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はじめに 

「女4 3•レー，身ンゲームの舞台は？ Jと聞く:と、たいていの人は古代中国 

や戦国時代、第二次大戦、もしくは現代を舞台fcして戦うゲーム.だt答えがか 

えってくるだろう。魏の曹操や織田信長、戦艦大和、F14トムキャタトが活躍す 

る舞台だ。それが現在の■シミユレーシ3ンゲーム（ウォーゲームfcやう呼びか 

たもある）ではもっともポピュラーなものだ。しかしそれ以外に題材はないの 

だろうか？天地創造の時代やはるか未来を舞台.|こ設定してはいけないのだろ 

うか。時代モノも現代戦もそれなりに味があっていいが、似たようなものばか 

りでは少々食傷気味にもなる気がする。 

そんな中で登場したのが「シュヴァ■ルツシル！*jである。それまでのゲーム 

ではあまり取9上げられなかった「宇宙」を舞台に宇宙戦艦同士の戦いをあつ 

かった夕iユレーションゲームだ。漆黒の宇宙を無数の戦艦が進み、ビーム® 

きらめきが飛びかい、戦場はシユヴァル9シルト銀河という未知の世界である。 

そこを舞台に100人以上の英雄が集い、平和のための戦いを繰り広げるのだか 

-ら、壮大なスケールのゲームである。 

シュヴァル,シルトはそれまでになかった「宇宙」という舞台を使用してい. 

るほかに、シ&ュレーゲームk「ドラマ性」を盛り込んでいる。本来な 

らシミュレーションゲームでのドラマ性とは、プレイヤー自身が思い描くもの 

だろうが、シュヴァル、Fシルトには最初からマがある。暗殺、独立劇、暗 

躍する軍事国家という事件が織り込まれ、プレイヤー以外の国に存在感を与え 

ている。敵国というものは悪行を重ねていたほうが、滅ぼすほうとしてもフ'ァ 

イトがわくものし、それが悪役の勤めであろう。 

シュヴァルツシルトが発売されて、しばら < の月日が流れたが、いまだ宇： 

宙物のゲームは少ない。やはり全体的に見れば宇宙モノのゲームは少数派でし 

かないのだろうか？私としてはもっと漆黒の海原を舞台に.したゲームをプレ 

4 'し於,いのだが……。 
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I PART I人門編 

「シュヴァルツシルト」（以下、第1作をシュヴァル 

ツシルトI、「シュヴァルツシルトn 帝国ノ背信」を 

シユヴァルツシルトnとよぶ）で繰リひろげられるのは 

国家同士の領地争いであり、そのために宇宙戦艦が戦い 

を繰りひろげている。そんな中で国を守り繁栄させるた 

めに国家元首は外交能力を駆使し、国力の増強につとめ、 

艦隊を指揮していかなければならない。国家元首となっ 

たプレイヤーは多くの局面でその能力を試されることに 

なるだろう。そしてめざすはもちろんシユヴァルツシル 

卜銀河全体の統一である。 

シュヴァルツシルト銀河は広大である。その中には無 

数の恒星系があり、その中にさらに多くの国家が存在す 

る。協力的な国、攻撃的な国、さまざまな国家を相手に 

統一していくことがプレイヤーの使命だ。それは困難な 

道であリ、プレイヤーはいく度も挫折感を味わうだろう。 

しかし、プレイヤーは始皇帝クレアによって選ばれた 

「光の勇者」なのである。シュヴァルツシルト銀河に平和 

と安息をもたらすために戦わなくてはならないのだ。シ 

ユヴァルツシルト銀河とはどのようなところなのか？ 

光の勇者はどのように使命を果たさなければならないの 

か？それをこれから見ていくことにする。 
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Ill -1シュバルツシルト銀河の歴史 
•シナリオシミュレーション 

星暦3260年 く雄飛〉人類は太陽系を脱出、*ン》ヴァルグジルト銀河へ 

星暦3410年 人類、ジュヴ.ァル_ダy少卜rおいて異生命体と遭遇。 

星暦3528年 カーネル星団に「銀河連邦」樹立。 

星暦3719年 第1次銀河帝国（旧銀河連邦）滅亡。国家乱立の時代へ 

星暦3756年 クレア誕生 

星暦3768年 超軍事国家グ.エンハン誕生。 

星暦3789年 クレア、グエ.ンハンの長となり勢力を拡大。 

星暦3896年 グエンハジ、ジュヴブル穿をルト銀河を席巻。第2次銀河帝国 

成立。皇帝クレア即位 

星暦3816年 始皇帝クレア逝去 

星暦3841年 第2次銀河帝国分裂、戦乱の時代へ 

星暦3880年頃八強国時代の始まり 

星暦3938年 クレア転生。各地に光©勇者誕生。 

春戦乱の歴史 

、ンユヴァルツシルト銀河は戦いにみちあふれている。長い.年月をかけ人類が 

地球という1個の惑星で成立させた平和条約も、地球から何万光年もはなれた 

世界で白紙と化してしまった。 

シュヴァルツシルト銀河への入植した当初、人々は後かfeくる移民団の受け 

入れ体制をつくることにその情熱と資材のすべてを傾けていた。もちろん争い 

などなく、ただ忙しい時が流れていった。 

ところが人類は異生命体に遭遇してしまっ,た。わがもの顔でシュヴァルツ、ン 

ルト銀河を歩きまわっていた人類は、本来の所有者をみいだしてしまったのだ。 

シュヴァルツシルト銀河だけでも何百億という恒星があり、それに付随する惑 

星はその何倍もある。それだけの星があるのだから人類以外の生命体がいても 

なんら不思議ではない。それは古くから多くの科学者が提唱してきたことだっ 

た。それをだれもが納得し当然と思ってきた。：しかし、人類は異生命体が人類 

の植民地に生息することを甘受できなかった。人々は銃を手Kとり、破壊兵器 



を満載した宇宙船に乗りこみ、異生命体掃討を開始した。 

本来ならば、鲈ュヴァルッシルト銀河は異生命体のものであり、人類こそ侵 

略者といえるのかもしれない。しかし、人類は口々に種族防衛を唱え、異生命 

体を掃討しでいった。これは良識のある種族のやるetではなく、やはり人類 

に流れているのは蛮族の血なのかもしれない。異生命体が目の前から一掃され 

る（もちろんそれは一時的なものでしかないが）と本来の目的に気がついたの 

か、人類は居住地を準備し始める。まるで戦いなどなかったかのように。皮肉 

なことに異生命体:との戦いによって人類はさらに団結を強めていた。その団結 

が続いたのもわずかの間だったが、しょ甘ん人類という種の受け皿が完成する 

まで続けばいい団結でしかなかった。.tりあえずの団結はいちおうの形をもっ 

て具現された。 

シュヴァルタシルト銀河中央に位置するカーネル星団に「銀河連邦」という 

名の中央政府が誕生した時点で、人類全体の目標は達成されたかに思われた。 

そしてぞくぞくと穸Aヴァルダ!/ルト銀河に移民団が到来し、楽園が築かれる 

かに思えた。 

異生命体との戦いにいちおうは勝利したものの、戦いはけっして楽なもので 

はなく人類の受けた損害％大きかった。戦いが終わってみれば異生命体との戦 

いにより各植民惑星の経済は崩壊し、人々はその再建のために奔走しなければ 

ならなかったらしかし、それも銀河連邦の援助を受け、それぞれがもう一度一 

団となれば問題ではなかった,。人々の心は希望の光にあふれ、困難のあとには 

幸福がやってくるとだれもが思っ.Tいた浄らだ。 

そして、植民惑星には援助が届けられた。しかし、それはあまりにも少なく、 

惑星機能の回復など不可能なほどであった。当然、銀河連邦政府には続々不満 

の声が届けられたが、政府はそれをとりあわなかった。それだけなら人々もな 

んとか納得したかもしれない。しかし、そのあとすぐに銀河政府が行なった公 

布により人々の怒りは爆発した。それは想像を絶する重税を各植民地に課した 

税法だった。異生命体から銀河連邦を守るための軍事予算を得るためというの 

が理由だったが、それがただの被害妄想とだれの目にもうっった。重税に耐え 

かねた植民地が反乱の狼煙を上げたのは、新税法公布後わずか1年のことだ， 

た。人類全体の団結はタュヴァルダシルト銀河入植後、わずか1世紀ももたな 

かったs. 3?.ユヴァルツレトにおいて、っいに人類同士の戦いが始まってしま 





«始皇帝クレア 

銀河連邦の崩壊によりシュヴァルツシルトは社会秩序が失われ、力だけがモ 

ノをいう地獄と化した。力をもたぬ弱小国家は強国の侵略におびえ、侵略者の 

通'3たあとには、廃虚だけがのこ9、人々のうめき声は紅蓮の炎に染まった空 

に空しくこだまするだけ怒った。蛮行に走る人間がわれにかえるか、強国がす 

ぺての国家を統一する以外に、もはや事態を収拾するすべはないように思われ 

た。 

「大混乱」の中で誕生したのがグエンハンという名の国家であったBシュヴ 

アルツシルト銀河中枢部、つまり銀河連邦のあったカーネル星系に誕生したグ 

エ_¥ヵンは強大な軍事力を背景に、周辺国家をことごとくその支配下におさめ 

ていった0「武力によ1Sて各国を統べることで、人類に平和をもたらす。だれか 

がそれをやらないこ.とには、人類は最後のひと|りになるまで戦いをやめないだ 

ろう」グエンハンの指導者サザビーが口にした言葉の中には、戦いに明け暮れ 

る人類へのやり場のない怒りがこめられている。サザビーの指導力に導かれグ 

エン，Iンはカーネル星系すベてを併合し、近隣の惑星国家をもその支配下にお 

いていった。グエンハンが惑星国家を併合しT く速度はまさに神速ともいえ 

るもので、.その勢いをとめるもの揉知',aヴyル梦レト銀河には存在しなかマ 

た〇 

しかし、野望なかばにLtサザビーは引退する。サザビーの息子クレアがそ 

の後継者となった。サザビーの口からその旨がグエンハン全国民に伝えられる 

't、そのことiこ異を唱える者はなく賛同の声だけがあがった。すでに、軍人と 

して多くの戦地におもむき、輝かしい戦績を上げていたクレアこそ、次期指導 

者にふさわしbfc.国民だれもが認めていたからだ。人々の喝采のなかで、クレ 

アは弱冠33歳にしで，ュヴァルツダル=卜銀河最大の国家を背おうことになる。 

グエンに敵対する大国の指導者たちにとっては、いかにクレアが優秀だ 

ろうと問題ではなかった。戦場でものをいうのは物量であり、兵力である。ど 

れほど優れた将であろうと兵力が同等であるかぎり、対等に渡りあうことがで 

きるはずだ。大国の指導者はそういった余裕をもって、クレアの即位式を眺め 

ていた*，しかし、彼らの余裕の表情が凍9つき、青ざめる0それほどの時間 

は必要ではなかった。 

戦場でクレアの率いるグエンハン宇宙艦隊と対峙した大国の将軍のひとりは 
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シュヴァルツシルト銀河の歴史 

いち旱く戦場の異様さに気がついた&いままでにない大艦隊が戦場に展開し、 

さらにどの艦船もと5てい人間技とは思えなレ、艦隊運動を行なっていたからだ。 

宇宙船を人間が操り、生身の人間が乗るかぎり、艦船の物理的運動性能が、100 

パ:—セントそのまま引きだされることはない、というのが常識であったc乗員 

の耐えることができる加速がおのずと限ちれて以たか6だっfcj ろが眼前 

で展開する艦隊は通常の何倍もの速度で飛びかっていたのだった。徐々に敵艦 

隊の将兵たちは異様な空気に包まれていった6 

そして、戦端が開かれいく万のエネルギー砲弾が戦場をまばゆく照らすなか 

で、敵艦隊は真の恐怖を感じていた。想像を絶するエネルギーの奔流がグエン 

ハン艦隊から発せられたのだ。数瞬後に戦場に残ったのはクレア率いるグエン 

ハン艦隊のみであった。 

グエンハン艦隊で、その戦闘に参カロしていたのは人間はクレアの乗る旗艦の 

乗員のみであった。他の艦船はすべて無人艦、つまり高度な戦術コンピュータ 

を登載した機械戦闘艦だったのだ。そして新資源ド13ユーから作り出されたた 

エネルギー.ド:リームの放射はグエン乃ンに決定的勝利をもたらしていた。 

その後もグエンハン無人宇宙艦隊のむかうところに敵はなく、シユヴァルツ 

シルト銀河でクレアに対抗できるもはもはや存在しなかった。そして、つ: 

シュヴァルツシルト銀河における人類の領土は、グエンハンの領土と等しくな 

った。クレアが大銀河皇帝国の皇帝を宣言するのは星暦3796年のことである。 



•光の勇者 

くクレア皇帝家略系図〉 

サザビー 

〇 

ハンソン 

タミァ 

武力をもって流血を最小限に抑え、国民を守るという理論には賛同するもの 

もあるが、おおむねその反対派のほうが歴史的にみて多数派である。大銀河教 

皇帝国皇帝としてクレアもそういった政策をとった。反乱分子の存在を許さず、 

人類の敵である異生命体を徹底的に根絶やしにしようとした。そういった一面 

だけをとりだすのなら、クレアという新しい皇帝も歴史に名をを轟かせている 

暴君達と変わらなか〇ただろう、しかし、後世の歴史学者の多くはクレアを暴 

君であるという評価を下してはいない。皇帝クレアこそ人類の平和を守ったと 

称賛する。多ぐ®血を流す反面で、クレアは民政面で良識ある政策をとったか 

らだ。それまでの重税を廃し、商業を奨励し、国民の利になる多ぐのことをし 

た。なにより人類の平和は皇帝クレアによってそれまでにないほど永く保たれ 

たのだから。彼が天界に召された星暦3816年のシユヴァルタシルト銀河はまだ 

穏やかであった。そして、皇帝の座は彼の息子たちに受け継がれていくこfaに 

なる。 

クレアとその妻ララの間には3人の子供がいた0長女ダイアン、長男のセセ 

ラ > 次男アレタタ':これにララの甥であるハンソンとダイアンの息子タミア 

の5人によって、クレア亡きあとの時代は受けつがれていった。 

クレアの死後、帝国は東、中央、西と三分割統治された。中央を第2代大銀 

河教皇国皇帝となったセセラが、東をハンソン、西をタミアがそれぞれ統治し 

た時代には帝国は最盛期をむかえる。この繁栄の時代を「三賢帝の時代」とよ 

び、歴史上もっ上も人類文明が栄えたどいわれる時期となフた。10年後、皇位 
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はセセラからハンソへ、さftfcio年後ハンソンからタミアへと渡り、権力争 

いもなく、反乱もないまま、帝国時代は永続するかに思われた。しかし、クV 

アにはアレックスというもうひと!)の息子がいた。人々の称賛の外に身を置き、 

場末の安酒場の笑い話にしか登場しなかった男によって、，ぎ落ヴァルツ，ルト 

銀河に流れていた平和な時間は崩壊する。 

アレックスという人物は始皇帝クレアの息子ではあったが、父の優秀な血を 

まっ.たく受けついでいないかのようであった。放蕩の限りをつくすだけの:TV 

ックスを生前のクレアも、セセラも要職につけようと..はしなかった。本人とし. 

ても皇室の財力を使い遊び惚けていられれば、良かったのではある。しかし、 

皇室の血筋であるという事を利用しようとする輩がでてきて、その存在は大き 

くクローズアップされる。 

ジョルジュfc fc._sう名の1人の野望を持った男が、アレックスを巧みに操り、 

我こそは始皇帝クレアの意志を継ぐものであり、現在皇帝と名乗り玉座につい 

ているタミアにその資格はなし.という声を上げさせたのだ。反乱は、ある程度 

成功し、帝国は二分されることになる。さらに悪いことに帝国によって虐げら 

れてきた人類の敵である異生命体が、このときとばかり人類に戦いを挑んでき 

たのだ。こうしてあっけなく、をュヴァ#，シルト銀河は、再度戦乱の時代に 

突入する。 

さらに何十年もの歳月が流れる頃、戦乱の銀河もいちおうは平穏な日々を迎 

えた。強国同士の微妙な軍事バランスのもとに築かれた平和ではあるが……。 

今、シュヴァルツシルト銀河は8つの強国にわかれていた。ちょっtした衝撃 

にさえ、耐えきれないだろうガラス細工の平和。しかし、人々にはそれでも平 

和には違いなかった……。 

ある日、.光の矢がはしった0シュヴァかクシルト銀河の人々はその光の矢を 

見あげた。 

シュヴブルツシルト銀河各地に降り，法いだこの光の矢こそ、平和の使徒を集 

わせるものであり、始皇帝クレア復活の印だった。光のもとに生まれた人々に 

よって人々にそれが知らされるのは、平和がとりもどされたのちのことである。 







參戦乱の銀河〜ソマリ星系〜 

¥；*•ヴァルツジルト銀河に飛び散った光の矢は100を超えるとされる。後年、 

「クレアの誕生光」と呼ばれるこの光の矢はシュヴ:rル'ツシルト銀河各地に降 

り.法いでいた。ソマリ星系にあるオーラクルムにも光の矢は来臨し、国王の幼 

い嫡子に降り注いだ。その瞬間を目撃した臣下たちはいっせいにひざまづき、 

地面に額を擦りつけ_た.faいう。光を受けた王子の体はしばらくの間、神々しい 

ばかりの光を放ち、さながら神が人間界に降臨したかのようだったという。 

オーラタルムという国家は元来、理想国家を築くために人々が集い建国した。 

その中で選ばれた国王は国民の絶大なる支持を受け、その期待を裏切らなかっ 

た.。もちろん、.yマリ星系にも暗雲がたちこめていたが、少なくともオーラク 

ルム國内には明るい声が充満してい，たa人々は希望の光を失わず、理想の国家 

をめざし貴い汗を流していた。そこに光の矢が舞い降り、王子を洗礼していっ 

た。国民は王子を、王室を称えた。近い将来きつこの王子がyマリ星系は 

おろかシュヴァルタシルト銀河全体に平和をもたらしてくれる。人々はそう確 

信していた。 

そして光に祝福された王子が王位を継ぐが、ソマリ星系の各地で戦いが始ま 

った。そこには「北の蛮族」と呼ばれるロッサリアめトリスティア侵略、その 

背後に控えるゲルーマン、グレイブy—の軍事的脅威があった……。 

籲統一への道 

ジロ星団、ソヤリ星系を含め、.ュヴアル.タシルト銀河の各地で戦いはおこ 

っている。そこに降り注いだ「クレアの誕光」は勇者を集わせ、シュヴァルツ 

シ.舉卜銀河を平和へと導くだろう。しかし、.物語は始まったばかりだ9広大な 

シユヴァルツタルト銀河が相手だ。そう簡単にはいくわけがない。着実に一歩 

一歩、星域ひとつずつに平和をもたらしていぐしか方法はないのだ。 

その一歩もまた大変な一歩である参台頭する大国は往々にして勇者達の率い 

る国家よりも強大で、勇者の降臨した国家は比較的弱小国なのだ。良識ある国 

家、理想をもゥ免国家がいかに地位を得ず、力も持たないかがよくわかる。さ 

らに星域の主導権を手ぐすね引いて狙っている輩も多い。 

レ参し、ことはなさなければいけない。国を鍛え、平和を望む国とは手を結 

び、星系に平和をもたらさなくてはならない。 
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ジロ星団にはホンシャ帝国やクイラ大帝国が、_yマリ星系にはゲルーマンや 
クレイブリーという強国がのさばっている。油断をすればこち4の首が危なく 

なる。苦難の道を歩み、星系E平和と統一をもたらした時には星系中の人々が 

勇者を祝福してくれるだろう。勇者としての道がそこで終わったわけではない。 

シュヴアルツシルト銀河に存在する無数の国家が、勇者を心の底から渴望：して 

いるのだから.。 

攀クラーリンの脅威 

レユヴァルツシルト入植時から、人類にとって異生命体の存在は目の上©コ 

ブであった。いく度となく戦いが起こり、辛くも人類は勝利してきたが、それ 

でも異生命体すべてが減んだわけではない。どこからか人類の領土に侵入し、 

シュヴァルツシルト銀河を奪回しようとしてくる。始皇帝クレアの時代にも、 

いく度となく掃討作戦が行なわれたがその甲斐もなく、あらたな異生命体の存 

在が確認されるのだ。人類は勝利こそしてはいるが、決して異生命体が非力で 

あるわけではない。その力は強大であり、人類と別系列に進歩した技術力は脅 

威である。そんな異生命体に対抗できたのも人類全体の団結があったからこそ 

ではないだろうか。現在のシュヴァルツシルト銀河には秩序というものは存在 

しない。もちろん人類全体の団結もだ。そこに異生命体の襲撃があったとした 

はたして人類はそれを迎え撃ち、勝利することができるのだろうか。シュ 

ヴァルツシルト銀河の統一平和は人類同士の流血を終わらせるためであること 





シユヴァルツシルト銀河の歴史 

|| 1-2基本コマンド紹介 
プレイヤーは始皇帝クレアに選ばれた光の勇者とレて、戦乱12餐まれたシ真 

ヴァルツシ:ルト銀河をひとつ£し、平和をもたらさなければならない。そのた 

めには他国との外交、軍事力の強化、資源の探索と多く とを行なわけなけ 

ればならない。ここではさまざまなコマンドを紹介してい 

• NT開発 

シユヴァルツシルトでプレイヤーの手足と卷つて活躍する戦艦のレベルはア 

ルファぺッJSもしは数字（Iではアルファペ^卜、IIでは数字）で表され 

る。数字の大きいもの、アルファベットの後ろの■ものほど強力な戦艦である。 

シ.ュヴァルタシルトIではAからQまで、IIでは1から8までとなる。この戦 

艦のレベルを上げていぐのが「NT開発」だ。資金を投資!値(NEW 

TYPE)」を上げてい■く、そしてNT値が規定の数値に達することで新しタイ 

プの戦艦が建造できるようになる。NT値の最低値は0で、最高値は1500(NT 

開発で上げるC fcのできるのは1500までだが、実際にはNT値の最高は1600で 

ある）新しいタイプの戦艦は火力、防御力などすベての面で、前®レペルの戦 

艦を上回わっており、戦いを楽にしてくれるだろう。まわ0の国が保有してい 

る戦艦のレペルを越えてしまえば、怖いものなしではあるが、当然、他の国も 

戦艦のレペルを上げるために「NT開発」を行なっており、開発はおろそかにし 

てはならない。 

NT値を上げるための資金と、建造可能な戦艦のリストを記す。 



るが、その戦艦も1隻だけではなんの役に 

形になってこそ戦場で威力を発揮するのだ。 



建造した戦艦を組みこんでいき、何百という数の戦艦で艦隊を構成する。しか 

し、建造した戦艦をすべて艦隊に組み込めるわけではない61つの艦隊の戦艦 

の数には上限がある。シュヴァルツ，ルトの宇宙艦隊はすべて無人であり、艦 

隊の指揮をとるのは人間ではなくコンピュータと:いうことにな'aTいる。この 

3ンピュータの能力が、艦隊に組み込むことのできる戦艦の上限を決定するの 

だ。この艦隊を操る戦術コンビ— 夕の能力を上げることが「SV開発」だ。「SV 

開発」もNT開発同様、資金を投資することで行なうが、SV開発には特定のラ 

ンクづけというものがなく、「SV値(SUPER VISION)」がそのまま艦隊構成 

数の上限となる。SV値の最低は50であり、最高は500、つまり1艦隊を構成す 

る戦艦は最高で500隻だ。1国が持てる艦隊の数は6つ::なので、1国で保有でき 

る戦艦は最大3000隻ということになる。SV値を上げるために必要な資金に関 

しては、下表の通りである。 

シュヴアルツシルトI シュヴアルツシルトII 

SV値 SV値を1上昇させるためにMな資金 SV値 SV値を1上昇させるために傾な'*金 

50〜99 10 50〜99 10 

100〜149 20 100〜199 20 

150〜199 20 200〜299 50 

200〜249 40 300〜399 100 

250〜299 50 400〜500 200 

300〜349 70 

350〜399 80 

400〜449 90 

450〜500 100 

♦資源の売却 

戦艦や造船所を造る、惑星の防御力を上げる、多くの行動において資源は重 

要な役割をはたし、いぐらあっても足りないものだ。資源が不足して、必要な 

艦艇を用意できずにいると、戦闘に負けCしまう結果になる。そのため常時小 

惑星探査を行ない、資源の増加を計るわけだ。しかし、ある局面ではどうして 

も資源より資金のほうが必要になる場合もあって、開発に多くを投資したい場 

合などだ。そのために資源を資金に変えるのが「資源の売却」コマンドだ。 

もともと投資というのは地道に行なうよりも、一気にやってしまったほうが 

いい、つまり次のターンから戦艦の建造だけに集中できるからだ。シュヴアル 



ツシルトでは、1ター〆の遅れが命とりになりかねないので、資金不足で、戦 

艦が建造できなくなるというめがも，Isも悪いパターンだろう。 

基本的には資源だけで行なえるコマンドは「譲渡」く旮いだが、資金だけあ 

ればいいコマンド' はいくつかある。NT開発、SV開発はもちろんだが、艦隊能 

力向上のための模擬戦闘もそうだ。こ@3つは余裕がある時に、一気に資金を 

投資したほうがなにかと便利である。.当然、そうなると生産のほうがおろそか 

になるから、資源を売1て資金に変えて、投資したほうがいいということ.にな 



籲資源の購入 

戦艦を建造した0、造船所を惑星に建てているとやはり資源が底をクぐt 

が多い。資金と資源が揃わなくてはたしかに戦艦の建造は出来ないのだ。しか 

し、基本的には資金のほうが入りはいいので、資源が底をっいても資金のほう 

は余っていることが多い。そのターンで最大効率の造船や造船所建設を行なう 

ために、余りそうな資金をあらかじめ資源に変えてしまうのも1っの手だ。や 

はり戦艦の数は戦いを有利にするために大変に重要であり、必要なターンにで 

きるだけ多くの戦艦をもっていたほうが1^いの_だ。 

一隻の戦艦を建造するためにはどれだけの資金と資源が必要かはあらかじめ 

わかっているわけだがら.、あるターンに最大何隻まで戦艦が建造可能かも算逍 

できるわけだ。生産も開発も中途ハンパなやりかたをしないほうがいい。戦艦 

をできる限り建造して、あま1た資金で開発を行な5めも堅実なやりかたでは 

あるが、たいていの場合戦争状態では、開発より戦艦の数を揃えるほうが重要 

となる。もちろん敵の使用する戦艦よりこちらの用いる戦艦がのレペルが下ま 

わるのなら、開発投資のほうが重要となるが、1同:レペルが上をいって¥善よう 

な％、阜《戦艦を建造して勝利を決定づけてしまったほうがいい。現在の戦闘 

がすべてではなく、さらに別の国とも戦わなくてはならな_いがらだ。なにしろ 

穸.ュヴァルツ.シルトではプレイヤーの国家以外の国も生産と開発を行なってお 

り、時間がたてばたっほど兵力を増強されてしまうのだ。それゆえなるべく戦 

争は短くしたほうがいい。そして、強調するようだが、戦艦は建造できるうち 

に建造してしまうのがいいというiとだ。 

春艦船の売却 

周辺国家に負けじと日夜新型艦船の開発を行なっていると，当然のことなが 

ら新型艦の開発ペースは上がる。しかし、開発ペースがあがるfcいうことは、 

それだけ現在使用している戦艦が早《槪式:Kなっでしまうのだ。しのぎを削る 

開発競争をしているのだから、各国の戦艦と.もし鋩いに新しいものになってい 

そうなるとこちらも旧型艦を造っていたのでは話にならない。ゲームの■ル 

ールで1艦隊に配備できるのは同系艦船のみとなっているので、全艦隊を新型 

戦艦にしたいのに、1艦隊だけ旧式戦艦が残っていたのでは不都合だといえる。 

このため新型戦艦を配備する時、旧式のいらない船は売ってしまおう。安値で 



はあるが、0ちおう買ってくれるので、こちらもいくらか@回収できるという 

ものだ。そうやって回収した資金でまた開発を行なうなり、戦艦を建造するの 

が頭のいいやりかただろう。ただしスクラップにするなり、売却するなりもま 

た時期をみはからわなぐてはなるまい。いくら旧型になったとはいえ実戦で活 

躍できる数があり、能力のある戦艦をお払い箱Kしてはならない。その代わり 

の艦船を生産するには、さらに2ターンは必要だからだ。必要か必要でないか、 

補充は可能な©かを判断してからス売却またはクラップを考える。$/ュヴァル 

ツタルトの艦隊には無所属A、Bというストック用の艦隊が存在するのだから.、 

そこに移しておくの％ひとつのやりかたであろう。そして、建造する船が収容 

しきれなくなったとき、はじめて旧型艦船を売却またはスクラップにすればい 

いのだ。 

*不可侵条約 

もちろん外交は慎重に行なわなくてはならなIA。攻守同盟を結ぶにしても、 

宣戦布告をするにしてもだ。たいt•いの場合には、攻守同盟を結んで間違いと 

いうことはないのだが、条約の責任を取らなければならないと.いうのがたいへ 

ん、ということはある。さらに宣戦を布告するとなると、戦争の準備が整って 

いるかどうかの判断が重要で、一般に外交は判断に困ることが多い。 

外交でも、不可侵条約は比較的影響が軽いものだ。ただ単に戦闘をしません 

という約束だけで、双方の戦場で協力しあったりしないぶん、こちらの戦力が 
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減ることもなぃ。心象がそれほど悪くなぃ相手だったら、時間稼ぎに不荀侵条 

約を結ぶこともできる。もちろん、敵国視する<_らぃの国だから、お互ぃの関 

係もあまり良くなく、相手が快く引き受けてもらえるかどうかは疑問ではある。 

そう:いった国との条約でほ、いくつかの条件が提示され、それを呑むことで成 

食べの運びとになる。その条件が痛ぃ出費となる可能性もあるが、国を滅ぼさ 

れることを考えれば、多少の支出は我慢しなくてはなるまぃ。条約有効期間中 

に他の国を滅ぼし国力を潤すな！3、戦艦を急ピッチで建造するなりの対策をこ 

うじるStができるのなら、安ぃ買物だといえる。 

參攻守同盟 

X夂守同盟は、これからの戦ぃはお互いに協力しあ勺てやゥていく: fcいうこ！： 

で、こちらが戦闘に突入すれば攻守同盟国の艦隊が派遣されてくるし、逆に攻 

守同盟国が戦闘に突入すればこちらの艦隊を派遣しなければならなぃ。シュヴ 

ァルツシルトIでは無条件で全艦隊を派遣しなければならなかったので、艦船 

が消耗しT困らされた。しかし、シュヴァル’ツを*ルトIIではどの艦隊を派遣し、 

どの艦隊を手元に残しておくかを選択できるので楽になった。自国艦隊の消耗 

を避けたぃのなら1隻も戦艦を送らなければぃぃのだ。送らなくてもぃぃのだ 

が、せっかく同盟を結んだ仲でもあるし、こt 6 fcも義理とぃうものがある。 

なかなか開き直れなぃものだe 

プレイヤーの艦隊と同じように、戦闘に参加する同盟国艦隊も被害を受ける。 

プレイヤーの国は、他国を併合して国力を増大させてぃるので、多少の損害な 

ら簡単に回復するSとができるが、同盟国の中には戦ぃを好まず領地の拡大し 

なぃ国もある。そうぃった国Kとって、艦隊のうけるダメージを回復するのに 

はかなりの時間がかかる。肝心なときに貧弱な艦隊しか援軍にまわしてももら 

えなぃのでは困るので、自国だけで戦闘に勝利でき！)のなfe、援軍を断り同盟 

国の国力の心配をしたほうがいぃだろう.。 

攻守同盟のおかげでいく度も窮地を救われるこtもあるが、メリットだけで 

はなぃ。攻守同盟を結んだ先の国とどこか他の国とが開戦状態になってしまう 

とその戦争国とプレイヤーの国の関係もまた悪化してしまう。&ちらの意図と 

は関係なく、敵国をつくっfしまうのも困るも©ffs 



拳開戦準備 

宣戦を布告し、戦闘状態にはいるとい5のも、慎重に行なわなくてはならな 

な&し懋これ#4一国を相手に戦争を始めようと，いうのだ。勝機は確実に 

あるのかどうかを確認しなくてはなるまい。確実に勝てるとは限らない戦争を 

始めるのは無謀であろう。開戦は相手の戦力、攻守同盟国の有無を確認し、こ 

ちらの戦力と比較してからでもけっして遅くはない.9 

敵国にはたいていの場合攻守同盟を結んだ国がある。戦闘を開始すれば当然 

のこしながら、その艦隊もプk.イヤーの国に攻撃をしかけてくる。2つ4)国を 

自国だけで相手にしたのでは分が悪い.だから、こちらにも攻守同盟国があつ 

たほうがいい。味方の国があり艦隊を派遣してくれるの:fc、そうでない©では 

大きな違いがある。もし、敵国に攻守同盟を結んだ国が存在するのなら、C 

らにも攻守同盟を結んだ国がないと不利だ。したがって開戦する前に「攻守同 

盟一覧」及び「敵国攻守同盟一覧」を見て、敵国、プVイヤーの国の同盟国の. 

有無を確認しておくべきだろう。 

もちろん自分が開戦したいからといヮても、攻守同盟国のすべてが賛同し戦 

場に援軍を派遣して《れるわけではない。攻守同盟を結んだからといって、そ 

の相手国はこちらの配下にな，feわけではない'。攻守同盟国が圧倒的に不利と 

見た場合には攻守同盟国として©戦争参加を拒んでくるであろうし、条件を提 

示するEtもある。たいていの場合は条件を提示されるだけだが、攻守同盟国 

と敵国が同盟関係にあったり.、.不可侵条約を結んでいたりする場合には拒んで 

くる可能性が高い。たとえば、ジロ星団において聖銀河教皇国に対し宣戦を布 

告しよう！:會ると、ほとん.Ifの国がもしこのまま開戦するなら攻守同盟を破棄 

すると勧告してくる。シュヴァルツシルト銀河において聖銀河教の力は絶大だ 

か4な:の:'だa 

その®:fに敵の保有す艦隊のレべ;愈,fc艦船数を確認する。「勢力比較」を見れ 

ばどれ < もい®:兵力差で戦場に臨むC tになるかがはっきりする。ここで劣勢 

とみるなち開戦は控えるべきだし、相手を兵力で上回わっていると考えるのな 

ら即座に開戦しでしまうべきだ。 
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*資金譲渡 

星間援助とはプレイヤーの国の資産を他の国に譲りわたすことだ。ご機嫌と 

りの場合もあれば、その国の軍備を強化したぃ場合もある。前者の場合は印象 

度が低い国で、戦火を交えたくない国に対して行なうが、よほどこちらを敵視 

している国でなければ、たいていは喜んでくれる。 

しかし、こちらも無限大の資産を持っているわけではない。必要な開発と生 

産を行なうのに手一杯な場合が多ぃ。そこからぃくばくかの資金なり資源を差 

し出すには覚悟が必要であろう。印象度が上がれば、攻守同盟も結べるように 

なり、戦場で協力してもらい、将来的にはこちらの損害が少なくなるので、援 

助した額面にみあうかみあわないかは、すぐに判断できるものではない。もち 

ろん相手が弱小国であるのなら、ご機嫌をとる必要はさらさらない。ご機嫌を 

とるのは、それなりの力があり、その軍備が味方となった時に利がある国を対 

象にするべきで、そうでなければ、いつも不足がちの資産をむやみに減らすこ 

とを差し控えるにe tたこtはない。 

相手の軍事力を高めなくてはならなぃ場合とぃうのは、相手国が攻守同盟国 

の場合にのみ適用される。つまり一緒に戦っているのに攻守同盟国の戦力が貧 

弱すぎるために役にた"3ていない場合だ。それが切実なものとなるのは、こち 

らがこれ供上の戦艦を建造できないほど強力になっているのに、敵がさらにそ 

れを上回わってぃる場合だ。ゲーム後半にしかそういった状況は登場しないが、 

そうなると当然プレイヤーの国以外の戦力がなければ戦闘に勝利するのは厳し 

ぃ。だから攻守同盟国の艦隊をあてにするわけだ。攻守同盟国の戦力強化が目 

的の場合には、資金譲渡がもっともポピュラーな援助だ。資源譲渡というのも 

考えられるが、自国で余っているのは資金の場合が多ぃからだ。ご機嫌をとる 

場合には資金でも資源でも関係なく、とにかく余ったぶんだけを援助してみる 

のが得策だ。 

他国の印象値が上がるこfcは望ましく、そのため資金や資源を渡すわけだが、 

小惑星の権利を譲渡するの炫よほどの_.ことがないかぎり控えるべきだ。なにし 

ろ資源のもとなのだからs小惑星資源ひftつを譲渡してしまうと次のターンか 

&の生産効率は飛躍的に偏下する。最後の最後にならなぃかぎり資源の権利を 

譲渡するなどとは考えない£とだ。惑星も重大な資金源ではあるが、小惑星資 

源に比べればありがたさは多少おちる。もし相手に最大限の援助をしたい©な 
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ら惑星の1個も援助してしまうのもいWかもしれな'惑星は長期的に資源と 

資金を産み出すからだ。一時的な資金や資源の讓渡よりは価値があり、自然相 

手国の利益も大きい。 



*造船所建設 

戦艦を建造するためには資源、資金のほかに1隻につき1基の造船所が必要 

だ。W くら資金と資源がありあまづていても、造船所の数が不足していたので 

は最大限に戦艦を建造することはできない。しかも1回建造を命令してしまう 

と造船所はその戦艦が完成するまで塞がってしまって、戦艦が完成するまで2 

ターンの期間それ以上の使用ができなくなる。戦艦は消耗品で、いくらあって 

も困ることはないので、本来なら常時資金、資源いっぱいの戦艦を建造したい 

ものだ。そのためにはやはり造船所が必要だ。 

たとえば1回で200隻の戦艦が資金的に建造できるとしよう。1ターンで200 

隻の建造を命令するとその戦艦が完成するのは2ターン後だ。このとき次の夕 

ーンでもやはり200隻という戦艦を造るためにはさらにもう200の造船所が必要 

になる。もしも毎ターン200隻建造されるようにしたいのなら、造船所は400基 

必要だということになる。このようなことを考慮にいれて造船所を増やしてい 

かなくてはならない0造船所は建造する戦艦のレベルがあがっても関係いので 

とにかく造っておけばいい。ただし当然のことだが、最大限の資金、資源を用 

いて1ターンで造れる戦艦の2倍以上の造船所は必要ない。いくら造船所があ 

っても今度は資金や資源がなければ、戦艦は造れない。もちろん敵に保有する 

惑星が占領されることを考えて予備の造船所を造っておくのも堅実な手段では 

あるが、なにせ造船所を造るのにもかなりの資源、資金がかかるのだ。 

參戦艦の建造 

プレイヤーにとっては、穏やかに星系を統一するのが理想ではあるが、星系 

征服の野心をいだく周囲の軍事大国はそれを許してはくれない。彼らは軍事力 

にものをいわせ、ブレイヤーが偉業を達成するのを妨害してくるだろう。外交 

手腕も通じない相手には、あくまでも武力をもって対抗するしかない。 

そのためには、新型戦艦を開発し、数を揃え、艦隊能力を高め、敵国の艦隊 

を上回わる艦隊を用意しなければならない。造船所の数、資金、資源、現在必 

要とされている戦艦の開発レペルが整ったなら、「戦艦の建造」コマンドを使 

い、戦艦を建造する。 

シュヴァルツジルトIとIIでは、戦艦の建造にすこし違いがある。Iでは、 

開発された戦艦を建造するだけでよかったが、IIでは格戦闘タイプと爆撃戦夕 
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イプの2種類を選択して生産する。格戦闘タイプを建造していれば、敵艦隊に 

は勝つことができるが、爆撃戦タイプがなければ惑星を攻略することができな 

い。前半戦では、侵略艦隊に対抗することが最優先になるので、あまり爆撃戦 

タイプの戦艦を建造しなくてもいいが、それ以降は蔺方®タイプの戦艦を同じ 

比率で建造しておいたほうがいいだろう。状況を踏まえ、ど®タイプの戦艦を 

建造するかを考えなければならない。 

「戦艦の建造」コマンドはゲーム中でもっとも使用頻度の高いコマYFであ 

り、慎重に使わなければならないコマンドである。 

資金(セクタ） 資源(バレル） 資金(セクタ） 資源(バレル） 
A型 16 20 F1型 10 15 
B型 20 25 B2型 15 22 
C型 24 30 F2型 15 24 
D型 28 35 B2型 30 33 
E型 34 42 F3型 20 28 
F型 40 50 B3型 58 64 
G型 46 57 F4型 30 35 
H型 54 67 B4型 70 85 
I型 62 77 F5型 40 50 
J型 74 92 B5型 65 80 
K型 90 112 F6型 34 40 
L型 110 137 B6型 54 62 
M型 134 167 F7型 35 32 
N型 162 202 B7型 45 52 
0型 194 242 F8型 20 26 
P型 230 287 B8型 30 37 

*防衛力の強化 

つねに敵対国家より質、量ともE上回わる艦隊を用意しておきたいのはやま 

やまだが、なかなか思うようにはいかない。ときには対等、もLくは少し劣勢 

で戦闘をする場合もある。そのため艦隊戦で敗北することもありうるというこ 

とだ。それが相手国の領土で©?:上なら問題はないが、_プ_レイヤーの国の惑星 

の攻防戦であった場合には艦隊戦で敗北することで貴重な惑星を失ってしまう 

ことになる。もし、それがプレイヤーの国の主星であったなのなら,、プレイヤ 

一の国はシュヴァルツシルト銀河から消滅しTしまい、「GAME OVER」だ。 

ゲーム開始直後で©惑星1個というのは貴重である。1個の惑星を失うだけ 
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で戦局はかなり悪くなる。しかもそれを防衛する艦隊もあまり強くない。そう 

なると当然、惑星自体の防衛力を強化することを考えなくてはならないsそれ 

だけでなく、どんな局面でもこ©惑星の防衛力を上げることは必要である。敵 

国の惑星を攻略してみるとわかるのだが、とにかく艦隊同士の戦いで受けるダ 

メージより惑星との戦いで受けるダメー穿©靡うが大きいのだ。つまり、プレ 

イヤーの国の惑星も防衛力さえ上げておけば敵の攻撃に十分対抗できうるのだ。 

惑星の守りが強固であれば、多少なりとも時間がかせげるというわけだ。 

もちろん惑星の防衛力を上げるのも簡単なことではない。資源、資金が必要 

なので、惑星の防衛力を上げつつ、戦艦を建造し^開発を行なわなければなら 

ない.。もちるん自国の領土が拡大し、た_ぐさんの惑星を保有するようになれば、 

それほど1つの惑星にこだわる必要もなくなる。 

とfcかく、ゲーム序盤では保有する惑星も少ないので、惑星の守りをより堅 

固にし、非力な防衛艦隊の穴うめをしなければならない、fcいう©は鉄則だ。 

•配備 

敵が100隻の艦隊の場合、それに対Lて自国の艦隊が15隻では、戦いはなるぺ 

く回避したいものだ。艦隊同士®戦いは、数ではなるべくなら上回わフていた 

ほうがいい。それゆえつねに艦隊を構成する戦艦の数は確認しておかなくては 

なちない。敵国との戦闘で艦隊の艦艇数が減少したなら即座に補充するべきだ。 

無所属A、B fc0つfc只卜令ク専門の艦隊から移したり、他の艦隊との艦艇数 

調整を行なう <0.がこの「配備」コマンドだ。 

できれば1艦隊を構成する艦船数は多いほうがいい。戦闘結果の判定は総合 

火力を参照して行なわれるので、中途ハンパな数の2艦隊よりも、完全な数の 

1艦隊のほうがttるかに役にたつ。もし、戦闘により艦艇数が半減してしまつ 

た艦隊が2つあるなら、まとめてしまったほうがいいということだ。 

*模擬演習 

艦艇数も艦隊を構成する戦艦のレベルも整ったなら、次に、艦隊全体として 

の能力を磨かなくてはならない。実戦経験の少ない艦隊と、いく度も戦闘経験 

を重ねてきた艦隊同士の戦いでは、艦艇数とレベルが同じなら当然艦隊能力の 

高いほうが勝つからだ。そのためには「模擬演習」を行ない艦隊の能力を高め 
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なくてはならない。模擬演習は資金をかけるだけでよぐ、かけた額に祖当する 

ぶん艦隊能力が商上するので,、資金があまつた場合には演習に費すべきだろう。 

»移動 

艦隊を目標の地点に運ぶも*a tも効率のいい方法は亜空間移動だが、支配下 

の惑星間でしか行なえない。|し、それ以外の宙域を進むときは、通常空間を 

移動しt__いかなくてはならない。宣戦を布告した敵国の惑星や艦隊に接触する. 

ためには、こ.4)不効率とさえ思える通常航法を用いなくてはならない。1艦隊 

が1ターンで移動できる距離は最大2エyアだ。サンタリ星国咖4 ノ fディ共和 

国へ行く.のにもひと苦労である。そぬた.め、あらかじめ艦隊の移動をレfおか 

なければなるまい。脅威となりそうな国家へはあらかI；め艦隊を接近させてお 

真珠湾攻撃の日本軍のように奇襲作戦を展開するのが戦い®コツである。 



_亜空間移動 

「移動」と「亜空間移動」はともに、敵国の領域にプレイヤーの艦隊を送り 

込むコマンドだが、亜空間移動は、通常移動のようにのろのろと艦隊が進むの 

ではなく、一瞬のうちに目的地に到達する。ただし、どこへでも艦隊を移動さ 

せられるわけではなく、惑星と惑星の間だけであるa Vかもその惑星はプレイ 

ヤーの領土でなければならない。つまり、敵国の領域に艦隊を送りこもうにも、 

亜空間移動では、国境線までということになる。あとは、通常移動させるしか 

ない。逆に亜空間移動を可能にするために、惑星の存在がクローズアップされ 

る。こうなると惑星は資金、資源を得るためだけではなく、軍事拠点としての 

意味をももつのだ。敵の手に惑星が渡るということは、そこを足がかりに敵艦 

隊はプレイヤーの領地に踏み込んでくるということだ。いくら領地が広くなつ： 

たからといって、惑星の存在を軽んじTいると、あとでシッぺ返しを食らうこ 

とになる。 

*小惑星探査 

惑星から得られる資金、資源だけでは思うように軍備を拡張することはでき 

ない。絶対的に資源が足りなくなるのだ。さらに多くの資源を手にいれるには 

どうしたらいいか？それは小惑星の中に存在する有価小惑星帯を探しだすの 

だ。この有価小惑星帯の有無がブレイヤーの国を豊かにするか否かを決定ずけ 

る。：：し'たがって小惑星探査だけは怠ってはいけないコマンドだ。ただし、発見 

のみこみがほとんどない場合には、臣下のほうからその旨を伝えてくるので、 

領地を拡大するまでは小惑星探査を行なう必要はない。逆にまだ発見のみこみ 

があるといわれた場合には、忘れずに探索を行なうことだ。 

有価小惑星帯はジロ星団（I)、ソマリ星系（II)にそれぞれ16づつ存在して 

いる。そのうちの半分が資金帯で、残りが資源帯だ。それぞれの星系で入手可 

能な有価小惑星帯のリストを次に記す。 
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拳情報 

これから攻め込もうとする敵国の軍備や保有惑星などを知っておくのはもち 

ろん.のだが、それ以前の段階でも各国の情報はこまめに入#Lておかなければ 

ならない。各国の保有資源、惑星数、建造可能な戦艦のレベル、プレイヤー® 

国に対する印象、有価資源保有の有無など多くを知り、対策をたていく必要が 

ある。各国の戦艦と、印象値は毎ターンチ*ックしてもいいほどだ。21ちらが 

新型戦艦を開発していくと同時に各国もまた新しい戦艦を開発している。どれ 

<らい急ピッチで開発を行なわなければならないか、宣戦布告をする準備がま 

にあうか、あちこ％■を配りながらこちらも軍備を早急に整えなければならな 

い脅 

前にも述べたよ.うに印象値の妹うは、その国がこちらの国をどのようにみて 

いるかを数値化したものだ。数値が高ければ高いほど友好的に思われていると 

.い5ことで、最高値の200ともなれば、完全な友好関係にあるといえる。そうい 

った国の条約締結は簡単に行なえ、かつ堅固なものとなる。逆に、印象値が 

低い国には注意を払わなければならない。それだけこちらを敵視しているとい 

うこ！:だ。印象値の最低は0だが、そういった国とはほぼまちがいなく戦闘状 

態に突入する。印象値の低い国のヂータはさら:fここまめにチヱツ:夕;し、..こちら 

も準備万端整えなければ* %ないだろう。 

惑星詳報では各国が保有する惑星のデータ、すなわち資源力、資金力、PD値 

(惑星防衛力）を知ることができる。これから攻略しようとする惑星の強さ、 

攻略する価値があるかどうかを確認するべきだ。最終的には敵国の主星を陥落 

すれば、そのほかの惑星も手に入るので、無駄な戦いをして戦力を消耗させる 

ことは極力避けるべきだろう。 
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■コラム1 

ある開発者の報告-サンクリ星国編¬ 
た く きんの人たちが忙しそうに動き回る中で、僕はしばらくの間立 

ち尽くしていた。マリローネ大佐の要請でサンクリ星国団軍工廠開発 

3部1課、艦隊プログラム開発室に来たものの、声をかける機会を失 

なっていたのだ。しかし、その間に僕は開発室の雰囲気をある程度把 

握することができた。室内狭しと並べられた机の上にはそれぞれコン 

ユ—夕端末が置かれており、何人かのスタッフが眠L、目を擦りなが 

らプログラムのヂ，エクを行なっている。机の上に置かれた灰皿に積 

まれた山のような吸殻は、彼らがこの部屋に籠って何日も作業を続け 

ているこ.1：を物語っている。_210星団とパディ共和国との戦いが激化 

し、軍工廠のどの部門も寝る間も惜しんで働いているのだ。 

rSV\邪魔fi*お前はなんでそこに突っ立てるんだ！」 

そう誰何されて初めて僕は名乗る機会をあたあたえられた。 

「はい9 yチヤード•クラムロイド。マリ□—ネ大佐の要請で、サン 

クリ星国軍工廠開発3部…」 

「ああ、わかつ'た。手伝いに来たんだつたら、とっとと初めてくれ」 

男は面倒そう■(こひとつの机をさした。そこで作業をしろというのだろ 

う*僕がその机に歩，き出そうとする前に男は小走りに部屋を出て行っ 

た。 

「い< ら人手が足りないからって…」ドアを閉める前に男が小さくそ 

う言っ.たのを僕は聴きのがさなかっfes民間の企業から手伝いが来る 

とい？；； Eを今の男は気に入らないのだろう， 

僕が椅子に座り、端末の電源を入れようとしていると、隣でモニタ 

—画面に見入っていた男がこちらに向き直った。 

「手伝いに来たんだづて？ 随分と若いねえ。才能ある若者ってわけ 

かい。まあ、マリローネ大佐が引っこ抜いてくるくらいだから、腕は 

確かなんだろ7けど。そうそう，君、第2艦隊の20〇番から45〇番艦ま 

での初期シーケンスをチェックしてくれる。どうもそこだけフォーメ 

ーシ_ヨンを組むのが遅れるんだ」 



僕は、こちらに向けられた質問:te「よろしく.お願いします」とだけ 

答えて、端末に向かっft指示を出すと画：面に艦隊運動のシミュレー 

シ奪，恕，それに送られるデータが流れていく。プログラムを何力:sf 

か修正する。もう一度シミュレーシ9ン|/1みる:フオーメーシ'ヨ 

ン完成までの時間が12秒短縮されている。どうやら、問題は解決され 

たようた％それを見てとなりから声がかかる。 

’「なかなか、やるじやない。そうだ自己紹介がまだったね。俺はウ 

オンだ。よろしくなj 

「僕はy豪ヤード.クラムィドです」 

僕は少なくともウオン氏のテストには合格したようだ， 

僕もヴ；氏の手伝いというポジタ3ンを確立し、それから何日か 

は忙しい毎日を過ごした。 

そして僕がウオン氏の手伝いを始めてから1週間後に》サンクリ星 

国はバディ共和国との戦いに勝利した.。損害も軍首脳部の予測よyは 

少なか，たら,し_く、ニュ--ス.番組の中には楽な戦いだっ_た.と報道する 

ものもあった。艦隊の能力は数多くの要素によづて決定される。それ 

ゆえ僕らも、自分たちの開発したプログラムだけによって勝利したと 

いう思はなかったが、それでも嬉し.IAことには変わりなかっ 

た。なにしろ味方の艦隊が手酷い損害を受けて帰港すれば文句をつけ 

られもするのだ。それくらいは許されるのて*はないだろうか。 

サンクリ星国海兵隊がバディ'共和国生星ダミーの都市部に降下して 

く風景を映すニュース番組を見ながらウオン氏が言っ 

「これでやっと暖かいベ*y卜で寝られるな」 

それは僕も同感だった。. 

それから数日は僕ものんびりと（大袈裟な言い方ではあるが、戦時 

中に比べればという意味でだ）仕事ができるはずだった。しかし、と 

きおり開発室に宇宙軍の将校がやってきて、プログラムの開発を促す 

命令書を主任に手渡してい:ゥた。そのおかげで僕らの仕事は楽になる 

ことはなかった。 

「まったく、ゆっく'り休む暇もない。こっちの身にもなってほしいよ。 



レかし，こう急がせるってことは、またどこかの国と戦争でも始める 

っもりかなJ 

ウオ_ン氏の意見;鑛想.1^く、それから5日後にサンクリ星国，は.ホンシ 

ャ帝国K宣戦布告をした々S?口星賴に危険な空気が流れているのは、 

僕にも#?.かる。そして光太：子と呼ばれ称えられるサンタy星国の国王 

が、ジfl碧団の平案C動いているのもわか备。し妒し、それでハード 

9ークを強いられて喜んでい6れるほ:ど僕は人間が出来ていない。国 

家存亡の危機といわれるか％こそ、身を粉にして働いているだけ 

サン_クy星:国は破竹の勢いで、他国を華走し_て_いづた。本来なら僕 

た％%手#令3て喜ぶべきなのだ％7が、蓄積された疲労のために戦 

I、の勝敗に一喜一憂している余裕はなくなフm%袁u. 

「このまま行ぐfc,ジ□星団全部がサンタy星国の名のもとに統合さ 

れるか、逆に滅ぼされるまで、俺達は休みなしになるかもしれ®な」 

僕もその意見には肯<.しかない。滅ぼされてくれとは思わないが、 

零-く星系統一を果feL、_休暇を取らせてほし#•っ;te.。，休みを取りたい 

から戦勝tゼは不謹慎な考えかたではあるがs工廠内にそれを非 

難する人間などいないだろう。通常では考えられないスピードで開発、 

建造される戦艦、その性能に合わせてプログラムも変更しなければな 

らない*. ±廠内で働く入たちは疲れ、，その表情は暗かった。 

疲労感を共有するこ匕で、僕と.,：い_ラよそ者も開発部に同化できたの 

は確かでV初日に僕を非難の目T見て％ iた男も態度を軟化させ，.とき 

にはKlti•言うよう’に■なった。 

「残る大国はクィラ大帝国だけだな。まあ、このままいけばサンタy 

星国の勝利は確実;&そうなれば俺たちも休暇がとれる」 

「でも、他にもサンタリ星国の反抗する国はあるのでは？」 

「もう5^3星団で俺たちの国に対抗できる国なんてないんだぜ。艦隊 

を指揮する将軍連中がミスでも犯.さなければ、負けることなんてない 

さ」 

自分たちがミ复する可能性が、敗因の中に含まれていないことを僕 

は指摘しようと思，;fc紙やめて苦笑ながら作業にもどった。誰も自 



分がミス音すると思っ■て.，業をしたyばしない:ものだ。そして誰も 

が敗北につながるほど:のミスt犯さなし、まま、クイラ太帝国は滅亡し 

顧:時にジロ属団はサンクリ星国の名のも匕に統一された。もう 

僕たちにも休暇が辱,えられた《着任から休暇スケジュールの発表があ 

ったとき、僕はもちろんウオン氏もみんなも、間の抜けた顔をしてP 

たに違いない。そして誰かが沈黙を破っ:ち 

「そのスケジ屢《.ルにはどれくらしヽ信憑性がありますか？ j 

休暇スケジュールにはおおむね3Eしかった。.開発スタy:?¢3全員が 

順番を待って休みをと戦勝パレー！*にもみくちやにされながら勝 

利の美酒に酔っ.fcDただし《その_スケジュールが実施されたのは、星 

系統一後1ヶ月してからだ^たが。 

僕は休暇スケジュールを遅らせた原因（軍は！*，一擊シと命名した 

そftf)の為に宇宙戦艦の艦橋に立:5ヤいる。星系を統ーレfe直後に、 

ジロ星団は憎むべき異生命体の襲撃を受けたぬた%もちろん、僕たち 

も巻き込まれ、休暇スケジュールはそのために狂ったsそし*f、その 

戦いに勝利して僕は宇宙を旅している。目的地はソマ星系、オーラ 

クルム。そこではクラーリンの脅威&懷える人々が、ジロ星団からの 

技術援助を待っている。「オーラクルムも、脅ンタ1リ星国と同じよ？K 

星系の統一に立％上がった*の勇者の国だそうですよj 

アサコ大公国®艦長は言った.〇 

「.3■バルツ-分ルト銀河ぜんたい：が太きく動いて:いるんですね」 

僕は戦勝パレードの中で考えをまとめていた，どラやら艦隊プロダ 

ラマーという職種の人間が体息を得るためには、.シA,•パルクシ#卜銀 

河全体が統一され、真の平和を手にいれなければならなt、のではない 

かならば、その瞬間に立ち会うのもい'いだろう。僕は失業するか 

も，しれないが、それはそれ*?喜ばしいことではない#%. 







I PART n戦略•戦術編 

光の勇者であるプレイヤーの使命は重く、達成するた 

めには多くの困難に打ちかっていかなければならない。 

そのためには多くのデータから現在置かれている状況を 

把握し、もっとも適切な行動をとる必要がある。ひとつ 

のあやまちが戦場での大敗につながり、結果的に自国の 

滅亡の引き金になることも十分に考えられる。だからと 

いって失敗を恐れ、消極的な行動しかとれないのなら、 

結局のところ同じところにたどりつく。それは、プレー 

ヤーの国の滅亡であり、ゲームの終焉である。ときには 

慎重に、ときには大胆に行動しなければ最終的な勝利を 

手にすることはできない。艦隊士気能力、外交手腕、行 

政能力、どれも簡単に身につくものではない。何度も戦 

いに敗れ、その中からコツをつかんでいかなくてはなら 

ないだろう。 

戦場で勝つことは、ある意味では簡単である。敵国艦 

隊より宇宙戦艦の能力と数量で勝っていて、戦闘法が正 

ければ、砲火を交える前にすでに勝敗はけっするだろう。 

問題は戦いの始まる前にどうやって準備を整えるかにか 

かっていて、それが「戦略」と「戦術」だ。 
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||n-1シュバルツシルトの戦略 
參序盤戦での戦略 

プレイヤーは狭い領土、旧式な戦艦、他国に比べれば絶対的に少ない艦艇数 

&いう状況で序盤戦を戦いぬかなくてはならない。なおか％すぐ近くに数で 

も、性能でもプレイヤーの国を上回わる侵略艦隊が迫つている。その侵略艦隊 

に対抗するためには、早急に新型戦艦を開発し、数を揃えなければならない。 

次の表を見ればわかるとおり、ヤーの置かれた状況は厳し.fe、 

サンクリ星国（シュヴァルツシルトI ) 

NT値SV値資金資源資金力資源力宙軍力 

0 50 5001000 210 180 18 

ドック数惑星 

8 3 

オーラクルム（シュヴァルツシルトII) 

NT値 SV値資金資源資金力資源力宙軍力 

100 5010001500 200 200 32 

ドック数惑星 

16 3 

どちらの国も、最低レペルの戦艦（IはA型、IIはF1型).:しか建造できない 

NT値である。プレイヤーのほかにこんな低レペルの戦艦を保有している国は 

なく、たいていは2レベル以は上.の■レベルの戦艦を保有している。ドックも 

少なく、すぐには数で戦艦のレベルを補なうことは不可能である。それゆえ、 

当初は開発に全力を注ぐべきだろう。NT値の上昇ぼラいてほ、IとIIでは微妙 

にルールが違うので、開発への力の注ぎかたもそれぞれである。 

シュヴァルツシルトIでは、NT値は投資した資金に比例してあがっていく 

ので、ゲーム序盤では、できるだけの資金投資を行なっておくべきだ。ゲーム 

開始時にもっている資金500セクタをすべてNT開発に投資すると、次のター 

ンでさっそく C型戦艦が開発される。手持ちの資金がゼロになってしまうが、 

そのぶん強力な戦艦が手にはいるのだ。C型戦艦は序盤戦では敵国がもっとも 

多く保有しているタイプであり、このレペル以上の戦艦を保有するのであれば、 

あとは数をそろえれば周辺諸国には対抗できる。しかし、戦艦の数をそろえる 

というのが、実は一番の問題で、戦艦のレベルが上がったからといって手ばな 



雾んではいけなW資源も資金も、ドックもない状況では1ターン 

S戦艦の数などたかが知れている。侵略しTくる国が50隻という華 

关りだしてくる®K対し、10隻ていどの艦隊で立ち向かうことにな 

では、序盤戦で少数艦隊が勝利するには、どうしたらいいのか？ その答え 

i「ゲリラ戦法に徹する」ことしかないだろう。こちらは敵国艦隊の旗艦だけ 

C狙いを定め、しかも敵の後方から攻撃する。序盤の圧倒的な劣勢を打開する 

tめには、これ以外に打つ手はないだろう。そこで移動力の高い戦艦が必要に 

&る。E型戦艦までの速力「3」整上回：わる速力4のF型以上の戦艦だ。序盤 

ではと(こかく、これだけを目標にする。F型戦艦さえ完成したら、序盤戦での 

我いは楽になるはずだ。 

.シュヴァルツ'ジルトIIではNT値の上がりかたに制約がある。いくち資金投 

#を'Lても戦艦のレベルは1回で1ランクしか上がらないのだ。シュヴァルツ 

レaルトIのように数レペルを飛ばしての開発ができず、さらにも格戦闘タイ 

プ、爆撃戦タイプの順番で開発が行なわれる。序盤戦では敵国の惑星を攻撃す 

るより、自分の国の惑星を守ることに専念しなければならないので、惑星攻撃 

を目的とした爆撃戦タイプの戦艦はいらないだろう。序盤戦での敵国はF2型の 

咨戦闘タイプ戦艦を使用しており、それと同レペルの戦艦を開発するためには 

ランクを2上げなければならないのだ„そのかわり、IIは自分の国が比較的、 



敵国より離れているので時間的余裕がある。その時間的余裕でF2型以上のVベ 

ルの格戦闘戦艦を開発しなければならないのた％ 

したがって、I、IIを通して序盤戦でもっとも重要なのは開発で、開発の資 

金を得るために有価小惑星帯の探索が重要となる。，こもらは資金も資源も必要 

やしないので、毎ターン行なえばいいだろ.う。どちら©シナリオでも、序盤戦 

で発見するのはM-0で、この小惑星で序盤のNT開発に必要な資金はまかな 

えるはずだ。とく fcシュヴアルタ‘ュ，卜Iでは毎ターン手にはいる480セクタ 

の資金はかなり大きい。発見後3ターンもすれば、F型戦艦の開発も可能にな 

つているだろうs 

拳中盤戦での戦略 

中盤戦でプレイヤーは多くの惑星と、有価小惑星帯を2つm上は持ち、序盤 

戦では頭を痛めた資金や資源、ドックの数などの問題はほとんど解消されてい 

る状態のはずである。開発も序盤戦で急ピッチに行なったために、中程度の敵 

にも通用するレペルEなっているだろう。中盤戦は比較的時間的余裕ができて 

くるため、開発と生産を同時に行なえる。領土が広がっているために、i星が 

攻撃されるまでには時間がかかるためだ。侵略に対して余裕をもって対処でき 

る状態ということになる。 

序盤戦では対戦国のほうから、宣戦を布告してくるために、こちらからあえ 

て戦う相手を選ぶ必要もなかったが、中盤戦ではプレイヤーから対戦相手を選 

ばなければならない。それだけプレイヤーの国も力をつ:けてきた，のだ。 

どの国に戦いを挑むか？領土が拡大したために外交可能国も多い。戦いを 

仕かける国を選ぶにも迷つtしまうことだろう.。しかし、待ってぼしい。やみ 

くもに戦いを仕かけることが、はたして得策かどうかまず考えてみるべきだ。 

国を滅ぼし、自らのものにすれば確かに国力は増大する。しかし、周辺諸国に 

は友好的な国もあるはずだ。結論としては、そうい，た国とは絶対戦うべきで 

はない。攻守同盟を結べば、いざというときにこちらめ力になってくれる国で 

ある。手あたりしだいに国を滅ぼしたのでは、最後にはプレイヤー■国:は 

孤立してしまうだろうsしかも同盟国の存在は後半戦やクラー!；ン艦隊との戦 

いで_どうしても必要になるのだ。攻守同盟国が1国でも多いほうが戦いに勝つ 

確率もそれだけ高くなる。だから、むやみに他国を滅ぼしてはならない。 



では、どうやってそれを判断するのか？ 序盤戦での敵国は必ず向こうから 

しかけてきたので、判断の必要はなかった0しかし、中盤戦で向こうから攻撃 

をしか.授て<_碁.乙fc揉、あまりない。だから宣戦を布告する国の判断は難しい。 

以下©条件に当丈はまる国を仮想敵国とするべきだろう。 

A強力な艦隊を持たない小国を侵略している国 

B印象値が極端に低い国（100未満） 

Cひそかに宇宙艦隊を移動させている国 

まず「A」め,ような国はその時点で戦っている小国を滅ぼしてしまうと、■必 

ずプレイヤーの国に目を向けてくる。その上きを待って、宣戦してもいいいが、 

目の前の滅亡の危機に瀕しtいる小国も攻守同盟国になる可能性がある。だま 

って見捨てておぐ®ではなく、協力を申し出て、い今Lょに戦ってやるべきだ 

ろうa 

「Bjの印象値の低い国は、情報コマンドにある「各国印象値」を調べて判 

断する。印象値が100未満であっても、外交努力しだいで、攻守同盟国になって 

くれる国もあるが、大半はこちらの努力を無視し、艦隊を派遣してくる。「星間 

援助」を行なってもなお、印象値が上がらないようであれば、完全に相手の国 

もこちらを敵視していると考えるのが妥当だろう。 

「C」のように、宣戦を布告しないまま、艦隊を動かしてくる国もある。ひ 

そかにこちら.の本星近づ£う.という作戦であろう。領土が広がったために、 

本星に攻撃が及ぶまでの時間が延びたと前述したが、そうやって本星に近づか 

れたのでは、宣戦を布告されたとたんに敵国艦隊が本星©すぐ近く Eいること 

になる。それだ:けは許してはいけない。不穏な行動を息.〇けたのなら、即座に 

それに対応するべきだ。 

中盤戦では、このように宣戦する国を選びながら0少しずっ艦隊も整えてい 

く。余裕のあるうちに開発をどんどん推進最強のレベルの戦艦を開発する 

のが理想だ。そうすれば後半戦に突入したとたんに、強力な敵にぶつかりパニ 

ツク.に陥らなくてすむ。 
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參後半戦での戦略 

中盤戦ではあまり強力な国は登場しなかったが、後半戦ではまわりの国々を 

併合し，力を増大させた国が相手になる#しかも、戦艦の開発は相手鼠も最高 

のレペルに達している場合もある。中盤戦で開発を怠っていなければ、問題は 

ないが、戦力にあまり差がないために戦いはどうしても消耗戦になる。序盤、 

中盤戦では戦艦の速力にものをいわせたゲリラ戦法で比較的楽に戦いに勝つこ 

とができたが、後半戦に登場する戦艦には、ウィークポイントらしいものがほ 

とんどなく、背後から攻撃しても、こちらもあるていど損害を覚悟しなければ 

ならない。移動力が同じ戦艦同士では、一度相手の背後にまわっても、逆にこ 

ちらが背後をとられてしまう可能性もある。後半戦では、とにかく1つの艦隊 

を全艦隊でせめ、敵に反撃をする機会を与えないことが必要だ。さらに総合力 

で敵艦隊を大きく上回わり、戦力比をなるべくこちらに有利にしておく必要が 

ある。姑息な手段が通じないのであれば、力押しするしかないのだ。 

後半戦ではこうして戦艦の消費は激しく、戦闘した艦隊は数が大幅に減り、 

補充を必要としているはずだ。いつでも補充できるように無所属A、B艦隊に 

たえず戦艦を用意しておかなければならないだろう。そうすれば、最悪でも2 

艦隊だけは完全な状態に立て直せるからだ。さらに、補充用の戦艦を建造する 

ためのドックも用意しなければならない。資源力と資金力は、後半戦では困ら 

ないほどになっている。そうなるとあと問題はドックの数だけだ。戦闘で受け 

るダメー ジが200隻や300隻という単位になるため、ドックの数もそれだけ必要 

となる。船を建造するのに2ターン必要な事も考慮にいれれば、ドックの数は 

その2倍が必要であり、常時バケツy_レー式に生産していかなければならない。 

また、敵国の惑星のまわりに防衛衛星が配備されている場合も多い。防衛衛 

星は移動力を持たないために、惑星の隣接エリアから動くことはない。離れた 

位置にいれば攻撃されないというメリットもあるが、破壊しなければ惑星に近 

づけないというデメリットのほうが大きいと思う。ただし、惑星の四方を防衛 

衛星が囲んでいなければ、空いている方向から惑星を攻略すればいい。他の防 

衛衛星のことなど考えなくていいの'だ。敵国艦隊との戦いで受けるダメージ、 

防衛衛星及び惑星との戦いで受けるダメージ、それを考えるとやはり、宇宙戦 

艦のストックはいくらあっても困らないはずだ。 
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♦クラーリンとの戦い 

シュヴァルツ鉍ルトIでは、星系を統一した後に、IIでは統一する寸前に、 

それぞれ人類の宿敵であるクラーリンが登場する。星系を統一し（もしくは、 

そ®：寸前で)、会心の笑みを浮かべていた矢先のこ£だけタクも大きいか 

もしれない。しかし、戦いが始まれば、意表をつかれたショックではなく、そ 

の戦力の強大さに驚かされるだろう。シュヴァルザダルト銀河において、永年 

人類が戦ってきた敵だけのことはある。 

クラーリンの艦隊は3つ奴点で、人類同士の戦いのセオリーを逸脱LTいる。 

第一に通常空間での移動力だ。サンクリ星団とソマリ星系のビちらの艦隊も亜 

空間移動しないかぎり1ターンでは2エリア厲上t動くことはできない。とこ 

ろがクラーリンは1ターンで4つのエリアを移動する。それだけ目標の惑星へ 

の到達が早いことになり、こちらが攻撃に備える時間は少なくなるのだ。クラ 

ーリン艦隊の拠点である「要塞ゼオ」（IIではゼオ改）をめざし、その一歩手前 

で防衛艦隊に襲撃されることも多い。 

クラーリンについて特筆すべき2つめのことは、艦隊の数である。ジロ星団 

もソマリ星系も、1国が保有できる艦隊は無所属A、Bを含めて6艦隊であり、 

実戦に参加できるのは4艦隊のみであった。ところがクラーリンは戦場に6つ 

の艦隊を投入することが可能なのだ。予備役の艦隊があるとすれば、それ以上 

の艦隊を保有していることになる。1艦隊を構成する数ではこちらと変わらず 

500隻が最大だが、こちらにはない2艦隊ぶん（つまり10000隻）だけ多くの戦 

艦が攻撃をしかけてくるのである。数の面での不利については、前述ずみなの 

でおわかりだろう。さらに質の面でもクラーリンの艦隊は強力である。攻撃力、 

耐久力は2つの星系での最強の戦艦（P型戦艦、F8型戦艦）を陵駕しているの 

だ。数では絶対に対抗できないプレイヤーとしては、性能面の問題だけでも解 

決しなければならない。 

さらにもう一点は、クラーリンの恐ろしさを表している。通常の戦いでは惑 

星戦に勝利すれば、その惑星は勝利者のものとなり、以後は資金と資源をあた 

え、軍事拠点にもなる。しかし.、クラーリン艦隊が惑星戦の勝者となった場合 

は違う。クラーリンの手におちた惑星は「異次元化」されてしま.い、誰もそこ 

に手を出すことはできなくなる。つまり、クラーリンの軍事拠点としてのみ存 

在し続けるのだ。自国に影響がでないと思って、他国の惑星が攻略されるのを 



黙って見ていると、あとでひi?い目にあうことになる。どんなに攻め込もうと 

しても、異次元イヒした惑星からクラーリン艦隊が迎撃に向かってくるからだ。 

この強敵に対抗するため、アサコ大公国の援助によってサンクリ星国はQ型 

戦艦、オーラタルAほFB型戦艦の建造がそれぞれ可能になる。どちらの戦艦も 

攻撃力と耐久力はグ9ーリン戦艦に匹敵する。そして速力（移動力）ではクラ 

ーリン艦隊を凌いでいる。，Cこに攻略のポイントがある。機動力をいかし、ク 

ターyン艦隊の弱点に攻撃を集中するのだ。クラー!;ン戦艦は前方と後方へ© 

攻撃力はQ型戦艦（FB型戦艦）と同じだが、側面への攻撃力が一段おちる。機 

動力をいかしでクf «リン艦隊の側面にまわりこめば、比較的ダメージを少な 

くできる。 

クラーリン艦隊攻略のポイントしtもうひとつ、攻守同盟国の存在があげ 

られる*南国«けでは4艦隊しか戦場に投入できないので、数で劣ってしまう 

が、そ£钇攻守同盟国の艦隊が加わればそのかぎりではないs攻守同盟国が2 

国あれば、.自'国の艦隊と合わせて12の艦隊でタラーリンと戦えるのだ。それゆ 

え序盤、中盤、後半と通して宣戦する国を厳選し、できるだけ同盟を結んでい 

ったほうがいいのだ。むやみに他国を滅ぼしTいると、ここで後悔することに 

なる。しかし、攻守同盟国の艦隊は比較的貧弱だ〇プレーヤーの国は星系のほ 

とんどを手中に納めているから、百隻単位の戦艦を破壊されても即座に補修が 

きくが、攻守同盟国の国力ではそうもいかない。一度手ひどい損害を被ると、 

その回復にはかなりの時間がかかってしまう。猛烈な速度で移動してくるクラ 

〜リン艦隊を相手にしては時間的余裕などない©だ。この点を解決するために 

重要なのが星間援助だ。資金、資源を援助して、艦隊の立て直しを促進させる 

必要がある。 

しかし、クラーリン艦隊の立ち直りも早wa.1つの艦隊を全滅させて、翌々 

ターンにはそのダメージが回復する。いくつかの艦隊を全滅させて、安心して 

いると、回復したクヲーリン艦隊の逆襲をうけること,〖こなる。尖兵であるクラ 

ーリン艦隊と戦っているだけでは、いつか根気負けしてしまうだろう。そのた 

めにクラーリンの牙城である要塞ゼオ（IIではゼオ改）を破壊しなければなら 

ない6ただし、宇宙要塞ゼオ（ゼオ改）は、人類の宇宙要塞とは比べものにな 

らないほど強力だ。守備艦隊との戦いで消耗したままでは、かなりつらい戦い 

になることだろう。 





|| I - 2シュバルツシルトの戦術 
戦場に投入された艦隊の能力を比較すれば、あるていど戦いの結果を予想で 

きる。どれだけの兵力を用意できたかで勝敗はしてしまうものだ。しかし、 

これは100パーセント確実なわけではない。作戦しだいでは戦力差をくつがえす 

ことも可能なのだ。いつも敵を上回わる兵力を用意できるのなら、複雑な作戦 

をたてなくても戦いに勝つことはできるが、そんなときばかりではない。むし 

ろ、相手より劣った兵力で、戦いに臨まなくてはならないこkのほうが多いの 

だ。そこで勝利するためには、こちらは作戦を駆使しなければならない。序盤 

戦ではそれがもっとも顕著で、艦艇数だけなら敵の半分以下の状態で戦うこと 

もしばしばだ。敵国艦隊の移動予測、敵の指揮艦隊への集中攻撃という戦場で 

の基本を忠実に実行しで垆けば、どんな状況でも、勝利の可能性は失われない 

ものだ。 

さらに、戦術の基本を徹底することは、どんな場合でも味方の被害を最小限 

にするごとになる。自分が有利な状況なら、なおさら「基本」を実行すること 

がたいせつだ。 

*艦隊能力の判断 

データにより敵国との戦いが可能であるという結果が導きだされたのなら、 

艦隊を出動させこちらから戦いを挑む。その逆に条件的にプレイヤーの国が不 

利な場合には、艦隊を敵地に出向かせるよりはプレイヤーの国の防衛に置いて 

おいた方がいいだろう。攻撃は最大の防御とも言うが、時と場合によりけりだ 

とV*今こ,とだ。 

さて、どちらにせよ戦争状態になってしまえば艦隊同士がぶつかり合うこと 

になる。実際の戦闘に入るまでは戦艦の強さというものは単にレペルだけで■(ア 

ルファペット順に強くなる）考えているが、実際の戦闘では戦艦の細かいデー 

夕まで把握する必要がある。そうでないと敵の攻撃パターンなど予測すること 

はできないからだ。速力、攻撃力(各方向)、耐久力、継戦能力の4つのパラメ 

一夕で戦艦の能力は構成され、艦隊全体としての能力も重要な要素である。 



①移動力（速力） 

文字:どおり戦場での移動速度を表すものだ。Iでは速力となっており、数値 

を_2倍したものが戦艦が1ターンに移動できるエリア数になる。IIでは移動力 

となっており、数字の分だけエリアを移動できるs移動力の最低は4 (速力で 

は2)、最高は16 (速力では8)で前者がA型戦艦（F1型格戦闘タイプ)、後者 

がP型戦艦だ。移動力の差は戦場では確実に％©をいう。確実に敵のウィーク 

ポイントを突けるか突けないかは、移動力で決まるといってもいい。具体的に 

はは、1エリア移動する©K移動力を1消費し、90度艦首を回すの_记1移動力 

を消費する。つまりま後ろを向くには移動力を2必要とするわけだ。例として 

は下國のようになる。プレイヤーの国の艦隊Aが敵国の艦隊Bの敵の背後につ 

<ためには12の移動力が必要である。 

②攻撃力 

戦場で敵国艦隊を攻撃するためには、自分の艦隊を敵国艦隊と隣接した丈リ 

アに移動させなければならない攻撃できる方向は進行方向に限定されている 

ため、後ろ向きに隣接していたとしても攻撃は不可能だ。あくまで艦首を敵国 

艦隊の方商に向けなければならない。ただし、相手も同様に艦首方向にしか攻 

撃できないかというとそうではない。前後左右どの方向から攻撃されても反撃 

は行なえるのだ。ただし反撃する方向によつて攻撃力が違うので100パーセント 



の能力が発揮できるわけではない。これは自分の艦隊でも同様である。 

さて、艦首を敵国艦隊に向けて隣接すれば攻撃は可能であるsしかし、そこ 

で問題になってく.るのが敵の反撃だ。前述したように反撃趙时は全方向__E行な 

える。い < ら敵艦を多く破壊したと.しても、£ちらのダメージも多くてはしか 

たがない。そのすこはダメージ（反撃）をもっとも受けにくい場所から攻撃 

を行なわなくてはならないだろう。 

そうなると相手艦の反撃能力が問題になってくる。前方、側面、後方への反 

撃が可能だが、いづfeいど■方向からの攻撃がもっとも安全か？ それを知る 

ためには敵戦艦の能力を見なければならない。戦艦のデータを見てほしW、そ 

こに記載されて_'いる攻撃力は前方、側面、後方の三種類ある。そして前方への 

攻撃力だけが実際の自分側の攻撃には使用され、側面と後方は反撃のみだ。た 

とえばC型戦艦とB6型爆撃戦タイプ戦艦の攻撃力はこうなっている。 

C型戦艦 前方 側面 後方 

140 70 0 

B6型爆撃戦タイプ戦艦 前方 側面 後方 

100 100 200 

さてデータを見るとわかると思うが、C型戦艦のウィークボイントはズバリ 

後方である。これはほとんどの戦艦にいえることなのだが、後方への反撃力は 

極端に低い。ゲーム序盤Cでてくる戦艦のほとんどが後方へ,の攻撃力を備えて 

おらず、レベル©高い戦艦でも後方への攻撃力は極めて低い。だから単純にウ 

ィークポイントを狙う：®であれば、後方から攻撃するのがもっとも良い戦いか_ 

ただ。もうひとつ®例であるB6型爆撃戦タイプ戦艦は後方へ®攻撃力がも.ゥと 

も高い。その代わり前方と側面への攻撃力が低いわけだ。ダ技.ヴァルツシルト 

IIに登場する爆撃戦タイプの戦艦は全体的に攻撃力が高くなっているようだ。 

だか.馬すベtの戦艦の弱点が同Uだとは思わず、いちいち確かめてみなければ 

な_らないだろう。 
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娜戦能力 

継戦能力とはどれだけのターン数艦隊が戦場で戦ってれられるかを章す数字 

だ。継戦能力が10の戦艦は10夕一V.の間しか戦いに参加できないことを意味し 

ている。継戦能力の低い艦隊が、防衛艦隊にばかりかまけていて、継戦能力が 

なくなって惑星に手をつけぬまま撤退しなければならなくなることもあるわけ 

だ0 

これを逆手K って戦いに勝っという戦法も考えられる。敵の艦隊の継戦能 

力を自分の艦隊の継戦能力が上回わっていれば（つまり戦艦のレベルが上であ 

る）、逃げ回り時間を稼ぐことで結果的には勝利することもできる。艦艇数に開 

きがあって戦艦のレベル差だけでは勝利できない場合には有効な戦法だろう。 

ただし、要塞、防御衛星の継戦能力は999なので、この戦法は通用しなちもち 

ろん惑星も同様だ。 

継戦能力は、訓練や実戦で上昇させるができない。あくまでも戦艦の性 

能で決定される。だから現在建造可能な戦艦がどれだW•の間、戦場で戦ってい 

られるかはあらかじめ把握しておく必要がある。 

④艦隊能力 

これまでの数値は艦隊を構成する戦艦個体の能力であったが、この値は艦隊 

全体の能力を表わすものだ。この値の上限は9999で、模擬演習を行なうことで 

上昇する。艦隊能力はとかく軽視されがちだが、敵国の艦隊と艦隊能力に差が 

あるのなら、艦艇数や構成戦艦の能力の差を多少なら補なっfしまう。 

⑤戦闘経験 

艦隊能力が模擬演習で上昇するのに対し、戦闘経験は実戦に参加するこtv 
上昇する。意味あいとしてはどちらも似たものではある。やはり実戦で経験す 

ることのほうが演習のそれよりも大きぃ®だろまた艦隊士気は攻守同盟国 

との戦ぃに参加し、同盟国が敗北すると、数値が低下するfcいう問題点がある 

が、戦闘経験値は戦ぃに勝利しようと敗北しようと数値が上昇する。 



⑥艦隊士気 

これも前述の2つの能力と同様、艦隊全体の能力を示す。艦隊士気は戦闘に 

参カロし勝利することで上昇する。逆に戦いに破れれば低下する*乙の能力値が 

あるために攻守同盟国の戦闘への参加が問題になってく 4のだ。攻守同盟国で 

の戦いは、プレイヤーの国の艦隊も参加していれば攻守同盟国が敗北（旗艦を 

破壊されるか惑星を攻略される）すれば、ご毎らにとっても黒星となる。いく 

ら自分の国が戦艦を撃破されることなく戦闘が終わったI:しても、艦隊士気は 

低下してしま今のだ。 

これら艦隊の能力、戦艦個体の能力すべてが戦場での戦いを有利、不利に導 

く。能力の中には資金や資源で上昇できるものもあれば、戦いに参加しないと, 

上がらないものもある。せめて戦争勃発前に上昇可能な能力の向上は怠らない 

ようにしなければならない。つまり新型戦艦の開発によって移動力、攻撃力が 

ftJiし、戦艦を数多く建造することで艦隊全体の火力を上げることができる。 

さらE模擬演習を行なえば艦隊能力|±昇する。資金、資源であらかじめ高め 

られる©はこれらの数値だけだが、戦場ではそれだけでも優劣をわけTLまう: 

£:と％ある。たwていの場合は実戦前に上げることのできる数値だけで敵国艦 

隊を撃滅するが可能だろう。し麵レ、開発や訓練、生産といったものが頭 

打ちになることもある。そうなった時に生きてくるのが、艦隊士気や戦闘経験 

few勺た数値だ。戦闘は最終的には総合能力の勝負であるうことを忘れず 

に1Aてぼし兮、 

ここで勝敗を決するのはデータを判断する能力であり、データを見ることで 

これからの戦いを予測するこfcは十分可能だ。そこに多少の誤差があるのはし 

かたがないが、偶然性によってすべてが覆されることは九分九厘考えられない 

ことだ。艦隊の攻撃力とは艦隊を構成する戦艦個体の攻撃力と構成艦艇数を乗 

じたものであり、明確な書式だ。その攻撃力に士気や経験、艦隊の能力といづ 

たものがプラスアルファされ艦隊の総合的攻撃力を決定する。防御側も同様の 

方法で数値が得られる。それゆえ戦い®有利不利はある程度予想でき、対策も 

たてられる。艦艇個体の能力が高く、艦艇数が多いほうが勝っtいうあたりま 
えの図式であり、だからこそ理路整然と戦いに臨むことができるのだ。 
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*戦闘と数の力 

攻守同盟を結ぶこtが有利に働くこ.ともあれば、反対に不利に働く t'tもあ 

る。戦場で圧倒的な数の敵国艦隊と対峙する場合には前者であり、敗北が確定 

している戦場に駆り出される場合は後者である。たしかK：我守同盟国の戦闘に 

参加することで戦闘経験値は上がる。しかし、戦いに敗北すれば艦隊士気が低 

下する。艦隊士気が下がり、戦闘経験値が上がる€>だから差引ゼロではあるの 

だが、どうせなら戦いに勝利レて、両方の数値を上げたいものだ。 

正直いえば攻守同盟国の艦隊はただの頭数でしかない。なぜならこも？*が指 

揮することができないため、自分の作戦とはまったく別に動くからだ。全体が 

指示通り動き、効率よく敵国艦隊を撃破するのが軍事作戦である。作戦の外で 

動いている艦隊は作戦に協力くれる£ともあるし、妨害をすることもあるs 

弱まっている艦隊を撃滅する位置に移動しようとする艦隊の航路を塞いだりし 

て、攻撃の好機をのがさせる場合などがそうだ。.しかも、その攻守同盟国の艦 

隊が、敵国艦隊の返り討ちEあったりすると目もあてられない。作戦を妨害U 

貴重な艦隊の艦艇を減らすような作戦をとる同盟国の実戦参加はやめにしてほ 

しいと思うこともある。 

しかし、数があって困らないのが戦艦である。だから作戦を微妙に調整し、 

攻守同盟国の艦隊が入っても、作戦が崩れないよ5に頭をひねらなければなる 

まい。だが、攻守同盟国の作戦は予想がつきにく _い。プレーヤー.EtolTは意 

外な行動をすることもしばしばだ。だから作戦はつねに変更の可能性を持たせ、 

同盟国艦隊が、作戦通り動くプレイヤーの国艦隊の航路に割り込んでくる場合 

には、すばやく転進し、立て直さなければならないだろう。 

邪険に扱いたくなる攻守同盟国艦隊ではあるが、彼らとて悪気があって作戦 

を妨害するわけではない。むしろこ.ちらに極力協力しよ5教_しており、その結 

果がたまたま悪くでたにすぎない。だから攻守同盟国艦隊の行動が裏目にでて、 

むざむざ撃滅されるのを見るのはつらい.。そのためには、プV-イヤーの国の艦 

隊が戦場の主導権を握り、同盟国艦隊の損害を少なくする努力が必要だ。なに 

しろたいていの場合は攻守同盟国の艦隊のほうがプレイヤー©国艦隊より非力 

なのだかち_。 

こうやって保護してきた攻守同盟艦隊が必要なときがくる。クラーf>艦隊 

と戦うとき初めて攻守同盟艦隊の意義がわかるのだ。 



春戦場での布陣 
自分の艦隊（敵国艦隊）が惑星、もしくは通常空間にいる艦隊と接触し、攻 

撃をしかけることで、：双方©同盟国艦隊入り乱れて戦いが開始される。そこで、 

あらかじめ彼我の艦隊の位置関係を把握し、おおまかな作戦展開を計画してお 

くべきだろう。戦場での布陣には、法則があり、惑星戦、艦隊戦でそれぞれ違 

う6次の各戦闘での布陣図を紹介する。ダユヴァルツ、ン，ルトIとIIでは、布 

陣のされかたが多少違うので注意が必要だ。 

シユヴァルツシルトI 

攻撃側同盟国2 - 

:f^W 一'I 

OQ 〇 

シュヴァルツシルト！! 

攻撃側戦因国 

卿0 0000 

〜#〇〇° 

攻撃側同盟国C 

攻撃側同盟国1 
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シ▲パル妒シルトiでは、惑星も14は要塞を囲む形で防衛艦隊が配置され、 

攻撃側は戦闘フイールド外周に配置されるこfeteなる。攻撃側は围(方から中心 

をめざし、防御側は外周にむかって防御陣をしくsもちろん、防衛側は配置き 

れた位置を離れず、敵が到達するのを待ってもいい。 

攻撃側、防御側ともに移動するときk ft兵力'の分散に注意すべきだろう。防 

御側は惑星の周囲にいるうちは4艦隊同士の連繫が可能だが、迎撃のために惑 

星を離れると、連繫も取りずらぐなり各個撃破されかねない。逆に攻撃側はで 

きるだけ早く惑星に近づき、同盟艦隊と連繫のとれる状態をっ■くる必要がある。 

シaヴァルツシルト江では、防衛艦隊は惑星（もしくは要塞）を囲む形で配 

置されているが、図のように攻撃艦隊と向かい合う形になっている。防衛側と 

しては、格戦闘タイプの戦艦で構成されている艦隊に注意レ、その艦隊が攻撃 

側艦隊布陣の最前列にいる場合には早めに迎撃艦隊を仕向けたほうが良い&ダ 

ュヴァルツシルトIと違い各方向から.®:攻撃に注意しなくていh攻撃側とし 

ては、策を使いずらくなり攻めにく くはなっている。両翼前方に展開した艦隊 

をいかに素早く動かすかが、戦いのポイントになるが同盟国艦隊が配置される 

ために、こちらとレfは指図©しようがない。プレイヤーfeしては防衛艦隊が 

先行する両翼の同盟艦隊にかまけている間に中央を突破しなければならないだ 

ろう。 

同盟国3 

防衛側f f f f 
同盟国1 

ttft 
戦因国 

tftt 
同盟国2 

fttt 

攻撃側{>{>{>{> 

同盟国2 戦因国 
麵〇 
同盟_1 

{}{>{>{> 

同盟国3 



0 

〇介 

0 

■戦因国 

[□同盟国艦隊 

0 0 
1} 0 

0 0 
0 { 

0 0 

0 

シュヴrルツシルトIとIIでは微妙に戦艦の配置が違っているが、おおむね 

正面から:©ぶつかりあいといえるだろう。Iでは艦隊が横一列にならん'でいる 

ために、連繫も取りやすいはずだ。あとは、移動力の差で遅れる艦隊にさえ注, 

意をはらえばいいだ6う。IIでは戦争当事国同士が向かい合って中央に配置さ 

れているので、他の艦隊にぼ目もくれずに前進するのがいいだろう。 

*情報の収集 
実際の戦闘に突入する前に本来なら、敵艦隊の情報を入手し、吟味しておく 

べきだが、敵国の同盟艦隊までのデータを含めると、とても簡単に算出できる 

ものではない。ほtんどの場合は概算したデータに基づいて、戦闘の計画をた 

てることになるだろう。しかし概算で勝てると半IJ断しても、実際の戦場では予 

想以上の大艦隊と戦う_Cともある。戦場に投入された両軍の艦隊の戦力比を調 

ベておく必要がある。そのための:ゴマンドが「戦力比較表」だ。これを見るこ 

どで、双方の攻守同盟まで含めた戦力を知ることができる。 



シュヴアルツシルトの戦術 

味方敵方 

艦隊総数 8 4 

戦艦合計13 8 2 4 0 

最高艦種F4型F3型 

宇宙要塞 〇 〇 

防衛衛星 〇 2 

惑星防衛 〇 90 

両軍の戦力比を調べ、戦いに勝つこ！;ができると判断し、戦闘にはいる。そ 

して、次に知らなければならないのが、攻撃をしかけようとする艦隊と、目標 

の艦隊との戦力差だ。戦闘結果が戦艦のレペル、艦艇数、艦隊能力、艦隊士気、 

戦闘経験といったパラメータの総合によるものだと前述したが、艦隊の総合能 

力を算出するのは面倒だが、相手艦隊の戦力も知らずに攻撃をしかける®は無 

謀というものだ。いちおうは戦艦のレペル、艦艇数だけでおおまかな予想はで 

きるが、他のパラメータの影響も無視できない。それを見るためのコマンドが 

「個別比較」である。自分の艦隊（現在命令中の艦隊）と相手の艦隊の戦力差 

を個別比較で見て、攻撃をしかけるか、それとも目標を変えるべきかを考えな 

ければならない。個別比較は攻撃をしかける前にかならず見ておくべきだ。戦 

力的な余裕があっても、被害が大きくなヴてはしかたがないからだ。 

オーラクルム宙軍 

第1艦隊より報害 

わが艦隊と、 

ご指示の敵艦隊..と© 

艦隊総合力比較値は 

わが艦隊 7 8 00 

敵艦隊 4 8 0 0 

4 \ /^TT~~ClTノノ/ノ"ノノノンフンF 
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鲁旗艦への攻擊 

敵国艦隊を上回わる強さの艦隊を用意すれば戦場での勝利は確実になる。も 

ちろん少々上回わっただけでは完全とはいえないが、戦い方で勝利に確実性を 

持たせることはできる。構成数の少ない艦隊を狙い、後方からの攻撃が可能な 

状況を作るよう作戦を展開させる。.できるだけ自分の艦隊の受ける被害を最小 

限にぐいとめていけば、戦いが進むにつれ戦力差は大きななっていくは 

ずぬ 

さらに被害を少なくし、楽に戦いに勝利する方法がある。敵国艦隊の旗艦艦 

隊を撃破するのだ。旗艦艦隊さえ撃破してしまえば戦いは終了する。残りの艦 

隊は指揮者を失い敗走してしまうのだ。旗艦艦隊以外の艦隊には手をださず、 

あくまでも旗艦艦隊だけを狙い撃破すれば、それだけ被害も少なく確実に勝利 

を手!Sすることが可能だ。どちらにせよ、全滅させるにしても戦いでは旗艦艦 

隊を破壊させるしかないのだ。つまり旗艦艦隊をいっ撃破するかで戦闘時間が 

決定する。戦場に動き回わる敵国艦隊をすべて消滅させたい©なら、旗艦艦隊 

■に手をつけなければい如!^1ターンでも早く戦闘を終了させたいのであれば、 

旗艦艦隊をまっ先に攻撃！^撃破すればいい。 

また敵の旗艦艦隊さえおとせばいいので、数で劣っている艦隊が圧倒的多数 

をほこる艦隊相手に勝利する、奇襲的なゲリラ戦法も可能だ0この場合にはあ 

くまでも目標を敵国の旗艦艦隊に定め、ほかの艦隊には目もくれてはならない。 

そのためには自分の国の旗艦艦隊と攻撃部隊（fc41こ敵の旗艦艦隊を狙う艦 

隊）は素早く移動できなければならない。自国の戦艦の移動力（速力）が高い 

必要がある。それもなるベく敵を上回わっていたほうがいい。そうなれば敵国 

艦隊は簡単には味方旗艦艦隊に追い，€ £ &はできず、£ちらは敵国旗艦艦隊 

に逃走の機会を与えずに撃破することができる。一方で逃げ回り敵を引き■っけ、 

敵旗艦艦隊の護衛がいなくなったところで攻撃する。いかにも卑劣な手段だが、 

それ以外には勝ちようのない戦いも現実問題とし"t存在するのだからしかたが 

ない。 

惑星マタブ上で隣接し、攻撃をしかけて来た《しかける）艦隊が戦場では旗 

艦艦隊となる。これは攻撃側の2：とで、防衛側はその逆で攻撃をしかけられた 

艦隊が防衛側旗艦艦隊となる_つまり惑星マツダj：で隣接した敵味方の艦隊同 

土がともに旗艦艦隊となる。旗艦艦隊には、どちらにも「ネコ」のマーク#つ 



■ぐ®で、それで識別すると:いい。 

戦闘になると、ほかの3艦隊も呼ばれ戦いが始まる。この3艦隊はどの星、 

どの空間にいても戦闘に加わってくるので、あえて近くに移動させておく必要 

はない。だから攻撃をしかける相手は弱い艦隊のほうがいい。.そうなれば戦場 

で狙うこtになる旗艦艦隊は弱く、撃破することも簡単ですむからだ。逆に攻 

撃をしかけるこちらの艦隊は強いほうが“い。それだけ、全滅するまで時間を 

稼げるからだ。 



*旗艦の防御 
旗艦艦隊の存在は自分の艦隊でも同様である。，爾然、旗艦艦隊が破壊されれ 

ばプレイヤーの国は敗北したということになるから、敵の旗艦艦隊を狙う一方 

で、自分の国の旗艦艦隊も守ら*ければならな於,。敵の旗艦艦隊を撃滅する寸 

前で逆に自分の旗艦艦隊が撃滅されたのでは目もあてられない。自分の旗艦は 

守り（逃がし）敵国の艦隊は追い詰め撃破するs £れが戦闘の鉄則だ。 

敵国の旗艦艦隊を攻撃することにかまけて、こちらの旗艦艦隊が危機にさ岛 

されてはならない。なるべく旗艦艦隊は戦闘には参加させず、距離を置くべき 

だ。そして、旗艦艦隊を守ることが戦いに勝つ秘訣である。これから紹介する 

戦法はシュヴァルツ_シル_卜Iでしか通用しないことを明記しておく9 

シュヴァル‘ツシルトIでの敵国艦隊（コンピュータ）は；;ちらの旗艦艦隊を 

攻撃しようと躍起になる傾向がある。というより、それが行動原理のすべてだ 

&いえる。それを逆手にとることで、貧弱な戦力でも勝利するが可能だ。 

敵国艦隊はこちらの旗艦艦隊を重点的に狙い、ほかの3つの艦隊目もくれ 

ない。敵国艦隊の航路近くに艦隊を移動させなければ、攻撃は受けない。そし 

て、旗艦艦隊を敵国艦隊の手の届かないところに移動させてしまえばどうなる 

か？敵国艦隊は当然、移動した旗艦艦隊を追撃してくる。そこでほかの艦隊 

が敵国艦隊の後方に回りこんでから攻撃をするのだ。敵が応戦してこなければ 

(後述参照）作戦は成功だ。敵国艦隊は自分の行動ターンでまた味方の旗艦艦 

隊の追撃を開始する。あとは同じ手順を繰り返せばいい。 

ここで注意しなければならないのが、旗艦艦隊と敵国艦隊との移動力の関係 

を把握してお《ことだ。旗艦艦隊の移動力が敵国艦隊を下回わる場合には、こ 

の作戦を何度も使用することはむずかしい。つまり、距離を縮められ、最後に 

は追いつかれてしまう。そのあいだにほかの艦隊が敵国艦隊を全滅（もしくは 

敵国旗艦艦隊を撃破）してくれればいいが、そうでない場合には戦いに敗れて 

しまう。追いつかれそうになった旗艦艦隊は攻撃を受けるまえに戦場から撤退 

してしまうのも一つの手だ。被害を受けずに勝利する戦法があるのに、無理を 

する必要はないからだ。移動力が敵国艦隊を上回わっているのなら問題はない。 

敵国艦隊との距離は開くいっぽうで、追いつかれることなどないからだ。もち 

ろん、周囲を敵国艦隊に囲まれ、逃げ道を失ってしまったなら別だが、それま 

でには、別動隊が敵の艦隊の!*<つかを撃破しているだろう。 



、この戦法の肝心なことは、敵国旗艦艦隊を撃破するのは最後にする 

ころにある。旗艦艦隊を撃破してしまったのでは、戦闘が終了してt 

ちろん勝利で戦いを終えられる©はけつ2：ラなことだが、それでは不 

敵国艦隊がこちらの旗艦艦隊を追いかけているうちに、4つの艦隊を 



*敵の行動を読む 
艦隊戦で、相手の行動を予測するのは重要だ。敵が2ターン後にどこe移動 

するか？ こち.■らはどうそれを迎え撃っか。それを予測し、あらか 

じめ艦隊を移動させることで被害も少なく効率的に戦える。予測といってもそ 

れほど複雑なものではない。敵がこちらの裏をかいて、.突然移動を停止し.feP、. 

後ろに移動することはない®だ。敵国艦隊の移動原理はあくまでも、プレイヤ 

一の艦隊を撃滅すること、ただ一点である。だから攻撃目標に接触するまでは、 

移動力のゆるす限.5の移動をして•《.る0これならば予測は簡単なはずだ。 

攻撃の基本はウィークポイントへの攻撃であることほ前逮:した。つまり、敵 

©ウィークポイントCこちらの艦隊を移動させるために予測す豸 

fcしては、敵国艦隊がどの地点に到達するかだけを予測し、そ#逛ぐに艦隊を 

配置しておけばいい。もち,ろん、，配置をまちがって逆に敵国艦隊の攻撃をうけ 

るようではどう.しようもない。 

ここで、移動予測の例を紹介しよう。 
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敵と味方が図のように配置されているとしよう。ジュヴアルツ.ルトIとII 

では敵国艦隊の行動原理に多少の違いがあるので、それぞれ別途に説明するa 



シュヴy%ツ■ジルトIでは、.敵国艦隊はまず味方の旗艦艦隊を狙って行動す 

る。その際には、航路上に艦隊がない限り、旗艦艦隊以外の艦隊には目もくれ 

ない。だから、旗艦以外の艦隊を敵の航路上にはおかないことだ。敵の移動航 

路は、味方艦隊の旗艦fc©位置関係で一目瞭然だ。ほとんどの場合は旗艦との 

距離を直線的に縮めようとするだけなので、敵国艦隊の前方に艦隊を配置しな 

ければいい。さらに、敵国艦隊の後方にまわりこめる距離に艦隊を配置してお 



シュヴァルツシルトIIでの敵国艦隊は、Iのように旗艦艦隊を狙って行動す 

るようなことはな すべての艦隊に対し攻撃をしかけてくるsつま0、5っ 

かり近づきすぎると、敵艦隊に後方から攻撃されることもありうるというこt 

だ。この場合、損害を少なくするためには、敵の行動可能範囲の外に味方艦隊 

を配置しておき、.自分のターンにな_ったら、先制攻撃をしかけて敵にできるだ 

けダメージを与えるという攻撃方法がいいだろう。 

♦敵を逃がさない連続攻擊 

攻撃を受けた艦隊は、反撃してくるか、攻撃から逃れようとするかの.どちら 

かの行動をとる9これは、こちらが攻撃を受けた場合も同様で、「応戦」か「離 

脱」のどちらかを選択しなければならない。「応戦」を選択すれば、敵の攻撃に 

対し、艦首を巡らし反撃をし、「離脱」では攻撃の被害を最小限にく k凌*るた 

めに敵艦から遠ざかろうとる。「応戦」では艦首を敵艦に向けはするが、前方ぺ 

の攻撃力がそのまま反撃能力になるわけではなく、やはり攻撃を受けた方商■ 

反撃能力が使用される。こちらの艦隊の戦力が相手を上回わっているの:なら「応 

戦」し、下回わっている場合には被害を少なくするために「離脱」すをべきだ 

ろぅ。 

ここで重要なのは、自分の艦隊ではなく、敵国艦隊の対応である。敵国艦隊 

が応戦してきた場合には、敵国艦隊&自分は隣接した状態のままで、次の敵の 

行動ターンをむかえる。ウィークポイントを攻撃することこそ、攻撃の基本で 

ある。ウィークポイントを攻撃の終了した味方艦隊が塞いでいるのなら他の艦 

隊はそれ以上はなるべく手出ししないほうがいい6しかし、敵国艦隊が逃げ出 

した場合は別だ。敵の攻撃に対し、「離脱」を選択した艦隊は移動が可能な状態 

(前方に艦隊や惑星などの障害物がない場合）であれば、1っ前のエリアに逃 

げることができる。つまり攻撃した艦隊との間に1戈.,|)ア■の空間ができるのだ。 

そこに攻撃のチャンスが生まれる。ウィークポイントe味方艦を移動させるこ 

とができるのだ。つまり、もう一度攻撃ができることになる。このため、攻撃 

対象の艦隊の近くには別の艦隊を待機させることができればペストだ。どんな 

大艦隊でも、ウィークポイントからの連続攻撃を受ければ、壊滅に近しゝ損害を 

受けるはずだから。 



*惑星攻略 

艦隊戦とはちがい惑星を攻略するのに、小手先の技は通用しない。もちろん 

惑星さえ攻略してしまえば、戦いに勝利することはできることはできる。しか 

U, Kの惑星に艦隊の■ようにウィークポイy うものはない。どこから攻 

撃されても同Gように反撃を受ける。損害を少なぐするすぺはないのだ。惑星 

のほうから攻撃してこ:なv域)が救いだ。さ备fc_,s惑星の到達するまでには、敵 

国の惑星防衛艦隊をどうにかしなければならない。こちらの戦いで戦力を消耗 

し4Cしまっていては、惑星を攻略するどころ.ではないだろう。 

シュヴァルツダルトIでなら、£ちらの旗艦艦隊を操作することで、無傷の 

まま他の3艦隊を惑星まで移動させることも可能だが、シュヴァルツ其ルト 

IIではそうもいかない。.やはり惑星攻略を妨害しT くる敵国艦隊との戦いを闺 

避するCI;は難しいだろう。しかも、IIでは惑星を攻撃できるのは爆撃戦タイ 

プの戦艦だけな©で、なおさらやっかいだ。爆撃戦タィプの戦艦は対艦攻撃能 

力をほとんどもってい，で、惑星を攻撃するためには、格戦闘タイプの戦 

艦で制宙権を&ラておかなければならない。 

強国の中には要塞を保有している国もある。たいていの場合、要塞は敵国へ 

の進入経路に配置されており、それを攻略しなければ敵国の惑星への攻撃が不 

可能になっている。しかも宇宙要塞はどの惑星と比べても攻撃力が高い。鮝a 



ヴァルツシ卜Iでは惑星アサコが720で最高の初期PD値を誇っている.。宇 

宙要塞の攻撃力は999 (P型戦艦&同じ攻撃力）だ。しかも宇宙要塞は1基で戦 

艦400隻分の戦力に匹敵する。宇宙要塞を攻撃するとV*うことは、P型戦艦400 

隻を真正面から攻撃するのと歸じ£とだ。惑星戦よ&音しい戦いを強いられる 

ことはまちがいないだろう。 

また、要塞と惑星の周りに配置された防衛衛星の存在も忘れることができな 

い。攻撃力は800 (防衛衛星は1基で戦艦200隻分の戦力に相当:1t要塞に比べ 

れば劣るものの、それでも十分脅威になる。惑星の四方を防衛衛星で囲んでい 

なければ、空いている方向から惑星を攻撃できるので問題はないが、囲まれて 

いる場合には、いずれかの防衛衛星を撃破しなければならないのでやっかいだ。 

圍 
_ ㊃ 或 へ— ：=^ 

▼i 

r r 

1 

1 0 0 

•領土を守る 

自国の惑星を守ることは序盤戦での重要項目のひとつだ。もちろん、主星を 

守ることはどんなときでも最重要項目龙.6しかし、序盤戦では惑星を守ること 

は難しい。防衛艦隊が十分な戦力になっていないからだ。戦艦の建造、開発を 

行ない戦力を整えれば問題はないのだが、序盤戦では時間的余裕はほとんどな 

1まり惑星を守るためには、戦力を整える「時間」を作る必要があるの 

そのためには、敵国艦隊の攻撃を先に延ばずことができればいい。 

敵国艦隊の進行を食いとめるのは，やSP防衛艦隊の役目である。時間を稼 



ぐためだけなら、戦いに勝利しなくてもいいのだ。 

宇宙艦隊は通常空間を1ターンで2エリア移動できる。しかし、その航路上 

に障害物があった場合は、それを迂回するか排除しなければ、先に移動するこ 

とはできない。その障害物になるのが、こちらの防衛艦隊というわけだ。 

とにかく、守るべき惑星と、敵国艦隊の間に防衛艦隊を配置する。その場合、 

できるだけ惑星から距離を置いたほうがいい。惑星をめざす敵国艦隊は、航路 

上1こ防衛艦隊が存在するために2、エリアを移動することができず、攻撃をしか 

けて《るだろう。しかし.、防衛艦隊に勝機がないのはわかりきっている。そこ 

で、防衛艦隊は即座に戦場から撤退してしまう。これで、敵国艦隊の進行を1 

ターy；先に延ばすことができる。ここで撤退して艦隊の士気が低下するのはし 

かたのないところだ。あらかじめ、攻撃を受けそうな惑星に艦隊を亜空間移動 

させておけば、さちE何ターンかの時間をかせぐことが可能になる。艦隊が敗 

北する£:とで稼いだ時間で、プレイヤーは戦力を整えることが可能となる。 



議: 



f]っしよに読んだらおもしろn本 
は宇宙での艦隊戦を扱ったシミュレーシヨンゲー 

ムである。宇宙ものというとゲームソフトの中では小数派に分類され 

るテーマだが、SF小説のなかには結構多い。シュバルツ'ンルト世界の 

イメージに重ね会わせて読むおもしろいと思われる小説を紹介しよ 

「銀河英雄伝説」田中芳樹（徳間書店） 

赤川次郎や西村京太郎というベストセラー作家の仲間入りをはたし 

ていま.つfc感のある田中芳樹の出世作である。漫画にもアニメ作品に 

もな-ateので、御春C®方も多いだろう。遠い未来、銀河系における 

帝国と自由惑星同盟匕_い者=大（三大？）勢力の戦いを壮大なスケー 

.ルで描いた作_品である。帝国には「常勝の天才」ラインハルト、自由 

惑星同盟には：「不敗の魔術師」ヤン.ウェンリーがあり、戦場でその 

才覚を発揮してい戦場とはもちろん宇宙であり、そこでは無数の 

宇宙戦艦が砲火を交える。 

.壮太なスケールで繰り広げられる艦隊同士の戦いは「銀河英雄伝説」 

の魅力のひとつ（戦いが魅力的など七は不謹慎ではあるが）である。 

'■方隻_fcいう宇宙戦艦が号令一下に動くというのは壮観ではなかろう 

か。シュバルツシル'卜の艦隊戦も，そうLV?たノリで楽しんでみるの 

もなかなかオッである。 

「不定期ェス八一」眉村卓（徳間書店） 

本人の意志とは関係なく、ときおり現われては消える超能力、そん 

な能力の持ち主はf等走:期エスパー」：S呼ばれ、作品の主人公である 

イシター，0_ウもそのひとyである。全8.巻のこのシリーズはイシタ 

かwiiウtいう青年の語る剣と愛と冒険の物語である。一人称で語ら 

れている作品で、これだけ.の大長編という.のは、筆者の記憶する限り 

ほかにはない。それだけに、イシター• .〇:今の性格描写は大変に緻密 



なもめである。読者としては、イシター•ロウを通じ、世の中を見聞 

きしてい<のだが、しだいに彼の性格に同期してしまうことだろう:s 

イシター• 口.ウはエレスコブ家の警備員とな'り、家同士の権力闘争 

の渦中に身を投じ、そこで国家を構成する権力の在！！霜奢目ぬあたV 

にすることになる。そして、イシター.ロウは不_期エスノ参-である 

ために、エレxqプ家から追放され、カイヤツ軍団に送リ込まれる。 

<シター■ロウの生まれ育ったネプトーダ連邦は大小のネ<卜によつ 

て構成され、そのひとつがネイ_卜=カイヤツ（日本と0う国に対しての 

県だと考えるといであり、その軍事戈H：し_てカイヤツ軍団がある。 

そして、ネプトーダ連邦は近隣国家ポートyユート共和国の侵略に備 

えている。っまりいっ戦争が起こっても不思議ではなl、状況の軍隊に. 

シター• ロウは放り込まれたのであり、時を置かず_して戦争は始ま 

る。物語の後半はイシター.Wウtrいう一兵士の主観で戦争を見でい 

になるのだ.。 

たいていの場合、シミユ，レーシ3:.ンゲームでのプレイ_专一は軍_ 

令官であり、一兵士の見解など気にもとめないaしかし、真に優秀な 

司令官とは一兵士の考え方や感じかたを知らなければならないだろう 

か，？ 

「ファウンデーション. 'ン|トズ」アイザック•アシモフ（早川書房/東京創元社） 

人類が星々に広がり、多くの人が地球の存在など忘れさブてしまっ 

た未来。そこには銀河帝国が築かれていた。その存在は揺るぎなく未 

来永劫に続くかと思われたが、銀河帝国は長ぃ年Mの間に没落し1:い 

には崩壊してしまう*これをあらかじめ予倒していたバリ：.セルダン 

といラ名の心理歴史学者（統計学の進んだものと考えるといい).がぃ 

た。彼は銀河帝国が滅び、再興するためには2方年の年月が必要であ 

るとし、その期間を短縮するためにくファウンデーション〉を設立し 

た。このハリ•セルダンなる人物は1,千年のタイムスケールで帝国の 

復興を計画しており、50年に一度その予言が公表されるのだが、これ 

が必ず的中する。予言どおりにファ__ウ:ンデーショレが行動すれば、帝 



国は復興すると言いきってしまうのだから、ハリ•セルダンは恐ろし 

い，蛮行に走る各国を尻目にファウyデーシヨンは知識を持ち、帝国 

の復興のために多くの局面で問題を解決してくこと'になる。このファ 

タンデーシヨンをに崩壊した銀河帝国が第二銀河帝国として復興 

するまでを描くのカヾ「銀河帝国の興亡』である。現在も壮健なアシ吏 

ヴ(::よ，てシリーズは刊を重ね、いまだ銀河帝国は再興されていない。 

シ_ユパルツシルトと同様に、.けっきょく軍事力と政治的手腕によっ 

て帝国を再興する物語だから、このシリへズを読んでみて、どんな方 

法がもっとも理想的であるかを考えてみるのも一興かもしれない。 





liK 

: o 

i震 

SB!1 mmmm 
|雄 
! O 

si 

■圔s顬 

31! 

S»圔騵■ 
趣■■■■ 

O'醱■■■■ ■' ’ 
■■■■ o ■■ 

■ ■■■■■■ I 
SS H .B8BB I 

■溶〇ぞ 

Iliiiii 
■HI鼸■■■■離 

關醆鼸sg圔 
bSS『1 ° s: c 

.° SB ° 8 

PI 

n ■ 
■_ 〇 ■■ ss. 

sEIIaril 

BS 
溶姣 

■ 

°B調鼸 

■■翳翳■■ :■讕■圔 

顏國 EIII"giil：.： 

SS88 S8. ° S~S 

〇 I 

〇 ■■ 

si 



■ SB.. . .! 
■ ■■■ S11S" SSSI 
s u Illisisii 
s.l -- mmm： 

■鼷 1 .BBSS 

»; IL= .":l 
.8 〇 BSBS8S. 

■IV 
88888888 ■ 
ISSIlll：:■ 
SS8SSSS： BBS ■■■ 
::p圜篇 

^KiliE 
■ ■ RO: ■■■ O 

^[：(.!!S 
：!!s iiUII 
■歧_霱 ■■ 

hBSBB.BE ■ ■■■■■ 

i， ■■■■■■ 
s ■■卜； 
n no: ■■■ 
■II ■■ sr-' mnm 

鼸88.. __ ■■■■■ 
圔〇醞■ 

■ ■ lmm 





【解説】 

サンクリ星国ほジロ星団南西部に位置する由緒正しい王政国家で、その歴史 

はジロ星団の歴史と共にあるといってもいいだろう。サンタy星国と同時期に 

建国された国は現在_®国家数よりはるかに多かったが、現在まで形をとどめて 

いるものはその中でも極わずかだ。もちろんサンタリ星国がなんの危機に直面 

することなく存続してきたということではない。600年の歴史の中には侵略をう 

け、内乱に脅え、明日は国名が変わっていたかもしれない危機に直面し:&こと 

もある。サンクリ星国もただ平穏無事に時を過ごしてきたわけではないのだ。 

しか'し、減んでいった国々と比べれば、サンタリ星国の歴史は穏やかに流れて 

るほうたといえよう。 

そレて建国600年を迎えたサンクリ_星国はに新たなる危機を迎えるc t.にな 

る。惑星ウーyィを行幸中の国王の額を一発の銃弾が貫いた.のだ。わずかな出 

血とkもに国王は倒れ、反乱の狼煙が高々とあがる。惑星ウーリィはすでに反 

乱軍の支配下におかれていたのだった。しかし、反乱軍が単独で政府に気づか 

れず、迅速に惑星ひとつを支配するこtなどできるはずもなく、背後に支援を 

技なっている者がいることは、明らかであった。反乱軍の背後にはバディ共和 

国の黒い影があったの.だ。 

若冠22歳の新王が指揮するのは貧弱ともいえる宇宙軍。苦戦を強いられるど 

ころか、勝利すること％不可能にさえ思える戦いであった。戦いは熾烈を極め 

たが、サンタリ宇宙軍は反乱軍を撃破、その勢いを駆りバディ共和国軍にも勝 

利する。危機は去り、サンタリ星国は安泰であるかに思えた。しかし、すでに 

サンタリ星国はジロ星団統べてを呑みこむ戦乱の渦に巻きこまれていたのだ。 

このとき歴史は急転する。ホンシャ帝国が宇宙震により多大なる損害をうけ 

崩壊した_のだ。ジロ星団の軍事パランスは瞬時に崩壊し、ホンシャ帝国領を狙 

う諸国は、主星タニキンを目指し進軍を開始する。サンクリ星国もまた宇宙軍 

を派遣。ホンシャ帝国領土内は諸国入りみだれる混沌の戦場と化し？む戦いが 

終わってみると、ホンシャ帝国主星にはサンタリ星国の国旗が掲げられてい-た。 

地の利と時の運は明らかにサンクリ星国に味方していた。新王は即位後まもな 

<にして、ジロ星団一の大国の座を手中K:し.ていたのだ。 





【解説】 

星暦3960年。突如としてサンクリ星国内に反乱が勃発。だれも予兆も感じて 

いなかった。だか％こそ国主は惑星ウーリィを訪問した©であt、.そこで凶弾 

に■倒れた.のだ。あまりに突然のこfc,その場にいた関係者は凍りっ龙ifcよ5 K 

動けなかった.fcl*う。. 

主星バt；一を出発し、タテオ、サヲジの各惑星をまわり、国王は最後の行幸 

地である惑星ウーyィに到着し*。国王は毎年領地をまわり国民の声を生で聞 

くのが勤めになづており、国王は国民に信頼され、暴動やサボタージュなどが 

起こる;：ともなかった。その年、星暦3960年は記録的な大豊作、失業率も昨年 

より確実に低下し、国民の顔には明るさが宿っていた。例年に比べて警護は楽 

だったとその時の警護隊員は語っている。 

そして、国王は運命の地に降り立った。お5しt惑星ウーロィ.#宇宙港は雨 

iこ包まれていたe画王錄手を振りながち.片手に傘を持ち、ゆっとタラ嗲プ1 

を降りてきた。一段一段、死が待ち受ける地上へ。国王を出迎えたのは惑星ウ 

イ©行政官であった。行政官の前に食.った_壬はにこやか忆右手を差しだ 

す。なんの変哲もない風景であった。そして異変が起こる。ゆと差し出 

された行政官の右手には黒光りするレーザ銃が握られていたのだ。何かの冗談 

だと思ったのだろうか、それともあまりに意表をつかれたのか、国王は首を傾 

け苦笑したという。国王にはその場の状況を理解し、表情を恐怖に歪める余裕 

すらなかった,。次の瞬間には引き金が引かれ、行政官の持っ銃は細くまばゆい 

光線を放ったからだ。光線は国壬の額に吸いこまれていった。 

地に伏す国王の死体を尻目に行政官はその場で惑星ウー9イのサンクリ星国 

からの独立を宣言、国王の同行者をすべて投獄した:。惑星ウーyィ独立の報は 

各国に伝わったが、各国の元首は一様に首を傾げたという。どこe反乱の兆し 

などあったのか？ 

その背後にバディ共和国の存在が認められたのは、サンクリ星国新王が反乱 

を鎮圧してからのことだった。聖マリン公国からもたらされた情報によれば、 

反乱軍の兵士と宇宙戦艦のほとんどはバディ共和国から供与されたもので、唯 

ーサンクリ星国のも碰ったのは首謀者である行政官だけだった©だ。 





【解説】 

_ジロ星団に人類が入植を開始し*©i同時fc、その移民団を狙う宇宙海賊が 

いた。金品のあるところにはそれを狙う者が存在する。あるときは犯罪者であ 

0、あるときは領地拡大を狙う国家がそれに相当するのかもしれない.Pそれは 

いっの時代でも変わらない図式だろう& 

しかし、宇宙海賊が跳梁ばっこする時代がいっまでも続くはずはなかった。 

ときがたちいくつかの国家が形成されるようになると、対宇宙海賊を目的とし 

た共同警備網が確立されたからだ。輸送船には護衛船がっき、パトロール船が 

巡BTt*目を光らせているのでは、宇宙海賊にとっては迷惑な状況である。当然、 

実力のない宇宙海賊はパトロール,Eよって逮捕され、あるいは処刑された。 

警備網を相手に略奪を成功させるの実力をもった海賊だけが残存していたが、 

パトロールの前にひとり捕まり、ふたり捕まりと徐々に数を減らしてい'づた。 

しかし、パト〇—ルと何度も衝突しながらことごとく逃げおおせた海賊がいた0 

その海賊の名はラキアと言い、当然の,ことながらパトロールのブラッタyスト 

の最上段にその名をしるされていた。 

ラキアの実力は仲間の海賊からも一目おかれ、パトロール®手から逃げのび 

るために彼の懐に飛びこんでくる海賊も多かった。最後にはジロ星団中の海賊 

がラキア，の名の下に集合していたというが、真疑のほどは定かではない0ラキ 

アは逃げ込んできた海賊をまとめ上げ、っtoにひとっ©国家を創り上げる。そ 

れが海賊の王国、バディ共和国であった。そうなってしまうとバトロールも簡 

単には手だしできなくなったa 

海賊を束ねたラキアは、バディ共和国に属する者の海賊行為を禁止する&い. 

_く_らまとまったとはいえ、海賊を続けていればいっかどこか©国家が宇宙軍を 

動かすことは明らかだったからであろう。そのかわりにラキアは自国宇宙軍の 

軍備増強を推進し、略奪の対象を輸送船から惑星へと変えたのだっ觀9惑星ダ 

ミーを拠点とするバディ共和国はラキアの存命中釔タカトイを含む4クの惑星 

を手中にして現在の領土を確保する。ラキアの死により領土拡大の勢いこそ落 

ちたもの_の、その野心が消えうせてしまったわけではない。各国の情勢を見な 

がら虎視眈眈と機会を伺っ*rいるのだづた。 



【初期値】 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 pック数 惑星 
100 5 | 160 4800 1 6400 | 810 1020 240 124 12 

【初期戦力】E型-60隻 E型-60隻 E型-50隻 F型-70隻 



【解説】 

好戦的部族コガト®長「二夕」ほ歴史上にその名を轟かせ、ジロ星団草創© 

時代は彼が歴史を動かしたといっても過言ではないほどだ,自らを「怒王_1と 

称するニタによって築きあげられたホンシ_ヤ帝国の領地は最盛期に_は2.3.の惑星 

にもおよび、揺るぎない支配でジロ星団に君臨して:しかし怒王ニタも所 

詮は人間であり、ジロ.星団すべてをその支配下に置く_£となく他界する。あと 

1〇年ニタが存命しているか、後継者の覇気と能力が怒王二夕の半分もあればジ 

口星団の勢力図はホンシャ帝国一色に塗pつ.ぶされていただろうというのは歴 

史家の一致した見解である。 

怒王二夕の存命中には、領地は幾っ亦に分割され、腹心の部下たちfcより統 

治されていた。しかし、怒王あってにそ各領地の手綱がしぼられた©で、怒王 

の死後、各国があ！^ついで独立を宣言するが、ホ:'ンヤ帝国にはそれを防ぐこ 

とはできなかった。 

建国600年というジロ星団最古の帝国も、歴史上に登場する大帝国と同様に慢 

心という病に蝕まれていた。ホンシャ帝画！>力は揺るぎなく他国はそmA〇前 
には平伏するだろうfcいう妄想、それを拭いさること©できない無能な国王、 

多くの原因が病のようにホンシャ帝国という巨体を蝕んでいて。外部から力を 

加えなくともホ：ンシャ帝国に滅びの日は近かった,クイラ大帝国、Akシャ帝 

国から独立したケイリ氏族国など周辺諸国は衰退しtいくホンシャ-帝国の領土 

を狙っていた9 

そこに宇宙物理学者マヤツカの「宙震論」が登場する。近い将来、ホンシャ 

帝国領土内な宇宙地震が起きうることを示唆する理論である。もし、こ 

の理論が帝国首脳部に受けいれられていた®なら.、东ンシャ帝国の寿命は延び 

たのかもしれない。いや、確実に10年は延びたであろう。しかし、理論は危険 

思想とされ、国家転覆を計る国賊としてマヤツカは投獄、理論の実証を待たず 

に銃殺された。 

マヤツカの死後まもなくその理論は実証される。帝国の時空は震え、宇宙港、 

工場は甚大なる被害を受ける。帝国には自ら回復する機会はついぞなかづた9 

ホンシャ帝国を狙い牙を磨いていた各国がいっせいにその巨体に食らいついて 

きたからである。 



ンシャ属領 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 資金力 資源力 初期PD値 
ジラワ 40-29 90 85 200 

—_1 37-30 45 95 I 120 
サカイ 41-33 | 55 50 130 

印象値 r~NT 値 「sv値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 1ドック数 「惑星— 
40 r 16〇 i 1500 ■0 190 | 230 140 31 3 

【初期戦力】E型-70隻 E型-30隻 F型-40隻 



[解説] 

ホンシャ帝国の怒王二夕は、確実に領地を拡大していづた6しかし、そこに 

何の問題がなかったわけではない。最後まで侵略軍に抵抗する民衆、侵略者に 

支配されることを拒み自殺する億という単位©人々、侵略された後もゲリラと 

して永シシャ帝国に逆らう者も多く出た。武力により惑星を手1C入れたからと 

いつて、そこに生活する人々!^，fcまで攀中にできるわけではなかった。 

領地ではなんらかの利益を得ない杉妙にはいかない。なんらかの富を得るた 

めに、侵略というも■のは行なわれるのだ。もちろん、歴代の覇者の中K:縫自务 

の名声のみのために軍を動かすものもいたが、大半はやはり収益を求めたのだ。 

惑星で産出される鉱物や工場から生まれる工業製品を収奪し、惑星住民に重税 

をかける。私腹を肥やし、王座をきらびやかに飾りたてる。覇者とは元来そう 

った人間であるだろう。そんな状況下では支配に逆ら■う人間が少なからず存 

在する。地域的なサボタージュ、暴動といったも©は軍により幾度も鎮圧され 

るものの、また数日後にはどこかの星.とが繰り返される。 

属領内の住民が単一の民族であり、「銀河教」信者がほとんどであったこと 

が、軍の鎮圧に負けず運動がなが続きした原因であろう。力に.よる支配に屈す 

る£4:なく、ガと妥協することもなかった。結扉^怒壬ニタも£©星域の住民 

を武力で支配するi fcをせず、いちおうの自治を住民にまかせる結果となった。 

自治を認められたも©のyホンシャ属領の住民がそれだけで満足して，いるは 

ずもなかった。民族の独立を望む声が絶えることはなく、独立運動は連日©よ 

うにあちこちで行なわれた。対抗する帝国軍は戒厳令を布告し、密告を奨励し 

たが、堅い団結の中で密告者などでるわけもなかった。軍fc❾衝突は各地で発 

生し、駐屯する帝国軍は奔走される。そして流される同胞の血が住民の怒りに 

さらに油を注ぐことになるのだった。 

帝国の衰退は、徐々に国民運動を活発化させていった。宇宙震により帝国が 

崩壊すると、都市には武装した民衆があふれ、武器をもった集団が宇宙港を占 

領し、各地の帝国領には火の手があがった。そして、数百年记わたり帝国の支 

配下にあった民族は独立をはたすのである。新たなる国名は独立星間連邦。そ 

の背後には銀河教の本山である聖銀河教皇国の存在があった。 



聖マリン公国 
【保有惑星データ】 

I惑星名I位置I資金力i資源力I初期PD値 



[解説] 

ジロ星団は戦乱の時代を迎え、各国は覇気にあふれる国王Kより統治されて 

いた。というより覇気のある人物を元首に戴く国家がまわりの小国を併合しさ 

らなる領土拡大を欲しながら存在した。戦乱の時代に生き残るために、武力だ 

けをたよりとしたe 

そんな時代にあって、聖マ9ン公国の存在は少ダ特異である。聖マリン公国 

は建国のときより代々女王による統治がなされ、侵略や武力行使を拒んできた 

国家である。男性がその王座feつくtとはなく、もの静かで国政のみに手腕を 

揮う女王だけが王座につく。女王が統治していること自体はなんら問題もない 

が、争いを好まない国家というのはジロ星団では異質である。保有する宇宙軍 

も自国防衛という目的のためteのみ存在しているが、はたしt侵略軍に対抗で 

きるかどうかは疑問だ。争いを好まず、まともな軍備を持たない国家が600年と 

いう歴史を保ゥてこれたのは不思議としかいいようがない。もちろん奇跡が600 

年も続くわけもなく、聖マリン公国存続にはれっきとした理由がある。 

まず、西方の隣国サンクリ星国との強固な同盟があげられよう。サンクリ星 

国と聖マリン公国の同盟が始まったのはジロ星団草創の時代に遡り、600年とい 

う永きにわたり続いている。サンクリ星国自体もそれほど強大な国家ではない 

が、協力することで、なんとか各国と©バランスがとれる程度にはなるわけだ。 

国どうし〇盟約は自国防衛と国益増大のための手だてにすぎないと思われがち 

だが、聖マリン公国とサンクリ星国の間に結ばれた盟約は、純粋に信頼関係だ 

けでなりたっていた。サンクリ星国歴代国王の人望の高さゆえに聖マ！；ン公国 

は同盟を結び、その歴史の._中にはサンクリ星国王.と聖マ？;:ン公国女王の恋物語 

さえあったとされている。 

聖マ!；ン公国は誇り高く、.信義に厚い国家である。ゆえに味方を作るより、 

敵を作るこtのほうが多かった。そんなときサンクリ星系は聖マリン公国を防 

護し、両国の信頼関係はより堅固なものとなっていった。 

しかし、.聖マリン公国とサンクリ星国の盟約がいかに堅いものであったtし 

ても、北に鎮座するホン'ンャ帝国の軍備には太刀打ちできるものではない。そ 

のため密かに聖マリン公国から美しき人身御供が差し出されていたと一部でさ 

さやかれていたが、その真偽のほどは定かではない。 



&ィチクリ連邦 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置! 資金力, 資源力 初期PD値 
マサコ 20-3 75 95 190 

チャーリ 17- 5 65 ' 90 100 
オバタ m- 〇 40 55 95 

印象値: NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 
120 5 150 1800 2600 180 240 200 27 3 

【初期戦力】D型-60隻 D型-60隻 E型-50隻 F型-30隻 



【解説】 

ホンシャ帝国が最盛の時代にはその領地内に32の惑星を有していたことはど 

の歴史の書物にも記されている。それだけの大国家を築いたの:はジロ星団草創 

から現在にいたるまでホンシャ帝国とサンタリ星国だけである。前者はそれま 

で強国が存在しなかったために、後者は強国であったホンシャ帝国が崩壊した 

ために、それぞれジロ星団一の大国へと#し上がった。 

怒王二夕の戦略的手腕と旺盛なる覇気は、ホ》ャ帝国を巨大で揺■£ぎない 

国家にし.たかしかし崩壊寸前のホ.ンシヤ帝国が統治して'いた惑星はわずか12に 

すぎない。全盛期に比べてほぼ半分になってしまったのだ。怒王二夕の死後、 

各星域で反乱の狼煙があがり、それを収拾するだけの手腕を二夕以降の皇帝は 

持ちあわせていなかったためである。 

独立を阻止できるものがいないのだから、新しK*国家がうまれるの樣舍然な 

ことである。ホンシャ属領のようにその時点では独立をはたせなかった星域も 

あるが、イチリク連邦はあっさりと独立に成功していた。 

イチリク連邦の独立劇は歴史的にみてもめずらいパターンに属する。.ふっう 

独立には民衆の血が必要で、国家は屍の上K築かれるfc.いってもいいほどだ。 

Iころがイチタリ連邦の独立に際しては、民衆にも帝国軍兵士にもほとんど死 

者がでなかった。っまり無血のままイチクリ連邦は独立したのだ。 

イチクリ連邦が無血独立をはたせたのは、ホ.ンシャ帝国よD派遣されてい:た 

惑星マサコの民政官ヨメニの手腕による。彼はホンダャ帝国つかの条件 

を提示するだけで、皇帝に独立を認めさせてしまったのだ6彼の天才的外交手 

腕には舌を巻くしかないだろう。もし、3メAfcいう天才の存在がなければイ 

チクリ連邦の各惑星およびその周辺宙域で多くの戦闘が繰りひろげられ、多く 

の血が流されたであろう。 

しかし、外交的手腕によって得た独立は、メリットよ5.デメ yタトめほうが 

多かったともいえる。独立を認めたものの'ホ.ン_シャ帝国がそのままイチリク連 

邦の存在を甘受するはずもな強大な軍事力をてこに強引極まりない外交を 

しかけてきたのだった。イチクリ連邦では浙Pシャ帝国に対する不満は高ま.り、 

ホン'ンャ帝国討つべし、との声は日に日に増していった。 





[解説] 

ホンシャ帝国が多くの惑星を征服し、領土を拡大できたのは怒王二夕の力だ 

けによるのではない。二夕の下で、手足のごとく活躍した武将の存在があった 

からEそ、怒王二夕はジロ星団の覇権を狙うことができたのだといえる。怒王 

二夕が見込んだ武将であるから無能であるはずがな怒王という超人が存在 

しなければ、誰もが国を持ちそれぞれ覇権を狙っていただろう人物が怒王の臣 

下にはひしめきあっていた。闘将セガナもそんな臣下©—人であり、怒王ニタ 

の右腕ともいわれ、敗北を知らぬ猛将と恐れられていた。 

闘将セガナに大:コウホウ国の領土が任されたのは、ホンシャ帝国領の北にク 

イラ大帝国とは9目の上©コブがあったからである。.ホン'シャ帝国は幾度もク 

イラ大帝国の領土を狙って進軍したが、ひどい損害を被るだけだった。怒王二 

夕がクイラ大帝国を警戒してやまなかった©も当然であろう。つまり闘将セガ 

ナはクイラ大帝国の動向を監視するという重大な役目を任されていたのだ。幾 

度も隣接星域でクリラ大帝国軍とのこぜりあいがあったが、闘将セガナは一歩 

も退かずクイラ大帝国にも勇名を轟かせていった。 

怒王二夕の死とともに、大コウホウ国は独立国家になる。闘将セガナは「怒 

王二夕にこそ仕えるが、無能な者の臣下にはならない」と公言、独立を宣言す 

る。闘将セガナの率いる軍勢は彼の戦略的手腕により破竹の勢いで制圧軍を打 

ち破り、ホン■シャ帝国より独立をはたしたのだった。そして大コウホウ国建国 

10年後、闘将セガナは息をひきとるのだったa 

闘将セガナの後継者が評価されるのは、ホンシャ帝国とクイラ大帝国の2大 

帝国を手玉}ことりつづけたことであろう。南にホンシヤ帝国、北にクイラ大帝 

国とどちらも簡単に大コウホウ国など征月艮できるはずの強国である。その間に 

あぅて、両国の軍事バランスを利用したのだ。情報を操作し、両国の緊張状態 

を維持させる。セガナの後継者は腕力より知力にたけていたようだ。 

しかし、ときが流れ、王が代がわりするにつれ大コウホウ国の繁栄にかげり 

がさしはじめる。財政はパンク状態、国民の不満の声もそこかしこで聞こえる 

ようになった。国家を維持するためにはケイリ氏族の協力を求めなくてはなら 

なかった。 





【解説】 

ケイリ氏族国もまたホン'ンャ帝国の領地であ国家である。し势溱ン 

シャ属領や大コウホウ帝国の4.うに大国をに.ら.む位置に置かれた国家ではない。 

周辺に存在するのはェムジー星国や!J_ツカ自治領など怒王二夕が本気で侵略す 

るつもりであれば、即座に手中にしたはずの小国ばかりで、さほど重要性をも 

たな_い領土であった。本来なら、そんな星域の統治を命じられる人物は小物で 

すむはずである。 

ところが、ケイリ氏族国星域に送られたのは、怒王二夕の腹心であった智将 

ミュラーその人であった。つまり左遷されたのだ。しかし、怒王の御守役まで 

勤めたミュラーがどんな理由で左遷されたのだろうか？怒王ニタの父の時代か 

ら皇室に使えていたミュラーは、その知謀の鋭さから一目置かれた人物で、若 

<して艦隊指揮を任された9兵士にも人望は厚く,_は帝国宇宙艦隊全てを任さ 

れるだろうといわれた才人である。その才能は二夕の治世になっても衰えるこ. 

となく、怒王ニタ侵略行には必ず智将ミ江箩一が影のように同行しでwた。ま 

さに星団最高の頭脳から導きだされた作戦は幾多の戦闘でニタを勝利に導き、 

さらに領土を拡大していった。当然、怒王にとってはかけがえのない部下のは 

ずだった。 

しかU領地拡大のための侵略行が一息ついたとき、怒王はミ—に疑問 

を抱いた。¢1•ラーの存在を妬ましく思うものの入れ知恵であるとの説や怒王 

の度量の狭さをいう説もあるが、怒王二夕はミュラーを危険だと思うようにな 

ったのだ。側に置き、軍の指揮を任せていればいつかその知謀により壬K反旗 

を翻しかねない。そう考えたのかミ立争一を帝国領から離れた星域に送った。 

そして怒王は他界し、ミュラーもまた天上.K召された。荽ネ..ラーによる反乱 

などニタの存命中には現実に起こらなかった。hラーは骨の髄から皇室の臣 

下だったのだから。 

ホンシャ帝国から独立した国家とケイリ氏族国との決定的な違いは、歴代の 

統治者のほとんどが有能であった点であろう。他国が無能な統治者により、国 

力を衰退させたのに対し、ケイリ氏族国はそれを冷ややかにみて、国力を貯え 

てきたのだ。 



I聖銀河教皇国 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 資金力 資源力 初期PD値 

タツマー 36-42 100 80 380 

モトロー . 34-38 85 80 200 

バリボー 39-43 95 70 180 

オガー 42-44 100 | 50 230 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力1 宙軍力1 ドック㈣ 惑星 

40 8 400 5800 4200 380 280 650 240 4 

【初期戦力】F型-100隻 F型-100隻 I型-200隻 I型-250隻 



[解説] 

シュヴァルツジルト銀河には想像を絶する数の人間が生き、その少なからざ 

る野心を育み、開花させている。シュヴァルツ'ンルト銀河全体から見ればジロ 

星団など辺境のごく狭い地域でしかなく、その覇権を巡っての争いなど、多く 

の入にt"!>て関心事ではない。それだけシュヴアルタシ?P卜銀河は広大であり、 

そこに広がった人類世界も巨大なのである。 

しかし、£の広大な人類世界すベてC:広く浸透しているひとつ©ものがある。 

それは宗教である。「銀河教」という名の宗教が人類の歴史のどの部分に誕生W 

たのかは定かではない。人類発祥の地に始まったものであるとする説もあれば、 

広大な宇宙空間で遭遇した異生命体が与えた啓示によるという説もある。なん 

であれ銀河教はシa•ヴァルツシルト銀河全体を覆っている。 

ジロ星団が闘争を繰りひろげ、いくつもの国家にわかれたとはいえ、多くの 

民衆から信仰は失われてはいない。各国には必ず銀河教の寺院があり、信者は 

たえず集い祈りを捧げているのだ。 

いつの世でも覇者は、神の名のもfcK彼のした侵略行為を非難する教会をう 

とましく思うものだが、銀河教にだけはその力を行使することはできなかった。 

もし武力をもって銀河教を弾圧すれば、たちまち国民の反乱を招く結果となる 

からだ。ゆえに銀河教は失われることなく、脈々たる流れを保ってきた。聖銀 

河教皇国という国家がジロ星団草創の時代から存在していたわけではない。た 

だ教えと教会だけが各国にあり、その力を誇示することなどなかったのだ。し 

かし、国民の支援と各国家の思惑がジロ星団南東部に銀河教の国を作りだした。 

それが聖銀河教皇国であり、どの国家も侵略できない星域である。建国当初は 

銀河教の教えを広め、各星域からの信者があつまるだけの星域であった（銀河 

教のチャーターした宇宙船を襲う国もまた皆無である）が、しだいに強大な軍 

事力を身につけた。 

信仰だけなら問題はないが、貯えられた武力が使用された場合にはジt?星団 

随一の力を持つことになる。各国の元首iこしてみれば悩みの種であるが。マジ 

コ_法王の独善的かつ排他的な思想はそういった意味で危険なものになりうる。 

実際にホンシャ属領の独立を背後で支援するあたり、脅威となりうる国家であ 

ろう〇 



aクイラ大帝国 

【初期値】 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 

_2〇 12 400 ! 5200 7100 700 620 780 220 1 8 

【初期戦力】K型-120隻 L型-160隻 M型-250隻 M型-250隻 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 資金力 資源力 初期PD値 
ナグアイ 4-7 75 65 250 
エミチヤ 3-1 90 70 190 
ウヱル 5-13 80 85 300 
サイタ 6-3 90 70 280 
セツチヤ 8-11 90 50 1 180 
カヨチヤ 11-3 95 95 320 
リョータ 11-10 95 85 340 



【解説】 

クイラ太帝国はジロ星団草創に建国された強大な国家である。ホンシャ帝国 

の最盛期をのぞけばジロ星団において一貫して最大の国家で、その最盛期の* 

ンシャ帝国ですらクイラ大帝国の■存在を恐れていた。そもそもジロ星団は3, 

の強国ーホンシャ帝国とクイラ大帝国、そしてアサコ大公国の3国一の微妙な 

パランスClfctいちおうの平和は保たれていたと_いえる。麗がそれぞれ強大 

な武力によりジロ星団内の国家群に暗い影を落fcしているのも事実だが、平和 

を保っていたといえるだろうa 

しかし、.ホ.シシャ帝国の衰退はその微妙なパランスを崩壊させ、再びジロ星 

団に戦乱の嵐を巻き起こした。一度バランスが崩れれば、それを好機とする国 

家は多く、クイラ大帝国もその中の一国である。クイ'ラ大帝国はひたすら軍備 

拡張につとめ、ジロ星団支配を狙っていたのだ。クイラ大帝国はジロ星団内 

では屈指の軍事国家である。統率のとれた軍隊と、永年研究されてきた戦略は、 

怒王ニタすら戦慄させたう。闘将セガナと智将ミュラーという存在がなけ 

れば、ホンダャ帝国軍は敗戦をっづけてい•たかもしれない&谦ンシャ帝国の闘 

将セガチの監視の目がクイラ大帝国の動きを逐ーキャツ#1、それに対応して 

いたためにクイラ大帝国がその領土を拡大させることもできなかった 

クイラ大帝国には際だった将軍や国王が存在しなかったが、確立された戦略 

と兵士訓練がいっの時代においても変わらぬ軍事力を確保させていた。天才E 

よって築かれた国が、後継者の能力のなさのために衰退していった:のに対し、 

クイラ大帝国は衰退などせず、冷静な理論で好機を待っだけだった。そして 

ホンシャ帝国が衰退し、宇宙震が宇宙物理学者マヤツカの理論どおりに発生す 

るにいたり、クイラ大帝国の侵略は開始される。その日に備えてきた宇宙軍の： 

進行をさえぎるものなどなにもないはずだったレかしホンシャ帝国はクイラ 

帝国のものとはならず、南方の小国サンクリ星国が手中におさめてしまう。国 

王ムンセ18世は激怒し、サンクリ星国への進軍を命じる。永年の悲願がかなう 

寸前に眼中にもなかった小国に獲物をさらわれたのである。冷静をうたわれた 

国王の生まれてはじめての怒声だったという。 



【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置1 資金力 資源力 初期PD値 
テラ 34-30 100 100 460 

印象値 NT値j sv値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 
110 500 4200 6800 100 100 720 100 1 

【初期戦力】J型-120隻 K型-160隻 K型-160隻 K型-280隻 

貪 



[解説] 

ジロ星団の歴史は星暦3200年前後に始まゥ.feとされている。人類発地で 

ある太陽系を人類が飛び立ち、半世紀ほど後のことだ。移民団の人数は天文学 

的な域に達し、その時点でジロ星団に入植する人類の8割が移民船に搭乗して 

いたとされている。星団の精密な星図と重力干渉図が作成され、ジロ星団©全 

ての惑星は人類の新天地となることを運命づけられた。ただ1つ©惑星を除い 

て。 

人類が順調に植民を開始し、大気改造、宇宙港建設、都市形成、さらKは国 

家形成までが終わろう:'いた星暦3511年に、星図から取りこぼされていた 

1つの惑星が発見された。鉱物資源探査と未踏領域調査をかねて星団内を調査 

していた2人の探検家によって、「新惑星発見セリ」の報告が入っためだ。新惑 

星の発見は星団全土Eひろがり人々の好奇のまなざしを集中させた。人類が星 

団の地図を完成させたと思われた時代から300年を経て0ごとであった。発見が 

おくれた原因は、惑星が広大な小惑星帯に囲まれていたためだつ*とされてい 

る。 

もちろん人類はたった1個の惑星にも植民者を送り込み、瞬時に国家を形成 

してしまった。それがカケル君主国である。発見が遅れたとはいえ、たった1 

個の惑星は美し4、多くの面から可住惑星とレては優れた資質をもっていた。 

鉱物資源とVて無尽蔵とも思われる小惑星帯がひろがり、何千隻という宇宙船 

が建造されたにもかかわらずカケル君主国主星テラをとり囲んでいる。また新 

しい開拓星というこ&もあり、意欲ある植民者が参集した。そのためカケル君 

主国は科学的にも経済的にも日々進歩する：ある意味で、理想郷fcなブt：_wサ 

た。 

理想郷とはいえ、ジロ星団内の1国家であるtkにはかわりがなく、領地拡 

大を狙う強国が目をつけないはずもなかった0しか__し、，小惑星に囲まれている 

Zkt,星域がホンシャ帝国と聖銀河教皇国の間にあことが幸いし、侵略 

ほゥ㈣ぞ行なわれることがなかづた。ある大国の元首にいわせれば侵略しても 

意味がないためとなるが、この国の周囲に広がる鉱物資源の宝庫を欲しない国 

などあるはずもなく、単なる逃げ口上にすぎなかった〇 





国別データー覧 

【解説】 

以前はジェニチ星国もクイラ大帝国の支配下に置かれていたa £©大：扉でも 

反乱や暴動というもの___がつきるととはない。それが他国のスパイにより扇動さ 

れようと、国民の自発的なものであろうと国家問題となる点では変わ 

りがない。しかし、たいtrwの暴動は即座に鎮圧されその首謀者は獄中か天：国 

に送られた。しかし革命のなかには成功国家を転覆させることもあるがそ 

の数は絶対的に少ない》.ジ*.ニチ星国が.クイラ大帝国から独立しfe.の|ま、その 

数少ない成功例といえなぐもない。独立運動を語る場合にはふた通りの見 

解がある。ひとつはジAニチ星国の国民®力で独立は勝ち取られたfc:い，もの 

t,.ホンシヤ帝国がクイラ大帝国の圧政より国民を救済したというものだa状 

況から察するに後者が真実を語っているようであるが、そうであれば、以前か 

らクイラ大帝国の国力低下を画策してきたホyシヤ帝国の計略のひとつ_であろ 

ぅ。 

レか!^救済といっても、簡単に行なえるはずもない。それが可能ならホン 

_'ンヤ帝国はクイラ帝国領に攻めこんで_いるはずである。クイラ大帝国の國力低 

下が、「救済」なる内政干渉を可能にした要因だ。 

かねてより領土拡大の野望に燃えてい.たクイラ大帝国は、ホ'ンシヤ帝国との 

直接対決をさけ、隣接する他星団への侵略を計画していた。KGD星団と呼ばれ 

る星団である。その星団への侵略がタイラ帝国の敗北に終わったことで、軍事 

力は著レ《低下!^、そこにホンタヤ帝国が食らいついたのだといえよう。ホン 

シヤ帝国側からいえば、ジェ.ニチ星国を属国化したかったのだろうが、__他国::か 

Sの反対やクイラ大帝国の存在を考慮して属国tするこをあきらめたのであ 

る。 

ホンタヤ帝国の間接的な侵略のおかげで独立したも穸ェニチ星国の技 

術力および生産力は低い。ホンタヤ帝国！:タイラ大帝国の微妙な政治パランス 

のために侵略こそされないも©の、どちらかの大国が崩壊すればジヱニチ星国 

は簡単に残った大国に吸収されてしまうだろう。そのためジヱニチ星国では日 

夜技術開発と生産基盤の整備が行なわれている。さしずめ尻に火がっいた勢い 

でというとこであろうBしかし、いまだ技術的な劣勢はばんかいされた！:は__ 

えない状況ではある。 





【解説】 

サンクリ星国やホンシャ帝国の建国は星暦3300年頃であるから、前者は栄華 

を極め、後者は滅亡にいたるまでに600年という年月が経過したことになる。戦 

乱の続いた時代にあっては、どちらも長命の国家であるといえる。も_ちろんホ 

ンシャ帝国はその国力ゆえに当然といえば当然ではあるが、サンクリ星国の場 

合は歴代統治者の手腕に舌を巻かざるをえない。 

神聖アギ帝国の建国は、これらの国から遅れること半世紀を経ての.;;.,とであ 

る。保有する惑星は3つと、とても強国とほいえない領地しか保有していない 

が、550年にわたり国は存続している。 

帝国には確立された3権分離の体制があり、反も少なく内政的には安定し 

た国家であるといえる。司法、立法、行政の3権は3っの惑星にそれぞれ分担 

され、各惑星が公平に政治に参加する権利をもっことが、反乱がない原因であ 

ろぅa 

帝国という呼び方こそしているもの®、皇帝が国事のすべてを司っているの 

ではなく、あくまでも国民の声を大事にするという姿勢は、貴重なものであろ 

う。神聖アギ帝国が存続を続けているのはなにも、内政の充実によるばかりで 

はない。有志により結成された宇宙軍はジロ星団随一の精鋭部隊と称されてい 

る。ただし、その勇姿が他国の目に触れることはめったにない。侵略®ための 

軍隊ではなく防衛のための軍隊なのだ。しかし、その力が他国の眼前にさらさ 

れるときには、敵軍は覚悟をきめてかからねばならないだろう。 

攻守同盟国には##ニチ星国がある。ジェニチ星国は新興国であり、.國无rl) 

貧弱である。そのような国と同盟を結ぶなど神聖アギ帝国にとっては損でこそ 

あれ得ではないがどうやらこの同盟は.ジヱニチ星国の保護を目的_とする色合い 

が濃い。動乱の時代にあり、利にもならない弱きを助けるなどと》英雄気質も 

行きすぎであるという嘲笑が隣国より聞かれるが、いっとうに皇帝はこたえる 

ことがない。皇帝としての気高さを真に持ち合わせているのであろうと評価す 

るのは由緒正しい小国ばかりである。しかし、一方でそうた気質が新興国 

であるリッカ自治領の強引な外交を許しているのかもしれないA自治領 

の過信が無謀kt*かいいようのない外交を行なわせてMる,.のだろ_うが、皇帝は 

それに対し怒りを表すでもなく、ただ困惑するばか9であった。 



极リッカ自治領 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 資金力! 資源力 初期PD値 

ヒド飞 20-39 85 75 520 

サダエ 17-38 50 60 400 

ビノリ 13-37 65 85 410 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 

80 11 400 1900 3600 200 220 340 160 3 

【初期戦力】K型-40隻 L型-100隻 K型-100隻 K型-100隻 



【解説】 

ホンシャ帝国の衰退とクィラ大帝国のKGD星団遠征による国力低下结、多 

くの独立国を誕生させたc» Iかし、誕生こそしたものの新興国のほとんどは国 

力も乏しく指導者に確たる実力もなく、大国がその支配を取り戻そうと思えば 

不可會Iではない状況にあった,。大国が領地奪回に出ないの_は、多くの場合、そ 

の背後に他国がっいているためだろう。自国の衰退を食いとめることと、敵対 

国家を警戒するこfcに忙しくあらたに戦う余裕などない©かもしれな㊈，そう 

でなければ、新興国の存在など許されるはずもない。 

リツカ自治領はジェニチ星国が「解放」という名目®%とfeタィラ大帝国か 

ら独立する騒ぎに乗じ、独立できたという©が正しいだろう。しかるべき統治 

者もいないままで独立した国家がどうなるかは、だれもが知っていることなの 

だ。リツカ自治領は資源面では豊かであるもの©、技術力、軍事力などほまだ 

不十分だ。大国からの距離がなければ同盟国をもたない9ツカ自治領はすぐに 

併合しなおされていただろう。統治者として選ばれたのは独立に浮かれるばか 

りの没落貴族であり、その実力も経験も皆無であった。gの国からも手が差し 

伸^;.られなかったのはそのためかもしれない。 

もし、国民が独立の歓声の中から我にかえるこfcができたのなら、統治者の 

選択はもう.梦し慎重に、外交もまともに行なえたのかもしれない。_yツカ自治 

領が行なう外交は、実力のほどをわきまえない無謀とさえ思える強引なもので、 

相手が神聖アギ帝国でなくもっと好戦的な国家であったのなら、戦争になって 

当然ともいえるものであった。 

神聖アギ帝国は、強引な外交を苦笑のもとに無視し、まともりあおうと 

は思っていない。とるにたらない小国だと密かに冷笑していたのかもしれない。 

やはり戦乱の時代にあっては自らの実力をわきまえ、それに見あった行動を慎 

重にとらねばならない。強運によって独立こそはたせたものの、その運がいっ 

まで続くかは神のみぞ知るとこ.ろで運の尽きるときには滅亡がまっているだろ 

う。 





【解説】 

シAヴァルツシルト銀闻8i幅広く信仰されている銀河教の影響力isは想像を 

絶するものがあり、国家さえ動かしてしまうIfど?is •，の時代でも宗教とい 

うものは政治に大きく関与し、政府はそれを快しとは思わないだろうe聖銀河 

教皇国の建国が認められたの_は、影響力を最小限にしようt®思惑からである'。 

銀河教に信者からの寄進により築かれた財力があったとはいえ、領土を保有す 

るにはそういった背景が必要なのかもしれない。ジロ星団において、銀河教の 

影響をもっとも強く受けているのはエムジー星国であろう星系の位置が聖銀 

河教皇国の近くであり、その影響を強く受け、国民の大半が銀河教の信者であ 

る。hいうより聖銀河教皇国に集う銀河教教徒があふれでて、ェムジー星国が 

そのはけ口となってしまったのだろう。国王は建国当初こそ実権を握ってVife 

が、次第に教会の力が強くなり、権力から遠ざけられていった。もちろん国王 

が銀河教の介入を甘受したわけではなかったが、国'民の運動は強く、渋々認め 

ざるをえなくなっての結果である。 

国王は傀儡と化し、実際に国を動かすのは教会となって:いった。そして教会 

の上には聖銀河教皇国の法王が存在している。事実上エム铲一星国は聖銀河教 

皇国の属国といえるかもしれない。教会が国政の場に登場した初期には、それ 

でも相互協力fcいっ?こ関係だった'が、聖銀河教皇国がマジコ法王の代を迎える 

とその関係は崩れ、完全に従属しTしまったといっていいだろう。国民に悪意 

はないとはいえ、結果は王家にとって悲劇的であった。 

笨ムジー星系の特徴として、もうひとっ挙げねばならないことがある。戦乱 

の世に影響を与えるものではないが、その特異さは他国には見られないものだ 

それは国民の大半が眉目秀麗の女性であるということだ。7割が女性でその誰 

もが絶世の美女であるというのは神かはたまた遺伝子の悪戯かというtころだ。 

さらに残りの3割りの男性も美男であるというから、各国から羨望のまなざし 

と妬みを同時にうけることになった。 





[解説] 

アサコ大公国はジ〇星団最東部に位置する大国である。ホクシャ帝国、クィ 

ラ大帝国に次ぐ領地を保有しながら、アサコ大公国がその姿を歴史を表さない 

でいるのは辺境という土地柄もさるこtながら、争いを好まぬお国柄のためで 

あろう。諸国との係わりも薄 、ほぼ閉鎖的なままで建国から現在にいたって 

いる。 

そのために、諸国との技術交流も少なく技術的に停滞してbると思われがち 

だが、国内での開発は盛んで技術力はジロ星団随一のものを有している。また 

国土も富み、ジロ星団において最大の資源力を誇っている。穏和な国民性ゆえ 

にその国力が侵略へと向けられることはないが、独自に形成されたアサコ大公 

国の倫理観に触れるような行為には確実な報復がある。アサコ大公国の文化が 

表にあらわれることはないが、エムジー星国との外交などからは礼儀を重んじ、 

誇り高き民族であることが推測される。 

国の北部にはいまだ未踏の星域が存在し、ときおり調査船団が未踏星域に入 

*3ていぐ。.新しい資源の発見を目的にして_いるかどうかは定かではないが、調 

査団の派遣は頻繁に行なわれているようだ。そして、ジロ星団を揺るがす大事 

件がおこる。未踏星域に謎の時宙振動が発生、その調査に向かったアサコ大公 

国の宇宙船団が未知の宇宙艦隊と巨大な要塞を発見したのだ。調査隊はその報 

告ののち消息を絶つ。ジロ星団史上に最大の恐怖を投げかけた異生命体ク，一 
Vンの発見である。 

未踏星域に忽然と現われたクラーリン艦隊は人類とは異質な技術力によって 

作られ、想像を絶する速度でアサコ大公国領を目ざしている。迎撃に向かった 

アサコ大公国の宇宙艦隊はクラーリン艦隊の前にもろくも撃破される。さら忆 

驚愕すべきことに、クラーリン艦隊は進路上にある惑星を異次元化しながら進 

んでいったのだ。ジロ星団の滅亡は確実かとさえ思えた。 

ゼオと命名された宇宙要塞を葬り、ジロ星団の危機を救ったのは、星団各国 

の連合軍であった。5000を超える宇宙戦艦の犠牲により、なんとかゼオの破壊 

に成功する。しかし、宇宙要塞ゼオによる損害は甚大で、復興には長くかかる 

だろうと推測されるのだった。 
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国別データー覧 

【解脱】 

ヤングリーフ公国内惑星ゴルゴダから飛びたったt いわれる_「クレ=アの誕光」 

は100を超える星系に向けて飛びちD、それぞれ.の場所で誕生したばか9 ©'劫子 

のもとに降りそそいだという。その「タレアの誕光」のひとつがソマリ星系に 

あるオーラクルム主星アーゼAの国王の幼い嫡子のもとにも降りそそぃだ。ま 

ばゆくこうごう.しい光は、Kこやかに座ゥている王子を包み、いあわせた虜下 

は深く頭を垂れつぶやいたという「わがオー尹クルムの:王:太子は始皇帝クレ_ア 

さまの祝福を受けられた」と。その話を聞ぃた人々tt壬宮に向'かい頭を垂れク 

レアをたたえた。ソマリ星系を包む黒ぃ影に震えてぃた人々1こ！;って、..タレア 

の祝福を受けた王子は「希望」だった。 

もともとオーラクルムは新興の国家で、理想国家へ®希望を抱ぃた人々が建 

国したのものだ。理想国家にむかっての情熱は都市を築き、都市を明るぃ笑ぃ 

声で満たした。オーラクルムは人種差別も貧富の差もなぃ理想的な国家であっ 

た。 

しかし、yマリ星系全体がオーラクルムのような国家ばかりではな軍事 

力を背景に侵略をくり返す国家ももちろん存在.してぃた。そう_いった国の影は 

いつしかオーラクルムをも包み、笑ぃ声に満たされていた街かどにもしだいに 

影が落ちるようになって妗つた。そんな中で人々が始皇帝クレアに祝福された 

王子を称え、車爭©中に「希望」を見出したのも当然であろう,，王子の存在に 

励まされ人々は一歩一歩理想国家への道をまた歩きはじめた。 

星暦3964年、王子は成長しオーラクルムの王座についていた。しかし、そこ 

にはオーラクルム王の実力を試すかのように多<の問題が積載していた。オー 

ラクルムは軍事より内政に力を入れてきたために、周辺諸国に比べ軍備の.立ち 

遅れがめだってぃる。友好国であるトリスティアを脅かしてぃる北の蛮国ロッ 

サリアに対抗するには、軍備を早急に整えなければならなぃ状況にある。卜y 

スティアもまた平和的国家であり、平時には軍備増強など考えもしなぃ。当然、 

保有している宇宙戦艦の数はたかが知れている。オーラクルム.としては、トリ_ 

スティアの艦隊をあてにせず、自国艦隊だけでロッサリアと戦うことになるだ 

ろう。 



卽、リスティア 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 初期PD値 資源力 資金力 
オウディ 4-5 35 55 110 

トーミス | 9- 3 30 40 45 

印象値 NT値! SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 
180 200 40 1000 1200 100 150 46 2 

【初期戦力】F2型-15隻 F2型-15隻 B1型-8隻 B1型-8隻 

❿ 

〇 



【解説】 

卜f荩_チィアはソマリ星系©北西に位置する国家である。主星であるオウヂ 

ィとトーミスfcいう2つだけの惑星で構成される小国だ。どちらも資源的にも 

資金的にもあまり価値のない惑星だ。資金、資源、技術と諸国家に大きく遅れ 

をとり、保有する軍隊も形式程度のものでしかない。そんなトリステイrを狙 

つ/ているのが北の蛮国ロッサリアである。貧しいながらもこころ優しい国民は 

それなりに幸福な生活をおく〇ている。その生活を崩壊させようとする蛮国口 

ッサリアの侵略を良識のある国家であれば黙ってみすごすことはできないだろ 

•5.¢ 

ロッサリアにとってトリゥティア侵略はオーラク..ルムへの侵攻拠点にするた 

めでしかなく、トリス.ティアを手中におさめたのな_ら即座に大艦隊を主星であ 

ったオウディに集結させるだろう。隣国であり友好国であるオー•爹クルムとし 

ては、トリスティアを守るの.ことがひいては自国へのロッサリア.の侵略を未然 

に防ぐ結果にもなるのだ。 

攻めるロッサリアの戦力はF2型戦艦110隻、B2型戦艦110隻である。それに対 

抗するトリスティア、オーラクルム連合艦隊はF1型戦艦32隻、F2型戦艦30隻、 

B1型戦艦16隻だ。数字だけを見るのなら勝利の女神が微笑むのは侵略者である 

口_ッサリア軍ということになる。助力しなくてはならないオー7クルムの艦隊 

ではあるが、いかんせん主力がF1型戦艦である。性能的にも数の面でも,太33打 

ちのできる状態にはなV、のだが、艦隊能力と艦隊の指揮は口tサリアをはるか 

に上回わっている。それを利用し時間を稼ぐしかないだろう。 

PッサリアのB2型爆撃戦タイプ戦艦がトーミスかオウディの攻撃を開始す 

れば、防衛力の低レゝ両惑星はまたたく間に陥落してしまうから、けゥ:してロッ 

サリア艦隊を惑星に近づかせてはならない。各惑星をあるfiAどの時間守りさ 

えすればオーラクルムでB1型戦艦とF2型戦艦の開発が間にあうはずである。 

そうなればロッサリアと十分渡り合うことができる。卜Uスティア防衛戦で勝 

利をおさめるためには、できうるかぎりの資金を開発につぎこみ、造船技術の 

遅れを取りもどさなければならない。 



题□ッサリア 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 初期PD値 資源力 資金力 
モスコウ 15-15 140 100 120 
キュエフ 14-4 1 120 110 90 
ルブルグ. 13-10 r 3〇 30 40 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 金力 資源力 宙軍力 [Fック数 惑星 
20 300 60 1500 | 2500 250 240 220 30 3 

【初期戦力】F2型-60隻F2型-50隻B2型-60隻B2型-50隻 



国別データー覧 

【解説】 

ロッサリアは北の蛮国と呼ばれ、軍事力に.Is©をいわせて領地拡大をはかっ 
た国家だ。ロッサyア周迈には対抗できるだけの艦隊を保有する国家が少なく、 
ロッサリアの脅威にふるえる毎日だ。.オーラクルムの攻守同盟国である卜卩ス 

ティアもそういった国家のひつであり、ロッサリアの軍事的圧力に、オーラ 

クルムへの軍事的援助をたえず求めている。そんなトリ筑于.#アが今まで滅ん 

でしまわなかったのは、.トリスティf オーラクルムの周辺を小惑星帯が囲み、 

両国への入®:〇第ーヶ所しかないためである。小惑星帯のおかげで口，寺リア 

も簡単には手出しできないでいるが、トリスティアの艦隊もオーラ_夕_ルム艦隊 

も全力で侵攻してくるロッサリア艦隊を迎え撃ち、撃退することは難し 

しかし、トリスティアへの侵略を防ぎながらオーラクルムがなんとか技術力 

をつけ、艦隊を整え反撃に転じようとすると、それまで防衛に役だっていた細 

い回廊が逆にあだとなってく.る。ロッ..リアへの侵攻が:思うようK行なえない 
からだ。回廊の出口にあるロッサリア©惑星はキュエフであり、宣戦を布告し 

たあとのオーラクルムはキュエフに進軍を開始する。これを陥落させることが 

できれば、オーラクルムt卜yスティアも十分に戦うことができる。しかし、 

キ立エフは遠く、近づぐことの難しい惑星である。もたもたしていると一度は 

撃退したはずのロッサリアが再度兵力を整え、艦隊を向けてくることになる。 

キュエフへの道を急ぐオーラ_タルム艦隊にラターニアという国家がロッf*y 

アに対し宣戦を布告したという報告が入る。ロッサリアの傍若無人なふるまい 

に立ち上がった国が他にもあったということになる.ラターニアの宇宙艦隊は 

〇ッサリアの艦隊と互角に戦い、激戦のすえに惑星キュエフを陥落させる。そ 

して、ラターニアはオーラクルムに陥落させたばかりの惑星キュエフを無条件 

で譲り渡してくれるのだ。惑星キュエフを入芋してしまえば、ルブルダやモス 

コウといったロッサリアの惑星への侵攻が断然やりやすくなる。オーラクルム 

艦隊としては即座に通常航行でモスコウをめざすべきだろう。ほかの周辺諸国 

のことを考えたら、1隻でも艦隊の損出は抑えたいからだ。.とはいっても惑星 

モス:3ウはかなりの防御能力を持っており、きらにはロッサリアに強力な同盟 

国が現われ、協力してオーラクルム艦隊に襲いかかってくる。熾烈な戦いが繰 

り広げられることは間違いあるまい。 





国別データー覧 

【解説】 

ロツサリアの軍事力の前に脅えていたオーラクルムや卜yウティアとは違い、 

ラターニアは自国を守り、ときには撃ってでるだけの艦隊を保有している強国 

である。強国であると_!«_っ_ても、ロッ■サリ:.アのように軍事力を盾に他国の平和 

を脅かすような国家ではない良識的な国家だ。 

無益な争いを好まない性格のためか、トリスf•イア侵攻が開始されるまでは 

ロッサリアの蛮行を黙認してきたが、武力も持たぬトリスティアを征服しよう 

とするロッ兮リアを牽制するため宇宙軍を送り出した。 

その宇宙艦隊はラターニアが侵略を行なわないということを反映してか、惑 

星攻略用の爆撃戦タイプの戦艦は少なく、格戦闘タイプの戦艦に重点が置かれ 

ていて、わずかではあるがロッサリアを数で凌いでさえいる。オーラクルムニ 

トリスティア連合軍に苦戦したロッサリア軍には、ラターニア軍と互角に戦う 

力は残されてはいなかったが、完全な状態であもロッサ!；アは劣勢を強い 

られていたに違いない。 

卜9スティアとオーラクルムの危機を救うために口梦爹リアの従星キュエフ 

を占領し、そこをオーラクルムに一任するあたりに、あくまでも防衛のためで、 

侵略を目的にはけ-?して軍を動かさないというラターニアの国柄が現われてい 

る。ラターニアの宇宙艦隊をもってすれば、トリスティアも才一管#ルムも滅 

ぼすことは可能なのであるが、私利私欲のために使わないという.'?ターニアの 

姿勢には最大限の敬意を払わなければなるまい。 

ソマリ星系の真の平和を望む国家は少ない。平和統一を叫ぶ国家もあるには 

あるが、たいていの場合が己の侵略統一を正当化するための詭弁に過ぎな’ 

そんな国家群のなかでラターニアのような国家は、貴重である。オーラタル:ム 

がキュエフを拠点にして、ロッサリアを滅亡させると、ラターニアは平和のた 

めの攻守同盟を申し出てくる。.ゾマリ星系統一に動きだしたオーラクルムの前 

には、ゲルーマンというロッサリアさえしのぐ強国が立ちはだる。一国でも協 

力してくれる国があったほうが心強い。始皇帝クレア©誕光によってオーラク 

ルム王が祝福され、王こそソマリ星系を救う勇者であるという伝説を信じたの 

かもしれない。 
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【解説】 

pyサリアが「#の蛮国」であるの.にたいして、ゲルーマ■ンは「南の蛮国」 

と呼ばれている。双方とも軍事国家であり、っねに領地拡大の野望をいだいて 

いるという点では共通するものがある■のだろう0レ#:t、ゲルーマンから見れ 

ばロッサリアも小国にすぎず、隙があればロッサyアの領土さえも芋に入れよ 

うと画策しているのだ。 

ゲルーマンは以前からラターニアと国境紛争を繰りひろげてきた。ラターニ 

アの側にはいっさい侵略し領土を拡大しようという思いはなく、防戦一方であ 

った。しかしゲルーマンにtってみれば、それは侵略の妨害するもので、ラタ 

ーニアは目®上©コブといったところで、侵略軍を北上させることができない 

でいたのだ。 

Lか“オーラクルムがロッサリアと交戦状態にはいるや、好機とばかりe 

同盟国であるグレイプ！}一を仲介し、ロッサリアとの攻守同盟を締結する。と 

りあえずロッサリアに協力しておいて、オーラクルムが滅亡するようなことが 

あれば、その領地をロッサリアから奪いとろうという考えがあなてのeとだっ. 

たろう。もちろんオーラクルムめ同盟国IこラターニTの名前がjj□わっていたの 

も見逃しはせず、ラターニア撃滅の好機と考えて:いたフシがある。 

ゲルーマンの保有する宇宙艦隊は数の上ではラターニア軍を上回わるもめ.取、 

決定的なものでなく、均衡しているからこそ永年国境線での紛争に決着がっけ 

られないでいた。そこにロッサリアの兵力を加えれば計算的にほ、ラターニア 

をはるかに上回わる兵力を得ることにはなる。もちろんその計算の中にオーラ 

クルムの存在は入力されていないのである。ログサリア=ゲルーマン連合軍が 

対したオーラクルム=トリスティア=：ラターニア連合軍の兵力は彼らが計算し 

たものよりはるかに大きかったのである。 

ロッサリアを滅ぼしたオーラクルムはゲルーマンとvゝう強国に立ちむかわな 

ければならない。Dッサリアとの交戦時に十分な兵力を貯えておければオー梦 

クルムはゲルーマンに快勝できるだろう。ロッサリアとゲルーマンとの違いは 

F2型格戦闘タイプ戦艦30隻でしかない。F3型の開発がすんでいるのなら完勝す 

ることも可能だろう。 





[解説] 

ロッサリアとゲルーマンの背後には、グレイブリーの存在がある。グレイブ 

リーの軍事力はこの3国の中で最強で、ロッサリアとゲルーマンがか泛K手を 

組みグレイブリーに反旗を翻したとしても、とうてい相手にはならないほど強 

大だ。実はロッサリアとゲルーマンを手足ように使い、表面には出ずに侵略を 

行なっているのだ。ロッサニアとゲルーマンが軍事大国になれたのも、もとを 

たどればグレイブリーの資金的援助があったからである。2国はグレイブリー 

の狩脚犬として育てられたといっても過いではない。 

オーラクルムがロッサリアを滅亡まで追いこむと、突如グレイブリーから威 

圧的な通信が入ってくる。「わが帝国は、貴国がロッサリアを滅ぼすことを望ま 

ない。万が一そのようなことあらば覚悟するがよい」 

手足としてきた国が滅ぼされる寸前に、黒幕が正体を表したのである。この 

威圧的な通信文からグレイブリーが自国の軍事力にどれだけの自信をもってい 

るかが推測できるだろう。しかし、ロッサリアを滅亡できる好機を逃すわけに 

もいかない。ここはやはりこの通信は無視して、ロッサリアに最後の戦いを挑 

むべきである。もし、ちゅうちょすればロッサリアがいつ息を吹き返さないと 

も限らないからだ。 

グレイブリーはいままでの〇,サリア、ゲルーマンですら保有していなか1 

たF3型戦艦を主力_とし宇宙軍だ。数でも130隻とゲルーマンのもっ格戦闘夕 

イプ戦艦すベてより多くの艦を1つの艦隊で持っているのだ。ほかにF2型格戦 

闘タイプ戦艦も保有しているのだがら、グレイブリーと戦うのには十分な準備 

が必要だ。ラターニアとオーラクルムの連合軍でさえ物量ではかなわない。し 

たがって新型戦艦の開発を怠ってはいけないのだ。F3型130隻に対抗するため 

には数でそれを上回わればいいのだが、オーラクルムもロッサリア、ゲルーマ 

ンとの戦いでかなりダメージを受けているはずで、戦艦の数をそろえるにはか 

なりの時間が必要なはずだ。やはりグライブリーのもつF3型より:上のタイプの 

格戦闘タイプ戦艦を開発しておくしかない。F4型かF5型の開発が間に合えば 

いいのだが、こちらもある程度の艦数は必要だ。開発に従事するか生産を先行 

させるか、時期を誤れば侵攻してくるグレイブリーの艦隊に粉砕されてしまう 

だろう。 





【解説】 

オーラクルムが国力を貯え、着実に強欲な軍事大国を打ちやぶると、それに 

触発されたかのようにソマリ星系全体が動き始める6フルキリユアもその波紋 

の中に身を投じることになる。 

ワルキリユアは星系内でもめずらしい女帝を最高指導者にいただく国である。 

また余談ではあるが、ヮルキ9 aアの人_〇.碟) 8割りが女性だという。だれもが 

美しく行動力と洞察力に富んだ女性だというのだから、各国から好奇の眼差し 

をうけていて当然であろう。初代ワルキリユア皇女から星暦3970年の今日まで 

代々優秀な女性を長としてきたという©も、人選の対象者のほとんどが女性で 

あるからだとうなずける。だからといって他国に能力的に劣る，2,とはなく、む 

しろ名君が、イストラムーなどの強国を凌ぐ兵力を持っていながら、領地拡大 

のための侵略など行なわず良識ある政治を執り行なっている。 

そのワルキリユアでショッキングな事件が発生する。Fルキアの主星ア 

ルフォを訪問中のラターニアの親善使節が暴徒に襲われたのだ。親善使節の団 

長を勤めていたのはラターニアの第2王子であり、Sfcはより深刻な問題とな 

った。ラターニアとワルキリユアの間に一触即発の緊張状態となるが、ラター 

ニアによる調査の結果ワルキリユア政府とはまったく関係のないことが判明し、 

開戦は回避することができた。第2王子暗殺は他国の艦隊に異常なまでに神経 

質になっていた一部の急進派によるものだと判明した。ワルキリユア、ラター 

ニア両政府の努力の結果、賠償条約を締結することで事件は収拾した。この事 

件の背景には親善使節を装い、艦隊をアンウィンカに潜入させたコルテナチス 

の作戦であった。ソマリ星系に住むだれもがその卑劣さに怒りと不安感を覚え 

た事件である。，ターニア政府も、この事件の背景を考慮し、武力行使を回避 

し賠償請求のみにとどめたのである。 

ワルキリユアは信義に厚く正義感にあふれる国家である。積極的に動かない 

ものの星系全体の平和繁栄を願っている！:とは、オーラクルムやラターニアと 

同様である。だからこそトリスティア滅亡の危機を防いだラターニアの使節を 

歓迎したのだ。その結果は悲劇的なものであったが……。 

そして、オーラクルムとワルキリユアが手を結ぶ、ソマリ星系滅亡の危機に 

立ち向かうために.。 



アンウインカ 

1【保有惑星データ】 



[解説] 

アンウィンカという小国がイストラムー、エスパ.ニアンなどの強国に挟まれ 

ながらも存続させてきたのは3国の微妙な位置関係に原因がある。本来ならば 

イストラムーかエスパニアン、どちらかの国の宇宙艦隊によっ.てアンウインカ 

は簡単に滅ばされてしまうはずである。そうでない£しても、エスパニアンと 

イストラムーの間にはこぜりあいがたえない也両国が戦争となればアンク彳ン 

力はその渦に巻きこまれやはり滅亡してしまっただろう。そんな危険な場所に 

位置する小国が存在しえたのも政府の優れた外交手腕のためである。 

中立を保ち続けているアンウィンカは、両国の間が険悪になれば、戦争を回 

避する方むにむかわせようとし、それに成功してきたのである。エス 

パニアンとイストラムーが微妙な関係でにらみあいを続けているからこそ，T 

ンウィンカは侵略もされず存続を続けていられる。 

しかし、星暦3965年、両大国の関係が急加速度的に悪化し、外交手腕を％_〇 

てしても、修復不可能なほどにまでなってしまった。アンウィンカとしては両 

大国を見まもるしかなかった。 

そこに、コルテナチスからエスパニアンに親善使節が派遣される。アンウィ 

ンカ政府は両国の間に軍事同盟が結ばれ、エスパニアンが本格的に対イストラ 

ムーに立ち上がることを恐れながらことのなりゆきを見まもっていた。ところ 

がエスパニアンにむかっていた親善使節団艦隊が突如予定の航路をそれ、ア¥ 

ウィ >力にむかって航行を開始したのだ。エスパニアン12.むかうものと思い警 

戒をおこたっていたアンウィンカが防衛艦隊を出撃させる間もなく、コルテナ 

チス艦隊はアンウィンカの主星ワスカに地上攻撃部隊を降下させる。地上に降 

りたコルテナチス攻撃部隊により、軍港や工場といった惑星の主要施設が破壊 

され、アンウィンカの惑星防衛機能は停止してしまった。防衛機能が完全に麻 

痺してしまったアンウィンカ領空をコルテナチス軍は悠然と進み、いとも簡単 

に2つの惑星を陥落してしまう。瞬時のできごとに、対処する暇もなくアンウ 

ィンカは宇宙図の上から姿を消していた。このできごとが、.ワルキリユアの急 

進派にラターニアの第2王子を暗殺させることになるのだった。 





【解説】 

イストラムーはエスパニア.ン_t_yマリ星系最大の保有惑星数を争っており、 

たえず両国の間には冷ややかな空気が流れ、緊張の糸が張り■つめている。ちょ 

っとしたきっかけさえあれば、.ソマリ星系で最大の戦争が開始されるckにな 

るのだが、これまでは両国の中間にはさまれたアンウインカが仲裁に入P、な 

んとか戦争だけは回避してきた。 

イストラムー王は昔からエス.パニブン関係改善を試みてはい:たのだが、 

両国の仲が良くなることはなく、なんとか冷戦状態を保てる程度であ，た。し 

かし、.エスパニアンの態度に王位継承前から怒りを覚えていたレムリア18世は、 

両国の関係改善に尽力することはなかった。両国の間にはしだいに開戦の機運 

が高まり、仲介にはいろうtするアンウィンカの外交手腕をもゥてしても、事 

態収拾は不可能となっていた。周辺諸国も両国が開戦するのもそう遠くない日 

だろうと見まもっていた。 

そこに飛びこんできたのがアンウィンカ滅亡の報である。エスパニアンにむ 

かっていたコルテナチスの偽装親善使節艦隊が、アンウィンカを驚くべきスピ 

ードで滅亡においやってしまったのだ。その背後にエスパニアンの存在を認め 

たレムリア18世は激怒し、エスパニアンとの戦争準備を急ぐよう臣下に命令し 

たという。エスパニアンtイストラムーの宇宙軍はまったく互角で、消耗戦が 

予想されていた。エスパニアンとコルテナチスが攻守同盟を組むとなればその 

バランスは崩壊し、イストラムーは窮地にたたされること.になる。そこにイス 

トラムーに同盟を申しこんできたのがメヒコマーヤという/あ寒である9 

ナチス領にあった3っの惑星が、圧政に耐えかね独立をはたし、メヒコマーヤ 

が誕生したのだった。それでも軍事的優位はエスパニアン=3ルテナチス連合 

軍側にあった。 

オーラクルムが非友好国家を滅ぼし領地を拡大させているのであれば、両者 

の戦いに介入することが可能だ。劣勢と思われるイストラムーではあるが、そ 

こにオーラクルムの兵力が加われば、戦局を覆すことができるだろう。オーラ 

クルムはイストラムーとは攻守同盟を結び、エスパニアンを滅ぼすことで、ゾ 

マリ星系を統一することができるだろう。 





【解説】 

コルテナチスはそれ以前にあった.2っの国が統一されてできた国である。統 

一といっても実際は穏やかなものではなく、武力を背景に併合レた！:いうのが 

正しい。さらなる侵略を行なうために軍事産業に国力のほとんどが注がれ、国 

民は飢え重税に苦しんでいる。そのため各地で、連日のように反政府デモが起 

こり、力でそれをねじ伏せようとする治安当局との衝突がたえない6 

そして反政府運動は激化し、駐留する3ルチナチス軍をうちやぶり、っいに 

カターン、ティカル、チチュン、3つ®'惑星が独立に成功する。3っの惑星は 

まとまって1っの国家となり、国名をメ fcコ—ヤといった。 

独立を許しTUまっすこコルテナチス.としては、一刻もはやく反乱惑星を鎮圧 

したかったが、メヒコマーヤの独立に影響を受け、ほかの植民惑星でも反政府 

運動が激化、その鎮圧にも力を傾けなくてはならなかった。保有惑星7個のう 

ち、3っまでを手ばなしtUまったのでは、領土拡大はおろか自国の存続さえ 

も危うくなってしまうと考えたコルテナチス政府はエスパニアンと秘かに謀り、 

非道の計画を実行に移す。 

コルテナチス©主星イベリアから艦隊が発進することから作戦は開始される。 

艦隊は表むきは親善使節としてエスパニアンへの航路にっいた。いくら_3ルテ 

ナチス艦隊であっても親善使節を襲撃することは、イス.トラムーやコルテナチ 

スを忌み嫌う国にもできない。そしてコルテナチス艦隊は計画通り、エスパニ 

アンへの航路をそれ、一路アンウイン*をめざし.た。イストラムーやラターニ 

アの情報網はいちはやく異変を察知したが、コルテナチXの目的がアンウィン 

力侵略だとは誰も考えていなかった。それだけ親善使節艦隊は旧式で貧弱なも 

のだと思われていたのだった。しかし.，それまでまとっていた外装を外し、内 

面に隠された真の姿をさらした。 

アンウィンカ政府が驚きとまどっている間にこの艦隊はアンウインカ主星.ワ 

スカに海兵隊を降下させ、防衛拠点の破壊に成功する。この時点で初めてコ办 

テナチスはアンウィンカに宣戦を布齊したが、もはやアンウィンカには艦艇は 

残っていなかったaこうしてアンウィンカほいとも簡単にコルチナチ又»手中 

に落ちてしまう。そして、ア_ンウィンカの領土を手土産にv 9ル.テナチスはエ 

スパニアンとの攻守同盟を締結する。 



風モーゴル八ン 

【初期値】 

【保有惑星データ】 

惑星名 位置 初期PD値 資源力 資金力 
タアツゥ 5-26 480 250 270 
キチャク 3-24 520 40 50 
イノレノヽン 8-22 380 80 60 
オゴタイ, 4-32 420 210 140 
ヤガタイ 11-28 240 220 180 

印象値 NT値 SV値 資金 資源 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 
80 600 300 2500 400 700 1420 870 90 i 5 

【初期戦力】F4型-250隻 F4型-250隻 B3型-250隻 B3型-120隻 



【解説】 

もともと好戦的であり、貪欲に領土を拡大:しt:いたモーゴルハンではあった 

が、周辺の強国が勢力を固めはじめると進軍をぴたりとやめ、そのまま自ら0 

領地にこもった0モーゴルハンはそれから約20年はなんの行動も起こさず、不 

気味な平穏を続けてきた。モーゴルハンが侵略戦争のための軍備を水面下で整 

えているとはいわれていた。そして3,ルfナチスからのメ fcirマ■ーヤ独立、北 

西部でのオーラクルムの台頭と、、/マリ星系が確実に動き出したのを見きわめ 

たかのようにモーゴルハンもまた侵略を再開する。 

モーゴルハン主星であるタアツゥ周辺に展開する宇宙艦隊は強大なものであ 

づた。1000隻とも1500隻ともいわれる大艦隊は静かに時を待ち、暗黒の虚空に 

浮かんでいた_のだった。 

そして、艦隊はポートガルーにむけて発進する。20年の軍備拡張の期間は終 

わり、激しい戦いの火蓋が切って落とされた©である。準備に時間をかけただ 

けのことはあり、ポートガルーの惑星ラガンサ梂いとも簡単に陥落し、モーゴ 

ルハン艦隊の威力を見せつ.けた。モーゴルハン.はその勢いの.ままif*-トガルー 

の主星をめざそうとするが、横から待ったがかかる。 

東エリアに鎮座する軍事大国エスバニアンである。エスパニアンはモーゴル 

ハンが占領し自らの領土としたサガンサをポート#ルーに返還するよう|こ要求 

する。モーゴルハンとエス.パニアの関係は緊張し、：モーゴルハンの出方レ怒w 

では宣戦が布告されかねない状態となった。しばらぐの沈黙を置いてモー办 

ハンはエスパニアンの申し入れを受諾する。いくら準備を整えての軍隊であづ 

てもエスパニアンにはかなわないと判断したのだ。 

驚喜したポートガルーはそのままエスパニアンとの攻守同盟を締結してしま 

う。オーラクルムとモーゴルハンが互いに宣戦を布告するのは、グレイプリー 

の崩壊直前のことである。残り3つほどの惑星を攻略すれば、軍事国家グレイ 

ブリーの名はソマリ星系から消滅すること!£.なるというときに、モーゴルノヽン 

はオーラクルムへ宣戦が布告する。オーラクルムはいちはやくグレイブリーを 

滅ぼし、迫りくるモーゴルハンの脅威に備えなければならないのだ。 





【解説】 

現在では惑星3個のポートガルーではあるが、以前はコルテナチスやモーゴ 

ルハンに劣らないほどの大国であった。そんな大国が現在のように衰退してし 

まったのは王位継承をめぐる争いのためである。後継者の指名のないまま国王 

が他界してしまい、次期国王を名のる諸侯同士の戦いで全土は内乱状態となっ 

た。内乱は長く続き、国政は滞ったままだった。当然国力は疲弊し、広大な領 

土も徐々に周囲の国家に侵略されてしまった。内乱が収拾したときには、領土 

は現在の大きさに縮小してい.たのだった。 

新しいS王が即位したもの®、荒れはてた国土を再建し、混乱状態にある経 

済を立て直すことは自力では不可能な状態になってしまっていた。資金がどう 

しても必要だった。ポートガルー国王は隣国であるエスパニアンに経済援助を 

依頼した。エスパ.ニアンはそれを了承し、多大な額の援助によりポートガルー 

の経済ほ立ち直ってきた。国民はいまだ貧困にあえいでおり、エスパニアンか 

らの援助金を返済するほどの余裕はないようだ。エスパニアンは経済援助で、 

ポートガルーを属国化しているのだと見るのが妥当であろう。 

戦乱の嵐が吹きあれると、小国は大国の前に屈し、減んでいく。以前の大国 

でも、弱体化してしまった国家を見逃してくれる国などない。当然、周辺諸国 

はポートガルーの領土を狙い軍を動かすであろう。ポートガルーもそれを危惧 

し、宇宙軍の強化Eつとめているのだが、いまだ周辺の大国に匹敵する水準ま 

でにはいたっていない。 

ポートガルーにまっ先に手を出したのは、不気味な沈黙を長い間続けてきた 

モーゴルハンだった。ポートガルーの宇宙軍はモーゴルハン艦隊の前に手も足 

もでず敗走し、惑星ラガンサは簡単にモーゴルハンの手中に落ちてしまう。ラ 

ガンサを拠点にモーゴルハンが侵攻を開始すれば、間違いなくポートガルーは 

滅亡してしまっただろう。しかし、ポートガルーの危機はエスパニア:K.©介入 

によって救わる。さすがのモーゴルハンもエスパニアンの強大な軍事力に対抗 

しえないとあきらめ、惑星ラガンサをポートガルーに返還した.。.ボートガルー 

は驚喜し、.エスパニアンとの攻守同盟を締結して_しまう。それがエスパニアン 

の領土拡大作戦だとも知らずに……。 



エスパニアン □ 

r hY\ 
【保有惑星データ】 

i惑星名1位置1初期PD値 ,1資源力1資金力i 



エスパニアンはソマリ星系東方部のほとんどをその支配下におく軍事超大国 

である。ソマリ星系東方に誕生した無名の小国が、想像を絶する勢いで周辺諸 

国を配下におさめ現在のエスパニアンどなった。エスパニアンは当時、1ヶ月 

ごとにソマリ星系の勢力図を塗りかえていったとさえいわれる。 

その膨張行動はイストラムーの領域までエスパニアンの領土を拡大させてと- 

まった。 その進軍をとどめるものなレ,&いわれたエスパニアン軍も大国イスト 

ラムー£;の戦いに;だけは勝利することができなかった©だpいや、厳密にいう. 

とエスパニアン軍の方が押されぎみであったe .tfしてしぱらくにらみあいが 

続き、疲弊しきった両軍の戦いは膠着状態を迎える。その戦いはアンウィンカ 

の外交努力で終わりを迎えるが、その時点で戦いを続けるだけの兵力をエスパ 

ニアンは持っていなかった。 

それからは幾度となくイストラムーとエスパニアンの国境でこぜりあいがあ 

ったが、アンウィンカがそのたびに両国を説得し、全面戦争に発展することは 

なかった。イストラムーが戦いを好まず、エスパニアンにイストラムーを滅ぼ 

すだけの兵力がなかっただけだともいわれているが、どちらにせよアンウィン 

力の努力がなければ、さらに無意味な戦いが続いていただ冬う。しかし、エス 

パニアンはそれで黙っているような国ではない。いっかはイストラムーをわが 

ものにしようとたえず爪を研いでいるのだった。 

それまで保たれていたバランスをコルテナチスが崩壊させる。コルテナチス 

からの独立国メヒコマーヤをイストラムーが保護したことから、怒りを覚えた 

コルテナチスがエスパニアンと手を組む。それまでの絶妙なバランスが、エス 

パニアンにコルテナチスの兵力が加わったことで大きく天秤が傾いたのだったa 

イストラムーのほうは、メヒコマーヤという取るに足りない小国を仲間にした 

だけだったa 

エスパニアンはさらに隣国ポートガル.一を事実上の属国と!千二分な戦力 

でイストラムーとの国境をめざすのだった。唯一、エスパニアン©歴史に汚点： 

をしるした国を滅ぼすために。そしてソマリ星系制覇をめざして……。 



_ァズラテック 

【初期値】 

【保有惑星デ-夕】 

惑星名 位置 初期PD値 資源力 資金力 
トウーラ j 40-60 100 60 120 

チョルラ 34-53 60 40 60 

トルテク 37-52 20 20 40 

ザポテク 37-57 40 30 80 

印象値 NT値 SV値 資金 資源コ 資金力 資源力 宙軍力 ドック数 惑星 

80 100 60 500 1000 300 150 110 50 14 - 
【初期戦力】F1型-30隻 F1型-20隻 B1型-30隻 B1型-30隻 



[解説] 

アズラテックはソマリ星系の南東にある小国である。こ®国も以前は現在の 

倍以上の領土だったが、エスパニア:ンIこよって多くの惑星を奪われてしまっ.fca 

エスパニアンの侵攻があまりにも早かったのと、他国の侵略に対しての備えが 

まったくなかったことが、エスパニアンの台頭を許した要因であった。アズラ 

テックの慢心がエスパニアンを現在のような大国にしてしまったという辛らつ 

な意見すらある。それまではエスパニアンをとるにたりない小国と嘲笑しでい 

たアズラテックも、では逆にエスパニアンの軍事力に恐怖しているありさまだ。 

エスパニアンがイストラムーという障害に出会い、侵略をやめたのでなんとか 

滅ぼされずにすみはしたが、エスパニアンが侵略を再び開始すればアズラデy 

クは簡単に減んでしまったであろう。 

エスパニアンの.ためにアズラテック軍は壊滅的ダメージを受けた。アズ，テ 

ックとしては軍を再建し、エスパニアン侵攻に備えたいところだが、豊富な資 

源を産出していた惑星をエスパニアンに奪われてしまったために、ままならな 

い状態である。そして、アズラテックにエスパニアンが再び攻め入ってくる。 

アズラテックに抵抗するだけの力はなく、わずかに残っていた惑星もすベてエ 

スパニアンの領土となり、アズラテックの歴史が幕を閉じたのだった。 

しかし、アズラテックの人々の中にはたとえエスパニアンの支配を受けよう 

とも、反エスパニアンの意志、平和を望む心は残っていた。ただきっかけさえ 

あれば、人々は、銃を手にとり反エスパニアン運動を開始したであろう。人々 

にはソマリ星系に平和を取り戻そうとしている国があると聞こえてくる。その 

国ーオーラクルムーがエスパニアンに対し宣戦を布告し、無敵とさえ思われた 

エスパニアン軍を打ち破ったのである。旧アズラテック領内惑星の人々はこれ 

に歓喜し、反乱の狼煙をあげる。そしtオーラクルムは次々とエスパニアンに 

占領されていた惑星を解放し、人々は各地で、浮き足だったエスパニアン軍を 

打ち破っていった。旧アズラテック国民のだれもが国家再建が確実になってい 

くのを感じていた。人々はなんとかアズラテックの領地をエスパニアンから奪 

回し、国名も新たにネオテックを建国した。しかし、そこにアサコ大公国から 

の電文が届く。それはエスパニアンがクラ ー！；ンと手专結んだという恐ろしい 

知らせであった。 



A型戦艦 

1 攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格1 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
100 i 40 0 100 2 16 20 12 m 0 

[解説] 

「八強国の時代」初期に生産されたA型戦艦は、現在では旧式の分類に仲間入 

!5しており、ジロ星団内で現存しているのは数えるほどでしかない。亜空間航 

行こそ可能ではあるものの、通常空間での移動力が戦場で命と0になるほど低 

敵艦隊の標的となった。 

装甲、火力とも新型の宇宙戦艦の足元にも及ばず、A型戦艦で構成された字 

宙艦隊が勝つことは不可能に近いだろう。 

A型戦艦を建造、保有していたのはジロ星団ではサンタリ星国ただ一国であ 

り、周辺の国家は最低でもC型戦艦を主力戦艦と:して採用している。そしてサ 

ンクリ星国の当面の敵である反乱軍もまたC型戦艦を主力fcした艦隊を保有し 

ている。サンクリ星国がA型戦艦をもつて反乱軍艦隊に勝利しようと思うので 

あれば、倍以上の数で戦わなくてはならないだろう。しかし、.事態は急を要し、 

それだけの数を用意するより、新型戦艦の開発を急いだほうが得策だ。くれぐ 

れもA型戦艦で戦闘に赴くなど考えぬほうが身のためである。 
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B型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 j必要NT値 

前方 側面 後方 
120 50 0 120 _ 31 20 巧 15 22 100 

[解説] 

B型戦艦はA型戦艦の生産ラインをそのまま流用し.，出力系の改良と装甲強 

化を計ったものである。しかし、その改良も、急場しのぎでの産物で、せいぜ 

い40%程度の増加にすぎない。速力は50%アップだが、攻撃能力はあまり上昇 

していない。 

A型戦艦の生産ラインをペースにし'ているために、開発には手間はかからな 

いが、実戦で使用するためにはある程度の数がないと役にたたない。このため 

中途ハンパなB型戦艦をあせって戦場に送りこむよりも、もうしばらく我慢し 

てC型戦艦の開発を待ったほうが良策であろう。 

しかし、.サンクリ星国にとってはなにしろ時間が不足しているため、時間を 

稼ぐためにB型戦艦で戦うることも考えなくてはならないかもしれない。速力 

の向上によって、B型戦艦はなんとか作戦展開だけはできるようになっている。 

こうして反乱軍艦隊を食いとめ、その間にさらに上のクラスの宇宙戦艦を開発 

するのもいいだろう。 



C型戦艦 

攻擊力 
耐久力| 速力 生産資金 生産資源 

-1 
売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
140 70 0 140 3 24 30 18 23 200 

[解説】 

C型戦艦はサンクリ星系内の反乱軍のほか、ジロ星団南部の主だった国家が 

採用している代表的な宇宙戦艦である。すでにクイラ大帝国などの強国では主 

力戦艦の座を退いてはいるもの_の、生産コストがかからず、各国に重宝されて 

いる。 

ホンシャ帝国の衰退によりジロ星団内は緊張状態がつづき、各国がにらみあ 

いを続けている状態である。そのため生産がラクなC型戦艦が重宝されている 

のである。新型戦艦の開発に多額の資金を投入するより、艦船数を増加させて、 

現在の緊迫した状態に対応しようと考えるためだ。 

サンクリ星国が反乱軍を鎮定するためには、少なくともC型以上の能力をも 

つ艦船を実戦に投入しなくてはならないだろう。サンクリ星国周囲の国家もお 

おむねは主力はC型戦艦なので、早めにC型戦艦を開発しておけば、他国の侵 

略に脅えなくてもすむという利点がある。 



戦艦データー覧 

D型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力1 生産資金 生産資源 

— 
売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
180 90 0 180 3 28 35 21 25 300 

[解説] 

最近まで長期にわたりジロ星団主力戦艦の座にあったc型戦艦だが、各所で 

戦闘が激しさを増したため、各国はさらに新型の戦艦を続々と投入するにいた 

った。しかし、新しい戦艦を十分な数だけ用意できるのは国力豊かな強国だけ 

で、小国は、そう簡単には新しい戦艦に乗り換えることはできない。生産ライ 

ンを根本から造りなおさなくてはならないからだ.。 

それゆえ小国は依然からのラインを利用し、なんとか周辺諸国の艦隊に対抗 

できる戦艦を生産しなければならない。そこで生まれたのがD型戦艦である。 

いままで主流であったC型戦艦の生産ラインをそのまま使用し、出力系のパ17 

ーアップを計ったものだ。資産に乏しい小国はD型戦艦でなんとか急場をしの 

ぎ、いちはやくさらなる新型戦艦の完成を待ち望むしかない。 

反乱軍、それにつづくバディ共和国に勝利するためには、サンクリ星国もこ 

のタイプ以上の戦艦を開発建造しなければならないだろう。 
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E型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格1 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方： 
220 110 0 220 13 34 42 26 26 400 

[解説] 

A型からC型まで©戦艦が曲線的構造物を組み合わせたフオルムだつたのに 

対“ E型戦艦からの系列は定規で引いたように直線的フオルムで構成されて 

いる。水も空気もない宇宙空間では航行中の艦船が受ける抵抗は1キロ立方に 

水素原子約16個と極限までに少なく、どのような構造であろうと問題があるわ 

けではないが、曲面的なデザインの艦船にはどこか開発者の美意識のようなも 

のを感じないでもない。 

戦局の進行が開発者の美意識すら消し去らせてしまつたのか、E型戦艦のプ 

オルムはいかにも戦闘だけを目的にし#5機能一点ばりだ。戦乱の世は美しい艦 

船というものを必要としないものなのかもしれない。艦の左右の直方体ブロッ 

ク角度で、推進方向を決定する。これは姿勢制御用の推進剤噴出口を減らすァ 

イディアとして出されたもので、おもしろいものではあるが、可動部の強度的 

な問題と構造の複雑さゆえに、E型系列以外の艦船には使用されていない。 



戦艦データー覧 

F型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力! 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力' 必要NT値 

前方 側面 後方 
260 130 20 260 4 40 50 130 27 500 

[解説] 

光速に近い速度で航行中の戦艦は、理論物理学上では後方かちの攻撃を受け 

にくいこと.になっている。通常空間においては光速を超えることは事実上不可 

能とされているからである。しかし、その理論は戦時における超光速空間技術 

'の発展が過去のものとしてしまった。超光速空間を伝わるエネルギー波や、.* 

サイルは十分に光速を超えうるのである。いついかなる.方肉からでも攻撃をう 

ける可能性が生まれてしまったのだ。これまでの戦艦は、後方からの攻撃を受 

けないものとする古い発想のもとに開発され、そのために多大なる損害が生じ 

てきたので、F型戦艦にいたり初めて後方への迎撃をステムが搭載されること 

となった。その攻撃力は貧弱ではあるものの新しVゝ概念を盛り込んだ点は高く 

評価できよう。非力な艦隊が後方からのゲリラ的に攻撃しようにも、こ,の..シ 

ーズ以降の艦船にはすべて後方への攻撃能力が備わっているため、攻撃に注意 

が必要だ。 
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G型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
300 150 30 300 4 46 57 35 30 600 

[解説] 

艦艇数ではるかに上回わる敵と正面から衝突することは避けなくてはならな 

いだろう。構成艦艇の性能が敵軍より多少優れていたとしても、こちらの損害 

は多大なものになることは必然だからだ。しかし、万全の体制で臨める戦闘は 

なかなか少ない。 

そういった局面に勝利するためには敵を機動力で上回わるしかない。いくら 

後方に火力があるようになったとはいえ、宇宙戦艦の弱点はやはり後方にある。 

機動力を駆使し敵の背後をつくことが、戦闘の基本であることは化学燃料戦闘 

機の時代から変わりはない©だ。A型戦艦を別とすればF型戦艦以前の艦艇の 

速力は同等のもので、F型戦艦の機動力にはついてこれない。サンクリ星国に 

おける対反乱軍戦においては、戦力が整わないうちにで戦闘をおこない殲滅し 

なくてはならないために、ゲリラ戦闘をとることがもっとも被害の少ない戦法 

となる。そのため、反乱軍より機動力の面で優位にたたなくてはなるまい。 



H型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源1 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
400 150 40 ' 400 5 54 67 41 32 700 

[解説] 

H型戦艦およびI型戦艦は二段構造となっており、下層部分には機関部が、 

上層部には兵装のすべてとコントロールがそれぞれ配置されている。戦艦の形 

状が実際の戦闘で優劣をけっすることなどないが、そこに開発指向をみいだす 

ことはできる。H型戦艦の二段構造を見れば、その開発が短期間で行なわれ拡 

張性を要求されたことを推測するこかが可能だ。 

ブロック化を進めることで新しい機能が付加しやすくなる。新しい機関部が 

開発されたなら下部ブロックだけを取り替えればすむ。いままでのような全体 

外装では新設計の機関におうじて、外装もまた新規に製作しなければならない 

からだ。また上下別々に生産し、組立だけを従来の生産ドックで行なえばいい 

ためにエ期も短縮できる。 

初期に建てられたブランでは下部ブロックを戦闘で破壊されても、上部のみ 

でしばらく航行できるという画期的な構想が盛りこまれていた旮しいが、完成 

した船体にはこの機能はなかった。それだけ新型戦艦の建造が急がれたという 

こ.とだろう。 



I型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格1 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
440 170 50 440 5 62 -ノァ 47 371 800 

[解説] 

I型戦艦のフォルムは、どこfcなく宇宙時代以前に海洋を巡航してた艦船を 

連想させる。オールドファッションな船体に、昔を懐かしむ者も数多い。しか 

U戦時にそんなセンチメンタルが通用したわけもなく、効果的な戦闘力とエ 

期、生産コx,卜©低下などで設計されたものだ。そこeは設計者の憧れなど入 

りこむ余地はない。 

h型戦艦の機関部に採用され、実戦でその実力を認められた新型出カシステ 

ムをI型戦艦も採用しており、速力はg型戦艦以前のものより、さらにいちだ 

んと速くなっている。 

ホンシャ帝国なぬD強国ではC型戦艦が主力の座を退いた後に、このタイプ 

の戦艦が主力の座についている。バディ共和国を打ち倒したあとのサンクリ星 

国が、次の目標として衰退したホンシャ帝国を狙うには、I型戦艦以上の戦艦 

を開発せねばなるまい。 



戦艦データー覧 

J型戦艦 

1_攻撃力- 耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 
前方 側面 後方 
500 200 60 500 ! 5 74 92 56 | 40 900 

[解説] 

新型戦艦を産み出すために多額の資金をかけての開発が行われるわけだが、 

はたしてどのレベルの戦艦を正式採用するかが思案のしどころである。当面の 

敵に対抗できる艦艇がとりあえず開発されしだい、即座に生産を開始するか、 

さらに進んだレベルの戦艦が開発されるのを待つかが問題なのである。十分な 

数を用意できない場合には、数ラ_ンタ_Jl.のタイプの戦艦で数の上での不利を克 

服しなければならないのだが、それだけの開発に時間をさく余裕がいつもある 

わけではない。 

J型戦艦が戦場の主役として登場するころには、サンクリ星国も他国を併合 

し国力も潤っていることだろう、さらに上のクラスを狙うのも、J型戦艦を資 

金と資源の許すかぎり生産するのも選択自由なはずである。数で押すのもよし、 

性能で押すのもよしといったところだ。サンクリ星国としては求yシャ帝国も 

しくはイチクリ連邦あたりに宣戦するあたりでの選択なら間違いなく、さらに 

上のクラスの戦艦を開発するべきであろう。ホンタャ帝国が崩壊したのちは戦 

いがかなり厳しぐなるはずだからだ。 



K型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 |売却価格 継戦力 必要NT値 前方 側面 後方 

580 240 ； 70 580 5 90 112 68 42 1000 

[解説] 

K型戦艦は中世の槍のような構造物にはさまれてコントロール部分が存在す 

るという外見の戦艦である。宇宙戦艦にも機能美はあり、K型戦艦の流れるよ 

うな涙線形の船体が戦場で活躍する姿は美しくさえもある。もちろん戦場では 

外見の美しさなど関係がなく、戦艦は破壊と殺戮という与えられた役目をはた 

すだけだが。 

両脇の涙線形部分には機関部と攻撃部が納められており、中央のブロックで 

そのコントロールを行う。もし、K型戦艦の弱点を指摘するとするなら、この 

中央ブロックである。しかし、宇宙戦艦同士の戦いでは細かい弱点を攻撃され 

るものではなく、ただ一条のエネルギーが船体を貫くだけで撃沈可能なのだ。 

艦載機での艦船攻撃がない宇宙戦では弱点を攻撃される心配など必要はない© 

である。 



L型戦艦 

攻擊力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 :売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
660 280 80 660 5 110 137 83 44 1100 

[解説] 

外装も新しVゝ完全な新設計の戦艦と、それまでの外装を利用しその艤装だけ 

を変更している艦がある。前者は戦場にでればその異観のため、敵艦隊に視覚 

的威圧間をあたえる。見たこともない船体をまのあたりにするためである。内 

部だけを新しくした後者では、敵艦隊は外見だけでは能力を知ることができな 

い。いままでのタイプの戦艦だと誤認し、戦端が開けばその能力を存分に味あ 

わされる結果になるわけだが、はたしてどちらが戦法としては正解なのだろう 

か。 

L型戦艦もまた外見だけ見ればK型戦艦との違いはなく、その能力を過小評 

価されがちな戦艦だ。しかし、火力も装甲もK型戦艦より25パーセント強化さ 

れている。K型戦艦と同様の戦力であると想定し、作戦を展開する敵軍はその 

火力によって粉砕されることになるだろう。 



M型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方! 

720 320 100 720 6 134 167 100 47 1200 

[解説] 

船体下部に備えつ»•られたビーム砲の絶大なる威力がM型戦艦の特徴である。 

他の戦艦が数門の砲を一点集中するCfcで破壊力を高めるのに対し、この艦は 

一門の砲のみで艦の火力のすべてを集中することが可能となっている。多数の 

砲は多数の敵を各個に狙うために有利であったが、ひとつの目標への集中が難 

しいという欠点があった。しかも戦闘の中心は小型戦闘艇ではなく宇宙戦艦ど 

うしの戦いへと変わってきており、あえて多数の砲門を搭載する必要もなくな 

ったというわけだ。 

優秀な兵装コントロピュータは敵との距離と相対速度を算出し、砲を 

動かすアクティブモータを駆動、あらゆる方向の敵に瞬時のうちC狙いを定め 

ることが可能となった。 



N型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格1 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
800 360 120 800 6 162 202 49 1300 

[解説] 

N型戦艦は一時代前の宇宙迎撃戦闘機を巨大化したようなフォルムをもち、 

M型戦艦の系列に属する型系列戦艦の特徴である下部のビーム砲は左右360 

度および船体下方36度の範囲をカバ_一しているが、船体上部にはこれといった 

火力はない。それはこのタイプの戦艦の設計コンセプトのもとが宇宙戦闘機に 

あることがその原因であろう。過去のジエツト戦闘機がとっていたヒットアン 

ドウエイ戦法こそこの艦の得意とするところなのだ。またそれゆえに活き辱鼠 

大ビーム砲だといえる。 

船体下部のエンジンはL型戦艦以前の戦艦の追随を許さぬ速力を産みだ!^ 

スピイーデイな作戦展開を可能にしている。火力や装甲も戦艦にはなくてはな 

らないものだが、無数の戦艦が飛びかい複雑な作戦展開を要求される戦場では、 

移動能力がもっとも重要な要素であることは間違いない。 



0型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
880 400 140 880 6 194 242 146 53 1500 

mm 
〇型戦艦の系列がジロ星団ではもっとも進んだ形状を有していることは、そ 

の性能面からも明らかである。改造戦艦のほとんどが従来の外装をとりあえず 

利用するだけだったのに対し、このタイプの外装はあらかじめp型戦艦の開発 

に先だって生産されたものである。あとは機関部、攻撃システムの開発さえ完 

了すればジロ星団最高の戦艦が完成するのである。戦場で初めてその姿が万人 

の前に現われた時には各国は驚き、さっそく能力の解析に入ったという。 

0型戦艦の後方攻撃能力は前時代までジロ星団で広く使われていたC型戦艦 

の前方攻撃能力とほぼ同程度の威力を持っているのである。いかに急ピッチで 

新型戦艦が開発され、新しレゝ技術が産み出されてきたかをまざまざと見せつけ 

てくれる。 



P型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 :売却価格 継戦力 必要NT値 前方1 側面 後方 

999 500 , 200 ! 999 8 230 287 !173 60 ； 1600 

【解説】 

P型戦艦はジロ星団において最高の移動速度と、攻撃力、耐久力を，もつ戦艦 

である。その前方攻撃能力及び、耐久力は宇宙要塞と互角に戦うことができる 

ものだ。速力もジロ星団最高のものである。まさにジロ星団での造船技術の集 

大成と言えるだろう。 

しかし、、P型戦艦の開発に成功している国も少なからずあり、P型戦艦同士 

の戦闘は凄絶なものとなる。数、士気、訓練などが万全の状態で臨まないかぎ 

り、消耗戦を回避することは無理だろう。 

P型戦艦は現時点のジロ星団において生産しうる最強の戦艦である。将来的 

にはさらに能力を向上させた戦艦が建造されるだろうが、新たな戦争の危機が 

到来するまでないかもしれない。それまでは、戦争によって破壊された惑星の 

復興に従事しなければならないのだから。 



Q型戦艦 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源| 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 丨側面1 後方 
999 999 800 999 8 4。 40 40 60 1600 

[解説] 

戦争により造船技術が向上するといっても、いつか壁にぶつかるときがくる。 

ジロ星団の造船技術はp型戦艦でピークを迎えたといえるだろう。開発者にし 

ても、もてる技術の全てを投入してのp型戦艦であった。 

しかし、.ジロ星団最強の戦艦であるはずのp型戦艦でもかなわないクラーリ 

ンという敵が現われた。技術者はクラーリンの戦艦に対抗すべく開発を進めた 

が、思うようにはいかなかった。このままでは、サンクリ星国も滅亡するかに 

思われたとき、ジロ星団東南部で沈黙を守ってきたアサコ大公国から技術提供 

の申し出がある。新技術により、サンクリ星国はQ型戦艦の開発に成功する。 

Q型戦艦はすべての面で、P型戦艦を凌ぎ、クラーリン艦隊とさえ互角に戦え 

る能力をもっていた。Q型戦艦で構成されたサンタリ星国艦隊は苦戦を強いら 

れながらも、クラーリン艦隊との戦いに勝利していった。 
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防衛衛星 

攻撃力 
耐久力 速力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面1 後方 
800 800 800 300 | 0 800 1200 _.°° - 

[解説] 

所有する惑星から得られる資源は貴重なものである。惑星防衛に固執し人轉 

のすべてを惑星防衛にまわしたために、惑星上での生産がストップしてしまづ 

たという国家乱立期時代のジョークがあるが、それほどに惑星というものは重 

犬な意味をもっているのだ。 

惑星表面に配備される防衛兵器は大気による偏光とエネルギー拡散のために 

レーザー兵器を採用せず、ミサイル兵器のみとなっている。それだけでは惑星 

の安全が保証できないために、軌道上に配置しているのが防衛衛星である。と 

てつもなく高価であるということを除けば、これ以上の惑星防衛システムは存 

在しないとまでいえるほどだ。迎撃システムは搭載されたコンピュータにより 

コントロールされ、その正確さと破壊力はホンシ中帝国の大艦隊ですら、うか 

つに近づけないほどである。 



宇宙要塞 

1 攻撃力 
耐久力 速力 生産資金! 生産資源 売却価格 継戦力 要NT値 

前方 側面 後方1 

999 999 999 999 。 1800 2400 - °° 

[解説] 

戦場において宇宙要塞ほど目につくものはない。星間戦争という言葉があた 

かもその存在に集約したかのごとく浮かぶ宇宙要塞は、艦隊中最強を誇るP型 

戦艦ですらあるていどの数が揃わなくては破壊困難なものである。もし、宇宙 

要塞ほど巨大な質量を亜空間で移動させるなり通常の戦艦同様に移動させるこ 

とができれば、それを可能にした国家は間違いなく宇宙の覇者となりえるだろ 

ぅ0 
球形状の本体から宇宙空間に突きでた数えきれないほどのレーザー、および 

ミサイル砲をコントロールするのは超コンピュータである。宇宙戦艦の主砲で 

すら貫通不可能な装甲に守られたコンピュータは近づく敵艦艇をなぎ倒すとき 

を秘かにまち焦がれているにちがいない。 



【解説】 

F1型格戦闘タイプ戦艦はオーラクルムが当初から保有している比較的古い 

タイプの戦艦である。性能的に旧式なのはもちろんだが、外見も旧時代のロケ 

ットのような形をしており、デザイン思想自体も古めかしいものだ。 

耐久力はトリスティアやロッサリアの保有しているF2型と同等のものをも 

つているのだが、攻撃及び移動力に問題があり、やはり早急に新型艦を開発し 

なければならないだろう。 

ロケットのような外観のため攻撃能力は前方にしかなく、後方はもちろんft 

右からの攻撃に対して反撃するすべがないため、.たえず敵艦の位置を確認し艦 

首を巡らせていなければならない。 

移動力は爆撃戦タイプの戦艦より早いが、それでも多くの国が保有している 

F2型には劣る。つまりF1型での戦闘は攻撃に辛抱強く耐え、相手の隙を狙って 

一矢報いるしかないのだ。相手艦隊を無理に撃破しようとは考えず、防衛にこ 

ころがけるべきだろう。 



F2型格戦闘タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
130 30 0 140 5 15 24 18 7 200 

[解説] 

F1型格戦闘タイプ戦艦同様F2型もロケットを連想させる旧式な外観の戦艦 

であるaぎュヴァ獻，タルト銀河入植時の移民船護衛艦のままなのだから、.旧 

式といわれても当然である。外見は同じだが、内部機関の改造でなんとか性能 

を向上させた艦だ。外装をそのまま利用しているため、装甲面ではF1型と同様 

に低い値だが、側面への攻撃兵器の追加、移動能力の上昇、主砲攻撃力の増加 

と苦労のあとが忍ばれる。 

旧式とはいづてもF2型の保有国は多く、トリスティア、ロッサリア、•ター 

ニアなど7つ©国が採用し、実戦で活躍させている。 

だからといってそれだけ信頼のおけるかというと、それには肯定しかねる。 

どちらかというと生産コストの問題、開発技術の問題のために旧式であるF2型 

を採用しているというのが実情だろう。 



F3型型格戦闘タイプ戦艦はF1型さとはうって変り、戦時における戦艦のあ 

りようを見せてくれる外観である。コントロール部のあるメインブロック 

そこから突き出た大出カエネルギー砲ユニットには戦時の艦船にありがりちな 

無骨さがあり、短い開発期間のなかでどれだけ機能を向上させられるかを考え 

て作られたかのように見える。 

とはいっても.、さすがに能力を重視した艦船だけあって装甲は一段と厚くな 

っている。攻撃能力もF2型の2倍近いく、旧式戦艦で構成されている宇宙艦隊 

保有国には脅威的な存在となる。 

隣国ロッサリアやその背後にあるゲルーマンの傍若無人なふるまいに頭を悩 

ますオーラクルムは、早急にこのタイプの戦艦を建造し、優位に立ちたい.とこ 

ろだが、旧式戦艦からのステップアップはすぐにというわけにはいかないよう 

だ0 



F4型格戦闘タイプ戦艦 

コルテナチス、モーゴルれン&いった強国がF4型格戦闘タイプ戦艦の保有国 

だ。オーラクルムをふくむ北西部の国家群よりも、コルテナチスやモーゴルハ 

ンのあるソマリ星系南東部のほうがより頻繁に紛争がおこり、領土拡大の野望 

に燃える軍事国家も多い6しく、各国の保有する戦艦もそれだけ強力なものに 

なっている。 

F4型はF3型の外装を使用し能力のみの強化をはかったものだが、その性能 

向上には目をみはるものがある。F3型までの格戦闘タイプの戦艦では完全な死 

角であり弱点であった後方への攻撃が、貧弱なものではあるが可能になったの. 

を第一に、火力はF3型の1.5倍、耐久力も1.5倍以上とこのタイプでの性能限界 

を引き出したかのようである,eしかし、戦場では必要とされる性能に上限は存 

在しない。さらK強力な戦艦が必要とされ、開発者は開発に全力を傾けなけれ 

ばならないのだ。 
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F 5型格戦闘タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
500 100 100 480 | 8 40 50 | 45 ^ 12 800 

[解説] 

F5型格戦闘タイプの戦艦はF4型までの機械的なフォルムとは一線を画し、 

生物的なラインを持つ戦艦だ。ほぼ曲線で構成された船体は爬虫類を連想させ 

る。F5型、F6型の系列だけがこのような有機的フォルムをもっているわけだ 

が、ただ開発者が奇をてらって外見を決定したわけではなAそこには多くの 

実戦およびシユ4レータから得られたデータがフィードバックされている。い 

かに短期間での開発が要求されているといっても多く©資金と資源を投入して 

建造されるので、性能のよい有効なものが要求される。そこには緻密な計算と 

データ収拾が必要なのはいうまでもない。敵艦への視覚効果、内部ユニット© 

配置、生産の容易さといった条件がシ立ミレートされ、F5型戦艦の外装を有機 

的なものに決定したのだ。 



F6型格戦闘タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 |売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
620 300 300 580 10 _3jj„ I 40 40 11 1000 

[解説] 

F6型格戦闘タイプ戦艦も生物的な外装を受けつぎ、さらに性能を向上させた 

タイプの戦艦だ。新しいタイプの戦艦が開発されるたびに古いタイプのものよ 

り移動力を増加させている。F6型戦艦もF5型戦艦よ9も高速移動が可能にな 

つているわけだが、攻撃能力のほうがより強化されているのである。 

船体下部に取りつけられている主砲の攻撃能力が阉上し.たのはもちろんだが、 

側面、後方への攻撃能力©配はめざましいものがある。数値的に見るので 

あれば、後方及び側面への攻撃力はF5型戦艦の実に3倍にも威力を増大させて 

いる。本来なら死角であり弱点とされている側面、後方への攻撃力だけでもF3 

型戦艦の前方攻撃能力をはるかに陵駕しているのだ。以前までの感覚で後方か 

ら攻撃:しようも®なら、返り討ちにある可能性が大きい。新型戦艦はしだいに 

弱点や死角をとりのぞき完璧な宇宙戦艦をめざしている。 
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F7型格戦闘タイプ戦艦 

攻擊力 
耐久力 移動力1 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方' 側面 後方 
700 500 480 690 12 30 32 45 13 1200 

[解説] 

ソマリ星系で開発建造される宇宙戦艦はその役割ごとに2つに分類される。 

まずひとつが機動力をいかしいちはやく敵の防衛網を切り開き、制宙権をとる 

ことを目的とした格戦闘タイプの宇宙戦艦、そして格戦闘タイプ戦艦が切り開 

いた道をゆっくりと進み、敵の惑星及び要塞への攻撃を行なうことを目的とし 

た爆撃戦タイプの宇宙戦艦である。 

そのためFタイプと呼ばれる格戦闘タイプの戦艦を構成する要素の中では 

移動能力が重視されることになる。F1型の直線的なフォルムはそう■いった思想 

が直接表にでたものであろう。F7型の宇宙戦闘機を思わせる外観もまた先へ先 

へという格戦闘タイプの設計思想が全面に押し出されている。 

船体上部にある、宇宙戦闘機でいうところの翼の部分は船体下部に集中した 

砲撃システム及び機関部を保護するためのもので、F4型戦艦の主砲攻撃にも耐 

えうる強度を誇っている。 



F8型格戦闘タイプ戦艦 

1_^_1 耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 
前方 側面 後方 
800 680 560 800 14 20 26 35 14 1400 

【解説】 

シュヴァルツシ*!•銀河の全体技術水準と比較するのであれば、ゾマリ星系 

のそれは一段下のランクだろう。ジロ星団など多くの星系がソマリ星系でいう 

格戦闘タイプおよび爆撃戦タイプの能力を1隻の戦艦が保有しているからだ。 

あえて目的ごとに戦艦タイプを分けなくて‘はならないのは技術力のなさゆえで 

ぁろぅ。 

F8格戦闘タイプ戦艦は対艦戦闘を目的としたタイプの最高峰に位置する戦 

艦である。しかし、その能力はジロ星団で最高能力を誇る戦艦より2ランクも 

落ちるものなのだ。一度は統一されたシュヴァルツシルト銀河であったが、再 

度分裂しその状態が続くにつれ、各地域での技術差が生じたようだ。 

とはいえ、やはりF8型はソマリ星系では最強の格戦闘タイプの戦艦であるこ 

とに間違いはない。戦場を駆け巡るF8型の能力を上回わる戦艦が開発されるの 

は、ジロ星団との技術交流があってからしばらくのちの乙となのだから。 



B1型爆撃戦タイプ戦艦 

i 攻擊力 耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 
前方 側面 後方 

30 20 10 160 2 15 22 115 10 100 

[解説] 

F1型はシ.3••ヴァルダシルト銀河への移民団の使用していた宇宙船をベース 

にしているいるが、B1型爆撃戦タイプもまた同じ宇宙船をベースcしている。 

直線的でロケット_を思わせる外観はどちらにも当てはまる。両者の違いといえ 

ば対宇宙戦艦用の攻撃兵器を搭載しているか、惑星や宇宙要塞の破壊用の兵器 

を搭載しているかでしかなく、骨格となった部分は共通のものだ。この船体に 

爆撃弾発射用のプラットホームは上下に取りつけたのがB1型だ。推進部に爆撃 

用プラットホームとコントロール部を取りつけられているといゥTも過言では 

ないほどストレートな形である。F1型とB1型が並んで基地を後にしていく姿 

は古風な感じだ。 



B 2型爆撃戦タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 1生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
40 30 20 240 3 , 30 33 35 11 300 

【解説】 

B2型爆撃戦タイプ戦艦はB1型に多少の対格戦闘戦艦攻撃能力と装甲をプラ 

スしたものだ。基本的に爆撃戦タイプの戦艦は船体の能力よりも搭載する爆弾 

の能力があればい切のであり、攻撃目標にに発射できればいいのだ。もちろん、 

その役割は重要である。格戦闘用戦艦では要塞を攻撃するととは不可能だから 

だ。 

爆撃戦タイプの戦艦は宇宙戦艦をを撃沈することをではなく、惑星や要塞へ 

の爆撃を目的kしており、戦場では常に後方をゆっくりと航行している。その 

ためほとんどの場合、艦隊戦に参加することはなく、飾りもの程度の火力しか 

もったいない。当然護衛に格戦闘艦がつくので、航行中の爆撃戦用戦艦には爆 

撃タイミングを計る以外にやるこ.とがない6.ゆっくりと宇宙空間を進んでいき、 

格戦闘タイプが破壊した敵艦の残骸の中をとおり、攻撃目標の爆撃を行なう。 

要塞や惑星の迎撃システムを破壊できるのは爆撃戦用戦艦だけであそれ 

こそがBタイプ戦艦の重大な役目翁のだ。 

176 



B3型爆撃戦タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方1 側面 後方 
60 40 20 390 4 58 64 60 12 500 

[解説] 

格戦闘タイプの戦艦が護衛してくれているとはいえ、爆撃戦タイプの戦艦が 

満載し運んでいるのは強力な破壊力をもつ.エネルギー爆弾である。敵の攻撃が 

直撃すれば満載しているエネルギー爆弾の破壊力を自らでしめすこ,と!こな甚。 

弾薬庫が戦艦の形をとって移動しているようなものなので、格戦闘用戦艦どう 

レの戦いには関与せず、慎重に慎重を重ねて航行することになる。 

もちろん装甲面では十分な配慮がなされており、格戦闘用戦艦と比較した場 

合かなり厚い外装につつまれている。B3型爆撃戦タイプ戦艦で同レベルのF3 

型戦艦との約2倍である。ちよつとした攻撃を受けただけで、簡単に撃沈して 

しまうようでは、要塞や惑星との戦いまで生き残ることはできない.からだ。装 

甲が強化されているぶんだげ船体重量が増加し、移動能力が極端に低いのもい 

たしかたないことなのだ。 



B4型爆撃戦タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
70 70 520 6 70 85 80 [¢1 700 

[解説] 

B4型爆撃戦タイプ戦艦の内部構造は、その大部分がエネルギー爆弾を積載す 

るための空間で、そのほかの機能はほとんど排除されてしまっている。あるて 

いどの防衛力、艦を前進させるための推進部、そして爆撃用のプラットホーム。 

それだけあれば、あと必要なのはエネルギー爆弾を積載するスペースだけにな 

る。B4型でエネルギー爆弾搭載スペースは艦の45パーセントにもなる。つまり 

は艦の半分近くのスぺースは高密度エネルギーの塊なのだa 

B4型に搭載されているエネルギー爆弾は、短期間で開発生成されたためそれ 

ほどエネルギーの密度を高めることができず、作戦に必要となエネルギー爆弾 

の容積が船体の半分ほどにもなってしまife。戦艦自体の能力を向上させると 

同時に、搭載される爆弾までを開発しなければならないのである。 



B5型爆撃戦タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
80 120 120 560 6 65 80 80 13 900 

[解説] 

B5型爆撃戦タイプ戦艦はそれまでの戦艦のスタイルとは違い、中央にコント 

ロールブロックが位置し、それを囲む形で円形の防衛システムが存在！^.その 

上部に爆撃用プラットホームとエネルギー爆弾の収納ブロックが存在する。一 

見したところ探索船を思わせる華奢な構造なのは、爆撃のためのブロックがB4 

型以前の物とは比較にならないほどコンパクトにまとまっているためだ。懸案 

だったエネルギー爆弾の高密度化が成功した結果である。従来の半分まで圧縮 

することに成功したために、爆弾の収容スペースも比例して小さくてすむのだ。 

省スペース化により、装甲を重点的に厚くする一方、移動力をあげ、迎撃ジ 

ステムをさらも搭載することが可能になった。要塞に行きつくまでの危険を多 

少なりとも、回避できるようになるということだ。 



B6型爆撃戦タイプ戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金1 生産資源 売却価格 継戦力 丨必要NT値 

前方1 側面 後方 
100 100 200 600 6 54 62 70 1100 

[解説] 

宇宙戦艦の弱点が後方にあることは明確であり、それが認識されるようにな 

ると対策がたてられることtなる。兵力を作戦で補うという発想自体がなく、 

ただ火力に頼っ_ていたころか島©力eのはえた概念なのだが、関係者が認識を 

新たにしなかった結果、多くの戦艦が破壊されてきた。 

しかし.、爆撃戦タイプの戦艦には後方べ©攻撃システムが重点的に搭載され 

ている。想像を絶する破壊力を備えたエネルギー爆弾を運んでいる戦艦である 

ため、その防御に細心の注意をはらったためであろう。さらにB5型及びB6型、 

両タイプの爆撃用戦艦の場合は前方や側面への攻撃能力より後方に対する攻撃 

能力のほうが高く、それだけ後方からの攻撃に備えていたということだ。移動 

能力に乏しvゝ爆撃戦用戦艦だから背後にまわられると考えてのことなのだが、 

そういった危惧を通常の格戦闘タイプの戦艦にも抱いていれば宇宙に漂う船の 

残骸を減らすこともできたかもしれない。 



[解説] 

B7型爆撃戦タイプ戦艦のフオルムは、円盤状のメイkブロツクから延びた2 

本の腕の先に爆撃ブロックが位置している。そんな形状をとる,こtができるの 

もエネルギー圧縮技術の発展によるもので、わずか数年の間に圧縮率は倍以上 

になっている。戦時でなければ到底考えられない技術進歩のスピードだ。戦乱 

の嵐が過ぎさり、民間事業へのフ'ィーF•.バックがなされるたのならエネルギー 

産業は飛躍的な進歩をとげる£とになるだろう。 

B7型のレベル.にまでなると、宇宙要塞はもはや難攻不落の存在ではない。B7 

型戦艦は強国の主星を囲む宇宙要塞群を軽々と粉砕していくことだろう。.もち 

ろん、いぜんとして敵宇宙艦隊の存在は気にとめなければならないが、B7型ク 

ラスの爆撃戦タイプともなるとそう簡単には撃沈されないだけの厚い装甲を持 

っている。油断さえしなければ、戦闘に勝利し惑星を手中にすることは造作も 

ないことだ。逆に敵国の宇宙艦隊にB7型クラスの爆撃戦タイプが存在するので 

あれば、自国の惑星の防衛力強化に全力を注がなければならないのだが……。 



B8型爆撃戦タイプ戦艦 

1 攻擊力 
耐久力 移動力 生産資金1 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方 
200 200 200 800 8 30 37 80 16 1500 

[解説] 

B8型はソマリ星系の独自技術において最高の爆撃戦タイプの戦艦である。才 

ーラクルムがB8型の建造を可能にする時点で、ソマリ星系はほぼ統一されてい 

ることだろう。戦いは終われば、宇宙戦艦が開発されることもしばらく'め間は 

なくなるはずなのだ。 

爆撃能力、耐久力、攻撃力、移動力のどれをとってもB8型戦艦は最高の戦艦 

であるが、もうひとつ特筆すべきことがある。それは生産コストの低さだ。通 

常は戦艦の能力が向上するたびに、生産コストもまたあがっていくのだが、B8 

型戦艦はその逆に生産コストは低下している。能力を考えにいれれば、コスト 

パフォーマンスはかなりよい。コストをさげ、より強力にするという設計思想 

の集大成だ。 



FB型戦艦 

攻撃力 
耐久力 移動力 生産資金 生産資源 売却価格 継戦力 必要NT値 

前方 側面 後方1 

(19〇9〇9〇) (1:) (18〇〇〇〇〇) 
900 

(1350) 15 L_^_ 20 100 15 1600 

[解説] 

FB型戦艦を自力で開発することはソマリ星系のどの国も不可能であった。 

格戦闘能力と爆撃能力を融合するためには、機関部の性能、装甲材質など多く 

の問題から、完成させた国はなか.づた。もし、いちはやく FB型を開発できたの 

ならその国はまたたく間にソマリ星系を手中に納められただろう。そうなれば 

オーラクルムがソマリ星系を統一することも不可能だった。 

FB型戦艦の開発技術は、サンクリ星国により統一されたジロ星団からもた 

らされる。クラーリン艦隊に苦戦を強いられ、多くの惑星を異次元化されてい 

たソマリ星系にとって、ジロ星団からの技術援助は天の助けとも思われた。そ 

の性能は、ソマリ星系の格戦闘タイプ、爆撃戦タイプの最高レベルの戦艦の能 

力をしのぎ、クラーリン艦と互角の戦いが可能なものだったからだ。 











■所要ステップ数一覧 

•シュヴアルツシルトI 

_コ〇ド_1 ステップ数 
投資 NT開発 2 

SV開発 2 
外商 資源の売却 2 

資源の購入 2 

艦船の売却 3 

外交 不可侵条約 4 

攻守同盟締結 5 
開戦準備 6 

星間援助 3 

軍事 造船所建設 3 

艦船の建造 4 

配備 3 

艦隊命令 3 

小惑星探査 5 

•シユヴァルツシルトII 

コマンド ステップ数 

艦隊 模擬演習 3 

移動 3 

亜空間移動 3 

民事 NT開発 2 

SV開発 2 

資源売却 2 

資源購入 2 

艦船売却 3 

小惑星探査 5 

外交 不可侵条約 4 

攻守同盟 5 

開戦準備 6 

星間戦争 3 

軍備 造船所建設 4 

戦艦の建造 3 

防衛力の強化 4 

配備 3 



■コラム3 

プレイヤー日記ージロ星団編かS 

G月x日 

光の勇者と4つた私は、ジロ星国平定の第一歩とU1：反乱の鎮圧を 

開始する。しかし、わが国の兵力は貧弱で反乱軍艦隊との戦いに苦戦 

する。開発を急ぎ、兵力差を減ら5¢い:：ヒには平定はおろか自国の 

存続さえ危うし:k 

〇月XB 

私の堅実な兵力増強計画は実をむすび、反乱軍を撃滅させる.いた 

る。国政も安定し、諸外国との外交が可能になリ:_,聖マリン公領か％ 

反乱鎮圧に対し祝電が届く。し#、し同時にバf*ィ共和国からは、艦隊 

のすベてを譲渡しろなどという電文が届く。もちろん私はそれを鼻で 

あU.らつた。 

0BXB 
取；/シャ帝国領も手に入れ、わが国はジロ星団屈指の大国にのUii 

がる。残った国が平伏せば、ジロ星団％すべ:に納まる®だが、. 

そういった考え方■光の勇者にはそぐ.わないのではないかと思い、外 

交可能国にはやさし<手を差し伸べることにする。 

on x a 
わが国はジロ星団最大の国家となつた。軍事的脅威となる国はもう 

存在しない。明日にでも光の勇者之しての偉業は達成するだろう《 

10月 XI 

私は油断しきっていたようだ。クラーy.ンなる異生命体が出現し、 

ジロ星団を荒しまわるが対処が遅れ、阻止することができないsしか 

しわが国はすでに造船技術の上限に達し、これ以上の軍備増強は望め 

ない。.どうしたらいいのだろう:か。 

OB x a 
夕'ラー1jン艦隊は全滅した。これも全て，ア言3；大公国と多くの同 

盟国のおかげである。各国の活躍を見て、私は目,から鱗が落ちる思い 

tin 







クレア転生の印である「クレアの誕光」がゴルゴダと呼ばれる辺境の惑星か 

らシ.ュヴァルfシルト銀河の各地に飛び散っfeのが星暦3938年のこfc。それか 

ら20有余年を経て、「光の勇者」達の誕生が始まる。 

星暦3960年 ジロ星団サンクリ星国、星系統一を開始 

星暦3964年 〜ノマリ星系オーラクルム、星系統一を開始 

しかし、女ュヴァルタシA*卜銀河に吹き荒れる戦乱の嵐はいまだ静まづてい 

ない。 

ヴァ汝9シ7_レトに飛び散ったクレブの誕光は100を越え、そのひひと 

つがシュヴァルツシルト銀河各地に降りたったsそして、その光た祝福され成 

長した王子は、，.蓬!;なり星系の統一に向けて動きだす。サンクリ星国、オーラ 

クルムに、それぞれ誕生した光の勇者は使命である星系統一をはたし、クレア 

の下に集う，日K陶かっ力を貯えているはずだ。2人の光の勇者に端を発し、 

多ぐ®勇者がそれぞれめ,星系を統一してだろう。すべて®星系が統一され 

た時にこそ、真の平和がシュヴァルナシルトに訪れるのだ。 

しかし、その日までの道程は遠く険しい0完全K崩壊してしまった銀河の秩 

序を回復させることは非常な困難をfaもなうだろうから。 

物語は始まっfeばかりである。 

次の物語はシュヴrル，！^レト銀河の統一を果たした伝説の英雄<始皇帝> 

ク■レアE:〇い■てである。Aの子とし金'*れたクレアがグ:xン^vン家を率い、 

if®ようにシュヴァルツシルト銀河を統一に導いたIのか。人々の心に希望の_2 

文字をもtzh'Uftf .レアt域どんな人物であったか。静かな音楽の調ぺにのせ 

それは語られるだろう。そし'その物語は語り継がれ、人々の平和へ©思い 

を強めて怒_e, 

新たなる英雄伝説が生まれる時まで……。 
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