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背景

2048 年の東京。

第三次世界大戦により C国に占領

された日本では、共新党による傀儡

政府が樹立。これに対して独立を目

指すレジスタンスは反政府活動を開

始した。そしてこれを取り締まり、

壊滅させるべく、内務省は治安維持

を目的とした特殊機甲部隊、通称

「特甲隊」を編成した。

こうして首都・東京において、レ

ジスタンスと特甲隊の熾烈な戦いが

繰り広げられることになったのであ

る。

【簡易版ルール】
こちらのルールは、このゲームを

初めて遊ぶ人用のルールです。通常

ルールに比べていくつかのルールを

割愛しています。

また、通常ルールでは勝敗が決す

るまでプレイを続けますが、簡易版

はレジスタンス陣営のカードが無く

なった時点でゲームが終了します。

初めて遊ぶ時はまずこちらのルー

ルで遊んでいただき、ルールに慣れ

たら通常ルールを試してみてくださ

い。

なお、簡易版ルール本文中、青字

部分は通常ルールで変更になる箇所

を示しています。

ゲーム概略

両陣営は山札からカードを引いた

ら、同時にカードを選択・公開して

先攻と後攻を決定します。その後、

先攻陣営がカード内容に応じたアク

ションを行い、続いて後攻側が同様

にアクションを実行します。

以下、ゲームが終了するまで繰り

返します。

内容物

このゲームには以下の内容物が含

まれます。

木製ディスク 20 個（赤：レジスタ

ンス）

木製ディスク ９個（灰：特甲）

ポーン ８個（黒：特甲）

作戦マップ １枚

カード 21枚（レジスタンス 10枚、

特甲 10 枚、優勢１枚）

サイコロ ２個

ルール １部

万一、不足や破損があった場合は下

記までご連絡ください。

堀場工房

mokotacat@jcom.home.ne.jp

◆作戦マップ

このゲームでは作戦マップ上で駒

を動かし、戦闘を解決します。その

際、各駒が置かれる四角を「マス」
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と呼びます。さらに３×３のマスで

構成された、太い黒線で囲まれた四

角のことを「エリア」と呼びます。

このゲームでは縦または横のマス

（エリア）を隣接しているとみなし

ます。斜め方向のマス（エリア）は

隣接しているとはみなしません。

◆レジスタンス駒

レジスタンス陣営の駒は４種類あ

ります（図参照）。これら４種類を

総称して「レジスタンス駒」と呼び

ます。

リーダー アジト

戦闘部隊 遊撃隊

お手数ですが、ゲームを遊ぶ前に

戦闘駒の片面にシールを貼ってくだ

さい（８個分）。

遊撃隊駒を除く３種類のレジスタ

ンス駒には潜伏状態と暴露状態があ

ります。シールの貼ってある面が下

になっている状態を潜伏状態、その

逆を暴露状態と言います。

レジスタンス駒はなんらかの方法

で公開されると駒を裏返し、暴露状

態となります。

◆特甲駒

黒いポーンが特甲隊の駒です。灰

色のディスクは特甲陣営の拠点を表

したマーカーで、駒ではありませ

ん。

◆戦術カード

各陣営ごとに専用の戦術カードが

10 枚ずつ用意されています。

カード上部に「移動」と書かれて

いる面が裏面、その反対側を表面と

呼びます。 ＩＮ値

裏面 表面

表面の左上に書かれている数値は

「イニシアチブ値」です。以下、ル

ール本文ではＩＮ値と表記します。

カードの効果によってＩＮ値が増

加する場合があります。その場合、

６以上は６とみなします。
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カード右上にあるアイコンは、そ

のカードの性質を示したものです。

ゲーム中、とくに影響はありませ

ん。

カード内容によっては選択が必要

な場合があります。カードにとくに

記述がない場合は、カードの使用者

が選択します（例：レジスタンス陣

営の「スパイ」を先攻で使う場合、

特甲駒を動かすのはレジスタンス側

です）。

カードの内容が実行不可能な場

合、その効果は無効となります。

◆優勢カード

優勢カードはその時点でどちらが

優勢かを示したもので、ゲーム中に

入れ替わります。ゲーム開始時はレ

ジスタンス陣営が保持しています。

優勢カードは保持している陣営の

面を表に向け、そのプレイヤーの脇

に置きます。優勢が入れ替わる条件

が発生したらただちにカードを裏返

します。その後、調整フェイズにお

いて相手陣営に渡します。

ゲームの準備

どちらのプレイヤーがどちらの陣

営を受け持つか決めたら、それぞれ

の陣営のすべての駒とカードを得ま

す。

自陣営のカードをよくシャッフル

し、山札として脇に置きます。そし

てレジスタンス陣営は２枚、特甲陣

営は４枚、それぞれ山札から引いて

手札とします（内容を確認して構い

ません）。

次に、灰色の拠点マーカーを各エ

リアの中央（３×３の中央のマス）

に置きます（計９個）。

続いて各陣営の駒を配置します。

まずレジスタンス陣営が 16 個の

駒を潜伏状態で置きます。

この時、リーダーとアジトは必ず

含めてください。リーダーとアジト

を除く 14 個の内訳は自由です。ま

た、最初に配置しない４個の駒は作

戦マップ上の「レジスタンス予備ボ

ックス」に置いてください。

最初にレジスタンス駒を作戦マッ

プ上に配置する場合は、以下の条件

に従ってください。

① 各エリアに置けるのは２個まで

② 拠点に隣接するマスに配置する

ことはできない

レジスタンス陣営の配置が終わっ

たら、特甲陣営が特甲駒（８個）を

配置します。特甲駒の配置にはとく

に制限はありません。

優勢カードはレジスタンス陣営が

保持しています。
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これで準備は整いました。ゲーム

手順の「手札の補充」からゲームを

開始します。（ゲーム開始時の手札

は、レジスタンス陣営が３枚、特甲

陣営が５枚となります）。

ゲームの手順

１ターンは以下の手順からなりま

す。

どちらかが勝利した、またはレジ

スタンス陣営がカードを 10 枚使用

したらゲームは終了します。そうで

ない場合、調整が終わったら次のタ

ーンを始めます。

手札の補充

イニシアチブ・フェイズ

先攻側アクション・フェイズ

後攻側アクション・フェイズ

調整フェイズ

イニシアチブ判定

各プレイヤーは自陣営の山札から

カードを１枚引いて手札を補充しま

す。

次に、このターンで使用するカー

ドを 1枚選び、裏面（移動面）で出

します。両陣営がカードを出した

ら、優勢カードを保持している陣営

から先にカードを表面で使うか裏面

で使うかを宣言します。その後、反

対陣営も同様に宣言を行います。

先の宣言に従い、カードを使用す

る面に向けます。この時、カードを

裏面で使用する場合（移動を選択し

た場合）、ダイスを１個振ります。

その結果がＩＮ値になります。ダイ

スはこのターン中、ダイス・アイコ

ンの上に置いておきます。

両陣営のＩＮ値が決まったら、そ

の数値を比較し、大きいほうが先攻

となります。

ＩＮ値が同数だった場合は、優勢

カードを保持している陣営が先攻か

後攻を選択します。この時、先攻を

選択したら優勢カードを裏返しま

す。

◆優勢先攻

優勢カードを保持している陣営

は、ＩＮ値の結果に関係なく先攻を

選択できます。このようにして先攻

を選択した場合は、ただちに優勢カ

ードを裏返します。

先攻と後攻が決まったら、先攻陣

営がカード内容に従ってアクション

を実行します。先攻陣営のアクショ

ンが終了したら、続いて後攻陣営が

同様にアクションを実行します。

移動

移動には「マス移動」と「エリア

移動」があります。

×禁止事項×

敵味方を問わず、他の駒が置かれ

ているマスに入ることはできませ
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ん。また、マス移動の際には他の駒

を追い越して移動することはできま

せん。

暴露状態のアジト駒は移動するこ

とはできません（例外：「アジトの

移動」カード）。

◆マス移動

レジスタンス陣営が「移動」カー

ド（裏面）を使用して移動する場合

は「マス移動」になります。

マス移動では縦または横に移動で

きます。斜めには移動できません。

暴露状態の駒は移動後も暴露状態

のままです（例外：「アジトの移

動」）

潜伏状態であればアジト駒も移動

可能です。

ダイスを振って決ま

ったＩＮ値によって、

移動ポイント（ＭＰ）

が決まります。ＭＰが

いくつになるかは、

「移動」カードに記載

されています。

たとえばＩＮ値が６の場合、ＭＰ

は１になります。同様に、ＩＮ値が

４の場合、ＭＰは２になります。

１ＭＰにつきレジスタンス１駒を

１マス移動させることができます。

移動させるレジスタンス駒と移動

距離は、ＭＰ以下であれば自由に組

み合わせることができます。

たとえばＭＰが３の場合、３個を

１マスずつ移動させてもいいし、１

駒を２マス、もう１駒を１マス移動

させても構いません。

◆エリア移動

マス移動以外の移動はエリア移動

となります。

エリア移動を行う場合の「隣接エ

リア」とは、移動を開始するエリア

の縦または横で繋がるエリアを指し

ます。斜めのエリアは隣接エリアで

はありません。

「任意のエリア」とは、どのエリ

アでも構いません。

エリア移動を行う場合、移動先エ

リアの空いているマスに駒を移動さ

せます。他の駒や拠点の置かれてい

るマスには移動できません。

拠点の破壊

原則として、拠点が置かれている

マスには両陣営とも入ることはでき

ません。
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例外として、レジスタンス陣営の

み拠点を破壊する目的でそのマスに

進入することができます。

レジスタンス陣営が拠点を破壊す

る場合、以下の条件を満たさなけれ

ばなりません。

① 拠点マスに進入できるのはマス

移動の場合のみです。

② 拠点マスに進入できる駒は戦闘

部隊またはリーダーのみです。

③ そのエリアにあるレジスタンス

駒の合計が、特甲駒と拠点の合計数

を上回っていなければなりません。

例）

左側のエリアではレジスタンス駒

が２個、特甲１駒＋拠点なので

（2：2）、レジスタンス陣営は拠点

マスに進入できません。

右側のエリアはレジスタンス駒が

３個、特甲が１駒（3：2）なので破

壊の条件を満たしています。拠点マ

スに隣接しているレジスタンス駒が

戦闘部隊かリーダーなら拠点マスに

進入して破壊できます。

拠点マスに進入する駒は、それが

②に該当することを示すために暴露

状態でなければなりません。もし潜

伏状態だった場合にはみずから暴露

状態にします（再び潜伏状態になる

までそのままです）。

拠点マスにレジスタンス駒が進入

したら、拠点は直ちに破壊されま

す。拠点をレジスタンス側の「破

壊」と書かれた箇所に移します。

一度破壊された拠点は、ゲーム中

に復活することはありません。

拠点の破壊はマス移動の間に行わ

れるため、ＭＰが残っている限り移

動を続けて構いません。

駒の除去

なんらかの方法で駒が除去された

場合、以下のように処理します。

リーダー駒およびアジト駒が除去

された場合、特甲側の該当する箇所

に移します。これらの駒はゲーム中

に復活することはありません。

遊撃隊と戦闘部隊が除去された場

合は、レジスタンス予備ボックスに

移します。これらの駒はその後、カ

ードの効果によって復活することが

あります。

特甲駒が除去された場合は特甲隊

予備ボックスに移します。これらの

駒はその後、カードの効果によって

復活することがあります。
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調整

両陣営のアクションが終了した

ら、以下の確認と処理を行ってか

ら、次のターンに移ります。

・（もしもあれば）ＩＮ値のダイス

をカードから取り除く

・カード枚数の確認

手札が５枚以上ある場合は５枚に

なるように捨て札する

・優勢カードの移動

このターン中に優勢カードを使用

して相手陣営の面が表になっている

場合、優勢カードを相手に渡しま

す。

・山札の補充

特甲陣営の山札がなくなった場

合、捨て札をリシャッフルして新た

な山札を作ります。

※レジスタンス陣営が優勢カードを

使用したターンに特甲陣営が「機動

強襲」を使った場合、結果として優

勢カードはレジスタンス陣営が保持

したままとなります。

ゲームの勝敗

レジスタンス陣営が戦術カードを

10枚使い切ったらゲームが終了しま

す。

ゲームの終了を待たず、以下の条

件が満たされた場合はただちにゲー

ムを終了します。

・拠点が３個破壊された（レジスタ

ンス陣営の完全勝利）

・リーダー駒またはアジト駒が除去

された（特甲陣営の完全勝利）

どちらの陣営も完全勝利の条件が

満たされなかった場合は、レジスタ

ンス陣営が拠点を２個破壊してい

て、かつリーダーもアジトも暴露状

態になければレジスタンス陣営の勝

利。そうでなければ特甲陣営の勝利

となります。

◆補足

カード

「政府への不信」

配置する駒は予備ボックスにある

いずれかの駒です（遊撃隊でも戦闘

部隊でも構いません）。

カードの記述で「公開する」とだ

け書かれている場合、公開した駒が

遊撃隊でも除去されることはありま

せん。

例）特甲陣営が後攻で「攻撃」カー

ドを使用した場合、公開した駒が遊

撃隊でも除去されません。
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【通常ルール】
通常ルールでは、簡易版ルールで

割愛していたいくつかの項目を追加

しています。

また、それにともなって簡易版ル

ールを修正している箇所があります。

以下、簡易版ルールから変更にな

った箇所について記載します。

ゲームの準備

駒を配置する時に、特甲陣営はレ

ジスタンス駒がマス移動できないよ

うな配置をすることはできません。

特甲陣営は拠点マーカーを自由に

配置することができます。

ただし以下の制限があります。

①１エリアにつき、１個まで配置可

能

②拠点マーカー同士を隣接させるこ

とはできない。

②については、縦または横のマス

での隣接が禁止されます。また、エ

リア境界を挟んでの隣接であっても

禁止されます。

ゲームの手順

ゲームの手順に変更はありません

が、調整フェイズの前に「偵察と包

囲の解決」が加わります。

手札の補充

イニシアチブ・フェイズ

先攻側アクション・フェイズ

後攻側アクション・フェイズ

偵察と包囲の解決

調整フェイズ

移動

移動の禁止事項に以下が加わりま

す。

包囲状態（後述）にある駒は移動

することができません。

偵察と包囲

両陣営のアクション終了後、調整

フェイズの前に「偵察」と「包囲」

の処理を行います。

「偵察」の処理をすべて終えてから、

「包囲」を解決します。

「偵察」は特甲陣営のみが行えます。

「包囲」は両陣営とも行えます。先

に先攻側の包囲をすべて解決した後

に、後攻側の包囲を解決します。

◆偵察

特甲駒によって縦または横で挟ま

れたレジスタンス駒を公開すること

ができます。すでに暴露状態の駒は

影響ありません。

偵察はレジスタンス駒１個に対し

てのみ有効です。間に複数のレジス

タンス駒があった場合は偵察できま

せん。
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偵察によって公開された駒が遊撃

隊だった場合、その駒はただちに除

去されて予備ボックスに移されます。

それ以外の駒の場合は暴露状態の

ままマップ上に残ります。

◆包囲

偵察の処理後、先攻側の駒によっ

て包囲されている駒をゲームから除

去します。先攻側の包囲の処理が終

わったら、後攻側の包囲の処理を行

います。

包囲によって駒が除去される場合、

潜伏状態か公開状態かは関係ありま

せん（潜伏状態でも除去されます）。

包囲は縦及び横のマスを塞がれた

状態です。言い換えるなら、マス移

動ができない状態を指します。

包囲されるのは１駒だけです。２

駒以上がまとめて包囲されることは

ありません。

両陣営がお互いに包囲している場

合、先攻側の包囲を先に処理するた

め、結果的に後攻側の包囲は無効に

なります。

包囲状態の駒は移動はできません

が、カードの効果は使用できます。

例）包囲状態にある特甲駒は「攻

撃」カードを使用できます。

ゲームの勝敗

ゲームはどちらかが勝利するまで

続きます。これにともない、両陣営

とも山札が尽きた場合は調整フェイ

ズに捨て札をリシャッフルして新た

な山札を作ります。

各陣営の勝利条件は以下の通りで

す。

◆レジスタンス陣営

敵の拠点を５個破壊した

◆特甲陣営

リーダー駒およびアジト駒を除去

した。

勝利条件が満たされた場合はただ

ちにゲームが終了します。たとえ後

攻側が勝利条件を満たせる状況でも、

先攻側が勝利条件を満たしている場

合は先攻側の勝利です。
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