐久力、或いは長期的な活動を続ける持久力

【すばやさ】

機敏に行動できる機動力、或いは反射的に行動できる瞬発力

【きようさ】

細かな作業をこなす精密動作性、或いは効率よく物事を進める生産性

【そうぞう】

物事を思い浮かべる想像力、或いはイメージを形にする造形力

【ついせき】

必要なものを探し出す追跡力、或いは知りたいことを調べる調査力

スペック(spec)
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◆接続率

「イデア」のシステム基盤は大勢の人間によって構成される思念集合体であるが故に

サーバー内の人々の能力を平均化しようとする機能が備わっている。

そのためこのゲームでは

スペックが高いほどデータ量が重くなり

ワールドに適応出来ず本来の能力が使えない。
(低スペックサーバーでポリゴン数が多い 3D モデルがちゃんと動かないみたいな感じ)

接続率の計算式

計算式 100-(基本スペック補正値の合計)

補正値は 3 以下はそのままで 4 以上の場合その数から-3 引いた値が加算される。

例えば 4 なら 1 加算され 5、5 なら 2加算され 7、6 なら 3 加算され 9 となる。

接続率の例

各スペックオール 1 でスペック補正値合計が最低 6 の時、接続率は 94

各スペックオール 3 でスペック補正値合計が 18 の時、接続率は 82

各スペックオール 4 でスペック補正値合計が 30 の時、接続率は 70

各スペックオール 6 でスペック補正値合計が最大 54 の時、接続率は 46

接続率は基本スキル、固有スキルどちらも含めた全てのスキルの上限値となる。

1ｄ100 のダイス(100 面ダイス)を振って判定する際、接続率を越える値が出た場合、全て

自動失敗する。

また接続率は

○スキルポイントの上限値

○状態異常の回復、
ダウン

戦闘不能状態時の復帰判定として行う接続判定

等にも影響しこのゲームにおいて非常に重要なステータスとなる。

加えて基本的にはクトゥルフ神話 TRPG におけるファンブルのように接続率を超えてダイ

スを失敗した場合のデメリットは存在しない

しかし接続不安定な特殊環境下では接続率を越えた際、ファンブルとしてダメージを受

けるなどのリスクを背負う場合もあるかもしれない。
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○基本スキル

スペックの高さに応じて決まるキャラクターの基本能力。

探索、戦闘とわけているが探索中に通常攻撃をしかけたり戦闘中に相手を探知し情報を

得たりどちらのシーンでも利用出来る。

1ｄ100 のダイスを振って出た目以下の数値だった場合能力は成功する。

接続率を超えるステータスを持つ場合、接続率と同じ数字になる。

基本探索スキル

探索時によく利用するシナリオを進行する上で重要なステータス。

多くの場合スキルによる代用が可能。

これらの能力が高いほど世界の真相に近付けるかもしれない。

●探知 【ついせき】×15

物事を調べる能力、探索時に情報を得るために利用出来る。

あらゆる状況確認に役立つためこの能力が高ければ冒険の先導者になれるだろう。

●アイデア 【そうぞう】×15

物事を思い描く能力、これまでの情報を整理してヒントを見付けることが出来る。

情報をまとめ推理の基盤を固められるので世界の真相を探る探求者に必要な能力だ。

●読込 (【すばやさ】＋【きようさ】)×7

アイテムを使いこなす能力、フォルダにしまったアイテムを引き出すのに利用す

る。

このゲームはゲームの世界を舞台としたゲームなのでゲーム中のアイテム所持数

に限度や制限がない代わりにアイテム使用時に判定を行う形式をとっている。

状況に応じた道具を使いこなせば一流の冒険家だ！

●製作 (【そうぞう】+【きようさ】)×7

物を作る能力、素材を元に新たなアイテムを生み出す。

優れた創造者は時として物語を左右するキーアイテムを作り出すかもしれない。
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基本戦闘スキル

戦闘時によく利用するステータス。

このゲームでは戦闘を避けてシナリオを進めることも出来るが最終的には敵と戦う必要

がある場合が多い。

戦いの中でしか見つけられない答えもあるのでそれぞれの個性を活かし戦っていこう！

●HP 【たふねす】×2＋6

キャラクターの体力、0になると接続率が 0 となり

ダウン

戦闘不能状態となる。

PLが全員
ダウン

戦闘不能状態となった時点でGAMEOVERとなりシナリオは強制ログアウト

という形で終了する。

まずは生き残ること、それがゲームを進めるために優先すべきことかもしれない。

●会心率 (【きようさ】)×2

クリティカルの発生率。

1ｄ100 の判定を行った際この値以下の数値を出すとボーナス効果が発生する。

探索スキルは二倍の情報が得られ、戦闘時はクリティカル後に与えるダメージに+1ｄ6

の補正をを与える。

●回避率 【すばやさ】×5

相手から攻撃を受けた際、回避を行って攻撃を避ける確率。

回避を行うためには攻撃に備えて「ＡＰ」を温存する必要がある。

●攻撃命中率 (【こうげき】＋【きようさ】＋【すばやさ】)×6

目の前の相手に対して通常攻撃である攻撃を行う成功率。

全てのキャラクターが基本的な戦闘手段としてもちいる事が出来る。

しかし攻撃が出来るということは相手の射程でもあるため覚悟して近付くべし。
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それぞれのキャラクターの個性に応じた能力。探索や戦闘で好きに利用できる。

3 つまで好きな数、好きな名称で登録でき、

◆スキルポイントを振って能力の成功率を決める

(振り分けたポイントに応じて●スキルランクが自動で決定する)

◆スキル系統を決めて能力の方向性を決定し説明文を記載する。

上記の二つを決めることで能力の方向性を決める。

正直言ったもん勝ちなので好きな表現で登録しておきましょう。

例

スキル名 スキル P 加算値 計算値 実数値 スキルランク 系統

ふわふわ 70 70 70 ① 特殊

スキル説明

ふわふわボディで世界を包み込む

上記のスキル「ふわふわ」を利用することでその場をふわふわすることが出来る。

……抽象的な表現をしていてどういうことなんだ？？？

と思った方も沢山いるだろうがこれには理由がある。

このスキルは「ふわふわ」漂い周囲を捜索することで「探知」の代用として利用したり、

敵の攻撃に対して「ふわふわ」した体を利用してダメージを軽減したり、

一つのスキルでも RP 次第で様々な使い方が出来る。

戦闘時の細かい効果については◆スキル適応表(開発中)を参照し RP に応じて PL と GM と

で相談し効果を決定していくが探索時は好きに RP で使ってもよい。

スキル(skill)
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◆スキル適応表(開発中)

現在 Google スプレッドシートにて開発中

↓URL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-7sisDVvZNlaK2a4BNjF26FdeDfZtP_yKbfXPEtM1c/edit?usp=sharing

イデアというサーバーは遊ぶ人が増えるほど情報を蓄積し成長していくので、スキル適

応表はキャラクターが増える程拡張される。

なのでやってみたいことはどんどんゲームに盛り込んでいきましょう！

追加する手段としては

●開発者「僕話ヒノトリ」に提案しメインサーバーである公式ルールに組み込む。

開発者「僕話ヒノトリ」連絡先

Twitter の DM に連絡をお願いします！

テストプレーヤーは継続的に募集しているので興味のある方はお気軽に

お声掛けください！

ツイッター ID：@bokuwahinotori
https://twitter.com/bokuwahinotori

●卓毎のローカルルールとして追加ルールを設ける。

(世界観的な言い回しをするならローカルサーバーでの追加ルールを組み込む)

このゲームはシェアワールドゲームとして GM 毎にルールのカスタマイズを基本的に許可

しています。

PL を活躍させられるように好きにアレンジしてみましょう！

優秀なシステムは公式が逆輸入するかもしれません！

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-7sisDVvZNlaK2a4BNjF26FdeDfZtP_yKbfXPEtM1c/edit?usp=sharing
https://twitter.com/bokuwahinotori
https://twitter.com/bokuwahinotori
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◆スキルポイント

スキルに振り分けることでスキルの成功率を決定するポイント。

スキル判定を行う際 1D100 を振ってスキルポイント以下の数値が出れば判定成功となる。

そのためポイントが高いほど成功しやすいが接続率を越えて振ることは出来ない。

またあえてポイントを低めに設定することで◆スキルランクを高めに設定し成功時に補

正が発生させられる。

割り振れるポイント合計は「接続率の 2 倍」から自由に割り振ることが出来る。

○サブスキル

スキルポイントを振る上でポイントが余った場合、以下 3 つのサブスキルにポイントを

振ってもよい。

これらのスキルはスキルポイントとは別に初期値としてそれぞれ 10P 固定でポイントが

与えられている。

またサブスキルには後述す攻撃るスキルランクは反映されないのでキャラクター性を重

視して余ったポイントを振るといった運用が主となるだろう。

●救援

傷付いた味方を助けるスキル。判定に成功すれば 1D3 の回復判定が行える。

制限なく判定が行えるが自分に対して使うことは出来ないので回復に特化したい場合は補

助系スキルを用意しておいた方がいいだろう。

●対人

NPC との交渉時に信用させたり嘘を見抜いたりするスキル。

RP に応じて判定ボーナスが大幅に出るので無理に振る必要はないがあると便利。

●幸運

運のよさを表すスキル。全てをダイスに任せるのも悪くないかも。
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◆スキルランク

スキルはスキルポイントの数値に応じて成功時の効果に補正がのる。

ようするに確率が低ければ低いほど大技として利用出来る、というシステムである。

成功しやすく使いやすいスキル、成功しにくいが強力な効果を持つスキル、結局はその

場の運次第だが自分のやりたいプレイングにあった数値を選択することを推奨する。

ランク① 51 以上 補正無し

探索、攻撃問わず各種判定の代用として使用可能。

・通常攻撃の代用として「攻撃値」+1ｄ3 でダメージ判定を行える。

ランク② 16～50 少し強めの効果に補正出来る。

・通常攻撃の代用として「攻撃値」+2ｄ3 でダメージ判定を行える。

・状態異常攻撃、攻撃を一度無効、ワープ等やや強めの効果として利用出来る。

ランク③ 15 以下 成功時効果に大幅に補正

・通常攻撃の代用として「攻撃値」+3ｄ3 でダメージ判定を行える。

・ HP 全回復、全体攻撃等かなり強めの効果として利用出来る。

○ルーティン

スキルはキャラクターシート作成の時点で発動条件を設けておくことでその難易度に応じ

て成功時補正が加わる。GM と相談して好きに決めてもよい。
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◆スキル系統

スキルにはどういった用途のスキルなのかによって系統があり、効果の判断基準になる。

RP 次第で系統の枠を越え好きに使用しても構わないがシミュレーション時に系統にあ

った使い方を想定しておくとよい。詳しくはスキル適応表(開発中)を参照する。

また同じ名称のスキルでもキャラクターのやりたいことによってスキルタイプが異な

る場合がある。

例

(これまでのテストプレイで発見されたスキル、見やすいように独断と偏見で分類されている)

●探索系

速読、分析、通訳、気迫、収集、声真似、読書、直感、推理、執筆、啓蒙

●戦闘系

怪力、剣術、妖術、魔術、破壊光線、銃器の心得、暴走

●補助系

歌う、魔法錬成、創造魔法、自己回復、

●変化系

変身、変装、新しい体、人格変更、

●召喚系

水着召喚、サバくん使い、ペルソナ

●特殊系

かわいい、けもみみ、飛行、よくわからない、浸食、ツッコミ、プログラム

とりがすき、遠吠え、姫プレイ、指をふる、

●探索系

探索時に使いやすいスキル。

●戦闘系

攻撃、防御など戦闘時に使いやすいスキル。

●補助系

回復や味方ダイス補正など自分以外のキャラのサポートに向いているスキル。

●変化系

自己強化や状態異常等コンディションに対して作用するスキル。

●召喚系

召喚、或いは憑依等、味方 NPC を呼び出し使役するスキル。

●特殊系

いずれの系統にも属さない固有スキル。
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このゲームではあらゆる個性を実現出来る代わりに強過ぎる力には接続率により制限

が与えられる。

これによってスペックの高いキャラクターとスペックに低いキャラクターとのバランス

をとっている訳だが、時としてＰＬの持つ個性はシステムの想定を上回る力を発揮する。

はそれぞれの固有スキルを発動する際に適応出来る。

接続率を好きな数値使用し、

一時的にそのスキルの成功率を上昇させることが出来る。

この時、最大 5まで接続率を超えて成功率を上昇させてよい。

(各スペックオール 1 で接続率 94 の時でも成功率最大値は 99)

オーバーアクセスによる成功率変化はスキルランクに影響を与えないので使いこなせば

大技を使いやすくすることが出来るだろう。

しかし大きな力には大きな代償を伴う。

スキルの成功の有無を問わず、

オーバーアクセス使用後は利用した数値分、永続的に接続率が低下する。

あらゆる判定が低下した接続率で行われるため、

減少した接続率を超えるダイス値が出た場合その判定は失敗する。
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RPG におけるいわゆる職業システム。

プレーヤーは現状 6 種類の中から一つのシンボルを選択して装備する。

自身のプレイスタイルにあったシンボルを選び

一緒に遊ぶプレーヤーとの連携に活かしていこう！

※試行回数はダイスの振り直しを意味し加算された数振り直しが出来る。

○戦士

・あらゆるダメージ判定時威力補正+1

・あらゆる攻撃判定の試行回数を+1 する。

・シンボルスキル「チャージ」を得る。

特殊スキル「チャージ」

発動後次に発生させるダメージは補正+1(累積可)され、次のターンの

「ＡＰ」が一つ増える。攻撃後ダメージ補正はなくなる。

○衛兵

・全ての被ダメージを半減する。(切り上げ)

・防御、回復及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・シンボルスキル「ブロック」を得る。

特殊スキル「ブロック」

隣接する味方が攻撃を受ける時、「ＡＰ」の消費なく発動出来る。

攻撃対象を自身に変更出来る。

○忍者

・戦闘時移動範囲が+1 され、回避判定の試行回数を+1 する。

・探索中、ショートカットの入れ替えが出来る。(ゲーム後は元に戻る)

・シンボルスキル「変わり身」を得る。

特殊スキル「変わり身」

回避に成功時、「ＡＰ」の消費なく発動出来る。

カウンターとして相手に通常攻撃分のダメージを与える。

シンボル(symbol)
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○狙撃手

・射撃として道具なしに投擲が可能になる。

・読込、及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・シンボルスキル「ロックオン」を得る。

特殊スキル「ロックオン」

発動後、次に発生させるダメージは距離軽減補正を無効にし回避、及

び防御不可。

○魔術師

・接続率の半分(切り上げ)の数値分 MP ゲージを得る。各スキル判定

時、MP ゲージを好きなだけ消費し補正を加えることが出来る。

・シンボルスキル「詠唱」を得る。

特殊スキル「詠唱」

発動後、次に発生させるダメージは『攻撃値』の【こうげき】の値を

【そうぞう】の値にし距離軽減補正を無効にする。

○探偵

・探知、アイデア、及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・対人補正+20

・シンボルスキル「調査」を得る。

特殊スキル「調査」

ターンに一度移動を行った際、「ＡＰ」の消費なく発動出来る。

「ＡＰ」が 1 回復する。

シンボルは基本的にＰＬのみが利用でき、敵対 NPC として登場した際は無視される。

加えてシンボルは今後いくつか追加を予定している。

キャラクターにあった戦い方が出来るよう開発を進めているので案があれば開発者に気

軽に連絡するとよい。
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追加予定シンボル

○神官

・接続率分の信仰ゲージを得る。救援、及び補助スキルを使用し失敗

した時、スキルポイントとダイス値の差分信仰ポイントを上昇する。

・シンボルスキル「奇跡」を得る。

特殊スキル「奇跡」

信仰ゲージを接続率分消費し、味方全員に「3ｄ4の回復判定」、

「常時ダメージ補正+1」、「常時装甲値+1」のいずれかを与える

○アイドル

・ダイス補助、変化系及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・シンボルスキル「ライブ」を得る。

特殊スキル「ライブ」

1Ｄ3のダイスを振って出た目により以下の効果を適応する。

1「次の自分のターンまで味方全員にダメージ補正+1」

2「味方全員のＨＰを+1 する(上限を超えてもよい)」

3「次のターン、自分の AP は 1 点になる」

○召喚師

・召喚系、及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・ターン開始時、召喚したキャラがいる場合 AP を 3 点にする。

・シンボルスキル「シャッフル」を得る。

特殊スキル「シャッフル」

召喚したキャラと自分の位置を入れ替える。

相手の攻撃時にも発動出来る。

○技師

・制作、及び代用スキル判定の試行回数を+1 する。

・所持品がない時、制作の判定に成功すれば「キューブ」を得る。

・シンボルスキル「オブジェクトメイク」を得る。

特殊スキル「オブジェクトメイク」

周囲のいずれか一マスに「キューブ」を設置する。

使用者の【たふねす】分のＨＰを持ち、ＡＰを消費し押し出すことで直

線上にいる全てのキャラに【こうげき】分のダメージを与える。

上記のシンボルは今度の追加予定のものであり、増減、或いは変更される場合もある。
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このゲームでは物体をアイテムデータに変換し「ポケットフォルダ」に保存することで重

さ、大きさ、数量を問わずシナリオ中に持ち歩くことが出来る。

各キャラは一つだけ好きなアイテムを所持品として持ち歩くことが出来る。

このアイテムはシナリオが始める前から持ち歩いているものでありシナリオ中に消費し

ても次のシナリオの際にはデータを再アップロードすることで再装填される。

また敵 NPC として出現した際に倒れた時のドロップアイテムになったり、味方として現

れた時に PL にプレゼントしたり、キャラクター性を発揮出来る要素でもあるので世界観に

応じたアイテムを用意出来るといいだろう。

○ポケットフォルダ

持ち物を収納する拡張ポケット。

無限に収納出来る代わりに別のシナリオへの引き継ぎは基本的に出来ない。

ただし所持品としてショートカットに登録したアイテム一種のみ事前に持ち込める。

アイテムは取得時、鑑定を行い効果を決める。

ゲーム中取得出来る持ち物に上限はない。

その代わり戦闘時など即座に取り出す必要がある際は読込判定を行う。

データの大きさによって読込判定に補正がかかる場合がある。

○ショートカット登録

好きなアイテムを一つだけ登録しゲーム時に持ち込むことが出来る。

読込判定は自動成功となるので仕事や生活で使うお気に入りの道具や武器、

思い付かなければ好きな食べ物を持ってくると回復アイテムとして使えるので探索が楽に

なるだろう。

ショートカットに登録するアイテムは後述する鑑定を行う。

所持品



ｐ.28

◇鑑定

所持品に武器や薬品として使えるものがある時、鑑定して○武器や○薬品等六種類の系統

分けを行っている。(ランクはゲームプレイ時に GM の判断で決定する)

○武器

○薬品

○防具

○魔導具

○雑貨

○貴重品

武器、薬品、防具等のアイテムはその系統のランクによって様々な判定時に補正を加える

ことが出来る。

○武器
装備して武器として使用できるもの。

通常攻撃、投擲など自由に適用できるが使用前に読込の判定に成功しなければならない。

ランク①：あまり戦闘に適さない道具(例:木の棒)

ダメージ判定+1、

ランク②：日常用品ではあるがある程度の殺傷能力が認められるもの(例:包丁)

ダメージ判定+2

ランク③：戦闘用に特化して作られてもの(例:剣)

ダメージ判定+3

ランク④：神話クラスの性能を持つ神器等(例:伝説の剣)

ダメージ判定+5
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○薬品
回復アイテムとして利用できるもの。

使用することで HP を回復でき、回復の代わりに状態異常の回復も選択出来る。

基本的に消耗品として使用後は失われる。

ランク①：HP1ｄ3 回復、或いは状態異常の回復

ランク②：HP3ｄ4 回復、或いは状態異常の回復

ランク③：HP 全回復、同時に状態異常も回復する

○防具
ランクに応じた装甲値を付与する。ダメージを受ける際装甲値分軽減される。

不良品の場合、使用後に破壊される。

ランク①：-3

ランク②：-4

ランク③：-5

○魔導具
様々な特集効果を持つ道具。

特殊な攻撃や移動、能力の上昇、状態異常の付与等様々な効果を持つ。

個別に効果を決めるため別紙のアイテムリスト(開発中)を参照する。

○雑貨

以上の鑑定に当てはまらないものは雑貨として所持出来る。

役にたたないものというわけではなく使い方次第で何か盤面を切り開くきっかけを生み出

せるかもしれない。つまりは RP 次第。

○貴重品
シナリオを進めるために重要となる道具。大事にしよう！

余程のことがない限り失われることはないが状況によっては破壊される。
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ゲ－ムの流れ

このゲームで PL は Vtuber としてゲームの世界を冒険する訳だが

Vtuber を動画制作や配信活動を通じて自己表現、

情報発信を行うキャラクター！
として仮に定義する。

つまりは電脳世界のエンターテイナーなのだ！！

ただゲームを楽しむのもいいが折角なのでその様子を動画や配信で「シェア」し、

見ても楽しいコンテンツを目指しこのゲームは製作されている。

なので

動画向けコンテンツとして

用意されたシナリオに沿って遊ぶシナリオモード

配信向けコンテンツとして

制限時間内にボスと戦うバスターモード(現在開発中)

の二種類の遊び方を準備中だ！！

今回は現段階で準備が出来ているシナリオモードについて紹介しよう！
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シナリオモード

シナリオモードでは用意されたシナリオに沿って冒険を進めていく。

シナリオにはそれぞれ達成すべきメインミッションが定められており基本的にはミッシ

ョンの攻略のために行動する。

加えて裏ミッションも別に用意されており進行度に応じて物語の結末も変わってくる。

そのためクリアに向けて何をするべきかを考えながらプレイする必要があるだろう。

(全てのゲームにいえることではあるが)

基本的に同じシナリオは一度しか遊べないので悔いの無い行動を心掛けたい。

基本的なゲームの流れとしてゲーム開始前にシミュレーションを行い

探索シーンと戦闘シーンを切り替えながら遊んでいく。

GAMEOVER

シミュレーション

戦闘シーン探索シーン

A ルート CLEARB ルート CLEAR B ルート CLEARA ルート CLEAR

メインミッションクリア

メインミッションクリア

裏ミッションクリア

現時点ではゲームの方向性として

探索中の即死トラップなどは用意せず

基本的に GAMEOVER になるのは戦闘時のみ

(RP を楽しみ動画化の際のテンポを維持するため)

戦闘時、ＰＬ全員の HP が 0 になった場合
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ゲームの準備

ゲームを始める前の事前準備として

●PL はそれぞれのキャラクターシートを用意する。

●オンラインを前提に開発されているため

・『Discord』等のボイスチャットツール

・『TRPG セッションツール』(開発チームは現状『ココフォリア』を主に利用している)

を準備する。

●GM はシナリオに必要な各種素材を用意する。

シミュレーション

ゲームを円滑に進める為にゲーム開始前にお互いの能力確認を行う。

それぞれの用意したキャラクターシートを見ながらの自己紹介、及びスキルの確認を行

っていく。

折角キャラクターシートを作ったのでみんなでこだわりをシェアして楽しもう！

またここで戦闘時のスキル効果を決めておくことでスムーズにゲームを進めることが出

来るので能力の打ち合わせをしておくとよい。

加えて初心者がいればゲームの世界観について、或いは各々の世界観についての説明し

ておくことで RP しやすくなるだろう！

手慣れたメンバーが揃ってる場合はこのフェイズをスキップしてもよい。

挨拶はとっても大事！ 古事記にも書かれているらしい！

よろしくお願いします！

https://discord.com/new
https://ccfolia.com/
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探索シーン

このゲームでは「B.U.G.」の引き起こす異変を解決するため

以下の三つのステップを繰り返し探索を行います。

基本的にはこのようにして各シーンを遂行し物語を可視化させていくことになるだろう。

そして探索中に敵が現れると戦闘シーンに移り変わり場面転換が行われる。

◆ロールフェイズ

PL はその場で出来る行動を RP を行いながら事件の真相に迫る。

探知などの探索スキルを使って周囲を調べたり、NPC がいれば話を聞いてみるのもいいだろう。

基本的に各シーンには二つ以上の情報が用意される。

探索系のスキル、或いは代用スキルの判定に成功することで探索点が与えられ

その数値にあった情報、用意された情報を全て聞き出せば何らかのボーナスが発生する。

その代わりに各シーン探索スキルの使用は一人一回までとする。

(シナリオ進行度、RP 次第ではその限りではない)

(味方を回復する、戦闘に備えてスキルを発動させる、RP で遊ぶ等は好きなだけすればいい)

行動の結果に沿って次のシーンへ移行する。

◆チェックフェイズ

最初に現在おかれている状況、環境を GM が説明する。

登場するNPC、或いは特殊なルール等の説明も加わる。

◆レポートフェイズ

PL は Vtuber として活動しているので動画化に向けて

編集点を残しておかないといけない！

各シーンの終了時、今まで出てきた情報をまとめ

参加 PL全員がそれぞれの意見を述べる。

皆さんは■■■という場所にい

て目の前に石像があります！

じゃあ石像を壊します！

！？

このゲームはゲームの世界が舞台！

RP はなんでもあり！
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戦闘シーン

このゲームでは戦闘はターン制盤上バトルによって行う。

いずれかの勢力の全キャラの HP が 0になった時点、或いは停戦承諾、逃走成功で戦闘終

了とする。

○戦闘準備

◆配置の確定

状況に応じてマス目にキャラクターが配置される。

◆行動順の決定

【すばやさ】順で行動順を決定する。

数値が同じならダイスを振るか話し合いで優先度を決めることで行動順が決定する。

ゲーム開始前の「シミュレーション」で決めておくとわかりやすいだろう。
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○戦闘時

行動順に応じて一人づつターンを回し戦闘を行う。

★それぞれのキャラは「ＡＰ(アクセスポイント)」を 2 点持つ。

各ターン始めに「ＡＰ」を消費していた場合、２点分になるよう「ＡＰ」を得る。

(「ＡＰ」を残していても基本的には超過せず２回以上にはならない)

ターンが来たら

○「ＡＰ」を消費して攻撃、移動、スキルのいずれかの行動をする

○「ＡＰ」を温存し待機する。

のいずれかを選択出来る。

※攻撃は一ターンに付き一度しか使用出来ない。(スキルによる追撃は可能)

※待機した場合、自身のターンを終了する。(代わりにその分の「ＡＰ」を消費しない)

例

○可能な行動選択

【移動】→【攻撃】、【攻撃】→【移動】、【移動】→【移動】、

【スキル】→【攻撃】、【攻撃】→【スキル】、【スキル】→【スキル】、

【攻撃】→【待機】、【スキル】→【待機】、【移動】→【待機】、【待機】のみ等

×許可されない行動選択

【攻撃】→【攻撃】、【待機】→【攻撃】

【待機】→【移動】、【待機】→【スキル】

・攻撃後の連続攻撃(スキルによる攻撃なら何度でも挑戦出来る)

・待機選択後の自ターン中の行動

待機後は自分ターンは終了するが「ＡＰ」が残っていれば

上記のように他キャラクターの行動に誘発して行動出来る。

スキル移動攻撃
「Ａ

待機

「ＡＰ」

・敵の攻撃に対して防御、回避或いは代用スキルの発動

・味方の行動に合わせてスキルを使う
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それぞれの行動について

◆【移動】

縦横斜めいずれか 1 マスに移動出来る、【すばやさ】4 以上で一度に 2マス移動出来る。

一つのマスに二体以上のキャラクターが存在することは基本的には出来ない。

合意が得られれば移動先に味方キャラがいる場合でもお互いの位置を入れ替えることで

移動が出来る。

◆【攻撃】

通常攻撃を行う。

縦横斜めいずれか 1 マスに攻撃命中率で判定を行う。

全てのキャラが使えるが各ターンに一度しか使えない。

判定成功時、ダメージ判定を行い『「攻撃値」+1ｄ3』のダ

メージを与える。(攻撃値は 1ｄＸ、Ｘは【こうげき】の値)

◆【スキル】

各キャラの持つスキルを利用して行動する。

○自分ターン中に攻撃、味方のサポート、相手の妨害、調査を行う。

或いは待機後

○敵の攻撃に対して防御、回避或いは代用スキルの発動。

○味方の行動に合わせてサポートを行う。

上記のような運用が出来る。

◆【待機】

残りの「ＡＰ」を維持して様子を窺う。

残した「ＡＰ」を利用して回避、防御及び代用スキルを使うことが出来る。

相手の攻撃時

◆【防御】

相手の攻撃に対して「ＡＰ」を消費して防御判定として『防御値』分の

ダメージ軽減を行う。(防御値は 1ｄＸ、Ｘは【たふねす】の値)

◆【回避】

相手の攻撃に対して「ＡＰ」を消費して回避判定を行う。

成功すればダメージを受けずにすむ。
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攻撃の手順

攻撃開始、攻撃側の「ＡＰ」を一回消費し攻撃を宣言

攻撃宣言

判定を行う

回避行動の判定(回避側の「ＡＰ」を一回消費)

回避宣言

判定を行う

成功

失敗 攻撃失敗

ダメージ判定

「ＡＰ」

「ＡＰ」

成功

失敗

攻撃失敗

攻撃

回避

【こうげき】3

なので【こうげき】3

なので

『1ｄ3+1ｄ3』のダメージ！

最低 2～最大 6 のダメージ！



ｐ.38

●スキル

スキルはスキルタイプに応じて様々な使い方が出来る。

それぞれの能力、状況に応じたロールプレイ次第ではさまざまなの効果をもつ。

詳細は別紙のスキル適応表(開発中)を参照。

●探索系

相手や戦場の状態を探ることで攻略の糸口を見つけられる。

戦闘時、探索系スキルに成功する度に探索点が X 点得られる。

Xはスキルランクの値であり、クリティカル時は追加 1点される。

探索点が 3 点を越えた場合、超過した点数分対象の装甲値を-1 する。

1点で対象の敵 HP の表示、2 点で対象の敵攻略ヒント、

3点で対象の敵キャラクターシートが公開される。

●戦闘系

攻撃或いは防御として利用できる。

●補助系

味方の回復或いはダイス補助に利用できる。

●変化系

対象に能力にあった強化や状態異常を与える。

●召喚系

味方 NPC を呼び出して戦闘に参加出来る。

召喚方法は二パターン存在する

・憑依(PL と同じマスに召喚) 攻撃の身代わり、投擲の球代わり等の様々な代用可

・召喚(PL とは別のマスに召喚) 召喚した PL の「ＡＰ」を利用して戦闘に参加する。

●特殊系

キャラクターの設定、RP 次第でどう扱っていくか考慮する。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-7sisDVvZNlaK2a4BNjF26FdeDfZtP_yKbfXPEtM1c/edit?usp=sharing
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状態異常(エラー)

戦闘時に陥る異常な状態。上位と下位に分かれておりスキルランクに応じて適用出来る。

下位異常(スキルランクに応じて射程や追加効果が変化する)

●炎症(ノイズ)

ノイズが発生し動く度にダメージを受ける。移動、攻撃を行った場合 3 ダメージ。

「ＡＰ」を消費し接続判定に成功することで解除される。

●歪曲(ラグ)

回線の不調により命中精度が大幅に減少。

攻撃時、接続率で判定を行い失敗すると攻撃が無効化される。

「ＡＰ」を消費し接続判定に成功することで解除される。

●阻害(ジャミング)

妨害データにより正常に機能できない。

「ＡＰ」を一つ失う。1ターン経過後に解除される。

●催眠(スリープ)

データが休眠し機能しなくなる。

一切行動出来なくなり、代わりに「ＡＰ」を使って接続判定で解除判定を行う事になる。

●毒(バグ)

体を蝕む異常データによりダメージを受ける。

各ターン終了時 2 ダメージ。戦闘後解除される。

上位異常(基本的にスキルランク③でなければ適応できない)

●硬直(フリーズ)

データの接続が遮断され自由が奪われる。

2ターンの間を全ての行動がスキップされる。2 ターン経過後に解除される。

●洗脳(ハッキング)

思考を他者に掌握され「ＡＰ」が他者に奪われる。

洗脳中は洗脳した側の指示に従って行動する。

ＰＬが洗脳された場合接続率の半分で抵抗判定を行うことが出来る。

また一度に体力を半分以上削られることで解除される。
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ダウン

戦闘不能状態

戦闘フェイズにキャラクターのＨＰが 0 になった場合、接続率が 0 となり

ダウン

戦闘不能状態となる。

この状態になると基本的には戦闘から離脱し、味方全キャラクターが
ダウン

戦闘不能状態とな

った時点で「GAMEOVER」となる。

ダウン

戦闘不能状態となったキャラにターンが回ってきた場合

「ＡＰ」を使って接続判定を行う。

※接続判定とは接続率分の数値で 1Ｄ100 のダイス判定を行うこと

これによって三回判定に成功した時点で HP を 1にして戦闘に復帰出来る。

復帰した時点で「ＡＰ」が残っていればそのまま行動出来る。

またこれ以外に味方のスキルやアイテムで HP が回復した場合も復帰出来る。

盤面上の処理として
ダウン

戦闘不能状態になったマスにキャラは残り続ける。

しかし他のキャラクターの移動や攻撃の際は無視され、キャラの位置が重なった場合隣

接するマスにはじき出される。(これ使用を利用してサッカーを始めないように)
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▼ 禁止事項
・このゲームは「キャラクターシート」のシェアや動画化・配信等のネットワーク上での

発表を前提としシェアワールドとしての展開を目標として開発中のシステムです。

そのため最低限度のモラルを守りご利用ください。

・公序良俗に反する行為

・特定の個人、企業、団体に対する誹謗中傷を含む表現

・他者の著作物を自身の名義と偽り利用する行為

・許可なくシステムの著作権者を名乗る行為。

上記を禁止行為としに、該当する PL を発見次第共有データ

ベース上のキャラクターデータの削除を行います。

システムの二次創作については個人利用、営利目的含み広

く許可します。

ただし「キャラクターシート」に関しての著

作権は制作者に依存するため、それぞれのガイ

ドラインに沿ってご利用ください。

開発者「僕話ヒノトリ」は、本システムを利用したことによって、あるいは利用できなか

ったことによって起きたいかなる損害についても責任を負いません。

あらかじめご了承ください。

また本ルールブックの内容は開発中のものであり予告なく変更される場合があります。

ご理解とご協力をお願いします。

2020/06/30 僕話ヒノトリ
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更新ログ
2020/7/6

シナリオブック「賢者のスープ」公開

(β版であるため今後内容の修正予定)

新システム「オーバーアクセス」導入

シンボルのバランス調整、及び追加予定シンボルの公開

一部、ルールブック内の文章、表記の修正、挿絵挿入
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次回アップデート予告
2020/7/15

シナリオブック「忌み子の檻」公開

(間に合えば)テストプレイの様子を動画化し同時公開予定

2020/7/31

シナリオブック「黒頭の鼠達」公開予定

構想時の設定をまとめた「【VisionsTale】開発記録」公開予定

2020/8/31

配信向けコンテンツ「バスターモード」公開予定

信仰ゲージを貯めて奇跡を起こす「神官」、仲間の応援に特化した「アイドル」

一人で三人分になる「召喚師」などシンボルの追加予定

加えてスキルリスト、アイテムリスト等リストの拡充、

動画化、配信化に向けて利用可能なフリー素材の作成を計画しています。

※この予告についても開発中のものであり予告なく変更される場合があります。

あくまで個人製作してる企画なので期待せずにお待ちください。

またシナリオのテストプレーヤーを TRPG 経験者、未経験者問わず継続的に募集しています。

興味のある方は開発者「僕話ヒノトリ」TwitterDM にご連絡ください。

https://twitter.com/bokuwahinotori

