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ロボタンクはサイバー空間の戦闘の戦略ボードゲームです。プレイヤーはタンク４台のチームを率

い、各タンクは命令カードによるプログラムで操作されます。カードでタンクの移動・方向転換・射

撃・特殊装備の使用といった命令を出します。タンクは再プログラムされるか破壊されるまで同じ命

令を繰り返しますので、慎重な計画が必要になります。最後に司令部（Command Post）を残してい

たプレイヤーが勝利します。

セット内容

● 96枚のプログラムカード

● 切って折って使用するタンクマーカー

● マップシート

● このルールブック

さらに６面サイコロが２個必要ですが、このセットには入っていません。

セットアップ

デッキ

ゲームの方法を学ぶためのプレイでは、以下のカードを取り除きます。
● Energy Ball

● Virus

● Self Destruct

● Scan

標準のプレイでは、すべてのカードを使用します。

デッキをシャッフルして、プレイヤー全員に等しい枚数だけ全部配ります。誰かが１枚も「射撃

」カードまたは「移動」カードがなかった場合には、それを申告して貰ったうえでもう一度最初から

全部シャッフルして配りなおします。

全員、そこから 18枚のカードを選んで初期手札とし、残りはバンクに戻します。

（３人プレイの場合には、空席の向かいにいるプレイヤーは初期手札を 20枚にします）

手札

各プレイヤーの手札はタンク・プログラムの貯蔵庫です。司令部への最終命令も兼ねています。手
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札がなくなったプレイヤーは即座に脱落します。

バンク

バンクは一般のプログラム貯蔵庫です。捨て札はバンクに戻ります。バンクの札はすべて表になっ

ており、誰でもその内容を見たうえで自分の欲しいものを補充できます。

マップ

マップは移動・戦闘の場所になる、ヘックスで区切られたサイバー空間です。ヘックスのない黒い

縁は「破壊されない壁」を示します。ランダムにプレイヤーの色（黒・白・黄・赤）を決めます。プレイ

ヤーは対応する色のタンクを操り、対応する色のコマンド・ポストを守ります。

タンク

タンクはヘックス線に沿った６方向のみを向けます。

すべてのタンクは対応する色と番号のドックに入った、敵と向かい合った状態でゲームを開始しま

す。たとえば黒対赤、といった具合です。

タンクのプログラム

各タンクは、自身に対応し、裏向きに積まれたそれぞれのカードのスタック＝「プログラム」により操

作されます。タンクはそのプログラムに書いてある通りに、通常は１ターンに１枚ずつのカードを実

行します。

[プログラムの機密性]
裏向きにされたすべてのプログラムは、Scan命令を実行しない限り、その所有者を含めて中を見

ることはできません。

[初期プログラム]
ゲームを開始する前に、自分の各タンクにつき１枚ずつ、手札からカードを選びます。

ゲーム開始

ランダムに最初のプレイヤーを選び、そのプレイヤーの非活性化フェイズを開始します。あとは時

計回りにゲームを進めます。

ゲームの進行

自分のターンに、以下のフェイズを順番に進めます。
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非活性化（Deactivation）
プレイヤーは、自分のタンクの１台を「非活性化」して、そのタンクのプログラム・スタックのカードの

すべて（表になっているものを含む）を手札に回収して再プログラムを行えます。再プログラムを行

わない場合にはサイコロを振り、１の目が出たらバンクからカードを１枚引けます。

見直し（Look-Up）
タンクの非活性化を行った場合には、手札の２枚をバンクの１枚と交換できます。

プログラミング（Programming）
タンクの非活性化を行った場合には、手札の任意の枚数を用いて新たなプログラムを作成できま

す（司令部を守るカードを手札に残しておくのを忘れずに）。新たなプログラムをそのタンクのドック

の場所に、まだ非活性であることを示すために 90度横向きにして置きます。

実行（Execution）
番号順に、自分のタンクのプログラムを実行します。プログラム・スタックの１番上のカードを実行し、

そのカードの内容を解決してから次のタンクの解決に移ります。

注意：通常、タンクの命令の実行ではプレイヤーは何も選択できません。プレイヤーの望まない結

果を実行してしまうこともあるでしょう。

実行後に、たいていのカードはそのスタックの一番底に送られ、プログラムはループします。いくつ

かの特殊行動は破壊されるか使用されるまでスタックの一番上に置かれたままになります。

非活性化を行ったタンク、破壊されたタンクは実行を行いません。

再活性化（Reactivation）
可能ならば、非活性化を行ったタンクを活性化します。スタックを正向きに戻します。

移動命令

すべての移動カードは、ただちに実行されます。実行後、そのカードをスタックの底に送ります。

方向転換（Turn）
方向転換には左（Left）60度、左 120度、180度、右（Right）60度、右 120度の５種類があります。

方向転換はいま居るヘックスを移動することなく、向きだけを変えます。
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移動（Move）
移動には前進（Forward）１、前進２、前進３、後退（Back）１、後退２、後退３、左スリップ（Sideslip）、
右スリップ、ロケット・ブースター（Rocket Booster）の９種類があります。

移動は向きを変えることなく、いま居るヘックスだけを変えます。

移動の結果、別の物体のあるヘックスや壁に入るような場合には、その隣のヘックスまで移動した

うえで、物体とタンクの双方に「１ヒット」の判定を行います（ダメージの項を参照）。そのタンクの実

行はそこで終了し、余った移動は無視されます。余った移動がさらなるダメージになることはありま

せん。

直接射撃命令（Direct FireCommands）
直接射撃カード（Fire Cannon、Fire Displacer、Fire Electro-Grounded Cannon、Fire Virus）は、タン
クに対して、その直接射撃エリア内に居るオブジェクトへの攻撃を可能にします。

射程：

タンクとオブジェクトとの射程（Range）は、そのヘックス数です。タン

ク自身のヘックスは数に含めません。

目標設定：

直接射撃カードは、射撃が可能なもっとも近いオブジェクトを目標

に定めます。オブジェクトは司令部、タンク、残骸のいずれかです。

壁とドックは目標になりません。敵味方の別や、そのときの戦略とは

無関係に近いものが目標になります。複数の目標が同じ射程で選

択可能である場合には、ランダムにそのどれかを選択します。

射程内に目標がなかった場合には、実際の射撃は行われません

（しかしカードは射撃を行ったものとして、一番底に送ります）。
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射撃の解決：

目標を設定したら、サイコロを１個振ります。結果が射程以上であれば成功であり、そうでなければ

失敗です。ただし１の目は常に失敗です。

Cannon 成功すれば目標にヒットを与えます（ヒット解決は後述）

Electro-
Grounded 
Cannon

成功すれば目標にダブル・ヒットを与えますが、失敗すればタンク自身に１ヒットを

与えます。

Displacer 目標にダメージは与えず、その向きを 180度変えます。

Virus 成功しても目標にダメージは与えませんが、目標タンクのプログラムを射手プレイ

ヤーが変更できます。射手プレイヤーは、自分の手札の任意枚数のカードを目標

タンクのプログラムに追加できます。すでにあるカードを取り除いてはいけません。

修正後のプログラムはただちに活性になり（スタックを横向きにしません）、また内

容も秘匿されます。

間接射撃命令（Indirect FireCommands）
間接射撃カード（Fire Laser、Fire Montor、Fire Energy Ball)は無作為に射撃を行います。目標を

選択できません。間接射撃には「目標設定」が存在しませんので、Turret命令や Turget命令はこ

れらに対して何の効力も及ぼしません。

Laser サイコロ２個を振り、その数だけの前方ヘックスにレーザーを投射します。その射線

上にある最初のオブジェクトにヒットします。

Mortar サイコロ１個を振ります。Mortarはタンクのその数だけ前方のヘックスで炸裂します。

そのヘックスと、周囲隣接１ヘックスにあるオブジェクトがヒットです。撃ったタンク自

身がヒットする可能性もあります。

Energy Ball この武器は、壁を含む何かに当たるまでフィールド上をランダムに移動と方向転換

を繰り返し続けます。当たったものにダブル・ヒットを与えます。

どれだけ移動したかにかかわらず、次のタンクのアクションを解決する前にこの武器

の解決を行います。移動と戦闘の双方にサイコロを振ります。

方向転換は次の図に従います。
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（移動と方向転換の解決の例）

ダメージ（Damage）
ダメージは武器による結果と、双方が同一ヘックスに入った際の衝突の結果として発生します。

タンクと司令部とでは、ダメージ解決が異なります。

タンクへのダメージ：

ダメージの結果、プログラムが狂います。タンクのプログラム（表になっているスペシャルカードを含

む）全部をシャッフルし、ランダムに１枚捨てます（ダブル；ヒットなら２枚です）。そしてプログラムの

活性状態を保ったまま（活性なら活性、非活性なら非活性）、中を見ずに続行します。

タンクの破壊：

実行フェイズの最中にプログラムカードが無くなったタンクは破壊になります。これは通常はヒット

の解決によりますが、プレイヤーは別のタンクにプログラムを転用する目的で、あるタンクの「非活

性」フェイズの際にそのタンクのカードを空にすることで、これを招くことも可能です。

破壊されたタンクは盤上に残ります。以後、与えられたダメージは無視します。
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司令部へのダメージ：

司令部へのダメージは、プレイヤーに影響します。司令部にダメージを与えたタンクを操るプレイ

ヤーは、司令部プレイヤーの手札をランダムに２枚取り、そのうちの１枚を自分の手札に加えて、も

う１枚をバンクに戻します。この手順は、プレイヤーが自分で自分の司令部を攻撃してしまった場

合にも適用されます。

ダブル・ヒットの場合には、単純に２枚の手札を捨てます。

VirusとDisplacerの司令部へのダメージは、何の影響も与えません。

プレイヤーの手札が１枚しかない場合には、単にそれを取り、バンクには戻しません。

司令部の破壊：

手札をなくしたプレイヤーは、その時点で司令部の破壊となりゲームから脱落します。すべてのタ

ンクが破壊となり、タンクのすべてのプログラムはバンクに戻ります。

特殊な命令（Special Commands）
特殊なカードの記述は、基本ルールよりも優先され、タンクに特殊な能力を与えます。特殊カード

のいくつかは効果を発揮するまで表向きで置かれ、効果の発揮後にスタックの底に戻ります。

Transwarp タンクの位置を、別のタンクの位置と交換します。サイコロを２個振ります。１個目

のサイコロの目が色（１＝黒、２＝黄、３＝白、４＝赤）で、２個目のサイコロの目が

タンクの指定です。破壊されているか否かは関係ありません。５～６の目が出た場

合には、好きな１～４を選ぶことができます。

Radar タンクの向きを、もっとも近いオブジェクトに正対させます。等距離のオブジェクト

が複数ある場合にはどれに正対するかをランダムで選択します。正対できる位置

にもっとも近いオブジェクトがない場合には、正対できる射線上まで近くに移動さ

せたうえで正対します。

Turret タンクの直接射撃命令のエリアを、全方位の６ヘックスまでに拡大します。間接射

撃武器には何の影響も与えません。

Armor タンクの装甲を増します。ヒットした際にサイコロを１個振り、１～３の目が出ればヒッ

トは無効、4～５が出れば装甲は失われるものの本体に結果は適用されず、６が

出れば装甲は残るものの本体に結果が適用されます。virusと displacerのヒットに

は無効です。

Shield 直接射撃は、2回ヒットしないとヒットの効果をもたらしません。Shieldを２つ置いて

も効果は累積しません。間接射撃には無効です。
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ECM タンクは直接射撃の対象にならず、解説射撃も効果を受けません。タンクが移動

か攻撃を行った場合には、ECMカードをその命令の前に、プログラムの底に送り

ます。

Self Destruct スペシャルカードやこのカードを含めた、そのタンクのすべてのプログラム・カード

の枚数を数えます。タンクはただちにこの回数分の攻撃を行い、その後で破壊さ

れ、プログラム・カードはバンクに戻ります。

各攻撃は 6ヘックス以内のランダムなCannon 攻撃相当になります。直接射撃命

令エリアは無視します。防御判定を行う場合には、間接攻撃として扱います。

Scan タンクの所有者に、任意のタンク 1台のプログラムを見ることを可能にします。これ

は自分自身のタンクでも構いません。

修正系命令（Modifier Commands）
Target、Auto Hit、Zoomのカードは使用されるまで表にしておきます。使用後、カードを最初にス

タックの底に送り、それから射撃などのそれに続くカードを実行して送ります。プログラムが繰り返さ

れる度に、修正系命令が最初に来ることになります。

Target 続く直接射撃の実行の際に、射撃を行うプレイヤーは射程内の一番近いオブジェ

クトではなく、オブジェクトを選択できます。間接射撃にはこの命令は無効です。

Auto Hit 続く直接射撃は、サイコロを使用せずに常にヒットになります。間接射撃には無効で

あり、また Target命令をキャンセルします。

Zoom この命令は実行されるまで何もせず表になっています。次のターン、タンクは次の 1
枚のカードではなく、3枚のカードを実行します。それぞれの実行は通常通り順番

通りに行われます。Zoomの後に続くカードが 3枚未満である場合には、そのすべ

てを実行してターンを終了します。Zoomに続くカードに Zoomのカードが入ってい

ても、何も起こりません。

短縮ゲーム（Shorter Game）
通常の「ロボタンク」は約 2時間かかります。プレイ時間を短くする場合には、初期手札を少なくし

たり、司令部にヒットした場合に 3枚のカードを失うようにします（撃ち手が得られるカードは 1枚で

す）。

(訳：近藤博次 　2008/5/6 版)
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