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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を持つ VR 空間、「電脳世界イデア」が生まれた。

理想的な電脳世界を謳歌する人々の裏で

異形や異常空間を生み出す解析不能なエラー「B.U.G.(バグ)」が多発する。

これらの解決のため、ネット上に活動する仮想存在「Vtuber」達が

それぞれの能力を活かし「B.U.G.」の脅威に立ち向かっていく。

事件を調べる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ことになる。

「イデア」とは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"。

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

理想的な電脳世界を生成している。

「B.U.G.」とはイデアの素材となった人間達の残留思念であり、人々の願いの集合体。

そのため対処法は 2 つ。

戦闘での「破壊」 又は 思念の元を「解決」

することでのみ消滅する。

「B.U.G.」の正体を調査し、個性的なスキルを駆使して戦え！

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？

「あなた自身のキャラクター」で「物語」を「可視化」せよ！
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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、或いはあなた自身

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 スプレット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

キャラシート スプレットシートリンク(2021/03/15 最終更新)

キャラメイクのために決めるべきことは以下 7 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

◆タグ

◆フレーバー

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GzrrMPOMJZZB4rmdG4dE5zN40KG2QEgCmi4lPXfL5Gc/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

↓Google スプレッドシート版
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◆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内セル上の画像での挿入

を推奨する。

「挿入→画像の挿入→セル内の画像」

(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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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)

このようにグラフ化することで

キャラクターの方向性がわかる！
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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イメージ)

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

○NPC との交渉、状態異常の回復、
ダウン

戦闘不能時の復帰の判定などで行う接続判定

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。

加えて基本的には接続率を超えてダイスを失敗した場合の追加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。
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○基本ステータス

スペックの高さに応じて決まるキャラクターの 6 種の基本能力。

●HP と●会心率はスキルやアイテムによって変動し、それ以外の 4つはサブスキルとして

「戦闘」や「探索」で利用出来る。(詳細は探索シーン、戦闘シーンそれぞれ別ページ参照)

サブスキルは 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。

●HP(ライフ) 【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

戦闘不能となる。

PL が全員戦闘不能となった時点で 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。

●会心率(クリティカル) (【きようさ】)×3

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。

探索時は追加で「情報点」が得られ、戦闘時はクリティカル後に与えるダメージに+1

ｄ6 の補正をを与える。

サブスキル

●探知 【ついせき】×15

物事を調べる能力、探索時にワールドデータからカードを引くことが情報を獲得出来、

探索時には相手の能力を確認出来る。

●創作 【そうぞう】×15

サーバーに干渉し、アイテムデータを作り出し獲得する能力。

使用することでアイテムデータの山札からカードを引くことが出来る。

●遠隔 (【すばやさ】＋【きようさ】)×7

アイテムデータをエネルギー弾に変換し打ち出すことで遠距離を攻撃する能力。

全てのキャラが基本的な戦闘手段としてもちいる「遠隔攻撃」として使用出来る。

●近接 (【こうげき】＋【きようさ】＋【すばやさ】)×6

目の前の相手に対して近距離を攻撃する能力。

全てのキャラが基本的な戦闘手段としてもちいる「近接攻撃」として使用出来る。
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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。

キャラクター性にあった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るがスキルの効果はゲーム開始時に対応する

AC(アクセスコード)と呼ばれるカードを選択することで決定する。

なので能力の使い方は GM と PL で相談し自由に決めることが出来るためキャラシートへ

の記入はフレーバー要素を重視することを推奨する。

スキル(skill)



ｐ.11

AC(アクセスコード)
ゲーム中スキルに効果を与えるためのカードやアイテムカードを含めたカードデータを

AC(アクセスコード)とよびカスタムフォルダに 10 枚まで登録出来る。

AC には以下 3つの種類がある

●スキルデータ スキルのゲームに与える効果を決めるカード。

一つのスキルに対して何枚でも所持してよい。

●カスタムデータ スキルに追加効果を与えるカスタムカード。

一つのスキルに対して何枚でも所持してよい。

●アイテムデータ 消費、或いは所持することで効果を発揮するカード。

各キャラ 1 枚所持品として持ち込みが出来、探索や創作、シナリオ

中のイベント、敵を倒した際のドロップ等でゲーム中に獲得出来る。

スキルカードは好きな枚数登録出来るが空いた枠がアイテム所持枠になるため

メモリの無駄遣いにならないよう気をつけよう。

以下のように配置しゲームを始める↓

AC のカードがない状態でも

●近接

●遠隔

●創造

●探知

のサブスキルは常時使用できる。
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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、近接、遠隔、創作、探知のいずれか

のステータスに任意の数値加算出来る。(接続率は越えることはできない)

◆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。

つまり成功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

ランク② 16～50 少し強めの効果に補正出来る。

ランク③ 15 以下 成功時効果に大幅に補正

決めにくい場合は

●よく使う能力は接続率と同数

●ここぞというときに使いたい強めの能力は 50 ポイント

●ネタで決めた能力に 15

位で振っておくと遊びやすいかもしれない。

スキルによっては高ランクのスキルであることを発動条件に

要求するがカスタムカードにより変動させる事が出来る。
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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戦闘で使う為にはゲーム開始時の

『シミュレーション』で系統にあった『スキルカード』を選択する必要がある。

遊び方にあったスキルカードを使う為にもしっかり考えましょう。

●探索系

探索時に使いやすいスキル。調査や移動に利用出来る。

●近接系

近くを攻撃するスキル。威力や効果をフルに活用出来る。

●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。

HP 回復やダイス成功率上昇などステータスの数値に関与する能力。

●特殊系

結界の展開、召喚術、形態変化など上記系統に当てはまらない固有のスキル。

●変化系

自己強化や状態異常などのコンディションに対して作用するスキル。

状態異常、強化アイテム獲得など AC によるバフやデバフを行う能力。

●遠隔系

広範囲を攻撃するスキル。近接と異なりアイテム消費等の条件を伴う。
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スキルカード参考

上記のカード以外にもスキルカードは開発中

探索系

補助系

探索系

特殊系変化系

探索系
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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。

はスキルのダイス判定時に発動する際に適応出来る。

オーバーアクセス時はダイス判定が確定で

クリティカル成功扱いになる。
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。

オーバーアクセス使用後は

ダイス値とスキルの要求値との差分、接続率が低下する。

(例として要求値 45 で 60 が出た場合 15、10 が出た場合 35 下がる。上振れも下振れも等し

く扱う)

(残り接続率が 0 以下になった場合、スキル使用後戦闘不能状態になる)

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。

また接続率が 0となった場合、スキル使用後に
ダウン

戦闘不能状態となる。

ダウン

戦闘不能状態から復帰した際、接続率は元に戻るが復帰までは時間がかかる。
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シンボルはそれぞれの理想とするあり方を表す要素。いわゆるジョブシステム。

キャラの戦闘スタイルに合わせて好きなシンボルを一つ選び装備する。

○戦士 (運命を切り開き前線にたって戦うタイプの方にオススメ)

・近接系スキルの判定に失敗した場合、1回振り直しが出来る。

・攻撃時、『ダメージ補正+1』される。

○衛兵 (あらゆる困難に耐え抜く打たれ強い方にオススメ)

・被ダメージ時、受けるダメージの 3 倍の接続率を消費することでダメ

ージを無効に出来る。

○忍者 (戦場を駆け回り攪乱する機動力の高い方にオススメ)

・戦闘時移動範囲が+1 される。

・自分のターン開始時、AP を使用せず移動が出来る。

○狙撃手 (獲物を狙い撃つテクニカルな方にオススメ)

・遠隔系スキルの判定に失敗した場合、1回振り直しが出来る。

・投擲でアイテムを消費した場合AP を消費することで再取得出来る。

○魔術師 (不可能を可能にする想像力持つ方にオススメ)

・接続率の数値分『MP』ゲージを得る。

「オーバーアクセス」使用時に接続率の代用として使用出来る。

○探偵 (世界の未知を解き明かす探究心溢れる方にオススメ)

・探知系スキルの判定に失敗した場合、1回振り直しが出来る。

・調査成功時、「探索点」を 1点獲得する。

○アイドル (周囲を魅了し盛り上げる元気な方にオススメ)

・変化系スキルの判定に失敗した場合、1回振り直しが出来る。

・隣接する自分以外の味方キャラに『装甲+1』を与える。

○技師 (緻密なデータで味方を支援するサポーターな方にオススメ)

・補助系スキルの判定に失敗した場合、1回振り直しが出来る。

・接続判定に成功することで隣接する 1 マスに「壁」を作り出す。

シンボル(symbol)



ｐ.17

このゲームでは物体をアイテムデータに変換し「カスタムフォルダ」に保存することで

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込み出来る。

このアイテムは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。

食品や薬物は等は【薬品】にカテゴリーされゲーム開始時に「リカバリー」に変換される。

武器は【武器】にカテゴリーされ剣や槍などは「近接武器」、弓や銃は「遠隔武器」、杖

や魔法石は「魔導武器」に変換される。

他に特殊効果を持つものは【魔導具】、効果のないものは【雑貨】にカテゴリーされ対応

するアイテムデータに変換される。

○カスタムフォルダ

スキルデータや持ち物を収納するキャラデータの基盤

となるフォルダ。

10 枚まで AC を自由に所持出来る。

スキルに複雑な効果を持たせる場合、カスタムデータが要求されアイテムの所持上限が減

ってしまう。

アイテムには強力なものが多いのでどう扱っていくか戦略性が問われる。

所持品
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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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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、

情報発信を行う仮想存在！
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！！

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

制限時間内にダンジョンを駆け抜けるバスターモード

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『Udonarium』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、

対応する AC 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://udonarium.app/
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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。

探知、或いは代用スキルの判定に成功することでワールドデータに干渉出来、

「探索点」を発見出来た場合、それを使用することで情報を入手出来る。

ロールプレイ次第では直接情報が出ることもあるので上手く能力を使っていこう。

その代わりに各シーンスキルの使用は「ＡＰ」の上限、1 人 2 回

までとする。

◆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。

皆さんは■■■という場所にい

て目の前に石像があります！

このゲームはゲームの世界が舞台！

RP はなんでもあり！

じゃあ石像を壊します！
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サブスキル 探索シーンでの使い方

近接

近くの対象 1 体に対して攻撃出来る。

ダメージは【攻撃値】の値となる。

遠隔

アイテムデータを消費して使用出来る。

遠くの対象 1 体に対して攻撃出来る。

ダメージは【攻撃値】の値となる。

探索時もキャラや物体に対して攻撃出来る。場合によってはシステムエラーが発生して無

効になるが鍵を破壊したり敵になりそうな NPC を前もってダメージを与えておくことで有

利になることも、味方になるキャラを倒してしまって不利になることもある。

創作

スタンダードデッキから AC を 1枚引き、カスタムフォルダに加える。

探知

ワールドデータから 3 種の中からランダムな 1 枚のカードを獲得する。

配分はシナリオによって変わる場合もあるが Search*2 枚、lord*3 枚、Special*1 枚。

●Search

「情報点」を獲得する。これを消費することでそのシーンに隠された情報を獲得出来る

●lord

スタンダードデッキから AC を 1枚引き、カスタムフォルダに加える。

●Special

スペシャルデッキから AC を 1 枚引き、カスタムフォルダに加える。



ｐ.24

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)

待機後は自分ターンは終了するが「ＡＰ」が残っていれば次の自身のターンまで

上記のように他キャラクターの行動に誘発してスキルの発動が出来る。

ただし移動は自ターンでのみ可能なので注意が必要。

スキル移動攻撃
「Ａ

待機

「ＡＰ」

・敵の攻撃に対してスキルの発動

・味方の行動に合わせてスキルの発動
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それぞれの行動について

◆【移動】

縦横斜めいずれかに移動出来る、【すばやさ】1、2 で 1 マス、【すばやさ】3、4 で 2 マ

ス【すばやさ】5、6 で 3 マス移動出来る。

1 つのマスに 2 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】

「近接攻撃」か「遠隔攻撃」による通常攻撃を行う。

判定成功時、ダメージ判定を行い『「攻撃値」』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。
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サブスキル 戦闘時の使い方

近接

キャラの周囲、縦横斜めのいずれか 1 マス目

の前の相手に対して攻撃出来る。

ダメージは【攻撃値】の値となる。

【攻撃値】とはスペックの【こうげき】の値分のダイス。【こうげき】が 3 なら 1Ｄ3、

【こうげき】が 6 なら 1Ｄ6、【こうげき】が 1 なら 1固定となる。

遠隔

アイテムデータを 1 枚消費して使用出来る。

キャラの縦横いずれか 1 列の最も近い対象に

対して攻撃出来る。(斜めは対象不可)

ダメージは【攻撃値】の値となる。

敵に攻撃する際、間に障害物や味方キャラが

いる場合、それらを攻撃することになるので

陣形を意識して行動する事を推奨する。

創作

スタンダードデッキから AC を 1枚引き、

カスタムフォルダに加える。

カスタムフォルダに空きがない場合は所有す

るACを引いた枚数分破棄し入れ替える事が出

来る。

探知

対象キャラ 1 体の持つキャラシート、AC のい

ずれかを 1 枚確認出来る。

確認するカードがない場合、対称に「探索点」

が付与されその枚数分攻撃された際に

追加ダメージを与える。
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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

成功

失敗 攻撃失敗

ダメージ判定

「ＡＰ」 攻撃

【こうげき】3

【こうげき】3
なので

『1ｄ3』のダメージ！

最低 1～最大 3 のダメージ！
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ERRORCHORD(状態異常)

戦闘時にスキルやアイテムの効果により陥る異常な状態。

対応する回復スキルかアイテムを使用する、又は戦闘後解除される。

●ノイズ

体を蝕む異常データによりダメージを受ける。

「ＡＰ」を使用する度に 1 ダメージ受ける。

重複して適応しダメージ量を上げることが出来る。

●クラッシュ

データが一部破損しスキルが正常に使えなくなる。

1ターンの間、固有スキルを一つ使用不可にする。

効果適応前にそのスキル情報を公開させる必要がある。

●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」を使って接続判定を行い成功

した時、又は他キャラから攻撃を受けた場合解除される。

●

ダウン

戦闘不能

戦闘中にキャラクターの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戦闘不能

となった時点で「GAMEOVER」となる。

戦闘不能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 3 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、HP を回復し、接

続判定 1 回分回復する。体力は回復しても再接続が完了するまでは接続判定を続

ける。

盤面上の処理として
ダウン

戦闘不能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。(これ悪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。

2021/03/31 僕話ヒノトリ
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更新ログ
2021/3/31

ＡＣ(アクセスコード)システム導入

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
2020/4/30

シナリオブック

「賢者のスープ」

「忌み子の檻」

「黒頭の鼠達」

無料公開予定

※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

