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第3章 ルールセクション

◎判定方法

このゲームの判定は次の 4つの種類がある。『一般判定』、『対決判定』、『ダメージ判定』、『そ

の他特殊な判定』である。

ダメージ判定以外の判定は基本的に以下の方法で判定する。

1. 判定に使用する技能を決める。そしてその技能に対応する能力値と同じ数だけのダイスを

振る。どの技能がどの能力値に対応しているかは「キャラクター作成パート」を参照する

こと。

2. 振ったダイスの中にクリティカル値（以下 CL値）以下の出目があった場合クリティカル

となり、CL値以下の目の数×２個のダイスを新たにそこに振り足す。CL値は基本的に 1

である。ただしこの時、全てのダイスの出目が CL値以下の場合はスペシャル、全てのダ

イスの出目が「６」の場合はファンブルとして特殊な結果として扱うことに注意する。

3. 振り足した場合、その中に CL値以下の出目があったらまたクリティカルとしてダイスを

振り足す。これをクリティカルがしなくなるまで繰り返す。

4. 振り終わったら振った全てのダイスの出目を確認し、判定に使用した技能の値以下のダイ

スの出目の個数を数える。そしてそれを「成功数」とする。

※スペシャルとファンブルについて

スペシャルは最初に振ったダイスの出目が全てCL値以下であった場合に発生する。この場合、

振ったダイスの数×3を成功数とし、判定を即座に終了する。

ファンブルは最初に振ったダイスの出目が全て「6」であった場合に発生する。この場合、成

功数を 0とし、判定を即座に終了する。

これら二つの特殊な結果にはダイスの振り直しをさせるようなスキルなどは使用できない。た

だし、カンテラの効果だけはスペシャル、ファンブルに関係なく判定をやり直すことができる。
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1. 一般判定

情報を集める、爆弾を解除するなどの行動の成否を決めるのに使われる判定のことである。

判定に当たってはGMが適当だと思う技能を指定し、成功数が目標数に到達しているかど

うかで成否を決定する。判定によっては目標数がない場合もある。

2. 対決判定

対決判定は能動側と受動側を決め、どちらの行動が成功したかを決める判定のことである。

GMが能動側、受動側を指定する。その後、能動側の技能を決定し、受動側は能動側の使用

する技能に対応した技能（以下の表を参照）を使用してそれぞれ成功数を算出する。それ

を比べ、勝利した方を成功として扱い裁定する。その際、成功数が同じであった場合、受

動側を勝利とする（受動側優勢）。

以下の対応に示す。

・白兵 → 受流

・策略 → 看破

・腕前 → 察知

・運動 → 運動

・情報 → 情報

・手腕 → 手腕

3. ダメージ判定

攻撃による対決判定の結果、攻撃が命中しダメージを算出するために行う判定のことであ

る。この判定は以下の特別な方法で算出する。

【2D6＋攻撃に使用した兵器の攻撃＋スキルによるダメージ追加】点とする。

ダメージ判定は他の判定とは異なり、「ダメージ判定に～」と書かれていない効果は使用で

きない。

4. その他の特殊な判定

前述したどの判定にも属さない特殊な判定。GMはシナリオが盛り上がるためにこのよう

な判定を入れても構わない。
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◎ゲームの進め方

このゲームは大きく「ブリーフィングフェイズ」「オペレーションフェイズ」「コンバットフェ

イズ」「レポートフェイズ」の４つのフェイズに分けられる。

各フェイズは更にいくつかのシーンに分けられ、それぞれでシーンを演出することでセッショ

ンを進めていくことになる。

※シーンについて

このゲームでは 1つの場面を 1シーンとして扱う。GMはシーンの頭にスポットを当てたい

キャラクターをシーンプレイヤーとして指定した後、風景描写などを行うと良い。シーンプレイ

ヤーとして指定されたPCはどういう行動をとるのかを宣言し、必要であれば判定を行うことが

できる。

また、行動を望む場合にはプレイヤー主導のシーンを開くこともできる。その場合にもシーン

プレイヤーが誰であるかを宣言した後に行動を行うこと。

いずれの場合もシーンプレイヤーが許可すればシーンプレイヤー以外のキャラクターが同時に

登場することも可能である。また、シーンに登場しているキャラクターであれば何人かが同時に

同じ判定を行ってもかまわない。

しかし、二手に分かれて同時に行動する場合など、複数のシーンに登場することが難しいと

GMが判断した場合には登場の許可をしなかったり、登場するのに判定を要求したりすることが

できる。

特にNPCにスポットを当てて行うシーンをマスターシーンと呼ぶ。マスターシーンはGMが

好きなタイミングで行うことができる。

1. ブリーフィングフェイズ

このフェイズでは主に作戦の通達や出撃のための準備を行う。

通常の作戦の場合、キャラクターは将校によってブリーフィングルームに召集されることに

なる。

ブリーフィングルームに全員が揃ったらGMは今回の作戦の目的などを説明してやると良い

だろう。プレイヤーも作戦について気になることがあれば質問をし、しっかりと理解を深めると

良い。

作戦の通達が終わったらキャラクターは出撃準備に入ることになる。

出撃準備に入ったキャラクターは一般アイテムの中から好きなものを 2個まで申請し、支給品

として受け取ることが出来る。戦闘用の兵器などもこの段階で支給されるものとする。

ただし、GMが作戦の難易度が高いと判断した場合には、特殊アイテムの支給や支給可能なア

イテム数を増やすなどの対応を行っても良い。

アイテムの支給が終わり、全員の出撃準備が整ったと判断したら実際に作戦領域に移動するこ

ととなり、このフェイズを終了する。

2. オペレーションフェイズ

このフェイズでは実際の作戦を行う。

作戦領域に到着し、作戦行動を開始したらこのフェイズを進めていく。
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このフェイズにおいてシーンに登場しているキャラクターは行動を宣言することができる。

行動には通常行動、作戦行動、調達行動などがある。

通常行動とは会話や状況確認などのように判定のいらない行動である。この場合、キャラク

ターが宣言すればその行動を行うことができる。GMは宣言にあわせて必要な描写や説明などを

行うと良いだろう。

作戦行動とは、通常行動よりも難易度が高く、一般判定を行う必要があるとGMが判断した行

動のことである。この場合、一般判定を行うことでその行動が成功したかどうかを決定する。例

えば破壊工作や敵軍を妨害行動をしたりなどがこれに当たる。

GMはキャラクターがこの行動を行えないと判断した場合、その行動を却下しても良い。

調達行動とは、GMが許可した場合のみ行うことができる特殊な一般判定を伴う行動のことであ

る。この行動を行うキャラクターは【調達】で判定を行う。判定に成功すると、任意のアイテム

を１つ手に入れることができる。

この際、GMはどうして手に入れたのかという理由説明を求めることができる。キャラクター

が理由説明をうまくできなかった場合、そのアイテムの入手を認めないこともできる。この場合、

判定を行うことができない。

この調達判定行動は原則として一人のキャラクターにつき 1セッション 1回までとする。

GMが終了条件を満たしたと判断した場合、レポートフェイズに移行する。

3. コンバットフェイズ

このフェイズはオペレーションフェイズにおいて戦闘が発生した場合に発生する特殊なフェイ

ズである。

オペレーションフェイズにおいて戦闘が発生する状況になった場合、コンバットフェイズに移

行する。

このフェイズでは主に敵との戦闘を行うことになる。戦闘はGMが指定した終了条件を満たす

まで続く。なお、戦闘が終了した場合には再びオペレーションフェイズに移行する。

PC達が敵軍と戦闘状態になった場合、自軍と敵軍は戦場マップに配置される。基本的にここ

でいう自軍は PC達の陣営、敵軍はGM側の用意したNPCの陣営のことである。

〇戦場マップについて

戦場マップは味方軍、敵軍ともに縦２×横３マスの陣営マップ× 2枚で構成される。味方軍が

配置できる陣営マップを味方陣営マップ、敵軍が配置できる陣営マップを敵陣営マップと呼ぶ。

陣営マップの別陣営マップと隣接している 1× 3のマスを前衛、隣接していないマスを後衛と

呼ぶ。また、戦場マップを縦一列に見た 4× 1マスを「列」と呼ぶ。そしてこのマス一つのこと

を「エリア」と呼ぶ。

自陣営の同列の前衛のエリアにPCが誰もキャラクターがいない場合、後衛にいるキャラクター

は前衛に移動する。この移動は、移動として取り扱わないため、移動に対する割り込みの効果を

持つスキルやアイテムは使用できない。
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お互いの陣営のキャラは移動において他の陣営マップに侵入することはできない。

〇コンバットフェイズの流れ

I. 戦闘の開始

戦闘が開始された時、各陣営は自軍の陣営マップにキャラクターを配置する。

この際、どちらの陣営も隠しながら配置を行うこと。ただし、状況的に配置が分かってい

るだろう状況や、既に情報を集めているなどの理由で配置を隠す必要がないと判断される

場合には隠しながら配置しなくてもよい。

II. ラウンドの開始

行動順番の決定を行う。各陣営の代表は【策略】による判定を行い、対決に勝利した陣営

から好きな順番で行うことができる。この判定を【作戦判定】と呼ぶ。

III. 先攻ターンの開始

先攻となった陣営は好きなキャラクターが行動を行うことができる。

行動は「サブアクション」と「アクション」の二つに分かれる。このときサブアクション

はアクションを行う前に行わなければならない。この二つは以下のようなことができる

◆サブアクション

・移動

自分が現在いるマスから 1マス隣のマスに移動する。斜めのマスへは移動できない。

前列の自分のいるマスに誰もいない場合、その後ろのマスに移動することはできない。

・タイミングがサブアクションであるスキルの使用

スキルを使用する。

・その他GMの認めるアクション

特に判定も必要のないようなGMの認めたアクション。

◆アクション

・攻撃

対決のルールに従い兵器による攻撃が命中できたかを判定する。攻撃が命中した場合、

ダメージ判定を行い対象に与えるダメージを決定する。このときの技能は用いる兵器

によって異なる。兵器の技能の欄を確認すること。

・タイミングがアクションであるスキルの使用

スキルを使用できる

・行動放棄

キャラクターを行動終了状態にさせる。
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・その他GMの認めるアクション

判定が必要なGMの認めたアクション。

行動を行ったキャラクターは行動終了状態となる。行動終了状態では、行動を行うことは

できない。

IV. 先攻の終了

先攻となった陣営のキャラクターが全員行動終了状態になった場合、先攻のターンが終了

し、後攻のターンとなる。後攻のターンは先攻のターンと同様に行う。

V. ラウンドの終了

後攻のターンも終了した場合、ラウンドが終了し全てのキャラクターは未行動状態となる。

そしてもう一度「II.ラウンドの開始」から行う。

VI. コンバットフェイズの終了

敵軍もしくは自軍が全滅した、もしくはどちらかの陣営側が降伏を宣言した時コンバット

フェイズは終了となる。

☆戦闘不能状態

ダメージやその他効果によってHPが 0以下になった場合、戦闘不能状態になる。戦闘不能状

態では、スキルを使用できず、行動を行えない。戦闘不能状態から回復する効果以外によって戦

闘不能状態は解除されない。戦闘不能状態から回復する場合、例えどれほど大きいマイナスの値

になっていても【HP】は 0から回復する。

コンバットフェイズが終了するとオペレーションフェイズ、またはレポートフェイズへと移行

する。

レポートフェイズ

レポートフェイズは作戦終了後の処理を行う。

このフェイズでは作戦終了後の描写を行うことになる。

作戦の成功・失敗を問わず、作戦が終了した場合にはキャラクター達は本部に戻り、結果につ

いて報告することになる。

このフェイズで、HPを最大値まで回復し、破壊されたアイテム・兵器・カンテラを元に戻す。

ただし、使い捨てのアイテムで使用したものは戻らない。

成功すればその功績を大いに誉められるだろうし、失敗した場合には失望されるかもしれな

い。いずれの場合にもキャラクターを通して努力したプレイヤーを労うと良いだろう。その際、

GMは以下の項目に従ってそれぞれのキャラクターに今回の作戦についての勲章授与を行うこと

になる。該当項目１つにつき１つの勲章を与える。勲章授与によって累計勲章数が必要数を満た

した場合、昇格することもある。
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• 国のために作戦を成功させた

条件：作戦の成功

• スチームクロックを使用せずに作戦を終了させた

条件：スチームクロックを破壊・紛失等していない

• 身を粉にして国のために働いた（特別勲章の授与、2階級特進）

条件：作戦中に死亡した

○訓練

勲章授与が終わったキャラクターは訓練を行い、キャラクターは成長することになる。

プレイヤーは以下の項目から好きなものを行える限り好きなだけ行う事ができる。これを訓練

と呼ぶ。ただし、勲章は使用してもなくなることはない。つまり、勲章数によって総スキル数や

能力値の上限が決まっているのである。

キャラクターは訓練のときにHPとDPに合計 5点を割り振ることができる。HPを 5点上昇

させても良いし、HPに 2点DPに 3点割り振っても良い。

訓練まで終了したらセッションを終了となる。ただし、訓練をせずに勲章を未使用のまま次回

に持ち越すことも可能である。ただし、昇格は自動的に行う。そのとき、クラススキルも取得す

ること。

1. 取得した勲章１つ使用し、ジョブスキルを取得することができる。ただし同じジョブスキ

ルを取得することはできず、自分のジョブの中からしか選べない。

2. 取得した勲章２つ使用し、能力値か技能値を１つ成長させられる。

3. 勲章の総獲得数に応じて昇格し、位が上昇していた場合、新たにクラススキルを一つ取得

できる。

●昇格条件（必要な総勲章数）

・少尉 → 4個

・中尉 → 8個

・大尉 → 12個

・准佐 → 16個

・少佐 → 20個

・中佐 → 24個

・大佐 → 28個

※リスペックについて

訓練をする際、今までの勲章をすべて未使用に戻し、キャラクターを再構成するリスペック

を行うこともできる。リスペックは原則、１キャラクターにつき１度しか行えない。これは選択

ルールであるため、GMが選択すること。



8

データに関して

各種効果などによって矛盾が生じてしまう場合がある。矛盾が生じた場合このゲームにおいて

は次の原則において解決する。

• 矛盾が生じる効果は次の順序で優先される。
ゴールデンルール＞カンテラ、アイテム、スキルなどの効果＞ルールパート

ルールパートでは一般則のみを定義しているため、矛盾が生じる。例えば、戦闘不能状態

ではスキルなどを使用できないが、スキルの効果には戦闘不能状態でないと使用できない

スキルがある。このようなスキルは、戦闘不能状態であっても使用できるよう例外的な処

理が行われる。


