
訓
トレーニングミッション

練任務α：敵艦襲来！
諸君の守備力を調査するため、敵が襲撃部隊を送り込んできた。情報を

収集した敵船がジャンプで退却する前に、全て殲滅せよ！

◆航宙船の開始時スピード：2
◆『ネメシス』マーカー：使用しない
◆特別ルール：

・牽
トラクター

引ビームと跳
ジ ャ ン プ ド ラ イ ブ

躍推進機関は使用しない。「機関部」がこれらの部署に
割り当てたエネルギーは全く使用できず、2 対 1 で交換することもでき
ない。

・最初のターンのステップ 1 において、エネルギーは以下のように分配する
――「航法」：3、「シールド」：2、「兵器」：2、「探査」：1。

・自分達の既知宙域にいるため、全てのマップを探索済みとして、表向き
に配置してスタートする。

・1 枚目のタイルの敵船は、プレイヤー船と正反対の外縁側中央の、プレ
イヤー船のスタート位置から 4 マス離れたマスに配置する。他の敵船は、
タイル中央に配置する。ゲーム開始時に全ての敵船が探索済みのマップ・
タイル上に配置されるため、3 枚の敵船カードを直接、” 探査ディスプレ
イ ”上の ’A’,’B’,’C’ の各スロットに配置してよい。

・「船長」は ” 試作装備カード ” を、通常の 4 枚ではなく 2 枚しか選べない。
これには「X-65 試験型宙

トーピード

雷（X-95 Torpedoes）」および「収束クリスタ
ル（Focusing Crystal）」が推奨されるが、「船長」は任意の 2 枚を選ぶ
ことが出来る。

・もしもこれが諸君の初めての任務である場合は、難易度を ” イージー ” と
してプレイする。その際、3 枚目のタイルの敵船を ” ハード ” から ”ノー
マル ” に変更するのを忘れないように。

◆目的：第 6ターンの終了時までに全ての敵船を破壊する。ターン数の記録
には『ネメシス』マーカーを使用する。

訓
トレーニングミッション

練任務β：クリスタルの華
たった今、クリスタルの小規模な群が交戦宙域において発見された。こ

れを 2 つとも入手して帰還せよ！ 
注記：これは任務 1 の短縮バージョンである。

◆航宙船の開始時スピード：2
◆『ネメシス』マーカー：4
◆特別ルール：なし
◆目的：両方のクリスタルを牽

トラクター

引ビームで回収、当該宙域から跳
ジ ャ ン プ ア ウ ト

躍離脱する。

スペース・カデット訓
ト レ ー ニ ン グ

練任
ミ ッ シ ョ ン

務
素晴らしきスペース・カデットの世界に早く没入してもらえるように、ゲームを習得する助けとなる訓

トレーニングミッション

練 任 務を 2 つ用意しました。
経験をつんで慣れた後は難易度を上げることで、短時間で終わる通常任務としてプレイすることもできます。

この外縁に沿った中央のマスから、敵の方向を向いてスタートする。

Space Cadets Training Missions
To ease the transition into the rich world of Space Cadets, we have prepared two training missions to help learning the 
game.   If you increase the di�culty these can also serve as quick mission options once you become more experienced.

Training Mission Alpha    Enemy Raid!
The enemy has sent a raiding force to test your defenses.  The enemy ships must be destroyed before they can jump home 
to report what they have learned!

  � Ship Starting Speed: 2
  � Nemesis Marker: NOT USED
  � Special Rules:
•  Tractor Beams and Jump Drives are not used.  Any power allocated to these systems by Engineering is not used, 

and cannot be traded 2 for 1.
•  On Step 1 of the �rst turn, allocate power as follows - Helm: 3, Shields: 2, Weapons: 2, Sensors: 1.
•  Since you are in your home sector, the entire map begins face up and explored.
•  The enemy ship on the �rst tile starts in the center of the far edge, four squares away from where the Player ship 

starts. The other enemy ships are placed in the center square of their tile. Since all enemies start on explored map 
tiles, the three Enemy Ship cards can be placed directly onto the Sensor Display, in slots A, B, and C.

•  The Captain only takes two Experimental Equipment cards instead of four. It is suggested to take X-95 Torpedoes 
and Focusing Crystal, but the Captain may choose any two.

•  If this is your �rst Mission, play with Easy di�culty, and remember to use a Normal Enemy in the third tile instead of 
a Hard Enemy.

  � Objective: Destroy all enemy ships before the end of turn 6. Use the Nemesis track to record turns.

Strategy Tips:
This is a good mission to learn the game, as you do not need to know about Tractor Beams, Jump Drives, or the Nemesis  
rules. So you will get into the game faster.
There is also very little subtlety in this mission. Simply lock onto the enemies and open �re!  However there are a few 
choices the Captain will have to make. Moving quickly will make it harder for the enemies to hit you, but will also make 
maneuver more di�cult, as Helm will have to plot more Maneuver cards.
Putting extra energy into Weapons will give you more torpedo shots, but having more in Sensors can gain and maintain 
locks, and break enemy locks on your ship. Shields will help defend your ship from enemies and map obstacles.
Regardless of your strategy, make sure that Helm and Shields are talking to each other during the Action Step, so Shields 
can be placed on the correct side of the ship!
Also, since all the enemies start on the map, be careful not to charge too far forward so you don’t have two or even three 
ships attacking you at once.
Superlocks on enemies can also be useful, especially with the harder enemies.  Another trick is to put asteroids and rifts 
between you and the enemies, forcing them to take damage as they move towards you.
Good Luck Cadets!

E* N H*

Start in the center square of this side, facing the 
enemy.
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攻略のヒント：
この任務は、牽

トラクター

引ビーム、跳
ジ ャ ン プ ド ラ イ ブ

躍推進機関、『ネメシス』の各ルールを必
要としないため、ゲームを習得するのに適しています。そのため、ゲーム
により早く慣れることが出来るでしょう。

また、この任務は細かい計画をほとんど必要としません。ただ敵船を
捕
ロ ッ ク

捉して撃つ！それだけです。しかしながら、「船長」には決断を要するで
あろう局面がいくつか存在します。より高速で移動すれば敵船からの攻撃
を受けにくくなりますが、同時に、「航法」はより多くの ” 操船カード ” を
配置しなければならないため、操船がより困難となります。

より多くのエネルギーを「兵器」に割り当てることで、多数の宙
トーピード

雷を発
射できるでしょうが、「探査」に割り当てれば、捕

ロ ッ ク

捉を維持して、敵船から
諸君の航宙船への捕

ロ ッ ク

捉を妨害することができます。「シールド」に割り当て
れば、敵船やマップ上の障害物から船を守ることができるでしょう。

どんな戦略をとるかに関係なく、船の適切な面にシールドが展開できる
ように、アクション・ステップに「航法」と「シールド」はしっかりと連
携しなければなりません！

また、開始時に全ての敵船がマップ上に配置されているため、一度に 2
隻あるいは 3 隻の敵船から攻撃されることの無いよう、前進し過ぎないよ
うに注意する必要があります。

より強力な敵船に対しては特に、敵船を強
ス ー パ ー ロ ッ ク

化捕捉することは有効です。
別な作戦として、自分達の航宙船と敵船の間に小

アステロイドベルト

惑星帯や断
リ フ ト

裂が入るよう
にして、相手が接近してくる際にダメージを受けるようにするのも有効で
す。

士官候補生諸君、幸運を祈る！

この外縁に沿った中央のマスから、敵の方向を向いてスタートする。

Training Mission Beta  Crystal Bloom
A small batch of crystals has just materialized in the contested zone. Grab both and head back home!  
Note: This is a shortened version of Mission 1.

  � Ship Starting Speed: 2
  � Nemesis Marker: 4
  � Special Rules: None
  � Objective: Use Tractor Beams to capture both crystals, and jump out of the sector.

Strategy Tips:
You have two basic strategies at the start of this mission. You can put energy into weapons and shields, and charge onto 
the �rst tile. Or you can play it safe , hang back, and use the sensors to explore. Both can be e�ective.  
Remember that the enemies on the tiles will not try to activate until the tile is placed by a Sensor Scan or moving onto their 
tile.  So try to deal with the  �rst enemy tile before activating the second.
This will be your �rst time using Tractor Beams. Make sure to allocate enough power to the Tractor Beams so that you can 
learn where matching pairs are.  You might consider three or even four energy in Tractor Beams on the �rst turn, and then 
don’t skimp on energy in future turns, especially if you think you may be trying to capture the crystal that turn.
Remember that if you are moving quickly the enemies will do less damage on you, but it will be more di�cult to succeed 
with the Tractor Beams. So balance is important.
Superlocks and the Focusing Crystal (one of the Experimental Equipment cards) can be invaluable for getting crystals 
quickly, which will be important with Nemesis on your tail.
Speaking of Nemesis, don’t panic, but don’t waste time. Nemesis will not enter until Turn 5, and will probably be too far 
away to damage you for a few turns after that.  So plan accordingly.
Good Luck Cadets!

CRYSTALCRYSTAL

EE* N N*

Start any square along this edge with any facing.
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攻略のヒント：
この任務を開始する際の基本的戦略は 2 つです。諸君は「兵器」と「シー

ルド」にエネルギーを割り当て、1 枚目の未探索のタイルに突入すること
が可能です。または、より安全策をとるなら、その場にとどまり「探査」
により走査を行うこともできます。どちらも有効でしょう。

敵船は、その位置しているタイルが宙域走査によって配置されるか、ま
たは、船がそのタイルに進入しない限り、活動を開始しない点を忘れない
ように。そこで、2 隻目が活動を開始する前に、最初の敵船がいるタイル
を処理してしまうように試みてください。

これは、諸君が牽
トラクター

引ビームを初めて使う任務となるでしょう。一致する
ペアのタイルがどこにあるか確認できるように、「牽

トラクター

引ビーム」に十分なエ
ネルギーを割り当てるよう注意します。最初のターンに「牽

トラクター

引ビーム」に
3 個又は、できれば 4 個のエネルギーを割り当て、その後も、特にそのター
ンにクリスタルが回収可能と判断したなら、エネルギーをケチらないよう
に考慮してください。

諸君の航宙船が高速で移動すれば、敵船からのダメージは小さくなりま
すが、反面、牽

トラクター

引ビームの発射に成功するのが困難となる点を忘れないよ
うに。従って、このバランスが重要となります。

強
ス ー パ ー ロ ッ ク

化捕捉および、” 試作装備カード ” のひとつ「収束クリスタル（Focusing 
Crystal）」は、クリスタルを素早く回収するのに非常に役立ち、これは『ネ
メシス』が迫ってきた際に重要となります。

『ネメシス』に関して言えば、慌てずに、ただし時間を無駄にしないこ
とです。『ネメシス』は第 5 ターンまでは登場せず、その後も数ターンの間
は、諸君の航宙船にダメージを与えられる距離には程遠いでしょう。だから、
それを考慮して計画を立ててください。

士官候補生諸君、幸運を祈る！

Space Cadets Training Missions
To ease the transition into the rich world of Space Cadets, we have prepared two training missions to help learning the 
game.   If you increase the di�culty these can also serve as quick mission options once you become more experienced.

Training Mission Alpha    Enemy Raid!
The enemy has sent a raiding force to test your defenses.  The enemy ships must be destroyed before they can jump home 
to report what they have learned!

  � Ship Starting Speed: 2
  � Nemesis Marker: NOT USED
  � Special Rules:
•  Tractor Beams and Jump Drives are not used.  Any power allocated to these systems by Engineering is not used, 

and cannot be traded 2 for 1.
•  On Step 1 of the �rst turn, allocate power as follows - Helm: 3, Shields: 2, Weapons: 2, Sensors: 1.
•  Since you are in your home sector, the entire map begins face up and explored.
•  The enemy ship on the �rst tile starts in the center of the far edge, four squares away from where the Player ship 

starts. The other enemy ships are placed in the center square of their tile. Since all enemies start on explored map 
tiles, the three Enemy Ship cards can be placed directly onto the Sensor Display, in slots A, B, and C.

•  The Captain only takes two Experimental Equipment cards instead of four. It is suggested to take X-95 Torpedoes 
and Focusing Crystal, but the Captain may choose any two.

•  If this is your �rst Mission, play with Easy di�culty, and remember to use a Normal Enemy in the third tile instead of 
a Hard Enemy.

  � Objective: Destroy all enemy ships before the end of turn 6. Use the Nemesis track to record turns.

Strategy Tips:
This is a good mission to learn the game, as you do not need to know about Tractor Beams, Jump Drives, or the Nemesis  
rules. So you will get into the game faster.
There is also very little subtlety in this mission. Simply lock onto the enemies and open �re!  However there are a few 
choices the Captain will have to make. Moving quickly will make it harder for the enemies to hit you, but will also make 
maneuver more di�cult, as Helm will have to plot more Maneuver cards.
Putting extra energy into Weapons will give you more torpedo shots, but having more in Sensors can gain and maintain 
locks, and break enemy locks on your ship. Shields will help defend your ship from enemies and map obstacles.
Regardless of your strategy, make sure that Helm and Shields are talking to each other during the Action Step, so Shields 
can be placed on the correct side of the ship!
Also, since all the enemies start on the map, be careful not to charge too far forward so you don’t have two or even three 
ships attacking you at once.
Superlocks on enemies can also be useful, especially with the harder enemies.  Another trick is to put asteroids and rifts 
between you and the enemies, forcing them to take damage as they move towards you.
Good Luck Cadets!

E* N H*

Start in the center square of this side, facing the 
enemy.
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翻訳：上舘浩章


