
Kings and Castles(王と城) ルール
©Ragnar Brothers 2000 翻訳：篠田耕一(Shinoda Kouichi)

Note:This translation done personally and not as directed by Ragnar Brothers.
注意：この翻訳は私的に作成されたもので、Ragnar Brothersの指導、指示によるものではありません。

0. はじめに
　西暦1066年のことである。ノルマンディ公ギヨーム(ウィリアムI世、征服王)はイングランドへ侵攻するために海峡を渡ろうとして
いた。あなたは彼が最も信用する貴族のうちの一人であり、イングランドであなた自身のための所領を切り取る準備ができている。
その後の400年の間、あなたとあなたの子孫は王に仕え、彼の戦争を戦い、彼の城を建設し、彼の税を徴収し、この過程において
可能な限り自分の一族を富ませ、強大にすることにつとめる。
　しかし、注意せよ！他の諸侯はその一族のために計画し、それを行うのである。あなたがこの国の歴史で最も決定的なイベント
の一部を具体化するのに十分な狡猾さ、悪知恵、技術を駆使できる場合にのみ、あなたは勝ち抜くことができるであろう。
　Kings and Castles(王と城)は、ウィリアム(William)I世によるイングランドへの侵攻(1066年、ノルマンコンケストの開始)から
リチャード(Richard)III世の死(1485年、薔薇戦争の集結)までのイギリスの歴史を扱った2～4人プレイヤー用のゲームである
(4人でのプレイが最適である)。

1. ゲームの構成要素
1.1 ゲームのセットに含まれるもの

・布製の地図
・4枚のカウンターシート
・4枚の派閥カード
・布製のバッグ
・ルールブック

1.2 カウンター
　各プレイヤーは派閥であり、カウンターのセットを持ってプレイする。そのセットは派閥ごとに、緑、青、ターコイズ、プラムの色が
付けられて区別される。派閥内には3種類の基本のカウンターのタイプが存在する：

騎士(knights) 装甲兵(men-at-arms) 弓兵(archers)
：(それぞれ3ポイントの価値) ：(それぞれ2ポイントの価値) ：(それぞれ1ポイントの価値) 

騎士、装甲兵、弓兵は、ユニットと呼ばれる。ユニットのもう一つのセットは、黒で色づけられ、敵(Enemy)に属する。敵は、様々な
スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人、フランスの反体制分子、サクソン人の残存勢力などを表現する。
　他のカウンターとしては以下のものがある：
傭兵(mercenaries)（カウンターにつき太矢のシンボルの数によって評価される）

：(それぞれ3ポイントの価値) ：(それぞれ2ポイントの価値) ：(それぞれ1ポイントの価値) 
城(castles)（規模によって評価される）

：(それぞれ3ポイントの価値) ：(それぞれ2ポイントの価値) ：(それぞれ1ポイントの価値) 

王冠マーカー(Crown markers) 課税マーカー(taxation markers) 金銭マーカー(money markers) 

1.2 派閥カード(The Faction cards) 
　各プレイヤーは派閥カードを持つ。
このカード上には、以下のスペースがある：
・3個の課税マーカー(Tax)
・王冠マーカーのスタック
・王のボーナスとして引かれる最高4個までのカウンター(King's Bonus)
・プレイヤーの配列(10個のカウンター)(Array)
・プレイヤーの一族郎党(Household) 
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1.3 地図
　地図は五つの国を示している：イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、フランスである。
それぞれの国は、地域(region)に分割され、それぞれの地域の中には町(town)がある。町の名前に使われる活字の大きさは、
その価値のガイドである。Londonは3ポイントの価値があり、Bristol, York, Llandaff, Edinburgh, Dublin, Rouen、Bordeauxは
それぞれ2ポイントの価値があり、残りは1ポイントの価値がある。
他の特徴としては以下を含む：
・港（錨(anchors)）と落し格子(portcullis)シンボルは、王がある国に侵攻してもよい場所を示している。
・旗(banner)シンボルは敵がある国に侵攻してもよい場所を示している。
・課税トラック(taxation ladder)は「0」から「IX」(0～9)の数字が付けられている金銭マーカーと共に、これはプレイヤーが
　どれだけの金銭を得たかの情報を記録するのを支援するために使用される。

1.4 国王継承チャート
　国王継承チャート(Royal Succession chart)は地図の両側に印刷されている。これは、ターン記録とどのプレイヤーがこのターンに
王となるかについてのガイドとして機能する。
国王継承チャートのそれぞれのボックスの中には以下の情報がある：
・現在の国王の名前
・王のボーナスは「I」から「IV」(1～4)の数字が付けられている
　これはどれだけ多くの追加のカウンターがそのターンの開始時に引かれてもよいかを示している。
・国の名前 - 王の派閥に属しているユニットが攻撃しなければならない国。
注意！：いく人かのより長く続いた王の治世は、(訳注：パート1、パート2というように)複数のボックスに再分割されている。
　それぞれのボックスは、常に別の国王とみなされる。

2. セットアップ
注意！：以下のルールは、4人プレイヤー用の完全な長さゲームのためのものである。
　2人、3人プレイヤー用ゲームや短縮版ゲームに関する変更については、「9. 付録」を参照していただきたい。
(1) 地図を配置する。
(2) 各プレイヤーは、1セットの色付きのカウンターを取り、それに1枚の派閥カードを加えて取る。
(3) 各プレイヤーは自分の派閥カードの上に6個の王冠マーカーのスタックを置く。
(4) 各プレイヤーは自分の派閥カードの上に自分の4個の課税マーカーのうちの3個を置く。
(5) 残りの課税マーカーは、課税トラックの「0」のボックスに置かれる。
(6) 全ての敵のユニット（黒で色付けられた騎士、装甲兵、弓兵）を布バッグに入れなさい。
　地図のそれぞれの地域について、一つの地域について1個の敵を無作為に引いて、それを配置する。
　例外: ルーアン(Rouen)はゲームの開始時には空き地のままにしておかれる。
(7) 各プレイヤーは、自分のカウンターのセットから4個の騎士、4個の装甲兵、4個の弓兵を取り、それらを自分の
　12個の一族郎党(household)のスペースに置く。
(8) 全ての傭兵と城カウンターとともに、各プレイヤーは自分の残りの12個のユニットを布バッグに入れる。
(9) 各プレイヤーは10個のカウンターを選び、自分の配列に配置する。これらはプレイヤーの一族郎党から選ぶか、バッグから
　引き出すことができる。しかし、何かがバッグから引き出される前に、ユニットが常に一族郎党から選択されなければならない。
　(訳注：少なくとも1個は一族郎党から選択して配置する。) 
(10) 国王の選択がこの時点で行われるどのプレイヤーが最初に選ぶかについて決めるためにくじを引くなどの方法を実行すること。
　・第一プレイヤーは王冠マーカーをいずれかの王のボックスに置く。その王は適切なターンにおいてそのプレイヤーによって
　コントロールされる。
　・この時点で、時計回りで隣のプレイヤーは、異なる王のボックスに自分の王冠マーカーのうちの1個を置く。
　これは王冠マーカーがすべての王のボックスに置かれるまで続けられる。しかし、プレイヤーは自分自身の王冠マーカーの一つに
　隣接するボックスに王冠マーカーを置くことを選択することは許されない。代わりのボックスがない時にのみこれを行ってもよい。
　これが起こるのは、大部分のボックスがすでに冠マーカーを含む時だけである。
　注意！：ヘンリーIII(Henry)世パート2は、エドワード(Edward)I世の隣にあるものとみなされる。
(11) 国王継承チャートの全てのボックスが満たされた時に、最初のターンが、 ウィリアム(William)I世の治世で開始される。
　ウィリアム(William)I世をコントロールするプレイヤーは（すなわちウィリアムI世のボックスに王冠マーカーを持ついずれかの
　プレイヤー）、追加の4個のカウンター（ウィリアムI世のボーナス）を引いてもよく、最初のターンを開始してもよい。
　ウィリアム(William)I世は常にルーアン(Rouen)に1個のユニットを置くことで自分のターンを開始しなければならない
　(そこへの攻撃は行われる必要がない)。

3. 勝利する方法
　各プレイヤーは、諸侯の一族を表現している。勝利するために、プレイヤーは他のどのプレイヤーよりも多くの金銭を蓄えなければ
ならない。金銭は課税の結果として得られる。プレイヤーがより大きな価値の高い町をコントロールすればするほど、より多くの
金銭を得ることができる。
　プレイヤーが王である場合にのみ、プレイヤーは課税を実行してもよい。ただし、課税が行われる時には、すべてのプレイヤーが
金銭を受け取ることができる。課税は、プレイヤーが王であり、自分の課税カウンターの1個を使用すると選択した時はいつでも
行われてもよい。しかし、各プレイヤーはゲーム全体の間に3個のみの課税カウンターを持っており、注意深くタイミングを図る
必要がある。
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4. プレイの手順
4.1 ゲームの手順
・それぞれの王は年代順の順序でそのターンを行う。その王のボックスに王冠マーカーを持つプレイヤーは、そのターンの間、
　王であるとみなされる。プレイヤーはそれぞれの王のためのターンの手順に従う。
注意！：ルールを通じて、現在の王をコントロールするプレイヤーは、「王」と呼ばれる。
・ターンの終了時に、その王のボックス内の王冠マーカーは裏返される。隣のボックスに表向きの王冠マーカーを持つプレイヤーは
　次の王をプレイする。
・全ての王がそのターンを実行した後、最終課税フェーズが行われる
・各プレイヤーは自分がどれだけの金銭を得たかについて合計する。最も多く金銭をもつプレイヤーが勝者である。

4.2 ターンの手順
王であるプレイヤーは以下の手順でターンを行う。
(1) 王のボーナスに等しい追加のカウンターを引く。これらのカウンターは、プレイヤーの一族郎党からとられてもよいし、
　バッグの中から引き出されてもよい。
　記憶しておいていただきたい！バッグから引く前に、一族郎党から選択すること。
　これらのカウンターはこの時点で、そのプレイヤーの配列の一部として扱われる。
(2) 希望するだけの攻撃を開始し、解決する（参照：攻撃）。
(3) 配列内のいずれかの城を望む地域に置く（参照：城）。
(4) 希望する場合、課税を実行する（参照：課税）。
(5) 配列を10個までのカウンターで満たす。ここでもまた、バッグから引く前に一族郎党から選択すること。
　(訳注：配列の中のユニットがすべて使用される必要はない。配列からあふれた余剰のユニットは王の選択で破壊ユニット置き場
　に置く。) 
(6) 現在の王の王冠マーカーを裏返す。

5. 攻撃
5.1 用語集
王のユニット：現在の王の派閥に属している騎士、装甲兵、弓兵。
諸侯のユニット：他のプレイヤーの派閥に属している騎士、装甲兵、弓兵。
敵のユニット：黒色の騎士、装甲兵、弓兵。隣接：ある国の中で他の地域に境界を接する地域
係争中：少なくとも1個の敵ユニットを含む国。
非係争中：敵ユニットを含まない国。

5.2 攻撃する方法
　それぞれの地域は特定の値（1、2、3ポイント）のユニットによってコントロールされ、これは地域の防御値である。
　地域を征服するためには、王は自分の配列からユニットを受け取り、地域の防御値を上回るのに十分なポイントをその地域に
配置しなければならない。
例：騎士によって防御される地域(3ポイントの評価値)を征服するには、王は少なくとも4ポイントを使用しなければならない。
　これは、様々な方法、例えば4個の弓兵、2個の装甲兵、1個の騎士と1個の装甲兵によって行うことができる。
注意1：攻撃は常に同じ色のユニットによって行われなければならない(例外：傭兵。他の色に加えて使用する)。
　色が使用される順は、プレイヤーの判断による。
注意2：いかなる数の攻撃が行われてもよいが、それぞれの攻撃は次の攻撃を開始する前に解決されなければならない。
注意3：ユニットが攻撃について余剰となる場合には、そのユニット(の組み合わせ)は使用することが許されない。
　例：3の防御値を持つ地域を征服するために、王は1個の騎士と2個の弓兵（合計で5ポイント）を使用することを選ぶことができない
　－騎士と1個の弓兵（4ポイント）で十分であるので。1個の騎士では不十分であるので、2個の騎士を使うことは許容できる。

5.3 地域を征服する
　王が地域を征服する時、防御ユニットは破壊される。攻撃ユニットのうち1個(のみ)がその地域に残留してもよく、他の全ての
ユニットは破壊される。残留するユニットは常に、攻撃において使用された最も値の高いユニットでなければならない。
地域が再征服されるまで、ユニットはその地域の中に残ることになる。

5.4 どの国を攻撃するか
　王のユニットは、その王のボックスの中にリストされた国だけを攻撃してもよい。他の全てのユニットはその国を攻撃するために
使用されてもよいし、他の国で使用されてもよい。王は、ターン中のいつでもこの「他」の国を選んでもよい。

5.5 係争中の国を攻撃する
　王のユニットか諸侯のユニットのみが敵がコントロールする地域を攻撃してもよい。そのような地域は王か諸侯の他のユニットと
隣接していなければならない。ただし、そのユニットは攻撃ユニットと同じ色である必要はない。
例：青の諸侯のユニットがカンタベリー(Canterbury)をコントロールしており、黒の敵のユニットがロンドン(London)をコントロール
する場合、プラムの諸侯のユニットはカンタベリーからロンドンを攻撃するために使用することができる。
　国が敵ユニットによって完全にコントロールされる場合、その国は侵攻されなければならない。国は、港シンボル（錨のシンボル）
か落し格子を含む地域を攻撃することによって侵攻されてもよい。
　王はまた、王か諸侯のユニットによってコントロールされる地域を攻撃するために敵のユニットを使うことを選択してもよい。
そのような地域は、敵の他のユニットと隣接していなければならない。
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5.6 非係争中の国を攻撃する(内戦)
　国が非係争中である場合、内戦を起こすことができる。王か諸侯のユニットは、他の王か諸侯のユニットによってコントロール
される地域を攻撃するために使用されてもよい。そのような攻撃は、同じ色のユニットに隣接する地域に対してのみ行われてもよい。
例：青の諸侯のユニットがカンタベリー(Canterbury)をコントロールし、プラムの諸侯のユニットがロンドン(London)をコントロールする
　場合、青の諸侯のユニットはカンタベリーからロンドンを攻撃するために使用することができる。
　王が王のユニットかある色の諸侯のユニットを使用したいと望み、その色のユニットがその国に存在しない場合、王は最初に
港か落し格子のシンボルを含む地域に侵攻するためにそれらを使用しなければならない。
　敵のユニットが国の中に存在しない場合、王は旗シンボルを含む地域に侵攻するために敵のユニットを使用してもよい。
その地域が征服されてしまった時点で、その国はもはや非係争中ではなくなり、係争中の国における攻撃のためのルールに従う。
注意！：旗シンボルがイングランドには存在しない。これはすべての敵のユニットが駆逐され、それらがもはや復帰しないことを
　意味する。

5.7 破壊されたカウンター
　カウンターは、攻撃に使用された結果として破壊され、それらが防御している地域が征服されることで破壊される。カウンターは
任意に破壊されることはない。
　破壊されたユニットは、破壊ユニット置き場(地図上の任意の余白)に置く。バッグからすべてのユニットが引かれた時に、
破壊ユニット置き場のユニットをすべてバッグの中に入れる。

6. 傭兵
　傭兵(Mercenaries)は、攻撃を支援することを除いて、地図に置かれることはない。
(訳注：他の色と組み合わせて使用する。)
それぞれの傭兵は、傭兵のカウンターに示される太矢の数によって、1、2、3ポイントを攻撃の値に加える。
いかなる数の傭兵が攻撃において使用されてもよいが、その攻撃には常に少なくとも1個の騎士、装甲兵、弓兵ユニットが
存在しなければならない。
攻撃を支援した傭兵は、常に破壊される。

7. 城
　その規模に従って、城(castle)は1、2、3ポイントのいずれかの値を地域の防御値に加える。一つの地域の中に複数の城が
存在することは許されない。
(訳注：王は、自分の配列の城を、自由にどこにでも配置してもよい。)
城は地域を防御するためにのみ使用してもよい。城は攻撃の一部として使用されることがない。
城は地域に置かれた時から、それが破壊されるまでそこに残る。城が存在する地域が征服された時、いかなる城でも破壊される。

8. 課税
8.1 課税の方法
　王は、自分のターン終了時に、課税すると選択してもよい。そうするためには、王は自分の課税マーカーのうちの1個を裏返し、
その意図を宣言する。
　各プレイヤーは、自分のユニットによってコントロールされる全ての町の値を合計する。ほとんどの町が1ポイントを、
いくつかの町が2ポイントを、ロンドン(London)が3ポイントを提供することを覚えておいていただきたい。
　王は自分のユニットによってコントロールされる町について倍の値のポイントを受け取り、他の全てのプレイヤーは自分のユニット
によってコントロールされる町の額面のみを受け取る。
　プレイヤーは、課税トラックと適切な数の金銭マーカーを使用することによって自分が獲得した金銭を記録する。

8.2 金銭マーカー
　金銭マーカーは、三つの額面を持つ：X(10ポイントの価値がある)、XX(20ポイントの価値がある)、C(100ポイントの価値がある)。
これらはいつでも自由に両替することができる。全ての金銭マーカーはゲームの終了時まで秘匿される。

8.3 最終課税フェーズ
　最後の王(リチャード(Richard)III世)の治世の完了時に、最終課税フェーズは存在する。全てのプレイヤーは、自分のコントロール
する町の倍の額面を受け取る。
注意！：これは、リチャードIII世によって実行されるあらゆる課税に加えられる。
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9. 付録
9.1 2人プレイヤー用ゲーム
　4人プレイヤー用ゲームと同様にセットアップするが、以下のルールの変更を伴う：
・各プレイヤーは、2セットのカウンターを使用する：緑とプラムの組かターコイズと青の組である。
・王を選択する時には、プレイヤーは2セットのカウンターから交互に王冠マーカーを置かなければならない。
・プレイヤーは自分のセットのカウンターのどちらかの王冠マーカーを含むボックスに隣接して王冠マーカーを置くことは許されない。
　これが可能でない場合、プレイヤーは自分の他のセットのカウンターの王冠マーカーに隣接するボックスに王冠マーカーを
　置いてもよい。これもまた可能でない場合、王冠マーカーはどのボックスに置かれてもよい。
・金銭はプレイヤーのカウンターの各セットごとに別々に獲得され、両方の合計はゲームの終了時に合算される。

9.2 3人プレイヤー用ゲーム
　4人プレイヤー用ゲームと同様にセットアップするが、以下のルールの変更を伴う：
・第四のカウンターのセットに属する全てのカウンターを取り除く(訳注：これらはこのゲームでは使用しない)。
・各プレイヤーは自分のカウンターのセットから8個の王冠マーカーのすべてを使用する必要がある。

9.3 短縮版ゲーム
　2人、3人、4人プレイヤー用ゲームと同様にセットアップするが、以下のルールの変更を伴う：
・各プレイヤーは、派閥カードの上に2個のみの課税マーカーを置く。
　2人と4人プレイヤー用ゲームにおいては、各プレイヤーは派閥カードの上に3個の王冠マーカーをスタックする。
　3人プレイヤー・ゲームにおいては、各プレイヤーは派閥カードの上に4個の王冠マーカーをスタックする。
・各プレイヤーは自分の一族郎党として3個の騎士、3個の装甲兵、3個の弓兵のみを置く。
・王冠マーカーは、国王継承チャートの前半の12個のボックスにのみ置かれる。ゲームは12ターンに渡って行われ、
　ヘンリー(Henry)III世パート2の治世の後、終了する。最終課税フェーズがこの最後の王の治世の後に存在する。

10.0 王と城（補遺）
　以下のルールは現在、プレイの速度を上げ、「拡張された休止時間」と呼ばれているものを防止するために使用されている。

10.1 ターンの終了
　ルールでは、プレイヤーBが自分のターンを開始する前に、プレイヤーAが自分のターンを完遂しなければならないと述べている。
社内のシステムでは、プレイヤーAが自分の配列を補充する前に、プレイヤーBに自分のボーナスを選択することを許可している。
かくして、プレイヤーBは自分のターンを開始することが可能で、その間にプレイヤーAは自分の前のターンを完了することになる。
このことは、より多くの説明を必要とし、新規のプレイヤーを混乱させるため、ルールブックには含めなかった。あなたが以前に
このゲームをプレイした経験がある場合、これはうまいやり方だと思うことだろう。ただし、これはプレイヤー間の高度な誠実さに
頼るものではある！

10.2 戦闘解決
　王が攻撃したカウンターを地域に配置している間に、「破壊された」ユニットを取り除くことは王の左に着席するプレイヤーの
職務である。これは、全プレイヤーに何が起こったかを公表することを保証する。

10.3 王の選択（これらのルールは完全版ゲームにのみ適用される。短縮版ゲームには変更はない）
10.3.1 2人と4人プレイヤー用ゲーム
A. 王の選択はこのゲームでは三つの時点で行われる：
(1) ゲームの開始時、
(2) リチャード(Richard)I世の治世の前、そして、
(3) エドワード(Edward)III世パート1の治世の前
(すなわち：8人の王ごとに選択する)。
B. 最初の8人の王の選択は、すべてルールにおいて述べられるように行われる。いかなる王冠マーカーも
　ヘンリー(Henry)II世パート2の後に置かれてはならない。隣接する配置に対する全ての制限は有効である。
C. 他の二つの選択（ヘンリー(Henry)II世パート2とリチャード(Richard)I世の間の切れ目と、
　エドワード(Edward)III世パート1とエドワード(Edward)III世パート2の間の切れ目）は、全く同じ方法で解決される。
　しかし、この時点での王を選択する「第一プレイヤー」はくじを引くことによっては決定されない。その代わりに、各プレイヤーは
自分のコントロールする町の値を合計する。そして、最も低い合計をもつプレイヤーが新しい「第一プレイヤー」となる。
注意1！：収入を倍にすることは含まれない。
注意2！：以前の王冠マーカー(ヘンリー(Henry)III世パート2かエドワード(Edward)III世パート1のどちらか)は隣接する配置を
　　決定することについては数える。

10.3.2 3人プレイヤー用ゲーム
　3人プレイヤー用ゲームにおいては、王の選択には四つの機会がある。
(1) ゲームの開始時
(2) スティーブン(Stephen)とヘンリー(Henry)II世パート1の治世の間
(3) ヘンリー(Henry)III世パート2とエドワード(Edward)I世パート1の治世の間
(4) リチャード(Richard)II世とヘンリー(Henry)IV世の治世の間
(すなわち：6人の王ごとに選択する)。
・それぞれの機会において合計6人の王が選択される

10.4 短縮版ゲームの最終課税の変更
　全てのプレイヤーは、自分のコントロールする町の額面の値を受け取る。完全版のゲームの場合のように、プレイヤーは倍額を
受け取らない。
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プレイの例

 新規のプレイヤーがゲームのメカニックに慣れ親むのを支援するために、以下のプレイの例を説明することを推奨します。
 以下に示すようにアイルランドにカウンターを置きなさい。

Gは緑のカウンターを意味する
Pはプラムのカウンターを意味する
Tはターコイズのカウンターを意味する
Eは敵のカウンターを意味する
Bは青のカウンターを意味する

 以下に示すように青の派閥カードをセットアップしなさい： 

　一族郎党の空の円はそこのカウンターがすでにプレイされたことを示す点に注意していただきたい。
　このプレイヤーはすでに一度、課税している。
　リチャードII世スペースに隣接して青い王冠マーカーを置きなさい。 

　今はリチャードII世の治世である。
　この王は青の派閥によってコントロールされる。
　青の派閥は2個のボーナス・ユニットを受け取る。
　アイルランドは、プレイヤーの青のカウンターが攻撃しなければならない国である。

　記憶しておいていただきたい：配列の他のカウンターもアイルランドで攻撃してもよい。
　プレイヤーが望む場合、他のカウンターのいくつかか全ては他の国を攻撃することができる。
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・青のプレイヤーは2個のボーナス・ユニットを引く：
　まず自分の一族郎党から1個の騎士を選び、バッグから1個カウンター(大きな城)を引いた。 

・青のプレイヤーはこの時点で、以下の攻撃を開始する： 

(1) 青のカウンターはアイルランドの全ての敵のユニットを破壊してしまうまでダブリン(Dublin)を攻撃することは許されない。
(2) その2個の緑の騎士を追い払う良い方法である。
(3) 傭兵は破壊されなければならない。たとえそれが攻撃に参加したより大きなユニットであるとしても。 
(4) 敵のカウンターがアイルランドに存在していない。そのため、敵は旗シンボルを含む地域を攻撃しなければならない。
(5) イングランドは、攻撃する他の国として選ばれた。 

・青のプレイヤーはダブリン(Dublin)にその大きな城を置く 

 この時点で、アイルランドの状況は以下に示される通りである： 

・青のプレイヤーは課税を選択をする。青のプレイヤーのアイルランドの地域は以下のように得点する。
ダブリン(Dublin)について2ポイント
ゴールウェイ(Galway)について1ポイント
デリー(Derry)について1ポイント

　青のプレイヤーが王であるので、合計4ポイントは二倍の8ポイントになる。
　青のプレイヤーは、他のどの国のどの地域においても二倍のポイントを得点する。
　それぞれの他のプレイヤーは、アイルランドと他の国で自分がコントロールする地域の額面の値を得点する。

・青のプレイヤーはこの時点で、自分の配列を10個のカウンターに戻す。
　青のプレイヤーは、2個のカウンターを自分の配列に残しておいたので、8個のカウンターを引かなければならない。 
　青のプレイヤーは、自分の一族郎党から2個の装甲兵と1個の弓兵を取り、バッグから5個のカウンターを引く。

・青の王冠マーカーを裏返す。

Dublin 緑の騎士+小さな城(合計4ポイント) 青の装甲兵+3本太矢の傭兵1個(合計5ポイント) (3)

Lancaster プラムの弓兵(1ポイント) ターコイズの騎士(3ポイント) (5)
Derry 敵の装甲兵(2ポイント) 青の騎士(3ポイント)
Derry 緑の騎士(3ポイント) 敵の装甲兵2個(計4ポイント) (4)

地域 注防御側 攻撃側

緑の騎士2個(6ポイント) (2)
Galway 敵の弓兵(1ポイント) 青の騎士(3ポイント) (1)
Derry 敵の騎士(3ポイント)
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