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[1.0] これらのルールの使い方
ゲームの新しい用語は、最初に定義されたときに簡単に参照できる様に濃い赤色の文字で表示されています。

このゲームの説明は、濃い緑色の CAPS フォントで示されデシマルポイントの左側の数字で表される様に、主要な"

ルール"項目にまとめられています(即ちルール 4.0 が 4 番目のルールです)。これらのルールは通常、ゲームのテーマ、

コンポーネント、プレイの手順、その中核システム、セットアップ方法、そして勝ち方について説明しています。

各ルールには、ルールの一般的な概念や基本的な手順を更に説明する"事例"があります。場合によっては、例外を

示すことによってルールの適用を制限することもあります。事例は番号が付けられている方法で示されているルールの

拡張です。例えば、ルール 4.1 は 4 番目のルールの一番目の事例です。

重要な情報は赤いテキストで示されています。

ルール、又は事例の例への参照は青いテキストです。

影付きのボックスで囲まれたテキストは、ゲームデザイナーの声を提供します。ゲームデザイナーは、それ自体はルー

ルや事例ではないアイデアや概念を説明するためにあなたに話しかけています。

[2.0] 前書き
Constantinople は、AD330 から AD1453 までのビザンチン帝国の歴史をシミュレートするソリティアゲームです。プレイ

ヤーは、ビザンチン帝国の統治と軍事力とにより別々の 10 の敵対勢力を抽象的にコントロールします。

ランダムイベント、敵対勢力の行動、そしてあなた自身であるビザンチンプレイヤーのオプションは、イベントカードを公

開することによって決定されます。ドローパイル[Draw Pile]が使い果たされるまでにコンスタンティノープルの破壊や崩

壊を防ぐことができれば、勝利は達成されます。Constantinople はソロプレイ用にデザインされていますが、チームゲー

ムとしてプレイすることもできます。1 つのチームがビザンチンとして一緒に働き、取るべき行動を決定します。これは特

に良い教室シミュレーションです。

Constantinople は、ビザンチン帝国の歴史について非常に詳細で歴史的に正確なシミュレーションではありません。し

かしながら史実に基づいて、その存在を通してビザンチン帝国の実際の状況の感覚を与え、コンスタンチノープルとビ

ザンチン帝国を取り巻く歴史への洞察を提供します。

[3.0] ゲームの備品
ゲームマップ: 

8.5 インチ x11 インチのゲームマップはビザンチン帝国周辺の地域を表しています。それはローマの領土を侵略する敵

対国のためのスペースと重ね合わされています。更に様々な管理用のボックスもあります。

管理ボードは、ビザンチン帝国を管理するために使用される 6 つのリソースのトラックを含みます。下側にある 3 つのリ

ソース(王権、経済そして宗教)をまとめて発展と呼びます。
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プレイのコマ: 

カードボードにあるゲームのコマは、以後ユニットと呼ばれる 10 の敵対勢力と、管理トラックで使用するための 7 の

マーカーを表します。ユニットに関する情報は次の様になります: 

敵対国とは、そのユニットの主要な民族・人種です。

戦力とは、その敵対勢力を"押し戻す"ために、又はそのリソースを増やすために、あなたがダイス振りで超えなければ

ならない値です。

イベントカード: 

30枚のイベントカードもゲームに含まれています。それらはプレイ中に一度に一枚つずつ明らかにされボード上でのア

クションを決定します。

[4.0] ゲームの準備
対応する経路の"4"のスペースに、5 つの敵対勢力のコマ(アルメニア[Armenia]、ペルシャ[Persia]、ヴァンダル

[Vandals]、ゴート[Goths]、フン[Huns])を配置します。残りの敵対勢力(IIか IIIのどちらかで表示)を非活動な敵対勢力

のボックスに置きます。管理ボードの対応するリソーストラックのハイライトになっている開始スペースに、6 つのリソー

スのコマ(城壁、軍事、記念建造物、王権、経済、宗教)を置きます。イベントカードを 3 つの年代に分けます。年代 IIIの

カードを一緒にシャッフルし、裏向きでドローデッキ[Draw Deck]に置きます。年代 IIのカードを一緒にシャッフルし、年

代 IIIのカードの上に裏向きに置きます。最後に、年代 Iのカードをシャッフルし残りのイベントカードの上に置きます。6

面体ダイスを手にすれば(あなたが準備すること)、プレイを開始する準備が整います。

[5.0] プレイの順番
Constantinople の完全なゲームは、デッキ内のイベントカード数である 30 までのゲームターン数で構成されています。

 

[6.0] ゲームターン
あなた、つまりビザンチンプレイヤーは、以下にリストされている正確な順序で、各ゲームターンを一連の"フェイズ"を

通じて行います: 

1. イベントカードフェイズ: 

ドローパイルの一番上のカードを公開し、それを表向きにしてアクションパイル(別名、"ディスカードパイル")の中に置

きます。アクションパイルの一番上のカードは、そのイベントカードがあなたがそのターンに解決する新しい"現在のイ

ベント"になります。

2. 敵対勢力フェイズ: 

そのカードに表示されている全ての敵対勢力の軍勢を、その進路に沿って１スペース調節します(即ち、次の番号の付

いたボックスまで)。何れかの敵対勢力がコンスタンティノープルに進出した場合、あなたは直ちに包囲を解決します

(9.3 項参照)。

3. 管理フェイズ: 

イベントカードの指示に従って、管理トラックのリソースを調整してください。

4. アクションフェイズ: 

あなたは自身のリソースを増強し、戦闘ルール(11.0 項参照)に従って隣国を押し戻すために、示された数のアクション

を実行することができます。

5. イベント解決フェイズ: 

カードの指示に従って、そしてゲームの状況に応じて、敵対勢力の活動状況(活動、非活動又は友好)を活動状況ルー

ル(12.0 項)に従って変更します。

イベント解決フェイズが終了したら、これらの 5 つのステップを繰り返す新しいゲームターンを始めてください。そして、

ゲームに勝つか負けるまで続けてください(下記参照)。

[7.0] 勝利と敗北
ゲームに負ける: 

包囲、或いはイベントカードの何れかにより、ボックス#0 までリソースを減らさなければならない場合、コンスタンティ

ノープルの最後の城壁が包囲側によって破壊されたこととなり、ゲームは敗北で終了します。

負けた場合のスコアは以下の様に計算されます: 

引いたカードの数+記念建造物リソースのレベル毎に 2+友好下にある敵対勢力毎に 6。

ゲームに勝つ: 

ゲームは、最後のイベントカードがプレイされたターンの終了時で勝利となります。
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勝った場合のスコアは以下の様に計算されます:  

30+記念建造物リソースのレベル毎に 2+友好下にある敵対勢力毎に 6+まだ戦闘中の各敵対国の現在のボックス#の

位置+最も高い発展リソースの現在のボックス#の値。

1-10 = 惨めな敗北

11-20 = 決定的な敗北

21-30 = 実質的敗北

31-40 = 限定的敗北; 限定的勝利

41-50 = 手詰まり; 限定的勝利

51-60 = 手詰まり; 実質的勝利

61-70 = 手詰まり; 決定的勝利

71-100 = 手詰まり; 圧倒的勝利

例: 史実ではビザンチンは 44 ポイントで"ゲームに負けました"(手詰まり)、従って:  

ヴァンダルとブルガリアは友好下でした(12 ポイント)。トルコは火薬イベントで 30 ターン目に包囲しコンスタンチノープル

を獲得しました(30 ポイント)。コンスタンティノープルには 1 つの記念建造物であるアヤソフィア(2 ポイント)がありました。

[8.0] イベントカードフェイズ
各カードのタイトルと味付けのテキストは、ビザンチウムの歴史からの出来事を通して"ストーリーを語る"のを助けるた

めに提供されています。各イベントカードの年代は、現在のゲームの年代を示します。イベントカードがプレイされると

直ぐに、対応する年代が進行中であるとみなされます。

あなたは各カードを公開された通りに読みます。そしてルール 9.0 項、10.0 項及び 11.0 項で説明されている様に敵対勢

力の前進、管理、そしてアクションを解決します。

特別ルールはカード自体に記されており、それが現在のイベントカードとしてゲームターンの間にのみ適用されます。こ

のルールの唯一の例外は、それが引かれたターンの後も継続する火薬[Gunpowder]イベント(#30)です。火薬がプレイ

されたら、城壁が包囲中に破壊され易くなることを示すために、火薬トークンを城壁リソーストラックに置きます。

[9.0] 敵対勢力フェイズ
カードは、もしあれば、どの敵対国がそのゲームターンに１スペース進めるかを示します。前進している軍勢は、それら

の各経路に沿って次の小さい数字のボックスへ移動させます(例えば、ボックス#4 からボックス#3 へ)。退却する軍勢は、

次の大きい数字のボックスに移動させますが、ボックス#4 を通り越すことはありません。

[9.1] 速度の制限: 

敵対国は 1 ゲームターン中に複数のスペースを進むことはありません。

[9.2] 最も遅い全て: 

各年代の状態に"最も遅い全て"の敵対勢力が前進すると記述されている 2枚のイベントカードがあります。つまり、敵

対勢力の軍勢が現在占めている最も大きな番号のボックスを確認し、同じ番号にあるボックスの全敵対勢力の軍勢を

1 スペース進めます。

例: アルメニアとヴァンダルは、それぞれの"3"のボックスに入っていますが、他のアクティブな敵対勢力はそれらの"1"

か"2"のボックスにいます。最も遅い全ての敵対勢力が前進する様に指示された場合、アルメニアとヴァンダルは両方

ともそれぞれの"2"のボックスに前進させます。

[9.3] 包囲: 

1 つ又は多くの前進する敵対勢力が、それらのボックス#1 でゲームターンを始めていたならば、それらはコンスタンチ

ノープルを包囲します。コンスタンティノープルを包囲している各敵対勢力に対して、あなた自身が選択した発展リソー

スを 1 つ失います。その後、包囲軍はコンスタンティノープルの城壁を攻撃します。複数の敵対勢力が攻撃した場合、

最も強いものから始め、次に強いものから順番に全ての包囲戦が解決されるまで続きます。戦力が同じ場合、敵対勢

力はイベントカードの敵対勢力前進セクションで左から右の順番で攻撃します。

包囲の手順: 

ダイスを振って、その結果と対戦相手の戦力を比較します。火薬(イベントカード#30)が有効な場合、-1 のダイス目修正

("DRM")を適用します。他の DRMは包囲戦に影響を与えません。

修正されたダイス目の結果が敵対勢力の戦力よりも大きい場合(>)、包囲は終了し敵対勢力はボックス#1 に戻ります。

修正されたダイス目の結果が敵対勢力の戦力より小さいか同じ場合(<=)、城壁は破られます。
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城壁リソースを 1減らして、直ちに次の城壁に対して包囲戦を実行してください。城壁リソースが#0 まで減少した場合、

ゲームは終了し敗北で終わります。セクション[7.0]項を参照してください。

[10.0] 管理
現在のイベントカードにある管理の指示に従って、管理ボードのリソースを更新します。選択肢が与えられているところ

では、あなたはどのリソースを獲得又は喪失するかを選択します。

必要となったときに失うのに十分なリソースがない場合、コンスタンティノープルは内乱により崩壊しゲームは敗北で終

了します(7.0 項参照)。

リソースの最大レベルは#6 です。既にボックス#6 に入っているリソースの増加は全て失われます。

[11.0] アクションフェイズ
アクションフェイズの間、あなたは現在のイベントカードに示されている総計まで数々のアクションを行うことができます。

あなたがそのゲームターンに許されている全てのアクションを行う必要はありません。キャンペーンは敵対国に対して

ゲームマップ上で行われます。管理ボードのリソースを得るために管理アクションが行われます。

[11.1]: 

あなたがターン中に複数のアクションをとる場合、あなたは次にとるべきアクションを決める前に、以前のアクションの

結果を知る権利があります。

キャンペーンの手順: 

それぞれのキャンペーンアクションは別々に行われます。それぞれのキャンペーンの対象となる敵対国を 1 つ指定し、

ダイスを振ります。ダイス目は、現在のイベントカードの DRM、或いはダイスを振る前に 1 軍事リソースポイントを消費

することによって修正できます。1未満のダイス目は"1"として扱い、6 を超えるダイス目は"6"として扱います。

修正されたダイス目の結果が、指定された敵対勢力の戦力より少ないか同じ場合(<=)、効果はありません。

それが対象となる敵対勢力の戦力よりも大きい場合(>)、その敵対勢力はその経路に沿って 1 スペース退却します

(11.0 項参照)。

[11.2] キャンペーンの失敗: 

敵対勢力はビザンチンによるキャンペーンの結果が失敗であっても決して前進しません。それらはその場に残ります。

[11.3] 長期キャンペーン: 

1回のゲームターン中に、1 つの敵対勢力を複数回のキャンペーンの対象にすることができます。

管理の手順: 

それぞれの管理アクションは、キャンペーンと同様に行われます。管理リソースの"整備値"は、対応するマーカーに印

刷されています。これは、そのトラックに沿ってリソースを 1 スペース進めるための目標(より大きい>)になる数値を指示

しています。長期キャンペーンと同様に、同じ管理アクションを試みたり、利用可能な各アクション値で異なる管理アク

ションを実行することもできます。

リソースは次の様に使用されます: 

城壁: 

敵対勢力による包囲に対して防御するために使用されます。

軍事: 

キャンペーンアクションのダイスを振る前に、そのダイス目に+1DRMを得るために費やされます。

記念建造物: 

最終スコアでポイントを獲得するために使用されます。記念建造物を獲得するためのコストは、経過する年代毎に増加

することに注意してください。

年代 Iの記念建造物は"整備値"2、年代 IIの記念建造物は"整備値"3、年代 IIIの記念建造物は"整備値"4 です。

記念建造物は 30 ターン目では建てられないことに注意してください。

王権: 

次のターンのイベントカードを見るためにいつでも費やせます。これは、そのカードの年代への進行を誘発しないことに

注意してください。王権は又、敵対勢力を友好化するためにも使用されます。[12.1]項を参照してください。

経済: 

管理アクションのダイスを振る前に、そのダイス目に+1DRMを得るために費やされます。経済は、貢納金の献納イベン

トカードを使用して敵対勢力を退却させるためにも使用されます。

宗教: 

失敗したキャンペーンを実施した後に費やされます。あなたは、そのキャンペーンのダイス振りを振り直し、既に消費し

たイベントカードと軍事の DRMを保持することができます。
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[11.3] 複数リソースの消費: 

単一のアクションに複数の異なるリソースを使用することは許可されていますが、単一のアクションに単一のリソースを

複数使用することはできません。

例: あなたはアラブを押し戻すことを決心します。あなたは、アラブに対して+1DRMを得るために 1 軍事リソースポイン

トを費やすことができますが、+2 を得るために 2 リソースポイントを費やすことはできません。しかし、キャンペーンが失

敗した場合、キャンペーンのダイス振りを振り直すために宗教リソースポイントを使うことにより、既に消費した軍事の

+1DRMを維持できます。

[12.0] イベント解決フェイズ
現在のイベントカードの指示に従いゲームの状況に応じて敵対勢力の活動状況を更新します。

[12.1] 友好: 

幾つかのイベントカードにある特別ルールは、敵対国を"友好"にさせることができます。具体的には、その敵対勢力の

軍勢がイベント解決フェイズ中、そのボックス#4 にいる場合、あなたはそれらを友好化するために、その敵対勢力の戦

力に等しいイベントカードで指示された量の発展ポイント(王権又は宗教)を使う権利があります。その敵対勢力ユニット

を経路から外し、それを"友好勢力"ボックスに配置します。以後、その軍勢による如何なる前進も無視されます。

例: 現在のイベントカードは改宗です。宗教リソースはボックス#5 にあります。ペルシャはボックス#3 に入っているので、

あなたは自身の最終アクションを使ってそれらをボックス#4 に退却させるキャンペーンを開始します。あなたは"3"のダ

イス目を出すとキャンペーンは失敗します。ゲームマップを見ると、ヴァンダルとゴートだけがスペース#4 にいることが

わかります。あなたはゴートを友好化することにしました。宗教リソースを 3減らします。ゴートの戦力分です。そして

ゴートユニットを"友好勢力"ボックスに置きます。

[12.2] 非活動の敵対勢力: 

ゲームの開始時には 5 つの非活動の敵対勢力がいます。年代 IIと IIIの間、これらの敵対勢力はイベントカードの特別

ルールによって活性化できます。それらのイベントカードの 1枚が引かれたとき、対象となる敵対勢力の経路が既に既

存の敵対勢力のユニットによって占められている場合、そのユニットを取り除き非活動勢力スペースに置きます。既存

の敵対勢力が既に友好化されている場合、ユニットは取り除かれません[友好敵対勢力ボックスに残留]。そして、直ち

に新しい敵対勢力を適切な開始ボックスに配置します。年代 IIでは敵対勢力はボックス#3 で開始し、年代 IIIでは敵対

勢力はボックス#2 で開始します。イベントカードが非活動なままの敵対勢力の前進を指示した場合、その前進は無視

されます。

[12.3] 貢納金の献納: 

貢納金の献納イベントの特別ルールでは、敵対勢力を 1 スペース退却させるのと引き換えに、経済リソースを 1 ポイン

ト減らすことを許します。あなたは敵対勢力をボックス#4以遠に退却させることはできません。

年代あたり宗教による友好化 1枚、王朝による友好化 1枚、そして貢納金の献納 1枚のイベントカードがあることを覚

えておいてください。

[13.0] オプションルール
[13.1] 簡易セットアップ: 

ゲームの難易度を下げたい場合、管理ボードの各開始リソースを 1(中程度の難易度)、或いは 2(軽度な難易度)ずつ

増やします。あなたがゲームに慣れたなら、歴史的困難さのために指示された開始時の値でプレイすべきです。

[13.2] ヒストリカルキャンペーン: 

ヒストリカルキャンペーンをプレイするには、イベントカードを#1 アリウス主義[Arianism]から#30火薬[Gunpowder]まで、

ID 順に並べ替えます。イベントのこの決められた順番では、将来のイベントを予測するために王権のリソースを費やす

必要はありません。

[14.0] ヒストリカルノート
AD330年、コンスタンティヌス帝はローマの首都をローマからビザンティウムに移しました。その後、そこはコンスタンチ

ノープルとして知られるようになりました。彼は 6年後に正式にローマの首都を移転し、市内で大規模な建築と再開発

のプロジェクトを推進しました。コンスタンティヌスの後、続く皇帝は更に都市を発展させ、かつてはローマ帝国だった栄

光を維持しようとしながら城壁や記念碑的な建造物を造りました。蛮族は四方八方から帝国を襲撃しました。西帝国は

ついにゴートとヴァンダルに屈しました。
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東ローマ帝国(歴史上ビザンチン帝国として知られている)は、ペルシャとの長引いた戦争とフン族、ブルガリアとアルメ

ニアとのより短い衝突に於いては、その湾で野蛮人を押し留めました。

7世紀後半、イスラム教徒はアラビアを襲い、エジプト、アフリカ、シリアのローマの旧領地を奪い、やがてコンスタンティ

ノープルを包囲しましたが、首都の巨大な城壁を突破することはできませんでした。続く 3世紀の間、コンスタンチノー

プルはイスラムの襲撃の連続した波の激しい潮流に逆らって、キリスト教世界の最東端に残り続けました。

東方正教会とローマカトリック教皇を和解させることができなかったので、ビザンチン帝国は十字軍を促しながらキリス

ト教世界のためにエルサレムを回復するよう西側に呼びかけました。西ヨーロッパの王国は、最も人種差別的な騎士と

貴族をサラセン人と戦うために派遣しました。一時的に聖地を回復して十字軍国家を創設しましたが、結局恥ずべき第

四次十字軍の間にコンスタンチノープルそのものを略奪してしまいました。

ビザンチンの勢力は決して回復しませんでした。続く二世紀は次々と加害者を退かせるために貢納金を献納する哀れ

な物語でした。巧妙な皇帝が敵と相対し、ここに同盟を築きより富んだ目標を目指しましたが、結局のところ所謂帝国

の財宝は枯渇しました。遂に 8万人の強大なオスマントルコ軍は、最新の包囲技術である大砲を投入し、コンスタン

ティノープルを包囲し陥落させました。

キリスト教世界最大の都市であるコンスタンティノープルが、長年にわたって彼女に挑戦してきた多くの敵対者に耐えら

れなかったとしたら、ヨーロッパはイスラム教徒によって蹂躙されていたと思われ、世界の歴史の過程は良くも悪くも全

ての認識を超えて変わっていたでしょう。
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ユニットの説明

マーカーの説明

カードの説明

7

名称戦力値 登場年代

名称

整備値

効果

ID

前進勢力

管理

アクション数

年代

タイトル

特別ルール

歴史概況



カウンターの例

ユニット 備考 マーカー 備考

アルメニア

[Am]

城壁

ペルシャ

[Pe]

軍事

ヴァンダル

[Va]

記念建造物

ゴート

[Go]

王権

発展リソース

フン

[Hu]

経済

発展リソース

神聖ローマ

[HRE]、開始時未活動

宗教

発展リソース

ブルガリア

[Bu]、開始時未活動

現在のアクション

アラブ

[Ab]、開始時未活動

火薬

ルール 8.0

ルール 9.3

トルコ

[Tu]、開始時未活動

モンゴル

[Mo]、開始時未活動
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カード一覧
[年代 I]

ID タイトル 前進勢力 管理 アクション 特別ルール

1 アリウス主義 Pe、Go -1 宗教 3 なし

330 AD: アリウス派と三位一体説論者との間の神学的論争は、初期の東方教会を悩ませた。アリウス主義は結局

AD380 の公会議により否定された。

2 国内の発展 Pe、Hu なし 4 +1DRM 発展

360 AD: コンスタンティン帝は AD330 に新しいローマを設立し、帝国の至るところから彼の事業に富と資源を注いだ。

直ぐに都市はコンスタンティンの街、コンスタンチノープルとして知られるようになった。

3 ニカイア信条 最も遅い全て +1 宗教 3 なし

381 AD: 最初に AD325 で策定され、その後洗練されたニカイア信条は、イエス・キリストの神性や人間性についての

様々な信念の妥協点を見つけた。

4 都市の繁栄 Pe、Am -1 経済又は軍事 2 なし

440 AD: 戦車レースチームは組織的な犯罪組織のように運営され、ギャングの脅迫を使用して主要な政府ポストを管

理するブルーとグリーンの 2 つを統合して影響力を増した。

5 西方の喪失 Go、Hu なし 2 +1DRM 対ヴァンダル

476 AD: 西ローマ帝国は蛮人の大群の流入に陥り、皇帝の制度は廃止され、ゲルマン人の王オドアケルはイタリア

最初の王となった。

6 ニカの乱 Go、Am -1 発展 3 なし

532 AD: コンスタンチノープルの人々は高い税金に反抗しニカ!(勝利)を叫んだ。ユスティニアヌス 帝が居た競馬場で

彼の命により 3万人が虐殺された。

7 西方の再征服 最も遅い全て なし 4 +1 DRM 対ゴート

565 AD: ユスティニアヌス 帝の輝かしい将軍、ベルサリウスはイタリア（ローマを含む）とスペイン南部の征服に成功

し、西帝国を奪還するキャンペーンを完遂した。

8 外人皇帝の成功 Pe、Va なし 3 王権を消費=戦力に応じ#4 にある 1 つ

の敵を友好化させる

610 AD: アフリカとアルメニアの両方を祖先に持つヘラクリウスは、フォカス帝に反抗して彼を退位させ、繁栄と軍事

的成功の時代を宣言した。

9 聖戦 Pe なし 3 宗教を消費=戦力に応じ#4 にある 1 つ

の敵を友好化させる

625 AD: キャンペーンの数年でヘラクリウス帝はササン朝ペルシャからエルサレムを奪還して、真十字架を含む幾つ

かの遺物を取り戻した。

10 貢納金の献納 Hu、Va なし 3 経済を 1消費して、1 つの敵対勢力を 1

スクエア退却

680 AD: コンスタンティン 4世はブルガリアに対して海軍による攻撃を開始した。その試みは失敗し、ビザンチウムは

屈辱的な条約を強要され、ブルガリア王に貢納金の金銭を支払った。
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[年代 II]

ID タイトル 前進勢力 管理 アクション 特別ルール

11 イスラムの興隆 HRE、Am、Bu なし 2 活動中のヴァンダルを削除しアラブをス

クエア 3 に置く

718 AD: 明らかに止める事のできないイスラムの軍勢は、7世紀から 8世紀にかけてアラビア、シリア、エジプト、アル

メニア、アフリカ、キプロスを征服し、AD718 にはコンスタンティノープルを 2度包囲した。

12 神聖ローマ Pe、Hu、Ab なし 3 活動中のゴートを削除し HRE をスクエア

3 に置く

800 AD: ビザンチンの権威への直接の挑戦において、神聖でも、ローマでも、帝国でもないローマ法王レオ 3世は

AD800 のクリスマスに神聖ローマ帝国を樹立し、最初の皇帝シャルルマーニュを冠した。

13 ブルガリア Am、HRE、Va なし 4 活動中のフンを削除しブルガリアをスク

エア 3 に置く

850 AD: フン族に先んじて移動し、ブルガリア人は AD681 にブルガリアの地に定住した。ブルガリアのカナーテは

AD850 に彼らを団結させ、9世紀末までにビザンチン帝国との戦争をもたらした。

14 改宗 Pe、Am、Ab なし 4 宗教を費やす=戦力値によりスペース#4

の 1 つの敵を友好化させる

864 AD: ブルガリアのボリス王はビザンチン帝国の要請で東方正教会を採用した。彼は聖キリルによって発明された

アルファベットを確立したいという欲求に半ば動機付けられていた。

15 聖像破壊主義 最も遅い全て -1 宗教 2 なし

880 AD: 聖像破壊主義は聖書によって禁じられているように偶像崇拝を禁止した。東方正教会を軽視するイコノデュ

ルペペスは、神聖ローマ帝国に目を向けて東帝国から乗り換えた。

16 貢納金の献納 Go、Ab、Pe なし 3 経済 1 を消費して、1 つの敵対勢力を 1

スクエア退却

896 AD: ブルガリアに敗れたビザンチンは、土地と捕虜を年に一度の貢納金で買い戻した。その見返りにブルガリア

はビザンチンの領土に侵入しないことに同意した。

17 法典 最も遅い全て +1 発展 4 なし

912 AD: 皇帝レオ 6世は初期の皇帝ユスティニアヌスの業績を元に、全てのローマ法の成文化を依頼した。この業績

はビザンチン帝国における公正を受けることを合理化した。

18 ヴァリャーグ HRE、Va、Hu +1 軍事 3 なし

960 AD: スカンジナビアの傭兵に感銘を受けた皇帝バジル 2世は、彼らを帝国の護衛にした。1066年にノルマン人が

イギリスを征服した後、アングロサクソンはヴァリャーグの地位を占めた。

19 婚姻 Pe、Ab、Hu なし 3 王権を消費=戦力値によりスペース#4 の

1 つの敵を友好化させる

989 AD: 皇帝バジル 2世は軍事支援と引き換えに、キエフのウラジミール 1世に彼の姉妹アンナを嫁がせた。

20 カタフラクト Pe、Ab、Bu なし 3 +1 DRM キャンペーン

1055 AD: マケドニア朝に基づいてビザンチン帝国は拡大し繁栄した。陸上でのカタフラクト重騎兵と海上でのギリシャ

の火で、ビザンチンの軍事技術は並ぶものがなかった。
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[年代 III]

ID タイトル 前進勢力 管理 アクション 特別ルール

21 トルコ HRE、Ab、Mo なし 3 活動中のペルシャを削除しトルコをスク

エア 2 に置く

1150 AD: ペルシャに移住してきたイスラムのセルジュクトルコ人は、イスラム教とペルシャ文化を融合させた。西暦

1227年からオスマントルコ人はペルシャからアナトリアの西に拡大し、ビザンチン帝国と衝突した。

22 退廃 最も遅い全て -1 軍事又は宗教 3 なし

1185 AD: 多くの皇帝は帝国の日々の運営にほとんど関心を払っていなかった。アンゲロス王朝の 5人の皇帝は失敗

と後退を繰り返し、それぞれが無意味な終わりを迎えた。

23 十字軍 Am、HRE、Ab -1 発展 3 なし

1204 AD: 皇帝アレクシウス 1世はキリスト教世界のためにエルサレムを回復するように招聘した。西側王国は名声と

略奪を求めたが、最終的に第 4回十字軍に於いてコンスタンチノープルが略奪された。

24 モンゴル HRE、Bu、Tu なし 3 活動中のアルメニアを削除しモンゴルを

スクエア 2 に置く

1243 AD: 後継者危機に中断される中、モンゴルの軍勢はペルシャとアルメニアを征服し、アラブ、トルコ、ブルガリア、

神聖ローマ帝国と衝突した。

25 改宗 Mo、Ab、Tu なし 3 宗教を費やす=戦力値によりスペース#4

の 1 つの敵を友好化させる

1282 AD: 軍事援助を求めて、皇帝ミカエル・パレオロゴスは統一されたキリスト教世界に対するローマ・カトリックの

優位性を認めた。しかし、彼の後継者であるアンドロニコス 2世は連盟を否認した。

26 婚姻外交 Mo、Ab、Pe なし 4 王権を消費=戦力値によりスペース#4 の

1 つの敵を友好化させる

1341 AD: 皇帝アンドロニコス 3世は、ビザンチウムの平和を確保するため、アナトリアの都市を取り戻す軍事援助を

得る目的で、彼の娘の何人かをモンゴルのカーン・トクタとウズベクに嫁がせた。

27 ベネチアの債務 最も遅い全て -1 経済 3 なし

1343 AD: サヴォイの皇后アンナは、帝国の年収の 2倍でビザンチンの王冠の宝石をヴェネツィアの抵当に入れた。

ヨーロッパ周遊の間、彼女の息子ヨハネス 6世はヴェネツィアの債務者として 2年間拘束された。

28 内戦 Tu、Mo、Bu -1 王朝又は軍事 2 なし

1347 AD: 皇帝アンドロニコス 3世の死後、彼の 9歳の息子ヨハネス 5世は、帝国を階級と宗教に基づいた派閥に分

割された後継者戦争の中心にいた。

29 貢納金の献納 Tu、HRE、Bu なし 3 経済 1 を消費して、1 つの敵対勢力を 1

スクエア退却

1449 AD: コンスタンティノープルは敵国の資金により、トルコへの貢納金の献納を止めた。結局、コンスタンティノープ

ルの最終的な包囲と崩壊に至った。

30 火薬 Tu、Ab、HRE なし 3 このターンから攻城戦は-1DRM

1453 AD: オスマントルコ皇帝メフメト 2世は、彼の 8万の強大な軍勢がコンスタンティノープルに突入する前に、2ヶ

月の間テオドシウスの壁を砲撃するために巨大な青銅の大砲を使った。
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マップの説明

管理ボードの説明
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コンスタンチノープル

友好勢力ボックス

ボックス #

経路

非活動勢力ボックス

ドローカードデッキ

ディスカードデッキ

[一般リソース ]

城壁 (2)

軍事 (4)

記念建造物 (0)

[発展リソース ]

王権 (4)

経済 (4)

宗教 (4)



Complete Game
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