リアルバトル

１ はじめに―――――――――――
1.1 このゲームは、
「装甲騎兵ボトムズ」における
アーマードトルーパーの戦闘を再現した、戦闘
級シミュレーションゲームである。
1.2 このゲームは、２人以上でプレイ可能である。
尚、コンポーネントは８人分用意してある。
1.3 このゲームは、２陣営での対決を再現する。多
陣営でのバトルロイヤルはプレイできない。
1.4 このゲームをプレイするには６面ダイスが複
数必要なため、６面ダイスを用意する。
1.5 事前に、ユニット・データカード・ディスプレ
イ・早見表をカッター等で切り離しておくこと。

２ 諸事項の定義――――――――
2.1 パイロットの能力を表す数値をパイロットポ
イントと呼び、ＰＰと表記する。シナリオで設
定されたＰＰを、基本ＰＰ値と呼ぶ。
2.2 パイロットマーカーは、マップ上には置かずに、
ディスプレイやデータカードの上に置いて、基
本ＰＰ値を表示するために使用する。また、行
動ＰＰマーカーの代わりに使用してもよい。
2.3 ヘックスの中心点が障害物に入っているヘッ
クスは障害物ヘックスで、進入することはでき
ない。逆に、ヘックスの一部に障害物が掛かっ
ていても、中心点が障害物に入っていない場合
は、そのヘックスに進入してよい。また、中心
点がマップ端の外にある半端なヘックスはゲ
ームに使用しない。
2.4 全てのマップ端は、障害物として扱うこと。
2.5 マップＢ・ダウンタウンには、障害物以外に道
路（グレー）と空き地（カーキ）の２つの色が
あるがただのデコレーションであり、ルール上
の違いは無い。

３ シークエンス―――――――――
3.1
3.2

3.3

このゲームは、ターンと呼ばれる一連の手順を
繰り返してプレイされる。
各ターンは、以下のフェイズで構成される。
先攻側プレイヤーターン
① 加減速フェイズ
② 行動フェイズ
③ 攻撃フェイズ
④ 計画フェイズ
後攻側プレイヤーターン
先攻側と同じ
ゲーム開始前の準備ルールとして、全プレイヤ
ーは計画フェイズを行うこと。

４ 加減速フェイズ――――――――
4.1 加減速フェイズにおいて、速度を増減させる。
4.2 加減速フェイズ開始時に、加速･減速･攻撃･防
御ＰＰの４つの数値マーカーを表にし、行動Ｐ
Ｐから引くこと。もし直前の敵攻撃フェイズに
転倒判定で行動ＰＰを使用している場合は、そ
の分を行動ＰＰより差し引くこと。
4.3 加速ＰＰを配分している場合は加速を、減速Ｐ
Ｐを配分している場合は減速を、必ず実施しな
ければならない。
4.4 配分した加減速ＰＰは全て使用しなければな
らず、加減速表で該当する速度修正を行わなけ
ればならない。尚、速度修正値が複数ある場合
は、その範囲内で速度を選択すること。
4.5 各機体の速度範囲を越えて速度を増減させる
ことはできない。
4.6 １ターンでは、加速か減速のどちらかしか実施
できない。
4.7 マイナスを増加させる場合は加速、減少させる
場合は減速として処理すること。
4.8 ０を挟んでプラスからマイナス、またはその逆
の速度変化を行なうことはできない。かならず
速度０で、一旦停止する必要がある。
4.9 武装の合計重量が、ＡＴの積載量の２倍以上で
ある場合、最高速度が１低下する。４倍以上の
場合は２低下する。大破した場合は、さらに２
低下する。

５ 行動フェイズ―――――――――
5.1 行動フェイズにおいて、マップ上でユニットの
移動や、マガジンチェンジや起立などの特殊行
動を実施する。
5.2 行動フェイズで実施できる行動は以下の通り。
前進・後進・旋回・斜行・ピックターン・
起立・マガジンチェンジ
5.3 自軍の行動フェイズでは、自陣営の全ユニット
が行動を実施する。次の攻撃フェイズに移行す
る前に、全機の行動を処理すること。
5.4 自陣営のユニットが複数ある場合、以下の優先
順位で行動を実施すること。
① 速度の速い方
② 行動ＰＰの少ない方
③ 攻撃ＰＰの多い方
④ 基本ＰＰの少ない方
⑤ ランダムで決定
5.5 敵行動フェイズでは、行動することはできない。
5.6 特殊行動として、不要な武装の破棄（パージ）
を行うことができる。破棄できる武装は、「手
持ち」と「○連ミサイルランチャー」のみで、
手持ちは０ＰＰ、ミサイルランチャーは１ＰＰ
を消費すれば破棄できる。

６ 移動―――――――――――――
6.1 ユニットを実際にマップ上で動かす行為全て
を移動という。
6.2 全ての機体はそのフェイズ中に、現在の速度と
同数の移動力を消費しなければならない。
6.3 速度がプラスの場合は前進を行い、前方（ユニ
ットの上側）に移動させる。速度がマイナスの
場合は後進を行い、後方（ユニットの下側）に
移動させる。
6.4 １ヘックス前進か後進するたびに、１移動力を
消費する。
6.5 障害物のあるヘックスには進入できない。
6.6 行動フェイズ終了時に、敵味方を問わず他のＡ
Ｔが移動終了ヘックスに存在する場合、衝突が
発生する。但し、自機の速度が１～３なら１Ｐ
Ｐ、速度４以上なら２ＰＰを消費すれば衝突を
回避できる。必要な行動ＰＰを消費しない・で
きない場合は衝突が発生する。そのヘックスに
ＡＴが複数存在する場合は、その内の１機を選
択すること。次に、衝突目標となったＡＴは、
自機の速度が速度１～３なら１ＰＰ、速度４以
上なら２ＰＰを消費すれば衝突を回避できる。
必要な行動ＰＰを消費しない・できない場合は
衝突が発生する。

７ 旋回―――――――――――――

回する毎に行動ＰＰと移動力を消費する。
7.6 後進中に旋回を行う場合、行動ＰＰを１多く消
費しなければならない。
7.7 速度０の場合、行動ＰＰを使用することでその
場で旋回することができる。60°は１ＰＰ、
120°は２ＰＰを消費して旋回する。180°は実
施できない。

８ 斜行―――――――――――――

8.1 移動の一環として斜行を行うことができる。斜
行とは、向きを変えずに斜め前方のヘックスへ
移動することである。
8.2 斜行を行う場合、行動ＰＰと移動力を消費する。
斜行に必要な行動ＰＰや移動力が残っていな
い場合、斜行を実施することはできない。
8.3 斜行には①～③の３パターンがあり、それぞれ
速度によって消費する行動ＰＰと移動力が異
なる。行動ＰＰ表の斜行の欄を参照すること。
尚、行動ＰＰが記載されていないパターンは実
施することができない。
8.4 １フェイズ中に何回斜行しても構わないが、斜
行する毎に行動ＰＰと移動力を消費する。
8.5 後進中に斜行を行う場合、行動ＰＰを１多く消
費しなければならない。

９ ピックターン―――――――――
7.1 移動の一環として旋回を行うことができる。
7.2 旋回を行う場合、行動ＰＰと移動力を消費する。
旋回に必要な行動ＰＰと移動力が残っていな
い場合、旋回を実施することはできない。
7.3 旋回には①～③の３パターンがあり、それぞれ
速度によって消費する行動ＰＰと移動力が異
なる。行動ＰＰ表の旋回の欄を参照すること。
尚、行動ＰＰが記載されていないパターンは実
施することができない。
7.4 ユニットの向きを 60°変えること自体には移
動力を使用しない。例えば旋回②の場合、ユニ
ットを２ヘックス先に移動させて 60°向きを
変える。この時消費移動力は２となる。
7.5 １フェイズ中に何回旋回しても構わないが、旋

9.1 移動の一環としてピックターンを行うことが
できる。ピックターンとは、脚部のターンピッ
クにより、その場で旋回することである。
9.2 ターンピックを装備していないＡＴは、ピック
ターンを行うことはできない。
9.3 ピックターンを行う場合、行動ＰＰを消費する。
旋回に必要な行動ＰＰが残っていない場合、ピ
ックターンを実施することはできない。
9.4 ピックターンは、移動力を消費しない。
9.5 ピックターンには①～③の３パターンがあり、
それぞれ速度によって消費する行動ＰＰが異
なる。行動ＰＰ表のピックターンの欄を参照す
ること。尚、行動ＰＰが記載されていないパタ
ーンは実施することができない。

9.6 １フェイズ中に何回ピックターンしても構わ
ないが、ピックターンする毎に行動ＰＰを消費
する。
9.7 後進中にピックターンを行う場合、行動ＰＰを
１多く消費しなければならない。
9.8 速度０の場合、速度１の欄の行動ＰＰを消費す
れば、ピックターンを行うことができる。

10 衝突―――――――――――――
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

移動中に、障害物ヘックスに移動せざるを得
なくなった場合、衝突が発生する。
他のＡＴが存在するヘックスで移動を終了
した際に、必要な行動ＰＰが無い場合や、故
意に衝突させた場合に、衝突が発生する。
障害物に衝突した場合、障害物ヘックスに移
動する直前のヘックスに機体を戻す。向きは
そのままで、速度を０にする。
ＡＴ同士が衝突した場合、被害判定(10.6)で
受けたダメージを速度から引くこと。マイナ
スになる場合は０にする。
衝突した機体は、被害判定及び転倒判定を行
わなければならない。ダイス１個を振り、衝
突直前の速度＋２からサイの目を引いた値
をダメージとする。結果が０以下の場合は無
被害となる。
ＡＴ同士が衝突した場合、移動機が目標機の
どの方向から衝突したかで、速度の算出が変
わる。正面(FF)から衝突したら速度の合計＋
２。側面(R&L)から衝突したらどちらか大き
い速度＋２。背面(BB)から衝突したら速度の
差＋２。両者ともダイスは別に振ること。
被害の有無に拘らず、転倒判定を行わなけれ
ばならない。
（18 転倒判定を参照）

11 マガジンチェンジ―――――――
11.1 行動フェイズ中に、マガジンチェンジを行うこ
とができる。
11.2 マガジンチェンジは、マガジンを装備している
場合にのみ行うことができる。
11.3 武装カードの補充価格欄に、★印がついている
場合、マガジンチェンジを行うことはできない。
（整備時に補充を行うため）
11.4 マガジンチェンジの実施には、５行動ＰＰを消
費する。必要な行動ＰＰが無い場合は、実施す
ることができない。

12 攻撃フェイズ―――――――――
12.1 攻撃フェイズでは、攻撃可能な敵機に対して、
攻撃を実施することができる。攻撃には射撃
と格闘があり、どちらかを選択すること。
12.2 攻撃は１フェイズ中に１回のみ実施できる。

12.3 計画した攻撃ＰＰが１以上であれば、攻撃を
行うことができる。攻撃ＰＰが０なら、攻撃
を行うことはできない。尚、攻撃の実施にお
いては、行動ＰＰは必要としない。
12.4 射撃を行う場合、武装を１つだけ使用できる。
複数の武装がある場合は、使用する武装を選
択すること。
（例外：一斉射撃）
12.5 射撃を行う場合、目標となる敵機が、使用す
る武装の射界と射程に入っていなければなら
ない。命中・威力表で命中値が記載されてい
る距離が攻撃可能射程である。射界表で修正
値が記載されている射界が攻撃可能射界であ
る。
12.6 射撃を１回行うたびに、使用した武装の弾数
１発を消費する。
12.7 ミサイルランチャーは、１回の攻撃で複数発
を同時射撃できる。攻撃前に発射する数を決
定すること。命中判定はそれぞれ別に行う。
12.8 格闘は、自機のヘックス及び隣接ヘックスに
ある敵機に対してのみ実施できる。右腕を使
用する場合は前方と右前方と同ヘックスに、
左腕を使用する場合は前方と左前方と同ヘッ
クスに、攻撃することができる。尚、格闘に
は実施回数の制限はない。
12.9 手持ち武装を持っている腕で、格闘を行うこ
とはできない。また、腕固定の武装を付けて
いる腕で、格闘を行うことはできない。
12.10 自機と同一のヘックスに存在する目標に対し
て射撃を行なうことはできない。
12.11 攻撃の前に命中判定値を試算してもよいが、
目標の回避ＰＰマーカーを表にして確認して
しまったら、必ずその攻撃を実施しなければ
ならない。
12.12 複数の味方機が同一フェイズ中に攻撃を行う
場合、それぞれ目標と使用武器を決定してか
ら判定を行うこと。
12.13 射線
12.13.1 攻撃機のヘックスと目標機のヘックスの中
心点を結ぶ線を射線と呼ぶ。射線が障害物
で遮断されている場合、射撃を行うことは
できない。
12.13.2 射線は移動後に測定できる。移動前に、移
動予定ヘックスの射線を測定してはならな
い。また、射線を測定しても、射撃の実施
は任意である。
12.13.3 障害物のイラストに射線が掛かっていない
場合は、そのヘックスを通して射線を設定
することができる。
12.13.4 障害物が射線に掛かっているかどうか判断
がつかない微妙な場合、命中判定値に－２
を加えて射撃可能とする。
12.13.5 射線上に、他のＡＴや煙幕がある場合は、
そのヘックス全体をＡＴもしくは煙幕とし

て扱うこと。
12.13.6 射線上に他のＡＴが存在する場合、射撃可
能であるが、命中判定値に－２を加えるこ
と。
12.13.7 射線上に煙幕マーカーが存在する場合、目
標機と煙幕の距離×２を命中判定値から引
くこと。
12.13.8 目標機もしくは攻撃機が煙幕マーカーのあ
るヘックスにいる場合は、命中判定値から
１を引くこと。但し、格闘の場合は、煙幕
マーカーを無視すること。
12.14 一斉射撃
12.14.1 火器管制装置を装備しており、背部接続の
射撃用武装がある場合、その武装全てを同
時に射撃することができる。
12.14.2 一斉射撃を行う場合、その他の武装を使用
することはできない。
（手持ち武装など）
12.14.3 命中判定は、武装ごとに行うこと。

13 方向―――――――――――――

のフェイズで自機が移動していない場合は、両
機とも正面を向いているものとする。

14 命中判定―――――――――――
14.1 攻撃の成否に使用する命中判定は、以下の計
算式により算出する。
武装／格闘の命中値
＋武装の射界修正（格闘は無し）
＋攻撃側の攻撃ＰＰによる命中修正
＋攻撃側の速度修正
＋目標機の防御ＰＰによる回避修正
＋目標側の方向･速度修正
＋目標機のサイズ
＝命中判定値
14.2 攻撃側がダイス２個を振り、サイの目の合計
が命中判定値以下であれば命中となる。
14.3 武装の射界修正は、格闘の場合は無視するこ
と。
（命中値に考慮済み）
14.4 目標機の防御ＰＰによる回避修正は、防御Ｐ
Ｐが０の場合は、０とすること。

15 多弾数武装――――――――――
15.1

15.2

15.3
13.1 対象となる機体の周囲を 60°で６等分した範
囲を方向と呼ぶ。
13.2 機体の存在するヘックスの中心と、ヘックスポ
イントをつないだラインの延長線を各方向の
境界線とする。
13.3 正面の方向を FF とし、境界線上のヘックスは
FF に含める。
13.4 背後の方向を BB とし、境界線上のヘックスは
BB に含める。
13.5 FF の隣の方向で、機体の右側を FR、左側を FL
とする。
13.6 BB の隣の方向で、機体の右側を BR、左側を BL
とする。
13.7 FR と BR、FL と BL の境界線上のヘックスは、そ
れぞれ FR と FL に含める。
13.8 自機のヘックスの敵機に格闘を行う場合、自機
がそのヘックスに移動する直前のヘックスに
あるものと想定して、方向を判定する。もしこ

15.4

命中数率に数値（％）が記載されている武装
は多弾数武装であり、複数の弾が命中する可
能性がある。
命中判定値からサイの目の合計を引いた数
値に、武装の命中数率を掛けた値が被害判定
回数となる。端数は切り上げ。例えば、命中
判定値が８、サイの目が５、命中数率が 70%
の場合、被害判定は３回となる。
（８か
ら５を引くと３、３に７を掛けて 10 で割る
と 2.1、端数切上げで３回となる）
命中判定値からサイの目の合計を引いた数
値が０（つまりイコール）の場合は、被害判
定は１回とする。
命中数率が単発と記載されている武装は単
発武装であり、常に被害判定は１回である。

16 被害判定―――――――――――
16.1
16.2

16.3

16.4

攻撃が命中した場合、目標機の被害判定を行
なう。
攻撃側がダイス２個を振り、サイの目を合計
する。目標機の被害判定表で、目標機が攻撃
を受けた方向の欄を参照して、装甲値を決定
する。
武装または格闘の威力から装甲値を引いた
数が、目標機に与えたダメージとなる。装甲
値を引いた結果、０以下となった場合は、そ
の攻撃は無被害となる。
ダメージの分だけ耐久力を減らすこと。耐久
力が０になったら破壊となる。

16.5
16.6

被害判定を複数回行う場合は、その都度ダイ
スを振ること。
衝撃弾が命中した場合、ダメージが出なくて
も、転倒判定を行わなければならない。

17 急所―――――――――――――
17.1

17.2
17.3

17.4

被害判定でダイスを振った際に、装甲値に○
が付いている場合、急所に命中したこととな
り、通常より深刻な被害となる。
攻撃には、貫通と衝撃の２つの種類があり、
急所に命中した際は、それぞれ処理が異なる。
貫通弾が急所に命中した場合に、ダメージが
１以上であれば、即死判定を行う。ダイス１
個を振り、１～３であれば即死となる（誘爆
やパイロットへの直撃）。４～６なら即死は
無い。但し、その場合でも、通常のダメージ
は与えることができる。
衝撃弾が急所に命中した場合、与えるダメー
ジが２倍となる。例えば、威力７の衝撃弾が
装甲値４の急所に命中した場合、ダメージは
３ではなく６となる。

18 転倒判定―――――――――――
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

衝突が発生した場合や衝撃弾が命中した場
合、転倒判定を行わなければならない。
ダイス２個を振りサイの目を合計する。サイ
の目が転倒判定値以下であれば、転倒しない
が、判定値を超えた場合は転倒する。
ＡＴ基本性能表の転倒値
＋武装の転倒値合計
－武装の重量修正
－ダメージ
－攻撃側の速度÷２（切上げ･格闘）
＋ＡＴのサイズ差（衝突・格闘）
＋使用する行動ＰＰ
＝転倒判定値
武装の重量を合計し、ＡＴの積載量で割った
数値を引くこと。端数切捨て。例えば、積載
量６で武装の合計重量が１５だった場合、転
倒判定値から２を引く。
格闘によるダメージで転倒判定を行う場合、
攻撃側の現在速度の半分を判定値から引く
こと。端数は切り上げ。
格闘やＡＴ同士の衝突で転倒判定を行う場
合、双方のサイズの差を加算する。例えば、
サイズ＋１とサイズ－１のＡＴの場合、大き
いＡＴは＋２を、小さいＡＴは－２を加える
こと。
（大きい方が転びにくい）
転倒判定を行う場合、行動ＰＰを任意の分だ
け消費して、転倒判定値に加えることができ
る。尚、行動ＰＰの消費はダイスを振る前に
行うこと。

18.7

敵フェイズ中に転倒判定を行う場合は、計画
用の数値マーカーを使用して、転倒判定に使
用する行動ＰＰを記録しておき、次の行動フ
ェイズで行動ＰＰから引くこと。無論、残存
行動ＰＰより多くを使用することはできな
い。
18.8 同一機体から、衝撃弾を複数発受けて転倒判
定を行う場合、ダメージを合計して判定を１
回行うこと。
18.9 複数の敵機から衝撃弾を受けて転倒判定を
行う場合、それぞれ別に判定を行うこと。
18.10 転倒した場合、ＡＴユニットの上に転倒中マ
ーカーを載せて表示すること。

19 転倒中のＡＴ―――――――――
19.1
19.2

19.3

19.4

19.5
19.6

転倒中のＡＴは、移動・攻撃・防御などを行
うことができず、常に速度０となる。
転倒中のＡＴは、計画フェイズでは、加速･
減速･攻撃･防御とも自動的に０となるため、
マーカーの設置は不要。行動ＰＰは、現在残
っている値に基本ＰＰ値の半分を加えるこ
と。端数切捨て。但し、基本ＰＰ値を超える
場合は、基本ＰＰ値を上限とする。
転倒中のＡＴは、次の行動フェイズで起立を
試みることができる。ダイス２個を振りサイ
の目を合計する。サイの目が起立判定値以下
であれば、起立成功。判定値を超えた場合は
失敗する。
ＡＴ基本性能表の転倒値
＋武装の転倒値合計
－武装の重量修正
＋現在の行動ＰＰ
－５（固定値）
＝起立判定値
武装の重量を合計し、ＡＴの積載量で割った
数値を引くこと。端数切捨て。例えば、積載
量６で装備の合計重量が１５だった場合、判
定値から２を引く。
起立に成功したら、続く計画フェイズから通
常通りにプレイしてよい。
起立に失敗したら、転倒状態が継続する。

20 大破―――――――――――――
20.1

耐久力が半分以下となった機体は、大破とな
り、以下の制限を受ける。
・ 最高速度が２低下する。
・ 加減速は、±１～±２しか実施できない。
・ 旋回①と斜行①の行動ＰＰが１増加す
る。
・ ピックターンの 120°と 180°が実施で
きない。
・ 転倒値が１低下する。

20.2
20.3

現在の速度が最高速度を超過した場合は、直
ちに最高速度まで低下させること。
装備の合計重量により最高速度が低下して
いる場合は、累積して速度が低下する。

21 計画フェイズ―――――――――
21.1

計画フェイズでは、次のターンのために以下
の処理を行う。
21.2 まず、行動ＰＰを基本ＰＰ値にする。
21.3 加速･減速･攻撃･防御の欄に、裏の状態で数
値マーカーを配置する。尚、この際以下の制
限に従うこと。
21.3.1 加速と減速はどちらか一方しか実施できな
い為、片方もしくは両方を０にすること。
21.3.2 それぞれの値は、加減速表や命中･回避修正
表で使用できる値でなければならない。
21.3.3 ４つの値の合計が、基本ＰＰ値を超えてはな
らない。
21.4 尚、基本ＰＰ値から４つの値を引いた分が、
次の行動フェイズでの行動ＰＰとなるため、
行動ＰＰの分を十分に考慮して、４つの値を
計画すること。
21.5 転倒中の場合は、４つの値の計画は行わず、
現在の行動ＰＰに基本ＰＰ値の半分を加算
すること。端数切捨て。

22 計画ミスとＰＰ不足―――――
22.1 計画ＰＰを公開した時に、加速と減速の両方に
ＰＰを入れていた場合、正常な操縦ができなか
ったものとして、加速も減速も実施できない。
22.2 計画ＰＰを公開した時に、計画ＰＰの合計が基
本ＰＰ値をオーバーしていた場合、錯乱状態に
なったものとして、そのフェイズは一切の行動
ができなくなり、ＡＴを速度分だけ直進させる
こと。
22.3 命中や回避に入れたＰＰと同値の欄が無い場
合、計画した数値より小さい数値の欄を使用す
ること。回避時に、計画値より小さい数値の欄
が無い場合は、回避修正を０とする。

23 シナリオ―――――――――――
23.1 プレイするシナリオを選んで、各自使用するＡ
Ｔとパイロットを決定する。
23.2 各自、ＡＴカード・武装カード・ディスプレイ
を受け取り、ディスプレイ上で、以下の各トラ
ックに該当するマーカーを配置する。
・速度…………０
・行動ＰＰ……基本ＰＰ値
・耐久力………ＡＴの設定値
23.3 武装カードの内、装弾数が設定されているも
のについては、武装名のマーカーを装弾数ト

ラックの装弾数の欄に配置する。
23.4 各陣営は、マップ両端にある黄色い配置ヘッ
クスのどちらに配置するかを選択し、自軍ユ
ニットを配置する。この時、１ヘックスには
１機のみ配置すること。
23.5 ダイス等で、どちらの陣営が先攻になるかを
決定する。
23.6 ゲーム開始前の準備として、全プレイヤーは
計画フェイズを行うこと。
23.7 敵機を全て破壊すればゲーム終了であるが、
敵機を１機破壊とか半数破壊など、事前に終
了条件を協議して決めておいてもよい。
●シナリオ１・ブロウバトル――――――――――
２人用・マップＡ－アリーナ
【サイドＡ】
・スコープドッグ《一般兵･６》
武装無し
【サイドＢ】
・スコープドッグ《一般兵･６》
武装無し
【特別ルール】
全ての障害物を無視すること。
●シナリオ２・リアルバトル――――――――――
２人用・マップＡ－アリーナ
【サイドＡ】
・スコープドッグ《一般兵･６》
ヘビーマシンガン
【サイドＢ】
・スコープドッグ《一般兵･６》
ヘビーマシンガン
●シナリオ３・チームバトル――――――――――
４人用・マップＡ－アリーナ
【サイドＡ】
・スコープドッグ《ベテラン･７》
ソリッドシューター
・スコープドッグ《一般兵･６》
ヘビーマシンガン
【サイドＢ】
・スコープドッグ《ベテラン･７》
ヘビーマシンガン
・スコープドッグ《一般兵･６》
ソリッドシューター
●シナリオ４・ウド――――――――――――――
６人用・マップＢ－ダウンタウン
【サイドＡ】
・スコープドッグ×３

ヘビーマシンガン
《ベテラン･７》
《一般兵･６》×２
【サイドＢ】
・スタンディングトータス×３
ハンディロケットランチャー
《ベテラン･７》
《一般兵･６》×２
●シナリオ５・ファンタムレディー―――――――
２人用・マップＢ－ダウンタウン
【サイドＡ】
・スコープドッグ《キリコ①･９》
ヘビーマシンガン
【サイドＢ】
・ブルーティッシュドッグ《フィアナ･12》
内蔵武装のみ
●シナリオ６・アッセンブル EX-10―――――――
８人用・マップＣ－フィールド
【サイドＡ】
・マーシィドッグ《キリコ①･９》
ショートマシンガン
・ダイビングビートル×２
マシンガン
《カン・ユー･７》
《ポル・ポタリア･８》
・ベルゼルガＱ６４《ル･シャッコ･８》
アサルトライフル
【サイドＢ】
・スナッピングタートル《イプシロン･13》
ハンディロケットランチャー
・スタンディングタートル×３
ハンディロケットランチャー
《ベテラン･７》×１
《一般ゲリラ･６》×２
【特別ルール】
イプシロンがキリコを攻撃する場合に限り、命中
判定値から２を引くこと。
（ミッションディスクの効果）
●シナリオ７・パーフェクトソルジャー―――――
２人用・マップＣ－フィールド
【サイドＡ】
・レッドショルダーカスタム《キリコ③･15》
（※実際はセルフチューンのスコープドッグ）
ショートマシンガン
【サイドＢ】
・ストライクドッグ《イプシロン･13》
専用ソリッドシューター

●シナリオ８・ラストレッドショルダー―――――
８人用・マップＢ－ダウンタウン
【サイドＡ】
・ターボカスタム《キリコ①･９》
ヘビーマシンガン・マガジン×２
右肩７連ミサイルランチャー
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
・ターボカスタム《グレゴルー･９》
ハンディロケットランチャー・マガジン×２
（トータス系のものを使用）
右肩７連ミサイルランチャー
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
・ターボカスタム《バイマン･９》
ソリッドシューター
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
・ターボカスタム《ムーザ･９》
ショートマシンガン・マガジン×２
右肩７連ミサイルランチャー
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
【サイドＢ】
・ブラッドサッカー×４
マシンガン・マガジン×２
《イプシロン･13》
《秘密結社兵･７》×３
●シナリオ９・第３次サンサ攻略戦―――――――
７人用・マップＣ－フィールド
【サイドＡ】
・ターボカスタム《キリコ①･９》
ヘビーマシンガン・マガジン×２
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
・ターボカスタム《グレゴルー･９》
ヘビーマシンガン・マガジン×２
右肩６連ミサイルランチャー・予備弾一式(6)
スモークディスチャージャー
火器管制装置
※ミサイルの予備弾は６行動ＰＰで補充可
能とする。補充は残弾＝０の時に実施可能。

予備弾の重量は４とする。
・ターボカスタム《カースン･８》
ヘビーマシンガン・マガジン×２
右肩６連ミサイルランチャー
右胴２連小型ミサイルランチャー
左胴小型ガトリングガン
スモークディスチャージャー
火器管制装置
【サイドＢ】
・ファッティー×４
ガトリングガン・マガジン×３
６連ミサイルランチャー
パイルバンカー
スモークディスチャージャー
《ベテラン･７》×１
《一般兵･６》×３

24

【おまけ】キャンペーンゲーム―――

24.1

キャンペーンでは、各プレイヤーはバトリン
グチームのオーナーとなって金儲けに努める。
キャンペーンは、整備と興行のセットを１シ
ーズンとする。何シーズンプレイするかを事
前に決めておくか、プレイ時間を決めておく
とよいだろう。無論、継続し続けてもよい。
各自 G3,000 を所持してゲームを開始する。

24.2

24.3

【整備】
24.4 １回の整備期では、各自５回のアクションを
実施することができる。１アクションごとに
以下のいずれかを選び実施すること。
Ａ）ＡＴの購入
Ｂ）武装の購入
Ｃ）マガジンの購入
Ｄ）ＡＴの修理
Ｅ）武器の補充
Ｆ）スカウト
24.5 ＡＴ／武装の購入： ダイス２個を振り、サ
イの目の合計がデータカードの入手率以下で
あれば購入することができる。データカード
に記載された価格を支払うこと。尚、入手率
を超えた場合、１アクションを無駄に消費す
る。金は消費しない。
24.6 マガジンの購入： その武器を持っていれば
購入できる。価格右側の補充欄の金額を支払
うこと。但し、補充欄に★印が付いている場
合は、マガジンを購入することはできない。
24.7 ＡＴの修理： ダイス２個を振り、サイの目
の合計分だけダメージを減らす。ダメージ１
につき、G50 を支払うこと。
24.8 武器の補充： 弾を使用した武器の装弾数を
ＭＡＸにする。価格右側の補充欄の金額を支

24.9

払う。尚、使用した弾数が何発かに拘らず、
一律に補充金額を支払うこと。
スカウト： ＡＴに乗る命知らずな流れ者を
物色する。ダイス２個を振って判定する。
２………９ＰＰの選手を見つける
３～４…７ＰＰの選手を見つける
５～６…だれも見つからない
７～10…６ＰＰの選手を見つける
11………８ＰＰの選手を見つける
12………１２ＰＰ選手を見つける
選手を見つけたら次に契約金を決める。ダイ
ス１個を振り、サイの目に G100 を掛けた金
額が契約金となる。不服なら契約しなくても
よい。

【興行】
24.10 整備が終了したら、チーム編成を行う。原則
は各自１機を出場させるが、全員の賛同があ
れば複数機を出場させてもよい。尚、出場さ
せられるＡＴや選手が無い場合は、不参加と
なる。
24.11 ＡＴと選手が決定したら、選手を２つのチー
ムに分ける。分け方はランダムに決定するこ
と。尚、人数の差が２人にならないようにす
ること。
24.12 １機でも破壊されたら、興行は終了となる。
24.13 破壊されたＡＴの、選手の生存判定を行う。
24.14 貫通弾の即死判定の場合は、100%死亡する。
24.15 その他の場合、破壊された攻撃で受けたダメ
ージの量で判定する。
(合計ﾀﾞﾒｰｼﾞ)－(残存耐久力)＝生存判定値
合計ダメージは、そのフェイズ中に受けた全
てのダメージの合計。残存耐久力は、攻撃を
受ける直前の耐久力。
ダイス１個を振り、判定値以上なら生存、未
満なら死亡となる。
【褒賞】
24.16 生き残った選手は、以下の報酬を受け取る。
・勝ったチーム………各自 G1,000
・負けたチーム………各自 G500（選手が死んで
も受け取れる）
・引き分けの場合……各自 G700
・敵を破壊した選手…追加で G1,000
・敵チームより人数が少ない……追加で G300
・敵チームの合計ＰＰより自チームの合計ＰＰ
が少ない……差１ＰＰにつき G200
・選手が死んだ場合バトリング協会よりの見舞
金として G400/人を受け取る。
24.17 生き残った選手は、以下の経験値を得る。
・全ての選手………3EXP
・敵を破壊した選手……追加で 4EXP
・敵チームの合計ＰＰより自チームの合計ＰＰ
が少ない……差１ＰＰにつき 2EXP

24.18 EXP が以下のポイントに達したら、基本ＰＰ
が上昇する。成長したら EXP は０に戻る。
人間の上限は１０ＰＰとする。１２ＰＰの選
手は成長しない。
・７ＰＰ……10EXP
・８ＰＰ……20EXP
・９ＰＰ……70EXP
・１０ＰＰ…100EXP
24.19 バトリング協会より借金をしてもよい。
24.20 借金がある場合、毎試合後に借金の５％をバ
トリング協会に支払わなければならない。支
払えない場合は、新たに次の借金をすること。
24.21 ゲーム中のいつでも、借金を返済することが
できる。借入金の 105％を返済額とする。
【ゲームの勝敗】
24.22 決められたシーズンが終了したら、手持ち金
の一番多いプレイヤーが勝者となる。
24.23 ゲーム終了時に借金がある場合、借入金の
110％をマイナス点とする。

≪デザイナーズノート≫
装甲騎兵ボトムズの戦闘級ゲームは、デュアルマ
ガジンの付録ゲームとツクダホビーのレッドショル
ダーが有名ですが、どちらもプロット＆同時シーク
エンスのゲームのため、突然敵機が目の前から消え
るといった現象が発生します。そのため、本作では
Aura Fight のコンセプトを踏襲して交互移動のゲ
ームとしてデザインしました。
システム的には Aura Fight の発展型となってい
ますが、一番の相違点でありキモの部分が加減速の
事前計画です。Aura Fight では加減速は自ターンに
決定しましたが、本作では前ターンの計画フェイズ
で加減速を計画しておかなければなりません。
そのため、いざ自ターンに行動する際には移動力
が確定しており、的確なポジショニングを行うには
敵機の行動を予測して計画する必要があります。そ
してこの読みと駆け引きが本作の一番の味わいどこ
ろだと思います。なお、１ターンは実際の２～３秒
を表しています。
ＰＳ機については、加減速の数値に選択幅を持た
せて、通常機との違いを表現しています。但し、加
減速や回避に通常より多くのＰＰを要するため、一
般人には使いこなせない機体となっています。
システムのもう一つのキモは被害判定です。命中
箇所を細かくすることでリアリティーを高めると、
反面どうしてもプレイアビリティーが落ちてしまい
ます。また、耐久力が減っていくだけのシステムで
は、ＡＴの戦闘を表現することはできません。

そこで、急所という概念を入れて抽象化し、
「らし
く」みせることにしました。また、マシンガンとミ
サイルの違いを表現するために、貫通と衝撃とで弾
種を分けることとしました。
武装については、機体ごとの微妙な違いを表現し
たり自分でカスタマイズできるように、機体カード
と分離することとしました。これによりグレゴルー
機とバイマン機の武装の違いなどが簡単に再現でき
ます。
武装を分けたことで、バトリング用のカスタム機
を自作できるようになったので、バトリングの興行
を再現したキャンペーンルールを入れてみました。
ただ、キャンペーンルールについては、正直言って
テストプレイが十分ではないので、適宜数値を変え
たり、ルールを追加してみても良いでしょう。
プレイに際しては、数値マーカーを８等分して小
皿などに入れて、自分の分を手許に置いてプレイす
ると良いでしょう。
１対１の戦闘もなかなか面白いのですが、団体戦
のバトルはまた違った面白さがあります。慣れれば
１人で２機ぐらいは扱えると思いますので、ぜひ多
数機戦闘をプレイしてみて下さい。
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