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1.01.01.01.0　　　　    イントロダクション
　「Ancient Battles」ゲームシステムは、
古代戦の戦術シミュレーションである。シ
ステム内の各ゲームは古代世界の有名な戦
闘の 1 つを表している。プレイ用のコマは
その戦いに参加した実際の部隊を表す。マ
ップはそれらの部隊が戦った地形を表して
いる。このゲームシリーズは最大限のプレ
イアビリティと十分な現実性を（この順
に）確保するようデザインされており、こ
の目的を達するため、実物の内容物やルー
ルはゲームを理解しやすく、かつプレイし
やすいようデザインされている。
　このシリーズのルールは、標準ルールと
バトルルールの 2 つの部分がある。標準ル
ールはシリーズ内の全ゲームに共通する。
バトルルールはゲーム毎に異なっており、
その戦いだけに関するシナリオ解説やルー
ルが示されている。
2.02.02.02.0　　　　    ゲームの内容物
　2.1　ゲームマップ
　マップシートには戦いの行われたエリア
と、その戦いでの重要な地形すべてが描か
れている。また、マップには地形例とター
ン記録トラックがある。マップシートに印
刷されている地形にかけられている六角形
の格子は、プレイ用のコマの移動や位置の
調整を行うためのものである。プレイに使
用できるのは数字の振ってあるヘクスだけ
である。マップを平らにするため、折り目
を反対向きに折ること。マップ角をきれい
にしておくため、テープの小片を使っても
いいかもしれない。
　2.2　ゲームの図表
　ゲーム上の機能を単純化し、図示するた
め、これらのルールには様々な視覚的補助
がある。地形効果表、戦闘結果表、射撃結
果表、回復表、戦意喪失及び敗走表である。
　2.3　プレイ用のコマ
　厚紙のコマは、実際の戦いに加わった現
実の軍事部隊を表している。コマの数字や
シンボルは戦力、移動能力、ユニットの種
別を表す。以後、プレイ用のコマを「ユニ
ット」と呼ぶ。
　2.4　ユニットの数値の読み方
　各ユニットには、ある種の情報が印刷さ



れている。ユニットは数字や国籍で区別さ
れ、戦闘能力や移動能力についての情報を
含んでいる。
　「戦闘力」は攻撃時や防御時のユニット
の相対的な戦力であり、戦力ポイントで表
されている。「許容移動力」はユニットが
1 回の移動フェイズで移動できる平地ヘク
スの最大数であり、移動力ポイントで表さ
れる。「射撃能力」（●）は、（もしあれば）
そのユニットの持っている射撃武器の種類
である。

2.5 ゲームの規模（シリーズ）
　マップ上の六角形 1 つは地形上の 100m
から 200m を表している。各戦闘ユニット
は 100人から 1,000人の間である。各ゲー
ムターンは 30～90分の時間を表している。
3.03.03.03.0　　　　    ゲームのセットアップ
　厚紙製のプレイ用のコマをカウンターシ
ートから打ち抜き、プレイヤーは自分が指
揮する軍勢を決定する。と同時に、シナリ
オ解説で指示されているとおり、マップ上
の適切な位置に自分のユニットを配置する。
　ユニットの配置が完了したら、プレイヤ
ーはゲームターン 1 の開始準備ができたこ
とになる。ゲームターンマーカーをゲーム
ターントラックの最初の位置に置くこと。
どちらの陣営が最初にプレイするかはバト
ルルールを参照して決定する。プレイの手
順に従って、最終ゲームターンか自動的勝
利に至るまでプレイを進めていく。
4.04.04.04.0　　　　    プレイの手順
　ゲームは連続する、それぞれのプレイヤ
ーターンで構成されたゲームターンでプレ
イされる。各プレイヤーターンには、プレ
イヤーは自分のユニットを移動させ、後述
するルールの制限内で、下記のアウトライ
ンに沿った順で戦闘を解決する。最終ゲー
ムターンの終了時点で勝利条件を参照し、
勝者を決定する。
第１プレイヤーターン第１プレイヤーターン第１プレイヤーターン第１プレイヤーターン
Ａ．移動フェイズ移動フェイズ移動フェイズ移動フェイズ：：：：各ターンで最初に移動
するプレイヤーは、移動及び支配地域のル
ール、及びそのゲームのバトルルールの範
囲内であれば、自分の望むように、自分の
ユニットの一部またはすべてを移動させる
ことができるし、全く移動させなくてもよ
い。第 1 プレイヤーは増援ルールによって
許可されているように、マップ上に増援を

登場させることもできる。第２プレイヤー
のユニットは移動は行えない。
Ｂ．射撃フェイズ射撃フェイズ射撃フェイズ射撃フェイズ：：：：第 2 プレイヤーは、射
撃能力を持つ自分のユニットを、敵ユニッ
トの射撃に用いることができる。
Ｃ．戦闘フェイズ戦闘フェイズ戦闘フェイズ戦闘フェイズ：：：：プレイヤーはセクショ
ン 7．0 に従い、自分の白兵攻撃を実行す
る。
Ｄ．回復フェイズ回復フェイズ回復フェイズ回復フェイズ：：：：サイコロを 1 つ振り、
そのプレイヤーの除去されたユニットが回
復するかどうか決定するため、その戦いの
シナリオの回復表を参照する。回復したユ
ニットは、回復ルールに従って配置するこ
と（13.0とバトルルールを参照）。
第２プレイヤーターン第２プレイヤーターン第２プレイヤーターン第２プレイヤーターン
　今度は、第 2 プレイヤーが上述のように
プレイの手順を完了させる。各フェイズで、
第 2プレイヤーは第 1プレイヤーと同じ行
動を実行する。
Ａ．移動フェイズ：
Ｂ．射撃フェイズ：
Ｃ．戦闘フェイズ：
Ｄ．回復フェイズ：
ゲームターン記録中間フェイズゲームターン記録中間フェイズゲームターン記録中間フェイズゲームターン記録中間フェイズ
　1 ゲームターンの経過を記録するため、
ゲームターン記録トラック上でゲームター
ンマーカーを 1 スペース進め、次のターン
開始の合図とする。
5.05.05.05.0　　　　    移動
　移動フェイズには、プレイヤーは自分の
ユニットを多くても少なくても、好きなだ
け移動させてかまわない。ユニットは、ど
の方向にも、どの方向の組み合わせにも移
動させてかまわない。
手順手順手順手順：：：：ユニットは一度に 1 つずつ、ヘクス
の格子を通った連続するヘクスの経路をた
どって移動を行う。ユニットが 1 つのヘク
スに入る度に、許容移動力から 1 以上の移
動力ポイントを支払わなければならない。
　5.1　禁止事項
　　5.11　移動を手順外に行ってはならな
い。プレイヤーのユニットは、自分の移
動フェイズ中にしか移動を行えない。戦
闘フェイズには、攻撃または防御を行っ
ているユニットが、戦闘の解決後に前進
や後退を求められる可能性がある。戦闘
結果としての前進や後退を除けば、敵プ
レイヤーの移動フェイズや、両プレイヤ



ーの戦闘フェイズには、味方ユニットは
移動を行えない。
　　5.12　ユニットは、敵ユニットの存在
するヘクスには進入できない。
　　5.13　ユニットは、どの移動フェイズ
であっても敵ユニットの支配地域（6.0
参照）内のヘクスから離脱することがで
きない。戦闘の結果としての退却や前進
（7.7 参照）に限り、敵支配下のヘクス
を去ることができる。
　　5.14　移動フェイズには、戦闘は一切
発生しない。プレイヤーが戦闘の解決を
開始し、サイコロを振ってしまったら、
そのプレイヤーは戦闘フェイズを始めて
しまったことになり、戻ることはできな
い。
　　5.15　1 回の移動フェイズ中にユニッ
トが消費する移動力ポイントの数は、そ
のユニットの許容移動力を越えてはなら
ない。ユニットは自分の許容移動力のど
の部分を消費してもよいが、使用されな
かった移動力ポイントを次の移動フェイ
ズまで貯めておいたり、別のユニットに
融通してやることはできない。
　　5.16　ヘクスからヘクスへの移動は、
連続したものでなければならない。ユニ
ットはヘクスを飛ばしたりはできないの
だ。
　　5.17　ユニットが移動を終了し、プレ
イヤーの手がユニットを離れてしまった
ら、その移動フェイズには、そのユニッ
トはそれ以上の移動は行えないし、相手
プレイヤーの同意なしにはその移動を変
更することもできない。
　5.2　地形効果
　　5.21　ユニットが平地ヘクスに進入す
るには、1 移動力ポイントを消費しなけ
ればならない。その他の種類の地形への
進入には、ユニットはそれ以上の移動力
ポイントを消費しなければならないこと
がある。移動自体を禁止されているヘク
スもある（8.0の地形効果表参照）。
　　5.22　ある道路ヘクスから、道路ヘク
スサイドを通って隣接する道路ヘクスに
直接移動するユニットは、そのヘクス内
の他の地形の有無に関わらず、１移動力
ポイントを消費するだけでよい。
　　5.23　ユニットは、進入時に 3 移動力

ポイントを支払えば、河川ヘクスを越え
ることができる。河川へクスを離脱する
際には追加の移動コストはかからない。
　　5.24　ユニットは小川ヘクスサイドを
越えることができる。小川ヘクスサイド
を越える移動には、追加１移動力ポイン
トがかかる。
　例例例例：：：：あるユニットが小川ヘクスサイドを
越えて林ヘクスに移動したとすると、コス
トは４移動力ポイントとなる。
　　5.25　斜面ヘクスサイド（斜面の地形
シンボルを含むヘクスサイド）を通って
移動するユニットは、（登りも下りも）
追加１移動力ポイントを消費しなければ
ならない。
　　5.3　味方ユニットの影響
　　5.31　自分のユニットは、他の味方ユ
ニットが存在するヘクスを通過して移動
できる。味方の存在するヘクスへの進入
には追加コストはかからない。
　　5.32　自分のユニットが別の敵または
味方ユニットと同じヘクスでスタックし
た状態でフェイズを終了してはならない。
どのフェイズの終了時であっても、ヘク
ス内に 1 つを越えるユニットが存在して
はならないのだ（例外：12.0リーダー及
びバトルルール）。
　　5.33　1 回の移動フェイズに 1 つのへ
クスを通過できる味方ユニットの数には
制限はない。
　　5.34　味方支配ヘクスは味方ユニット
の移動を禁じることはない。ユニットは、
味方ユニットの有無に関わらず、敵支配
ヘクスの 1 つから別の敵支配ヘクスに直
接移動することはできない（6.1参照）。

6.06.06.06.0　　　　    支配地域
　ヘクスのすぐ周りの 6 つのヘクスは、そ
のヘクス内にいるユニットの支配地域
（「ZOC」と略称）を構成している。支配
地域を及ぼしているユニットが存在するヘ
クスは支配ヘクスと呼ばれ、敵ユニットの
移動は禁止される。どんなユニットも、敵
支配ヘクスに進入した時点で移動を停止し
なければならない。

6.16.16.16.1　　　　フェイズやプレイヤーターンに関
わらず、どのユニットもゲームターンを通
じて支配地域を及ぼしている。支配地域の



存在は敵や味方のユニットの存在や、その
ZOCによって無効化されることはない。

6.26.26.26.2　　　　ユニットは、敵支配ヘクスへの進
入時に追加移動力ポイントを支払うことは
ない。

6.36.36.36.3　　　　敵支配地域のヘクスを離脱するに
は 2 つの方法しかない。戦闘の結果として
退却または前進を行うか、戦闘の結果とし
て敵ユニットを除去するかである。
例外例外例外例外：：：：散兵、軽装兵、リーダーにはユニ

ットシンボルの隣に黒丸があり、移動フェ
イズ中に自分の意志で敵の支配地域から離
脱することができる。手順は、軽装兵と散
兵については 11.0 を、リーダーについて
は 12.0を参照。
　　　　6.46.46.46.4　　　　当然のことだが、あるユニットが
敵支配ヘクスにいるということは、その敵
ユニットも自分の支配ヘクス内にいるとい
うことである。２つのユニットは互いに等
しく影響を受ける。
　　　　6.56.56.56.5　　　　敵と味方の支配地域が同一ヘクス
に及ぼされている場合、支配地域は併存し、
そのヘクスは両プレイヤーが等しく支配す
る。1 つのヘクスに複数ユニットが支配地
域を及ぼしても、追加の効果はない。
　　　　6.66.66.66.6　ユニットが進入を禁止されている
地形を除き、支配地域は常に支配ユニット
のヘクスに隣接するすべてのヘクスに及ん
でいる。

7.07.07.07.0　　　　    白兵戦
　白兵戦（以後｢戦闘｣と略記）は隣接する
相手同士のユニット間で発生する。これは
強制的なものであり、そのプレイヤーの戦
闘フェイズに発生する。全体の状況に関わ
らず、自分のターンを現在実行中のプレイ
ヤーは「攻撃側」と呼ばれ、もう一方のプ
レイヤーは「防御側」と呼ばれる。
手順手順手順手順：：：：攻撃側は、あるヘクスに攻撃を行う
全ユニットの戦闘力を合計し、攻撃を受け
ているヘクスで防御を行うユニットの戦闘
力の合計と比較する。比べた結果を攻撃と
防御の戦力ポイント間の比として表し（攻
撃側戦力ポイントを防御側戦力ポイントで
割る）、戦闘結果表上の比の 1 つになるよ
うに切り下げて単純化すること。
　例例例例：：：：13 戦力ポイントが 4 ポイントを攻
撃したら、戦闘比は 3.25：1になるが、（常

に防御側に有利になるように）切り下げて
３：１となる。戦闘比の決定が完了したら、
攻撃側はサイを 1 つ振る。出目は戦闘結果
表上の横列を示しており、これを戦闘比を
表すコラムと交差させる。横列と縦列が交
差したところが戦闘結果となる。その戦闘
フェイズ中にすべての戦闘を解決する限り、
個々の戦闘は攻撃側が希望する順に解決で
きる。
　7.1　攻撃を行うユニット
　　7.11　敵ユニットの支配地域内にいる
すべての味方ユニットは、攻撃を行わな
ければならない。味方支配地域内にいる
すべての敵ユニットは、戦闘フェイズ中
に攻撃を受けなければならない。プレイ
ヤーは、7.2 の条件内ですべての隣接敵
ユニットが攻撃されている限り、希望す
る好きな形でこれらの攻撃を解決してか
まわない。
　　7.12　戦闘フェイズを敵支配ヘクス内
で開始したすべてのユニットは、次の戦
闘フェイズで少なくとも１つの隣接敵ユ
ニットを攻撃しなければならない。プレ
イヤーは攻撃に参加するすべての隣り合
う味方ユニットである限り、防御ユニッ
トのそれぞれを攻撃するユニットを選択
することができる。
　　7.13　１つの敵占領ヘクスは、隣接す
る 6 つのヘクスから、集中できる限りの
ユニットで攻撃を受ける可能性がある。
　　7.14　ユニットは、1 回の戦闘フェイ
ズには、1 回しか攻撃を受けることはな
い。1 つの敵ユニットが射撃フェイズと
白兵戦フェイズに攻撃を受ける可能性は
ある。
　　7.15　ユニットは、白兵戦を用いては
隣接する敵ユニットしか攻撃できない。

　7.2　複数ユニット／複数ヘクスの戦闘
　　7.21　あるプレイヤーのユニットが複
数の敵ユニットの支配地域内に存在する
場合、そのユニットは、他の攻撃ユニッ
トが接敵していない隣接するすべての敵
ユニットを攻撃しなければならない。防
御側ユニットの戦闘力は１つの合計戦闘
力にまとめられ、戦闘比決定のために攻
撃ユニットと比較される。
　　7.22　攻撃側の全ユニットが、ある敵



占領ヘクスに隣接している場合、複数の
ヘクスに存在するユニットが戦闘力を合
計して単一ヘクスを攻撃することができ
る。攻撃を行うユニットの攻撃力は 1 つ
の戦闘力にまとめられ、戦闘比を決定す
るために防御側ユニットの戦闘力と比較
される。
　7.3　戦闘力の合算
　ユニットの戦闘力は、常に一体のものと
して扱われる。攻撃時や防御時に別々の戦
闘に分割することはできないのだ。
　7.4　地形効果
　7.41　ある種の地形で防御を行うユニ
ットは、自分の戦闘力が増加したり、戦
闘比のコラムが左にシフトしたりする可
能性がある。この増加分は、常に本来の
戦闘力の倍数となる。例例例例：：：：戦闘力が５の
ユニットが、丘の上で防御を行い、斜面
ヘクスから攻撃を受けたとすると、戦闘
力は 2 倍の 10 となる。全事項に関する
概説は地形効果表を参照。
　7.42　ある種の地形越しに攻撃を行う
ユニットは、自分の戦闘力を減少させら
れる可能性がある。例えば、小川越しに
攻撃を行うユニットは攻撃力が半減する。
ユニットが 2 方向から攻撃を行い、片方
が地形表現のあるヘクスサイド越しに、
もう片方は地形表現のないヘクスサイド
越しに攻撃を行う場合、地形表現越しに
攻撃を行うユニットだけが影響を受け、
それ以外のユニットには影響は及ばない。
　7.5　牽制攻撃
　　7.51　ユニットは、別の防御側に対す
る隣接する攻撃がより高い戦闘比で行え
るよう、低比率で攻撃を行うこともでき
る。このような攻撃は「牽制」攻撃とし
て知られている。
　　7.52　ユニットは、1：4 を下回る比
の攻撃を自発的に行ってはならない。敵
の戦闘後前進によって、あるユニットが
1：4 を下回る比の攻撃を行わざるを得
ないときは、そのユニットは自動的に除
去される（AL の結果として扱う）。プレ
イヤーは、そのようなユニットを救うた
めにあらゆる手段をとる必要はない。
　7.6　戦闘結果の解説
AL=AL=AL=AL=攻撃側損害　攻撃側損害　攻撃側損害　攻撃側損害　所有プレイヤーが選択し
た攻撃側のユニット 1 つが除去（マップか

ら取り除かれる）される。
DL=DL=DL=DL=防御側損害　防御側損害　防御側損害　防御側損害　所有プレイヤーが選択し
た防御側のユニット 1つが除去される。
EX=EX=EX=EX=相互損害　相互損害　相互損害　相互損害　両プレイヤーは、選んだ自
分の 1 ユニットを除去する。除去できるの
は、この攻撃に参加したユニットだけであ
る。
AR=AR=AR=AR=攻撃側退却攻撃側退却攻撃側退却攻撃側退却　攻撃側の全ユニットは 1
ヘクス退却する（7.7参照）。
DR=DR=DR=DR=防御側退却防御側退却防御側退却防御側退却　防御側の全ユニットは 1
ヘクス退却する（7.7参照）。
NE=NE=NE=NE=効果なし効果なし効果なし効果なし
　7.7　戦闘結果としての退却と前進
　　7.71　戦闘結果がプレイヤーのユニッ
トの退却を要求したら、ユニットの所有
プレイヤーは即座にそれらのユニットを
敵支配ヘクスではないヘクスに移動させ
なければならない。所有プレイヤーは、
退却を行う各ユニットが移動する方向を
決定することができる。
　　7.72　退却を行うユニットは、進入禁
止へクス内への退却、通過禁止ヘクスサ
イドを越えての退却、敵支配ヘクスへの
進入を行ってはならない。退却可能なヘ
クスが開けていない場合、そのユニット
は除去される。
　　7.73　退却を行うユニットは、ユニッ
トの存在しないへクスに進入してもよい
（7.72 の制限内で）。進入可能な空白へ
クスが存在しない場合、その退却ユニッ
トは、連鎖後退（7.8 参照）が行えない
なら撃破される。
　　7.74　戦闘の結果としてあるヘクスに
ユニットがいなくなったら、その戦闘に
参加して勝利したユニット 1 つがその空
白ヘクスに前進することができる。この
前進は敵支配地域の有無に関わらず行う
ことができる。前進を行うかどうかの選
択は、その他の戦闘の解決を行う前に即
座に行われなければならない。ユニット
は前進を強制されることはない。ユニッ
トは、戦闘の結果として２以上のヘクス
を前進することはない。たとえこの前進
によってユニットが未解決の戦闘に参加
している敵ユニットに隣接したり、戦闘
に参加していない敵ユニットに隣接した
りしたとしても、前進の後、ユニットは
そのフェイズに攻撃を行うことも、攻撃



されることもない。前進は、戦闘が未解
決の敵ユニットの退却路を絶つのに有効
である。
　　7.75　空白ヘクス内に前進できるのは、
勝利したユニット１つだけである。1 回
の戦闘で 2 つのへクスからユニットがい
なくなったとしても、勝利したプレイヤ
ーは 1 ユニットしか前進させることはで
きない（例外：リーダーはスタックして
いるユニットと一緒に前進することがで
きる）。
　7.8　連鎖後退
　　7.81　連鎖後退は片方、もしくは両方
が実行することができる。どちらの陣営
が連鎖後退を使用できるかどうかは、バ
トルルールをチェックして決定すること。
　　7.82　連鎖後退の手順連鎖後退の手順連鎖後退の手順連鎖後退の手順：：：：退却を行うユ
ニットが唯一利用できるヘクスに、その
戦闘には参加していない別の味方ユニッ
トが存在している場合、戦闘に参加して
いないそのユニットは、退却を行うユニ
ットによって連鎖後退させられる（その
ヘクスから押し出される）。連鎖後退を
行うユニットは、戦闘の結果として退却
を行うのと同様に所有プレイヤーによっ
て後退し、もといた場所は退却してきた
ユニットに取って代わられる。
　　7.83　連鎖後退を行うことで連鎖後退
させられたユニットが除去されてしまう
ような場合、代わりに退却してきたユニ
ットが除去される。連鎖後退を行うユニ
ットは、連鎖後退だけが許される唯一の
道である場合に限り、連鎖後退の連鎖反
応を行って別の味方ユニットを連鎖後退
させることができる。ユニットは、それ
が許された唯一の場合であれば、1 回の
戦闘フェイズ中に複数の連鎖後退を被る
可能性がある。ユニットは、別に利用可
能な退却路があれば他の味方ユニットを
連鎖後退させることはできず、連鎖後退
させるユニットは可能な限り最小限のも
のでなければならない（対等な条件の場
合は所有プレイヤーが選択してかまわな
い）。
　　7.84　たとえそのヘクスに味方ユニ
ットが存在しているとしても、ユニット
は敵支配地域内に退却することはできな
い。

8.08.08.08.0　　　　    地形効果表
　最終ページのチャートを参照。
9.09.09.09.0　　　　    増援
　シナリオの中には、ゲーム開始後に片方、
もしくは両方に増援の登場を要求するもの
がある。増援の登場時の位置や登場ターン
については、バトルルールの解説に従うこ
と。登場後は、増援はその他のユニットと
同様に扱われる。
10.010.010.010.0　　　　    射撃ユニット
　その他の歩兵や騎兵のユニットと異なり、
射撃ユニットは防御を行っているユニット
を射撃によって攻撃することができる。こ
れは味方の射撃フェイズに発生し、加えて
戦闘フェイズに白兵戦も実行することが可
能である。射撃ユニットには、その射撃能
力を表すため、ユニットカウンターの右上
に投槍か矢のどちらかが描かれている。射
撃ユニットは、射撃表に従い、ユニットか
ら 1または 2ヘクス先のユニットに攻撃を
行える。攻撃するかどうかはプレイヤーの
選択に任される。射撃による攻撃は防御側
のみに影響し、攻撃側には影響がないこと
に注意すること。別種の射撃ユニットは、
その武器の種類によって能力が異なる。ヌ
ミディア兵、スリング兵、投槍兵、弓兵は
射撃による攻撃回数に制限はない。ローマ
軍のレギオンユニットは 1 回限りの投槍投
射能力がある。これを一旦使用してしまっ
たら（投槍を投げてしまったら）、レギオ
ンユニットを裏返して投槍のない面（カウ
ンターの裏面）にすること。
手順手順手順手順：：：：射撃ユニットが射撃による攻撃を

行う際、射程内の任意の敵の１ユニットを
指定する。それからプレイヤーは射撃表で
サイコロを 1 つ振り、もしあれば結果を適
用する。
・投槍兵の射程は 1ヘクスである。
・ヌミディア騎兵は投槍を持っている
（射程 1ヘクス）。
・投石兵と弓兵の射程は2ヘクスである。
・ローマ軍団兵の射程は 1 ヘクスである
（ゲーム中に 1回だけしか射撃できない）。
・その他の種類はシナリオで指定されて
いる。
10.1　射撃による攻撃
　射撃能力を持つユニット（ヌミディア



兵、軍団兵、スリング兵、投槍兵、弓兵）
は、自分の射撃フェイズに、1 ターンに 1
回だけ射撃を行うことができる。射撃によ
る攻撃は下記のやり方で解決される。射撃
による攻撃を行うプレイヤーは、射撃する
ユニットと目標ユニットを指定する。その
際、射撃ユニットの射程内に目標が存在し
ていなければならず、その敵ユニットが視
認できなければならない（後述の視線ルー
ルを確認）。射撃プレイヤーはサイコロを
振り、出目を元に結果を参照する。
射撃による攻撃で目標に｢混乱｣の結果を
与えたら、その目標に｢混乱｣マーカーを置
く。防御側は、直後の戦闘フェイズでは半
分（1/2）の戦力で防御しなければならな
い。その戦闘フェイズの終了後、マーカー
は取り除かれる。既に混乱マーカーが乗っ
ているユニットに、さらに混乱の結果が与
えられても、それ以上の効果はない。加え
て、混乱状態のユニットは、他に退却可能
なユニットがある限り、戦闘前退却は行え
ない。
プレイヤーズ・ノート：これは射撃が攻

撃の際に防御側ユニットを弱め、騎兵や軽
装兵を足止めすることにしか適さないこと
を意味する。射撃だけでは敵ユニットは除
去できないのだ。
　　10.11　射撃ユニットは、その射程に
従って、２ヘクスまでの距離の、隣接し
ていない敵ユニットも攻撃することがで
きる。敵が射程内にいるからというだけ
で敵ユニットへの攻撃を強制されること
はない。射撃ユニットは、射撃を行った
後に通常戦闘を行うこともできる。
　　10.12　射撃ユニットから目標ヘクス
までの射程を数えるには、目標ヘクスを
含むが、射撃ユニットのヘクスは含まな
い。
　　10.13　射撃フェイズに攻撃を行う際
には、射撃ユニットは戦闘結果を被るこ
とはない。自分の攻撃の結果として撃破
されたり、退却したりすることはない。
　10.14　射撃表はこのルールの最後に
ある。
　
10.2 視線

10.21　射撃ユニットが、あるヘクス
に射撃を行えるかどうか決定するには、

射撃ユニットのいるヘクスから目標ヘク
スまでまっすぐの線を引く。この直線が
視線となる。射撃を行うヘクスと目標ヘ
クスの間のヘクスのいずれかが地形でブ
ロックされていれば、その射撃ユニット
では目標ヘクスは攻撃できない。
　10.22　視線がヘクスサイドと一致し
ている場合（つまり、2 つのへクスのち
ょうど間にある場合）、そのヘクスサイ
ドに隣接している両方のヘクスが視線を
遮蔽する地形である場合に限って視線が
ブロックされる。
　　10.23　森、野営地、塁壁、市街だけ
が視線を遮蔽する地形ヘクスである（斜
面や頂上ヘクスは視線をブロックしな
い）。
　　10.24　目標ヘクス内の地形と射撃ユ
ニットの存在するヘクスの地形は視線を
ブロックすることはない。
　　10.25　射撃ユニットは、敵味方問わ
ず、他のユニットの頭越しには射撃する
ことはできない。
10.3　隣接しての射撃による攻撃

10.31　敵ユニットの支配地域内にい
る射撃ユニットは、射撃フェイズに射撃
を行うことは可能だが、目標は隣接して
いるユニットに限られる。また、その射
撃ユニットは同じゲームターン中に白兵
戦に参加することもできる（自分の白兵
戦戦力を使用する）。

　　10.32　通常の戦闘フェイズ中に敵ユ
ニットの支配地域内にいる場合、射撃ユ
ニットは隣接する敵ユニットへの攻撃に
参加しなければならない。このような場
合、その射撃ユニットは自分の戦闘力を
用いて攻撃を行う。
　　10.33　射撃フェイズか通常戦闘フェ
イズかを問わず、地形によって隣接へク
スへの射撃が禁止されることはない。
10.4　防御

10.41　射撃ユニットは敵の射撃フェ
イズ中には射撃を行うことはできない。
射撃を行えるのは、自分の射撃フェイズ
中だけである（つまり、「防御射撃」を
行うことはできないのだ）。

　　10.42　射撃ユニットが攻撃を受けた
ら、他のユニットと同じようにすべての
戦闘結果を被る。



11.011.011.011.0　　　　    軽装部隊と散兵
　軽装部隊や散兵（これらのユニットには、
ユニットシンボルの隣に黒丸がついてい
る）は、自分の移動フェイズ中に敵支配地
域を離脱したり、自分を攻撃してくる敵ユ
ニットの兵種によっては、戦闘を回避した
りすることができる。
　11.1　離隔の手順
　左上隅に黒丸のあるユニットは、自分の
許容移動力がすべての隣接する敵ユニット
の許容移動力より大きければ、自分の移動
フェイズ中に敵支配地域を離脱することが
できる。ただし、進入する最初のヘクスが
敵支配であってはならない。そのようなユ
ニットは、最初のヘクスに進入後は別の支
配地域に進入し、交戦してかまわない。離
隔を用いた騎兵ユニットは、同一ターン中
には突撃は行えない。
　例外：Volume2 のシナリオでは、許容
移動力が相手以上ではなく、相手を上回る
場合にのみ離隔が可能である。

11.2 戦闘前退却
　　11.21　軽装兵と散兵は、自分を攻撃
してくるユニットのすべての許容移動力
以上に自分の許容移動力があれば、戦闘
前退却を行うことができる。この条件を
満たす軽装兵や散兵は、戦闘の解決前に
宣言を行って戦闘を拒否し、2 ヘクス退
却することができる。軽装兵や散兵が退
却を行ったら、攻撃側ユニットの 1 つは
退却ユニットが空けた最初の空白ヘクス
に前進してかまわない。例えば、許容移
動力 8 のヌミディア騎兵は、他のすべて
のユニットとの戦闘を回避することが可
能である。
　　11.22　混乱状態のユニットは戦闘前
退却は行えない。

12.012.012.012.0　　　　    リーダー
　各ゲームには、様々なリーダーが登場す
る。これらは戦闘ユニットとはみなされず
（リーダー個人と側近を表しているため）、
支配地域も持たないが、移動フェイズ中に
敵支配地域から離脱することができる（こ
れはルール 6.3の例外である）。

12.1　リーダーがヘクス内に単独でいる
際に、移動フェイズで敵ユニットがその
リーダーのいるヘクスに移動してきた場
合、各陣営はそれぞれサイを 1 つ振って

自分のユニットの許容移動力を加える。
リーダー側が相手の出目以上であれば、
プレイヤーは通常の移動ルールに従って
（つまり、進入禁止へクスや敵支配ヘク
スには進入できない）、最寄りの見方ユ
ニットのほうへ、そのリーダーの許容移
動力分までそのリーダーを即座に移動さ
せることができる。リーダーの出目のほ
うが低いか、敵支配地域や進入禁止地形
に囲まれているために味方ユニットへの
移動ができなければ、そのリーダーは永
久にそのゲームから除去される（回復対
象にはならない）。どちらの場合でも、
敵ユニットのほうは通常の移動を継続す
ることができる。
12.2　リーダーは味方ユニットとスタッ
クすることができる。通常の戦闘フェイズ
に味方ユニットとスタックしている場合、
リーダーは、自分に印刷されている数値を
ユニットの攻撃時や防御時の戦力に加える
ことができる。スタックしている味方ユニ
ットが除去されても、リーダーはそのヘク
スに留まる。敵ユニットが戦闘後前進を行
ったら、リーダーが脱出できたかどうか
12.1の手順を使用すること。リーダーはセ
クション 11.0 に従って戦闘前退却や離隔
を行うことができる。

12.3　敵ユニットは、他の味方ユニット
とスタックしていないリーダーを｢攻撃｣す
ることができる。この場合、そのリーダー
は自動的に戦闘前退却を行い、攻撃側は戦
闘後前進を行うことができる。リーダーユ
ニットは単独では攻撃は行えない。敵ユニ
ットに隣接していても、リーダーは敵ユニ
ットへの攻撃を行う必要はない。

12.4　リーダーは射撃からの影響を受け
ることはないが、リーダーとスタックして
いるユニットは影響を被る。
13.013.013.013.0　　　　    回復
　各バトルシナリオには、両陣営の回復能
力が示されている。回復フェイズ中に、プ
レイヤーにユニットを回復させる能力があ
れば、1 ユニットを回復させる試みを行え
る。プレイヤーはプレイ中に除去された（リ
ーダーと象は回復できない）ユニットを 1
つ指定し、サイコロを 1 つ振る。そのユニ
ットがプレイに復帰するかどうか、回復表
で出目を参照して決定すること。回復が成



功すれば、ユニットはプレイに復帰し、味
方リーダーの支配地域内に配置される。盤
上に味方リーダーが存在しなかったり、回
復ユニットの配置される味方リーダーの支
配地域内が敵支配地域内でもある場合、そ
のユニットはプレイには復帰せず、回復は
失敗したとみなされる。1 回限りの射撃能
力を持つユニット（例えば、ローマの軍団
兵）は、回復時にその射撃能力までは回復
しない。裏面でプレイに復帰することとな
る（たとえそのユニットが除去される前に
射撃をまだ行っていなかったとしてもであ
る）。

13.1　回復させることのできる除去ユニ
ットがない場合、プレイヤーは回復を行え
ない。
　13.2　敵ユニットに隣接しているリーダ
ーは回復を行えない。
　13.3　ユニットが一旦回復したら、もは
や除去されたものとはみなされない（例え
ば、勝利条件、戦意喪失のポイントなど）。

13.4 回復表
　（ルール末尾の表を参照）
14.014.014.014.0　　　　    突撃
　騎兵、象、戦車は、その突進力を用いて
優位を得ることができる。
　手順手順手順手順：：：：移動を敵ユニットに隣接していな
い状態で開始した騎兵、象及び戦車ユニッ
トは突撃を行うことができ、戦闘で有利に
なる可能性がある。突撃を行っていること
を表すため、移動完了後にユニット上に突
撃マーカーを配置すること。次の戦闘フェ
イズにはユニットの戦闘力は 2 倍となる。
しかし、ＡＲの戦闘結果はＡＬとなり、突
撃を行ったユニット 1 つが除去される。突
撃ユニットに随伴している場合、リーダー
はその修正を 2 倍にすることはできない。
突撃ユニットは平地以外のいかなる地形に
対しても、また平地以外のいかなる地形か
らも突撃を行うことはできない。突撃ユニ
ットは河川ヘクスや小川ヘクスサイドを通
過することはできないが、その他の地形を
通過することは可能である。
15.015.015.015.0　　　　    戦意喪失と敗走
　それぞれの戦いでの両陣営の戦意喪失と
敗走のレベルはルールの冊子の裏表紙に印
刷されている。これらのレベルは疲労と消
耗が交戦中の部隊の全体の士気（戦い続け

る意思）に影響する時点をポイントで表し
たものである。

15.1 戦意喪失
片方の陣営の除去された勝利ポイント
数が戦意喪失レベル以上になったら、そ
の陣営は戦意喪失状態となる。戦意喪失
した側は、すべての攻撃において左に 1
コラムシフトされる。例えば、戦意喪失
した側が 2：1 で攻撃を行った場合、そ
の攻撃は 1 コラム左にシフトされて 1：
1 となる。戦意喪失はそのレベルに達し
た瞬間に発生し、戦闘フェイズの中途に
発生した場合、戦意喪失の効果は次の戦
闘の解決から適用される。
　　ユニットが回復して損害の合計が戦意
喪失レベル未満になることで、戦意喪失
から回復する可能性がある。これによっ
て、再び追加の損害を被って戦意喪失レ
ベルの合計を上回るまで（少なくとも一
時的には）、戦意喪失の効果は無効とな
る。（例えば、あるプレイヤーが合計で
60 戦力ポイント分のユニットを除去さ
れていたとする。8 戦力のユニットを回
復させると、そのプレイヤーの戦意喪失
までのポイントは 60 から 52 に低下す
る。）
　15.2　敗走
　勝利ポイント数がその陣営の敗走レベ
ル以上になれば、その陣営の戦意は崩壊
し、相手側は自動的勝利を達成する。敗
走は、そのレベルに達した瞬間に発生し、
ゲームは終了する。両陣営が（相互損害
の結果によって）同時に敗走した場合は、
その時点で戦闘を実行中だったプレイヤ
ーが勝利する。
　15.3　戦意喪失と敗走の表は後述。
16.016.016.016.0　　　　    勝利条件
　ゲーム終了時までにどちらの陣営も敗走
しなかった場合、勝利ポイントをより多く
得たプレイヤーに勝利がもたらされる。プ
レイヤーは除去した敵のユニットやリーダ
ーから（敗走と同様にして）勝利ポイント
を受け取り、さらに、各シナリオにはゲー
ム終了時に様々な条件を満たしていれば与
えられる追加のポイントがある可能性もあ
る。ゲームの終了時にポイント数の多い側
が勝利する。
　16.1　勝利ポイントの算定



16.11　各プレイヤーはプレイから除
去した敵戦闘力ポイント 1つごとに 1勝
利ポイントを得る（回復したユニットは
算入しない）。減少戦力面のユニットは、
完全に除去された場合にのみ算入される。

　　16.12　各プレイヤーは、敵リーダー
を除去すると、1 リーダーシップ戦力ポ
イント毎に 5勝利ポイントを得る。
　　16.13　各シナリオには、ゲーム終了
時に勝利ポイントに影響を与える可能性
のある独自の条件があるかも知れない。
このような条件については個々のシナリ
オを参照すること。
　　16.14　勝利レベル
　　勝者の合計を敗者の合計で割る。最終
的な勝利は下記のようになる。
　１：１以上　限定的勝利
　３：２以上　戦術的勝利
　２：１以上　戦略的勝利



バトルルールバトルルールバトルルールバトルルール

MarathonMarathonMarathonMarathon
1.01.01.01.0 イントロダクションイントロダクションイントロダクションイントロダクション
　MarathonMarathonMarathonMarathonは紀元前 300年 4月 1日に発
生した、侵攻してきたペルシア軍とギリシ
ア軍との間の著名な戦いのシミュレーショ
ンである。
2.02.02.02.0 初期配置初期配置初期配置初期配置
　　　　2.12.12.12.1　　　　各プレイヤーはマップ上に指示さ
れているヘクスに自分のユニットを配置す
る。
　　　　2.22.22.22.2　　　　ペルシアプレイヤーは 10 ゲームタ
ーンのそれぞれで最初に移動するが、ゲー
ムターン 1 には移動することはできない
（ペルシアが自分の野営地から戦いのため
に急ごしらえで陣立てしたことを表す）。
　　　　2.32.32.32.3　　　　Marathon では各ヘクスは対辺距
離 150m、各ゲームターンはおよそ 30 分
を表している。プレイのコマはその当時の
標準的な軍事編成を表しているのだが、ギ
リシア軍ユニットは通常の両面のファラン
クスではない。これはプロの兵士というよ
りむしろ都市の民兵から編成されたもので
あったため、片面しかないのである。
3.03.03.03.0 増援増援増援増援
　ゲーム中にはどちらの陣営も受け取る増
援はない。
4.04.04.04.0 特別ルール特別ルール特別ルール特別ルール

4.14.14.14.1　ギリシア軍の急襲　ギリシア軍の急襲　ギリシア軍の急襲　ギリシア軍の急襲
　　　　　　　　最初のターン、ギリシア軍の全ユニッ
トは 9 の許容移動力を持つ。このため、
ペルシア軍の弓兵は攻撃を受けると戦闘
前退却を行うことはできない。
　　　　4.24.24.24.2　ペルシア軍騎兵　ペルシア軍騎兵　ペルシア軍騎兵　ペルシア軍騎兵
　　　　ギリシア軍が攻撃をかけた際、ペルシ
ア軍騎兵は未だ陣立ての途中であった。
よって、ゲームターン 4 までは移動する
ことができない。ゲームターン 1－3 の
間に攻撃を受けたら、半分の戦力で防御
を行い、退却を行うことはできない。
　　　　4.34.34.34.3　連鎖後退　連鎖後退　連鎖後退　連鎖後退
　　Marathon では、どのユニットも連鎖
後退を用いることはできない。

5.05.05.05.0 勝利条件勝利条件勝利条件勝利条件
　　　　5.15.15.15.1　勝利ポイント　勝利ポイント　勝利ポイント　勝利ポイント
　　各プレイヤーは除去した敵戦闘力 1 に
つき 1 勝利ポイントを得る。各プレイヤ

ーは除去した敵リーダーの戦闘力 1 につ
き５勝利ポイントを得る。
　　　　5.25.25.25.2　勝利レベル　勝利レベル　勝利レベル　勝利レベル
　　　　　　　　ゲーム終了時に、どちらのプレイヤー
も相手のリーダーを除去していなければ、
両方のプレイヤーがゲーム中に失った勝
利ポイントを合計する。その 2 つの合計
で割り算を行い、2 つの数字の比で勝利
の度合いを決定する。
　２：１以上　戦略的勝利

1.5：1　　　決定的勝利
１：１　　　限定的勝利
１：１未満　引き分け

　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート
　マラソンの戦い　マラソンの戦い　マラソンの戦い　マラソンの戦い

　マラソンの戦いはペルシア戦争（４４９
－４４８BC）の最初の戦いである。ペル
シアはアテナイから 26マイル（約 41.6キ
ロ）ほど離れたマラソンに軍勢の半分を上
陸させ、アテナイ軍を市外に誘引しようと
した。ペルシアの計画は、アテナイ軍をマ
ラソンに拘束する一方、ペルシア軍のもう
半分の軍勢はアテナイが防御されていない
うちに、町を取るためにアテナイ付近に上
陸するというものであった。ギリシア川の
将軍ミルティアデースはペルシアの計画を
看破し、マラソンの地でその軍勢をすみや
かに打ち負かすべく急襲した。軍勢を薄い
中央でつながった 2 つの強力な翼側に編成
し、ギリシア人は戦いに突入した。ギリシ
ア軍中央が押されている間に翼側が前進し
て内側へ押し込み、二重包囲を形成してペ
ルシア軍を敗走させた。ペルシアが艦隊と
地上軍の半数あまりを脱出させることがで
きたのは、時宜を得た後衛の行動にのみよ
ったものであった。ギリシア軍は急いでア
テナイへと取って返し、先触れとして有名
な走者フェイディッペデースを送り、彼は
アテナイに勝報をもたらした。残余のペル
シア軍部隊は上陸できず、ペルシアへと帰
還したのだった。



GranicusGranicusGranicusGranicus
1.01.01.01.0　イントロダクション　イントロダクション　イントロダクション　イントロダクション
　GranicusGranicusGranicusGranicus の戦いは、アレクサンドロス
がアジアを征服しようとした最初の戦いで
ある。彼は 3万 5千の軍勢を編成し、ヘレ
スポイントスを渡ってペルシアに入った。
マケドニア軍はグラニコス川沿いに防御の
陣を張ったペルシア軍と遭遇したのだった。
2.02.02.02.0　初期配置　初期配置　初期配置　初期配置
　　　　2.12.12.12.1　　　　各プレイヤーはマップ上に指示さ
れているヘクスに自分のユニットを配置す
る。
　　　　2.22.22.22.2　　　　マケドニアプレイヤーは 10 ゲーム
ターンのそれぞれで最初に移動する。
　　　　2.32.32.32.3　　　　Granicus では各ヘクスは対辺距離
200m、各ゲームターンはおよそ 1 時間を
表している。プレイのコマはその当時の戦
車部隊と軍事編成を表している。歩兵の各
戦力ポイントは 250人を表している。
3.03.03.03.0　増援　増援　増援　増援
　ゲーム中にはどちらの陣営も受け取る増
援はない。
4.04.04.04.0　特別ルール　特別ルール　特別ルール　特別ルール

4.14.14.14.1　第　第　第　第 1111ターンの特別ルールターンの特別ルールターンの特別ルールターンの特別ルール
　　ペルシア軍は、その軍勢にグラニコス
川の対岸で強固な防御体制を取らせてい
たが、この移動はマケドニア軍に主導権
を渡してしまうものでもあり、アレクサ
ンドロスはそれを最大限に利用した。ア
レクサンドロスの積極的な攻撃性をシミ
ュレートするため、マケドニア軍はゲー
ムターン 1の攻撃の際は右に 1コラムシ
フトを得る。
　　　　4.24.24.24.2　連鎖後退　連鎖後退　連鎖後退　連鎖後退
　　Granicus では、どのユニットも連鎖
後退を用いることはできない。

5.05.05.05.0　勝利条件　勝利条件　勝利条件　勝利条件
　　　　5.15.15.15.1　勝利ポイント　勝利ポイント　勝利ポイント　勝利ポイント
　　各プレイヤーは除去した敵戦闘力 1 に
つき 1勝利ポイントを得る。
どちらかのリーダーが殺されるか、盤
外離脱を強制された場合、その相手陣営
は自動的勝利を得る。
　　　　5.25.25.25.2　勝利レベル　勝利レベル　勝利レベル　勝利レベル
　　　　　　　　ゲーム終了時に、どちらのプレイヤー
も相手のリーダーを除去していなければ、
両方のプレイヤーがゲーム中に失った勝
利ポイントを合計する。その 2 つの合計

で割り算を行い、2 つの数字の比で勝利
の度合いを決定する。
　２：１以上　戦略的勝利

1.5：1　　　決定的勝利
１：１　　　限定的勝利
１：１未満　引き分け

　アレクサンドロスが決定的勝利以上を勝
ち得なかった場合、負けたものとみなされ
る。
6.06.06.06.0 選択ルール選択ルール選択ルール選択ルール
　　　　6.16.16.16.1　ペルシア軍自由配置　ペルシア軍自由配置　ペルシア軍自由配置　ペルシア軍自由配置
　　この戦いでのペルシア軍の配置は低劣
なものであった。彼らは騎兵をあまり
に前方に、歩兵を騎兵の支援が出来な
いほど後方に配置したのである。その
意図は騎兵によってマケドニア歩兵を
渡河させないようにすることにあった
のだが、この戦術は失敗だった。プレ
イヤーがより攻撃的な戦いをシミュレ
ートできるようにするため、グラニコ
ス川の南の任意の場所に、ペルシア軍
が最初に配置する。

　　　　6.26.26.26.2　選択奇襲ルール　選択奇襲ルール　選択奇襲ルール　選択奇襲ルール
　　アレクサンドロスの騎兵は、マケドニ
ア軍の本隊が戦場に着く前にペルシア
軍の位置を偵察済みであったが、偵察
は成果が一様でないのが常である。両
陣営の戦いの実感を出すため、プレイ
ヤーは紙に初期配置（ペルシア軍は川
の南のヘクスに限定され、マケドニア
は川の北でなければならない）を記録
し、それに従って配置を行う。

　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート　ヒストリカルノート
　グラニコスの戦い　　グラニコスの戦い　　グラニコスの戦い　　グラニコスの戦い　334BC334BC334BC334BC　　　　3333月月月月
　アレクサンドロス大王は、336BC に父
フィリッポスが暗殺されたことによってマ
ケドニア王位に就いた。アレクサンドロス
は既に 335年のイリュリアでの戦役におい
て軍事的指導者として評価を確立しており、
王位の継承時に、ギリシア軍の総司令官を
宣言してもいた。
　マケドニア内での地位を固めると、アレ
クサンドロスは小アジア征服を始めるため
に軍勢を編成した。この選択は全く無理の
ないものであった。というのも、父フィリ
ッポスが没したのは、その同じ地域を征服



する試みの最中であったためである。アレ
クサンドロスは 3万の歩兵と 5千の騎兵の
軍勢を編成し、334BC に船でヘレスポン
トスを渡ったのだった。
　アレクサンドロスの軍勢は十分に訓練さ
れた熟練兵で構成されており、内容として
は縦深のファランクスに編成された重歩兵、
ヒアスピストと呼ばれる軽歩兵、精鋭の騎
兵部隊からなっていた。軍はギリシア人、
イリュリア人、テッサリア人、マケドニア
人の混成であり、各文化独特の戦闘能力が
融合して効果的な軍勢が形成されたのであ
る。大半が傭兵であったギリシア人は重歩
兵を形成し、テッサリア人やマケドニア人
は精鋭騎兵を構成した。
　アレクサンドロスとその軍勢がペルシア
に入ると、軽騎兵部隊が敵軍発見のために
分派され、マケドニア軍本隊は小アジアを
南へと行軍していった。ペルシアへのアレ
クサンドロス軍の到着は地方の州支配者を
パニックに陥れた。彼らは皆マケドニア軍
の力を分かっており、アレクサンドロスの
名声はそれを上回るものだったからだ。ペ
ルシア軍も、概ねアレクサンドロスの軍勢
に匹敵する、十分な規模の軍勢を保持して
いたが、トップの将軍連は野戦で敵ファラ
ンクスを打ち負かせるかどうか確信できず
にいた。このような心理状態の下、ペルシ
アの指導層はいかにしてマケドニアの侵攻
に反撃するのが最善かを議論し始めた。始
めの内は、支配者たちはマケドニア軍が来
る前に退却し、その際に価値のあるものは
すべて焼き捨ててしまう「焦土作戦」を取
りたいと考えていたが、激しやすいフリュ
ギアの太守が「背を向けて逃げるより、戦
って死ぬ」と宣言したことで、この問題に
けりがついた。サイは投げられ、ペルシア
軍は戦いに備える。
　ペルシア軍は騎兵を主体としていた。小
アジアの開けた平原は、騎馬のもたらす機
動性を必要としていたのだ。まだ鐙は導入
されていなかったけれども、騎兵は弓や投
槍といった射撃兵器を用いたり、投槍をラ
ンスとして用いた突撃によって破壊的な攻
撃を行う能力があった。さらに自軍に厚み
を持たせる為、ペルシアは重装歩兵編成用
にギリシア人傭兵を雇い入れる。その他の
同盟者は軽歩兵、軽装兵と弓兵を提供した。

　ペルシアはグラニコス川の堤に沿って
17,500 の歩兵と 17,000 の騎兵からなる軍
勢を編成した。川はほとんどどの地点でも
渡渉可能だったが、南岸は急勾配で滑りや
すく、人が堤を登ろうとする際には重装歩
兵が隊形を乱すことが予想された。ペルシ
ア軍は重装歩兵が坂を登る際に捕捉しよう
として川沿いに騎兵を配置した。歩兵、軽
装兵、弓兵は、川から約半マイル奥の低い
丘に配置された。この陣形は、騎兵がマケ
ドニア兵を食い止めることができない場合
に退却を可能にし、ペルシア歩兵がアレク
サンドロスのファランクスに対して地形上
の優位を得るためのものであった。
　アレクサンドロスの騎兵はペルシアの計
画の裏をかいた。彼らは敵の位置を効果的
に偵察し、アレクサンドロスは戦場に入る
前に自軍を配備することができたのである。
ペルシア人にカウンターを放つため、アレ
クサンドロスは自軍の右翼の厚みを増し、
重騎兵に先導支援された軽騎兵と軽歩兵を
つけた。これは、せいぜいのところ投機的
な陣形であり、当時の大半の軍事的指導者
がなじんでいた中央に歩兵、両翼に騎兵と
いう伝統的なものとは似ても似つかないも
のだった。この陣形は効果があることを実
証し、アレクサンドロスの騎兵はペルシア
左翼を圧迫することができた。ペルシア騎
兵は精鋭騎兵に追撃を受けながら退却し、
マケドニア重装歩兵が渡河することを可能
にしたのだった。
　ギリシア人傭兵は自分の持ち場に踏みと
どまったが、その立場は絶望的なものであ
った。ペルシア騎兵は持ちこたえることが
できず、ギリシア人傭兵の部署の両翼をが
ら空きにしたままであった。両翼に騎兵、
前面に敵重装歩兵を迎え、傭兵たちには選
択の余地がなかった。踏みとどまって戦う
か、逃げ出して騎兵に切り倒されるかしか
ないのだ。彼らは戦うことを選んだが、戦
いの帰趨は疑う余地もなかった。その日の
終わりまでにはペルシア軍は敗走し、小ア
ジア全域がアレクサンドロスとその軍勢に
開かれたのだった。

プレイヤーズノートプレイヤーズノートプレイヤーズノートプレイヤーズノート
　GranicusGranicusGranicusGranicus は再々戦っても飽きない戦い



である。ペルシア軍の史実上の配置は、ア
レクサンドロスと対峙した際には非常に不
利なものとなる。ペルシアプレイヤーは、
アレクサンドロスの重装部隊と戦う危険を
冒すことなく足止めするよう試みなければ
ならない。勝利の鍵は、マケドニアの軽騎
兵と軽歩兵を撃破することにある。これに
は巧妙な技術と機動を要するが、不可能な
ものではない。
　選択シナリオをプレイすれば、十分な多
様性を得ることができる。どちらか、また
は両方の軍の初期配置を変更すれば、マケ
ドニアはより保守的な、ペルシアはより攻
撃的な姿勢をとらざるを得なくなる。双方
ともより良いゲームバランスを作り出し、
古来からの軍事上の公理を証明するだろう。
「勝利は大胆な者に」。



戦闘結果表戦闘結果表戦闘結果表戦闘結果表

確率の割合（比）
攻撃側の戦力対防御側戦力

出　目 １：４ １：３ １：２ １：１ ２：１ ３：１ ４：１ ５：１ 出　目
　１   Ar 　Dr 　Dr 　Dr 　Dr 　DL 　DL 　DL 　１
　２   Ar 　Ar 　Dr 　Dr 　Dr 　Dr 　DL 　DL 　２
　３ 　Ar 　Ne 　Ne 　Ne 　Ne 　Ne 　Dr 　Dr 　３
　４ 　Ar 　Ar 　Ar 　Ne 　Dr 　Dr 　Dr 　Dr 　４
　５ 　AL 　Ar 　Ar 　Ex 　Ex 　Dr 　Dr 　Dr 　５
　６ 　AL 　AL 　AL 　Ar 　Ar 　Ar 　Dr 　Dr 　６
6：1 以上で実行される攻撃は自動的に DL となる。1：4 未満で実行される攻撃は自動的
に ALとなる。
戦闘結果の解説戦闘結果の解説戦闘結果の解説戦闘結果の解説
ALALALAL＝攻撃側損害　攻撃を行ったユニットが 1 つ除去される（マップから取り除かれる）。
所有プレイヤーが選択すること。
DLDLDLDL＝防御側損害　防御側ユニットが 1つ除去される。所有プレイヤーが選択すること。
ExExExEx＝相互損害　　両プレイヤーは自分の選択するユニットを 1 つ除去する。ただし、その
戦いに参加したユニットしか除去することはできない。
ArArArAr＝攻撃側退却　その攻撃を行った全ユニットは 1 ヘクス退却しなければならない（7.7
参照）。
DrDrDrDr＝防御側退却　防御を行った全ユニットは 1ヘクス退却しなければならない（7.7参照）。
NeNeNeNe＝効果なし

地形効果表地形効果表地形効果表地形効果表
種類名 移動コスト 戦闘への影響
平地 　１ 効果なし
森林 　３ 効果なし
　（Qadesh） 　２ 効果なし
　（Boudicca） 　進入禁止 進入禁止
斜面ヘクスサイド
　（登りまたは下り）

＋１ 攻撃側全ユニットが坂を登って攻撃する場合、
防御側戦力 2倍

　（Munda） － 攻撃側全ユニットが坂を登って攻撃する場合、
左に 1シフト

小川ヘクスサイド ＋１ 小川ヘクスサイド越しに攻撃を行う場合、攻撃
側の戦力半減

河川 ３ 河川ヘクスから攻撃を行う場合、攻撃側の戦力
半減

浅瀬 ２ 浅瀬ヘクスから攻撃を行う場合、攻撃側の戦力
半減

海ヘクス 進入禁止 このヘクス内に退却したユニットは除去される
塁壁（Megiddo） 進入禁止 このヘクス内に退却したユニットは除去される
夜営地ヘクス（Megiddo） １ 効果なし
エジプト軍夜営地
　（Qadesh）

２ 防御側戦力 2倍

各種地形の下に、シナリオでの地形解説が記されている。



　射　撃　表　射　撃　表　射　撃　表　射　撃　表
出目出目出目出目 結　果結　果結　果結　果
１１１１ 　混　乱
２２２２ 　混　乱
３３３３ 　N　E
４４４４ 　N　E
５５５５ 　N　E
６６６６ 　N　E

ユニットタイプ　　　　　　武装　　　　射程ユニットタイプ　　　　　　武装　　　　射程ユニットタイプ　　　　　　武装　　　　射程ユニットタイプ　　　　　　武装　　　　射程
レギオン（射撃は 1 回のみ
射撃後は裏返す）

投槍 １

ヌミディア兵 投槍 １
スリング兵 スリング ２
弓兵 弓 ２
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