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第1章 キャラクター作成ルール

この項ではプレイヤーの分身ともいえるキャラクターを作成するルールについて説明していく。

時間のない場合や、初めてこのゲームを遊ぶのでキャラクターをどのように作っていいのかわか

らない場合などに使えるサンプルキャラクターを用意してあるので是非活用するといいだろう。

オリジナル作成ルール

オリジナルでキャラクターを作成する場合、次の手順で作成する。

1. キャラクターの『クラス』と『ジョブ』の決定

2. 『能力値』、『技能値』、『副能力値』の算出

3. 『クラススキル』と『ジョブスキル』の決定

4. 『兵器』の獲得

5. 『背景』の獲得

6. パーソナルデータ（名前、年齢、性別、見た目）の決定

初期で作成する場合は【位】は少尉、【勲章数】4つからスタートする。もちろんGMは【勲章

数】などを変更して、より強い状態や弱い状態で作成させても良い。その場合、ルールセクショ

ンの「訓練」の項目を参照すること。

1. キャラクターの『クラス』と『ジョブ』を決定する

まず最初に、キャラクターがチームの中でどのような立ち位置なのかを表す『クラス』と、ど

のようなことが得意なのかを表す『ジョブ』の二つを決める。『クラス』は 1 つ、『ジョブ』は 2

つまで選ぶ。このとき『ジョブ』は同じものを二つ選んでもよい。『クラス』、『ジョブ』には次

のようなものがある。

◎クラス
・切り込み隊長 : 前線を保つなど白兵戦向けのクラス。火力はピカイチ。

・ガンマン : ガンプレイなど熟練度を要する職向けのクラス。命中率は誰にも負けない。

・参謀 : パーティを率いて指示をするなど支援向けのクラス。妨害もお手の物。

・メディック : 味方の補助、回復ができるなど支援向けのクラス。1部隊に 1人。
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◎ジョブ
・クライムファイター : 白兵兵器で殴ることに特化したジョブ。それとタフ。

・メカニック : 自分や他人の兵器を改良し、支援が可能な玄人向けジョブ。

・パイロット : 蒸気兵器に乗るジョブ。汎用的に色々できる。

・シューター : 銃撃兵器で命中率を上げることに特化したジョブ。

・コンダクター : 軍勢兵器を扱うジョブ。相手の妨害と味方の支援特化。

・アパム : 味方のDPを回復するなどで支援をするジョブ。

・タイムキーパー : 強力なスキルを持つ代わりにデメリットもでかい呪われたジョブ。

・アサシン : トリッキーなスキルを持つ玄人向けジョブ。

2. 『能力値』、『技能値』、『副能力値』の算出

1で決めた『クラス』と『ジョブ』によって『能力値』、『技能値』が決まる。『技能値』は基本

値 1に下の表の数値をジョブのものそれぞれを合計し、最後に『能力値』、『技能値』それぞれ 1

点のフリーポイントを好きなものに割り振って算出する。ただしこのとき、『技能値』は 3以上

にすることはできない。

能力値は【体躯】、【機智】、【熟練】の三種類である。

【体躯】はその名の通り、肉体系の能力を表しており、対応する技能は【白兵】【受流】【運動】

の 3つである。

• 【白兵】→肉体を用いて敵にダメージを与えたり、白兵武器を使ったり、物を壊す技能で
ある。

• 【受流】→攻撃や落石などの視覚で認識できるものを回避したり受け流したりする技能で
ある。

• 【運動】→跳躍や忍び足など自分の肉体を如何にうまく使うための技能である。

【機智】はとっさの判断などの、頭を使う能力を表しており、対応する技能は【策略】【看破】

【情報】の 3つである。

• 【策略】→軍や群れをうまく率いたり、うまく指示をだすための技能である。

• 【看破】→相手の策の予想を立て、それを見破り対抗策を立てるための技能である。

• 【情報】→相手の暗号を読み取ったり、コネと使ったりなどして情報をうまく集めるため
の技能である。
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【熟練】は訓練や実戦などによって培った能力を表しており、対応する技能は【腕前】【察知】

【手腕】の 3つである。

• 【腕前】→銃などの使うのに熟練度が必要な武器を使いこなすための技能である。

• 【察知】→今までの経験から相手の視覚では認識できないものを察知するための技能であ
る。

• 【手腕】→戦場における支給品の受け取りや技術を用いる必要のあるものを扱うための技
能である。

その次に『副能力値』を算出する。『副能力値』は 2種類あり、

【HP】は「ヒットポイント」の略でそのキャラクターの耐久力であり、これが高いとよりタフな

キャラということになる。

【DP】は「弾薬ポイント」の略でそのキャラクターの持っている弾薬を表し、これが高いとより

強い武器やスキルが何発も使える。

それぞれの算出方法は以下の通りである。

【HP】＝（選択したジョブの【HP】の合計）＋【体躯】

【DP】＝（選択したジョブの【DP】の合計）＋【熟練】

◎クラス

・切り込み隊長 → 【体躯】：3、 【機智】：1、 【熟練】：2

・ガンマン → 【体躯】：2、 【機智】：1、 【熟練】：3

・参謀 → 【体躯】：1、 【機智】：3、 【熟練】：2

・メディック → 【体躯】：2、 【機智】：2、 【熟練】：2

◎ジョブ

・クライムファイター → 【白兵】：1、 【受流】：1、 【HP】：22、 【DP】：3

・メカニック → 【腕前】：1、 【手腕】：1、 【HP】：19、 【DP】：6

・パイロット → 【腕前】：1、 【察知】：1、 【HP】：17、 【DP】：8

・タイムキーパー → 【策略】：1、 【情報】：1、 【HP】：13、 【DP】：12

・シューター → 【腕前】：1、 【情報】：1、 【HP】：18、 【DP】：7

・コンダクター → 【策略】：1、 【看破】：1、 【HP】：17、 【DP】：8

・アパム → 【手腕】：1、 【運動】：1、 【HP】：20、 【DP】：5

・アサシン → 【手腕】：1、 【運動】：1、 【HP】：16、 【DP】：7
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3. 『クラススキル』と『ジョブスキル』の決定

『データ』の項にあるスキル一覧の中から『クラススキル』と『ジョブスキル』を選んで取得

する。

取得する際には以下のルールに基づいて取得する。

• 『クラススキル』は【位】によって取得する数が決まる。
准尉 → 0 個

少尉 → 1 個

中尉 → 2 個

大尉 → 3 個

准佐 → 4 個

少佐 → 5 個

中佐 → 6 個

大佐 → 7 個

• 『ジョブスキル』は自分のキャラクターのジョブから【勲章】1個につき 1つ取得すること

ができる。

4. 『兵器』の獲得

キャラクターは 1人 1つの『兵器』を取得する。『兵器』に関しては『データ』の項を参照す

ること。

5. 背景の決定

PC達はみな、通称カンテラと呼ばれている不思議な能力を持っている時計「簡易スチームク

ロック」を持っている。これは、少尉になった段階で国家からもらうアイテムで、これがあるこ

とで少尉になることができる。いわば、あなたが少尉以上の位であるという名誉である。カンテ

ラはスチームクロックに選ばれたもののみが持つことができる特殊な能力を秘めた未だ未知の領

域も多いアイテムである。これは国の宝であり、基本的に有事でなければ使用が許されていない。

使ってしまえばその分勲章から遠ざかるだろう。

詳しいメカニズムはわかっていないが、カンテラが作られたときの効果以外にも、背景つまり

PCの生まれ育った環境がカンテラに何らかの干渉を起こし、様々な事象を起こすカンテラの効

果を決定してしまう。

PCの背景の違いによるカンテラの効果は次のようなものに類別される。PCを作成するにあた

り次の表から背景を選ぶ。選択は、プレイヤーが自由に決定してもよいし、ダイスを振って決め

てもよい。カンテラの基本効果と決定した背景によるカンテラの効果の二種類の効果をPCは使

用することができる。この効果を使用したカンテラは破壊される。

6. パーソナルデータ（名前、年齢、性別、見た目）の決定

名前、年齢、性別、見た目についてプレイヤーの好きなように設定する。
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背景 背景の内容 効果

基本効果（自動修得）

自分の行った判定を無かったことにし、判

定の前に戻す。効果の適応後『カンテラ』

を破壊する。

孤児
君は戦争や様々な理由で孤独に育ってきた。

だからこそ痛みには慣れている。

自分の「ダイスを x個減らす」という効果

を全て打ち消す（永続の場合はそのラウン

ドのみ）。効果の適応後『カンテラ』を破

壊する。

平穏
君は平穏無事な生活を続けてきた。だから

こそ日常を守るために戦う。

自分の命中の成功数を +2する。効果の適

応後『カンテラ』を破壊する。

亡者
君は何かを亡くした。もう何かを亡くした

くはない。

誰かが受けるダメージを自分に移す。その

後『カンテラ』を破壊する。

軍人
君は長く軍に務めている。経験こそ君の自

信へとつながるものである。

あなたの判定のダイスを 4個増やす。効果

の適応後『カンテラ』を破壊する。

天才
生まれつき天武の才がある。それこそ君が

持つ全てだ。

1シーン（戦闘時は 1ラウンド）の間好き

な能力値を+2する。効果の適応後『カン

テラ』を破壊する。

復讐
奪ったものと奪われたもの。あとの答えは

シンプルである。

あなたの行うダメージに +3d6点追加す

る。効果の適応後『カンテラ』を破壊する。

名家
名の知れた家は先祖代々の加護のようなも

のがある。

あなたの判定のダイスを一つ 1の目に変

更する。効果の適応後『カンテラ』を破壊

する。

慈悲
優しさは何も赦すことだけではない。慈悲

は人を癒す。

誰かのHPを全回復させる。この効果は戦

闘不能、死亡も回復することができる。効

果の適応後『カンテラ』を破壊する。

奇跡
神を信じれば様々な奇跡を起こすことがで

きるという。

誰かのDPを全回復させる。効果の適応後

『カンテラ』を破壊する。

罪人
罪は償わなければならない。それが君の枷

となり、力となる。

あなたの判定のダイスを−4個し、その判

定のCL値を 2に変更する。効果の適応後

『カンテラ』を破壊する。

機械 君は身体の一部、もしくは全身が機械だ。

あなたのカンテラの基本効果を次に書き換

える。「この効果は常に効果を発揮する。あ

なたの受けるダメージを−【勲章の数】点
する。あなたの HPが 10以下になるとカ

ンテラは破壊される。」

平凡
普通の家庭、普通の生活。普遍的なものを

持つというのは意外と難しい。

自分の持っているスキルを誰かに使わせ

る。そのスキルの効果適応後『カンテラ』

を破壊する。


