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兵力コマ × 68枚
34個×２プレイヤー分

命令カード × 12枚 (各軍6枚)

戦場ボード × 1枚 優先タイル × 3枚

ついたて × 1枚

采配カード × 10枚 説明書 × 6枚
ドイツ語
英語
スペイン語
フランス語
イタリア語
日本語

ローマ軍

カルタゴ軍

ローマ軍

ローマ軍 カルタゴ軍

カルタゴ軍

『スキピオ:ハンニバルの天敵』は古代を舞台にした２人用の対戦ゲームで、
各プレイヤーはローマ軍かカルタゴ軍を指揮し、相手軍勢を打ち破ることを目指します。

ゲームはセットという手順を繰り返して進めていきます。
各セットでは、強さが異なる6枚の数字カードを3枚ずつ2回に分けて使います。

最初に強いカードを使うかそれとも後にとっておくか…
相手の考えを読んで上手にカードを選ぶことが勝利の秘訣です。
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戦場ボードを
テーブルの中央に
広げます。

すべての采配カードを
裏向きにしてよく混ぜ、
戦場ボードの横に置きます。
これを”山札”と呼びます。

各プレイヤーは、
同じ色の命令カードと
兵力コマをすべて受け取ります。

準備

I

II

III

戦場ボードの見方
地域

部隊

戦場ボードは、黄、紫、緑の3つに
区分されており、これを"地域"と
呼びます。

黄地域部隊

青軍の黄色地域の兵力数は12

紫地域 緑地域

各地域には兵力コマを配置する
2つの枠があり、それらを
"部隊"と呼びます。
ゲーム中に各地域の兵力コマの
合計(兵力数)を計算することが
ありますが、その場合は、
その地域に属する2つの
部隊に配置された
兵力コマを合計します。
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戦場ボードの中央についたてを立て、
お互いの部隊が見えないようにします。

各プレイヤーが陣形を作り終えたら、ついたてを外します。

すべての優先タイルを
裏向きにしてよく混ぜ、
1枚ずつ各地域の中央に
置いてから表にします。

自分の兵力コマをすべて、6つの部隊に
振り分けます。これを”陣形”と呼びます。
各部隊には必ず1個以上の兵力コマを
置かなくてはなりません。

初めての場合は、以下のサンプルから1つを選んで兵力コマを並べてみましょう。

IV

VI

VII

V

陣形 B

陣形 A

陣形 C
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このゲームは、“セット”と呼ばれる以下の手順を繰り返して進行します。

各プレイヤーは、手元の命令カードから
3枚を選んで、各地域に１枚ずつ
裏向きに配置します。

ボードに配置した命令カードを
一斉に表向きにします。

(使える命令カード6枚) (使える命令カード3枚)

プレイ手順

セット

前半ラウンド 後半ラウンド

命令カードを配置する1
命令カードを公開する2
ダメージの解決3
采配カードを使う4

命令カードを配置する1
命令カードを公開する2
ダメージの解決3
采配カードを使う4

優先タイルの入れ替えと命令カードの回収

次のセットへ

前半ラウンド
命令カードを配置する1

命令カードを公開する2
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地域ごとにダメージの解決を行います。
地域は3つあるので1回のラウンドでダメージ解決は3回行われます。
各地域に置かれた互いの命令カードの数字を比べ、大きい方が相手にダメージを与えます。
ダメージの具体的な解決は下記の順番で行います。

❶ "ブレーク"の判定
❷ 地域の順番決定
❸ 兵力コマの除去

地域ごとに各プレイヤーが置いた命令カードの数字を比べます。
ある地域において命令カードの数字が相手方の2倍以上のプレイヤーは、
その地域で"ブレーク"を獲得したことになります。
"ブレーク"を獲得した地域では、相手方により大きなダメージを与えられます。

ただし、以下のいずれかの状況になったプレイヤーは、獲得した"ブレーク"が無効になります。

つまり、各ラウンドでの"ブレーク"の効果は、相手方より多くの地域で
"ブレーク"を獲得したプレイヤーのみが受けられるということです。

ダメージの解決3

"ブレーク"の判定1

a)  相手プレイヤーが2つの地域で"ブレーク"を獲得している。

b)   自分も相手プレイヤーも互いに1つの地域で"ブレーク"を獲得している。
　  (この場合、相手方の"ブレーク"も無効になります)

ブレークの判定例

ブレーク ブレーク ブレーク

(a)のブレーク無効例 (b)のブレーク無効例

ブレーク無効 ブレーク無効ブレーク無効
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地域の順番決定2

兵力コマの除去3

(a)   "ブレーク"の地域の場合
ダメージを受ける側の兵力コマの方が相手方と同じかより多ければダメージ数は3です。もし
ダメージを受ける側の兵力コマが相手方より少なければダメージ数は4です。

(b)  "ブレーク"の地域ではない場合 
ダメージを受ける側の兵力コマの方が相手方と同じかより多ければダメージ数は1です。
もしダメージを受ける側の兵力コマが相手方より少なければダメージ数は2です。

ダメージの解決をする地域の順番は、以下の優先順で決定します。

優先順1:
"ブレーク"を獲得した地域。複数なら優先タイルの数字の小さい順。

優先順2:
"ブレーク"を獲得していない地域。複数なら優先タイルの数字の小さい順。

❷で決定した順番に従って、各地域でダメージを受けた側の兵力コマを取り除きます。

Step 1   ダメージ数を決定する
その地域の命令カードの数字を比べ小さい方が、ダメージを受ける側です。
なお、命令カードの数字が同じ地域では、どちらもダメージを受けません。
次にその地域での両軍の兵力コマの合計数を比較します。

Step 2   兵力コマを取り除く
ダメージを受ける側は、ステップ1で決定したダメージ数と
同じ数の自分の兵力コマをその地域から取り除きます。
複数の兵力コマを取り除く場合、その地域のどちらの部隊から
どれだけの兵力コマを取り除いても構いません。
ただし、部隊がひとつでも空になったら、
その時点で負けてしまうので注意してください。
(後述の『勝利条件』参照)



ブレーク無効
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1番目に解決する地域は、
赤軍が"ブレーク"を獲得している黄地域です。
命令カードの数字は赤軍のほうが大きいので
青軍がダメージを受ける側です。
黄地域の兵力は、赤軍が12に対して、
青軍はそれより少ない11です。
しかも"ブレーク"の地域なので
青軍のダメージ数は4になります。
青軍は黄地域から4個の兵力コマを
取り除かなければなりません。
青軍は黄地域に属する2つの部隊から、
それぞれ3個と1個を取り除きました。

2番目に解決する地域は"ブレーク"以外で、
優先タイルの数字が一番小さい緑地域です。
赤軍がダメージを受けます。
緑地域の兵力は、赤軍も青軍も10なので
赤軍のダメージ数は1です。

3番目に解決するのは紫地域です。
しかし、両軍の命令カードの数字が同じ
だったので、どちらもダメージを受けません。

青軍は黄地域で
"ブレーク"を獲得しましたが、
赤軍が他の2つの地域で
"ブレーク"を獲得したため、
黄地域の"ブレーク"は無効となります。

1番目に解決する地域は
赤軍が"ブレーク"を獲得した紫地域と緑
地域のうち、優先タイルの数字が小さい
紫地域で、青軍が3のダメージを受けます。

2番目に解決する地域は赤軍が
もうひとつの"ブレーク"を獲得した緑地域で、
青軍が4のダメージを受けます。

3番目に解決する地域は黄色で、
赤軍が2のダメージを受けます。

ダメージの解決例

例 1

例 2

ブレーク

ブレーク ブレーク
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今回のラウンドでより多くのダメージを受けた(兵力コマを取り除いた)
プレイヤーは、山札から采配カードを１枚引けます。
采配カードは引かなくてもかまいませんが、
引いた場合はすぐに表にしてそのカードの効果に従います。
受けたダメージが同数の場合は、どちらも采配カードを引けません。

采配カードを使う4

采配カードの種類(合計10枚)

転進 （5枚）
カードを引いた
プレイヤーは、直ちに
自軍の好きな兵力コマを
２個まで選んで隣の部隊に
移動できます。

陣形転換 （1枚）
カードを引いた
プレイヤーは、直ちに
自軍の２つの部隊の
兵力コマを
入れ替えられます。

脱走兵 （1枚）
カードを引いた
プレイヤーは、直ちに
自軍の兵力コマを
１個取り除きます。
ただし、どこの部隊の
兵力コマを取り除くかは
相手が指定します。
その後、すべての
采配カードを裏向きにして
よく混ぜ新しい山札を
作ります。

好機 （2枚）
カードを引いた
プレイヤーは、直ちに
自軍の好きな兵力コマを
1個選んで隣の部隊に
移動できます。
その後、采配カードを
もう１枚引けます。

名将 （1枚）
カードを引いたプレイヤーは、
直ちに優先タイルを表のまま
自由に並べ直します。その後、
現在のセットは終了します。
命令カードを回収して
次のセットを始めてください。

ほとんどの場合、采配カードは引いたプレイヤーを助けてくれるでしょう。
しかし『脱走兵』を引いてしまうと相手の勝利となってしまう場合があります。

残りの采配カードが少ない場合は無理して引かないのも作戦のうちです。
TipTip
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後半ラウンド

後半ラウンドは、前半ラウンドと同じ手順を繰り返します。
前半ラウンドと違う点は配置できる命令カードの数です。
各プレイヤーともに、前半で使わなかった手元の
命令カード3枚のみ配置できます。

後半ラウンドが終わったら、
すべての優先タイルを裏にしてよく混ぜ、
１枚ずつ各地域の中央に置いてから表にします。

その後、前半ラウンドで使った3枚と、
後半ラウンドで使った3枚の合計6枚の命令カードを
すべて手元に戻します。

前半ラウンドで使用した命令カードは、
相手がいつでも確認できるように
表にしたまま戦場ボードの脇に
並べておきます。

優先タイルの入れ替えと命令カードの回収



TipTip
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兵力コマを取り除いた時、相手方のいずれかの部隊が空（兵力コマがすべてなくなった状態）に
なれば勝利します。

勝利条件

WINNER !

この部隊の兵力コマがなくなったので
赤軍の勝利です。

片方がなくなった
時点で終了です。

勝利に必要なのは、地域(２つの部隊) を空にするのではなく、１つの部隊だけを
空にすればよいことに注意してください。
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■ 転進
• 兵力コマの移動は1個だけでもかまいませんし、まったく行わなくてもかまいません。
• 同じ兵力コマ１個を2つ隣の部隊に移動させることもできます。
• 一時的にであっても、部隊を空にする移動はできません。

■ 好機
• 一時的にであっても、部隊を空にする移動はできません。
• 兵力コマの移動だけもできますし、逆に移動をせずに采配カードをもう1枚引くこともできます。　
  ただし、移動より先に采配カードを引いてはいけません。
• もう１枚引いた采配カードは、最初に引いたカードと同じく、カードの内容をすべて適用します。 
　例えば、もう1枚引いた采配カードも『好機』だった場合、さらに采配カードを引いても  
　かまいません。

■ 名称
•  カードの効果を使ったうえで、同じ並び順にしてもかまいません。
•  このカードを前半ラウンドに引いて使った場合は、(セットが終了するため)   
後半ラウンドはプレイしません。

■ 陣形転換
•  兵力コマを入れ替えるときは、すべての兵力コマを入れ替えなければなりません。  
一方の部隊からもう一方の部隊に兵力コマの一部だけを移動させてはいけません。
• 兵力コマの入れ替えは、しなくてもかまいません。

■ 脱走兵
•  自軍に兵力コマが1個だけの部隊があるときは、采配カードで『脱走兵』を引いてしまうと、 
相手にその部隊を指定され、その時点で相手の勝利となってしまいます。

2個の兵力コマを1回ずつ動かす 1個の兵力コマを２回動かす 部隊を空にする移動は禁止

采配カード （補足）
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Q1 : そのラウンドで各プレイヤーのダメージ数が同じだった場合は、どちらも采配カードを  
  引けないのでしょうか？

1. このゲームでは、地域の兵力差を利用することが大変重要です。    
地域の兵力コマがたった１個多いだけで相手の通常ダメージは2倍になります。  
ここではダメージが"1個増える"ではなく"2倍になる"と考えるべきです。   
相手に2倍のダメージを強要できる地域を積極的に作るようにしましょう。   
采配カードの『転進』や『好機』はそのチャンスを生み出します。

2. 采配カードを引く勇気を持ちましょう。       
中盤までは『脱走兵』を引いてもそのダメージは十分挽回できます。    
終盤であっても状況が不利であれば『脱走兵』を恐れてはいけません。   
采配カードの効果は、双方の立場を一瞬で逆転することもあるのです。

3. 各プレイヤーの命令カードの内容は同じですから、     
よほどの幸運に恵まれたとしても、すべての地域で勝ち続けることは不可能でしょう。  
ラウンドによって、勝たなければならない地域と、負けても良い地域を   
見極めるのが上級者への近道です。

Q3 : 采配カード『脱走兵』の効果で、采配カードを裏向きにして混ぜるとき、『脱走兵』も  
  混ぜるのでしょうか？

Q2 : 采配カードを引いたら、その効果は必ず実行しなければならないのでしょうか？

A1 :  はい。そのラウンドでのダメージ数に差があった時だけ、ダメージが多い方が   
采配カードを引けます。

A3 :  はい。『脱走兵』も混ぜて新しい山札を作ってください。

A2 : いいえ。『脱走兵』以外の采配カードの効果は無視してもかまいません。

Q & A

プレイのコツ
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