
BattleFleet Mars(バトルフリート・マーズ)(抄訳) 

 

[1.0] はじめに 

BattleFleet Marsは、21世紀後半に設定された我々の太陽系内における惑星間紛争のシミュレーション

である。このゲームでは、地球は地球外の資源に依存しており、その資源の調達は私的に所有された超国

家企業複合体、アレース・コーポレーション(Ares Corporation)が独占して運営、実行、調整していると

設定している。このゲームは、幻想から目覚めた生涯を宇宙空間と火星に活きるコーポレーションの従

業員による、政治と経済における自治権を得る目的として「生産の手段を奪取する」ための挑戦を扱った

ものである。 

BattleFleet Marsは 2人プレイヤー用ゲームである。一人のプレイヤーは火星に基盤を持つ反乱軍をコ

ントロールし、コーポレーションによるその資産に対する支配を回復する試みを食い止めようと努力す

る。同時に、火星プレイヤーは事実上の地球の惑星政府である資源開発世界機構(WORD)の観点からの合法

性を確立しようと試みる。もう一人のプレイヤーはアレース・コーポレーションの取締役会の役割をは

たし、少なくとも地球の世界政府に影響を与えようとする火星の試みを無力化する一方で、軍事的に火

星を撃破することについての責任を負わされている。 

諸国家政府のゆるやかな連合体である WORD(ゲームにおけるプレイヤーがいない第三勢力)は、それが宇

宙船をコントロールしていないために、直接ゲームの結果に影響を与えることができない。しかし、WORD

の支持はどちらの陣営の可能性にとっても最終的には重要であり、プレイヤーは、彼らがアレースの小

惑星帯における施設や火星やガニメデ上の施設の支配を軍事力を行使して勝ち取ったとしても、態度を

決めかねている地球政府に影響を与えるために政治闘争を展開しなければならない。 

BattleFleet Marsは二つのパートに分割される：戦略ゲームと戦術ゲームである。前者(ルールの 5.0項

から 15.0項)は、様々な戦略の上で重要な地点の間の艦船の配置と移動、休戦と交渉、サボタージュ、反

乱鎮圧、兵站と生産、不和を煽動する(もしくは、芽のうちにそれを摘み取る)エージェントの利用、暗殺、

士気に関する軍事イベントの影響を含めて紛争のはば広い概要をシミュレーションするものである。 

戦術ゲーム（ルールの 16.0 項から 26.0 項）は、戦術ディスプレイを利用して個々の艦船の間の宇宙空

間戦闘を詳細にシミュレーションする。 

戦術ゲームに含まれるものは、３次元における艦船の移動、レーザーとミサイルと戦闘機の使用、戦闘隊

形、衛星基地、ダメージコントロールである。 

戦略ゲームは「戦術上において抽象化」された戦闘ルールを含み、戦術ゲームではいくつかのシナリオが

提供される（ルール 27.0と 28.0 項）。 

このように、どちらかのゲームを個別にプレイすることも、両方を一つの関連するゲームとして組み合

わせることも可能である。 

 

[2.0] プレイの全体の流れ 

[戦略ゲーム] 

プレイヤーは、それぞれがどちらの側をコントロールするかを決定し、ゲームをセットアップする。火星

とガニメデによって導かれ、アレースの宇宙艦隊の大多数と四つの小惑星の基地を伴った最初の反乱が



シミュレーションされた後、ゲームはプレイヤーの不定の行動により、その行動に従って進行されるこ

とになる。 

その後、ゲームはゲーム・ターンに分割される。各ゲーム・ターンの進行の間に、プレイヤーは、太陽系

ディスプレイ上に表現された惑星と基地に適切であると思われるように自分の艦船とエージェントの配

置を変更する。そして、プレイヤーは同じ惑星か小惑星基地にある敵対する艦船の間で戦闘を解決し、そ

の交戦の結果を適切に反映するために地球と火星の士気インデックスを修正する。次にプレイヤーは、

士気インデックス上の士気レベルによって要求される何らかの行動と解決を遂行する。これらはエージ

ェントに対する暗殺の試み、火星の反乱軍に対する反乱鎮圧、休戦交渉、サボタージュの試みを含む可能

性があり、一方か両方の士気インデックスに対する波及効果を伴うことがある。効果が要求するあらゆ

ることが実行された後、プレイヤーは損害を受けた艦船の修理を計算し、コーポレーション・プレイヤー

はそのゲーム・ターンに就役が予定されている新造艦を受け取る。 

どちらの側でも、徹底的な軍事上の勝利によるか、敵対する勢力が闘争を継続することが不可能になる

までその士気を挫くことによって勝利することができる。 

 

[3.0]特殊な用語の用語集 

[戦略ゲーム] 

以下の用語は BattleFleet Marsで特別な意味を持ち、プレイヤーがルールをさらに読む進める前にそれ

らの語彙に慣れ親しんでおくことを推奨する。 

アレース・コーポレーション(Ares Corporation)：または、単に「コーポレーション」と呼ばれる。この

実体は私人所有の、「宇宙」指向に関することに資金を調達することに特化した集合企業体である。地球

上の情勢による公的な事前の独占に直面して、地球外の資源から利益を得ることに関心を持っていた企

業は資源をプールするために団結した。その最終的な結果として、コーポレーションは設立され、宇宙探

査と他の惑星の利用に関して実施することはそれ自身が指揮命令するようにフリーハンドを認められた。

地球が明らかにコーポレーションのみによって提供される商品に依存するようになった頃には、それは

規制不能なほど強大な存在になっていた。 

小惑星(Asteroids)：四つの小惑星がこのゲームでは取り上げられる。それらは、ケレス(Ceres)、パラス

(Pallas)、ウェスタ(Vesta)、ユノ(Juno)であり、最初に発見された四つの小惑星である。それらはそれ

ぞれ、小惑星帯の中では第一、第二、第十、第三番目に大きい。 

秘密結社(Cabal): (火星自由貿易業者(Martian Free Traders)を参照) 

カタパルト(catapults): カタパルトは、資材を太陽系内で輸送する手段である。カタパルトは鉱石の抽

出物のコンテナに掛け金をかけ、目的地の方向に荷物を射出する前に高速に加速する。目的地の他のカ

タパルトは、コンテナを迎え入れ、それを減速するために掛け金を捕まえる。鉱石は、軌道上の工場に届

けられるか、地表にシャトルで届けられる（惑星間宇宙船はいずれも惑星の地表に着陸するようにデザ

インされていない。） 

コーポレーション(Corporation)：（アレース・コーポレーション(Ares Corporation)を参照） 

地球(Earth)：BattleFleet Marsで重要な役割を演じ、様々な士気の効果において地球の住民の動向が反

映される。実際の地球の住民の動向はアレース・コーポレーションの最高経営会議とは区別されるもの

であるが、地球の住民の士気はコーポレーションの戦略と最終的な成功と失敗に強い影響を持つ。 



火星(Mars)(火星人(Martian))：火星の住民は、BattleFleet Marsで描写される闘争において、地球の住

民よりも、はるかにしっかりと自分達は何者かを意識している。「火星」とは、火星の士気、火星の戦略

などのように、一般人の住民と火星の大義を支持する火星や他の惑星や小惑星の実際の戦闘部隊の両方

を呼ぶ言葉となる。 

火星自由貿易業者(Martian Free Traders)：火星の反乱の統合指導部である。このグループはまた一般

の人口に膾炙した呼び名として秘密結社(Cabal)と呼ばれることがある。 

採鉱船(miners): 採鉱船は原材料を集める船である。それらは、有望な部分を切り離すために強力なレ

ーザーを利用して小惑星から鉱石を得ることに特化してデザインされているが、それらが小さな衛星と

しても運用されることから基地として使用することができる。 

惑星(Planet)：五つの惑星がゲームでは取り上げられる。それらは水星(Mercury)、金星(Venus)、地球

(Earth)、火星(Mars)、木星(Jupiter)である。水星と金星はゲームにおいてほとんど関係を持つことはな

いが、そららがそこに存在するために含まれている。 

任務部隊(Task Force)：任務部隊とは自軍の艦船のグループのことである。 

輸送船(transports)： これらは表向き、太陽系のある地点から別の地点までをカタパルトによる射出で

送付できない装備や人員を移動させる目的でデザインされた船である。実際には、それらも哨戒艦の役

を兼ねており、困難な任務につく場合には軍事使用を目的としてレーザーが搭載される。輸送船の乗組

員は、「疑惑のある」人物が含まれないことを確実とするために特別に審査される。 

資源開発世界機構(World Organization for Resource Development:WORD):この組織は、地球のために発

言する公式の地位を持つ地球の国家の政府のゆるい連合である。その性格上、通常は弱体で、WORD がい

かなる宇宙船も直接にコントロールしていないため、WORD は地球に関心のある事について現実的な手段

で行動を取ることが困難であった。 

 

[4.0] ゲームの備品 

[4.1] ゲーム用マップ 

[4.11] 太陽系ディスプレイ(The Solar Display) 

太陽系ディスプレイは 22"x34"の地図シート上に印刷されている。それは太陽から木星の軌道までの我々

の太陽系を図式化して表現したもので、等しい部分に分割される７本の軌道トラックから成る。それら

の軌道トラックのうちの５本は、太陽と木星の間の五つの惑星のためのものであり、それぞれ水星、金

星、地球、火星、木星である。残りの２本のトラックは、最も大きい小惑星のうちの４個を含むもので、

ケレスとパラスとユノは集約して一つの軌道上にあり、ウェスタはそれ自身の軌道トラックを持ってい

る。 

2094年 1月 1日（ゲームの開始の日）現在の惑星と小惑星の位置がディスプレイで示されている。また、

太陽系ディスプレイ上には９個の艦船航行トラックが印刷されている。これらのそれぞれは太陽系ディ

スプレイ上で表現される惑星や小惑星のうちの一つに相当する。また、政治ポイント・トラック、資源ポ

イント・生産トラックがある。 

太陽系ディスプレイは、船とエージェントの位置と記録するために、戦略ゲームにおいて利用される。 

[4.12] 戦術ディスプレイ 

戦術ディスプレイは、22" x 34"の地図シートに印刷され、二つの等しい格子の面に分割されている。こ



れらの面の一つは、「X-Y」ディスプレイとラベルが付けられており、この面で「X」軸と「Y」軸を示すた

めに設けられたコンパスを持つ。もう一つの面は、「X-Z」ディスプレイとラベルが付けられており、この

面で「X」軸と「Z」軸を示すために設けられたコンパスを持つ。戦術ディスプレイは、敵対する宇宙空間

の部隊の間の戦闘が戦われる典型的な宇宙の虚空エリアを表現している。それぞれの艦船は２個のカウ

ンターによって戦術ディスプレイ上で表現され、その１個はそれぞれの面に置かれる。「X-Z」セクション

上に置かれる「X-Z」のカウンターは、他の二つの次元と比較して艦船の「高さ」を表現する。そしてそ

れは、「X-Y」セクション上では同様に「X-Y」のカウンターで表現される。それら一組のカウンターは三

次元の空間における正確に艦船の位置を表現する。 

二つの正方形（それぞれの地図セクションから一つ）の仮想の交差によってつくられる三次元立方体の

それぞれは、「キューブ」と呼ばれる。距離は、戦術ディスプレイ上において、キューブを単位として計

られる。 

戦術ディスプレイの使用の完全な説明については、移動と燃焼（第 20.0節）とレーザー戦闘（第 21.0節）

を参照していただきたい。 

[4.2] プレイ用のコマ 

打ち抜き加工されたカウンター・シートは 400 個のカウンターを含み、艦船、エージェント、惑星、基

地、ミサイル（戦術ゲームで使用される）、任務部隊マーカー、ベクトル・インジケーター（戦術ゲーム

で使用される）、両方のプレイヤーのために現在のゲーム・ターン、政治ポイント、士気インデックスを

指示するためのマーカーを表現している。72 隻の艦船がこのゲームに存在する（この合計には建造の可

能性があるものも含まれる）。戦術ゲームの必要条件を満たすために、それぞれの艦船は２個のカウンタ

ーで表現される。それぞれの艦船、基地、惑星、小惑星のコントロールがプレイ経過中に変化するため、

これらのカウンターのそれぞれは、コーポレーションか火星のどちらのコントロール下にあるかを示す

ために両面に印刷されている。プレイヤーは、シートからカウンターを切り出す必要がある。その後、カ

ウンターは、区分けされたプラスチック・トレイなどに色と種類によって分類しておくことをおすすめ

する。 

[4.21] パルチザン・カウンターの概要の実例 

[4.22] ゲーム・マーカーの概要の実例 

[4.3] ゲームに関する表とルール小冊子 

戦略ゲームで使われる全てのチャートと表は、太陽系ディスプレイ上に印刷されている。戦術ゲームで

使われるチャートと表は、別のシートに印刷されている。戦闘記録と艦隊状況チャートは、ルール小冊子

に挿入されている。プレイを容易にするために、これらの挿入されたシートは、小冊子から慎重に取り除

かれなければならない。 

これらのチャートと表は（時間/距離旅程測定儀と同様に）、該当の適切なルールの項目で説明される。プ

レイヤーは、ルールの項目がゲーム・ターンの過程において利用する順序で提示されている点に注意さ

れたい。 

プレイヤーにはルールの先頭の概要を読むことを勧めておく。ゲームの構成要素に慣れていることは、

ルールを読む手助けとしては有効となるであろう。ただし、様々な表の目的は通常、一瞥しただけで明ら

かになるというわけではない。 

[4.4] ゲームの部品の目録 



BattleFleet Marsの完全なゲームはそれぞれ、以下の部品を含んでいなければならない： 

１枚の 22"*34"太陽系ディスプレイ・マップ 

１枚の 22"*34"戦術ディスプレイ・マップ 

１冊のルール小冊子 

１セットの打ち抜き加工済みカウンター(400個) 

２本の（同一の）時間/距離旅程測定儀 

１冊の戦闘記録シート 

２個のサイコロ 

１個の箱、蓋付きのトレイかジップパックにカバーシートを差し込んだもの 

[4.5] 時間と距離の尺度 

それぞれのゲーム・ターンは、長さが地球時間で約 30(地球)日（正確には 29.3日）である。太陽系ディ

スプレイ・マップの縮尺は、5cmが天文ユニット（約 150,000,000km）にあたる。以下のリストは、太陽

から惑星と小惑星の距離を列記したものである： 

天文ユニット 

水星 0.3871 

金星 0.7233 

地球 1.0000 

火星 1.5237 

ウェスタ(Vesta) 2.3600 

ユノ(Juno) 2.6700 

ケレス(Ceres) 2.7673 

パラス(Pallas) 2.7700 

木星 5.2028 

戦術ディスプレイのそれぞれの立方体は、１辺が 1000キロメートルである空間（すなわち 1,000,000,000

立方キロメートル）を表現している。それぞれの戦術ゲームのゲーム・ターンは、実際の時間の４分間を

表現している。 

 

[5.0] プレイの手順 [戦略ゲーム] 

[5.1] ゲーム・ターン 

BattleFleet Marsはゲーム・ターン制でプレイされる。それぞれのゲーム・ターンの間、プレイヤーは、

自分の艦船やエージェントを動かし、交戦し、休戦交渉、反乱鎮圧、暗殺、サボタージュのような行動を

妨害しようと試みるための機会を持つ。ゲーム中に進行されるゲーム・ターンの数に対して最初から設

定された制限はない。プレイは、適切な勝利条件に従ってあるプレイヤーがその対戦相手を敗北させる

まで続く。 

全ての行動は、以下に概説される手順の範囲内で実施されなければならない。以下の概要に一致せずに

行われるあらゆる行動はルールの違反となる（例外：細則 6.3を参照）。 

[5.2] 戦略ゲームの手順の概要 

A. 艦船移動フェーズ(SHIP MOVEMENT PHASE) 



「航行中」の全ての任務部隊（細則 8.22を参照）は、艦船移動トラックのその目的地に近づくように１

ボックスだけ動かされる。 

B. 艦船航行割当てフェーズ(SHIP TRANSIT ALLOCATION PHASE) 

太陽系ディスプレイ上のそれぞれの艦船航行トラックについて各個に、プレイヤーは同時に、航行中で

ある艦船のコースの変更と惑星か小惑星の周回軌道上の艦船についての何らかの新たなコースについて

宣言し、それを実行する。このフェーズの間のいつでも、エージェントは、軌道上の自軍の艦船に乗船す

るか下船してもよい（細則 11.2 を参照）。 

注意：艦船航行割当ては、それ自体は移動とはみなされないが、むしろコースのセッティングや変更とみ

なされる。 

C. 戦闘フェーズ(COMBAT PHASE) 

太陽系ディスプレイ上で表現される惑星のそれぞれと小惑星について各個に、プレイヤーはあらゆる戦

闘を解決する（細則 9.2もしくは細則 16.22を参照）。 

注：BattleFleet Marsは二者択一の戦闘システムを持つ。 

戦術戦闘抽象化システムは相対的に単純で、素早く解決可能で、交戦する艦船の間の直接の戦力の比較

を利用する。 

戦術手順システムはより複雑であり、三次元における実際の戦闘をシミュレーションするために戦術デ

ィスプレイを利用する。 

後者のシステムが使用される場合、戦略ゲームの手順はこの時点で戦術手順によって中断され、戦術手

順では戦闘が解決されるまで不確定の数の戦術ターンが継続される。 

どちらのシステムが使用されたとしても、それぞれの戦闘が解決された時点で、士気インデックス上に

おいて適切な修正が行われる(細則 10.6を参照)。 

休戦が有効である場合、プレイヤーが休戦を破棄することを選択しない限り、戦闘フェーズは省略され

る(細則 13.3を参照)。 

D. 政治相互作用フェーズ(POLITICAL INTERACTION PHASE) 

プレイヤーは、利用可能な政治ポイントの数を決定し、政治ポイント・トラックの上のそのマーカーを修

正する(細則 11.32を参照)。 

両方のプレイヤーはそれぞれの自分の士気効果表についてサイコロを振り、ただちに発生する可能性の

あるあらゆる休戦交渉、暗殺の試み、反乱鎮圧、サボタージュを解決し、士気インデックスにあらゆる必

要な修正を行う。 

アレース・コーポレーション・プレイヤーは地球士気効果表(10.2)について先にサイコロを振り、次に火

星プレイヤーが火星士気効果表(10.4)についてサイコロを振る。 

プレイヤーは、エージェントの媒介を通じて政治ポイントの支払いを反映するために必要なすべての修

正をサイコロの目に反映する。 

いずれかの政治ポイントの支出は、政治ポイント・トラック上のマーカーを修正することによって記録

される。 

全ての解決が完了された後、すべての未支出の政治ポイントは失われ、政治ポイント・トラックのマーカ

ーは「0」に戻される。 

E. 兵站及びメンテナンスフェーズ(LOGISTICS AND MAINTENANCE PHASE) 



このフェーズの開始時に、生産トラック上のあらゆる艦船カウンターは１ボックス先に進められ、「0」ボ

ックスへと進められたあらゆる艦船カウンターはコントロールするプレイヤーによって太陽系ディスプ

レイ上に配置される。 

プレイヤーは、兵站ポイントのレベルの何らかの増加を示すために、利用可能兵站ポイントトラック上

の自分のマーカーを修正する。 

プレイヤーは、自軍の惑星または小惑星において損害を受けている艦船の修理のために兵站ポイントを

消費してもよい（第 15.0項を参照）。 

プレイヤーはまた、新しい艦船を建造するために兵站ポイントを消費してもよい。そのためのカウンタ

ーが生産トラックに置かれる（細則 15.2を参照）。 

F. 惑星の運行及びゲーム・ターン指示フェーズ(PLANETARY MOVEMENT AND GAME-TURN INDICATION PHASE) 

水星から開始して、太陽の外側を運行するそれぞれの惑星と小惑星のカウンターは、太陽系ディスプレ

イ上において反時計回りに１惑星位置だけ進められる。 

それぞれの惑星の軌道上のそれぞれの惑星の位置は数字が付されている。 

ゲーム・ターンの進行を記録するために木星の軌道に沿って木星の運行をチェックしなさい。 

 

[6.0] 戦略ゲームを開始する 

原則： 

プレイヤーは、適切なカウンターとマーカーを配置することによってゲームをセットアップする。 

次に、2094年 1月 1日の反乱が両陣営における戦闘序列を決定するためにシミュレーションされる。 

その後、プレイヤーは特別なプレイの手順によって開始ゲーム・ターンのプレイに進む（細則 6.3 を参

照）。 

手順： 

ゲームにおいて表現される全ての惑星と小惑星の 2094年 1月 1日における位置は、太陽系ディスプレイ

上に示される。 

全ての惑星と小惑星カウンターは、その各個の軌道トラックの 2094年 1月 1日の惑星の位置に表を向け

て置かれる（すなわち、コーポレーションがコントロールしていることを示すために）。 

全ての基地カウンターは、適切な艦船航行トラックの軌道上ボックス内に配置される（細則 9.42を参照）。 

次に、初期艦船配置チャート（6.11）上に指示されるように、「軌道上」の 44隻の宇宙船を配置する。 

コーポレーション・プレイヤーは、航行中である 10隻の艦船を配置する。 

全ての艦船カウンターは、コーポレーションのコントロールを示すために表を向けて置かれる。 

全ての艦船が配置されたあと、マーカーは士気インデックス、政治ポイント・トラック、兵站ポイントと

生産トラックに置かれる。 

そしてエージェント・カウンターが太陽系ディスプレイ上に配置される。 

どの小惑星とどれだけ多くの艦船が反乱に加わるかについて決定するために、火星プレイヤーは、地球、

火星、ウェスタ、ユノ、ケレス、パラス、木星の順で、それらについて反乱表(12.3)によってサイコロを

振る。 

適切な修正は、プレイヤーによる政治ポイントの支払によって反映される。 

木星についてサイコロが振られた後、あらゆる未支出の政治ポイントは失われ、政治ポイント・トラック



のマーカーは「0」に修正される。 

それからプレイヤーは、その完了をもって切り詰められた開始ゲーム・ターンのプレイへと進む。 

その後、第二と以降のゲーム・ターンを続行するために、プレイヤーは戦略ゲームのプレイの手順を参照

する（第 5.0項を参照）。 

細則： 

[6.1] 配置 

艦船は初期艦船配置チャートに従って置かれる（細則 6.11を参照）。 

54 隻の艦船がチャート上にリストされている。 

これらのうちの 44隻は特定の惑星か小惑星の軌道上にあり、10隻は航行中である(細則 8.26を参照)。 

艦船が配置された後、以下にリストされているように、マーカーが士気インデックス、政治ポイント・ト

ラックと資源ポイント及び生産トラックに置かれる。 

その後で、エージェント・カウンターが太陽系ディスプレイ上に配置される。 

[6.11] 初期艦船配置チャート 

位置：カタパルト 採掘船 輸送船 

地球：6 0 2 

火星：4 2 1 

ウェスタ：2 3 1 

ユノ：2 3 0 

ケレス：3 5 2 

パラス：2 2 0 

木星：3 0 1 

航行中：2 5 3 

航行中の艦船を除く全ての艦船は、それらが位置する惑星か小惑星の周回軌道上にあるものとみなされ

る。 

[6.12] 軌道上の全ての艦船は、指示された艦船航行トラックの「軌道上」航行トラックボックスに配置

される。 

[6.13] 航行中の全ての艦船は、コーポレーション・プレイヤーによって水星と金星を除くいずれかの艦

船航行トラックに置かれてもよい。 

それらは、選択されたその艦船航行トラックの「1」か「2」の航行トラック・ボックスに置かれなければ

ならない。 

航行中の全ての艦船のための発進ポイント（細則 8.23 を参照）は、地球へ航行中である艦船を除いて、

地球であるとみなされる。地球へ航行中である艦船の起源ポイントは火星であるとみなされる。 

[6.14] ゲームの開始時の地球の士気インデックスは 55にセットされる。 

火星の士気インデックスは 77にセットされる。 

マーカーがこれらのレベルを反映するために士気インデックスに置かれる。 

[6.15] コーポレーション・プレイヤーは、 ゲームの開始時に、４兵站ポイントを受け取る。 

これは利用可能兵站ポイントトラックの上に示される。 

火星プレイヤーは、ゲームの開始時に、兵站ポイントを受け取らない。 



[6.16] いくつかのコーポレーションの艦船（太陽系ディスプレイ上に配置された 54 個に加えて）は以

下のような生産トラック上でゲームを開始する： 

艦船タイプ ボックス# 

1隻のカタパルト 2  

1隻の輸送船 2 

1隻の採鉱船 3 

1隻のカタパルト 4 

[6.17] 2094年 1月 1日の反乱の解決の前に、コーポレーション・プレイヤーは 5政治ポイントを、火星

プレイヤー7政治ポイントを受け取る。 

これは政治ポイント・トラックの上に示される。 

[6.18] 全てのエージェント・カウンターは、金星と水星を除くいずれかの艦船航行トラックの軌道ボッ

クス内に配置される。 

[6.19] コーポレーション・プレイヤーは、太陽系ディスプレイ上に表を向けて 9個の自軍のエージェン

ト・カウンターを配置する。 

すべてのコーポレーションのエージェントが配置された後、火星プレイヤーは自分の自軍エージェント

を 4個配置する。 

[6.2] 2094 年 1月 1日の反乱 

火星のリーダーが慎重に計画を立案し、かなりの規模の奇襲を成し遂げたが、アレース・コーポレーショ

ンの最高経営会議は重大な反乱の可能性に対して目をつむっていたわけではなく、あらゆる偶発的な事

件に備えるように経営陣に指示していた。 

それゆえに、正確にどの小惑星とどれだけの艦船の乗組員が火星の大義に参加するかはその程度に変動

の幅がある。 

[6.21] 全ての艦船とエージェントが太陽系ディスプレイの上で配置された後、どれだけ多くの艦船と小

惑星がコーポレーションのコントロール下に残り、どれだけ多くのものが火星の味方につくかを決定す

るために、反乱表(12.3)が参照され、チェックが行われる。 

それぞれの惑星と小惑星についてチェックのために別々にサイコロを振る。 

火星プレイヤーは、反乱表に指示された数まで、その小惑星に存在する艦船の中からどの艦船が反乱を

起こすことに成功したかを選ぶ。 

反乱を起した艦船と小惑星は、自動的に反乱を起こす火星と木星も同様に、火星のコントロールを示す

ため、そのカウンターを裏返しておく。 

[6.22] それぞれの小惑星か惑星について、反乱表の「R」の結果は、火星による戦力の差し押さえが成功

したことを示す。 

奪取(細則 9.6を参照)や反乱鎮圧(細則 12.2を参照)を阻止することによって、小惑星や惑星はゲームの

残りの間、火星プレイヤーにとって自陣営にとどまる。 

[6.23] それぞれの惑星か小惑星について、「L」の結果は、コーポレーションがコントロールを保持する

ことを示す。 

奪取を阻止することによって、小惑星や惑星はゲームの残りの間、コーポレーションプレイヤーにとっ

て自陣営にとどまる。 



[6.24] どれだけの艦船が特定の惑星か小惑星で反乱に加わるかについて決定した時点で、火星プレイヤ

ーはどの艦船がどちらの陣営につくか選択してもよい。 

火星プレイヤーは、それぞれの小惑星または惑星について、実際に対応する艦船航行トラック上にいる

艦船に選択肢が制限されている。 

火星プレイヤーは、反乱を起こすと指示された数を超える艦船を受け取ることができない（ただし、それ

を下回る数のものを受け取ることは可能である）。 

[6.25] 火星プレイヤーは、反乱を起こすものとして輸送船を選ぶことができない。 

全ての輸送船は常に、コーポレーション・プレイヤーにとって自軍に留まる。 

[6.26] 反乱表のサイコロの目は、政治ポイントの支出によって影響されてもよい。 

政治ポイントを消費するためには、プレイヤーは適切なエージェントが存在していなければならない（細

則 11.37を参照）。 

[6.27] 2094年 1月 1日の反乱を解決するための反乱表の利用は、いかなる形であれ士気インデックスに

影響を及ぼさない。 

[6.3] 最初のゲーム・ターン 

最初のゲーム・ターンは、標準のプレイの手順から逸脱した唯一のゲーム・ターンである。 

それは(順に)、戦闘フェーズ（または戦術ゲーム手順）、兵站及びメンテナンスフェーズ、惑星の運行及

びゲーム・ターン指示フェーズから成る。 

言い換えると、最初のゲーム・ターンのみについて、艦船航行割り当てフェーズ、艦船移動フェーズ、政

治相互作用フェーズを省略しなさい。 

第二ターン及び以降のゲーム・ターンについては、戦略ゲームのプレイの手順は前述のとおりである（5.0

項を参照）。 

[6.4] 艦隊状況チャートをセットアップする 

各プレイヤーは、艦隊状況チャートを受け取る。 

プレイヤーが戦術抽象化戦闘システムか戦術ゲーム手順を戦闘の解決のために使用するかどうかに関係

なく、プレイヤーは自分の艦隊状況チャート上で自分の艦船の状態を記録しなければならない。 

戦術抽象化戦闘システムについて艦隊状況チャートを使用する手順はすべて 9.0項に記述される。 

戦術ゲームの手順におけるこれらのチャートの使用のすべての説明は 18.0項で扱っている。 

両方の場合において、チャートのセットアップは後述のように同様である。 

[6.41] 各プレイヤーは、艦隊状況チャート上の自軍と敵がコントロールする艦船を識別できるようにす

べきである。 

[6.42] ゲームの開始時に、カタパルト船はレーザーを持たない。 

従って、レーザーが装備されるまでは、戦闘に参加するカタパルトの能力は弱められる(細則 9.9と 15.35

を参照)。 

 

[7.0] 太陽系ディスプレイと惑星の運行 

原則： 

太陽系ディスプレイは、木星の軌道上までの我々の太陽系を表している。 

太陽系ディスプレイ上に含まれる惑星と小惑星のそれぞれはカウンターで表現され、ゲーム進捗ととも



に、それぞれのカウンターはその軌道トラックに沿って運行する。 

太陽系ディスプレイ上で表現されるそれぞれの軌道は、この移動を管理するために複数の惑星の位置に

分割される。 

手順： 

各ゲーム・ターンの惑星運行フェーズの間、全ての惑星と小惑星カウンターは、その軌道に沿って反時計

回りに一つ先の惑星位置に進められる。 

細則： 

[7.1] 太陽系ディスプレイ 

[7.11] 太陽系ディスプレイは、水星、金星、地球、火星、ウェスタ、ケレス、パラス、ユノ、木星の軌

道を表す。 

それぞれの軌道は複数の惑星位置に分割され、それぞれの惑星位置の間の距離は惑星か小惑星の運行の

約 30地球日にあたる。 

[7.12] 太陽系ディスプレイ上で指示されているのは、ゲームの開始時である 2094年 1月 1日現在の、5

個の惑星と 4個の小惑星のすべての開始時の惑星の位置である。 

適切な天体のカウンターがゲームの開始時のものとして指示された惑星の位置に直接置かれる。 

[7.13] 太陽系ディスプレイは、ある時間におけるあらゆる二つの天体の間の適切に正確な距離を示して

おり、これらの天体の間の所要時間を計算するために使用される(8.0 項、艦船の惑星間の移動を参照)。 

[7.2] 惑星の運行 

[7.21] 惑星運行フェーズの間、太陽系ディスプレイ上の惑星か小惑星を表現するそれぞれのカウンター

は、反時計回りに一つ先の惑星位置に進められる。 

[7.22] 小惑星のユノ、ケレス、パラスの軌道が太陽系ディスプレイ上では一本の軌道トラックによって

表現される点に注意されたい。 

全てのこれら三つの小惑星は同じ軌道トラックに沿って運行する。 

 

[8.0] 艦船の惑星間の移動 

解説：BattleFleet Marsにおける惑星間移動能力を持つあらゆる艦船はそれぞれ、二つの完全に独立し

たエンジン・システムを備えているものとみなされる。一つは化学燃料ロケット・システムであり、これ

から多量の推力を得ることが可能である。ただし、燃料の制約のために、連続した加速のために利用する

ことができない。従って、それは接近機動や非常時の加速に限られている。 

もう一つのエンジン・システムは、出力は低いが、安定した推力を発生する核融合パワー・ジェネレータ

ーである。惑星間の移動のために利用されるのはこのエンジンである。核融合エンジンは 0.01G の安定

した加速を生じることができる。これはあまり多いように思われないが、速度は毎秒増大する。24 時間

の間、0.01Gで定常的に加速した後、艦船はほぼ 8.5キロ/秒で運行を行うようになる。1 週間後に、艦船

は 59 キロ/秒で進むことになる。速度は絶えず増加するので、冥王星の軌道から太陽に向けて助走なし

で発進すると 4 ヵ月がかかるが、太陽を過ぎて進み反対側の冥王星の軌道に着くまでには追加の 2 ヵ月

しかかからない。艦船が 0.01Gで越えて進むことができる距離は、BattleFleet Marsで惑星間を航行す

る艦船のための移動システムを考案するために、「助走なしの発進」から「静止状態の停止」(すなわち減

速を考慮している)までが 1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月間かかるかを計算している。 



原則： 

惑星間の移動に関して、一緒に作戦行動を行う艦船のグループは「任務部隊」と呼ばれる。任務部隊は、

惑星か小惑星の周回「軌道上」にいるか、惑星間の宇宙空間において「航行中」であるものとみなされる。

任務部隊は、実際にディスプレイ上に印刷された我々の太陽系の地図上には置かれない。むしろ、それら

は艦船航行トラック上に配置され、太陽系ディスプレイ上に位置している。太陽系ディスプレイ上で表

現される惑星と小惑星のそれぞれは、対応する艦船航行トラックを持つ。これらの艦船航行トラックの

それぞれは、4個の航行トラックボックスに分割される。任務部隊がある惑星か小惑星から他のものへ移

動する時、それは目的地の艦船航行トラックの適切な航行トラックボックスへ移される。その後、その任

務部隊は、それがその目的地の軌道に位置するまで、そのトラックに沿ってボックスからボックスへと

前に移動する。エージェントは艦船に乗り降りしてもよく、惑星から惑星まで輸送されてもよい。 

手順： 

艦船の惑星間の移動は、プレイの手順において二つのフェーズに分割される(5.0項を参照)。艦船航行割

り当てフェーズの間、艦船のコースが実質的に割り当てられる。艦船移動フェーズの間、艦船はそれらに

予め割り当てられたコースに従って移動される。艦船移動フェーズが先に行われる。このフェーズの間、

航行中の全ての任務部隊は、それらの艦船航行トラックに沿って前方へた 1 ボックスだけ移動される。

艦船航行割り当てフェーズの間を除いて、航行中である任務部隊は常に、それらがいる航行ボックスの

右側の壁に面して（すなわち、ボックスの番号の反対側に）配置される。艦船移動フェーズの後、続けて

艦船航行割り当てフェーズをプレイしなさい。いずれかの任務部隊を含む太陽に最も近い惑星か小惑星

に相当する艦船航行トラックから始めて、プレイヤーは艦船の航行割当てを宣言し、それを実行する。そ

れぞれの艦船航行トラックは、木星の方へ外側に向けて順次、個別に解決される。それぞれの艦船航行ト

ラックについて、プレイヤーは自分の任務部隊のどれが他の航行トラックボックスへ移されることにな

るかを同時に宣言する。そしてプレイヤーは、時間/距離旅程測定儀を使用して任務部隊の出発点と目的

地の間の距離を計ることによって正確にどのボックスであるかを決定する。任務部隊マーカーは、プレ

イヤーによって宣言された艦船の航行割当てと一致する適切な航行トラックボックスへ移される。移さ

れた任務部隊マーカーは、移されなかった任務部隊と区別するために、それらがいる航行トラックボッ

クスの左の壁（ボックス番号の後方に）に面して配置される。全ての艦船航行トラックについて全ての艦

船航行の割当てのシフトが実行されるた時点で、航行中の全ての任務部隊はその航行トラックボックス

内の右の壁に面して再配置される。艦船航行割り当てフェーズの間のいつでも、エージェントは艦船に

乗り込んでもよいし、艦船から下船してもよい。 

細則： 

[8.1] 任務部隊 

宇宙空間の広大さと太陽輻射の干渉があまねく広がっているため、かなりの間隔をおいて宇宙空間を進

む艦船の集団の性格や数を何らかの精確さをもって判別することは不可能ではないにせよ、困難なこと

であった。これをシミュレーションするために、個々の自軍の艦船は、その種類と規模を偽装するため

に、太陽系ディスプレイ上では任務部隊マーカーによって表現されてもよい。 

[8.11] 同じ出発点から共通の目的地に移動する航行トラックボックス上にいる自軍の艦船かそのグル

ープか、同じ惑星か小惑星の周回軌道上にいる自軍の艦船かそのグループは、任務部隊とみなされる。 

注：プレイヤーは、同じ出発点と目的地を共有する艦船のグループを複数の任務部隊として指定しても



よい。 

[8.12] ゲーム・ターンの流れの間のいかなる時点でも、どちらのプレイヤーも、細則 8.11 の必要条件

が満たされる限り、航行トラックボックスからどれでも自軍の艦船を取り除き、それを任務部隊マーカ

ーと置き換えてもよい。任務部隊を構成する個々の艦船カウンターは、太陽系ディスプレイから取り除

かれ、そのそばに置かれ、太陽系ディスプレイ上に配置される任務部隊マーカーと一致する任務部隊マ

ーカーが艦船のスタックの上に裏返して置かれる。 

例：火星プレイヤーは、木星に 2隻の採掘船と 2隻のカタパルトを持つ。火星プレイヤーは、太陽系ディ

スプレイから艦船カウンターを取り除き、テーブルのそばにそれらをスタックし、そのスタックの上に

裏返された「任務部隊 C」のマーカーを置いた。火星プレイヤーは、木星の太陽系ディスプレイ上にもう

一つの「任務部隊 C」マーカーを配置する(適切な航行トラックボックスに)。 

[8.13]プレイヤーは、細則 8.11 の条件に違反しない限りは、いつでも無償で任務部隊の構成や指定を変

更してもよい。 

[8.14] 太陽系ディスプレイの上に配置されるそれぞれの任務部隊マーカーは、少なくとも 1隻の自軍の

艦船を表現しなければならない。 

プレイヤーは「ダミー」の任務部隊マーカーを使用することは許されない。 

[8.15] 自軍の惑星か小惑星の周回軌道上のすべての敵の任務部隊によって表現される艦船の数（種類で

はない）は、要求があれば公開されなければならない。 

[8.16] 任務部隊を表現する任務部隊マーカーの使用は、全く任意のものである。プレイヤーはこれらを

利用するかどうかを選択してもよい。プレイヤーは、このゲームのセットにおいて準備されている任務

部隊マーカーの数はゲームのディベロップメントの産物である点にさらに注意していただきたい。この

数は、カウンターと他のマーカーの最適の数を提供する関係において到達されたものである。ゲームの

セットにおいて提供されるものを超えて任務部隊マーカーの需要が生じた場合、プレイヤーは自分自身

のものを生産してもよい。 

[8.2] 時間/距離旅程測定儀と艦船航行トラックの使用 

プレイヤーは、太陽系ディスプレイ上の地点間の距離を計るために時間/距離旅程測定儀を使用する。艦

船航行トラックは、太陽系の中における任務部隊の位置を特定するために使用される。 

[8.21] 時間/距離旅程測定儀は、二つの月のマークと百万キロメートル単位の目盛が印刷されている。

二つの月のマークは、ゲーム・ターンを尺度として地点間の距離を移動時間に換算するためにこのゲー

ムにおいて使用される。 

[8.22] 任務部隊が太陽系ディスプレイ上の二地点の間を移動するためにどれだけのゲーム・ターンを必

要とするかについて判定するために、任務部隊の出発点（細則 8.23 を参照）に、時間/距離旅程測定儀

(8.27)の出発点マークを置き、目的地までの直線距離を測る(細則 8.24を参照)。目的地が出発点マーク

と時間/距離旅程測定儀の 1ヵ月のマーク(含む)の間に位置する場合、そこに到着するためには任務部隊

は 1 ゲーム・ターンを要する。目的地が 1 ヵ月のマークの先にあり、2 ヵ月のマークの前にある場合に

は、目的地に到着するためには任務部隊は 2ゲーム・ターンを要する。そして、目的地が時間/距離旅程

測定儀(それは 2ヵ月のマークで終わっている)の終わりを越えたところにある場合、目的地は 3ゲーム・

ターンの距離である(例外：細則 8.5を参照)。 

[8.23] 任務部隊は軌道上にいるか航行中である(細則 8.26 を参照)。軌道上の任務部隊はその出発点に



いる。航行中の任務部隊の出発点は、その任務部隊が周回軌道上にいた最後の惑星か小惑星である。 

注意：プレイヤーが航行中の任務部隊の出発点を知っていることは重要である。その情報が、その目的地

に着く前に任務部隊の経路を変更するために必要であるからである（細則 8.5を参照）。航行中の全ての

任務部隊の出発点は、メモ用紙上に記録されなければならない。 

[8.24] 航行中の任務部隊の目的地は、それが配置される艦船航行トラックに相当する惑星か小惑星であ

る。任務部隊がその目的地へ移動するのにどれだけのゲーム・ターンを必要とするかについて判定する

ためには、惑星や小惑星の軌道トラックに沿った運行を考慮に入れなければならない。したがって、任務

部隊の出発点からその目的地への距離を計る時には、惑星か小惑星の現在の位置を使用するのではなく、

任務部隊がそこに到着する時にその天体が存在する位置を使用する。(必要に応じて、単に軌道トラック

上の一つか、二つか、三つ先の惑星位置を測定すること。) これは時には、任務部隊が静止した目的地へ

移動するよりも距離を通行するのに追加のゲーム・ターンかかることになる。 

[8.25] 太陽系ディスプレイの上で表現されるそれぞれの惑星と小惑星について、対応する艦船航行トラ

ックが存在する。それぞれの艦船航行トラックは、複数の航行トラックボックスに分割される。これらの

ボックスは全ての任務部隊の位置を表示し、エージェントを上陸させるために利用される。 

[8.26] 5個のボックスがそれぞれの艦船航行トラックには存在する。最初のボックスは「軌道上」とラ

ベルがつけられている。惑星か小惑星にいるあらゆる艦船は、その周回軌道上にいる。惑星か小惑星に上

陸するすべてのエージェントと共にそのような艦船は、適切な軌道上ボックスに配置される。それぞれ

の艦船航行トラックにはその他の 4個のボックスがあり、それぞれ 1、2、3、4と数字でラベルが付けら

れている。その数はゲーム・ターンを指している。惑星へ航行中のあらゆる任務部隊はこれらの 4個のボ

ックスのうちの 1個に置かれる。どこに置かれるかは、それがゲーム・ターンを期間の単位としてその目

的地からどれだけ離れているかによる(細則 8.22を参照)。 

[8.27] 時間/距離測定儀（ルール内の挿入シートを参照） 

[8.28] 艦船航行トラック（太陽系ディスプレイを参照） 

[8.3] 艦船移動フェーズ 

艦船移動フェーズの間、航行中の全ての任務部隊は、艦船航行トラック上の一つ先のボックスへ（それら

の目的地に向けて）移動する。 

[8.31] プレイヤーはいかなる選択肢も持たず、艦船移動フェーズの間にいかなる決定も行わない。 

このフェーズは機械的に行われる。 

航行中の全ての任務部隊は、艦船航行トラック上の一つ先のボックスへ移動しなければならない。 

[8.32] 軌道上の任務部隊は艦船移動フェーズの間に移動することは許されない。 

[8.4] 艦船航行割り当てフェーズ 

艦船航行割り当てフェーズの間、プレイヤーは自分の任務部隊のうちのいずれかがある航行トラックボ

ックスから他へと移されるかどうかを決定し、そのようなシフトを実行する。艦船の航行の割当てのシ

フトは、それ事態は移動であるとはみなされず、むしろコースのセッティングまたは変針である。移動は

艦船移動フェーズの間に行われる。 

[8.41] 艦船航行割り当てフェーズの間、プレイヤーがある航行トラックボックスから他のものへと自分

の任務部隊のうちのすべてかいくつかを移してもよく、何も移さなくてもよい。 

[8.42] 任務部隊は、1回の艦船航行割り当てフェーズの流れの間に、複数回の移行が行われてはならな



い。 

注意：任務部隊は、戦闘の間に艦船航行割当ての手順を経てもよい(細則 9.1,19.13を参照)。 

[8.43] それぞれの艦船航行トラックについて順番に、プレイヤーはすべての艦船航行割当てを同時に宣

言しなければならない。プレイヤーはどの任務部隊が新しい航行トラックボックスへ移されるか、それ

ぞれの任務部隊はどの艦船航行トラックへと移されるかについて正確に述べなければならない。どちら

かのプレイヤーの要求があれば、艦船航行の割当ては、宣言の前に書き留められてもよい。 

[8.44] プレイヤーが個々の艦船航行トラックについてすべての艦船の航行割当てを宣言した後、要求さ

れる全ての任務部隊の移行が実行される。それぞれの移行された任務部隊は、その目的地に相当する艦

船航行トラックに配置される。 

[8.45] 移行する任務部隊をどの航行トラックボックスに配置すべきかについて判定するために、ユニッ

ト保有プレイヤーは、細則 8.22 で述べられた手順に従って、任務部隊の出発点(8.23 を参照)と目的地

(8.24)の間の距離を測るために時間/距離旅程測定儀(8.27)を使用しなければならない(例外：細則 8.5 

航行中の艦船について艦船航行割当てを計算するを参照、また細則 8.6 彗星軌道を参照)。 

[8.46] 艦船航行割り当てフェーズの流れの間のいつでも、細則 11.25の条件を前提として、エージェン

トは軌道上の自軍の艦船に乗り込んでもよいし、上陸してもよい。1回の艦船航行割り当てフェーズの間

に、エージェントが乗り込み、上陸してもよい回数に対する制限はない。 

[8.5] 航行中の艦船について艦船航行割当てを計算する 

惑星とその軌道上を周回するあらゆる艦船の運動量は取るに足らないものであるが、航行中の任務部隊

はその旅程の方向に無視できない運動量を持つ。従って、プレイヤーが任務部隊の航路を変更したいと

望む場合、その任務部隊が変更後の目的地に着くためにどれだけのゲーム・ターンを要するかを計算す

る時に、運動量を考慮に入れる必要がある。 

[8.51] 航行中のあらゆる任務部隊について、その航路線は、その出発点（8.23を参照）と目的地（8.24

を参照）を結ぶ直線である。 

[8.52] ある艦船航行トラックから他のものに移行する航行中のあらゆる任務部隊について、ユニット保

有プレイヤーはその現在の位置の近似値を算出する。この近似の位置は、時間/距離旅程測定儀で航路線

を測定し、それを通行するのに必要な合計のゲーム・ターンの数に等しい複数のセグメントに分割する

ことによって確定される。近似の位置は、航路線に沿ってこれらのセグメントのうちの二つを接合する

ことで確定される。 

例：任務部隊がその航路線を通り抜けるには 3ゲーム・ターンを必要とする場合、三つの等しいセグメン

トに分割するために時間/距離旅程測定儀を使用すること。任務部隊が 1ゲーム・ターンを航行していた

場合、その近似の位置はその目的地への旅程の 3 分の 1 として確定される。それが 2 ゲーム・ターンを

航行していた場合、その旅程の 3 分の 2 であるとみなされる。もしくは、ある位置に到達するのに 2 ゲ

ーム・ターンを必要とする任務部隊が 1ゲーム・ターンを航行した時はいつでも、その近似の位置はその

出発点と目的地の間の中間の位置として確定される。 

[8.53] 任務部隊の近似の位置が確定された後、プレイヤーは近似の位置の航路線に対して直角の直線を

設定しなければならない。この線は推移線と呼ばれる。任務部隊の変更される目的地が推移線の「上」に

ある(すなわち、その現在の目的地の全般的な方向においてさらに先にある)か「下」にある(すなわち、

任務部隊が来た方向に戻る)かを判定しなければならない。推移線の直上の位置は、その「下」にあるも



のと同じ状態を持っているとみなされる。 

[8.54] 保有プレイヤーは細則 8.22 につき任務部隊の出発点とその変更後の目的地の間の距離を測定す

るために時間/距離旅程測定儀を利用する(例外：細則 8.56 を参照)。任務部隊の変更される目的地が推

移線より上にある場合、その変更先の目的地への合計の航行時間を判定するために、任務部隊の出発ポ

イントからの距離を航行するのに必要なゲーム・ターンの数から 1 を減じなさい。任務部隊の変更され

る目的地が推移線より下かその直上にある場合、その変更先の目的地へのその任務部隊の合計の航行時

間を判定するために、出発ポイントと変更される目的地の間のゲーム・ターンによる航行時間に 1 を加

えなさい。 

[8.55] 任務部隊は、その変更先の目的地に該当する艦船航行トラックの適切な数字が付与された航行ト

ラックボックスに置かれる。 

[8.56] 航行中の任務部隊がその出発点から直接そこに帰還する場合、保有プレイヤーはその任務部隊カ

ウンターを以下の条項に従って出発点に該当する艦船航行トラックに置く：任務部隊が 1 ゲーム・ター

ンの間、航行中であった場合、その出発点に戻るためには 3ゲーム・ターンを必要とする。任務部隊が 2

ゲーム・ターンの間、航行中であった場合、その出発点に戻るためには 4ゲーム・ターンを必要とする。 

[8.6] 彗星軌道(COMETARY ORBITS) 

軌道上(細則 8.26を参照)の任務部隊は、楕円の機動をプロットしてもよい。これには、戦闘を不可能に

するために惑星か小惑星から十分に離れるようにそれを移動させるという効果がある。 

[8.61] 艦船航行割り当てフェーズの間、プレイヤーは軌道上のいずれかの任務部隊が他の何らかの艦船

輸送割当ての代わりに彗星軌道に入ったと宣言してもよい。 

[8.62] 彗星軌道に入った任務部隊は、艦船航行割り当てフェーズの間にその艦船航行トラックのための

艦船輸送割当てが実行される時に、その艦船航行トラックに沿って 1 ボックスうしろに移される。要す

るに、その軌道は、戦闘に参加するにはあまりに遠いほど中心を離れているのである(細則 9.2を参照)。 

[8.63] 彗星軌道は艦船航行割り当ての一形態とみなされ(ただし従うべき手順は細則 8.22に対する例外

である)、艦船航行割り当てフェーズの間に宣言され、そのように実行される。彗星軌道は、戦闘フェー

ズの間に、利用することは許されない(細則 9.16を参照)。 

 

[9.0] 戦術要素抽象化戦闘システム 

解説：二つの異なった戦闘システムが BattleFleet Marsでは存在する。この理由は、ルールの項 16.0～

26.0にわたって述べられる戦術戦闘手順がかなり複雑で、プレイに時間がかかるためである(訳注：この

翻訳では戦術戦闘手順は省略)。したがって、我々は戦略ゲームが戦術戦闘手順から独立してプレイする

ことを可能にするためにより単純な戦闘力比率戦闘解決システムを提供している(同様に戦術ゲームが

戦略ゲームから独立してプレイすることを可能にするためにシナリオを提供している)。 

原則： 

自軍と敵の艦船がともに戦闘フェーズの間に同じ軌道上の航行トラックボックスを占める時はいつでも、

一方か両方が撤退しないなら、そこで戦闘が行われることになる。あらゆる戦闘において、プレイヤーは

自分の艦船のすべての戦闘力の値を合計し、それを比較して、戦術要素抽象化戦闘結果表を参照する。一

方のプレイヤーが（少なくとも）その艦船航行トラックの軌道上に残存の艦船を持たなくなるまで、戦闘

は続く。敵がコントロールする艦船か無力化されていない基地が存在しなくなった場合、敵がコントロ



ールする惑星や小惑星を奪取することができる。艦船はミサイルと戦闘機を装備してもよい。艦船に搭

載されたミサイルや戦闘機の存在(その燃料の状態と同様に）は、戦闘において艦船がこうむったあらゆ

る損害とともに、艦隊状況チャート上に記録される。最後に、特別ルールは、ゲームの開始時におけるカ

タパルトの戦闘準備状態に関するものである。 

手順： 

自軍の惑星か小惑星の周回軌道上の敵の任務部隊の規模は、請求があれば公表される（細則 8.15を参照）。 

(プレイヤーは、両方のプレイヤーが戦闘に投入するまで、任務部隊の戦力を公開することがない点に注

意すべきである)。プレイヤーはそのような状況をそれぞれ別個に解決するが、太陽に最も近い惑星か小

惑星に相当する艦船航行トラックから始めて、木星の方へ向けて順次進める。そのような艦船航行トラ

ックのそれぞれについて、プレイヤーはまず、撤退するかどうかを決定する(細則 9.1を参照)。プレイヤ

ーは同時に、撤退について自分の意図を宣言する。いずれかもしくは両方が撤退する場合、戦闘は起こら

ない。無力化されていない基地をコントロールしているプレイヤーはまた、この時点で(のみ)惑星/小惑

星の基地を降伏させてもよく、さらにあらゆる自軍の艦船を撤退させることにより、戦闘を避ける（細則

9.47を参照）。どちらのプレイヤーも撤退しないか、降伏しない場合、戦闘は解決されなければならない。

それぞれのプレイヤーの艦船の戦闘力の値が合計され、その合計が公表される。攻撃側の合計を防御側

の合計で割り、その結果のパーセンテージは、戦術要素抽象化戦闘結果表(9.28)のどの縦のコラムが戦闘

を解決するために使用されるかを決定する。1個のサイコロが攻撃側によって振られ、損害のパーセンテ

ージを決定するために表が参照される。各プレイヤーはそこで述べられた損害をこうむる。これらはた

だちに適用され、艦隊状況チャート上に注記される。一方のプレイヤーだけがこの時点で航行トラック

ボックス内に自軍の艦船や基地を保持する場合、戦闘は終了する。両方のプレイヤーがボックス内にま

だ艦船をコントロールする場合、プレイヤーは再び、撤退するかどうかを決定し、同じ手順に従う（同時

の宣言）。いずれかもしくは両方が撤退する場合、戦闘は終了する。 

しかし、どちらも撤退しない場合、プレイヤーは、戦闘力を再集計し、戦術要素抽象化戦闘結果表上のこ

の時点で要求されるコラムについて再びサイコロを振る。 

戦闘は、その航行トラックボックス上に一方のプレイヤーがもはやいかなる艦船や無力化されていない

基地をコントロールしていなくなるまで続行され、戦術要素抽象化戦闘結果表について不定の回数のサ

イコロを振ることで続けられる。 

戦闘フェーズの終了時に、軌道上の航行トラックボックスは、それに対応する惑星か小惑星が自軍では

ないプレイヤーにコントロールされる艦船を含むことができない（細則 9.6を参照）。小惑星か惑星が戦

闘の結果として獲得された場合、そのカウンターは太陽系ディスプレイ上で裏返される。大損害に達し

ていない戦闘損害をこうむったあらゆる艦船は自動的に修理される（細則 9.52を参照）。 

[9.1] 戦闘からの撤退 

撤退は、戦闘フェーズの間に、両方のプレイヤーが戦闘から自軍の任務部隊を離脱させるために、艦船輸

送割当ての手順の利用することで構成される(細則 8.42を参照)。 

[9.11] 現在の戦闘フェーズの間に戦闘に参加した艦船のみが撤退してもよい。 

(例外：両方のプレイヤーは、この戦闘において最初に戦術要素抽象化戦闘結果表についてサイコロを振

るのに先立って、撤退しないなら交戦することになる艦船を撤退させる機会(手順を参照)を持ってい

る。) 



[9.12] プレイヤーは、戦術要素抽象化戦闘結果表についてサイコロを振ることのそれぞれに先立って戦

闘から艦船を撤退させる機会を持つ。プレイヤーは同時に撤退に関する自分の意図を宣言する。どちら

かのプレイヤーが撤退を要求される場合、この宣言は書かれてもよい。それぞれのプレイヤーは、艦船の

航行割当てのルールにリストされる条件を満たすように宣言を実行しなければならない(細則 8.43 を参

照)。 

[9.13] 一回の戦闘の経過の間、艦船を撤退させるためのそれぞれの機会は独立している。撤退するかし

ないかのプレイヤーの判断は、そのプレイヤーが戦闘の後の時点について行うあらゆるその後の判断に

関係しない(この例外としては、もちろん、全ての艦船が撤退してしまう場合には、以降の判断が存在し

ないということである)。 

[9.14] プレイヤーは、自分の艦船のうちのすべてかいくつかを撤退させてもよいし、何も撤退させなく

てもよい。 

[9.15] プレイヤーは、一つの新しい目的地に向けて撤退する艦船を一つの任務部隊として変換しなけれ

ばならない。 

(例外：異なるグループの艦船が異なる機会に同じ戦闘から撤退する場合、それぞれのグループは異なる

目的地に向けたコース上にセットされてもよい。細則 8.4を参照)。 

[9.16] 撤退する任務部隊は「彗星軌道」に入ることができない。撤退する任務部隊は、それが撤退する

ものから一つ以上、異なる艦船航行トラックへ移されなければならない。 

[9.2] 戦闘を解決する 

戦闘は、プレイヤーにとって自軍の艦船や基地と対戦相手の艦船が戦闘フェーズの間に一つの軌道上の

航行トラックボックスに共存する時に生じる可能性がある。プレイヤーは戦闘を解決するために戦術要

素抽象化戦闘結果表を利用する。 

[9.21] それぞれの艦船はその戦闘能力を評価する戦闘力値を持つ。この戦力の値は、戦闘においてこう

むる損害の結果として減少することがある。減少した戦力の値は、同様に回復されてもよい。それぞれの

艦船の戦力の値の現在のレベルは、艦隊状況表上に常に表示される(9.4を参照)。艦船の現在の戦力の値

は常に、戦闘解決のために合計戦力値を計算するために使用する。 

[9.22] 艦船の完全戦力の値は以下の通りである： 

Catapults：4。 

Miners：2。 

Transports：3。 

[9.23] あらゆる戦闘において、全体的な戦略上の状況に関係なく、艦船航行トラックに相当する惑星か

小惑星が自軍であるプレイヤーは、防御側である; 

もう一人のプレイヤーは攻撃側である。 

[9.24] 攻撃側によってコントロールされる航行トラックボックス内の全ての艦船と、防御側によってコ

ントロールされる全ての艦船の戦力の値が合計される(例外：細則 9.52を参照)。攻撃側の合計は、防御

側の合計に対するパーセンテージの範囲のかたちで表現される。これにより、戦術要素抽象化戦闘結果

表(9.28)のどのコラムが利用されるかについて決定される。 

例：攻撃側の戦力の値の合計が 30で、防御側の合計が 21である場合、攻撃側の戦力の値は、両者の比較

の上で 126%と 149%の間のパーセンテージの範囲であり、「126%～149%」のコラムが使用される。 



[9.25] 1個のサイコロが攻撃側によって振られ、得られた結果は攻撃側と防御側の両方にとってのパー

センテージ損害をリストしている。パーセンテージ損害表(9.29)を利用することにより、これらの損害は

ただちに抽出される(細則 9.5 を参照)。保有プレイヤーは自分が望む通りに損害を自軍の艦船と基地の

戦力値から減ずる。 

[9.26] 航行中の艦船は戦闘に参加することが許されない。 

[9.27] 戦闘は、一方のプレイヤーにとって自軍のものである艦船や無力化されていない基地のみが軌道

上の航行トラックボックスに残っている時にそのプレイヤーの勝利で終わる。これは、戦闘が終了して

もよい唯一の方法である。軌道上ボックスの中が大損害をこうむった艦船や基地のみが残されている状

態になった場合にはいつでも、惑星か小惑星をコントロールしていないプレイヤーは戦闘に敗北したも

のとみなされ、全ての自軍の艦船を撤退させなければならない(細則 9.52を参照)。さもなければ、一方

のプレイヤーの部隊が撤退するか除去されるまで、修正された(減少した)戦力値を利用して、戦術要素

抽象化戦闘結果表について追加の 1個のサイコロを振る。 

[9.28] 戦術要素抽象化戦闘結果表（太陽系ディスプレイを参照） 

[9.29] パーセンテージ損害表（太陽系ディスプレイを参照） 

[9.3] ミサイルと戦闘機 

艦船の戦力の値は、ミサイルか戦闘機の利用によって増やされてもよい。 

[9.31] 第 2ゲーム・ターンより開始して、アレース・コーポレーション・プレイヤーは兵站及びメンテ

ナンスフェーズの間に自軍の艦船の上にミサイルを配置してもよい(細則 15.33を参照)。 

[9.32] 第 5ゲーム・ターンより開始して、火星プレイヤーは兵站及びメンテナンスフェーズの間に自軍

の艦船の上に戦闘機を配置してもよい(細則 15.32を参照)。 

[9.33] 艦船上の戦闘機かミサイルの存在は、戦術要素抽象化戦闘結果表について戦力のパーセンテージ

を計算する目的に関してのみ「1」をその戦力値に加える。ミサイルと戦闘機は、損害を吸収するための

艦船の能力を増やすことはない(細則 9.53を参照)。プレイヤーは、どの艦船がミサイルか戦闘機を持つ

のか、持たないのかについて艦隊状況チャート上に注記しなければならない。 

[9.34] ミサイルか戦闘機を搭載した艦船が戦闘に参加した時には、それが兵站及びメンテナンスフェー

ズの間にミサイルか戦闘機の再補給を受けるまでは、それはその戦力値のボーナスを失う(15.3を参照)。

プレイヤーは、どの艦船がそのミサイルや戦闘機を射耗したかどれが再補給を受けたかについて艦隊状

況チャート上に注記しなければならない。 

[9.4] 基地 

基地は、惑星の周回軌道上か小惑星鉱業複合施設に近い太陽の軌道上に固定された施設である。基地は

アレース・コーポレーションが保護しようと心がけた資産の非常時の防御(おそらくある種の反乱に対し

て)を伴って建設されていた。しかし、その主要な機能は連携と通信であった。職員配置の方針が火星生

まれや他の宇宙生まれの人間に個人の人事管理簿にアクセスすることを許可するように変更されたのは、

2088 年の長く激しいストライキの後のことであった。反乱のリーダーたちは 6 年後にそれを有利な条件

として利用することになる。 

[9.41] それぞれの基地は 6の完全戦力値を持つ。 

[9.42] ゲームの開始時に、地球に 6個、火星に 2個、木星、Pallas、Ceres、Juno、Vesta にそれぞれ 1

個の基地がある。基地は、損害を受け、破壊され、修理され、建造されてもよい。 



[9.43] 防御プレイヤーが三つ以上の無力化されていない基地をコントロールする(地球か火星におい

て)時はいつでも、そのプレイヤーは一度に二つを超える基地を防御する戦力値の合計に含めることは許

されない(細則 9.46を参照)。二つの特定の基地が合計の一部として指定されたならば、他のいかなる基

地ももともとの二つのうちの一つが大損害を受けるまでは含めることは許されない(細則 9.52 を参照)。

一旦それが起こるならば、防御側は防御戦力値の合計の一部として、自由にもう一つの基地を数えても

よい(例外：細則 9.44を参照)。 

[9.44] 防御プレイヤーが地球において 2個の無力化されていない基地をコントロールするときはいつで

も、そのプレイヤーは防御戦力値の合計にいつでも複数の基地を含めることは許されない。 

[9.45] 戦闘が小惑星か木星(それは実際にはガニメデ・ステーションである)で発生するときはいつでも、

防御プレイヤーは自由に防御戦力値の合計に自軍の基地の値を含めてもよい。 

[9.46] 大損害(細則 9.52 を参照)をこうむった基地は、無力化されたものとみなされる。無力化基地マ

ーカーが基地カウンターの上に置かれる。 

[9.47] コントロールするプレイヤーが降伏を選択しない限り、惑星か小惑星上の無力化されていない自

軍の基地の存在は、その惑星か小惑星の奪取を妨害する(細則 9.6 を参照)。撤退する最初の機会の間に

のみ、これはいずれかの戦闘の前に、実行されてもよい。何らかの戦闘が発生した時には、プレイヤーは

降伏することは許されない。プレイヤーが降伏を選択する場合、いかなる戦闘も行われなかったものと

みなされ、小惑星か惑星のコントロールの喪失と獲得によって通常通り生じるものを除いて、士気イン

デックスにはいかなる効果もない。 

[9.48] 基地は戦闘機やミサイルを利用することは許されない(例外：細則 15.4を参照)。 

[9.5] どのように損害をこうむり、艦隊状況チャート上に記録するか 

戦闘損害は、パーセンテージの形式で戦術要素抽象化戦闘結果表において与えられる。プレイヤーの艦

船の総戦力値によって、パーセンテージ損害表(9.29)は失われる正確な戦力値を生じる。この損害は、プ

レイヤーの戦闘に参加した艦船と基地に割り当てられなければならず、艦隊状況チャート上に記録され

なければならない。それに加えて、艦船は燃料の補給を受けなければならない。 

[9.51] プレイヤーは航行トラックボックス上に存在するいずれかの自軍の艦船と自軍の基地に、自分が

望む通りの方法で、損害を割り当ててもよい(例外：細則 9.53を参照)。 

[9.52] その完全戦力値の半分以下に戦力が低下したあらゆる艦船か基地は、大損害をこうむったことに

なる(細則 9.22 と 9.41 を参照)。大損害を受けている艦船や基地は、航行トラックボックス内ですべて

の自軍の艦船と基地の総戦力値を計算する際には数えられない。しかし、そのような艦船か基地は、その

完全戦力値まで、更なる損害を吸収してもよい(細則 9.53を参照)。 

[9.53] 艦船か基地は、その完全戦力値まで(のみ)戦力値の損害を吸収することができる。その戦力値が

ゼロに低下したあらゆる艦船か基地は、破壊されたものとみなされて、プレイから取り除かれる。ミサイ

ルか戦闘機は、損害を吸収する目的では艦船の戦力値を増やさない。 

[9.54] 損害はただちに適用される。大損害に達していない損害をこうむった艦船と基地は、以降の戦術

要素抽象化戦闘結果表についてサイコロを振ることで解決される交戦について戦力値の合計にその減少

戦力値で貢献し続けてもよい。 

[9.55] ゲームのそれぞれの艦船とそれぞれの基地は艦隊状況チャートの上にリストされる(細則 6.4 を

参照)。プレイヤーは、それぞれの艦船と基地の現在の戦力値を記録しなければならず、同様にどの艦船



がミサイルか戦闘機を装備しているかについても記録しなければならない(細則 15.3を参照)。 

[9.56] 艦船と基地の減少した戦力値は、補修されてもよい。艦船が大損害(細則 9.42 を参照)をこうむ

った場合、それは 1兵站ポイントをかけて、兵站及びメンテナンスフェーズの間に、自軍の惑星か小惑星

で修理されなければならない(細則 15.3 を参照)。無力化された基地は、2 兵站ポイントをかけて修理さ

れてもよい。大損害に達していない戦闘損害をこうむったあらゆる艦船か基地は、戦闘フェーズの終了

時に自動的に修理される。 

[9.57] プレイヤーは、ゲームの開始時に、カタパルトが大損害をこうむっているものとみなされる点に

注意しなければならない(細則 6.42,15.35 を参照)。 

[9.6] 惑星と小惑星を奪取する 

戦闘フェーズの終了時に、いかなる自軍の艦船も敵の艦船か無力化されていない敵の基地を含む軌道上

ボックスに存在することはできない(細則 9.27を参照)。これを必要条件とみなして、プレイヤーが戦闘

フェーズの終了時に依然として自軍の艦船を敵がコントロールしていた惑星または小惑星に相当する軌

道上航行トラックボックス内に持つ場合、その惑星か小惑星は奪取されたものとみなされ、太陽系ディ

スプレイ上でそれを表現するカウンターは裏返される。反乱鎮圧か奪回を除けば、その惑星か小惑星は、

ゲームの残りの間、奪取したプレイヤーにとって自軍のものである。航行トラックボックスに存在する

あらゆる無力化された基地は、惑星か小惑星に加えて奪取される。 

[9.7] 士気の効果 

戦闘の結果、艦船の損害、基地の損害、小惑星か惑星の奪取は、士気インデックスに影響することがある

(細則 10.2 と 10.4 を参照)。そのような場合には、影響を受ける士気インデックスはただちに調節され

る。 

[9.8] 燃料の制約 

戦闘の間の高速機動と加速のために、艦船は補助化学のエンジンを利用するが、それは限定された燃料

容量しか持っていない。 

[9.81] 一回の戦闘に参加した後、全てのタイプの艦船は燃料が尽きた状態となる。その事実は、艦隊状

況チャート上に注記されなければならない。燃料が尽きた状態は、戦闘が起こった戦闘フェーズの終了

時に有効となる。 

[9.82] 燃料の尽きた艦船は、戦闘に参加することは許されない。軌道ボックスが燃料が尽きていないか

大損害をこうむっていない敵の艦船を含む場合、燃料が尽きた艦船は撤退しなければならない(細則 9.1

を参照)。 

[9.83] 燃料の尽きた艦船は、自軍の惑星か小惑星において、兵站及びメンテナンスフェーズの間に、補

給を受けてもよい(細則 15.3を参照)。 

[9.84] 燃料の尽きた艦船は、自軍の惑星か小惑星において、兵站及びメンテナンスフェーズの間に、補

給を受けてもよい(細則 15.3を参照)。 

[9.9] 2094 年 1月 1日現在のカタパルトの状態 

採鉱船やいわゆる輸送船(それは、むしろアレースのパトロール船のようだった)と異なり、カタパルト

は通常はレーザーを装備していなかった。従って、ゲームの開始時に、それらには戦闘能力がない。しか

し、カタパルトにレーザーを搭載することは難しいことではなく、そのコンピュータがレーザーの射撃

を管制することが可能であり、多くのレーザーの予備がまわりにあったのである。それゆえに、カタパル



トは簡単に戦闘能力を得てもよい。 

[9.91] ゲームの開始時に、修理されるまで(細則 9.92 を参照)、カタパルトはあたかも大損害をこうむ

っているかのように扱われる。 

[9.92] いずれかの兵站及びメンテナンスフェーズの間に、自軍の小惑星か惑星において、カタパルトは

レーザーの取り付け(修理)が行われてもよい(細則 15.35を参照)。 

 

[10.0] 士気インデックスと勝利 

解説： 

戦争の運命は陣営の間で移り変わり、民間人と軍人の忠誠は緊張と強化を交互に繰り返すことになる。

BattleFleet Marsにおいては、士気の満ち引きは、両方の戦っている軍隊にとって重要である。火星の

リーダーシップに関する士気の効果(そうしたいという、民衆の意志を反映している)は一見したところ

アレース・コーポレーションの取締役会のそれよりも大きいように見えるかもしれないが、最終的にゲ

ームの結果に影響するのは、地球の士気と WORDに対するその説得力がある結果である。従って、地球と

火星の両方の民衆の士気のレベルは、紛争の流れに影響を及ぼし、反動として返ってくる。 

原則： 

地球の「士気のレベル」は、地球士気インデックス(10.2)によって反映される。火星の士気は、火星の士

気インデックス(10.4)で示される。士気レベルは「士気ポイント」を尺度として測定される。戦闘フェー

ズの間、士気レベルは、火星軍とアレース・コーポレーション軍の間の戦闘の影響を反映するために調節

されることがある。政治相互作用フェーズの間、まずアレース・コーポレーション・プレイヤーが、次に

火星プレイヤーがそれぞれ 1 個のサイコロを振り、そのそれぞれの士気効果表の適切なボックスから結

果を得る。プレイヤーは、反乱表(12.3)、休戦表(13.4)、サボタージュ表(14.2)を参照してもよい。あら

ゆる必要とされる解決と結果の適用はただちに実行される。プレイヤーの士気が十分に低い水準に低下

した場合には、そのプレイヤーはゲームを失う危険にさらされている。 

手順： 

地球と火星の士気インデックスは、太陽系ディスプレイに印刷されている。それぞれのインデックスは、

0から 9までの整数が印刷されているボックスから成る。プレイヤーは、適切なボックスに自分のインデ

ックス・マーカーを置くことによってこれらのインデックス上で士気レベルを記録する。1個のインデッ

クス・マーカーは、士気レベルの値の「1の桁」を記録し、もう 1個は「10の桁」を記録する。プレイヤ

ーの士気レベルに対する何らかの影響は、インデックス・マーカーを調節することによってそのプレイ

ヤーのインデックス上で示される。(このように、54の士気レベルを持つプレイヤーが 3 士気ポイントの

喪失をこうむった場合、そのプレイヤーのインデックスは 54 から 51に調節されることになる。)戦闘フ

ェーズの間、個々の戦闘から生じる何らかの士気レベルへの影響は、ただちに士気インデックスに適用

される(細則 9.7を参照)。 

他の全ての士気レベルの影響は、政治相互作用フェーズの間に生じる。そのフェーズの間、ある地点のコ

ントロールを反映する士気インデックスへの修正が行われる。次に、休戦が有効である場合、火星プレイ

ヤーによって、交渉表についてサイコロを振るチェックが行われる(13.2 を参照)。続いて、アレース・

コーポレーション・プレイヤーは地球士気効果表についてサイコロを振るチェックを行う。この時、その

プレイヤーの「10 の桁」のインデックス・マーカーがある地球士気インデックス上のボックスに該当す



るコラムを利用する。あらゆる調節や解決はただちに実行される。最後に、火星プレイヤーは火星士気効

果表についてサイコロを振るチェックを行い、その結果として生じたあらゆる調節や解決はただちに実

行される。 

細則： 

[10.1] 地球士気インデックス 

紛争に相対する地球の住民の「士気」は、直接の問題ではなかった。まず、平均的な地球人民の観点から

は、火星の指導部による行動は、長年の間アレース・コーポレーションを悩ましていた労働争議の特に深

刻な延長線上に含まれるものであり、何らかの火星-地球間戦争に類するものではないという認識であっ

た。その上、あらゆる点で自律的なアレース・コーポレーションに対する地球人民の態度は、良くても正

反対の意見を同時に持つというものであった。惑星の経済の供給と原動力について広範囲に渡る効果的

なコントロールを及ぼして利益をあげる機関として、コーポレーションに強い関心が払われており、そ

れについて最高の宣伝活動が行われていたのは当然のことである。 

そのため、地球の最初のムードは、超巨大勢力としてのコーポレーションをやきもきさせた敗者として

反乱軍を判官贔屓するわずかな偏愛でおそらくは加減されていたが、全体として無関心のうちの一つに

含まれるものであった。「自由貿易政策」とそれによる低価格の保証で満たされた火星のプロパガンダは、

これを利用しようとするものであった。それにもかかわらず、紛争が長期化して、製品が火星の封鎖の結

果として棚から姿を消し始めた時に、ついに民衆は怒りを爆発させ、必然的にこの怒りは火星の指導部

に向けられることになった。 

[10.11] 地球士気インデックスは、55の士気レベルでゲームを開始する。 

[10.12] 戦闘フェーズの間、アレース・コーポレーション・プレイヤーが合計で 9 隻以下の艦船が参加

する戦闘に勝利(敗北)した場合、地球士気レベルは 2士気ポイント分増加(減少)する(「戦闘に勝利する

こと」の定義については 9.27か 16.42を参照)。コーポレーション・プレイヤーが 10～20 隻の艦船が参

加する戦闘に勝利(敗北)した場合、地球士気レベルは 4 士気ポイント分増加(減少)する。20 隻を超える

艦船が参加する場合、地球士気レベルは 6 士気ポイント分増加(減少)する。士気インデックスに対する

そのようなあらゆる調節はただちに行われる。 

[10.13] 戦闘フェーズの間に、コーポレーション・プレイヤーが小惑星のコントロールを獲得するか失

うと、地球士気レベルは増やされるか、減少する(細則 9.6を参照)。コーポレーション・プレイヤーによ

って獲得されたそれぞれの小惑星について、地球士気インデックスは、2士気ポイント分増加される。火

星プレイヤーによって獲得されたそれぞれの小惑星について、地球士気レベルは、4士気ポイント分減少

される。士気インデックスに対するそのようなあらゆる調節はただちに行われる。 

[10.14] どちらかのプレイヤーがすべての四つの小惑星をコントロールするいずれかの政治相互作用フ

ェーズの間に、地球士気レベルは影響を受ける。コーポレーション・プレイヤーがすべての四つの小惑星

をコントロールしている場合、地球士気レベルは 1 士気ポイント分増加される。火星プレイヤーがすべ

ての四つの小惑星をコントロールする場合、地球士気レベルは 2 士気ポイント分減少される。コントロ

ールの判定とそれに伴う修正は、ゲーム・ターンにつき 1回だけ、政治相互作用フェーズの開始時にのみ

行われる(手順を参照)。 

[10.15] 第 5 ゲーム・ターンから開始して、地球士気レベルはそれぞれの政治相互作用フェーズの開始

時に 1 士気ポイント分増加される。第 8 ゲーム・ターンから開始して、地球士気レベルはそれぞれの政



治相互作用フェーズの開始時に 2士気ポイント分増加される。第 13ゲーム・ターンから開始して、この

プレミアムは政治相互作用フェーズにつき 1 士気ポイントへ削減されて、ゲームの終わりまでこの率で

続けられる。 

[10.16] 地球をめぐる軌道上には 6 個のアレース・コーポレーションの基地が存在する（細則 9.4 を参

照）。これらが火星プレイヤーによって破壊される場合、地球の士気レベルは以下の予定通りに影響を受

ける： 

最初の基地が破壊された：-1士気ポイント 

第二の基地が破壊された：+1 

第三の基地が破壊された：-2 

第四の基地が破壊された：-3 

第五の基地が破壊された：-4 

第六の基地が破壊された：-6 

[10.2] 地球士気効果表(太陽系ディスプレイを見る） 

[10.3] 火星士気インデックス 

火星の「士気」は、一般に、地球のそれよりも戦争の動向により強く影響されるものであった。宇宙に住

む人々は、地球上で生きる平均的な人々よりも、紛争により深く関わっており、より深く利害関係を持っ

ていた。これは火星の士気レベルがむしろ高いところから始まるという利点があったが、ごくわずかな

躓きが火星のムードに否定的に働くことがあるという点で不利でもある(けれども、控え目な勝利が、逆

に、士気を高揚させる効果を持つ)。秘密結社は火星で最も好戦的で先鋭的な見解を表現していたが、こ

れは他の住民の態度とかけ離れたものではなかった。(そして、ガニメデ・ステーションの住民は、平均

して、秘密結社以上に反コーポレーションであった。)それゆえに、火星では(同様に木星でも)反乱鎮圧

を行うことはできない。 

[10.31] 火星士気インデックスは、77の士気レベルでゲームを開始する。 

[10.32] 戦闘フェーズの間、火星プレイヤーが合計で 9 隻以下の艦船が参加する戦闘に勝利(敗北)した

場合、火星士気レベルは 3士気ポイント分増加(減少)する(細則 9.27か 16.42を参照)。火星プレイヤー

が 10～20 隻の艦船が参加する戦闘に勝利(敗北)した場合、火星士気レベルは 6 士気ポイント分増加(減

少)する。20隻を超える艦船が参加する場合、火星士気レベルは 9士気ポイント分増加(減少)する。士気

インデックスへのそのようなあらゆる修正はただちに実行される。 

[10.33] 戦闘フェーズの間に、火星プレイヤーが小惑星のコントロールを獲得するか失うと、火星士気

レベルは増やされるか、減少する(細則 9.6 を参照)。火星プレイヤーによって獲得されたそれぞれの小

惑星について、火星士気インデックスは、3士気ポイント分増加される。コーポレーション・プレイヤー

によって獲得されたそれぞれの小惑星について、火星士気レベルは、6士気ポイント分低減される。士気

インデックスへのそのようなあらゆる修正はただちに実行される。 

[10.34] どちらかのプレイヤーがすべての四つの小惑星をコントロールするいずれかの政治相互作用フ

ェーズの間に、火星士気レベルは影響を受ける。コーポレーション・プレイヤーがすべての四つの小惑星

をコントロールしている場合、火星士気レベルは 3 士気ポイント分低減される。火星プレイヤーがすべ

ての四つの小惑星をコントロールする場合、火星士気レベルは 2 士気ポイント分増加される。コントロ

ールの判定とそれに伴う修正は、ゲーム・ターンにつき 1回だけ、政治相互作用フェーズの開始時にのみ



行われる(手順を参照)。 

[10.35] 火星プレイヤーが 5 隻以上の艦船(完全に破壊されるか捕獲された)を失った戦闘フェーズの間

のあらゆる戦闘について、戦闘の結果に関係なく、火星士気レベルは 2士気ポイント分低減される。この

効果は、戦闘から生じる他のあらゆる効果に加えられる。効果はただちに適用される。 

[10.36] 地球の周回軌道上には六つのコーポレーションの基地が存在する(細則 9.4 を参照)。これらが

火星プレイヤーによって破壊された場合、火星士気レベルは以下に従って影響を受ける： 

最初の基地が破壊された：+5士気ポイント 

第二の基地が破壊された：+3 

第三の基地が破壊された：+4 

第四の基地が破壊された： 

第五の基地が破壊された： 

第 6の基地が破壊された：+10 

[10.4] 火星士気効果表(太陽系ディスプレイを参照) 

[10.5] どのようにゲームに敗北するか 

プレイヤーが士気効果表の上で「L」の結果を得た時はいつでも、そのプレイヤーはゲームに敗北する(そ

して、対戦相手プレイヤーは勝利を得る)。本質としては、これは紛争の継続に対する支持が、それを続

行することができなくなるほど低く沈んでしまったという事実を反映している。プレイヤーのうちの一

方がそのような結果を得るときはいつでも、ゲームはただちに終了する。 

[10.6] 士気インデックスの概要（太陽系ディスプレイを見る参照） 

 

[11.0] エージェントと政治力の相互作用 

解説： 

BattleFleet Marsは、「全面戦争」として特徴付けられる紛争とは関係がない。どちらの陣営も、双方の

惑星の住民を大規模に虐殺することには興味がなく、また、長期的な展望において、火星の施設や小惑星

の基地を破壊しておくことはどちらの陣営も関心がなかった。当然、アレース・コーポレーションはすべ

ての艦船と基地をその資産であるとみなしていたし、操業を続けるためには集中的に訓練を受けた人々

の存在が必要であることを認識していた。コーポレーションは、なんとかして反乱を鎮圧し、事態を正常

に復旧させることを目指さなければならなかった。同じ理由から、火星人は生き残り、アレースのために

ではなくてむしろ彼ら自身のために火星においてのみ働きたいと意図していた。これは、軍事上の衝突

に加えて高度な政治活動の増大を促進する種類の紛争なのである。そのような活動の重要性は、相対す

る二つの戦士に対して曖昧なスタンスを取る資源開発世界機構によって、相当に範囲が拡げられること

になった。潜在的ではあるが、WORD による行動は決定的である可能性がある。それゆえ、対峙する双方

の軍隊はそれらの行動が機構にとってはどのように見えるかという観点で行動しなければならない。二

つの要因がその政治的な意志を行使することについて、両方の陣営の能力に影響を及ぼすことになる：

1) 陣営が現在の軍事上の均衡から引き出す純粋な「力」。そして、2）個別の状況に関して投影されるか

表出されるその潜在的な力が持つ有効性。 

第一のものは、この抗争に参加するあらゆるものの努力の単なる反映である。 

第二のものは、他の人々を説得し、甘言を弄し、扇動し、落ち着かせる個人の能力の機能である。 



原則： 

各プレイヤーは、それぞれのゲーム・ターンに一定数の政治ポイントを受け取る。その政治ポイントは、

士気効果表、暗殺表、反乱表、サボタージュ表、休戦表、交渉表について振られるサイコロの目の結果に

影響を与えるために消費されてもよい。政治ポイントは、エージェントを媒介することによってのみ消

費されてもよい。それぞれのプレイヤーは一群のエージェントを受け取る。エージェントはカリスマを

持ち、応変の才がある有能な個人のことである。それらはいずれかの軌道上に配置され(細則 6.1を参照)、

多少自由に移動してもよい。それぞれのエージェントは、そのエージェントが 1 回のターンに消費して

もよい政治ポイントの数を示す政治力値を持つ。エージェントは暗殺されることがある。 

手順： 

艦船航行割り当てフェーズの間、エージェントは自軍の艦船から自軍の基地か他の自軍の艦船に乗船す

るか下船してもよく、その逆を行ってもよい。艦船移動フェーズの間、艦船に乗船するエージェントは、

艦船とともに移動しているものとみなされる。 

政治相互作用フェーズの間に(のみ)、各プレイヤーは、政治ポイントを消費してもよい。このフェーズを

実行する流れの間に、まず地球士気効果表(10.2)についてサイコロを振ってチェックが実施され、おそら

く続いて休戦表(13.4)か暗殺表(11.47)についてチェックが実施され、次に火星士気効果表(10.4)につい

てチェックが実施され、最後に(要求される場合には)サボタージュ表(14.2)か反乱表(12.3)についてチ

ェックが実施される(例外：13.2 を参照)。それぞれのチェックについてサイコロを振る前に、プレイヤ

ーはサイコロの目を修正するために政治ポイントを支払うかどうかを宣言する。どちらもが政治ポイン

トを消費しないと宣言した場合、サイコロが振られ、無修正の結果が得られる。一方のプレイヤー(のみ)

が政治ポイントを消費すると宣言する場合、そのプレイヤーは消費されるポイントの数を宣言する。サ

イコロは振られ、その結果はそれに応じて調整される。政治ポイントを消費するために利用されたエー

ジェントはすべて、裏返される。両方のプレイヤーがそれぞれ政治ポイントを消費すると宣言する場合、

そのプレイヤーは秘かに消費されるポイントの数を決定し、同時にそれを宣言する。それぞれのプレイ

ヤーは、消費されるポイントの数に等しい印刷された加速値を持つベクトル・チット(もしくは複数のベ

クトル・チット)を秘かに握っておく。プレイヤーは、自分の割当てを明らかにするために、テーブルに

チットを握りこんだ拳をテーブルの上に置き、同時にそれを開く。サイコロは振られ、その結果はそれに

応じて調整される。政治ポイントを消費するために利用されたエージェントはすべて、裏返される。 

兵站及びメンテナンスフェーズの終了時に(5.0節を参照)、次のゲーム・ターンの間に自分が消費に利用

できる政治ポイントの数を示すように、それぞれのプレイヤーは自分の政治ポイント・トラックを調節

する。全ての裏返されたエージェント・カウンターは表にされる。 

細則： 

[11.1] エージェントの特徴 

[11.11] コーポレーション・プレイヤーは 9個のエージェントを受け取る。 

これらのうちの 1個は、2政治ポイント値(PPV)を持つ。 

残りの 8個はそれぞれ 1PPVを持つ。 

火星プレイヤーは、それぞれ 4、3、2、2の PPVを持つ 4個のエージェントを受け取られる。 

[11.12] エージェントの PPV は、いずれかの 1 回のゲーム・ターンにそのエージェントによって消費さ

れてもよい政治ポイントの最大数である。 



エージェントは、政治相互作用フェーズの間に、その PPV を上限としていかなる数の政治ポイントを消

費してもよい。 

[11.13] エージェントは、それぞれのゲーム・ターンの経過中に一回だけ政治ポイントを消費してもよ

い(すなわち、1 回のサイコロを振るチェックはある一人のエージェントによって影響を受けてもよい)。 

エージェントが 1 以上の政治ポイントを消費する時はいつでも、そのエージェントが再びそのゲーム・

ターンにおいて利用することができないことを示すために、太陽系ディスプレイ上において裏返される。 

[11.14] エージェントがその特定のサイコロを振るチェックに影響を与える「資格」がある場合にのみ

(細則 11.37 を参照)、そのエージェントはそのサイコロを振るチェックに影響を与えるために政治ポイ

ントを消費してもよい。 

[11.15] 十分な政治ポイントをそれらが消費可能である限り、資格のあるどのような数のエージェント

でも特定のサイコロを振るチェックに影響を与えるために使用されてもよい。 

[11.16] エージェントは自由に、敵がコントロールする惑星や小惑星で活動を行ってもよい。 

しかし、たとえどこにエージェントがいようとも、エージェントは暗殺には弱い(細則 11.4を参照)。 

[11.17] エージェントは戦闘解決にはいかなる影響も与えない。 

[11.2] エージェントを移動する方法 

エージェントは「地上で」(惑星上か基地の中で)作戦行動をとる。それらは自身の意志であるところから

他へ移動することは許されないが、自軍の艦船によって輸送されてもよい。従って、エージェントは(惑

星か小惑星上で)下船し、(艦船に)乗船する。 

[11.21] 太陽系ディスプレイ上に配置されたエージェントは、惑星か小惑星に上陸しているものとみな

される。エージェント・カウンターは、艦船輸送ボックス内おいてのみ、太陽系ディスプレイ上に配置す

ることが可能で、これはそれらが惑星か小惑星に「いる」ことを示している 

[11.22] 艦船に乗船中のエージェントのカウンターは、その任務部隊の他の艦船(存在する場合)を表現

するカウンターとともに、太陽系ディスプレイを離れて適切な艦船カウンターの下に置かれる。乗船し

ているエージェントがいる正確な艦船が明示されなければならない。 

[11.23] 一隻の艦船に乗船してもよいエージェントの数には制限がない。 

[11.24] エージェントを輸送中の艦船が戦闘に参加する場合、保有プレイヤーはその事実を対戦相手プ

レイヤーに知らせる必要はない。しかし、エージェントを輸送中の艦船が捕獲されるか失われた場合、そ

のエージェントは捕虜となるか殺されたものとみなされ(細則 11.46 を参照)、それは対戦相手プレイヤ

ーにそのことを通告しなければならない。 

[11.25] 艦船航行割り当てフェーズの間、エージェントは自軍の艦船から自軍の惑星か小惑星に上陸し

てもよいし、その逆にそこから自軍の艦船に乗船してもよいし、同じ任務部隊の中の他の自軍の艦船に

移乗してもよい。単に、エージェント・カウンターを適切なように、太陽系ディスプレイに配置するか、

そこから取り除くこと。エージェントは、敵の惑星か小惑星で乗船したり、上陸したりすることは許され

ない(例外：細則 13.11を参照)。 

[11.3] 政治ポイントの発生とそれらを使用する方法 

政治ポイントは政治力を表現している。もちろん、政治力とは、客観的な「鉄と血」の力関係の主観的な

反映のことである。従って、主観的な要素は、 政治力は民衆が何を信じているかということと直接、関

連があり、「ライフル銃」の数と他の具体的な状況とは間接的にのみ関連があるということを意味してい



る。 

[11.31] あらゆるゲーム・ターンに、それぞれのプレイヤーは、自分の士気の値の 10 分の 1 までの(端

数は切り捨てとなる)いかなる数の政治ポイントを消費することができる。それぞれの政治相互作用フェ

ーズの開始時に、それぞれのプレイヤーは、自分の現在の士気レベルの 10の桁に等しい数の政治ポイン

トを受け取る。これらは、引き続いて行うゲーム・ターンにおいて消費することができるポイントであ

る。 

[11.32] それぞれのプレイヤーが利用可能な政治ポイントの数は、政治ポイント・トラック上に記録さ

れる(11.39)。政治相互作用フェーズの開始時に、それぞれのプレイヤーは、自分の政治ポイント・マー

カーをそのフェーズに自分が利用できる合計のポイントに一致する数字を含むボックスに置く。ポイン

トが消費されると、マーカーは政治ポイント・トラックの上で調節される。 

[11.33] 政治ポイントは、地球士気効果表(10.2)、休戦表(13.4)、交渉表(13.5)、暗殺表(11.47)、火星

士気効果表(10.4)、サボタージュ表(14.2)、反乱表(12.3)においてサイコロを振ることについて影響を与

えるために使用することができる。利用される政治ポイントの数は、サイコロが振られる前に公表され

なければならない(11.0項、手順を参照)。 

注意：プレイヤーが政治ポイントの利用を宣言する場合、そのプレイヤーは最低でも 1 政治ポイントを

その特定のサイコロを振るチェックに消費しなければならない。 

[11.34] コーポレーション・プレイヤーによるサイコロを振るチェックを解決することに対するそれぞ

れの政治ポイントの適用は、一つのサイコロを振って出た目に 1を加える。 

[11.35] 火星プレイヤーによるサイコロを振るチェックを解決することに対するそれぞれの政治ポイン

トの適用は、一つのサイコロを振って出た目から 1を減じる。 

[11.36] どちらのプレイヤーも細則 11.33 の規定において列記されている表におけるサイコロを振って

行うチェックの解決に 1以上の政治的なポイントを適用してもよい： 

a) そのプレイヤーは、ポイントを消費するには、一人以上の適格なエージェントの存在が必要である(細

則 11.37を参照) 

なおかつ、b)そのプレイヤーは、消費するための政治ポイントを持っている必要がある。 

[11.37] 特定のサイコロを振るチェックに影響を与えるのに政治ポイントを消費するためには、エージ

ェントは「適格」でなければならない。エージェントのカウンターが適当な艦船輸送ボックスの太陽系デ

ィスプレイ上に配置される場合、そのエージェントはサイコロの目に影響を及ぼすのに「適格」である。

そのエージェントのカウンターが地球の「軌道上」の艦船輸送ボックスに配置される場合、そのエージェ

ントは地球士気効果表(10.2)、休戦表(13.4)、サボタージュ表(14.2)におけるサイコロを振るチェックに

対して「適格」である。そのエージェントのカウンターが火星の「軌道上」の艦船輸送ボックスに配置さ

れる場合、そのエージェントは火星士気効果表(10.4)におけるサイコロを振るチェックに対して「適格」

である。そのエージェントが小惑星か惑星にいる場合、エージェントはその特定の小惑星か惑星につい

ての反乱表におけるサイコロを振るチェックに影響してもよい。暗殺の試みが同じ艦船輸送ボックスに

いるエージェントに対するものである場合、太陽系ディスプレイ上に配置されるエージェントは、暗殺

表におけるサイコロを振るチェックに影響を与えるのに適格である。そのエージェントのカウンターが

交渉の行われる場所に相当する太陽系ディスプレイ上に配置される場合(13.21を参照)、その太陽系ディ

スプレイ上に配置されるエージェントは、交渉表(13.5)におけるサイコロを振るチェックに影響を与え



るのに適格である。 

[11.38] 政治ポイントは、ゲーム・ターンからゲーム・ターンへと蓄積することは許されない。政治相互

作用フェーズの終了時までに消費されなかったあらゆる政治ポイントは失われ、以降のゲーム・ターン

にそれぞれのプレイヤーに得られるそれらに加えられない。 

[11.39] 政治ポイント・トラック（太陽系ディスプレイを参照） 

[11.4] エージェントを暗殺する方法と殺害されたエージェントを補充する方法 

[11.41] コーポレーション・プレイヤーが地球士気効果表上で「アレースの暗殺の試み」の結果を得ると

きはいつでも、火星のエージェントに対する暗殺が試みられてもよい。 

[11.42] 火星プレイヤーが火星士気効果表上で「火星の暗殺の試み」の結果を得るときはいつでも、アレ

ースのエージェントに対する暗殺が試みられてもよい。 

[11.43] 士気効果表によって暗殺を試みるオプションを認められたプレイヤーは、暗殺表においてサイ

コロを振ることによってそのオプションを実行してもよい(11.47)。太陽系ディスプレイ上に配置される

あらゆる敵のエージェントの中から一つの目標として選ばれてもよい。艦船に乗船中のエージェントは

暗殺されることはない。 

[11.44] プレイヤーは、暗殺表についてサイコロを振るのに先立って、暗殺を試みる機会を見逃しても

よい。 

[11.45] プレイヤーが暗殺を試みることを選択する場合、サイコロを振る前に、暗殺の目標を公開しな

ければならない。目標であるエージェントを含む艦船輸送ボックス内に配置されるあらゆるエージェン

ト(目標のエージェントを含む)は、暗殺表について振られたサイコロの目に影響を与えるために政治ポ

イントを適用してもよい(細則 11.0、手順を参照)。 

[11.46] 暗殺か戦闘による艦船の喪失に関係なく殺されたエージェント、または捕獲された艦船で捕虜

となったエージェントはすべて、ゲームから取り除かれ、エージェント一人につき 1PPVで直後の兵站及

びメンテナンスフェーズの間に補充される。取り除かれた会社のエージェントは、地球上で補充される。

取り除かれた火星のエージェントは、火星で補充される。これらのエージェントは、適切な艦船輸送ボッ

クス内に配置される。 

[11.47] 暗殺表（太陽系ディスプレイを参照） 

 

[12.0] 反乱の実施と反乱鎮圧を行う方法 

解説：2094 年 1 月の時点で、地球上にいない人類は約 175,000 人に過ぎなかった。これらの大多数は火

星の定住者であった。オリンピア・ステーションの北極定住地に約 60,000人が住むか、そこにその生活

の基盤を置いていた。このコミュニティは、50 年代の前半にアレース・コーポレーションによって恒久

的な定住地として設立され、最初は徐々に、後には速やかに意図したものよりもはるかに大きく拡大し

た。荒涼とした吸うことができない大気の惑星における孤独な「集団のアイデンティティ」と、人類の歴

史において最も広範囲にわたる鉱業と輸送事業のための中枢センターは、2090 年代の初頭までには、そ

の人口の 50%以上が「ネイティブの火星人」(火星で生まれ、育った人間)から成っていた。最初の移民の

出自は、国籍と背景において大いに多様なものであったが、それらのすべてが高い知性を持ち、高度に訓

練された人々であった。関心と生活状況の共通性は多様性の均衡を保たせる傾向がり、オリンピア・ステ

ーションは自身の尊重、独自性、バイタリティを強い意識として育んだ。それは明らかに独立した「火星」



という展望の発生のための焦点であり、このように、独立運動のための揺籃であり中心でもあった。 

他の宇宙の定住地としては、ガニメデの水素採取ステーション、大型の小惑星(ケレス、パラス、ユノ、

ウェスタ)の付近に構築された四つの採鉱基地、地球軌道上の宇宙工場群、太陽系内を通じて散らばって

配置されているいくつかの小さな施設が含まれる。火星と他の宇宙定住地の核融合発電機に燃料を供給

するガニメデ・ステーションは、その住民の大部分が若い元火星の入植者であり、彼らは火星に住む人々

よりも強い反コーポレーションの教義を信じる傾向があった。 

採鉱基地は質素で、わずかな一時的な住民が居住する半永久の施設であり、主に根無し草のプロの宇宙

居住者を職員としていた。彼らは、ガニメデの住民よりも、コーポレーションと火星の革命家に対してよ

り強く相反する感情を持っていた。 

反乱それ自身に先立って起こった舞台裏の出来事として、ネイティブの火星人の間にはびこる反コーポ

レーションの感情の影響を緩和するための、コーポレーションによる長年の途切れることがない試みを

あげることができる。これは、基地や艦船(特に輸送)における仕事の割り当てを巧みに操作し、それらの

責任ある地位を地球生まれの人間に優先的に与えることによって行われた。当然、これは火星人によっ

て抵抗され、彼らの怒りをかきたてるものとなり、不和の進行の源泉となった。最終的には、MFT/秘密結

社の計画立案者は、2094 年 1 月 1 日に、基地の大多数とアレース・コーポレーションの宇宙艦隊の大部

分を火星の指導に従うことを確実にするために適切な位置に重要人物を十分に配置することに成功して

いた。 

原則： 

反乱表(12.3)は、小惑星の忠誠とアレース・コーポレーションの艦隊を構成する 44 隻の艦船(輸送艦を

除く)のそれぞれの忠誠を決定するためにこのゲームの開始時に利用される。それは、火星士気効果表に

よって要求されるいずれかの反乱鎮圧の結果を決定するために、ゲームの開始後において再び利用され

ることがある。 

手順：反乱表を使用するために、それぞれの惑星や基地ごとに 1個のサイコロを振ること。太陽に最も近

いものから始め、外側の木星の方へと進みなさい。いずれかのプレイヤーによる何らかの政治ポイント

の支出を考慮に入れるために、適切であるように結果を修正すること。ただちにあらゆる効果を適用し

なさい。 

細則： 

[12.1] ゲーム開始時の反乱表の最初の使用 

反乱表のこの利用は、BattleFleet Marsをプレイするための事前準備であり、プレイの手順の予告の外

側にある(6.0項、戦略ゲームを開始するを参照)。 

[12.2] 反乱鎮圧を解決する方法 

火星の士気が十分に低く低下した場合、反乱鎮圧は火星士気効果表について、政治相互作用フェーズの

間に誘発する可能性がある。 

[12.21] 火星プレイヤーの側の小惑星のみが反乱鎮圧の対象となってもよい。 

反乱鎮圧は、地球、火星、木星、アレース・コーポレーション・プレイヤーの側の小惑星には影響を及ぼ

すことはない。 

[12.22] 反乱鎮圧が要求される時、1個のサイコロが火星プレイヤーの側のそれぞれの小惑星について振

られる。 



「L」の結果は、その基地に対する反乱鎮圧が成功し、その基地がアレース・コーポレーション・プレイ

ヤーのコントロールに復帰することを示している(ゲームの残りについてそのプレイヤーにとって自軍

のものであるともなされ、奪取を禁止する)。 

「R」の結果は反乱鎮圧が失敗したことを示しており、基地は火星プレイヤーにとって自軍のままである。 

[12.23] 反乱鎮圧に関するサイコロを振るチェックは、政治ポイントの支出によって影響されてもよい。

政治ポイントを消費するためには、プレイヤーは適格なエージェントの存在がなければならない(細則

11.37を参照)。 

[12.24] 反乱鎮圧は両方のプレイヤーの士気レベルに影響を及ぼす。不成功の反乱鎮圧は、1士気ポイン

トを地球と火星の士気インデックスに加える。成功した反乱鎮圧は、2ポイントを地球士気インデックス

に加え、5ポイントを火星士気インデックスから減ずる。増加と喪失は累積的である。 

例えば、政治相互作用フェーズの開始時に火星の側に 3 個の小惑星の基地が存在し、一つは反乱鎮圧が

成功しており、他の二つは火星の陣営に留まった場合、火星の士気レベルは 3ポイント低下し、地球の士

気レベルは 4ポイント高まることになる。 

[12.25] 艦船はどんな形であれ反乱鎮圧によって影響を受けることはない。 

[12.3] 反乱表（太陽系ディスプレイを参照） 

 

[13.0] 休戦と和平交渉 

解説： 

アレース・コーポレーションとそのかつての従業員が争う主要な問題は、地球の人々向けの莫大な輸入

であった。言い換えると、どのような方法で、どのような条件の下で、原材料が太陽系から抽出され、人

類の大多数による利用のために資源が枯渇した地球に輸出されるようになるのか？という将来に関わる

問題であった。WORD は、太陽系内の事件の処置に関して、アレス・コーポレーションを敬意を払うべき

歴史上の模範とすることを続けてきており、いかなる立場にもおいても、紛争の調停を強要する立場に

はなかった。しかし、早めの和解が行われることは、明らかに WORDの関心事である。それゆえに、火星

人は WORD を地球本体の現状の典型として本質的にコーポレーションを贔屓するものとして考えていた

が、過去に積極的に紛争の仲裁を行っており、戦闘の集結に向けた持続的な試みを行う見込みがあるも

のとしても考えていた。 

原則： 

休戦は WORDによって宣言されたものとみなされる。休戦は、地球士気効果表上の「休戦」の結果によっ

て「宣言」される。特定の状況の下では、休戦はどちらか一方プレイヤーによって拒否されてもよく、そ

の場合にはそれは実施されない。休戦が効力をもった場合、どちらのプレイヤーも戦闘を開始すること

は許されず、移動に関する制限が存在するようになる。休戦は交渉を通じてか士気効果表の謀略を通じ

て終了してもよい。それに加えて、どちらの側も休戦を破ってもよい。休戦やその終了の発生は、いずれ

かもしくは両方のプレイヤーの士気レベルに影響を及ぼすことがある。 

手順： 

「休戦」の結果が地球士気効果表について得られる時、休戦は「宣言」される。コーポレーション・プレ

イヤーは、休戦表についてサイコロを振る(13.4)。どちらかのプレイヤーが休戦を拒否する選択権を持つ

場合、それは火星プレイヤーが火星士気効果表についてサイコロを振る前か、休戦が発効する前に行使



されなければならない。休戦が発効した時点で、プレイヤーはその制限に拘束される。休戦が交渉による

か、士気効果表のうちの一つの結果によるか、プレイヤーのうちの一人がそれを破棄すると決定するこ

とによって終了するまで、プレイヤーは休戦によって拘束される。休戦が拒否されない場合、交渉の場所

はただちに決定される。有効な休戦が宣言された政治相互作用フェーズの後の第二の政治相互作用フェ

ーズから始めて(すなわち、休戦が宣言された後、2回分の完全なゲーム・ターン)、交渉がその結果とし

て行われる。地球士気効果表についてサイコロを振るのに先立って、火星プレイヤーはサイコロを 1 個

振り、休戦が交渉によって終了するか継続するかを判定するために交渉表を調べる。休戦はどちらかの

プレイヤーによって破棄されてもよい。 

細則： 

[13.1] 休戦の期間と制限 

休戦が宣言されたゲーム・ターンに続くゲーム・ターンから始めて、ある特別な条件が適用される。休戦

が終了する時まで、これらの条件は有効なままである。プレイヤーがこれらの条件の一つ以上に違反し

た場合、そのプレイヤーが休戦を破棄したことになる(細則 13.3を参照)。 

[13.11] 休戦が有効である限り、エージェントは艦船航行割り当てフェーズの間に、敵の惑星や小惑星

において自由に乗船し、それらに上陸してもよい(細則 11.2を参照)。これは、休戦が有効である限りに

のみ行ってもよい(例外：細則 13.24を参照)。 

[13.12] 移動フェーズの間、休戦が有効である限り、自軍の艦船は敵の小惑星や惑星に到着することは

許されない(すなわち、それがその小惑星や惑星であることを示している艦船航行ボックスに移動するこ

とは許されない)。(例外：細則 13.13を参照。) 

注意：艦船はが、休戦の間に特定の敵の小惑星や惑星に向けて「航行中」であってもよい。ただし、それ

らはそこに到着することは許されない。 

[13.13] 休戦が有効である限り、1人以上のエージェントを含む自軍の艦船は常にエージェントを上陸さ

せる目的で敵の小惑星か惑星に到着してもよい。 

エージェントが上陸する限り、その艦船は(休戦が有効な間)その小惑星か惑星に残ってもよい。特定の

小惑星か惑星にエージェントを上陸させてもよい艦船の数には制限が存在しない(エージェントの数以

外には)。 

[13.14] 休戦が有効である間、どちらのプレイヤーも戦闘フェーズの間に戦闘を開始することは許され

ない。 

[13.15] 休戦が有効であるゲーム・ターンの間、士気効果表の「WORDはアレースを支援する」、「WORDは

中立」、「サボタージュの試み」の結果は「効果なし」として取り扱われる。 

[13.16] 休戦が有効である限り、交渉のサイトのエージェントを暗殺の試みの目標とすることは許され

ない。 

[13.2] 交渉はどのように実行されるのか 

休戦が宣言されたあと、交渉は第二のゲーム・ターンから開始される。そのゲーム・ターンから開始して、

休戦が有効である限り、それ以降のそれぞれのターンに続けることになるが、火星プレイヤーは政治相

互作用フェーズの開始時に 1個のサイコロを振り、交渉表を調べる(この時に振って出たサイコロの目を

プレイヤーによって行われた政治ポイントの消費によって修正する)。 

[13.21] プレイヤーが休戦表の解決によって休戦の交渉場所を選択するためのオプションを与えられる



時はいつでも、そのプレイヤーはただちにサイトを選択しなければならない(その政治相互作用フェーズ

に火星士気効果表について火星プレイヤーがサイコロを振る前に)。地球か火星か四つの小惑星のうちの

一つが、どちらかのプレイヤーによって交渉サイトとして選ばれてもよい。 

[13.22] 交渉サイトに相当する艦船航行ボックス内に太陽系ディスプレイ上に配置されるエージェント

のみが、交渉表に関するサイコロの目に影響を与える政治ポイントを消費するために利用される資格が

ある(細則 11.37を参照)。 

[13.23] 交渉表について得られた結果がプレイヤーに休戦を終わらせるか延長するかのオプションを与

える時はいつでも、そのプレイヤーはただちに決定しなければならない(地球士気効果表についてコーポ

レーション・プレイヤーがサイコロを振る前に)。休戦が延長される場合、いくつかの方法で終了される

までは、それは完全に有効である。休戦が終了する場合、細則 13.1にリストされる全ての特別な条件は

ただちに緩和される(例外：細則 13.24を参照)。 

[13.24] 休戦が交渉表の結果を通じて終了する時はいつでも、自軍のエージェントは直後の艦船航行割

当てフェーズの間に(のみ)交渉サイトであった敵の惑星か小惑星から乗船してもよい。これが細則 13.11

と 13.23に対する例外である点に注意していただきたい。 

[13.25] 交渉表の結果によって休戦が終了したことのために、どちらのプレイヤーにとっても士気ポイ

ントの損失や増加はない。 

[13.3] 休戦を破棄する効果 

休戦は細則 13.1で概説される特別な条件のうちの一つ以上に違反したプレイヤーによって「破棄」され

たものと考えられる。両方のプレイヤーはいつでも休戦を破棄してもよい。 

[13.31] 火星プレイヤーが休戦を破棄する場合、地球士気レベルは 6士気ポイント分増加する。 

[13.32] コーポレーションが休戦を破棄する場合、火星士気レベルは 4 士気ポイント分増加し、地球士

気レベルは 2ポイント低下する。 

[13.33] 両方のプレイヤーが同時に休戦を破棄した場合(例えば、同じ移動フェーズに敵の小惑星か惑星

に艦船を移動させることによって)、士気レベルの効果は存在しない。 

[13.34] プレイヤーが休戦を破棄した時点で、もう一方のプレイヤーは、あらゆる以降に宣言された休

戦を(休戦表についてサイコロが振られた後に)拒否する選択権を持つ。 

両方がともに一つ以上の休戦を破棄している場合、これは両方のプレイヤーにとってあてはまる。 

[13.4] 休戦表（太陽系ディスプレイを参照） 

[13.5] 和平交渉表（太陽系ディスプレイを参照） 

 

[14.0] サボタージュ 

解説：火星の独立運動は地球における支援抜きではありえなかった。アレース・コーポレーションの純粋

に集中された勢力をぼんやりした視野で眺めることに慣れていた世界資源開発機構の数人の要人を含め

て多くの人々は、この紛争について激しい相反する感情を持つこととなった(もちろん、紛争の顕在化が

彼らの特権的な部分であった現状を脅かした時から、これらの人々は速やかなコーポレーションの大勝

利を応援する理由を持つこととなった)。火星の大義により深く身を投じたのは知識人で、彼らは反体制

を流行のものとするやからであり、それ自身の火星の大義として不当に犠牲にされる火星人というもの

を採用していた。ほとんどの場合、これらの人々は、WORD に対して中立性を保ち、散発的ではあるが効



果的な宣伝活動を行うという受動的な抗議に自分たち自身を制限していた。原材料のコストを減らし、

直接製造された商品をアレース・コーポレーションよりも安い価格で地球に届けるという賢明な火星人

の約束は、彼らの後者の努力を助けることになった。しかし、火星の大義にとらわれた反社会的なはみだ

し者の過激派グループも存在した。彼らは完全に自発的な暴力を通じて自分たちの視点を宣伝すること

ができた。もちろん、宇宙の工場をサボタージュするための努力は、オペレーターが厳格なセキュリティ

を実施することが比較的、容易であり、アレース・コーポレーションが地球の表面からその軌道施設まで

の輸送の手段をコントロールしているという事実も考えると、一般的に報われないものにちがいない。 

従って、サボタージュは絶望的な行動であり、それ以外には何もなしえない場合にのみ、火星人によって

実行が促されたのである。どのようにしても、火星のリーダーたちはサボタージュの実行者に真のコン

トロールを及ぼすことはなかったのである…。 

原則： 

サボタージュは、アレース・コーポレーションの生産能力を弱体化させるために、火星の支持者によって

地球の拠点から行われる試みから成る。サボタージュの試みは、火星士気効果表上において「サボタージ

ュの試み」をサイコロを振って出した政治相互作用フェーズの間に発生する。プレイヤーは、サボタージ

ュ表について振るサイコロの目に影響を与えるために政治ポイントを利用してもよい。サボタージュ表

の結果は、士気インデックスに影響を与えることがある。 

手順： 

「サボタージュの試み」の結果が火星士気効果表について得られた直後に、ルール 8.0 項に記述された

手順に従って、プレイヤーはサイコロを振って出た目の結果に影響を与えるために、何らかの政治ポイ

ントが消費されるかどうかを宣言する。その後、火星プレイヤーはサイコロを振り、政治ポイントの何ら

かの消費に従って出た目の結果を修正する。 

その結果はただちに適用される。 

[14.1] サボタージュを実行する方法 

[14.11] 地球の艦船航行トラックにおいて「軌道上」の航行トラック・ボックスにいるエージェントのみ

を、サボタージュ表についてサイコロを振って出た目に影響を与えるために利用してもよい(細則 11.37

を参照)。 

[14.12] 休戦が有効であるいずれかのゲーム・ターンの間に発生した「サボタージュの試み」の結果は無

視される(細則 13.15を参照)。 

[14.13] サボタージュ表についてチェックを行うためにサイコロを振ることは強制である。「サボタージ

ュの試み」の結果が火星士気効果表上で得られた時には、火星プレイヤーはサボタージュの試みを解決

しなければならない(例外：細則 14.12を参照)。 

[14.2] サボタージュ表（太陽系ディスプレイを参照） 

 

[15.0] 生産と兵站 

解説：アレース・コーポレーションの経済の基盤は、その概要を見る限りは 17 世紀や 18 世紀の企業家

を支えたものと異なることがない。本質において、アレースは国内の市場においてそれ以外では入手不

可能な非常に価値の高い必需品の独占輸入業者である。アレースは、WORD がそれの準公式の延長部分で

あるかのようであるよりも、WORD の準公式の延長部分ではない。とはいえ、政府の認可の仕組みは依然



として有効である。基本的に、アレースは原料の入手における独占権を持っているのである。コーポレー

ションは、これらの原料を精錬し、これらを地球軌道へ輸送し、宇宙空間の工場でそれらから市場で売買

可能な商品を作るためにその従業員(そのほとんどが宇宙空間か火星で暮らしている)に給与を支払って

いる。反乱のリーダーにとってこれらのことすべての重要性は、地球軌道上で安全が確保されたアレー

スの工場群の主要な集中により、火星人には何でも大量に生産する即時の手段がないということであっ

た(特に戦闘艦艇について)。植民地が本質的に自給自足が可能であり、無限のエネルギーがガニメデに

基地を置く水素採取(HydroScoop)によって木星から吸い上げられる水素の転換を通して利用できる一方

で、火星人は自分たちが利用可能な保守部品を持っている範囲内で自分たちが保有し、運航可能な艦船

を持つことができた。技術的な専門知識と時間があれば、彼らは最終的には自分自身の生産能力を開発

することができる。技術的なノウハウは豊かに存在する、しかし、時間が問題だったのである。要するに、

火星人は原料を持ってはいるが、それらを使用する手段を持たないのである。アレースはこれと真逆な

状況に直面している。コーポレーションによって使用される夥しい鉱物資源の大半は小惑星帯からのも

ので、それよりも小さな量が月と火星からのものであった。火星人が小惑星とカタパルト艦隊の大部分

をコントロールしている限り、アレースの宇宙工場群は原材料に飢えることになる。アレースが重要な

原料の調達手段を獲得することができるようになっただけで、アレースはそのシステムから火星の戦闘

艦隊を掃蕩するのに十分な新造艦を建造する能力を持っていた。 

原則： 

損害を受けた艦船と基地は修理されてもよく、新しい艦船と基地は兵站ポイントの支出で生産されても

よい。兵站ポイントは、コントロールされる小惑星の数と艦船がそれらを得るために配置されているか

どうかに基づいて、プレイヤーのそれぞれのゲーム・ターンごとに獲得される。兵站ポイントは、ゲー

ム・ターンからゲーム・ターンへと蓄積されてもよい。ミサイルと戦闘機はまた、特定の状況の下で生産

されてもよく、艦船はその機動(化学)エンジンの燃料と同様にそれらの補給を受けてもよい。 

手順： 

兵站及びメンテナンスフェーズの開始時に、生産トラック上のすべての艦船か基地カウンターは、トラ

ックに沿って一つ先のボックスに進められる。その後、それぞれのプレイヤーは、このゲーム・ターンに

獲得した追加の兵站ポイントを反映するために利用可能兵站ポイント・トラック上の自分の兵站ポイン

ト・マーカーを調節する。兵站及びメンテナンスフェーズの経過の間に、それぞれのプレイヤーは、新し

い艦船や基地を建造するためや、大損害を受けた艦船(細則 9.52 か 18.11 を参照)や無力化された基地

(細則 9.46か 16.43を参照)を修理するために兵站ポイントを消費してもよい。それぞれの支出について、

プレイヤーはその数だけ利用可能兵站ポイント・トラック上に示される兵站ポイントの数を減らす。そ

れに加えて、艦船はいかなる兵站ポイントの支出無しで燃料、ミサイル、戦闘機の補給を受けてもよい。 

細則： 

[15.1] 兵站ポイントを獲得する方法 

プレイヤーは、兵站及びメンテナンスフェーズの開始時に兵站ポイントを受け取る。「操業中」であるそ

れぞれの自軍の小惑星について、利用可能兵站ポイント・トラック上に指示されるように、プレイヤーは

3兵站ポイントを自分の合計に加える。 

[15.11] 以下の基準が満たされる場合、自軍の小惑星は操業中とみなされる： 

1) 2 隻の自軍の採鉱船と 1 隻の自軍のカタパルトが小惑星に存在しなければならない(すなわち小惑星



の艦船航行トラックの「軌道上」航行トラック・ボックスにいる)。 

2) プレイヤーの母星に少なくとも 1隻のカタパルトがそれぞれの小惑星との間を「操業中」にするため

に存在しなければならない(火星プレイヤーの母星は火星であり、アレース・コーポレーション・プレイ

ヤーの母星は地球である)。 

[15.12] 二番目の基準は、母星に存在するカタパルトの数を超えて小惑星が「操業中」であるとみなされ

ることはないことを意味する。1 隻のカタパルトのみが地球に存在する場合、ただ一つの小惑星だけがア

レース・プレイヤーにとって「操業中」であるとみなされる。 

[15.13] 火星が火星プレイヤーにとって自軍のものである場合、小惑星から受け取られるものに加えて、

2兵站ポイントが兵站及びメンテナンスフェーズの開始時に火星プレイヤーに生じる。 

[15.14] WORDは時々、アレース・コーポレーションに兵站ポイントを与えることがある(細則 10.6を参

照)。 

[15.15] プレイヤーはゲーム・ターンからゲーム・ターンに兵站ポイントを積み増してもよいが、プレイ

ヤーは兵站ポイント及び生産トラック上において 16 を超える兵站ポイントを保有することは許されな

い。プレイヤーの兵站ポイント・マーカーが利用可能兵站ポイント・トラック上において 16兵站ポイン

トを蓄積していると示しており、その上、追加のポイントを得る場合には、新しいポイントは失われたも

のとみなされる。 

[15.2] 艦船と基地の建造 

建造には時間と兵站ポイントを必要とする。プレイヤーが受け取る資格があるすべての兵站ポイントを

得た後、それぞれのプレイヤーは自分の生産能力まで艦船か基地の生産にそのポイントを消費してもよ

い。 

[15.21]それぞれの艦船と基地は、兵站ポイントによるコストとゲーム・ターンによる生産時間を持って

いる(生産トラック上の生産コストを参照)。兵站ポイントが艦船か基地について消費された時はいつで

も、そのカウンターはその生産時間のゲーム・ターン数に相当する数値を持つ生産トラック上のボック

スに置かれる。 

[15.22] それぞれの兵站及びメンテナンスフェーズの開始時に、生産トラック上のカウンターは、1ボッ

クス分低い数値を持つボックスへトラックに沿って動かされる。「0」のボックスへ進んだすべてのカウ

ンターは太陽系ディスプレイ上に配置される。艦船は、地球(アレース・コーポレーション・プレイヤー

によって生産された場合)か火星(火星プレイヤーによって生産された場合)に配置される。(例外：細則

15.25を参照)。基地は自軍がコントロールする惑星か小惑星に配置される。 

[15.23] アレース・コーポレーション・プレイヤーの生産容量は 12兵站ポイントである。アレース・コ

ーポレーション・プレイヤーは、いずれかのある兵站及びメンテナンスフェーズにおいて、12 を超える

兵站ポイントを消費することは許されない。 

[15.24] 火星プレイヤーの生産能力は、以下のスケジュールに従って変動する： 

ゲーム・ターン 1-5：2 

ゲーム・ターン 6-10：3 

ゲーム・ターン 11-15：4 

ゲーム・ターン 16-23：5 

ゲーム・ターン 24から以降：7 



ある 1 回の兵站及びメンテナンスフェーズにおいて、火星プレイヤーは現在の火星の生産能力までの兵

站ポイントを消費してもよいが、それを超過する兵站ポイントを消費することは許されない(例外：細則

15.25を参照)。 

[15.25] 火星人は、兵站及びメンテナンスフェーズの間に、何らかの兵站ポイントを消費するか生産ト

ラック上のあらゆる艦船や基地の生産を続行するためには、火星と木星の両方の艦船航行トラックの「軌

道上」のボックスにそれぞれ 1隻のカタパルトを配置していなければならない。これらのカタパルトは、

細則 15.11によって要求されるものに加算される。何らかの艦船か基地がすでに生産トラック上にあり、

たとえば、必要なカタパルトが兵站及びメンテナンスフェーズの間に木星にない場合、必要条件が再び

満たされるまで、その艦船か基地は同じ生産トラック・ボックス内に留まる。 

[15.3] 艦船と基地の再補給と修理 

損害を受けた艦船と基地は修理されてもよい。すべての艦船か基地はミサイル、戦闘機、燃料を自軍の小

惑星か惑星において兵站ポイントを支払うことなく再補給してもよい。 

プレイヤーが自分の受け取る資格があるすべての兵站ポイントを蓄積した後、それぞれが適格な艦船に

再補給し、損害を受けた艦船を修理するために兵站ポイントを消費してもよい。 

[15.31] １兵站ポイントは、大損害をこうむっているそれぞれの艦船について、それを修理するために

は消費されなければならない。艦船は、自軍の惑星か小惑星に相当する艦船航行トラック上の「軌道上」

ボックスにいなければならない。兵站ポイントの支出に関する全体の制限以外は、いずれか１個の小惑

星や惑星で修理されてもよい艦船の数には制限がない。艦船が修理されたという事実は、艦隊状況チャ

ート上に注記されなければならない。 

[15.32] あらゆる自軍の小惑星か惑星において、火星がコントロールする艦船は、燃料や戦闘機が補給

されてもよい。 

例外：火星の艦船には、第 5ゲーム・ターンに先立って戦闘機が補給されてはならない。 

艦船に戦闘機が補給されたという事実は、艦隊状態チャート上に表示されなければならない。 

[15.33] あらゆる自軍の小惑星か惑星において、コーポレーションがコントロールする艦船は、燃料や

ミサイルが補給されてもよい。 

例外：コーポレーションの艦船は、最初のゲーム・ターンの兵站及びメンテナンスフェーズの間にミサイ

ルを補給されてはならない。 

艦船にミサイルが補給されたという事実は、艦隊状態チャートの上に表示されなければならない。 

[15.34] 修理を受ける無力化されたそれぞれの基地について、２兵站ポイントが消費されなければなら

ない。無力化された基地が修理されたという事実は、艦隊状態チャートの上で表示されなければならな

い。無力化された基地は、自軍の惑星か小惑星だけで修理されてもよい。 

[15.35] ゲームの開始時に、全てのカタパルトは、「大損害」(細則 9.42を参照)を持つか、「破壊された

レーザー能力」(細則 21.22を参照)を持つものとみなされる。しかし、それらは、兵站ポイントを支払う

ことなく、以降の兵站及びメンテナンスフェーズの間に、いずれかの自軍の惑星か小惑星において「修

理」されてもよい(実際には、レーザーの取り付け)(細則 15.31に対する例外)。この例は、「大損害」が

兵站ポイントのコスト無しで修理されてもよい唯一の場合である。 

[15.36] 戦略ゲームにおいて、アレース・コーポレーションがコントロールする艦船に戦闘機が補給さ

れてはならず、火星がコントロールする艦船にミサイルが補給されてはならない。(以下略) 


