
１０６６：三つの戦いの年

クレジット
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地図グラフィックス：Ｊｏｅ Ｙｏｕｓｔ
カウンター・グラフィックス：Ａｎｔｏｎｉｏ Ｐｉｎａｒ
生産：Ｃａｌｌｉｅ Ｃｕｍｍｉｎｓ， Ｌｉｓｅ Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ ＆ Ｃｈｒｉｓ Ｃｕｍｍｉｎｓ
（ｃ） ２０１５ Ｄｅｃｉｓｉｏｎ ｇａｍｅｓ Ｂａｋｅｒｓｆｉｅｌｄ， ＣＡ．
ＵＳＡで製作と印刷。

第一部 Ｂａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｗｏｒｌｄ（ＢＭＷ）基本ルール

１．０ はじめに
Ｂａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｗｏｒｌｄ（中世世界の諸会戦）ゲーム・システムは、ＡＤ５００～１３００頃に戦われた会戦の
グランド・タクティカルレベルのシミュレーションである。このシステムのそれぞれのゲームは、中世の間
の大きな会戦のうちの一つを表現している。システムそれ自身は、弓射の多用と調整、この時期の会戦にお
けるより小さな歩兵の編制単位、騎兵の役割の相対的な増加を考慮してＢａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ａｎｃｉｅｎｔ Ｗｏｒｌｄシス
テムを修正したものである。
それぞれのゲームは、１セットのルール、１セットのチャートと表、１枚の打ち抜き加工が施された厚紙製の
プレイ用のコマ（カウンターと呼ばれる）のシート。
構成要素は、ルール２．０項で説明される。このゲーム・シリーズは、最大限のプレイのしやすさと歴史上の
正確さ（その順で）を保証することを目指してデザインされている。そのため、構成要素とルールは、理解
とプレイが簡単になるようにデザインされている。

２．０ ゲームの備品
２．１ ルール
ルールは、二つの部分に分けて提示される：標準ルールと個別ルールである。標準ルールはシリーズの全て
のゲームにおいて共通である。個別ルールはそれぞれのゲームについて異なり、それらは特定の会戦にのみ
に適用されるシナリオの指示とルールを提供する。カウンターは、戦闘に参加した実際のユニットを表現し
ている。
２．２ ゲーム用地図
それぞれの地図シートは、会戦が戦われたエリアと会戦における全ての重要な地形を描写する。地図はまた
地形の凡例とターン記録トラックを備えている。六角形の格子は、プレイ用のコマの移動と戦闘における位
置決めを管理するために、地図上に地形の要素の上に重ねて印刷されている。全ての番号が付けられたヘク
スは原則としてプレイ可能であるが、いくつかの種類の地形は進入禁止である。
２．３ ゲーム・チャートと表
全てのゲームは、ゲームの進捗を記録するためにターン記録トラック（地図上に印刷）、移動と戦闘に関する
地形の効果を表示するために地形効果表（このルールの末尾）、戦闘を解決するために戦闘結果表を使用する。
その他の表とトラックは、必要に応じてゲームにおいて提供されることがある。
２．４ カウンター
打ち抜き加工がされたシート上の厚紙製のコマ（カウンターと呼ばれる）は、もともとの会戦に参加した軍事
ユニットを表現している。コマの上の数字とシンボルは、コマによって表現されるユニットの戦力、移動能
力、タイプを表現している。これらのプレイ用のコマは、以降は「ユニット」と呼ばれる。
それぞれのユニットは、その上に印刷された一定の情報を持つ。彼らは、番号や国籍によって識別され、そ
れらの戦闘と移動能力に関する情報を含む。

戦闘力
移動許容
戦闘力とは、攻撃や防御する時のユニットの相対的な強さのことである（６．０を参照）。
移動許容とは、ユニットが地図を越えて移動してもよい速度のことである（４．０を参照）。

弓射力
射程
弓射力と射程（存在する場合）は、弓射射撃を実行するユニットの能力を決定する（６．０を参照）。
軽装兵（存在する場合）は、塗りつぶされているかそうでない点（ドット）によって指示されており、特殊な能
力を持つ（８．０）。

２．５ ゲームの尺度（シリーズ）
それぞれの六角形は、対向する辺の間が１００～２００ｍを表現する。それぞれの戦闘ユニットは、１００～１，０００の
将兵を表現する。それぞれのゲーム・ターンは、３０～９０分を表現する。

１



３．０ プレイの手順
３．１ ゲームの手順
カウンターを打ち抜き、分類した後に、どのプレイヤーがどちらの側を指揮するかについて決めなさい。地
図上のターン記録トラックのターン１のボックスに、ゲーム・ターン・マーカーを置きなさい。個別ルール
の指示に従って敵対する軍隊をセットアップすること。
個別ルールにあるように勝利条件（３．２）を達成するために必要な数のゲーム・ターン（３．３）をプレイすること。
３． ２ ゲーム・ターン
ゲームは、交替で行うプレイヤー・ターンから成るゲーム・ターンを連続して行うことでプレイされる。第
一プレイヤーは個別ルールで定義される。ある時点でプレイヤー・ターンを行っているプレイヤーは、活動
中プレイヤーと呼ばれ、そのユニットは活動中と呼ばれる。

第一プレイヤー・ターン
Ａ． 移動フェーズ：第一プレイヤーは、ルール４．０～５．０の範囲内で自分のユニットの全てか、いくつかを移
動してもよく、全く動かさなくてもよい。
いくつかのシナリオにおいては、プレイヤーは増援を登場させてもよい。個別ルールを参照。
Ｂ． 弓射射撃フェーズ：両方のプレイヤーはこの時点で、敵ユニットを射撃するために弓射能力を持つ自分
のユニットを使用してもよい（７．０を参照）。
Ｃ． 戦闘フェーズ：第一プレイヤーは通常戦闘を行う（６．０を参照）。
Ｄ． 再編成と回復フェーズ：それぞれの混乱するユニットについてそれが再編成するかどうか決定するため
にサイコロを１個振りなさい（再編制されるとそれらの表／より強力な側に裏返される。１１．０）。いくつかの
ゲームにおいて、リーダーはプレイから取り除かれたユニットをゲームに戻すような回復を行うことを許さ
れていることがある。それらの回復したユニットを１１．０と個別ルールに従って配置すること。

第二プレイヤー・ターン
第二プレイヤーはこの時点で、上述された方法でプレイの手順を通して行う。各フェーズにおいて、第二プ
レイヤーは第一プレイヤーと同じ行動を実行する。

ゲーム・ターン記録中間フェーズ
最後のターンが終了した場合、勝利が決定される（３．３）。そうでないなら、ゲーム・ターン・マーカーをタ
ーン記録トラック上１スペース分進め、次のゲーム・ターンを開始する。
３．３ 勝利
プレイヤーは、敵対する軍が崩壊した場合、即時かつ自動の勝利を得る（１６．１）。
どちらの側もゲームの最後のターンまで崩壊しない場合、勝利はより多くの勝利ポイント（ＶＰ）を持つプレイ
ヤーに与えられる。
プレイヤーは個別ルールによってＶＰを受け取ってもよい。
３．４ 勝利のレベル
勝利の長期にわたる効果は、その決定的な程度に依存する。これを決定するために、勝者のＶＰの合計を敗者
のＶＰの合計によって割ること（戦闘に関する端数の操作－７．２を参照）。

１：１を上回る＝ぎりぎりの勝利
２：１を上回る＝重要な勝利
崩壊＝叙事詩的な勝利

４．０ 移動
４．１ 移動の原則
移動フェーズの間、現在のプレイヤーは、自分の望む数のユニットを動かしてもよい（動かさなくてもよい）。
彼らは、どの方向へでも、方向の組合せへでも移動されてもよいが、ユニットは機会について１回だけヘク
ス格子を通じて隣接するヘクスの経路を設定して移動されてもよい。ユニットがそれぞれのヘクスに入った
時、それはその移動許容から、そのヘクスに入るためのコストを払わなければならない（４．２を参照）。
移動は手順を逸脱して行うことは許されない。プレイヤーのユニットは、それ自身の移動フェーズの間にの
み移動されてもよいが、ユニットは戦闘の結果として退却するか前進することがある（６．０を参照）。
ユニットが移動を完了し、その上でプレイヤーの手がコマから離れた時点で、それはそれ以上移動すること
は許されず、対戦相手プレイヤーの同意なしでは移動を変更することも許されない。プレイヤーが弓射か戦
闘を解決し始めてしまうと、不可逆的に移動フェーズを終えたことになる。
４．２ 移動ポイントと地形
ユニットの移動許容（Ｍｏｖｅｍｅｎｔ Ａｌｌｏｗａｎｃｅ，ＭＡ）は、移動ポイント（Ｍｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｏｉｎｔｓ，ＭＰ）のかたちで与えられ
る。１回の移動フェーズの間にユニットによって消費されるＭＰの数は、そのユニットの印刷された移動許容
（ＭＡ）を上回ってはならない。ユニットはそのＭＡの範囲内なら部分的に消費してもよいが、
未使用のＭＰは蓄積されてはならず、他のユニットへ移されてはならない。
ユニットは、クリア地形ヘクスサイドを横切りクリア地形に入るために１ＭＰを消費しなければならない。他
の種類の地形に入るか、横断するためには、ユニットは追加のＭＰを費やさなければならないことがある。地
形のそれぞれのタイプのＭＰコストは、地図上で地形の凡例（ｔｅｒｒａｉｎ ｋｅｙ）に印刷されている。そのような地
形に関係なく、小径や道路に沿って（ある小径／道路ヘクスから、その経路を含むヘクスサイドを越えて、そ
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の経路を含む隣接するヘクスへ）移動するユニットは、１ＭＰだけを消費する。
４．３ 自軍ユニットの移動に関する効果
ユニットは、追加のコストなしで他の自軍ユニットによって占められるヘクスを通過して移動してもよい
（そのヘクスのために通常の地形コストだけを支払う）。
１回の移動フェーズの間に、１個のヘクスを通過してもよい自軍ユニットの数には制限がない。
自軍ユニットは、他の自軍ユニットと同じヘクス内でスタックしていかなるフェーズ（移動か戦闘）も終えて
はならない（しかし、例外については１０．０と個別ルールを参照）。
自軍ユニットの支配地域（５．０を参照）は、自軍ユニットの移動を抑制することはない。
４．４ 敵ユニットの移動に関する効果
ユニットは、敵ユニットを含むヘクスに入ってはならない（しかし、１０．５を参照）。
ユニットは、移動の間、敵支配地域（Ｅｎｅｍｙ Ｚｏｎｅｓ Ｏｆ Ｃｏｎｔｒｏｌ，ＥＺＯＣ，５．０を参照）のヘクスから出てはならな
い。
ＥＺＯＣは戦闘の結果として退却か前進の間にのみ去ってもよい（しかし、軽装兵ユニットについては８．２を参
照）。

５．０ 支配地域（Ｚｏｎｅｓ ｏｆ Ｃｏｎｔｒｏｌ）
５．１ 支配地域を発生させる
ユニットを直接囲む６個のヘクスは、その支配地域（Ｚｏｎｅｓ ｏｆ Ｃｏｎｔｒｏｌ，ＺＯＣ）である。フェーズやプレイヤー
・ターンに関係なく、リーダー（１０．０）や一部の軽装兵（８．０）を除く全てのユニットは、ゲーム・ターンを通
じてＺＯＣを出す。
ＺＯＣの存在は、敵または自軍ユニットによってまたは他のＺＯＣによっても否定されない。
いかなる数のＺＯＣも、ある時点で１個のヘクス上に出されてもよい。各々のＺＯＣは、他のＺＯＣの存在、自軍のも
のか敵のものに関係なく、その効果を保持する。
ＺＯＣは、発生するユニットによって移動が禁止されるヘクスサイドを横切ったり、進入が禁止されるヘクス
には出されない。
５．２ 移動に関するＺＯＣの効果
全てのユニットは敵ＺＯＣ（ＥＺＯＣ）に入った時点で、移動を停止しなければならない。ＥＺＯＣに入るためのＭＰのコ
ストはない。
ほとんどのユニットは、ＥＺＯＣを出している敵ユニットを除去するか、戦闘の後、退却するか前進むことによ
ってのみＥＺＯＣを出る（６．０を参照）。軽装兵とリーダーはＥＺＯＣを去ってもよい（それぞれ８．０と１０．０を参照）。
５．３ 戦闘に関するＺＯＣの効果
ＥＺＯＣでその戦闘フェーズを開始する活動中ユニットは、攻撃しなければならない。戦闘フェーズの開始時に
活動中ユニットのＺＯＣ内にいる非活動中ユニットは、攻撃されなければならない。

６．０ 弓兵
中世の時までに、弓兵は多くの歩兵部隊編制の中で必要不可欠な要素となった。
このゲームでは、弓兵をもつユニットは、（時には離れた）敵対するユニットを攻勢的に防勢的に射撃するこ
とによって攻撃してもよい。それは弓射フェーズに行われ、それは戦闘フェーズの間に実行される白兵戦に
先立って実行される。
６．１ 弓射攻撃
弓射能力をもつユニットは、弓射フェーズにつき１回、射撃してもよい。弓兵はゲーム中、無制限の数の弓
射攻撃を許されている。
活動中プレイヤーの弓射ユニットは、活動中プレイヤーが望む順序で、先に射撃する（６．３－６．４）。
全ての活動中の弓射が解決された時点で、資格のある非活動中ユニットは非活動中プレイヤーが望む順序で
でも、防御的に射撃してもよい（６．５）。
単独のリーダーは、弓射によって目標とされてはならない（１０．３を参照）。
弓兵ユニットは弓射攻撃を行うことを強制されない。弓兵ユニットは、同じプレイヤー・ターンの間、弓射
射撃と戦闘の交戦の両方を使用してもよい。
６．２ 弓射の手順と効果
以下の手順を使用してそれぞれの弓射攻撃を解決しなさい：
１． 射撃するユニットと目標を決定する（６．３）。
２． 射撃を解決する。１個のサイコロを振る。サイコロの目が射撃するユニットの射撃力以下である場合、目
標ユニットは命中を受ける。サイコロの目が射撃力より大きい場合、効果はない。
３． 命中を適用する。目標ユニットが命中を受ける場合、それをその裏側（混乱状態の側）に裏返しなさい。
このシリーズの一部のゲームでは、ユニットの裏側よりむしろ混乱状態マーカー（Ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄ ｍａｒｋｅｒ）を使
用する。混乱状態のユニットに対する追加の混乱の結果には効果はない。
射撃するユニットは効果を受けない（しかし、防御射撃を受けることになることがある）。
プレイヤー向け注記。弓射は単独で敵ユニットを除去しないが、今まさに起ころうとしている戦闘に先立っ
て敵ユニットを弱体化するか、騎兵や他の軽装兵をその場に釘付けにできる可能性がある。
６．３ 攻勢弓射
それぞれの弓射ユニットは単独で攻撃する。ある１個の防御ユニットは複数の射撃するユニットによって目
標とされてもよいが、全ての射撃するユニットは最初の射撃を解決する前に目標が宣言されていなければな
らない。
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６．４ 射程を持つ射撃
「１」の射程を持つ弓射ユニットは、隣接する目標だけを射撃してもよい。「１」を超える射程をもつ弓射ユ
ニットは射程の範囲内で隣接していないユニットを射撃してもよいが、隣接する適切な目標（非混乱状態の
敵ユニット）がある場合、それはその敵ユニットを射撃しなければならない。
射程値はユニットが射撃してもよい最大距離である。射程を数える時、目標ヘクスを含めるが射撃するユニ
ットのヘクスを含めない。
射撃するユニットは、目標までクリアな視線（Ｌｉｎｅ Ｏｆ Ｓｉｇｈｔ，ＬＯＳ）を持たなければならない。ＬＯＳとは射撃す
るユニットのヘクスの中心と目標ヘクスの中心の間に引かれた線のことである。ＬＯＳに沿ったいずれかのヘ
クスかヘクスサイドがクリア地形以外である場合、ＬＯＳは妨害され、ユニットは射撃することが許されない。
ＬＯＳがヘクスサイドと一致する場合、そのヘクスサイドの両側の両方のヘクスが妨害される場合のみ、それ
は妨害される。射撃するユニットのヘクスか目標ヘクス内の地形はＬＯＳを妨害しない。
ユニット（敵か自軍）はＬＯＳを妨害しない。
６．５ 防御弓射
非活動中（防御側）の弓兵ユニットは、敵の弓射フェーズの間に、隣接する攻撃ユニット（のみ）を射撃して
もよい。それが何度射撃されるかに関係なく、それぞれの防御ユニットは１回だけ射撃してもよい。６．２の
手順を使用すること。全ての弓射射撃は同時である。
そのため、攻勢弓射の効果は、防御側の射撃が終わるまでは適用されない。

７．０ 戦闘
７．１ 戦闘フェーズ
戦闘は、それぞれのプレイヤーの戦闘フェーズの間に、隣接した敵対するユニットの間で起こる。全体的な
状況に関係なく、活動中プレイヤーは攻撃側であり、非活動中プレイヤーは防御側である。
以降に記述される制約の範囲内で、攻撃側は自分のユニットのうちどれがどの防御ユニットを攻撃するかを
決定する。攻撃側はまた戦闘が解決される順序を決定し、その間に全ての戦闘はその戦闘フェーズの間に解
決され、一つの戦闘が完了してしまうまで他のいかなる戦闘解決も開始されないものとする。
攻撃ユニットは、その弓射射撃フェーズに射撃していてもよく、引き続いて起こる戦闘フェーズにおいて交
戦してもよい。防御ユニットは、弓射射撃フェーズに参加してもよく、同じプレイヤー・ターンの戦闘フェ
ーズに攻撃されてもよい。
ユニットは戦闘フェーズにつき１回を超えて攻撃してはならない。同じ敵ユニットは、同じプレイヤー・タ
ーンの弓射射撃フェーズと戦闘フェーズの両方について攻撃されてもよい。
７．２ 戦闘の手順
以下のように戦闘を解決しなさい。
１． どの攻撃ユニットがどの防御ユニットを攻撃するかについて識別する（７．３－７．５）。
２． 全ての攻撃ユニットとリーダーの戦闘力を合計しなさい（しかし、１０．５を参照）。全ての防御ユニットの
戦闘力を合計しなさい。
防御側の合計によって攻撃側の合計を割りなさい。その結果をオッヅ比率のかたちに表現し、戦闘結果表
（ＣＲＴ）に印刷されたオッヅ比率の一つになるように（防御側に有利になるように）小数点以下を切り捨てるこ
と。
３． １個のサイコロを振りなさい。戦闘結果（７．６）を決定するために、出た目の結果とＣＲＴ上のオッヅ比率のコ
ラムを交差照合する。
４． 戦闘結果（７．７－７．８）を適用しなさい。
例：１５戦力ポイントが４戦力ポイントを攻撃する場合、戦闘オッヅ比率は３．７５：１であり、３：１になるように
小数点以下が切り捨てられる（常に防御側に有利になるように）。戦闘オッヅを決定してから、攻撃側はサイ
コロを１個振る。振って出た目は計算された戦闘オッヅと一致するコラムの見出しの下において交差照合す
ることによってＣＲＴにおける結果を示すことになる。行とコラムの交差したところに戦闘結果が生じる。
７．３ どのユニットが交戦しなければならないか
戦闘フェーズの開始時に活動中ユニットのＺＯＣ内の全ての防御ユニットは、その戦闘フェーズにおいて攻撃
されなければならない。ある防御ユニットが複数の活動中ユニットのＥＺＯＣにいる場合、攻撃側はその防御側
をどのユニットで攻撃するかを決定してもよい（しかし、７．４を参照）。
ＥＺＯＣ内の全ての自軍ユニットは攻撃しなければならない。
ある１個のユニットが複数のＥＺＯＣ内にいる場合、攻撃側はそのユニットがどの防御側を攻撃するかについて
決定してもよい（しかし、７．４を参照）。
それぞれのユニットは、一つだけの戦闘に参加してもよい。その戦闘力は異なる戦闘の間で分割されてはな
らない。
７．４ 複数ユニットと複数ヘクス戦闘
敵が占めるヘクスは、６個の隣接するヘクスから投入できる限りの数のユニットによって攻撃されてもよい。
１個の攻撃側は、６個の隣接するヘクス内の防御ユニットのいずれかかすべてを攻撃してもよい。活動中プレ
イヤーは、他の戦闘においてより高いオッヅを可能にするために低いオッヅで攻撃を行ってもよい。ユニッ
トを犠牲にすることに対して禁止条項はない。
活動中プレイヤーは、以下の限りではあるが、希望するいかなる組合せによって攻撃と防御ユニットを組み
合わせる自由を持っている：
１． 攻撃するか攻撃されることを要求される全てのユニットは、戦闘に参加する。なおかつ、
２． いかなる戦闘においても、全ての攻撃ユニットは、全ての防御ユニットに隣接している。
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７．５ 地形の効果
特定の地形タイプは、ある地形内へ、もしくはそこから外へに攻撃する攻撃ユニットの戦力を半分にする。
オッヅを計算する前に、ユニットの戦闘力を半分にし、小数点以下を切り上げる。複数のユニットが半減す
る場合、半減するものを合計してから半減し、その上で小数点以下を操作すること。
丘はオッヅがコラムの上で左に移される原因になる（１Ｌ）。例えば、丘の上の防御側に対する攻撃のオッヅが
２：１であるならば、オッヅは１：１に移される。
７．６ 戦闘の結果の説明
結果
ＡＲ ＝ 攻撃側退却。全ての攻撃ユニットは１ヘクスを退却しなければならない（７．８を参照）。１個の防御ユニッ
トは前進してもよい（７．９）。
ＡＬ ＝ 攻撃側損害。
攻撃側は、攻撃に参加したユニットのうちの自分が選択したものを１個除去しなければならない（７．７）。
ＥＸ ＝ 相互損害。それぞれの陣営の１個ユニットが除去される。どれが除去されるかは、保有プレイヤーが決
定する（７．７）。
ＤＲ ＝ 防御側退却。
全ての戦闘に参加した防御ユニットは１ヘクスを退却しなければならない（７．８）。
１個の攻撃ユニットは前進してもよい（７．９）。
ＤＬ ＝ 防御側損害。
防御側は、自分が選んだ戦闘に参加した防御ユニットを１個除去しなければならない（７．７）。
－ ＝ 効果なし。どちら側の戦闘に参加したユニットに何も起こらない。

７．７ ユニットの除去
除去はユニットを構成するすべての将兵が死んだことを意味しないが、ゲームに関してはユニットが機能し
なくなるまで死傷者が出るか、散り散りばらばらになることを意味している。除去されたユニットを地図外
に集積して管理しておきなさい。それらは回復する資格があるかもしれない（１１．２）。
７．８ 退却
退却を要求されるユニットは、その戦闘ヘクスから１ヘクス離れるように移動しなければならない（騎兵に
ついては３ヘクス、９．２を参照）。退却するユニットは、禁止された地形を通過したり、進入することは許さ
れず、ＥＺＯＣに進入することは許されない。適格なヘクスが利用できない場合、退却するユニットは除去され
る。適格な複数のヘクスが利用できる場合、ユニット保有プレイヤーは退却の方向を選択する。
退却するユニットが利用できる唯一のヘクスが自軍ユニットによってすでに占められている場合、退却する
ユニットは自軍ユニットを通過して、その先の空の（非ＥＺＯＣ）ヘクスに退却してもよい。退却するユニットと
退却時に通過されたユニットの両方が混乱状態となる（すでに混乱状態である場合、追加の効果はない）。
退却するユニットはいかなる数であっても自軍ユニットを通過して退却してもよい。それが安全なヘクスに
到着するまで、それらをそれぞれ混乱状態とする。安全なヘクスがいかなる距離の退却によっても利用可能
でない場合、退却するユニットは退却のその最後のヘクスにおいて除去される。
７．９ 前進
ヘクスが戦闘の結果として空にされるときはいつでも、その戦闘に参加した１個の勝利を得たユニットは空
になったヘクスに前進してもよい（例外９．２）。前進は選択であるが、次の戦闘解決を開始する前に、この選
択はただちに実行しなければならない。
戦闘に参加したユニットの数や空きになったヘクスの数に関係なく、１個だけのユニットが前進してもよい。
前進は、突撃した騎兵（９．６を参照）とリーダー（１０．０を参照）を除いて任意である。
前進するユニットはＥＺＯＣを無視する。それはその戦闘フェーズ中に再び攻撃することは許されない。

８．０ 軽装兵
８．１ 軽装兵
軽装兵（すなわち、散兵）は、点（ドット）のシンボルを持つユニットである。それらはＺＯＣを発生せず、
ＥＺＯＣを去る（離脱する）（８．２）ことや戦闘の前に退却する（８．３）ことが可能である。ある種の軽装兵は混乱状態
である時にこの能力を失い、その混乱状態の側には点を持たないことに注意しなさい。
８．２ 交戦からの離脱
塗りつぶされた点のシンボルを持つユニットは、その軽装兵ユニットのＭＡ以下のＭＡを持つ敵ユニットのＥＺＯＣ
から移動してもよい。離脱するユニットは、直接別のＥＺＯＣへと移動してはならないが、少なくとも一つの非
ＥＺＯＣヘクスに入った後に別のＥＺＯＣに入ってもよい。
塗りつぶされていない点のシンボルを持つユニットは、上記のように離脱してもよいが、同じ移動フェーズ
の間に他のＥＺＯＣに進入することは許されない。
交戦からの離脱を使用する騎兵ユニットは、同じプレイヤー・ターンの間に「突撃」してはならない。
８．３ 戦闘前退却
攻撃（通常戦闘、弓射や突撃ではないもの）が宣言され、塗りつぶされた点のシンボルを持つユニットに対し
てのものであった後、その防御ユニットが交戦からの離脱の基準を満たしている場合、戦闘の前に退却して
もよい。
軽装兵ユニットは、１のかわりに最大で３ヘクスまでを退却してもよい。それぞれのヘクスは、退却のために
適切なものでなければならない。１個の勝利を得たユニットは、前進してもよい（なお１個のヘクスの制限が
ある）。
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塗りつぶされていない点のユニットは、戦闘の前に退却することは許されない。

９．０ 騎兵
中世という時代の流れを通じて、騎兵の戦場における有効性は、様々な兵科の兵器、規律、戦術における異
なる改良の結果として、何度か満ちたり欠けたりしている。
以下のルールは、この期間の間の騎兵の多くの側面を強調するものである。
９．１ 騎兵というタイプ
騎兵ユニットは一般に、歩兵ユニットと同じ方法で移動し、戦う。以下のセクションは、特定の種類の騎兵
ユニットの特別な特徴について定義している。
９．２ 騎兵の退却と前進
騎兵が戦闘から退却する時、それは常に３ヘクスを退却する（もしくは適格なヘクスに到着するまでに必要に
応じてそれを超えることがある）。それはＥＺＯＣを通って退却することができない。それが自軍ユニットを通
って退却する場合、騎兵も他のユニットも退却の結果として混乱状態とならない（しかし、すでに混乱状態
である場合、ユニットは混乱状態のままである）。
戦闘後前進を行う騎兵は最大３ヘクスを前進してもよく、この過程で依然としてＥＺＯＣを無視する。
９．３ 軽騎兵
点のシンボルを持つ騎兵は、８．０に従って交戦から離脱し、戦闘前に退却する。
９．４ 弓騎兵
これらのユニットは、二つの特別な能力を持つ：
１． 混乱状態でない場合、それらは防御時と同様に攻撃時にも戦闘の前に退却してもよい。戦闘をＡＲとみな
しなさい（すなわち、それらは非常に低いオッヅの攻撃を行うことによっては除去されないだろう）。混乱状
態である場合、それらは通常戦闘を行わなければならない。
２． それらは自動的に再編成される－サイコロを振る必要はない（１１．１）。
９．５ 下馬した騎兵
一部のユニットは、表側に強力な歩兵ユニットの側を持ち、裏側にそれより弱い騎兵ユニットの側を持つ。
これらのユニットは、ユニット保有プレイヤーの判断で、そのプレイヤーの移動フェーズの開始時に裏返し
たり、表返したりしてもよい。
戦闘において混乱状態となるか退却を強制された場合、それらはそのより弱い騎兵の側に裏返さなければな
らない。
９．６ 重騎兵と突撃
一部の騎兵は、表側により強力で足騎兵ユニットの側と、裏側にそれより弱い足の速い騎兵ユニットの側を
持っている。ＥＺＯＣにいない場合、これらのユニットはユニット保有プレイヤーの判断で、そのプレイヤーの
移動フェーズの開始時に表裏の側を変えてもよい。
これらのユニットは、そのより強い側に表返し、敵ユニットに隣接するように移動することによって「突
撃」してもよい。その敵ユニットは戦闘の前に退却することは許されない（たとえそれが点を持っていたと
しても）。それらが防御側のヘクスを空にすることに成功する場合、突撃したユニットのうちの１個はその
ヘクスを占めなければならない。突撃したユニットは、その突撃の終わりにそのより弱い側に裏返される。
それらは交戦からの離脱が可能なことを示すためにそのより弱い側に塗りつぶされていない点を持つが、同
じ移動フェーズの間に他のＥＺＯＣに入ってはならない。それらは戦闘の前に退却してはならない。
突撃する騎兵は、突撃の間、クリア地形だけに入るか、横断してもよい（それらはどの地形において突撃を
開始してもよいが、最初に入るものから以降のヘクスはクリアでなければならない）。

１０．０ リーダー
１０．１ リーダーの移動
リーダーは以下の点を除き他のあらゆるユニットと同じように移動する：
１． 自軍ユニットによってすでに占められていない限り、リーダーはＥＺＯＣに入ってはならない、なおかつ、
２． リーダーは常に、ＥＺＯＣから離脱し、戦闘の前に退却してもよい。ＭＡの比較は必要でない。
１０．２ リーダーのスタッキング
いかなる数のリーダーが、自軍ユニットとスタックしてもよい。ヘクス内の一人のリーダーは、同じヘクス
内のユニットの戦闘力に自分のリーダーシップ値を加えてもよい（しかし、１０．３を参照）。
自軍ユニットが戦闘において除去される場合、リーダーはそのヘクスに留まる。しかし、いずれかの敵ユニ
ットが戦闘後にそのヘクスに前進する場合、ルール１０．５が適用されなければならない。
１０．３ リーダーと弓射
リーダーは、それとスタックしているユニットによる弓射攻撃に影響を与えない。リーダーは、それに対す
る弓射攻撃に影響されず、それとスタックしているユニットに影響を与えない。
１０．４ リーダーと戦闘
戦闘ユニットとともにスタックするリーダー（一人）は、戦闘オッヅ比率を計算する前にそのリーダーシップ
値をユニットの戦闘力に加える。
１０．５ 単独でいるリーダー
あるヘクス内に単独でいるリーダーは、ＺＯＣを発生させず、攻撃することも許されない。攻撃される場合、
リーダーは戦闘の前に退却してもよい（攻撃した敵は前進してもよい）。
敵のユニットが単独でいるリーダーによって占められるヘクスへ移動する（移動、退却、戦闘後前進の間の
いずれかに関係なく）、リーダーはただちに戦闘前の退却を実行する。適格な退却ヘクスが利用できない場
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合、リーダーは除去される。

１１．０ 士気
１１．１ 再編成
それぞれのユニットは、より強い「整列状態」（表）側とより弱い「混乱状態」（裏）側を持つ。ユニットは弓
射射撃（６．２）か戦闘の後の退却の間に「混乱状態」となる（７．７を参照）。戦闘力の弱体化以外は、混乱状態は
ユニットに影響を及ぼさない。それらは、ユニット保有プレイヤーの再編成と回復（Ｒ＆Ｒ）フェーズの間に再
編成される。
Ｒ＆Ｒフェーズの間に、行動中プレイヤーは、それぞれの「混乱状態」ユニットについて１個のサイコロを振
る。混乱状態のユニットは、５－６のサイコロの目を出すことで再編成され、それらの「整列状態」の側に表
返される。敵ユニットに隣接する混乱状態のユニットは１をサイコロの目の結果から減ずる。
リーダーが再編成されるユニットとスタックしている場合、リーダーのリーダーシップ値を再編成のサイコ
ロの目の結果に加えなさい。
１１．２ 回復
個別ルールは両側の回復の能力について指定している。プレイヤーの再編成と回復フェーズの間、そのプレ
イヤーはターンにつき１個の除去されたユニットの回復を試みてもよい。回復を試みるために、サイコロを
１個振りなさい。サイコロの目がその側について指定された値の範囲内である場合、そのプレイヤーの選択
した１個のユニットを、リーダーがいるヘクスに置くかそのリーダーがすでにスタックしている場合は隣接
するヘクスに置きなさい。まだ占められていないか、ＥＺＯＣ内でない隣接するヘクスが存在しない場合、ユニ
ットは回復されない。
回復能力はターンからターンへと蓄積することは許されない。ユニットが除去されていない場合、回復の試
みは行われてはならない。ユニットが回復された時点で、それは勝利条件、士気喪失に関するポイント、そ
の他の目的のために除去されたものとして数えられない。
１１．３ 士気喪失
軍は脆弱なものである。死傷者は将兵の士気を浸食する。ある時点で、将兵は勇気を失い、勝利より生き残
ることにより関心を寄せるようになる。
軍の士気喪失レベルは個別ルールで定義される。除去されたユニットの合計の戦闘力を記録しておいていた
だきたい。その合計が軍の士気喪失レベル以上である時、その軍は士気喪失する。
これ以降は、士気喪失した軍による全ての攻撃は、オッヅコラムを左に１移したものになる（例えば、２：１の
攻撃は１：１の攻撃になる）。
士気喪失はそのレベルに到達した瞬間に設定され、たとえ戦闘フェーズの最中において開始したとしても、
その効果はその後に起こる全ての戦闘に適用される。
ユニットの回復が現在の損害の合計を士気喪失レベルを下回るように戻す場合、軍は士気喪失から回復する。
回復も即時に有効で、軍はゲームにつき何回でも士気喪失と回復を繰り返してもよい。
例えば、あるプレイヤーは合計で１５０戦闘力ポイントを除去されており、これはその会戦においてその側の
士気喪失レベルに等しいものである。その後にそのプレイヤーは「８」戦闘力を持つユニットを回復したも
のとする。そのプレイヤーの損害は１５０から１４２に減少し（士気喪失レベルを下回る）、それによってこの時点
で士気喪失は無効となる。
１１．４ 崩壊
軍の崩壊レベルは個別ルールに定義されている。除去されたユニットの合計の戦闘力を記録しておいていた
だきたい。その合計が軍の崩壊レベル以上である時、その軍は崩壊し、対戦相手プレイヤーは即時の自動的
勝利で勝利する。
両陣営が同時に崩壊する（ＥＸの結果を通じて）場合、活動中のプレイヤーが勝利する。

１２．０ システムに関する覚書
このシステムによって扱われるゲームの本来の意図は、それらをＢａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ａｎｃｉｅｎｔ Ｗｏｒｌｄシステムの
シリーズに含めることであった。つまるところ、両方の時代の軍隊は、冷たい鋼と弓で完全に武装した将兵
から成っていた。しかし、介在する千年間に相当な発展が存在した。
あぶみの広範囲にわたる採用に導かれ、馬はより大きく、より強くなった。これは、古代の時期の対応する
物よりも根本的に強大な騎兵を作り上げることになり、その軍隊において戦闘の側面に配置されるだけでな
く、その核心となった。西ヨーロッパの騎士はこの発展の頂点であった。
弓もまた改良された。馬上弓兵の由緒正しい湾弓と共に、弩と長弓が利用されるようになり、この両者が徒
歩弓兵の射程と殺傷力を改良した。
戦術も同様に変化した。かつてのファランクスは、置き換えられるというよりも修正されていなかった。歩
兵は依然として緊密な隊形をとっていたが、これらは密集した縦隊というよりもむしろ長くて、薄い盾の壁
であった。
全面的な特別ルールのセットに頼るよりはむしろ、これらの変化を新しいシステムに取り込むことにした。
これにより、その前作から多くのものを借りる一方で、中世の戦闘の重要な性質をよりよく反映できたと考
えている。
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第二部 １０６６ 個別ルール

１３．０ １０６６に関する序言
１３．１ 歴史の背景
１０６６年という年は、１ヵ月未満のうちに、３人のイングランドの王位の請求者が参加した三つの会戦が戦われ
た年である。Ｆｕｌｆｏｒｄ（９月２０日）とＳｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅ（９月２５日）では、Ｈａｒｏｌｄ Ｇｏｄｗｉｎｓｏｎ ｏｆ Ｗｅｓｓｅｘのアングロ
・サクソン軍がＨａｒａｌｄｒ Ｈａｒｄｒａｄａ指揮下のノルウェー軍を撃破しているが、Ｈａｓｔｉｎｇｓ（１０月１４日）では
Ｗｉｌｌｉａｍ ｏｆ Ｎｏｒｍａｎｄｙ指揮下のフランス・ノルマン連合軍がアングロ・サクソン軍を撃破している。
１３．２ シナリオ
このゲームは、プレイヤーが個々に三つの会戦（１４．０～１６．０）を戦うことと、戦役全体（１７．０）として戦うこと
を可能にしている。それぞれのシナリオは、２人のプレイヤーを必要とする：一人はアングロ・サクソン軍
を担当し、もう一人はバイキングやノルマン軍を担当する。
１３．３ 軍
それぞれの国籍ごとに、以下にリストされるように一つの背景色を持つ。国籍はセットアップ、リーダー、
士気に関してのみ重要であり、戦闘においては重要ではない。
サクソン：赤
ノルウェー：緑
アングロ・サクソン反乱軍：淡い赤
ノルマン：青
ブリトン：灰色
フランス：淡い青
１３．４ 標準ルールの修正
１０６６年の会戦は、封建制度による徴集兵のかたまりによる古い隊列から中世の盛りの時期の盾の壁と重騎兵
軍への移行の先端にある軍によって戦われた。ゲームのシステムの上では、交戦した軍隊はこのゲーム・シ
ステムによって再現される戦争とＢａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ａｎｃｉｅｎｔ Ｗｏｒｌｄシリーズで再現される戦争の間に置かれる。
以下の修正は、それらの結合を考慮するために必要である。

２．４ ユニットのタイプ
このゲームにおいては軽装兵は存在しない。全ての騎兵は重騎兵である。
２．５ 尺度
それぞれの六角形は、対向する辺の間が５０ｍ（５５ヤード）を表現する。それぞれの戦闘ユニットは、約２００の将
兵を表現する。１回のターンは、実際の時間の３０分と６０分の間を表現している。

４．２ 移動ポイントと地形及び７．５ （戦闘における）地形の効果
追加の地形のタイプと効果については地形効果表（ＴＥＣ）を参照していただきたい。
４．３ 自軍ユニットの移動の効果
スタッキングの制限はいつでも適用されるため、ユニットは移動の間、他のユニットを通過することは許さ
れない。ユニットが自軍ユニットを通って退却することを強制される場合、両方のユニットは混乱状態とな
る。

６．０ 弓兵
全ての弓兵は２の戦闘力と２の射程を持つ。
通常戦闘で攻撃する時には、全ての弓兵ユニットの戦闘力は半減する（１になる）。その戦闘力はこのことを
記憶する補助として（）で括られている。
６．２ 弓射の手順と効果
このゲームのユニットには混乱状態の側がない（２ステップ・ユニットを作成することは可能である。以降の
７．７を参照）。
ユニットが混乱状態となった時には、混乱状態マーカーをその上に置くこと。

７．７ 除去
カウンターの上部に明るい色の帯をもつユニットは、２ステップの戦力を持っている。セットアップの間、
そのユニットはその値の後に（２）と注記されている。
ユニットが何らかの理由で最初に除去される時には、それはその代わりにその裏側に返される（除去が退却
できないことに由来する場合、ユニットはその場に留まり、ステップ損害をこうむる）。ユニットが二回目
に除去される時、それは通常通り地図から取り除かれる。ステップ損害をこうむったユニットとともにスタ
ックするリーダーについて、サイコロを１個振りなさい。出た目が「１」であるなら、そのリーダーは死ぬ。
回復された２ステップ・ユニットは、その減少戦力で地図に復帰する。それは完全戦力で回復することはな
い。

８．０ 軽装兵
軽装兵はこのゲームにおいて存在しない。

９．０ 騎兵
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このゲームにおける全ての騎兵ユニットは重騎兵である。２ステップ・ユニットのみが、弱体化した側を持
つ（上述の７．７を参照）。混乱状態を示すために混乱状態マーカーを使用すること。騎兵が突撃する時には、
ユニットの上に突撃（ｃｈａｒｇｅ）マーカーを置いてマークしておく。騎兵の戦闘力は２倍にされる。戦闘が解決
された後、突撃マーカーを取り除きなさい。成功した突撃を行った騎兵は、戦闘後前進を実施しなければな
らない。

１０．３ リーダーと弓射
弓射によって混乱状態となったヘクスにいるリーダーについては、リーダーごとにサイコロを１個振る。
そのリーダーは１の目で死ぬ。弓兵はヘクスに単独でいるリーダーに向けて射撃してもよい。
１０．５ 単独でいるリーダー
敵ユニットがその移動か退却の間に単独でいるリーダーのヘクスに進入する場合、単独でいるリーダーは退
却しなければならず、さもないと除去される。リーダーは、戦闘後前進の前に退却することは許されない。
リーダーがヘクスに単独で残り、敵ユニットが前進する場合、リーダーは死ぬ。

１１．２ 回復
ＥＺＯＣ内のリーダーは回復を行ってもよいが、回復したユニットは依然としてＥＺＯＣがないヘクスに置かれなけ
ればならない。

１１．３ 士気喪失
ゲームにおけるそれぞれの軍は１セットの士気マーカーを持つ。これらは、地図上のターン記録トラックに
おいて勝利に関してプレイの間に生じた損害の情報を記録するために使用されてもよい。全てのマーカーは、
プレイの開始時には「０」の位置にセットアップされる。ユニットかリーダーが除去されるたびに、追加の
損害を記録するためにトラック上のマーカーを動かすこと。マーカーの使用は任意である。プレイヤーが紙
の上で記録を取ることを希望する場合、そうしてもよい。

１４．０ Ｆｕｌｆｏｒｄ
１４．１ シナリオのパラメータ
バイキングが先にセットアップ（１４．３）し、アングロ・サクソンが次にセットアップ（１４．４）する。バイキング
・プレイヤーが第一プレイヤーである。一方が即時の勝利（１４．６）で勝たない限り、ゲームは１０回（各３０分）の
ターンの間続く。
どちらの側も即時の勝利で勝たない場合、勝者は勝利ポイントによって決定される（１４．６）。
１４．２ 特別ルール
１４．２．１ 地図を出る。
ユニットは１ＭＰのコストでいずれかの地図端から地図を出てもよい（移動か退却）が、士気とＶＰに関しては除
去されたものとみなされる。地図を出たユニットは、移動か回復によって地図に再進入することは許されな
い。
１４．３ バイキングのセットアップ
バイキングの軍は二つの国籍から成る：ノルウェー軍とアングロ・サクソン反乱軍である。Ｈａｒａｌｄｒと
Ｔｏｓｔｉｇはいずれかのバイキング・ユニットとスタックしてもよいが、自身の国籍のユニットにのみその値を
加え、回復を行ってもよい。
全てのユニットは、ｘｘ１１かｘｘ１２ヘクス列のいずれかのヘクスに配置されなければならない。全ての沼地では
ないｘｘ１１ヘクスは、ユニットで満たされなければならない。弓兵は、歩兵ユニットの背後に配置されなけれ
ばならない。全てのアングロ・サクソン反乱軍は、が、全てのノルウェー・ユニットの右（東）に存在しなけ
ればならない。
リーダーは自身の国籍のいずれかのユニットとともにセットアップする。

ノルウェー軍
リーダーＨａｒａｌｄｒ
１ｘ７－３（２）
５ｘ５－３（２）
１２ｘ４－３
５ｘ３－３
３ｘ弓兵

アングロ・サクソン反乱軍
リーダーＴｏｓｔｉｇ
１ｘ４－３（２）
３ｘ３－３

増援。無し。

１４．４ アングロ・サクソン軍のセットアップ
全てのユニットは、ｘｘ０４かｘｘ０５ヘクス列のいずれかのヘクスに配置されなければならない。全ての川ではな
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いｘｘ０５ヘクスは、ユニットで満たされなければならない。弓兵は、歩兵ユニットの背後に配置されなければ
ならない。リーダーをいずれかのユニットとともセットアップする。

リーダーＥｄｗｉｎ
リーダーＭｏｒｋｅｒｅ
２ｘ６－３（２）
２ｘ５－３（２）
３ｘ４－３
１８ｘ３－３
５ｘ弓兵

増援無し。

Ｆｕｌｆｏｒｄにおける軍の士気（１４．５）

士気喪失 崩壊
アングロ・サクソン軍 ４０ ６０
ノルウェー軍 ４５ ６５

１４．５ 軍の士気
それぞれの軍の戦力ポイントの損害を記録しておくこと。それぞれの軍における士気喪失と崩壊のレベルは、
チャート上に注記されている。
１４．５．１ リーダーの損害。
それぞれの陣営において最初に殺されたリーダーは、そのリーダーシップ値ｘ５の戦力ポイントの損害として
数えられる。どちらの陣営でも、二番目のリーダーの死は、対戦相手の側の自動の勝利を生じる（１４．６）。
１４．５．２ 積極的でないリーダー。
それぞれの自軍のプレイヤー・ターンにおいて、そのプレイヤーのユニットがいずれかが攻撃し、そのプレ
イヤーの陣営のリーダーが戦闘に参加していない時には、それぞれの積極的でないリーダーについて士気喪
失に５ポイントを加えること。敵プレイヤー・ターンの間に、戦闘に参加したリーダーは、士気の喪失を否
定しない。
１４．６ 勝利条件
１４．６．１ 即時の勝利（どちらの側でも）
二番目の敵のリーダーの死もしくは敵の軍の崩壊。両方のプレイヤーが同時に即時の勝利を得る場合、アン
グロ・サクソン陣営が勝利する。
１４．６．２ ポイントによる勝利。
どちらのプレイヤーも即時の勝利で勝利しない場合、勝利はターン１０の終了後に最も多くのＶＰを持つプレイ
ヤーのものとなる。ＶＰは敵の士気の喪失について記録される。
１４．７ 選択ルール
プレイヤーは、以下の選択ルールをどのような組合せで使用してもよい。プレイを開始する前に選択を行っ
ておくこと。ランダムな選択を希望する場合、それぞれのプレイヤーはサイコロを１個振り、出た目に対応
する番号の選択ルールを使用すること。出た目が５か６である場合、サイコロを振り直すこと。両方のプレイ
ヤーが同じ番号の目を振り出した場合、いかなる選択ルールも使用されない。
オプション１：性急。リーダーとスタックされない限り、戦闘で勝利を得たユニットのうちの１個は前進しな
ければならない。
オプション２：暴虐な運命の投石と矢。弓兵によって目標とされたそれぞれのヘクス内にスタックされるそ
れぞれのリーダーごとに１ｄ６を振りなさい（たとえその射撃がユニットを混乱状態にするのに失敗した場合で
も。もしくは、リーダーが単独でいる場合でも）。
１の目でそのリーダーは殺される。
オプション３：戦い続けろ！。一方の陣営の二番目のリーダーの死はゲームを終わらせないが、その代わり
に、そのリーダーシップ値ｘ５の戦力ポイントの損害として数えられる。
オプション４：自由セットアップ。アングロ・サクソン・プレイヤーから始めて、両陣営は、１４．３と１４．４で
設定された線の上か後方のいずれかに自分のユニットをセットアップする。
リーダーはいずれかの自軍ユニットとスタックする。

１５．０ Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅ
１５．１ シナリオのパラメータ
バイキングが先にセットアップ（１５．３）し、アングロ・サクソンが次にセットアップ（１５．４）する。アングロ・
サクソン・プレイヤーが第一プレイヤーである。一方が即時の勝利（１５．６）で勝たない限り、ゲームは１０回
（各４５分）のターンの間続く。
どちらの側も即時の勝利で勝たない場合、勝者は勝利ポイントによって決定される（１５．６）。
１５．２ 特別ルール
１５．２．１ サクソンの第一ターン。
全てのアングロ・サクソンの移動許容は２倍となり、全てのアングロ・サクソンの攻撃は戦闘結果表上にお
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いて右に１コラムのシフトを生じる。
１５．２．２ 制限されたバイキングの移動。
Ｄｅｒｗｅｎｔ川の東にセットアップされたバイキング・ユニットは、以下にリストされたイベントのうちの一つ
が発生するまで、ヘクス４８０８から４ヘクスを越えて移動することは許されない。制限が解除されるまで、ユ
ニットは制約されたエリアの中で自由に移動してもよく、そこからその外に向けて戦闘（弓射を含む）を実行
してもよい。川の西にセットアップされたバイキング・ユニットは、それらが制約されたエリアに進入しな
い限り制限されない。進入した時には、制限はそれらにも適用される。
イベント１：少なくとも２０個のアングロ・サクソン軍のユニットやリーダーが川の東にいる。
イベント２：ヘクス４８０８の４ヘクス以内にセットアップされたいずれかのバイキング・ユニットが弓兵か通常
戦闘によって攻撃される。
イベント３：ターン８の増援が到着する。
１５．２．３ 地図を出る。
ユニットは１ＭＰのコストでいずれかの地図端から地図を出てもよい（移動か退却）が、士気とＶＰに関しては除
去されたものとみなされる。地図を出たユニットは、移動か回復によって地図に再進入することは許されな
い。
１５．３ バイキングのセットアップ
バイキング軍は二つの国籍から成る：ノルウェー軍とアングロ・サクソン反乱軍である。ＨａｒａｌｄｒとＴｏｓｔｉｇ
はどのバイキング・ユニットとスタックしてもよいが、それ自身の国籍のユニットのみにそのリーダーシッ
プ値を加えてもよく、それ自身の国籍のユニットのみを回復してもよい。

ノルウェーの分遣隊（Ｄｅｒｗｅｎｔ川の西、それぞれのユニットから離れても最少の３つのヘクスのそれぞれのユ
ニット）の西； 言い換えると、それぞれの間に空きの２ヘクスを置く）。
１ｘ ５－３（２）
１ｘ ４－３
６ｘ ３－３

ノルウェー主力軍（４８０８かその４ヘクス以内）
リーダーＨａｒａｌｄｒ
１ｘ ６－３（２）
５ｘ ５－３（２）
６ｘ ４－３
１９ｘ ３－３
３ｘ弓兵

アングロ・サクソン反乱軍（４８０８かその４ヘクス以内）
リーダーＴｏｓｔｉｇ
１ｘ４－３（２）
２ｘ３－３

増援。以下のユニットは、ターン８のバイキングの移動フェーズの間に、南の地図端よりゲームに登場する。
それぞれのユニットは、地図端ヘクス（それがＥＺＯＣであってもよい）に進入するために通常の移動ポイントの
コストを支払い、その後に通常通り移動する。
１ｘ ５－３（２）
１ｘ ４－３
７ｘ ３－３
１ｘ弓兵

１５．４ アングロ・サクソンのセットアップ
いかなるユニットも地図上でゲームを開始せず、全ては増援として登場する。リーダーＨａｒｏｌｄと、可能な限
りのユニットは、ターン１のアングロ・サクソン側の移動フェーズの間も、Ｄｅｒｗｅｎｔ川の北の西地図端のヘク
スに登場する。それぞれのユニットは、地図端ヘクスに進入するために通常の移動ポイントのコストを支払
い、その後に通常通り移動する。
すべての残りのアングロ・サクソン・ユニットは、以降のターンにおいて、すべてが登場するまで各ターン
に可能な限りの数が同じエリアに登場する。登場するユニットはＥＺＯＣ内のヘクスに進入してもよい。

リーダーＨａｒｏｌｄ（２－６）
１ｘ ８－６（２）
２ｘ ７－６（２）
３ｘ ５－６
３ｘ ７－３（２）
３ｘ ５－３
２３ｘ ３－３
３ｘ弓兵
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Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅにおける軍の士気（１５．５）

士気喪失 崩壊
アングロ・サクソン ７５ １１０
ノルウェー ７５ １１０

１５．５ 軍の士気
それぞれの軍の戦力ポイントの損害を記録しておくこと。それぞれの軍における士気喪失と崩壊のレベルは、
チャート上に注記されている。
１５．５．１ リーダーの損害。
殺された最初のバイキングのリーダーは、そのリーダーシップ値にｘ５の戦力ポイントの損害として数えられ
る。
Ｈａｒｏｌｄの死か二番目のバイキングのリーダーの死は、対戦相手の側の自動の勝利を生じる（１５．６）。
１５．５．２ 積極的でないリーダー。
主力軍に対する移動制限の解除の後のターンから始めて、それぞれの自軍のプレイヤー・ターンにおいて、
そのプレイヤーのユニットがいずれかが攻撃し、そのプレイヤーの陣営のリーダーが戦闘に参加していない
時には、それぞれの積極的でないリーダーについて士気喪失に５ポイントを加えること。敵プレイヤー・タ
ーンの間に、戦闘に参加したリーダーは、士気の喪失を否定しない。
１５．６ 勝利条件
１５．６．１ 即時のバイキングの勝利。
ハロルドの死、もしくはアングロ・サクソン軍が崩壊する。
１５．６．２ 即座のアングロ・サクソンの勝利。
二番目のバイキングのリーダーの死もしくはバイキングの軍の崩壊。両方のプレイヤーが同時に即時の勝利
を得る場合、アングロ・サクソン陣営が勝利する。
１５．６．３ ポイントによる勝利
どちらのプレイヤーも即時の勝利で勝利しない場合、勝利はターン１０の終了後に最も多くのＶＰを持つプレイ
ヤーのものとなる。ＶＰは敵の士気の喪失について記録される。
１５．７ 選択ルール
プレイヤーは、以下の選択ルールをどのような組合せで使用してもよい。プレイを開始する前に選択を行っ
ておくこと。ランダムな選択を希望する場合、それぞれのプレイヤーはサイコロを１個振り、サイコロの目１
～２についてはオプション１を選び、サイコロの目３～４についてはオプション２を選び、サイコロの目５～６に
ついてはオプション３を選ぶ。両方のプレイヤーが同じ番号の目を振り出した場合、いかなる選択ルールも
使用されない。
オプション１：性急なアングロ・サクソン。リーダーとスタックされない限り、戦闘で勝利を得たアングロ
・サクソンのユニットのうちの１個は前進しなければならない。
オプション２：暴虐な運命の投石と矢。弓兵によって目標とされたそれぞれのヘクス内にスタックされるそ
れぞれのリーダーごとに１ｄ６を振りなさい（たとえその射撃がユニットを混乱状態にするのに失敗した場合で
も。もしくは、リーダーが単独でいる場合でも）。１の目でそのリーダーは殺される。
オプション３：戦い続けろ！。Ｈａｒｏｌｄか二番目のバイキング・リーダーの死はゲームを終わらせないが、そ
の代わりに、そのリーダーシップ値ｘ５の戦力ポイントの損害として数えられる。

１６．０ Ｈａｓｔｉｎｇｓ
１６．１ シナリオのパラメータ
ノルマンが先にセットアップ（１６．３）し、アングロ・サクソンが次にセットアップ（１６．４）する。ノルマン・プ
レイヤーが第一プレイヤーである。一方が即時の勝利（１６．６）で勝たない限り、ゲームは１０回（各６０分）のター
ンの間続く。
どちらの側も即時の勝利で勝たない場合、勝者は勝利ポイントによって決定される（１６．６）。
１６．２ 特別ルール
１６．２．１ 地図を出る。
ユニットは、道路に沿ってのみ自発的に地図を出てもよい。アングロ・サクソン軍は道路の東端からのみ出
てもよく、ノルマンは道路の北端からのみ出てもよい。自発的に退出したユニットは、それらの軍について、
勝利ポイントを記録する（１６．６）。
地図外に出ることを強制されたユニットは、勝利に関しては除去されたものとして取り扱われる（１６．６）。
１６．３ ノルマンのセットアップ
ノルマンの軍は、三つの国籍から成る：ノルマン、フランス、ブリトンである。
特に明記しない限り、「ノルマン」は軍全体のことを指し、ノルマンディー出身のユニットのみを指すわけ
ではない。リーダーＷｉｌｌｉａｍは軍のどのユニットとスタックしてもよく、軍のあらゆるユニットに（戦闘と回
復）について影響を与えてもよい。リーダーＲｏｇｉｅｒとＡｌａｉｎはどのユニットとスタックしてもよいが、それぞ
れ自分の国籍のユニットにのみ影響を与える。

ノルマン
リーダーＷｉｌｌｉａｍ － １７２２

１２



６ｘ ６－６ （２） － １７２０～１７２５（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
１０ｘ ５－３ － １９２０～１９２４（含む）のそれぞれのヘクス上に１個、２０１９～２０２３（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
４ｘ弓兵 － ２２１９～２２２２（含む）のそれぞれのヘクス上に１個

ブリトン
リーダーＡｌａｉｎ － １８１６
３ｘ ６－６ （２） － １８１５～１８１７（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
４ｘ ５－３ － ２０１４～２０１７（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
３ｘ弓兵 － ２２１５～２２１７（含む）のそれぞれのヘクス上に１個

フランス
リーダーＲｏｇｉｅｒ － ２２２７
３ｘ ６－６ （２） － ２１２７～２３２８（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
４ｘ ５－３ － ２１２５～２４２（含む）のそれぞれのヘクス上に１個
３ｘ弓兵 － ２３２４～２５２５（含む）のそれぞれのヘクス上に１個

増援。無し。

１６．４ アングロ・サクソンのセットアップ
Ｈａｒｏｌｄと８－３（２）は、Ｓｅｎｌａｃ Ｈｉｌｌの上のレベル６のヘクスに配置されなければならない。他の全てのユニット
とリーダーは、ＳｅｎｌａｃかＣａｌｄｂｅｃ Ｈｉｌｌｓの上のレベル５かレベル６のヘクスのどこに置かれてもよい。

リーダーＨａｒｏｌｄ（２－４）
リーダーＧｙｒｔｈ
リーダーＬｅｏｆｗｉｎｅ
１ｘ ８－３（２）
７ｘ ７－３（２）
８ｘ ５－３
２２ｘ ３－３
１ｘ弓兵

増援。無し。

１６．５ 軍の士気
それぞれの軍の戦力ポイントの損害を記録しておくこと。五つの個別の勘定がある。それぞれの軍における
士気喪失と崩壊のレベルは、チャート上に注記されている。
１６．５．１ ノルマン軍。
ノルマン、ブリトン、フランスのそれぞれの損害は国籍ごとの合計とノルマン軍全体の合計の両方に対して
計上される。ノルマン軍のそれぞれの国籍は個別に士気喪失となる可能性がある。士気喪失した国籍のユニ
ットを含むあらゆる攻撃でも、その士気喪失の士気喪失の効果をこうむる。ノルマン軍が士気喪失レベルに
到達した時点で、たとえ一つ以上の個々の国籍がまだそれ自身の士気喪失レベルに到達していなかったとし
ても、全軍が士気喪失となる。
ノルマンの崩壊。ノルマン軍のそれぞれの国籍は個別に崩壊する可能性がある。地図上からその国籍の生き
残りのリーダーとユニットを取り除きなさい。
アングロ・サクソンのユニットのうち取り除かれたユニットに隣接しており、生き残っているノルマン軍の
ユニットのＺＯＣ内にいないものは、たとえリーダーとスタックしていたとしても、空きになったヘクスのう
ちの一つに（スタッキングの制限の範囲内で）前進しなければならない。
生き残っている国籍とノルマン全軍について追加の１０ポイントを（損害として）その士気喪失レベルに加える。
これは崩壊の連鎖反応を引き起こす可能性がある。
１６．５．２ リーダーの損害。
ＷｉｌｌｉａｍかＨａｒｏｌｄ以外のあらゆるリーダーの死は、５戦力ポイントの損害として数えられる。
１６．５．３ 積極的でないリーダー。
少なくとも３個の個別に解決される戦闘が存在するあらゆるプレイヤー・ターンにおいては、フェーズ実行
プレイヤーは、戦闘に参加していないそれぞれのリーダーについて、自分の士気の損害を２ポイント増やす。
ノルマン・プレイヤーについては、この罰則は、そのターンの戦闘に少なくとも１個の戦闘ユニットが参加
した場合にのみ、その国籍のリーダーに適用される。そして、その場合には、罰則はそのリーダーの国籍の
合計とノルマン全軍の両方に適用される。
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Ｈａｓｔｉｎｇｓのための軍士気（１６．５）
士気喪失 崩壊

アングロ・サクソン ８０ １２０
ノルマン ８５ １３０
軍個別
ブリトン ２０ ３０
フランス ２０ ３０
ノルマン ４５ ７０

１６．６ 勝利条件
１６．６．１ 即時のノルマンの勝利。
Ｈａｒｏｌｄが殺されるか、アングロ・サクソン軍が崩壊する。
１６．６．２ 即時のアングロ・サクソンの勝利。
Ｗｉｌｌｉａｍが殺されるか、ノルマン軍が崩壊する。
両方のプレイヤーが同時に即時の勝利を得る場合、アングロ・サクソン陣営が勝利する。
１６．６．３ ポイントによる勝利。
どちらのプレイヤーも即時の勝利で勝利しない場合、勝利はターン１０の終了後に最も多くのＶＰを持つプレイ
ヤーのものとなる。
ＶＰは敵の士気の喪失について記録される（下記参照）。
１６．６．４ 地図を出たユニットによるポイント。
地図を自発的に出たユニット（１６．２）は、退出した戦力ポイントにつき１ＶＰを得る。自発的に出たリーダーは、
リーダーシップ値につき１ポイントとして数える。
軍のＶＰの半分までが、地図から出たユニットに由来してもよい。
１６．７ 選択ルール
プレイヤーは、以下の選択ルールをどのような組合せで使用してもよい。プレイを開始する前に選択を行っ
ておくこと。ランダムな選択を希望する場合、それぞれのプレイヤーはサイコロを１個振り、出た目の値に
対応するオプションを使用する。両方のプレイヤーが同じ番号の目を振り出した場合、いかなる選択ルール
も使用されない。
オプション１：性急なアングロ・サクソン（ＡかＢのどちらかを使用すること。両方ではない。サイコロを振っ
て決定する場合、再びサイコロを振り、奇数の目ならＡを使用し、偶数の目ならＢを使用する）。
１Ａ：アングロ・サクソンのリーダーから３ヘクスを越える位置にいるアングロ・サクソンのユニットは、敵
対するヘクスが空いた場合には、戦闘（攻撃側でも防御側でも）の後に前進しなければならない。
１Ｂ：リーダーとスタックされない限り、戦闘で勝利を得たアングロ・サクソンのユニットのうちの１個は前
進しなければならない。
オプション２：性急なノルマン。リーダーとスタックされない限り、戦闘で勝利を得たノルマンのユニット
のうちの１個は前進しなければならない。
オプション３：暴虐な運命の投石と矢。弓兵によって目標とされたそれぞれのヘクス内にスタックされるそ
れぞれのリーダーごとに１ｄ６を振りなさい（たとえその射撃がユニットを混乱状態にするのに失敗した場合で
も。もしくは、リーダーが単独でいる場合でも）。１の目でそのリーダーは殺される。
オプション４：戦い続けろ！。ＨａｒｏｌｄかＷｉｌｌｉａｍの死はゲームを終わらせないが、その代わりに、そのリーダ
ーシップ値ｘ５の戦力ポイントの損害として数えられる。
オプション５：矢の補給両陣営ともに、会戦の間に矢が尽き、新たな補給を要求しなければならなかった。
ノルマン軍は全体として３０セットの矢を持ち、アングロ・サクソン軍は３セットの矢を持ってゲームを開始
する。弓兵ユニットが射撃するごとに、１セットをその軍の矢の総量から減じなさい。補給が０に達した時点
で、その軍の弓兵ユニットはそのゲーム・ターンの残りと次のゲーム・ターンの全体において射撃すること
ができない。射撃が全く禁止されたゲーム・ターンの次のゲーム・ターンの開始時に、生き残っている弓兵
ユニットの数の２倍のセットの矢の補給を受ける。
例：ノルマン軍は１０個の弓兵ユニットをもってゲームを開始する。全ての弓兵ユニットが各ターンに射撃す
る場合、ノルマン軍の矢の在庫はターン３の終了時に尽きる。ノルマン軍はターン４においてまったく射撃す
ることができず、ターン５の開始時に矢が再補給される。
ノルマン軍が地図上にまだ全ての１０個の弓兵を持つ場合、２０セットの矢を受け取る。
オプション６：ノルマンの自由セットアップ。
ノルマン軍ユニットは、Ｔｅｌｈａｍ Ｈｉｌｌのレベル５，６，７のいずこかにセットアップされる。

１７．０ キャンペーン・ルール
１７．１ キャンペーン（戦役）の構造
実際に発生した順序で三つの会戦をプレイしていただきたい：Ｆｕｌｆｏｒｄ、Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅ、Ｈａｓｔｉｎｇｓの三つ
で、この順である。最初の二つの会戦のそれぞれの結果は、以降の会戦における軍の戦力に影響する可能性
がある（１７．２， １７．３）。Ｈａｓｔｉｎｇｓの勝者はキャンペーン全体の勝者である。
１７．２ Ｆｕｌｆｏｒｄの結果
この会戦の終了後に、すべての減少戦力となった２ステップ・ユニットを完全戦力の側に裏返す。未来のイ
ベントである会戦に対する効果を決定するために指定された順序で以下の項目をそれぞれチェックする。
１７．２．１ Ｈａｒａｌｄｒの死。
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指導者を失ったノルウェー軍は故郷に逃走し、Ｔｏｓｔｉｇの生き残った反乱軍はノーサンブリアの郷土民兵の敵
ではないことが明らかになった。ＨａｒｏｌｄはＷｉｌｌｉａｍを待つために南に残る。Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅをプレイしない
こと。直接Ｈａｓｔｉｎｇｓへ進みなさい。
除去されたアングロ・サクソン軍ユニットが１８個以下の場合、Ｈａｓｔｉｎｇｓのアングロ・サクソンのセットアッ
プにその差分と２個のアングロ・サクソン人ユニットを加えること。
例：１６個のアングロ・サクソン軍ユニットが除去されている場合、Ｈａｓｔｉｎｇｓには４個のユニットをアングロ
・サクソン軍のセットアップに加えること。
１７．２．２ Ｔｏｓｔｉｇの死
アングロ・サクソン反乱軍ユニットは、Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅには参加しない。
１７．２．３ サクソン軍の損害。
１８個を下回るアングロ・サクソン軍ユニットが除去された場合、１８から除去されたユニットの数を減じ、こ
の差の数をＳｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅにおいて利用可能なアングロ・サクソン軍ユニットの数に加えなさい。
加えるユニットをＦｕｌｆｏｒｄで生き残ったユニットからランダムに選択すること。１８個を超えるアングロ・サ
クソン軍ユニットが除去された場合、除去されたユニットの合計から１８を減じ、この差の数だけＳｔａｍｆｏｒｄ
ｂｒｉｄｇｅのアングロ・サクソン軍ユニットを減らしなさい。減らすユニットを、Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅのためのオ
リジナルのセットアップからランダムに選択すること。
１７．２．４ バイキングの損害。
１０個を下回るバイキング軍ユニットが除去された場合、１０から除去されたユニットの数を減じ、この差の数
をＳｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅにおいて利用可能なバイキング軍ユニットの数に加えなさい。加えるユニットをＦｕｌｆｏｒｄ
で生き残ったユニットからランダムに選択すること。１０個を超えるバイキング軍ユニットが除去された場合、
除去されたユニットの合計から１０を減じ、この差の数だけＳｔａｍｆｏｒｄ ｂｒｉｄｇｅのバイキング軍ユニットを減ら
しなさい。
減らすユニットを、Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅのためのオリジナルのセットアップからランダムに選択すること。す
べての加算か減算は、バイキングのＤｅｒｗｅｎｔの東にセットアップするものに対して行われる。
１７．２．５ 軍の士気修正。
ユニットが以降の会戦に追加されるか、除去される時、追加か除去される合計戦闘力の半分（小数点以下を
切り捨て）だけ、追加の場合は加算、除去の場合は減算することでその軍の士気喪失レベルを調節すること。
追加か除去される合計戦闘力の４分の３（小数点以下を切り捨て）だけ、追加の場合は加算、除去の場合は減算
することでその軍の崩壊レベルを調節すること。
例：Ｆｕｌｆｏｒｄの後、Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅのアングロ・サクソン軍が１４戦力ポイントだけ追加される場合、
Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅにおけるアングロ・サクソン軍の士気喪失レベルに７が加算され、アングロ・サクソン軍の
崩壊レベルに１０が加算される。
１７．３ Ｓｔａｍｆｏｒｄ Ｂｒｉｄｇｅの結果
この会戦の終了後に、すべての減少戦力となった２ステップ・ユニットを完全戦力の側に裏返す。未来のイ
ベントである会戦に対する効果を決定するために指定された順序で以下の項目をそれぞれチェックする。
１７．３．１ Ｈａｒｏｌｄの死。
バイキング／ノルマン・プレイヤーは、キャンペーンに勝利する。Ｈａｒａｌｄｒは、Ｔｏｓｔｉｇ（存命である場合）を
Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉａ伯に任命し、自分自身がイングランドの王であると宣言する。Ｗｉｌｌｉａｍは、南イングランドを侵
略し、その上で自分こそが王であると宣言する。継続戦争がノルマン軍とノルウェー軍の間で始まる。
１７．３．２ ＨａｒｏｌｄとＨａｒａｌｄｒが生き残る。
たとえ一方か両方の軍が崩壊するとしても、バイキング／ノルマン・プレイヤーはキャンペーンに勝利する。
ＨａｒｏｌｄはＨａｒａｌｄｒ（存命である場合、Ｔｏｓｔｉｇも）に拘束されたままとなる。Ｗｉｌｌｉａｍは妨害を受けずに上陸し、
疲弊しきったアングロ・サクソンとノルウェーの残存軍を破り、容易にイングランド全土を征服する。
１７．３．３ サクソンの損害。
１９個を下回るアングロ・サクソン軍ユニットが除去された場合、１９から除去されたユニットの数を減じ、こ
の差の数をＨａｓｔｉｎｇｓにおいて利用可能なアングロ・サクソン軍ユニットの数に加えなさい（１７．２のようにラ
ンダムに選択すること）。１９個を超えるアングロ・サクソン軍ユニットが除去された場合、除去されたユニ
ットの合計から１９を減じ、この差の数だけＨａｓｔｉｎｇｓのアングロ・サクソン軍ユニットを減らしなさい（１７．２
のようにランダムに選択すること）。１７．２に従ってＨａｓｔｉｎｇｓのためのアングロ・サクソン軍の士気を修正し
なさい。

１８．０ シナリオに関する覚書（省略）

１０６６： Ｙｏ３Ｂ 非公式正誤表 Ｔｏｍ Ｋｒｙｎｉｃｋｉ氏による

［明確化］
個別ルール１３．４：騎兵に関する９．０項は、標準のルールの９．６項のみを置き換え、騎兵のルール全体を置き換
えるわけではない。注意：これは、全ての騎兵が完全戦力でも減少戦力でも突撃することが可能であるが、
交戦からの離脱を行うことができないことを意味している。
［セットアップの訂正］
個別ルール１５．４：アングロ・サクソン軍は、１ｘ ８－６（２）、２ｘ ７－６（２）である（３ｘ ７－６（２）ではない）。
個別ルール１６．３：ブリトンの弓兵は、２２１５～２２１７のヘクスで開始する。ブリトンの騎兵は、１８１５～１８１７のヘ
クスで開始する。
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［地図の訂正］
Ｈａｓｔｉｎｇｓの地図：全ての沼地ヘクスはレベル２のクリアである。
［カウンターの説明の明確化］
全ての弓兵ユニットは、［２］ヘクスの射程、［２］の弓射力、３ヘクスの移動許容を持つ。
通常の戦闘の間、弓兵ユニットは２の戦闘力で防御するが、攻撃する時には、弓兵ユニットはその戦闘力が１
に半減する罰則をこうむる（個別ルール１３．４の第６．０項は正しい。標準ルールの２．４における弓兵ユニットの
描写は（このゲームでは）正しくない）。
［脱漏］
混乱状態：弓射射撃（６．２）によるか、騎兵以外のユニットが自軍ユニットを通過して退却すること（７．８）によ
って生じる混乱状態は、混乱状態マーカー（Ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄ Ｍａｒｋｅｒ）によって記録され、再編成されるまで
（１１．１）、戦闘力と移動許容は半減する（小数点以下は切り上げ）。
［脱漏］
回復：１１．２ 全ての会戦において、ターンごとに両陣営についてサイコロを１個振り、１～２の目で１個のユニ
ットを回復する。
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