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【0.0】ルールの使用 
新規のゲーム用語は、素早く参照できるよ

うに最初に提示された時に暗赤色で綴ら

れている。 
このルールの説明は大きな緑色の大文字

のフォントで表示される主要な「ルール」

の項目によって構成されており、小数点の

左側の数字によって表わされている（例え

ばルール 4.0 なら第４ルール）。これらの

ルールは一般的にゲームの主題、その備品、

プレイの過程、その核となるシステム、メ

カニクス、配置方法、勝利方法が説明され

ている。 
各ルールでは、ルールの一般的コンセプト

や基本的な過程の更なる説明である「項

目」がある場合がある。ケースはまた、例

外の記述によってルールの適用を制限す

る場合がある。 
項目（および細目）は、これらが数えられ

る方法で示すルールの拡張である。例えば、

ルール 4.1 は第４ルールの最初の項目で

あり、ルール 4.1.2 は第４ルール第１項目

の２番目の細目である。 
重要な情報は赤文字である。 
ルールの例やケースの参照は青文字とこ

のフォントである。 

 
このような網掛のボックス内の文字は、

ゲームデザイナーの声が与えられてい

る。彼は、その記述自体や、ルールまた

は項目にない考えや概念を説明するため

に、案内している。 

 

【1.0】 序章 
カエサルＸＬ（「ＸＬ」は 40 のローマ数

字表記であり、プレイ中に地図上に大体こ

れくらいの数の駒が存在するであろう数

である）は、２人用の戦略ゲームであり、

プレイヤーは前 50－44年の第１次ローマ

内乱時のユリウス・カエサルおよびポンペ

イウスの役割を引き受けることになる。 
各プレイヤーは、自軍リーダー、レギオン、

同盟軍を使って、相手軍勢と交戦し、ロー

マ世界を支配するよう試みる（これは相手

を滅ぼすことを意味する）。都市の支配は

重要であり、軍の創設し機会をつかむため

にプレイヤーにゴールドの集積をもたら

す。 
このゲームには、素早く簡単に（すなわち

入門用）プレイするブロンズルールと、よ

りリアリズムと難易度の高いシルバール

ールの２つのプレイヤーレベルが含まれ

ている。はじめてのプレイヤーは、シルバ

ールールに挑戦する前にブロンズルール

を読み、１、２回プレイするとよいだろう。 

【2.0】 ゲームの備品 
備品目録 

●11×17 インチ表付き地図 １枚 
●40 枚の四角い駒シート １枚 
●28 枚の円形駒シート １枚 
●40 枚のＳＰＱＲ+２枚の司令官カード 
●ブロンズルール冊子  １冊 
●スルバールール冊子  １冊 
●デザイナーズノート冊子  １冊 
サイは投げられた： 
６面体のサイは入っていないため、自分で

用意する必要がある。 
[2.1] 地図とスケール 
各ゲームターンは実際の半年を表す。各ユ

ニットは約 5～10,000 人の部隊と支援部

隊、輜重、野営支援、その他を表す。地図

は、それが末期共和制の時点でのローマの

世界を表し、以下を表す。 
ローマ都市： これらは茶色で表わされ、

通常四角形である。これらは主要な都市機

能の中心（または他の地域）を表す。各都

市には、プレイヤーが支配している場合に

集積できるゴールドの数を表すゴールド

値がある。いくつかの都市は六角形の形を

しており、これは軍団兵による植民地を表

す。その他の都市は円形の形をしており、

同盟のクリエンテラ国家を表す。 
蛮族居留地： これらのエリアは緑色の四

角形で表わされる。これらには戦力値があ

り、地図のこれらの隣に赤い数字で表わさ

れている。 
ルート： これらは都市間を繋ぐ線である。

プレイヤーは自軍を１つの都市から別の

都市にルートによって移動させることが

できる。いくつかのルートは陸路（道路）

であり、一方、その他は海路（航路）であ

る。ゲームでは両方同じく扱う。 
港湾： 海域によって異なる色の碇のシン

ボルとして表わされる（大西洋＝赤、西地

中海＝青、東地中海＝緑）。二つの碇のあ

るいくつかの場所は両方の海域上にある

ことに注意すること。（艦隊カード参照） 

[2.2]図表類 
プレイの手順、地図の凡例、創設表、ター

ン記録表などの様々なゲーム機能の補助

は地図上にある。 

[2.3] 駒 
移動や戦闘をする厚紙の駒は「ユニット」

と呼ばれる。これらはゲーム上で下記の種

類のユニットがある。 
最高司令官： これはカエサル派側にはユ

リウス・カエサル、ポンペイウス派側には

大ポンペイウスである。 
最高司令官はプレイ上すべての目的で最

高司令官として機能することに注意。 
リーダー： その他の重要なリーダーはカ

ードと円形の駒で表わされている。これら

は、どちらの派閥とでも提携する可能性が

あり、これらは両方のプレイヤーの色で示

されまる。 
レギオン： これらのユニットはローマ軍

団を表す。 
同盟軍： これらは、ローマのクリエンテ

ラ国家から供出される軍勢を表す。これら

は、これらが弱いことと、特定のＳＰＱＲ



カードのイベントによって、より被害を受

け易いこと以外はレギオンと同様に機能

する。 
ユニットにはある数の剣が印刷されてい

る。これはユニットの戦闘力であり、戦闘

を解決するときに使用される。 
レギオンおよび同盟軍ユニットには両面

がある。薄い（弱い）側が通常使用される。

濃い（強い）側は特定の状況下で成立する。 
ゴールド： プレイヤーは「ゴールド」と

いう形式で収入を集積する。円形の「硬貨」

駒がこれらの単位を表わす（8.0項参照）。 
ゴールドは単に金銭ではなく政治的支持

や、物資などである。 
ＳＰＱＲカード： これらの各々は、印刷さ

れたイベントやアクションがある、何枚手

札にできるか、いくつゴールドを所有して

いるかは相手に秘匿されない！ 

【3.0】ゲームの準備 
ゲームに入っている表紙の裏面を参照の

事。 
カエサル派 
ルビコン(Rubicon): カエサル+剣戦力３

の熟練レギオン（第Ⅹ軍団）×１ 
マッシリア(Massillia):  剣戦力３の熟練

レギオン×１、剣戦力２のレギオン×6 
ルテティウム(Campus Lutetium): 剣戦

力１の同盟軍×１ 
ゴールド： ５+サイ 1 個振った目の数 
SPQRカード： 2 枚 
最高司令官カード： カエサル 

 
ポンペイウス派 
ローマ(Rome）： ２剣戦力のレギオン×

１ 
ウティカ(Utica)： ２剣戦力のレギオン

×２ 
ノヴァ・カルタゴ(Nova Caethago): ２剣

戦力のレギオン×3 
アテナイ(Athens): ポンペイウス+２剣戦

力のレギオン×２ 
ペルガモン(Perganum): ２剣戦力のレギ

オン×１ 
アンティオキア(Antioch): ２剣戦力のレ

ギオン×１ 
ポントス(Pontus): ２剣戦力の同盟軍×

１ 
ゴールド： ５+サイ２個振った目の数 
SPQRカード： １枚 
最高司令官カード： ポンペイウス 

 
開始時の手札：プレイヤーがイベントカー

ドを引いた場合、単に捨札として効果は無

視し、改めて１枚引きなおす。フォルムカ

ードだった場合はフォルムエリア（6.0項）

に取っておき、再度引きなおす。両プレイ

ヤー共、アクション、戦術、リーダーカード

が残った後にゲームを開始する手札が形

成され、プレイが開始される。この捨札は

山札と一緒にシャッフルしてはならな

い！ 
ストック： 使用していないユニット、ゴ

ールドや同盟マーカー、円形のリーダーユ

ニットはストック（あるいは｢銀行｣）とし

て取っておく。 

【4.0】ゲームの手順 
ゲームターンの間、各プレイヤーは、自分

のプレイヤーターン（以下「手番プレイヤ

ー」として参照）を下記のプレイの手順に

従って厳密に行う。 
カエサル派プレイヤーターン 
１. フォルム／勝利フェイズ： カエサル

派プレイヤーは  フォルムカード

を １枚獲得したり、勝利宣言した

りする事ができる。                  
２. ドローカードフェイズ： カエサル

派ピレイヤーはＳＰＱＲカードを１枚

引く。 
３. 購入フェイズ： カエサル派プレイ

ヤーは自分のゴールドを消費して購

入させる。 
４. 徴税フェイズ： カエサル派プレイ

ヤーは、自分の支配する都市を徴税

してゴールドを集積する。 
５. 行軍フェイズ： カエサル派プレイヤ

ーは自分の駒を移動させることがで

きる。 
６. 戦闘フェイズ： カエサル派プレイ

ヤーは、自軍と同じ場所にいる敵軍

を攻撃しなくてはならない。 
７. ターンマーカー： ゲームターンマ

ーカーを（カエサル派なら）裏返す

か、（ポンペイウス派なら）ターン記

録欄の１マス先に進めて表返す 
ポンペイウス派プレイヤーターン 
ステップ１から６を繰り返すが、プレイヤ

ーの役割が入れ替わる。これは、ポンペイ

ウス派がフォルムカードの獲得を主張し、

ＳＰＱＲカードを引き、徴税し、消費し、

移動し 
戦闘するということである。 
ゲームの終了： 勝利が達成される（5.0
項）か、最終ゲームターン（前 44 年秋）

がプレイされるまでゲームは継続する・ 

【5.0】フォルム／勝利フェ

イズ 
一般ルール 

最初に、手番プレイヤーは１枚のフォルム

カードを請求したり勝利を宣言してゲー

ムに勝利したりできる。 
フォルムカードの請求 

プレイヤーは、味方フォルムフェイズにつ

き１枚のフォルムカードのみ請求できる。

この時点でその請求条件を満たしている

場合にそのカードを請求でき、それを表に

して自分の正面に配置できる。プレイヤー

は一度請求すると、そのフォルムカードを

ゲームの残り間、保持できる。 
未請求フォルムカード： これらは請求

されるまでいつまでも、フォルムエリアに

置かれたままにする。 
競り： 特定のフォルムカードのみが「競

り」を必要とする（その他すべては、単に

条件を満たせば請求される）。カードを「競

り」しようとするプレイヤーは、少なくと

も 1 ゴールドを入札することを宣言しな

くてはならない。相手は少なくとも１ゴー

ルド上回る入札値を張るか、「パス」する

かのいずれでも行える。プレイヤーは現在

所有しているゴールドを超えた値で入札

することはできない。競りは一方のプレイ

ヤーがパスする（あるいはしなければなら

なくなる）まで交互に行う。 
競りに勝利したプレイヤーはこのフォル

ムカードを請求し、すぐに落札値のゴール

ドを支払わなくてはならない。重要： 競

りで敗北したプレイヤーは自分の最終入

札値（賄賂）の半分を支払う。端数は切り

上げる。 



 フォルムカードの効果 
請求されたフォルムカードに記載されて

いる効果は、その所有者にとって、そして

各ターンの示されたフェイズにおいて、永

久の「特別能力」として機能する。 
フォルムカードはまた、以下の説明のよう

に、勝利得点も与える。 
 勝利の宣言（勝利の仕方） 
プレイヤーは、自軍のフィルムフェイズに

おいてのみ、そして下記の２つの方法の１

つでのみ、勝利を宣言しゲームで勝利する

ことができる。 
軍事的勝利： 軍事的勝利は、下記の条件

のすべてが、そのプレイヤーの自軍フォル

ムフェイズでカードを請求した後で発生

している場合にのみ宣言することができ

る。 
● 自軍最高司令官がローマにいる。 
● 敵の最高司令官が地図上にいない 
● 支配している場所の合計ゴールド値

（ローマ都市）及び戦力値（蛮族エ

リア）の合計が２５以上 
政治的勝利： 政治的勝利は、プレイヤー

が最終値で 7 の勝利得点を獲得した場合

に宣言できる。勝利得点は。当時の主要な

政治派閥であったオプティマテス＝閥族

派（最良の人士）とポプラレス＝民衆派（民

衆から支持）に基づいた、２つの種類で獲

得する。 
プレイヤーは自分のリーダーカードとフォ

ルムカードをチェックし、両方の派閥につ

いて所有している、シンボルの数（即ち勝

利得点）を合計し、合計の大きい方から小

さい方を差し引く。差し引いた最終値が 7
得点以上の場合、そのプレイヤーは、その

派閥が勝利したことを宣言し、ゲームで勝

利する。 
カード「閥族派または民衆派」と書かれて

いる場合、その所有者がどちらであるかを、

勝利得点を計算する時点で、望む方として

決定する。 
例えば、あるプレイヤーが合計 6 の民衆派と１

の閥族派シンボルを自分の正面に持っていた

とする。彼は現在差の最終値である 5 勝利得

点を持っている。 
プレイヤーノート： 一方の派閥に集中

させることは、勝利の獲得において長期

的に賢明である。しかしながら、特定の

リーダーまたはイベントのカードの特典

を得るために両方の側を対抗させるこ

とは 2 つの説得力のある理由がある。１

つは、長期で勝利得点の優位性を犠牲に

して、短期的にカードの影響をその場面

で得ることである。もうひとつは特定の

カードが相手にいくことを妨げること

である。 
敗北： 最終ゲームターン（４４ＢＣ）終

了時、いずれのプレイヤーも勝利宣言して

いなかった場合、ゲームは引き分けで終了

する。 
ローマ世界は混沌の中で崩壊し、歴史は西

方文明の終りについて、あなたを責めるだ

ろう。かくの如く世界の栄光は過ぎ去り

ぬ。 

【6.0】カードドローフェイ

ズ 
SPQR と は 、 senatus populousque 
romanus （ローマの元老院と市民） 略
語である。 
 一般的手順 
カードドローフェイズの間、手番プレイヤ

ーは裏にした山札から１番上のＳＰＱＲ

カードを１枚引く。単一のカードドローフ

ェイズにおいて複数枚のカードを引く場

合、これらは個別にひかれ、（必要なら）

次の１枚が引かれる前に解決する。 
プレイされたり宣言されたりしたカード

は、表を向けて山札の横の捨札パイルに置

かれる。 
山札を使いきった場合、捨札を再度シャッ

フルして新しい山札をつくる。 
 カードの種類 
イベント： このカードが引かれると、捨札

に行く前すぐにプレイ（すなわち、イベン

トが発生）しなければならない。 
フォルム： このカードは表にしてすぐに

両プレイヤーの見易いよう地図の脇の共

同の場所に配置されなくてはならない。こ

の場所は「フォルム」（広場）と呼ばれる

（ルール 5.0 項参照）。 
アクション： このカードはプレイヤーの

「手札」として秘密裏に保有され、（他に

記述がなければ）味方の手番の間、そして

カード自身に記された状況下で、使用が宣

言された後にプレイすることができる。 
戦術： このカードはプレイヤーの「手札」

として秘密裏に保有され、戦闘フェイズ

（ルール 10.0 項参照）の間に使用が宣言

された後にプレイすることができる。 
リーダー： このカードはプレイヤーの「手

札」として秘密裏に保有され、購入フェイ

ズの間に表にしてそのプレイヤーの正面

に表を向けてプレイすることができる。プ

レイされると、相当するリーダーユニット

（所有者の色にして）を、最低１個の他の

味方ユニット（ほかのリーダーがいても）

がいるいずれかの都市に配置する。 
 手札の制限 
各プレイヤーは下記に示される最大手札

数の制限がある。 
カエサル派：    ４枚 □□□□ 
ポンペイウス派：  ３枚 □□□ 

プレイヤーの正面に表にして置かれたフ

ォルム及びリーダーカードは、この制限には

数えない。カードはこの制限に達する前に

受け取れるが、この制限のプレイヤーの手

札数になるよう、すぐに捨札にしなくては

ならない。 
これには、特定のフォルムカードが手札数

を増加させることに注意すること。 
特定のカードは。プレイヤーに捨札パイル

ぁらを引くのを許可する。この場合、捨札

を整理することがで、これらの中からどの

カードを希望するかを選ぶことができる 

【7.0】購入フェイズ 
 手順 
プレイヤーはユニットを「徴募」するため

にゴールドを消費できる（すなわち、未使

用のレギオンおよび同盟軍ユニットのス

トック中から取り出し、地図上へプレイに

参加させる）。プレイヤーの「ストック」

はこれらセットアップされなかった正方

形の駒に加え、戦闘で除去されたものも含

む。すなわち、除去されたユニットは購入

されてプレイに復帰するということであ

る。 
 コスト 
プレイヤーは１個以上のレギオンを各９

ゴールドのコストで徴募することができ

る。 
プレイヤーは１個以上の同盟軍を各 6 ゴ



ールドのコストで徴募することができる。 
リーダーは、カードをプレイすることによ

って無料で徴募することができる。 

[7.1] 徴募の制限 
プレイヤーの利用可能なユニットのスト

ックには、厳密な制限がある。プレイヤー

は、現在利用可能なストックを超えてユニ

ットを徴募できない。 

[7.2] 配置位置 
新規徴募ユニットは、味方の都市に配置さ

れる。「味方の都市」とは、現在１個以上

の味方の駒（例えばレギオンおよび同盟軍

ユニット、リーダー、同盟マーカー）が単

独で占めているものを言う。 

[7.3] 配置制限 
プレイヤーは、手番フェイズにつき、味方

の都市１か所には、新規のレギオンを１個

までしか配置できない。 
プレイヤーは、手番フェイズにつき、味方

の都市１か所には、新規の同盟軍を２個ま

で配置できるが、このフェイズで既に新規

のレギオンを徴募した場合、その都市では

行えない。 
これらの制限内で、プレイヤーは利用可能

なストックや所有するゴールドの与えら

れた範囲で１ターンにいくらのユニット

でも徴募できる。 
 特別都市 
主要植民地（六角形）： 特定の SPQR カ

ード（例えば、レギオンの不満や熟練兵の

植民）これらの都市で追加レギオンユニッ

トの徴募を許可する。 
同盟クリエンテラ（円形）： 特定のＳＰＱ

Ｒカードは（例えば、同盟の動員や同盟軍

の植民）は、これらの都市で追加同盟ユニ

ットの徴募を許可する。 

【8.0】徴税フェイズ 
 手順 
徴税フェイズの間、プレイヤーは味方の都

市（7.2 項参照）からゴールドを集積でき

る。各味方の都市は個別の値のゴールドを

供給する。ゴールドはプレイヤーの財政

（すなわち、利用可能なゴールドまたは

「手持ちの現金」）に追加する 
ゲームでのゴールドは、ローマ数字通貨単

位で１（Ⅰ）、５（Ⅴ）、10（Ⅹ）、25（Ⅹ

ⅩⅤ）がある円形のトークン（「正貨」ま

たは「硬貨」）によって表現されている。 
分りにくいなら、これらを 1 円、５円、

10 円、25 円として考えること。プレイヤ

ーは必要ならいつでも「両替」してよい。 
これは必要事項ではないが、より多くのゴ

ールドが銀行で利用できるより多く必要

な場合、手元の金銭を両替して使用するな

ど、うまく金銭を運用すると良いだろう。

「銀行」は、決して「破綻しない」。 

【9.0】行軍フェイズ 
 手順 
行軍フェイズの間、プレイヤーは自軍ユニ

ットを（将棋のような交互ではなく）いく

つでも望むように（全てでも、全くさせな

くてもよい）移動させることができる。 
味方の駒は一緒にでも個別にでも（関係な

く）移動できる。これらは敵ユニットのい

る場所から自由に離れたり、自由にそこへ

進入したりできる（ただし、後者の場合、

結果として戦闘を引き起こす）。 
助言： いくつかの異なる隣接する場所

から１つの都市に軍勢を集中するようユ

ニットを移動して戦闘するとよい 
所有者がある駒を移動させて手を離した

後では、同じ行軍フェイズ中に再び移動さ

せることはできない。 

[9.1] 距離 
各駒は、連結した都市へ陸上でも海上でも、

行軍フェイズにつき最大１「スペース」移

動できる。 

[9.2] スタッキング 
両プレイヤーは同じ場所にユニットをい

かなる数でも持つことができる。 

【10.0】戦闘フェイズ 
一般ルール 

複数の 
 戦闘手順 
戦闘は、プレイヤーの戦闘フェイズの間で

のみ発生し得る。プレイヤーは自分の戦闘

フェイズを開始して戦闘を行う前に、自軍

の移動を完了しなくてはならない。 
戦闘（すなわち、相手軍勢に死傷者を与え

るようサイを振りあう）は、敵軍勢と同じ

都市にいる時に強制的に発生する。 
名称の定義： 戦闘では、手番プレイヤー

が常に「攻撃側」と呼ばれ、相手は常に「防

御側」である。 
それゆえ、カエサル派のターンで、ポンペ

イウス派ユニットの軍勢が待ち構えるロ

ーマに３ユニットを行軍させた場合、カエ

サル派結果的に発生する戦闘で攻撃側と

なる。 
戦闘の手順 

１つの戦闘フェイズに複数の戦闘が発生

する場合、攻撃側プレイヤーがどの順番で

解決するかを決定する。各戦闘は、次の戦

闘を開始する前に完了させなくてはなら

ない。 
 
各戦闘は、下記の手順で行われなくてはな

らない。 
１. 行われる場所のすべてのユニットを

取り除き、地図外の脇へ互いに相手

に向かってこれらを一列に並べる。

戦闘がどこで起こっているか忘れな

いよう、行われる場所に戦闘マーカ

ーを配置する。 
２. 攻撃側は戦術カードを１枚自分の正

面に裏向きで出すことができる。そ

の後、防御側は攻撃側が出したかど

うかを見てから戦術カードを１枚出

すかを選択できる。それから両方の

戦術カードが公開され、その効果に

言及する。これらは戦闘終了後に捨

札とする。 
３. 各サイドはその戦闘に参加している

すべてのリーダーの剣の戦力によっ

て、リーダーシップ値を決定する（こ

れは戦術カードで修正される可能性

がある）。より高いリーダーシップ値

を持つサイドが、この戦闘で「主導

権プレイヤー」となり、先にユニッ

トを交戦させサイを振る。リーダー

シップ値が同点だった場合、防御側

が主導権プレイヤーとなる。 
４. 第 1 戦闘ラウンド： プレイヤーは

交互にユニットを交戦させ、サイを

振る。  
Ａ. 主導権プレイヤーは、この戦闘

で１個の（「軽装備」）同盟ユニ

ット（のみ。レギオンとリーダ

ーは自分の順番まで待たねばな

らない）を交戦させる。 持っ

ていない場合はパスする。交戦



したことがわかるように、戦列

の残りのユニットから交戦する

そのユニットを離れた場所に移

動させて示す。それからサイを

振り、その剣の戦力（これは戦

術カードで修正される可能性が

ある）と比較する。このユニッ

トの「剣の戦力」以下の場合、

１ヒットを獲得できる。ほかの

いずれの結果も効果なしとする。  
   獲得した各ヒットにつき、敵

プレイヤーの選択した敵ユニッ

ト１個がすぐに除去（すなわち、

取除かれてストックに置かれる。

リーダーの場合、そのカードは

捨札となる）される。 
プレイヤーは、自分の損害を、

このラウンドで既に交戦したも

のからでも、そうでないものか

らでも選択できることに注意す

ること。後者の場合、これらの

ユニットは、現在の戦闘ラウン

ドの間、サイを振る機会がなく

なる。 
Ｂ． このとき、他方のプレイヤー

は上記のステップＡを繰り返し、

該当がある場合に１個同盟軍ユ

ニット（のみ）を交戦させる。 
   両プレイヤーは、このように、

自陣営の同盟軍ユニットが交戦

したり（これは、より多くの同

盟軍ユニットを持つ側が連続し

てサイを振れることを意味す

る）、除去されたり、パスするま

で交互に行う。 
Ｃ． ステップＡおよびＢを繰り返

すが、このときは（「重装備」の）

レギオンユニットの順番であり、

すべてのユニットが交戦したり、

除去されたりするまで行う 
Ｄ． 引き続いて、再びステップＡ

およびＢを繰り返すが、このと

きはリーダーユニットの順番で

ある。これで戦闘ラウンドは終

了する。・ 
５. 退却選択： 両サイドが戦闘ラウン

ドの終了時にユニットの生き残りが

ある場合、退却の選択権を持つ。 

攻撃側選択： 攻撃側は戦闘で退却

したい旨を宣言できる。そうする場

合、生き残った自軍ユニットを、こ

れらのユニットが攻撃側の移動フェ

イズの間に戦闘場所へ進入してきた

いずれもの都市または諸都市（任意

の組み合わせでよい）戻ることがで

きる。 
防御側選択： 攻撃側が退却の選択

を辞退した場合、それから防御側が

同じ選択権を持つ。防御側が退却を

選択した場合、生き残ったユニット

をいずれかの隣接した味方都市に退

却させなくてはならない。そのよう

な都市がない場合、敵（蛮族含む）

の支配していない場所にこれらを退

却させられる。そのような都市がな

い場合退却できない。 
戦闘の継続： 防御側が退却を辞退

するか、退却できない場合、次の戦

闘ラウンド（すなわちステップＡ－

Ｄ）が、一方の側が退却を選択する

か、完全にお除去されるまで戦われ

る。 
Ａｕｔ Ｖｉｖｃｅｒｅ Ａｕｔ 

Ｍｏｒｉ （「勝利か死か」）： 一方

の側が退却する場合、リーダーがい

る場合はその戦闘でリーダーユニッ

ト１個が失われる。そのリーダーの

カードは捨札となり、ユニットはス

トックに戻される。これは再度登場

する可能性がある。 
そのプレイヤーの最高司令官はこの

方法では除去されない。 
Vae Victis (「敗北者に災いあれ」)： 

それから、勝利したプレイヤーは自

軍の戦闘で生き残ったユニットにつ

き１回サイを振る（剣の戦力ではな

い。ユニットにつき１回）。それぞれ

について、１の目がでると、敵プレ

イヤーの選んだ敵ユニット１個が除

去される（すなわち、戦闘から取除

き、ストックに戻される）。 
６. 第２戦闘ラウンド： 両プレイヤー

は、上記手順のステップ４および５

を、一方の側もしくは他方の側が退

却するか完全に除去されるまで繰り

返す。   

７. 熟練兵：戦闘が第２ラウンドへ進む

か、一方が退却した場合、勝利した

プレイヤーは、この戦闘で自軍の生

き残ったレギオンおよび同盟軍ユニ

ットの中から１個を、色の濃い側に

裏返すことによって、「熟練兵」に「昇

格」させる（すなわち、剣の「戦力

が追加される）ことができる。 
戦闘の例： カエサルが自身（剣×４）、

熟練レギオン（剣×3）、レギオン（剣×

２）×２を、ポンペイウス派のカトー（剣

×１）、同盟軍（剣×１）、レギオン（剣×

2）×４のいるファルサロスに移動した。 
カエサルは、戦術カードの使用を辞退した

が、ポンペイウス派は使うことにし、リー

ダーに剣戦力１を加え、レギオンに２の剣

戦力を加える（第１ラウンドの間のみ）、

二重戦列を公開した。 
カエサル派は４のリーダーシップ値は４

と２（カトーの１は戦術カードにより２に

上昇する）より高いため、主導権プレイヤ

ーとなる。 
このラウンドは同盟軍ユニットから開始

するが、カエサル派には交戦するものがな

いため、ポンペイウス派の唯一の同盟軍ユ

ニットが交戦する。これは２の目を出し、

「ちょうど」失敗した。 
すべての同盟軍ユニットが交戦（あるいは

除去）してしまったので、レギオンの順番

となる。主導権プレイヤーであるカエサル

が最初に行い、自軍の熟練レギオンを交戦

させ、３の目をだした。ポンペイウス派

は、既にこのラウンドでサイを振っており、

また最も弱い同盟軍ユニットを選択した。 
ポンペイウス派は剣戦力が戦術カードに

より２から４に上昇した４番目のレギオ

ンを交戦させ、５の目をだし、効果なし

だった。それから両プレイヤーは交互に、

１度に１個レギオンを交戦させ、結果各陣

営１ヒット与え、各々１個標準レギオンを

除去した。 
最後にリーダーが交戦し、カエサルから行

い、１ヒット与え、一方カトーは失敗した。

その他のポンペイウス派のレギオン１個

が除去された。 
カエサルは留まって次のラウンンドも戦

うことを選択したが、戦術カードを使って

しまい、２個レギオンしかないことから、



ポンペイウス派プレイヤーは、損害を抑え

退却することを決定した。 
カトーは自決し、そのユニットはストック

に戻され、そのカードは捨札になる。カエ

サルは３個のサイ（自軍の生き残っている

ユニット各々につき１個）を振ったところ、

さらに１ヒット与えた。１個ポンペイウス

派レギオンのみが足を引きずって退却し、

カエサルはファルサロスの勝者となった。

カエサルはそれから生き残ったレギオン

ンを熟練側に昇格させる。 

【11.0】リーダー 
プレイヤーの最高司令官（カエサルまたは

ポンペイウス）を含めたリーダーは、移動

や戦闘において、下記の注記とともに、他

のユニットと同様に扱うものとみなす。 
リーダーシップ値： 各リーダーは剣戦

力に等しいリーダーシップ値を持つ。これ

は、戦闘ラウンドでどちらが先にユニット

を交戦させるかの優先権を決定するため

に使用する。 
最高司令官の損失： 最高司令官が除去

された場合、そのプレイヤーはすぐにゴー

ルドの半分を失う。また、手札のすべての

SPQRカードが失われる。その後はゴール

ドとカードは通常どおり集積できる。 
再配置： プレイヤーの最高司令官が除去

されると、後継者カードをプレイするまで

再配置できない。これを表示するため、そ

の陣営の最高司令官の面を使用する。しか

し、その陣営の新しい最高司令官としての

後継者の能力は減少する（手札数：－１、

剣戦力：－１）。 

【12.0】蛮族エリア 
 一般ルール 
ブロンズゲームでは、いかなる理由があれ

ユニットは蛮族エリアに進入することが

できない。ユニットはローマ都市にのみ進

入できる。 
ブロンズゲームで蛮族侵略の SPQRイベント

カードがでた場合、番族は略奪を行う。各

プレイヤーはサイを１個振り、その目の数

だけゴールドを失う。その数を満たすだけ

の十分なゴールドを持っていない場合、剣

戦力に等しい地図上の自軍ユニットから

除去すること（どのユニットを除去するか

は自分の選択） 
 
   Consto （「ストップ」） 
カエサルＸＬのブロンズゲームのルールに

習熟したのなら、シルバーゲームに進む前

にこれらのルールで経験を積むべきであ

る。 


