
Ｂａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｗｏｒｌｄ（中世世界の諸会戦）標準ルール

１．０ はじめに
Ｂａｔｔｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｗｏｒｌｄ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。
プレイ用のこまは戦闘に参加した実際のユニットを表現し、地図はそれらのユニットが戦った地形を表現す
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。
それを達成するために、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。
シリーズのルールは、二つのセクションで提示される：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するシナリオの指示とル
ールを提供する。

２．０ ゲームの備品
２．１ 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。地図は地形
の凡例とターン記録トラックを持つ。
六角形の格子は、プレイ用のコマの移動と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。
２．２ ゲーム・チャートと表
いろいろな視覚上の支援ツールが、特定のゲーム機能を単純化したり、図示することによってプレイヤー支
援カード上に提供される。それらは、地形効果表、戦闘結果表、弓射射撃表と回復・士気喪失・崩壊表）で
ある。
２．３ プレイ用のコマ
ボール紙製のコマ（カウンター）は、もともとの会戦に参加した軍事ユニットを表現する。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、この後「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）。
弓射力と射程（存在するなら）は、弓射射撃を実行するユニットの能力を決定する（７．０を参照）。
２．４ ゲームのスケール（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。

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。
個別ルールのルール１４．０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
（３．３）を達成するために必要な数のゲーム・ターン（３．２）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４．０～６．０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。
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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（ＭＡ）は、移動ポイント（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。
ユニットは、移動の間、敵支配地域（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。

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（ＺＯＣ）である。フェーズやプレイヤー・ターンに関係な
く、黒い点（８．０を見る）が印刷されたユニット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
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全てのユニットは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。
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。
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。従ってこのフェーズに弓射によって混乱状態と
なったユニットもなお射撃する。

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
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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の戦闘力を合計しなさい。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。
例えば、１３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３．２５：１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１個の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。
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。
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を攻撃してもよい。
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。
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。
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、参加した攻撃ユニットのうちの１個を除去しなければならない（７．７）。
ＥＸ＝相互損害。攻撃側と防御側はそれぞれ、自分が選んだ戦闘に参加したユニット１個を除去する（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を参照）。
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。退却の
経路は、禁止された地形を通過したり、入ってはならず、ＥＺＯＣに入ってはならない。
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
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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してはならない。

８．０ 軽装兵
８．１ 軽装兵
軽装兵（すなわち、散兵）は、点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
８．２１ 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。
８．２２ 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に入ってはならない。
８．２３ 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、その軽装兵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）。
塗りつぶされていない点ユニットは、上記のように交戦から離脱してもよいが、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。
（８．２＝はい。 ８．３＝いいえ。）

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。
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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
いくつかの騎兵は、表側により強力で足の遅い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、自軍ユニットと同じヘクスでフェーズを終えてもよい。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戦闘値を加えてもよい。
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１０．４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 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）。
それらは、ユニット保有プレイヤーの再編成と回復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。
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
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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総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。

７


