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シシルルババーールルーールル  
これらシルバールールは、示されるように

ブロンズルールから補填／差替がなされ

る。 

【6.0】カードドローフェイ

ズ 
 追加 SPQRカードの購入 
[6.1] そのターンに自分の SPQR カード

を１枚無料で引いて、それを確認や解決を

した後、２枚までの追加カードを購入する

のにゴールドを支払うことができる。各追

加ＳＰＱＲカードの購入コストは５ゴー

ルドである。 

【7.0】購入フェイズ 
 外交 
 [7.4] いずれの空白もしくは味方支配

の都市、または蛮族エリアに、自分の色の

同盟マーカーを配置するために、これを購

入することができる。各場所には、同盟マ

ーカーを１枚のみ配置できる。 
機能： 同盟マーカーの唯一の機能は、そ

この他のユニットがいなくても、その場所

の自陣営の支配を持続することである。し

かしながら、これは弱い支配体制であり、

政治的謀略の対象となることに注意する

こと！  
[7.41] 方法： プレイヤーは同盟マ

ーカーを。外交ロール(DR) の権利を

購入することによって配置や除去を

試みることができる。 
● 経過： 購入するプレイヤーは目

標場所を指定し、サイを１個振る。

修正後の結果がそのゴールド値

を上回る場合に成功する。それ以

外の結果は「効果なし」とする。 
● 外交ロール修正： これらのサ

イの目修正は累積される。 
＋１ 目標の場所が味方支配の

都市 
－１ 全ての連結する場所の敵

剣戦力の合計が目標場所の

ゴールド値を超過している 
－１ 目標場所が蛮族エリア 

●制限： 味方購入フェイズにつき、

１回のＤＲのみ購入することができ

る。 
●コスト： 同盟マーカーをストック

から配置したり、味方同盟マーカー

を地図上のある場所から他の場所

に移動させたりするためには、３ゴ

ールドのコストがかかる。 
  相手の同盟マーカーを地図上か

らストックへ戻すためには、5 ゴー

ルドのコストがかかる。これは、敵

ユニットとスタックしていない場

合にのみ試みることができる。 
[7.4２] 徴募： プレイヤーは購入

フェイズに、「自陣営」の都市で新規

ユニットを帳簿できる。 
[7.43] 占領： 同盟マーカーは敵ユ

ニットがその都市に戦闘フェイズ終

了時にいる場合に失う（ストックに戻

される）。 

【8.0】徴税フェイズ 
味方同盟マーカーのみをローマ都市に含

めること。味方支配や征服した蛮族エリア

は 12.3 項として扱う。 

【9.0】行軍フェイズ 
 強行軍 
 [9.３] プレイヤーは、強行軍の費用を払

うことによって単一の行軍フェイズにユ

ニットを２スペース移動させることがで

きる。 
すべての強行軍は、単一の移動セグメント

の間に発生する。プレイヤーは強行軍を含

めたすべての移動をいずれの戦闘をも行

う前に完了しなくてはならない。 
[9.3.1] サンダルのコスト： プレイ

ヤーは強行軍させる各レギオン・同盟

軍ユニットにつき１ゴールド支払わ

なくてはならない。リーダーは、強行

軍するために支払われた味方レギオ

ンまたは同盟軍ユニットに「ただ乗

り」することができ、あるいは個別に

１ゴールド消費して強行軍すること

ができる（そして最高司令官について

は 11.2 項を参照のこと）。 
[9.3.2] 指定： 強行軍はスタックで

はなく個別のユニットによって行わ

れる。一緒にスタックしているユニッ

トは一緒に強行軍をする必要はない。

これはより高くつくということであ

る。 
[9.3.3] 非停止行軍： 強行軍を行う

ユニットは敵ユニットを自由に通貨

して移動できる。 これは、移動が決

して敵軍勢によって妨害されないと

いうことである。プレイヤーは「通過

してきた」敵ユニットに対して戦闘を

行うことができない。ユニットが敵ユ

ニットのいる都市で移動を終了した

ときのみ戦闘が発生する。   

【10.0】戦闘フェイズ 
熟練兵の耐久力 

[10.1] 熟練兵ユニットは戦闘で「ヒッ

ト」を受けた場合に除去されない。替わり

に、熟練から標準ユニットに減少させる

（即ち、駒を濃い色の熟練側から薄い標準

側に裏返す）ことによって「ヒット」を吸

収する。 
複数の 
 略奪 
[10.２] ユニットが除去されるとき、す

ぐにストックに戻されない。これらは戦闘

が終了するまで脇に置かれる。 
戦闘の勝者は、その先頭で除去された敗北

側のすべての重装（例えばレギオン）およ

び軽装（例えば同盟軍）ユニットにつき。

銀行から１ゴールド受け取る（敵の輜重段

列の類から漁ることを表している） 
スタックと補給 

[10.３] 手順： 戦闘フェイズの終了時

（全ての戦闘と略奪（10.2 項）が終了し

た後）、そのプレイヤーは、自軍軍勢のい

る地図上の各場所をチェックしなくては

ならない。そこにいつレギオンと同盟軍ユ

ニット数の合計がその都市のゴールド値

を超える場合、これらのユニットの補給を

維持するために、その差の数を四原はなく

てはならない。 
[10.3.1] 補給コスト： 補給を維持

し、その都市で留まるためには、その

都市のゴールド値を上回るレギオン



や同盟軍ユニットにつき１ゴールド

のコストがかかる。このゴールドのコ

ストが支払われない場合、そのユニッ

トは除去される（このゆおうにして除

去されるユニットは所有プレイヤー

によって選択される）。 
[10.3.２] 0 の値の都市： これは、

プレイヤーがゴールド値 0 の都市（例

えばルビコン）にいるすべてのレギオ

ンおよび同盟軍ユニットについて支

払わなければならないことを意味す

る。 
[10.3.３] リーダー： リーダーは

「無料スタック」であり、都市の補給

制限には数えないし、自身の補給を要

求されない。 
補給の例： ウティカはゴールド値３を持

つ。ポンペイウスが３個レギオンと共にそ

こにいる場合、補給コストを支払う必要は

ない。ポンペイウスの軍勢が２個同盟軍お

よび５個レギオンだった場合、これを維持

するためには４ゴールド支払うか、もしく

は、そこにいる軍勢を維持するために支払

われなかった各ゴールドにつきレギオン

もしくは同盟軍ユニットを１個除去（自身

で選択）しなくてはならない。 

【11.0】リーダー 
最高司令官の功績 

プレイヤーの最高司令官は、更なる特殊能

力を持つ。 
[11.1] ローマに滞在時： カードドロー

フェイズに自分の最高司令官がローマに

いる場合、そのターンにさらに１枚無料で

SPQRカードを引くことができる。 
[11.2] 前向きさ： 最高司令官は常に無

料で強行軍（9.3 項）を行える。 
加えて、味方行軍フェイズの開始時にその

プレイヤーの最高司令官と同じ場所にい

るユニットは通常の半分のコスト（端数切

上げ）で一緒に強行軍を行える。 
●これらのユニットは移動全体を最高司

令官と一緒でなくてはならない。 
●これらのユニットは途中で置き去りに

したり、別の場所に移動したりできない。 
● 最高司令官は強行軍中に更なるユニ

ットを「拾い上げる」ことはできない。こ

れは、移動通貨中の場所で自分のスタック

に軍勢を加えることができないというこ

とである。 

【12.0】蛮族エリア 
 一般ルール 
シルバールールでは蛮族エリアはより興

味深くなっている。 
 蛮族の侵入 
 [１2.1] SPQRのイベントカードの蛮族

侵入が引かれた場合、該当する蛮族エリア

（緑色の正方形）にトラブルが発生する。 
   [１2.1.1]  何処へ行き給う？： 

このカードを引いたプレイヤーは、サ

イを２個振り、その目の合計を蛮族侵

入表（地図参照）で照らし合わせ、ど

この蛮族エリアが活性化したか調べ

る。 
注意： プレイヤーが支配する蛮族エ

リアは「征服」されているものと見做

され、侵入を実施できない。この結果

は「影響なし」として扱う 
   [12.1.2] 侵入の手順： その蛮族

エリア（緑色の正方形）に隣接するロ

ーマ都市（正方形、六角形、円形）に

いる両プレイヤーのユニットの剣戦

力を合計する。そのプレイヤーの剣戦

力の合計がその蛮族エリアの戦力（赤

色）以上の場合、その蛮族エリアはそ

のまま保持され、何も起こらない。  
プレイヤーの剣戦力の合計がその蛮

族エリアの戦力未満の場合、ローマ都

市は｢略奪｣され、各プレイヤーはサイ

を１個振り、その目の数のゴールドを

失う。この損失を満たすゴールドを持

っていない場合、その数に見合う剣戦

力分の自軍ユニットを地図上（全体）

から除去しなくてはならない（どのユ

ニットを失うかは自分で選択）。すな

わち、ブロンズルールと同じである。  
蛮族エリアの征服 

[１2.２]  蛮族エリアはローマ世界の一

部ではないが、プレイヤーのユニットはこ

れらに進入できる。これらは下記の例外を

除いて他の都市のように扱う。 
[１2.２.１]  独立： プレイヤーは

決して蛮族エリアで徴募できない。 
   [１2.２.２]  自衛： すべての蛮

族エリアには、その戦力と等しい自身

の概念上（すなわち、存在しないが｢い

るもの｣とみなす）の｢自衛軍｣ユニッ

トがいる。ドの数を表すゴールド値が

ある。 
   これらの 蛮族自衛軍ユニットの

各々は２剣戦力を持つ標準（すなわち

熟練ではない）軽装備（すなわち同盟

軍と同じ種類）ユニットである。つま

り、これらはすべてレギオンより先に

交戦し、サイの目１または２でヒッ

トを与え、除去するのに各１ヒットの

み必要となる。 
   [１2.1.３] 本拠地での蛮族の戦

闘： 活性化した蛮族エリアに侵入し

たプレイヤーの軍勢は、自軍戦闘フェ

イズにそこの自衛軍を攻撃しなくて

はならない。相手が概念上の蛮族ユニ

ッについてサイを振る。 
ローマとは異なり、蛮族は戦闘でいず

れの SPQRカードの特典も受けない

し、退却せず、略奪（10.2 項）から

利益を得ることもない。ローマプレイ

ヤーは蛮族と戦闘するときには、これ

らすべてを満喫できる。 
蛮族が戦闘で勝利した場合、これらは

自身のエリアの支配を維持する。これ

らのテリトリーが再度侵入された場

合、これらの自衛軍は完全戦力に補充

され、完全戦力で再度戦闘する。 
全ての蛮族自衛軍ユニットが除去さ

れることによってローマが戦闘で勝

利した場合、その蛮族エリアは｢征服｣

されるる。   
蛮族エリアでの徴税 

[１2.３]  プレイヤーが自軍徴税フェイ

ズに征服された蛮族エリアを支配してい

る場合、このときこれを指定し、サイを１

個振らなくてはならない。 
その結果がその蛮族エリアにある剣戦力

（同盟マーカーがある場合＋１）以下の場

合、ゴールドを集積する。 
結果がその蛮族エリアにある剣戦力を上

回る、ゴールドを集積しない。さらに悪い

ことに、サイの目が６だった場合、その

蛮族エリアは｢反乱｣し、いずれの同盟マー

カーもローマユニットも虐殺（除去されて

ストックに戻される。殺されたリーダーの

カードは捨札となる）され、この蛮族エリ



アはもう一度非支配下となる。 
蛮族エリア支配の維持 

[１2.４] 征服された蛮族エリアでは、一

方のプレイヤーがそこへ移動し相手の軍

勢を攻撃できる。蛮族は、自分のエリアで

も、このようなローマ同士の戦闘に、いか

なる形であれ参加しない。 
侵入したプレイヤーが勝利した場合、征服

された蛮族エリアの支配を引き継ぐ。 
いずれのフェイズ終了の時点でも、ローマ

ユニットが征服された蛮族エリアにいな

い場合、すぐに蛮族支配に逆戻りし、自衛

軍が完全戦力で復活する。 
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