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兵、騎兵、砲兵の最大スタック数を規定する。
騎兵は、歩兵、展開状態の砲兵と下記の例外を除きス

ターン：２０分

タックできない（通過はできる）。

ヘクス：１００ｍ

スカーミッシュ隊形の非騎兵ユニット

１戦力：歩兵１００、騎兵５０

騎兵側が道路行軍隊形
牽引状態の砲兵

コマの表面：ジェネラル面
コマの裏面：スピーシフィック面

もしスタック制限違反なら、ヘクス内の全ユニットが
モラルチェックする。失敗したらディスオーダーにな

相手のスピーシフィック面は確認できない。

り３ヘクス退却する。
モラルチェック後もオーバースタックなら、スタック

歩兵は、連隊か構成大隊のいずれかで配置。

制限になるように一部のユニットを１ヘクス移動す
る。退却、潰走ユニットを優先的に移動する。

騎兵は、移動力１３以上が軽騎兵、１２以下は重騎兵。

騎兵ユニットが、ライン／コラム隊形の歩兵を通過し

軽騎兵で２つ目の数字は、ランサーボーナス。

て潰走する場合、全歩兵ユニットは－６修整でモラル
チェックする。

砲兵は、５，６移動力は徒歩砲兵。１１、１２は、騎

ディスオーダー／潰走状態の歩兵が、友軍ユニットの

馬砲兵。ジェネラル面は、牽引状態。スピーシフィッ

いるヘクスへ退却／潰走する場合、－３／－６修整で

ク面は、展開状態。

モラルチェックする。

リーダーは、スピーシフィック面にＤＲＭが記載され

３．２ インクリメント損害

ており、

射撃／メレーによる損害は、常にトップユニットから
適用する。

メレー修整

砲兵修整

攻撃／防御
騎兵修整

砲兵射撃のみによる損害は、全ユニットで均等配分す
る（端数はトップユニットから）。

モラル修整

ユニットが全滅したらＯＯＢ用紙に上下反転して配
置する。

ナポレオンのモラル修整はＡであるが、これはモラル
チェックに自動的に成功する。

ユニットの損害は、その戦闘力に影響する。
メレー値は、損害に比例して減少する。損害／フルス

インクリメント損害

トレングス（端数切上げ）分のメレー値が減少する。

ユイットの下に累積したインクリメント損害分の数

ランスボーナスも同様に減少する。

字マーカーを置く。一つのマーカーで表現できない時
は二つ置く。

３．４ 歩兵連隊の分割・合流

ダイスロール

ほとんどの歩兵連隊は、分割用の大隊を持っている。

本ゲームの２ｄ６では色の異なるダイスを振り、一方

この関係はＯＯＢシートに示されている。

を１０の桁として二桁の数字で判定する。

自軍移動フェイズならいつでも連隊を構成大隊に分
割できる。特に移動コストは掛からない。連隊がイン

３．１ スタッキング

クリメント損害を受けている場合は、その損害は構成

スタッキングチャートは、全フォーメーションでの歩

大隊間で均等配分する。余分はＯＯＢの左側から分配
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する。

されている、射撃、メレー、ＭＡは全て半分（切捨て）

合流時には生存している全構成大隊を同一へクスに

になる。加えてモラルチェック時に－３修整を受ける。

集めて移動フェイズに合流する。インクリメント損害

敵騎兵の機会突撃ＺＯＩに退却するディスオーダー

は合算する。

状態のユニットは、潰走状態に移行する。

４． モラル

潰走状態

各戦闘ユニットは、１１（優秀）から６６（貧弱）ま

潰走状態となった時点でユニットは、潰走距離を退却

でのモラルを持つ。

する。

モラルチェックするのは、回復の試み、ディスオーダ

潰走状態のユニットは、射撃できない。メレー値は、

ーユニットが他の友軍へクスに退却した時、潰走ユニ

歩兵は１／３（切捨てだが最小でも１）、騎兵は１／

ットが他の友軍へクスに潰走する時、オーバースタッ

４（同上）
。

クの時、騎兵突撃に踏み止まる時、ジェネラル隊形以

敵アクションで潰走する以外では、回復フェイズに回

外のユニットがメレー攻撃を受ける時、メレー攻撃を

復失敗した時にのみ潰走する。

実施しようとする時、ヘクス内で指揮官負傷が発生し

歩兵は１０ＭＡで、騎兵は自身のＭＡで潰走する。

た時、メレーの結果を受けた時である。

潰走状態では、モラルチェックに－６修整を受ける。

加えて、射撃でインクリメント損害を受けた以下の場
合、

退却の制限

フランス歩兵は偶数番目の損害を受けた時

敵に近づいてはならない。

連合軍歩兵は奇数番目の損害を受けた時

退却開始時より全敵ユニットに対して遠ざからねば

騎兵と砲兵はすべての損害を受けた時

ならず、かつ自軍盤端／エントリーへクスの近い方に

一つの射撃戦闘からは一回しかモラルチェックを要

接近しなければならない。その範囲でＭＰコストの低

求されない。

い地形を選択して通る。他に選択肢があれば味方ユニ
ットを通過しない。

モラルチェックは２ｄ６してモラルチェック表を参

退却すべき距離を満たせない場合は全滅する。

照します。表にリストされている修整を全て適用しま

敵ユニットのいる領域を退却する場合は、敵ＺＯＩが

す。修整結果がユニットのモラル値を越えているなら

もっとも少なくなる経路を選択する。

成功。以下なら失敗でディスオーダー状態になります。 退却終了時のユニットの向きは、敵から遠ざかる方向
潰走状態からの回復チェックで失敗した場合は、潰走

を向く。

を継続します。
４．５ モラル回復
ユニットの状態

ディスオーダー状態のユニットは、自軍回復フェイズ

歩兵と牽引状態の砲兵は、グッドオーダー、ディスオ

にモラルチェックをする。

ーダー、潰走状態。

成功した場合はグッドオーダー状態になり、コラムか

騎兵は、グッドオーダー、潰走状態。

ジェネラル隊形となる。失敗した場合は、直ちに潰走

展開状態砲兵は、グッドオーダーしかなく、モラルチ

移動する。

ェックに失敗すると除去される。

潰走状態のユニットは、自軍回復フェイズにモラルチ
ェックをする。

ディスオーダー状態

成功した場合はグッドオーダー状態になり、コラムか

ディスオーダーマーカーを置き、この状態では隊形を

ジェネラル隊形となる。騎兵は、消耗状態となる。

保有しない。ユニットの置き方はコラム状態に習う。

失敗した場合は、敵から１５ヘクス以内なら直ちに潰

そして、３ＭＰ（最小でも１ヘクス）退却する。印刷

走移動する。
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敵から１５ヘクスを越えているなら、もっとも近い敵

い。射撃でインクリメント損害を受けてはならない。

から１５ヘクスを越えた位置にある森か集落へクス

条件が満たされていれば、疲労は取り除き、消耗は疲

へと移動する。

労に置換する。

潰走ユニットが盤外へ潰走した場合は全滅したと見
なす。

６． 戦術隊形
制限

５．騎兵の準備状態

一つのヘクスに、原則として複数の戦闘隊形は混在し

フレッシュ、疲労、消耗がある。

ない。

フレッシュでは、通常通り移動でき、印刷された戦力

騎兵は、原則として友軍の非騎兵ユニットのヘクスに

で戦闘できる。

突撃、移動できない。例外として、スクエア隊形、ス

フレッシュ状態で突撃せずにメレーを実施すると疲

カーミッシュ隊形の歩兵、牽引砲兵のヘクスには、道

労状態になる。疲労状態では、メレー値は半分になり、

路行軍隊形でなら進入できる。騎兵は、歩兵と同じヘ

突撃フェイズに突撃できなくなるがリアクション突

クスで移動を終了できない。

撃と機会突撃は可能である。
疲労状態でメレーを実施する、またはフレッシュ状態

歩兵は隊形変更に１ＭＰを消費する。

で突撃してメレーを実施すると、消耗状態になる。消

砲兵は隊形変更に２ＭＰを消費する。

耗状態では、メレー値は１／３になり、いかなる突撃

騎兵は隊形変更に３ＭＰを消費する。

も実施できなくなる。さらに、フレッシュ状態の敵騎

ただし、ジェネラル隊形への変更は、コスト消費ない。

兵に対するメレー前退却もできない。

ただし、ジェネラル隊形から隊形を戻す時には消費す
る。

状態悪化を避けて戦う
ユニットは現在のメレー値の１／３しか使用しない

６．２ ユニットの向き

でメレーすれば上述の準備状態の悪化を避けること

スタックの一番上のユニットがヘクス内の全ユニッ

ができる。

トの向きを規定する。
側面から攻撃を受けたユニットは、プレメレーモラル

準備状態の悪化は、原因となるメレーの終了時点で適

チェックに－１２修整を受け、特別な射撃防御値を表

用される。フランス軍ターンで発生したら青の、連合

に従って持つことになる。そして、相手のメレー攻撃

軍ターンで発生したら緑のマーカーで表示する。

側ユニットは、プレメレーモラルチェックに＋１２修

既に疲労、消耗しているユニットが、同様の状態が発

整、メレー値が２倍になる。

生するアクションを実施した場合、マーカーをそのタ

後面から攻撃を受けたユニットは、プレメレーモラル

ーンの色に更新すること。

チェックに－６修整を受ける。そして、相手のメレー
攻撃側ユニットは、プレメレーモラルチェックに＋６

５．３ 準備状態の回復

修整、メレー値が１．５倍になる。

該当するプレイヤーターンの色のマーカーを持つも
のだけが、そのターンの回復フェイズに回復できる。
ただし、現在のターンに置かれたか更新されたマーカ
ーは回復できない。
回復するには該当ターン中、完全に休息しなければな
らない。
休息する場合、ユニットはＭＡを半分までしか使用で
きず、メレーは一切できない。メレー前退却もできな

６．３ コラム隊形
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る。これは機会射撃の対象にならない。
ライン隊形の騎兵
騎兵ユニットが４インクリメントを保有していれば、
２ヘクスのライン隊形ができる。
ライン隊形の騎兵はランスボーナスが２倍になる。
２ヘクスのラインに展開した騎兵がインクリメント
平地でのコラム隊形のスタック制限は、１個連隊また

損害で４インクリメントを割り込んだ時には直ちに

は１８インクリメントである。

１ヘクスに縮小する。これは機会射撃の対象にならな

コラム隊形では、一番上のユニットと、１個砲兵ユニ

い。

ットのみが射撃できる。

重騎兵がライン隊形の時は、メレー値は半分になる。

攻撃側のプレモラルチェックには、コラム隊形の全イ
ンクリメントを使用する。

ライン隊形からの射撃

攻撃側のメレー値を決定するには、コラム隊形の全ユ

１ヘクスからは最大４インクリメントまでが射撃で

ニットのメレー値を合算する。

きる。加えて砲兵１ユニットが射撃できる。

コラム隊形の中にランスボーナスを持つ騎兵がいて
も使用できない。

射撃を受けるライン隊形
射撃を受けた場合のライン隊形のメリットを得られ
るのは１ヘクスあたり６インクリメント以下の時だ

６．４ ライン隊形

けで、７インクリメント以上いる場合はコラムとして
射撃を受ける。
ライン状態歩兵と一緒の砲兵
この場合、砲兵は歩兵と同様の正面、側面、後面を持
っているものとする。

移動セグメントをライン隊形で開始するユニットは、

ライン隊形でのメレー

ＭＡから２を減じる。

メレー攻撃する場合は、１ヘクスから４インクリメン

ライン隊形は平地でのみ。

トまで攻撃可能である。

ライン隊形のスタック制限は、１個連隊または１８イ

防御する場合は、ヘクス内の全インクリメントが参加

ンクリメントである。

可能である。

（歩兵？）ユニットが５インクリメントを保有してい

２ヘクスに展開している場合は、各へクスは１／２の

れば、２ヘクスのライン隊形ができる。２ヘクスのラ

メレー値を保有する。

イン隊形が移動する場合は、消費コストの高い方のヘ
クスを使用する。
ライン隊形の歩兵
歩兵が２ヘクスのライン隊形に展開する時は通常の
隊形変更に加え１ＭＰを消費する。２ヘクスのライン
に展開した歩兵がインクリメント損害で５インクリ
メントを割り込んだ時には直ちに１ヘクスに縮小す

６．５ スクエア隊形
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スクエア隊形は平地でのみ可能で少なくとも３イン

／潰走状態でない限り、ジェネラル隊形に自動的に変

クリメントが必要である。

換する。ジェネラル隊形でのスタッキング制限は、ス

スクエア隊形のスタック制限は、１個連隊または１８

タッキング表に示されている。

インクリメントである。

ジェネラル隊形では、スタックの一番上のユニットだ

スクエア隊形は全６方向を正面とするが、ＺＯＩを一

けが射撃できる。

切展開しない。

攻撃側のプレモラルチェックには、ジェネラル隊形の

スクエア隊形は、移動時に隊形変更コストを支払って

全インクリメントを使用する。

展開する他に、敵の騎兵突撃フェイズに展開できるが

メレー値を決定するには、ジェネラル隊形の全ユニッ

成功判定を必要とする。

トのメレー値を合算する。

スクエア隊形をメレー攻撃する歩兵は、プレメレーモ

歩兵は、印刷された火力値、メレー値を使用する。

ラルチェックに＋６修整を受ける。

ジェネラル隊形の騎兵は、１／３のメレー値を使用す
る。

スクエア隊形からの射撃

ジェネラル隊形では、防御時にはプレメレーモラルチ

３辺（連続していなくて良い）に向かって射撃可能で

ェックをする必要はない。

ある。スクエア隊形の火力値は１／３（切上げ）×射

ジェネラル隊形を要求する地形を出る時に、直ちに隊

撃効果表の倍数である。

形変換コストを支払っていずれかの隊形に変更する

敵騎兵が同一へクスに進入してきた場合の火力値は、

こと。

印刷された火力値×射撃効果表の倍数である。
スクエア隊形の歩兵は、メレー攻撃できない。

６．７ スカーミッシュ隊形

スクエア隊形への攻撃
スクエア隊形をメレー攻撃する歩兵は、メレー値が１．
５倍になる。
スクエア隊形の敵を攻撃する騎兵は、同一へクスへと
突撃せねばならず、先に敵の機会射撃、続いて防御射
撃を受けなければならない。騎兵のメレー値は１／３

スピーシフィック面の射程が２である歩兵ユニット

となり、ランスボーナスは適用されない。

は、スカーミッシュ隊形に展開できる。
展開可能なユニットは、他の友軍砲兵、歩兵と一緒の

スクエア隊形の移動

ヘクスでスカーミッシュ隊形に展開できる。しかし、

スクエア隊形は、最初に実施するのが隊形変更でない

移動フェイズ終了時に非スカーミッシュ隊形のユニ

限り、ＭＡ１しか保有していない。隊形変更した場合

ットとはスタックできない。

は、隊形変更コストを差し引いた通常のＭＡを使用で

スカーミッシュ隊形になると、スピーシフィック面に

きる。

裏返すことで示す。
３インクリメント以下なら１ヘクスに展開し、４～６

６．６ ジェネラル隊形

インクリメントなら２ヘクスに展開する。両へクスに
均等にインクリメント配分し、端数は右側に配分する。
インクリメント損害の結果、２ヘクス展開に不足した
なら、直ちに１ヘクスに縮小する。
１ヘクスからは３インクリメントまでが射撃できる。
スカーミッシュ隊形では２ヘクス目へ射撃できるが、

村、町、森に進入する全ユニットは、ディスオーダー

火力値は１／２になる。
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２ヘクス展開のユニットは、それぞれ異なる目標を射

ライン隊形の歩兵と一緒の時は、砲兵もライン隊形と

撃できる。

見なし、同じ向きを共有する。

機会射撃、防御射撃では、隣接へクスしか射撃できな

展開状態の砲兵が単独でいる場合の損害は、射撃結果

いことに注意。

の数値は１／２（切捨て）にしてインクリメント損害

スカーミッシュ隊形のユニットは、騎兵突撃の目標と

として被る。

宣言された時に、以下のいずれかと隣接している場合

展開状態の砲兵が歩兵といる場合は、歩兵が奇数番目

のみ騎兵前退却（これはメレー前退却とは別の規定）

の損害を、砲兵が偶数番目の損害を被る。

できる。
グッドオーダーの歩兵／騎兵

６．９ 道路行軍隊形

森、森林
村、町
上述のタイプの隣接へクスへと、防御射撃することも
プレメレーモラルチェックすることもなく退却する。
そして、そのヘクスの友軍があれば、その底に配置し、
対象へクスの隊形に変換したことになる。
スカーミッシュ隊形のユニットは、突撃に対して踏み
止まったり、スクエア展開できない。上記の退却をす

道路に沿って進入するヘクスについて、１／２ＭＰし

るか、潰走するしかない。

か支払わない。他の地形については通常のコストを支

スカーミッシュ隊形ではメレー値は１／２になり、２

払う。

ヘクス展開している場合は結果として１／４になる。

歩兵連隊は道路行軍するためには、構成大隊に分解し

スカーミッシュ隊形のユニットは、いかなる隊形のユ

なければならない。

ニットをも通過でき、また通過され得る。ディスオー

牽引状態の砲兵は、自動的に道路行軍隊形である。

ダー、潰走状態のユニットに進入されてもモラルチェ

１ヘクス当り４インクリメントまでが道路行軍隊形

ックする必要もない。

のスタック制限である。

スカーミッシュ隊形のユニットが騎兵とスタックし

４インクリメント以下のユニットは、ユニット上に道

て移動終了する場合だけは、スカーミッシュ隊形のユ

路行軍マーカーを置いて示す。

ニットが混乱し、オーバースタックの規定と同様に１

４インクリメントを越えたら、ユニットの背後に道路

ヘクス移動する。

行軍マーカーを置いて２ヘクス展開で示す。
８インクリメントを越えたら、間に１ヘクス置いて道

６．８ 砲兵

路行軍マーカーを置いて、３ヘクス展開で示す。
道路行軍隊形では、１／４のメレー値を持ち、射撃は
できない。また、プレメレーモラルチェックには、－
１２修整を受ける。
道路と連続した村や町へクスに道路行軍隊形で進入
できるが、コストは通常通りに支払う。
６．１０ ＺＯＩ

展開状態にするには、スピーシフィック面に裏返す。

ＺＯＩは正面に向かって広がる。

牽引状態にするには、１ｄ６して砲兵牽引表をチェッ

敵ユニットのＺＯＩに入ると、ＺＯＩに侵入したと言

クする。砲兵ボーナスを持つリーダーがいれば＋１で

う。

きる。

スクエア隊形にはＺＯＩがないことに注意。

7
味方ユニットのＺＯＩにいる敵ユニットに対しては、

見ようとする時には、その対象へクスの直前へクスが

防御射撃できる。

妨害地形であってはならない（死角へクスの存在）
。

歩兵と徒歩砲兵は、敵ＺＯＩに侵入したら停止しなけ
ればならない。この時、砲兵は牽引状態から展開する

８．シークエンスオブプレイ

ことはできる。しかし、これは機会射撃を誘発する。

フランスセグメント

歩兵と徒歩砲兵は、自身の移動フェイズ開始時にのみ

コマンドフェイズ

敵ＺＯＩから離脱できる。しかし、これは機会射撃を

騎兵突撃フェイズ

誘発する。

移動フェイズ

騎兵と騎馬砲兵は、リアクション突撃ＺＯＩに侵入し

連合軍防御射撃フェイズ

たら停止しなければならない。歩兵や砲兵のＺＯＩで

攻勢射撃フェイズ

あれば、移動を継続できる。しかし、機会射撃の対象

メレー攻撃フェイズ

にはなる。

回復フェイズ

敵ＺＯＩ内で移動力を消費すると、必ず敵の機会射撃

連合軍セグメント

の対象になる。これには、方向変更や隊形変換も含ま

コマンドフェイズ

れる。

騎兵突撃フェイズ

ユニットがメレー結果により敵ＺＯＩから離脱する

移動フェイズ

時には必ずヘクスごとに１インクリメント損害を被

フランス防御射撃フェイズ

る。

攻勢射撃フェイズ

グッドオーダーで、非消耗状態の騎兵ユニットは、２

メレー攻撃フェイズ

ヘクスまで機会突撃ＺＯＩを展開している。

回復フェイズ

歩兵、牽引砲兵が、強制的に敵騎兵の機会突撃ＺＯＩ

ターン進行

を通って退却する時は、潰走状態になる。こうした退
却や潰走は機会射撃の対象にはならない。

９． コマンドフェイズ
このフェイズに両プレイヤーは、判断間違いについて

７．ＬＯＳ

決定し、増援の準備をする。

ユニットのＬＯＳは正面に対してしか引けない。
ＬＯＳはヘクスのセンターから目標へクスのセンタ

９．１ 判断間違い

ーへと引く。

各陣営は味方の移動に制限時間を設定されている。

ＬＯＳが以下の妨害地形と交差している場合には、Ｌ

フランス軍：１０分

ＯＳは妨害される。

連合軍：５分、ただし追加の師団／旅団が活性化し

村、町、森
潰走状態でないユニット（リーダーは含まない）
もしＬＯＳがヘクスサイドに沿っている場合には、そ

たら１０分に拡大する
一旦、時間が切れたら、いかなるユニットも移動でき
ない。

の両側のヘクスの一方でも妨害へクスならＬＯＳは
妨害される。

９．２ フォーメーション（原文はコマンドだが間違
いと思われる）モラルレベル

高度

フランス軍：

スロープへクスサイドを通過しても妨害されない。

インペリアルガード歩兵師団

ＬＯＳがアップスロープを通過したなら、次にダウン

Ⅵ軍団

スロープを通過する時点で妨害される。

７師団

スロープの上にいるユニットが低い地形のヘクスを

連合軍
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プロシア軍全体、ロシア軍全体を一つのフォーメー
ションとする

騎兵突撃は、平地へクスへしか実施できず、小川とス
ロープヘクスサイドしか越えられない。
騎兵突撃は、スクエア隊形の敵ユニットを通過できる。

上記の各フォーメーションについて、所属の歩兵大隊

ただし、スクエア隊形に隣接した各へクスとスクエア

についてフォーメーションモラルを議論する。

隊形ユニット自体のヘクスにおいて、機会射撃を受け

各フォーメーションはレベル０から３までのモラル

る。スクエア隊形のユニット自体がターゲットである

を持つ。

場合以外は、スクエア隊形のユニットのヘクスで移動

各陣営は、それぞれのフォーメーションのモラルを記

を終了できない。

録する欄を持っている。開始時には全てのモラルレベ
ルは０である。

１０．２ 突撃プロセス

レベルの修整は、各正時ターンのコマンドフェイズに

突撃フェイズに、プレイヤーは突撃する全騎兵ユニッ

実施する。

トを指定しなければならない。

フォーメーション内の無力化した歩兵大隊数を数え

突撃する騎兵を一つずつ選び、そのユニット（スタッ

る。大隊は、全滅するか潰走状態の時に無力化したと

ク）を、ターゲットに隣接して移動終了するかスクエ

見なす。

ア隊形のターゲットのヘクスに進入するかリコール

フォーメーションモラル表を見て、無力化した大隊数

されるか移動力を使いつくすまで、１ヘクスずつ移動

をフォーメーションのコラムの中で探し、該当する列

する。

の左端で現在のモラルレベルを判定して必要なら表

突撃する騎兵ユニットがターゲットから２ヘクス以

示を修整する。また、右側の数字は、そのフォーメー

内かつＬＯＳ内に入った時点で、攻撃側プレイヤーは

ションのユニットのモラルチェックに適用されるＤ

ターゲットを宣言しなければならない。相手がターゲ

ＲＭである。

ットでないなら、そのまま移動を継続する。

１０．騎兵突撃

突撃する騎兵はメレー値が２倍になる。そのためには、

騎兵ユニットは、騎兵突撃フェイズに突撃するか、移

最後の３ヘクスは直進しなければならない。

動フェイズに移動するかの一方しか実施できない。

そうでない場合でもメレーは実施できるが、メレー値

グッドオーダーのフレッシュ状態の騎兵のみが突撃

のボーナスは得られない。

できる。
相手のプレイヤーターンには、潰走状態でなくフレッ

歩兵は、騎兵突撃に対して２つの選択肢がある。重要

シュ／疲労状態の騎兵が、機会突撃またはリアクショ

なこととして、歩兵は反応するチャンスは敵突撃フェ

ン突撃できる。

イズを通して１回しかない。

騎兵は連隊単位でも、スタックでも突撃できる。
スタックで突撃するためには、その騎兵と同じ国籍の

１：現在の隊形で踏み止まる：

騎兵ボーナスを持つリーダーがスタックしていなけ

騎兵が隣接へクスで移動を終了する時点まで進め、そ

ればならない。このスタックは突撃を通じてスタック

の段階で各ユニットについてモラルチェックを行う。

していなければならない。

歩兵が成功した場合には、騎兵の突撃はその時点で終

突撃する騎兵は、正面にしか移動できない。１ヘクス

了し、メレー義務が発生したことを示すマーカーを攻

進入するごとにＭＰなしに６０度の方向転換は実施

防両者に跨って置く。この場合は、歩兵側は既にプレ

できる。２ヘクスのライン隊形に展開している場合は、 メレーモラルチェックを通過したと見なされる。
１ヘクスを軸にピボットして方向転換する。

歩兵が失敗した場合には、歩兵はディスオーダー状態

騎兵突撃では、最初の進入ヘクスに限り１回だけ隊形

となり、その上で同様にメレー義務が発生したことを

変更できるが、これには通常の２倍の６ＭＰが掛かる。

示すマーカーを配置する。

9
いずれの場合も、続くメレーフェイズに状態が維持さ

突撃移動で全移動力を消費しても接敵できなかった

れていればメレーを解決しなければならない。

場合、騎兵は最後のヘクスで潰走状態に陥る。

歩兵が失敗した場合で、既にディスオーダーか潰走状

騎兵は騎兵に突撃できる。突撃された騎兵は、歩兵と

態だったなら、失敗した時点で１ｄ６ヘクス分潰走し

違って踏み止まるためのチェックをする必要がない。

同数のインクリメント損害を被ることになり、もしス

相手が騎兵でも、直線３ヘクスの条件を満たせば（リ

タックしている砲兵がいたなら除去される。

アクション突撃されないとして）メレー値は２倍にな
る。

２：スクエア隊形を組む：
グッドオーダー状態でコラムかライン隊形の歩兵の

１０．３ リアクション突撃

みが試みられる。

グッドオーダー状態で、消耗していない非フェイズ側

突撃してくる敵騎兵がＬＯＳ内で４ＭＰ以内に入っ

の騎兵は、拡張ＺＯＩを展開している。これをリアク

た時点で宣言して試みる。

ション突撃ＺＯＩと呼ぶ。

試みるのがスタックである場合は、トップユニットで

軽騎兵は、４ヘクスのリアクション突撃ＺＯＩを展開

成否を判定する。

している。

２ｄ６して、自軍のスクエア実現表を参照して、列挙

重騎兵は、３ヘクスのリアクション突撃ＺＯＩを展開

されている適用ＤＲＭを実施する。

している。

表の左で現在の隊形を選択し、敵騎兵との距離を選択

敵突撃フェイズ中に、各騎兵ユニットは１回だけリア

する。その右側を見て、修正した結果が該当する範囲

クション突撃を試みられる。リアクション突撃は、リ

を見付け、そのコラムのヘッダーで結果を求める。ス

アクション突撃ＺＯＩ内、かつＬＯＳ内に対してしか

クエアであれば、スクエア隊形へ変換成功、ディスオ

実施できない。

ーダーの場合は３ＭＰか１ヘクスの遠い方まで退却

敵騎兵が範囲に進入した時点で、リアクション突撃を

し、潰走の場合は前項に従って１ｄ６分の潰走と損害

試みることを宣言できる。次に各騎兵ユニットについ

を被る。

てモラルチェックを行う。リアクションする騎兵ユニ
ットは、パスしたら１ヘクス前進する。失敗したら、

上記のスクエア隊形変換が成功した場合、突撃騎兵は

その場に留まるしかない。

リコールを試みなければならない。失敗した場合は、

リアクション騎兵は、軽騎兵なら４ヘクスまで、重騎

突撃を継続する。

兵なら３ヘクスまで移動できる。隊形変更はできない。

上記の退却や潰走の結果、ターゲットがいなくなった

リアクション騎兵が１ヘクス前進すると、以後、もと

場合、突撃している騎兵は別の敵ユニットに隣接した

もとの突撃騎兵とリアクション騎兵は１ヘクスずつ

時点で目標を変更できる。この場合、新たな目標は、

交互に前進する。これは、両者が接敵するか、もとも

自動的に選択肢１を取らねばならない。

との突撃騎兵がリアクション騎兵を回避（リアクショ
ン騎兵が移動可能距離を使い切っても接敵できない）

騎兵のリコール：

するまで継続する。回避できた場合は、もともとの突

突撃する騎兵は、突撃移動中に１回だけ停止を試みら

撃騎兵の突撃移動を継続する。接敵した場合は、両者

れる。自発的な停止は、突撃移動の２ヘクス目に進入

を跨るように強制メレーのマーカー表示をしておく。

して以降に試みられる。
突撃プレイヤーは、リコール表にて１ｄ６して判定す

１０．４ 機会突撃

る。騎兵ボーナスを持つリーダーがいる場合は＋１修

敵ユニットが、グッドオーダー状態で、消耗していな

整する。成功したら、その場で停止できる。失敗した

い非フェイズ側騎兵の２ヘクス以内かつＬＯＳ内に

ら突撃を完了しなければならない。

進入してきたら、いつでも機会突撃を実施できる。
騎兵ユニットはモラルチェックを行い、失敗したらそ
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の場に留まるが、別の敵ユニットが機会突撃の条件を

砲兵も一緒に踏み止まる。

満たしたら再度試みることができる。
パスしたら騎兵ユニットを１ヘクス前進させ接敵さ

いかなる場合にせよ、突撃されている最中に展開状態

せる。敵ユニットは、現在の隊形で踏み止まる試みを

の砲兵がディスオーダー、潰走状態になったなら、砲

しなければならないが、スカーミッシュ隊形の場合の

兵は全滅する。

み撤退しなければならない（スカーミッシュ隊形を参

歩兵と一緒にメレーになった場合は、砲兵は歩兵と運

照）。この場合、騎兵はその場に停止する。歩兵と砲

命を共にする。

兵は、スクエア隊形を組む試みはできない。砲兵は展
開もできない。

１１． 移動

機会突撃した場合でも、もともとのフェイズプレイヤ

ジェネラル隊形、コラム隊形、１ヘクスのライン隊形、

ーのユニットがメレーの攻撃側であることに注意。

スカーミッシュ隊形のユニットは、任意の隣接へクス

機会突撃によって、騎兵が疲労や消耗することはない。

に進入できる。
ライン隊形のユニットは、最初に隊形変換するのでな

１０．５ 騎兵突撃と砲兵

い限りはＭＡが２減少する。
直前の敵プレイヤーフェイズに、メレー前退却を実施

砲兵単独の場合

したユニットは移動できない。移動フェイズ終了時点
でマーカーを取り除く。展開状態の砲兵で、平地にお

牽引状態：

り、隣接する平地へクスに移動する場合のみ１ヘクス

突撃の目標と宣言されたり、接敵されたなら自動的に

だけ移動できる。

潰走する。もし自身のヘクスに突撃されてしまったら
全滅する。

１１．２ 強行軍
プレイヤーは、コマンドモラルレベルがゼロの師団ま

展開状態

たは旅団単位で、所属の全グッドオーダー状態ユニッ

突撃の目標と宣言されたら、モラルチェックを行い成

トを強行軍できる。

功したら騎兵の接敵に踏み止まり強制メレーのマー
カー表示をしておく。失敗したら砲兵は全滅し、騎兵

手順：

は突撃移動を継続する。

師団／旅団を選択する。
騎兵と騎馬砲兵以外の所属ユニットは２倍のＭＡで

砲兵が歩兵と一緒にいる場合

移動させる。
全ユニットについてモラルチェックを実施する。この

牽引状態：

時、－６修整と、リーダーのモラル修整だけを適用す

砲兵ユニットは、歩兵ユニットの行動に準ずる。スク

る。失敗したユニットは、ディスラプト状態（原文の

エア隊形を組んだとしても、それにより砲兵が展開状

まま）になる。

態に移行することはない。

強行軍できるのは、コラム隊形か道路行軍隊形のユニ
ットだけである。また、敵ＺＯＩに侵入できない。隊

展開状態：

形変更もできない。攻勢射撃もメレー攻撃もできない。

歩兵ユニットがスクエア隊形を組んだ場合は、砲兵も

もし機会突撃を受けたら、プレメレーモラルチェック

スクエア隊形を一緒に組む。スクエア隊形を組む試み

に－１２修整を適用する。

の他の結果の場合は、砲兵は全滅する。

連続したターン強行軍できるが、－６修整は都度累積

歩兵ユニットが踏み止まる場合は、歩兵が踏み止まる

していく。

のに成功（つまりモラルチェックに成功）した場合は
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１２． 射撃戦闘

きる。同一ヘクス内に進入してきた敵騎兵を射撃する

各へクスは、特定の射撃フェイズ中に１回しか射撃の

場合、火力値は２倍になり、さらに散弾射撃と見なす。

対象にならない。

コラム隊形の兵とスタックしている場合は、スタック

火力値を持つユニットは、攻勢射撃フェイズに射程内

の一番上のユニットのみが射撃できる。

に射撃を実施できる。

隣接するヘクスにいる砲兵は、砲兵ボーナスを持つ同

スカーミッシュ隊形以外の歩兵は、射程１ヘクス。

国籍のリーダーが存在する時だけ共同して同一へク

修整の結果１１以下になったダイスは１１、６６以上

スを射撃できる。

になったダイスは６６である。

ただし、隣接へクスを射撃する場合は上記の制限なく、

コラム隊形では、トップユニットしか射撃できない。

いつでも共同射撃できる。

１ヘクス展開のユニットの火力は、１ヘクスに対して
しか射撃できない。

砲兵の射程
ショート：１－２ヘクス 上段左の火力を使用

１２．２ 火力防御値

ミディアム：３－５ヘクス 中断左の火力を使用

火力防御値は、防御ユニットの現在の隊形とヘクスの

ロング：６ヘクス以上 下段左の火力を使用

地形によって決まり、火力防御地表を参照すること。
コラム隊形の砲兵は、二つの値を持つが左が牽引状態、 １２．４．１０ 散弾射撃
右が展開状態である。

少なくとも１個の砲兵が隣接（または同一）ヘクスか

歩兵と砲兵がスタックしている場合は、火力防御値は

ら射撃する時には散弾射撃として１コラム右シフト

歩兵単体の場合－２である。

する。

１２．３ 特別なルール

１２．５ 手順

目標へクスの９インクリメントを越える１インクリ

射撃するユニットと、目標を宣言する。

メントごとに＋１修整。

歩兵ユニット射撃表を参照（歩兵ユニットのタイプ種

ライン隊形でヘクス当り７インクリメントを越えて

別は付録３参照）して火力値を決定する。ＮＡであれ

いる場合は、コラム隊形として防御値を求める。

ば射撃できない。Ｐであれば印刷された火力で射撃す

スクエア隊形の火力防御値は、４である。

る。×＃であればインクリメント数に＃を乗じて火力

側面から射撃されるライン隊形の火力防御値は、５で

値を算出する。

ある。

各火力値を特別射撃修整表の修整を加えて合算する。
目標へクスの火力防御値を決定する。

１２．４ 砲兵射撃ルール

火力値と火力防御値から戦闘比を決定し、端数は切捨

砲兵はもっとも近い目標を射撃しなければならない。

てる。

平地の展開状態の砲兵は、スタッキング制限一杯のイ

２ｄ６して、適用するダイス修整を加えて戦闘比と交

ンクリメントが射撃可能である。

差参照する。得られた数字が目標へクスのインクリメ

他の地形では、ヘクス内の一番上の砲兵ユニットのみ

ント損害である。

が射撃可能である。

持主が損害を配分し、４．１に従って必要ならモラル

砲兵と歩兵が一緒にいる場合、ライン隊形の歩兵は４

チェックを行う。

インクリメントまで砲兵と共に射撃可能である。
砲兵がスクエア隊形の一部である場合、１２インクリ

１２．６ 防御射撃

メントまでの歩兵と一緒に射撃できる。スクエア隊形

非フェイズプレイヤーは、敵セグメントに防御射撃で

の歩兵は、３個までの隣接へクスに射撃できるが砲兵

きる。

も同様に火力値の１／３を使って３ヘクスに射撃で

火力値を持ち敵ユニットと隣接しているユニットが
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射撃できる。

敵スカーミッシュ隊形または歩兵に攻撃されたスカ

防御射撃が攻勢射撃と異なるのは、隣接へクスにのみ

ーミッシュ隊形のユニット。

しか射撃できないことだけである。

攻撃してくるユニットよりＭＡが２以上大きい騎兵、
牽引状態の騎馬砲兵。

１２．７ 機会射撃

歩兵に攻撃される騎兵は、疲労状態や消耗状態でも退

敵ユニットがその移動中に、味方の正面へクスから退

却できる。

出、移動力消費すると、機会射撃できる。
各ユニットは、条件が満たされる都度、何回でも射撃

ユニットは、敵ＺＯＩや敵騎兵の機会突撃範囲を通ら

できる。

ない退却路がないと退却できない。

隊形変更するユニットは目標は元の隊形で射撃を受

退却するユニットは、印刷されたＭＡの１／２まで退

ける。

却できるが、敵ユニットに接近できない。
２ヘクス以上退却した場合には、ユニットに使用して

１３． メレー戦闘

いないインクリメントマーカーを載せておく。これは

メレー戦闘は、フェイズ側のプレイヤーの選択する順

次の自軍移動フェイズに移動できないことを示す。

番で１つずつ解決する。
メレー攻撃は正面に向かってしかできない。

攻撃側は、常に空いたヘクスに前進でき、その時には

メレー攻撃は、マストアタックではない。

ユニットの向きは維持し、さらに望むならもう一回メ
レー攻撃できる。ただし、相手のユニットが既にこの

手順：

フェイズにメレー攻撃を受けている場合はできない。

フェイズプレイヤーは、どのユニットがどのヘクスを

なお、この場合の新たな防御側ユニットは防御射撃で

攻撃するか宣言する。

きないし、隊形変更もできないのだが、メレー前退却

防御側は、メレー前退却するかを決定する。

だけはできる。

もし両者が接敵した状態を維持していたら、防御側は
プレメレーモラルチェックを実施する。メレー強制さ

メレー前退却は機会射撃を誘発しない。

れる状態がマーカーで表示されている場合は、既にプ
レメレーモラルチェックが済んでいるので必要ない。

１３．４ 特定の条件
攻勢射撃フェイズに射撃した場合は、その相手にしか

プレメレー戦力モラル修整

メレー攻撃できない。

防御側のインクリメント数と、攻撃側のインクリメン

敵の側面へメレー攻撃した場合は、メレー値は２倍に

ト数を合計し、戦力比にする。これをプレメレー戦力

なる。敵の後方へメレー攻撃した場合は、メレー値は

モラル修整表を参照して、攻防両者のダイス修整を決

１．５倍になる。

定する。

重騎兵と軽騎兵が抗戦する時は、重騎兵のメレー値は
２倍になる。

少なくとも一つの防御側ユニットがチェックをパス

突撃していない騎兵も接敵していれば、通常のメレー

したら、今度は攻撃側ユニットがプレメレーモラルチ

を実施できる。

ェックする。

グッドオーダー状態かつライン隊形のランサーは、ラ

両者のモラルチェック終了後も接敵状態が継続して

ンサーボーナスを２倍にしてメレー値に加える。

いたら、メレーを解決する。
１３．５ 解決
１３．３ メレー前退却

攻撃側の全メレー値を合算する。

以下のユニットが退却できる。

防御側の全メレー値を合算する。
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両者を比較して比率にする（端数は防御側有利に処

してヘクス内にユニットがいなくなったら、他のリー

理）
。

ダーは同じグループに属する敵ＺＯＩにいない一番

２ｄ６してリーダー修整を加え、戦闘比と交差参照し

近いユニットの上に移る。

て結果を適用する。

ただし、リーダー、ユニットのいずれかが完全に敵に
包囲されているなら、リーダーは捕虜となり除去され

１３．６ 特殊なメレー結果

る。

スクエア隊形がＤＤを受けた時は、まずモラルチェッ

関連して、ユニットとスタックしていないリーダーは

クする。失敗したら、ディスオーダー状態となり敵Ｚ

敵騎兵ユニットに進入された時点で捕虜となり除去

ＯＩである退却する最初のヘクスにつき２インクリ

される。

メント損害、以降のヘクスにつき１インクリメント損
害を被る。

１５． 回復フェイズ

メレー攻撃して効果なしの結果となった騎兵は、バウ

第一に両プレイヤーは同時に騎兵ユニットの状態を

ンスしたことになる。直ちに３ヘクス退却して、そこ

回復する。

でモラルチェックする。

第二に突撃関係のマーカーは除去する。
最後にフェイズプレイヤーは回復のためのモラルチ

１３．７ 戦闘後前進

ェックを実施する。

防御側へクスが空いた時には、全攻撃ユニットはスタ
ック制限の範囲で前進できる。この場合に、前進した

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ユニットは、全て同一の隊形と方向を共有する。
１６． ヴォーシャン特別ルール
１４． リーダーの負傷

１６．１ フランス第Ⅵ軍団

射撃攻撃の修正前ダイスが６５、６６であったら、目

この軍団の第３、第８師団は、二種類のユニットがあ

標へクスのリーダーの一人がリーダー負傷チェック

る。Ｈはヒストリカルシナリオで、Ａは仮想シナリオ

を行う。

で使用する。両方のシナリオで共通に使用するユニッ

メレー攻撃の修正前ダイスが６４、６５、６６であっ

トには、Ｂが付与されている。

たら、防御側のリーダーの一人がリーダー負傷チェッ
クをしなければならない。

１６．２ 奇襲

メレー攻撃の修正前ダイスが１１、１２であったら、

９：００ターン

攻撃側のリーダーの一人がリーダー負傷チェックを

プロシア第１１、Ｈａｃｋｅ旅団は、モラルチェック

しなければならない。

に－９修整を受ける。

防御側のリーダーはランダムに選択するが、まず防御
修整を使用したリーダーが１ｄｆ６して１－３なら

９：２０ターン

彼がチェックする。そうでない場合は、別の任意のリ

同旅団は、－６修整を受ける。

ーダーをランダムに選ぶ。
（攻撃側のリーダーは？）

９：４０ターン
同旅団は－３修整を受ける。

１４．２ 手順
１ｄ６してリーダー負傷表を参照する。

１６．３ 地面状態

もし負傷、死亡したなら、ヘクス内のユニットはモラ

両プレイヤーとも、なんらかのユニットを移動する時

ルチェックする。この時に死亡したリーダーにモラル

は師団、旅団単位で地面効果表にて１ｄｒして判定。

修整があれば、マイナスとして適用する。その結果と

非師団／旅団所属ユニットは、任意の師団／旅団に付
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属するものとして指定できるし、単独でチェックする

連合軍の友軍盤端は、全て東端である。

こともできる。
負の値が得られたら、それはＭＡから減じなければな

プロシアの Shutzen 大隊がスカーミッシュ隊形の時

らない。

に２ヘクス目を射撃しても火力値は半分にならず、な

道路行軍隊形で、道路、村、町へクスだけを移動する

おかつ歩兵射撃地表にある倍数を適用する。このユニ

場合は地面状態の悪影響を受けない。

ットは３ヘクス目を射撃できる。

９：００ターンに進入するフランス軍には、本ルール
を適用しない。

１６．６ 連合軍の撤退 （選択ルール）

潰走する場合も、本チェックは実施し、結果として潰

（省略）

走距離に影響を受けることがある。ただし、スクエア
隊形を形成するのに失敗した場合の潰走には、本ルー

１６．７ 親衛隊砲兵 （選択ルール）

ルは適用しない。

（省略）

強行軍するユニットに対しては、本ルールで生じた影
響は２倍にして適用する。

１６．８ 増援

騎兵突撃を実施する場合にも本ルールは適用する。

自軍の移動フェイズ中に盤内に進入する。
進入ヘクスが敵ユニット、ＺＯＩで占拠されている場

アップスロープ、小川を越えてのメレー攻撃は左に１

合は、１ターン遅延させた上で５ヘクス以内の範囲に

コラムシフトする。

進入する。これも占拠されている場合は、以下同様に
１ターンずつ遅延させて５ヘクスずつ範囲を拡張す

１６．３．９ 選択ルール

る。

（省略）

道路でないヘクスに進入する場合の隊形は任意であ
る。

１６．４ 連合軍フォーメーション活性化

道路へ進入する場合は、道路行軍隊形のコラムである。

本ルールは、シナリオ１８．２でのみ使用する。

進入した時点から、スタック制限の適用を受けるし、

東マップのヴォーシャン付近でゲームを開始する連

機会射撃の対象にもなる。

合軍は、活性化するまで移動できない。
ゲーム中で最初の砲声（砲兵の射撃）で、連合軍は連

１７． プレミアルールとの差異

合軍活性化表で１回の判定を実施し、活性化するフォ

（省略）

ーメーションを判定する。
毎ターン、連合軍は１個軍団、旅団を活性化できる。
ブリュッヒャーとスタッフと第Ⅱ軍団砲兵は、プロシ
ア大１０旅団と一緒に活性化する。
プロシア予備砲兵は、プロシア第１２旅団と一緒に活
性化する。
１６．５ 連合軍の制限
プロシアとロシアのユニットは、スタックした状態で
移動を終了できない。退却によってスタックしてしま
った場合は、全ユニットにつき－１２修整でモラルチ
ェックする。
プロシアとロシアの砲兵は、共同で射撃できない。
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１８．２ ヒストリカルキャンペーン勝利条件
連合軍
自動的勝利：
ナポレオンが死亡、捕虜になる
決定的勝利：
１：００ｐｍに、ヴォーシャンにフランス軍がま
ったくいない。
実質的勝利
１２：００ｐｍに、ヴォーシャンにフランス軍が
まったくいない。
辛勝
１１：００ａｍに、ヴォーシャンにフランス軍が
まったくいない。
フランス軍
自動的勝利
連合軍の両フォーメーションがレベル３で、かつ
ブリュッヒャーが死亡、捕虜になる
決定的勝利
１：００ｐｍにヴォーシャンにもラ・ブーラルデ
リーにもプロシアユニットがいない。
実質的勝利
２：００ｐｍにヴォーシャンにもラ・ブーラルデ
リーにもプロシアユニットがいない。
辛勝
３：４０ｐｍにヴォーシャンにもラ・ブーラルデ
リーにもプロシアユニットがいない。
両軍とも勝利条件を達成できないか、同じ水準の勝利
条件を達成した場合は、引分け。

