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1.0 イントロダクション
このシステムの各々のゲームは、マス
ケット銃の時代(1756-1871)の戦闘を
描写している。プレイヤー達は、史実に
即した状況で対立する軍の指揮を行う。
プレイヤーは、各々のゲームの専用ルー
ルに記載されている勝利条件の達成を
目指す。勝利条件は、通常重要な地形の
占領、また敵ユニットの破壊、もしくは
その両方である。プレイヤーノート経験
を積んだプレイヤーは、戦闘解決と退却
に関する箇所に特に注意してこのルー
ルを読む事。ヘクスは 352 ヤード、日
中ゲームターンは 90 分、ユニットは
300〜4,500 名の兵士、または４から 24
門の大砲を表している。

2.0 コンポーネント
2.1 目録
このゲームは、以下で構成されている：
・ マスケット＆セイバー標準ルール：プ
レイ方法が記載されている。

・ 専用ルール：セットアップと勝利条件
が記載されている；地形効果表(TEC)
と戦闘解決表(CRT)を含む)を含む。
・ 戦場となるマップ(ターン記録トラッ
クも印刷されている)
・ 型抜きされたプレイ用駒シート１枚
これらのパーツに欠品や破損のある
場合、以下の住所に手紙を送る事：
Decision Games
P.O. Box 21598,Bakersfield,CA
93390-1598
下記でゲームをオンライン購入する
事ができる：www.decisiongames.com
プレイヤーは、１つ以上の６面ダイス
を用意する必要が在る(プレイヤー毎に
２個のダイスが理想的である)。

2.2 マップと地形
各々のマップには、その戦場の地形が
描かれているユニットの配置と移動を
管理する為、六角形の格子(ヘクスグリ
ッド)が地形の上に重ねられている：マ
ップ上に存在しているユニットは、常に
１つのヘクスに存在していると見なさ
れる。ユニットの配置とプレイを容易に
するため、各々のヘクスには４桁の固有
の番号が付けられている。
各々のヘクスは、そのヘクスへの進入
(場合によっては退出)、及び戦闘に影響
を与える第１地形を持っている。基本的
な地形は“平地”である。平地以外の様々
な第１地形が混在するヘクスは、平地以
外の地形で完全に構成されていると見
なされる(森に隣接している“平地”ヘク
スサイドが、戦闘に影響を及ぼすことに
注意すること)。各々のヘクスは、１つ
以上の第２地形タイプを含んでいる場
合が在る。この第２地形タイプは第１地
形タイプに対して修正を与える場合が
在り、又ユニット毎に影響を与える場合
が在る。
さらに２つのヘクスの間のヘクスサ
イドに存在する地形が存在する。ヘクス
サイドの地形は、そのヘクスサイドを横
切って行われる移動と戦闘に対しての
み影響を与え、単にそのヘクスサイドに
隣接するヘクスに存在しているユニッ
トに対して影響を及ぼす事は無い。地形
タイプとその影響に関しては、地形効果
表(TEC)に記載されている。

2.3 カウンター
大部分のカウンターは、戦闘ユニット
を表している(2.4)。それ以外のカウン
ターは主要な指揮官、及びゲーム機能の
役割を果たすカウンターである。以下の
ルールセクションは、カウンターの種類
とその用途に関する記述である：
ユニット ID

フォーメーション
ユニットタイプ

軍(背景色)
戦闘係数

士気等級

許容移動力

2.4 戦闘ユニット
歩兵/砲兵/騎兵は戦闘ユニットである。
このルールは歩兵を中心に記述されて
おり、8.0(砲兵)及び 9.0(騎兵)に砲兵と
騎兵に関する特別ルールが記載されて
いる。各々の戦闘ユニットには、以下の
情報が印刷されている：
軍：戦闘ユニットの背景色は、そのユニ
ットが所属する軍を表している(背景
色と所属する軍の関係に関しては専
用ルールに記載されている)。
ユニット ID：史実上の識別(部隊名称)。
このユニットは、シャイローゲームに
含まれている Cleburne(南部連邦の
歩兵)旅団である。
フォーメーション：そのユニットの指令
序列上での位置を表している。フォー
メーションは、ユニットが戦闘におい
て他のユニットと共同して行動を行
う能力に対して影響を与える。フォー
メーションが“0”である場合、そのユ
ニットがどのフォーメーションにも
所属していない独立ユニットである
事を表している。フォーメーションが
“A”である場合、そのユニットが“全
ての”フォーメーションに所属してい
ると見なされる事を表している。
戦闘係数(CF)：戦闘においてそのユニ
ットが敵に損害を負わせる能力を数
値化したものである(攻撃力)。戦闘係
数がゼロの場合も存在する。戦闘係数
が括弧で囲まれている場合、攻撃を行
う際にその戦闘係数は半減される
(1/2 となる)。
士気等級(MR)：ユニットの戦闘に於け
る耐久能力。地形(TEC)、指揮官(10.0)、
混乱(2.8/11.0)、自然現象(14.0)によ

る修正を受ける場合がある。
士気チェック：ダイスロールを行い、そ
の結果がユニットの士気等級(MR)よ
り大きかった場合、そのユニットの士
気チェックは失敗となる。ダイスロー
ル結果が“１”であった場合、そのユニ
ットの士気等級(MR)に関係なく士気
チェックは 成功となり、ダイスロー
ル結果が “６”であった場合、そのユ
ニットの士気等級(MR)に関係なく士
気チェックは成功となる。士気チェッ
クに失敗した場合の影響に関しては、
その士気チェックを行う事を命じた
所定のルールに記載されている。
許容移動力(MA)：ユニットがマップ上
で移動を行う能力(4.3 を参照)。許容
移動力(MA)が数字ではなく“V”と印
刷されている場合、そのユニットの許
容移動力が変化する事を表している
(4.4 を参照)。許容移動力が括弧で囲
まれている場合、そのユニットが散兵
を使用する事ができない事を表して
いる(7.13 を参照)。

ニットが完全な戦力(２ステップ)を持
っていることを表している。赤い帯が印
刷されている裏面は、そのユニットが既
に死傷(7.8 及び 11.2 を参照)を受けて
いる事を表している。通常、裏面の戦闘
係数は表面に比べ低下しているが、低下
する程度はユニット毎に異なっている。
表面に赤い帯が印刷されている歩兵旅
団は、１ステップしか持たないユニット
であり、これらのユニットの裏面には何
も印刷されていない。

2.6 砲兵と騎兵
砲兵と騎兵ユニットは、１ステップし
か持っていない。砲兵と騎兵ユニットの
裏面には、そのユニットが効力を失った
状態(無能力面)が印刷されている(2.9、
7.8 及び 11.3 を参照)。自身の移動フェ
イズ開始時において、プレイヤーは自身
のユニットを無能力状態面が上を向く
様に裏返す事ができる(これは無能力状
態面の方がより早く移動を行う事がで
きる場合に有用である)。

2.7 大隊とスコードロン
歩兵
(全般)

騎兵
(9.0)

歩兵大隊
(2.7)

砲兵
(8.0)

スコードロン
(2.7&9.0)

司令部
(12.1)

輜重隊
(12.2)

混乱
(11.1)

指揮官
(10.0)

ゲームターン
(3.2)

方陣
(9.5)

用語
安 全 な 退 却 線 (SLR) ： Safe Line of
Retreat の略。7.6 を参照。
LOC ヘクス：Line Of Communication
の略。12.3 を参照。
武運(FOW)：Fortunes of war の略。
12.4 を参照。

2.5 ステップ
ほとんどの
歩兵ユニット
１ステップ
には、2 つの戦
力ステップを
持っている。ユニットの表面は、そのユ
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歩兵大隊と騎兵スコードロンは１ス
テップしか持たないユニットであり、そ
の裏面は砲兵や騎兵と同様に無能力面
である。これらのユニットは、戦闘とス
タックに於いて特別な能力を持ってい
る(5.1/7.4/7.5 を参照)。

2.8 混乱
ユニットは、いくつかの理由の 1 つに
よって混乱となる場合がある。混乱ユニ
ットには、混乱マーカーで印を付けるこ
と。混乱ユニットは移動フェイズに於い
て回復を行うことが出来る(11.1 を参
照)。ゲーム中、ユニットが混乱/回復す
る回数に関する制約は存在しない。
混乱ユニットは、以下を除いて通常通
りに機能する：
1) 混乱ユニットが ZOC(6.0)を及ぼす
ことは無い。
2) 混乱ユニットは許容移動力(MA)の
ダイスロールを行わなくてはならな
い(4.4)。
3) 戦闘係数(CF)は、括弧で括られてい
るとして扱われる(攻撃を行う際に半
減される。2.4 及び 7.7)。
4) 混乱ユニットは、戦闘後前進を行う
ことが出来ない(7.12)。
5) 混乱ユニットは、士気等級が２マイ
ナスされる(2.4 の記載通り、士気チェ
ックのダイスロール結果が“１”の場
合は常に成功である)。
6) 混乱ユニットは、退却(7.9)を強いら

れた場合２ヘクスの退却を行わなく
てはならない。

2.9 無能力
無能力が適用されるのは、歩兵大隊、
全ての砲兵ユニット、全ての騎兵ユニッ
ト、及び指揮官だけである。無能力とな
ったユニットは、裏面(無能力面)へと裏
返す事。無能力となったユニットは通常
通り機能するが、その能力は著しく低下
する。移動フェイズに於いて、無能力と
なったユニットの回復を行うことが出
来る(11.3 を参照)。

3.0 プレイ手順
3.1 ゲームの進行
専用ルールのセクション 17.0 の指示
に従って、マップとカウンターのセット
アップを行う。その後、専用ルールのセ
クション 18.0 に記載されている勝利条
件を達成するまで、プレイヤーはゲーム
ターン(3.2)の間交互に自身のユニット
の移動と戦闘を行う。最終ゲームターン
が完了した後、勝利の判定が行われる。

3.2 ゲームターン
ゲームは一連のゲームターンによっ
て進行し、マップ上のゲームターン記録
トラック上のマーカーを移動させる事
によって記録される。各々のターンは５
つのフェイズで構成されている。各々
のフェイズに行う事ができるのは、その
フェイズに明記されている行動だけで
ある。プレイヤーは、対戦者の同意を得
ずに移動を変更したり、忘れていた行動
を実行したりする事はできない。どちら
のプレイヤーが第１プレイヤーである
か、及びそのゲームが何ターン行われる
かに関しては、各々のフォリオの専用ル
ールに記載されている。

第１プレイヤー移動フェイズ：
第１プレイヤーは、移動(4.0)、スタッ
キング(5.0)、支配地域(6.0)、マップへ
の進入(13.1)ルールに従って、自身のユ
ニットを移動させる。資格を持ったユニ
ットは、戦闘による損傷の回復(11.0)や、
マップへの再進入(13.2)を行う事がで
きる。

第１プレイヤー戦闘フェイズ：
第１プレイヤーは、戦闘ルール(7.0 及
び 8.0/9.0/10.0 による修正)の制約に従
って、自身のユニットを使用して敵ユニ
ットに対する攻撃を行う。

第２プレイヤー移動フェイズ：
上記と同様。プレイヤーの役割が入れ
替わる。

第２プレイヤー戦闘フェイズ：
上記と同様。プレイヤーの役割が入れ
替わる。

ゲームターンマーカーフェイズ：
最終ゲームターンが完了した場合、こ
のゲームの勝者の判定を行う(18.0)。
最終ゲームターンでは無い場合、ゲーム
ターンマーカーを進め、この手順の最初
に戻る事。

4.0 移動
4.1 移動フェイズ
自身の移動フェイズにおいて、手番プ
レイヤーは自身のユニットの一部/全て
を移動させる事ができる。非手番プレイ
ヤーのユニットは移動を行う事ができ
ない。移動フェイズの間、戦闘は行われ
ない。ユニットは、いつでもマップ外へ
と移動を行う事ができる：このようなユ
ニットは、安全では無い退却線によって
マップ外へと潰走した(7.10 を参照)と
して扱う事。移動を行う代わりに、ユニ
ットは戦闘による影響からの回復を試
みる事ができる(11.0 を参照)。

4.2 ユニットの移動
ユニットは連続したヘクスの経路に
沿って、１ヘクスずつ移動を行い(ヘク
スを飛び越えて移動する事はできない)、
どの様な方向へも、どの様な方向の組合
せでも使用する事ができる。一旦ユニッ
トが移動を行ったなら、対戦プレイヤー
の同意無しでその移動の変更を行う事
はできない。ユニットが移動を行うこと
のできる距離は、自身の許容移動力(4.3
及び 4.4)、地形(4.5)、自軍ユニット(5.0)
及び敵ユニット(6.0)による制約を受け
る。
所有プレイヤーが望むなら、スタック
したユニット(5.0)を一緒に移動させる
ことが出来る。スタックは同じヘクスで
移動を開始し、移動の間中常にスタック
し続けなくてはならない。スタックした
ユニットの中で最も遅い MA(許容移動
力)を使用し、最も高い地形コストを消
費すること。

4.3 許容移動力(MA)
ユニットに印刷された MA(許容移動
力)は、各々の移動フェイズに使用する

事のできる移動ポイント(MP)数を表し
ている。ユニットがヘクスに進入する際、
そのユニットは各々の地形に設定され
た移動ポイント(4.5 を参照)を消費しな
くてはならない。移動フェイズにおいて、
ユニットは自身の MA を上回る移動ポ
イントを消費して移動を行う事ができ
ない。使用されなかった MP を次のター
ンに持ち越したり、他のユニットに譲渡
したりする事はできない。

4.4 可変的許容移動力
以下に記載された戦闘ユニットは、移
動を開始する際に許容移動力(MA)の判
定を行わなくてはならない(指揮官、HQ、
輜重隊がこの適用を受けることは無い)。
以下の基準に該当するユニットは、六面
体ダイス１つによるダイスロールを行
う(ユニットに印刷された MA が７以上
の場合、２つのダイスを使用する)。ダ
イスロールの結果が、その移動フェイズ
に於ける該当ユニットの許容移動力で
ある。ダイスロールの結果がユニットに
印刷された MA を上回っていた場合、
ユニットに印刷されている MA を使用
する事。このダイスロールを行う必要の
在るユニットは：
・MA が数値では無く“Ｖ”と印刷されて
いるユニット(2.4 参照)。
・混乱したユニット(2.8 及び 11.1 を参
照)。
・オーバースタックヘクスに存在してい
るユニット(5.2 参照)。
・離脱を試みているユニット(6.3 を参
照)。
・武運の対象となっているユニット
(12.4 を参照)。

4.5 移動に対する地形の影響
平地ヘクスサイドを横切って平地ヘ
クスに進入する場合の進入コストは１
MP である。平地以外の地形に進入する
場合、これを上回る MP が必要となる。
様々な地形に対する進入コストに関し
ては、地形効果表(TEC)に記載されてい
る。特定の地形のヘクスサイドを横切る
ユニットは追加の MP を消費する必要
があり、この様なヘクスサイドに関して
は地形効果表に“+1”と記載されている。
この MP は(進入するヘクスの地形によ
る)通常の進入コストに加算される。あ
るヘクスに進入する為に必要な MP が
不足しているユニットは、そのヘクスに
進入する事ができない。

4.6 道路と小道での移動
道路と小道を使用する事ができるの
は、そのユニットが連続した(繋がって

いる)道路/小道に沿って移動を行う場
合だけである。たとえ１つのヘクス、又
は１つのヘクスサイドによる中断であ
っても、道路/小道移動の経路はそこで
終了する。道路/小道を使用しているユ
ニットは、道路/小道移動の経路上の地
形効果を無視し、道路の地形コストであ
る１MP を消費して移動を行う。1 つの
移動フェイズにおいて、道路、小道、及
び道路でも小道でもない移動を組み合
わせる事ができる。
敵支配地域(EZOC:6.0 を参照)へ進入
する際、歩兵と騎兵は道路/小道を使用
する事ができない。この場合、最後に横
切るヘクスサイドから、通常の地形コス
トを消費する。砲兵は、道路/小道移動
を使用して敵支配地域(EZOC)に進入す
る事ができる。

4.7 行軍移動
敵ユニットから離れているユニット
(HQ と輜重隊を除く)は、行軍移動を使
用する事によってより早く移動を行う
事ができる。以下の２つの条件を共に満
たしている場合、そのユニットは行軍移
動を使用する事が出来る：
1）そのユニットとそのユニットの
ZOC がそのフェイズを敵ユニット
の支配地域(ZOC:6.0 参照)で開始せ
ず、移動を行う間も敵支配地域
(ZOC)に進入しない。
2）その移動フェイズに続いて行われ
る戦闘フェイズにおいて戦闘を開
始しない(FOW によって行われる戦
闘は除く)。
行軍移動を行っているユニットは、特定
の地形に進入する事が出来ない(地形効
果表を参照)。行軍移動を行うユニット
は印刷された MA に代えて：
1) 歩兵及び砲兵ユニットは９MP、
2) 騎兵ユニットは 15MP
の許容移動力を獲得する。行軍移動を行
うユニットが許容移動力のダイスロー
ルを行う(4.4)場合：
1) 歩兵と砲兵の場合１つのダイスで
ダイスロールを行い、その結果に
３を加算する。
2) 騎兵の場合２つのダイスでダイス
ロールを行い、その結果に３を加
算する。
行軍移動を行っているユニットが道路
(小道は除く)に沿って移動を行う場合、
1/2MP を消費するだけで良い。道路を
離れた瞬間に端数の MP(1/2MP)が残っ
ていた場合、その端数の MP は即座に失
われる(同じ移動の間に、それ以降また道
路に沿って移動を行うとしても)。道路上
を行軍移動しているユニットが、別の戦
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闘ユニットが占めるヘクスに進入する、
又は退出する場合、1/2MP では無く通常
の１MP を消費しなくてはならない。
行軍移動を行っているユニットは、回
復を行うことが出来る(11.0 を参照)。

5.0 スタッキング
5.1 スタッキングの概略
フェイズ開始時に４つ以上のユニッ
トが存在しているヘクスはオーバース
タックである。１つのヘクスで戦闘に関
与する事のできるユニットの数に関す
る制約が存在する(7.4 と 7.5)。

5.2 オーバースタッキングと
移動
移動フェイズ開始時または戦闘を行
う際、１つのヘクスに４つ以上のユニッ
トが存在している場合、そのヘクスはオ
ーバースタックであると見なされる。歩
兵大隊、騎兵スコードロン、指揮官、及
び司令部(HQ)は、このスタック制限か
ら除外されている。
オーバースタック状態のヘクスで移
動を開始するユニットは、そのユニット
の許容移動力(MA)を決定する為のダ
イススロールを行う。オーバースタック
状態のヘクスに存在する全てのユニッ
トは、このダイスロールを行わなくては
ならない(そのヘクスにスタックしてい
たユニットのいくつかが移動を行う事
で、そのヘクスのオーバースタック状態
が解消したとしても、このダイスロール
を行わなくてはならない)。オーバース
タックヘクスは、いつまでもオーバース
タックであり続ける事ができる。

5.3 戦闘とスタッキング
１つのヘクスにおいて戦闘を実行す
る事ができるのは、１つの砲兵ユニット
と１つの大隊/スコードロンと、それ以
外のもう１つの戦闘ユニット(通常は歩
兵/騎兵旅団であるが、砲兵ユニットや
大隊/スコードロンであっても良い)で
ある。
所有プレイヤーは、スタックしたユニ
ットのどのユニットに戦闘を行わせ、ど
のユニットに戦闘を行わせないかを自
由に選択する事ができる。スタックした
ユニットは、同じ戦闘に関与しなくては
ならない(8.4 の例外を参照)。
スタック制限によって戦闘に関与す
る事のできないユニットは、どの様な形
に於いても戦闘に関与する事ができな
いが、戦闘結果としての退却や潰走の適
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用を受ける(7.8 を参照)。
オーバースタックヘクスで防御/攻撃
を行うユニットの CF(戦闘係数)は半減
する(7.7 を参照)。

6.0 支配地域(ZOC)
6.1 支配地域の概略
ユニットに隣接した６つのヘクスが、
支配地域(ZOC)を構成する。全ての戦闘
ユニットは、常に ZOC を及ぼす(6.4 の
例外を参照)。複数のユニットの ZOC が
重なる事、又は対立するユニットが１つ
のヘクスに対して互いに ZOC を及ぼ
す事に対する追加の効果は存在しな
い；全ての ZOC は互いに独立して存在
している。敵ユニットの ZOC(敵 ZOC)
は移動を妨害(6.2)し、戦闘の必要条件
(7.2)を課し、戦闘後退却(7.6 及び 7.9)
を制限する。自軍ユニットの ZOC は、
自軍ユニットに対して何の影響も及ぼ
さない。

6.2 移動に対する ZOC 効果
敵 ZOC に進入した際、そのユニット
は移動を停止しなくてはならない。敵
ZOC 内のヘクスに存在しているユニッ
トがそのヘクスから退出する事ができ
るのは、通常、戦闘の結果として退出す
る場合だけである(例外：6.3 を参照)。
混乱しているユニットと戦闘係数が
括弧で囲まれているユニットは、指揮官
または混乱していない戦闘係数が括弧
で囲まれてないユニットに伴われてい
ない限り、移動の間に敵 ZOC に進入す
る事ができない。一旦敵 ZOC に進入し
たなら、それらのユニットは通常通りに
機能する(例外に関して 11.1 を参照)。

6.3 離脱
敵 ZOC に存在しているユニットの印
刷された許容移動力が、そのヘクスに
ZOC を及ぼしている全ての敵ユニット
の許容移動力を上回っている場合、移動
の間にその敵 ZOC ヘクスを離脱する事
ができる。敵 ZOC に存在しているユニ
ットの印刷された許容移動力が、そのヘ
クスに ZOC を及ぼしている敵ユニット
の許容移動力以下であるが、その移動フ
ェイズの開始時に他の自軍ユニットと
スタックしていた場合、スタックしてい
る他の自軍ユニットがその敵 ZOC ヘク
スに留まる事で、そのヘクスから離脱す
る事ができる。
この離脱を行うユニットは、自身の許
容移動力を決める為のダイスロールを
行わなくてはならない。ダイスロール結

果が別のヘクスに進入する為に必要な
MA より小さかった場合、そのユニット
は移動を行う事ができない。離脱を行う
ユニットは、離脱を行った移動フェイズ
において別の敵 ZOC に進入する事はで
きない。

6.4 ZOC の制限と効果
混乱ユニット(11.1 を参照)、及び無能
力ユニット(11.3)は、ZOC を及ぼさな
い。ユニットは移動を禁止されたヘクス
に対して、又は移動を禁止されたヘクス
サイドを横切って ZOC を及ぼす事はで
きない。
幾つかの種類の地形は、そのヘクスか
ら/そのヘクスに対する ZOC の展開を
妨げる。幾つかのヘクスサイド地形は、
そのヘクスサイドを横切る ZOC の展開
を妨げる。地形効果表を参照する事。

7.0 戦闘
7.1 戦闘フェイズ
自身の戦闘フェイズにおいて、フェイ
ズプレイヤー(攻撃側)は自身のユニッ
トを使用して、対戦プレイヤー(防御側)
のユニ ットを攻撃する事ができる。通
常、戦闘は隣接した対立するユニットの
間で発生する(例外について 8.4 を参
照)。
このセクションの制約の下で、攻撃プ
レイヤーは望むだけの攻撃を望む順序
で行う事ができる。このセクションは、
主に歩兵による戦闘に関して記載して
いる；砲兵、騎兵、指揮官に関する特別
ルールについて、8.0、9.0、10.0 を参
照する事。

7.2 潜在的戦闘
通常、戦闘フェイズ開始時に攻撃ユニ
ットに対して ZOC を展開している防御
ユニットは、潜在的戦闘を誘発する。攻
撃ユニットに隣接しているが、その攻撃
ユニットに対して ZOC を及ぼしていな
い防御ユニットが潜在的戦闘を誘発す
る事は無いが、このセクションの制約下
において戦闘を行う事が可能であるな
ら、攻撃側は攻撃を行う事ができる。
潜在的戦闘を誘発した防御ユニット
に対する攻撃は、必須では無い。潜在的
戦闘を誘発された攻撃ユニットは、その
潜在的戦闘を誘発したユニットとは別
のユニットに対して攻撃を行う事が可
能であり、また全く攻撃を行わない事も
可能である。しかし戦闘フェイズに攻撃
を受けなかった(この場合砲撃は攻撃と
見なされない；8.4 を参照)潜在的戦闘を

誘発した防御ユニットは、武運(FOW：
12.4)を獲得する。
FOW の実行は、防御ユニットが FOW
を獲得した時点で、その防御ユニットに
対して即座に実行しなくてはならない
(つまり、ある防御ユニットに潜在的戦
闘を誘発された全ての攻撃ユニットが
攻撃を完了し、その防御ユニットが
FOW を獲得する事が明白になった時点
で、その FOW が実行される)。
FOW を使用して、その FOW を獲得
したヘクスに存在する全てのユニット
を移動させる、又はそのヘクスのユニッ
トの 1 つで突撃を行わせる、又はその
ヘクスのユニットの１つに回復を行わ
せる事が出来る。この回復と突撃に関し
ては敵 ZOC を無視する事、更に突撃の
為の１ヘクスの移動も無視する事。

7.3 戦闘手順
各々の戦闘は、以下のステップを使用
して解決を行う：
1) その戦闘に関与するユニットを特定
する(7.4 及び 7.5)。
2) 安全な退却線(SLR：7.6)を設定する
事のできない全ての防御ユニットは、
士気チェックを行う。このチェック
に失敗したユニットは混乱(11.1)と
なり、既に混乱しているユニットが
このチェックに失敗した場合、その
ユニットは潰走(7.10)となる(潰走の
戦闘結果を受けたと見なす事)。
3) プレイヤーが望む場合、戦術の選択
(7.13)を行う。戦術の選択は攻撃側
が先に行う。
4) この攻撃が調整(7.14)されているか
の判定を行う。
5) 戦闘力差(7.7)の算出を行い、戦闘結
果表(CRT)上で該当する列を探す。
6) １つのダイスでダイスロールを行い、
その結果によって上記 5)の列上で
該当する箇所を参照し、戦闘結果を
得る。多くの戦闘結果が士気チェッ
クの為の２度目のダイスロールを要
求するので、戦闘結果を得る為のダ
イスロールを色の異なる 2 つのダイ
スで行い、この１つを士気チェック
のダイスロールに当てる事をお勧め
する。
7) 戦闘結果の適用を行う(7.9〜7.12)。

7.4 防御側
各々の攻撃は、１つの防御ヘクスを目
標にする事ができる。各々のヘクスが攻
撃目標となるのは、戦闘フェイズ毎に１
度だけである(7.13、8.4、12.4 の例外
を参照)。

１つのヘクスで防御を行う事のでき
るユニットの上限は、１つの砲兵ユニッ
トと、１つの大隊/スコードロンと、も
う１つのユニット(歩兵旅団/騎兵旅団/
砲兵/大隊/スコードロンの種類は問わ
ない)、までである。上記を上回る防御
ユニットがそのヘクスにスタックして
いる場合、それらの(上限を超えた)防御
ユニットは戦闘に参加する事はできな
いが、戦闘結果の影響を被る。
防御ヘクスに複数のユニットが含ま
れている(スタックしている)場合、防御
プレイヤーはユニットの１つを第１防
御ユニットとして選択しなくてはなら
ない；このユニットの士気等級がスタッ
ク全体の士気等級となる。他に選択肢の
無い場合を除き、無能力ユニットを第１
防御ユニットに指定する事はできない。
各々の防御ユニットは、退却によって
進入したヘクスにおいて再度攻撃を受
ける可能性がある。

7.5 攻撃側
攻撃ユニットは、通常の移動において
進入する事が可能な隣接したヘクスに
対して攻撃を行う事ができる(8.4 の例
外を参照)。敵 ZOC が攻撃ユニットの攻
撃能力に対して影響を与える事は無い
が、攻撃ユニットが敵 ZOC に存在する
事は潜在的戦闘を誘発する(7.2)。戦闘
係数がゼロのユニットは攻撃を行う事
ができず、括弧で囲まれた戦闘係数は半
減される。
１つのヘクスで攻撃を行う事のでき
るユニットの上限は、１つの砲兵ユニッ
トと、１つの大隊/スコードロンと、も
う１つのユニット(歩兵旅団/騎兵旅団/
砲兵/大隊/スコードロンの種類は問わ
ない)、までである。上記を上回る攻撃
ユニットがそのヘクスにスタックして
いる場合、それらの(上限を超えた)攻撃
ユニットは戦闘に参加する事はできな
いが、戦闘結果の影響を被る。スタック
しているユニットは、別々に攻撃を行う
事はできない(8.4 の例外を参照)。
複数のユニットで攻撃を行っている
場合、攻撃プレイヤーはユニットの１つ
を第１攻撃ユニットとして選択しなく
てはならない。他に選択肢の無い場合を
除き、無能力ユニットや砲兵ユニットを
第１攻撃ユニットに指定する事はでき
ない。
敵の占める１つのヘクスに対し、その
ヘクスに隣接した６つのヘクスに存在
している攻撃可能な複数のユニットと、
砲撃支援(8.8 を参照)を行う事のできる
全ての砲兵によって攻撃を行う事がで
きる。攻撃側は、防御ヘクスを攻撃する
ユニットの組合せを自由に選択する事
ができる。 或るユニットが攻撃を行う
ことが出来るのは、戦闘フェイズ毎に１

度だけである。

7.6 退却線
各々のユニットは、常に以下の退却線
の１つを持っている。
安全な退却線(SLR)：そのユニットと、
活動状態の軍司令部(12.1)、又は活動
状態の輜重隊(12.2)、又は自身の軍の
LOC ヘクス(12.3 及び専用ルールを
参照)のいずれかとを結ぶヘクスの経
路。この経路は、そのユニットが進入
を禁止されている地形、及び敵ユニッ
トによって占められたヘクスと敵
ZOC に進入したり横切ったりする事
は出来ない。この趣旨に関しては、他
の自軍ユニット及び自軍ユニットの
ZOC の存在が、敵 ZOC を無効にする。
危険な退却線：自軍ユニットの存在によ
って打ち消されていない敵 ZOC を通
過する、又はその様な敵 ZOC で終わ
っている点を除いて、上記 SLR と同
じ。
退却線無し：移動を禁止された地形のヘ
クスや敵の占めているヘクスを通過
しない退却線がを設定することが出
来ない場合(上記２つの退却線を設定
できない場合)。

7.7 戦力差の算出
通常、戦闘に関与する各々のユニット
と指揮官に印刷された CF(戦闘係数)が、
戦力差の算出に使用される。特定の状況
下において、CF(戦闘係数)が修正を受け
る場合が存在する。最も一般的な修正は
CF が半減する事であり、それは様々な
理由によって発生する：特定の地形タイ
プ(地形効果表を参照；その効果は累積
する)、混乱(11.1)、括弧で括られた攻撃
CF、調整を受けていない攻撃(7.14)。
ユニットの CF が１回の半減を受ける
場合、戦闘係数を２で割り、端数を切り
上げる。あるユニットが２回以上の半減
を受ける場合、そのユニットの本来の
(印刷された)戦闘係数に関わらず、その
ユニットの戦闘係数は１であると見な
される(本来の戦闘係数が０である場合
は０のままである)。
攻撃を行う全てのユニットと指揮官
の修正された戦闘係数を合計する。この
総数から、防御を行う全てのユニットと
指揮官の戦闘係数をマイナスし、戦力差
を算出する。戦闘結果表上で、この戦力
差に該当する列を参照する事。

7.8 戦闘結果
戦闘結果表の各々の枠には、１つ以上
の戦闘結果が表示されている。すべての
戦闘結果は、次の戦闘を行う前に適用し
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なくてはならない。戦闘結果が括弧で囲
まれている場合、括弧で囲まれた結果が
適用されるのは、その前に記載されてい
る結果が効力を持たなかった場合だけ
である。

(例：戦闘結果が“Dm(Dr)”であった場
合、まず Dm による士気チェックを
行う。士気チェックに成功した場合、
Dm の結果が効力を持たない事にな
るので括弧で囲まれた“(Dr)”の適用
を行う。Dm の士気チェックに失敗
した場合、“Dm”が適用され“(Dr)”
は無視される)。
NE = 効果なし：両軍の全てのユニット
はその場に留まる
Ar 及び Dr = 攻撃側退却/防御側退
却：該当プレイヤーは、
1) 第１ユニットが混乱(11.1)となる

2) 全てのユニットが退却(7.9)を行
う
のどちらかを選択する。第１ユニット
が既に混乱している場合、2)の退却を
選択しなくてはならない。
退却を行う指揮官、大隊、スコードロ
ン、砲兵は無能力状態(2.8)となる(裏
面に返される)。勝利を得たユニット
は、戦闘後の前進(7.12)を行う事がで
きる。
Ac(xx) 及び Dc(xx) = 攻撃側退却チ
ェック/防御側退却チェック： 該当プ
レイヤーは、第１ユニットに対して士
気チェックを行う。このチェックに成
功した場合、括弧で囲まれた結果を適
用する。チェックに失敗した場合、退
却(7.9)を行う(上記と同様)。
Ax or Dx = 攻撃側ステップロス/防御
側ステップロス：該当プレイヤーは
1) 第 1 ユニットが１ステップの損失
を受ける(7.11)
2) 全てのユニットが退却し混乱する
のどちらかを選択する。
1)のステップロスを選択した場合、該
当プレイヤーは第１ユニットに対
して士気チェックを行う。このチェ
ックに成功した場合そのユニット
はステップロス(7.11)を受け(戦闘
後の前進を行うことは出来ない)、失
敗した場合は 2)を選択した場合と
同様の結果を被る。
2)を選択した場合、全てのユニットは
混乱状態となった上で退却(7.9)を
行わなくてはならない(既に混乱状
態で在ったユニットに対する追加
の効果は存在しない)；勝者が攻撃側
であった場合、戦闘後の前進(7.12)
を行うことが出来る。
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Dm(xx) = 防御側潰走チェック：防御
側プレイヤーは、第１ユニットに対し
て士気チェック(2.4)を行う。このチェ
ックに成功した場合、括弧で囲まれた
結果を適用する。このチェックに失敗
した場合、その戦闘に関与した防御ユ
ニットとそれらのユニットとスタッ
クしている防御ユニットのすべては
潰走(7.10)となる；攻撃側は戦闘後の
前進(7.12)を行うことができ、さらに
FOW(12.4)を１つ獲得する。
Ex = 相打ち：双方の第１ユニットは１
ステップの損失(7.11)を受ける。ユニ
ットの退却と戦闘後の前進は行われ
ない(ステップロスの結果として防御
側のヘクスが空になった場合でも)。
DF = FOW(武運)：他の戦闘結果に加
え、防御プレイヤーは FOW(12.4)を
１つ獲得する。獲得した FOW は即座
に実行しなくてはならない。
Leader = 指揮官死傷チェック：スタ
ックしている、戦闘に関与している、
調整を行っている両軍の全ての指揮
官に対し死傷チェック(10.3)を行う。
Ammo = 弾薬切れ：砲撃を行った砲兵
ユニットのどれか１つを無能力面
(8.5 及び 11.1 を参照)に裏返す。

7.9 退却
退却を強いられたユニットは、その戦
闘ヘクスから離れる移動を行わなくて
はならない。退却するヘクス数は１〜３
ヘクスであり、これは所有プレイヤーが
決定する事ができる。退却の経路は自軍
ユニットの占めているヘクスを通過す
る事も、そこで終えることもできる(オ
ーバスタックとなる場合でも)。同じ戦
闘フェイズに於いて退却先のヘクスが
攻撃を受けた場合、退却を行ったユニッ
トは防御に参加することが出来る。
安全な退却線(7.6)を持ったユニット
は、それに沿って退却を行わなくてはな
らない。この安全な退却線が複数存在し
ている場合、使用する退却線は所有プレ
イヤーが選択することが出来る。
危険な退却線しか持たないユニット
は、敵 ZOC に進入する毎に士気チェッ
クを行わなくてはならない。この士気チ
ェックに失敗した場合、そのユニットは
潰走となる。退却する最後のヘクスが敵
ZOC ヘクスである場合、そのユニット
は敵 ZOC ではないヘクスに辿り着くま
で退却を続けなくてはならない。ユニッ
トが印刷された許容移動力の範囲でそ
のようなヘクスに達する事ができない
場合、退却の最後のヘクスで潰走となる
(7.10 を参照)。
指定された LOC ヘクス以外のマップ

端への退却線しか持たないユニットは、
SLR を持たない潰走であると見なされ
る。
いかなる種類の有効な退却線も設定
することの出来ないユニットは捕獲さ
れる；その様なユニットをマップ上から
取り除き、相手プレイヤーに手渡す事。
退却を強いられた全ての指揮官、騎兵
ユニット、砲兵ユニット、大隊及びスコ
ードロンは、無能力面に裏返される(既
に無能力面となっているユニットに対
する追加の効果は存在しない)。

7.10 潰走
潰走ユニット毎に、退却線(7.6)の判定
を行う。潰走ユニットが SLR(安全な退
却線)を持っている場合、そのユニット
は３ヘクスの退却を行った上で混乱と
なる。
危険な退却線を持っている場合、その
ユニットをマップ上から取り除いてタ
ーン記録トラック上の現在のターンか
ら２ターン後の枠に配置する(現在が第
３ターンである場合、第５ターンの枠に
配置する〜現在のターンが最後の２タ
ーンである場合は、そのユニットを脇に
置く事)；ターン記録トラックに配置さ
れたユニットは、ルール 13.2 従って再
びマップに進入する資格を持っている。
退却線が存在しない場合、そのユニッ
トは捕獲される；そのユニットをマップ
上から取り除いて、相手プレイヤーに手
渡す事。

7.11 ステップロス
ステップロスは、常にその戦闘に関与
した第１ユニットに対して適用される。
この第１ユニットが、戦闘に関与してい
ない同一フォーメーションに所属して
いる大隊及びスコードロンとスタック
している、又は同じ ID を持つフルサイ
ズのユニットとスタックしている場合、
これらスタックしているユニットに対
してステップロスを適用する事ができ
る。
ユニットが除去となった場合、そのユ
ニットの退却線(7.6)の判定を行う。安
全な退却線か危険な退却線が存在して
いる場合、そのユニットをマップ上から
取り除いて脇に置いておく事。このユニ
ットは、後にゲームに再び登場する事が
できる場合がある(11.2 を参照)。
退却線が存在しない場合、そのユニッ
トは敵に捕獲される。そのユニットをマ
ップから取り除いて、相手プレイヤーに
手渡す事。
特定の戦術を選択している(7.13)場合、
追加のステップロスを受ける可能性が
ある。この損失は戦闘に関与したどのユ

ニットに対して適用しても良く、この選
択は所有プレイヤーが行う。この追加の
ステップロスを適用する対象が存在し
ない場合、相手プレーヤーは FOW を獲
得する。

7.12 前進
退却や潰走の結果ヘクスが空になっ
た場合(ステップロスだけによって空に
なった場合は除く)、勝利したプレイヤ
ーは戦闘に関与した自身のユニットに
１ヘクスの前進を行わせる事ができる
(この前進は必須では無い)。前進の決定
は、次の戦闘が始まる前に行わなくては
ならない。
複数のヘクスから攻撃を行っている
場合、戦闘に関与した全ての、又は一部
のユニットが戦闘後前進を行う事がで
き、この決定は前進を行う資格を持つユ
ニット毎に行う事ができる。混乱ユニッ
ト、括弧で囲まれた CF(戦闘係数)を持
つユニット、砲兵、及び特定の地形を占
めている防御ユニット(地形効果表を参
照)は、戦闘後前進を行う事ができない。
戦闘後前進を行うユニットは、敵が空
にしたヘクス、又は防御ヘクスに隣接し
た空のヘクスに移動を行う事ができる
(前進を行うユニットが移動によって進
入する事のできるヘクスである限り)。
この前進によって進入するヘクスの選
択は完全に前進を行うプレイヤーの判
断に任されるが、進入先のヘクスがこの
前進によってオーバースタックとなる
事は禁止される。戦闘後前進を行うユニ
ットは、敵 ZOC を無視する。戦闘後前
進を行ったユニットは、この戦闘フェイ
ズにおいて再び戦闘を行う事はできな
い(12.4 の例外を参照)。
戦闘が防御ユニットの潰走で終わっ
た場合(どの様な理由による潰走でも)
のみ、攻撃側は１ヘクスでは無く２ヘク
スの前進を行う事ができる。

7.13 戦術の選択
標準戦闘ルールは、一方または両方の
プレイヤーが以下の戦術を使用する事
によって修正を受ける事が在る。常に攻
撃プレイヤーから先に選択した戦術の
宣言を行う。一旦戦術の宣言を行ったな
ら、その戦術を撤回する事はできない。

1) 散兵
許容移動力が括弧で囲まれて無く、且
つ許容移動力が V でも無い、攻撃を行
っている全ての歩兵ユニットは、散兵に
よる攻撃を実行することが出来る。この
攻撃の標的は、隣接しているか、２ヘク
スの距離に存在している必要がある。隣
接している場合、散兵を行うユニットは
敵 ZOC に存在していてはならない(目

標とする敵ユニットが混乱している、又
は ZOC を及ぼすことの出来ない地形に
存在している)。２ヘクスの距離にある
場合、目標ユニットとの間に存在するヘ
クスは空で無くてはならない(自軍ユニ
ットも存在していてはならない)。どち
らの場合でも、散兵攻撃を行うユニット
は、通常の移動に於いてその防御ヘクス
に移動する事が可能でなくはならない。
散兵攻撃と組み合わせる事ができる
のは砲撃(8.4)だけであり、それ以外の
全ての種類の戦闘とは組み合わせる事
ができない。ルール 7.2(潜在的戦闘)の
趣旨に於いて、散兵は攻撃であると見な
される。複数のユニットが、同じヘクス
に対して散兵攻撃を行う事ができ、これ
には調整が適用される。
戦力差の算出を行う際、両軍の歩兵ユ
ニットは戦闘係数では無く許容移動力
を使用する(印刷された戦闘係数は無視
する)。許容移動力が括弧で囲まれたり
V である場合はゼロと見なす。MA が括
弧で囲まれていないユニットが混乱し
ている場合もゼロである。防御を行う砲
兵は防御係数を使用し、防御を行う騎兵
は戦闘係数を使用する。地形効果は適用
されない。
戦闘結果の A 及び Ex はすべて NE と
見なし、戦闘結果の Dx 及び Dm はす
べて Dr と見なす。２つめの結果は全て
無視する事。散兵は、戦闘後の前進を行
うことが出来ない。

2) プレスフォワード
この戦術を使用する事が出来るのは、
混乱状態でも無能力状態でも無い歩兵
ユニットが攻撃を行う場合だけである。
攻撃側の戦闘係数に２を加算する(総数
に加算するのであって、攻撃を行ってい
るユニット毎に加算する訳では無い)。
防御側が退却しなかった場合、攻撃側は
戦闘結果に加え、更に１ステップの損失
を受ける。防御側が退却した場合、攻撃
側は戦闘後の前進を行わなくてはなら
ない。

3) 突撃
この戦術を使用する事が出来るのは
攻撃を行っている歩兵ユニットだけで
ある(騎兵突撃に関しては 9.3 を参照す
る事)。突撃は、直前の移動フェイズの
間に宣言しておく必要がある。混乱状態
および無能力状態のユニットは、突撃に
関与する事が出来ない。１つの防御ヘク
スに対して突撃を行う事ができる最大
数は、１つの指揮官と、１つの歩兵大隊
と、もう１つの歩兵ユニット(サイズは
問わない)である。複数のユニットが突
撃を行う場合、突撃を行うユニットは移
動の開始時にスタックしている必要が
在り、更に調整(7.14)を受けている必要
が在る。自軍ユニットを通過する移動を

行った上で突撃を行う事ができる(突撃
を受ける敵に隣接したヘクスを含む)が、
どの時点においてもオーバースタック
となる事はできない。
特定の地形タイプに対しては突撃を
行う事ができない(地形効果表を参照)。
突撃を行うユニット/スタックは、防御
ヘクスに隣接したヘクスに達するまで
に１MP か２MP の移動を行わなくて
はならない。砲兵支援を行う事はできず、
突撃を受けるヘクスに対して他のユニ
ットが攻撃を行う事はできない。
戦闘の解決を行う前に、突撃を行って
いるユニットの１つに対して士気チェ
ックを行う。そのユニットが士気チェッ
クに失敗した場合、その突撃は成立せず、
攻撃ユニットの戦闘係数を半減した上
で通常通りの戦闘解決を行う。士気チェ
ックに成功した場合、通常通りに戦闘を
行う。A 及び Ex の戦闘結果は、すべて
Ax と見なす。D の戦闘結果は、すべて
Dm (Ax)と見なす。防御側が退却した
場合、防御を行っていた砲兵ユニットは
捕獲され、攻撃側は戦闘後の前進を行わ
なくてはならない。

4) 離脱(撤退)
どちらか１人、または両方のプレイヤ
ーが離脱を選択する事ができる。通常の
手順に従って戦力差の算出と戦闘の解
決を行う。
攻撃側が離脱を選択している場合、D、
Ex、及び Ac の戦闘結果の全てを Ar
と見なす；ユニットは混乱を選択するこ
とが出来ず、退却を行わなくてはならな
い。
防御側が離脱を選択している場合、A、
Ex、及び Dc の戦闘結果の全てを Dr
と見なす；更にユニットは混乱を選択す
ることが出来ず、退却を行わなくてはな
らない。
両方のプレイヤーが離脱を選択して
いる場合、双方ともに退却を行う事がで
きる(防御側が先)。
離脱を行った指揮官、騎兵、砲兵、大
隊及びスコードロンが無力面に裏返さ
れる事は無い(既に無力面となっている
場合はそのままである)。攻撃側が突撃
を選択した後で防御側が離脱を選択し
た場合、戦闘結果に関わらず攻撃側がス
テップロスを受けることは無い。

5) 最後の砦
この戦術を選択することが出来るの
は、防御を行う歩兵及び砲兵のみであ
る；混乱または無能力状態のユニットが
この戦術を使用する事は出来ない。攻撃
側が“離脱”を選択している場合、この戦
術を選択することは出来ない。防御側の
戦闘係数に３を加算する事。攻撃側が退
却しなかった場合、防御側は戦闘結果に
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加え、更に１ステップの損失を受ける。
防御側が退却を強制された場合、防御を
行っていた砲兵は捕獲される。

7.14 調整
調整は、複数のユニットが共同して１
つの防御側を攻撃する能力を表してい
る。攻撃は、調整されているか、調整さ
れていないかのどちらかであり、調整さ
れていない攻撃は、ペナルティを被る。
攻撃が調整されているのは、攻撃を行う
全ての歩兵及び騎兵ユニットが同じフ
ォーメーション(2.4 を参照)に所属して
いる場合だけであり、砲兵による砲撃支
援は調整を必要としない(しかし砲撃に
は調整が必要である)。指揮官が異なる
フォーメーションに所属するユニット
による攻撃を調整する事できるのは、攻
撃を行う全てのフォーメーションがそ
の指揮官の指令スパン(10.0)に含まれ、
さらにその指揮官が攻撃を行うユニッ
トの１つとスタックしているか隣接し
ている場合だけである。
調整されていない攻撃において、第１
攻撃ユニットと同じフォーメーション
に所属しているユニットは通常通りに
攻撃を行うが、他のフォーメーションに
所属しているユニットは戦力差の算出
を行う際に戦闘係数が半減される。

8.2 砲兵と地形
砲兵は、１つの地形タイプから移動と
戦闘で異なる影響を受ける場合がある。
砲兵は禁止された地形に対して進入、砲
撃、砲撃支援を行う事ができない。地形
効果表を参照する事。

8.3 砲兵の戦闘
敵ユニットに隣接した砲兵ユニット
は歩兵や騎兵と同様に戦闘に関与する
が、砲兵は戦闘後前進を行う事ができな
い。砲兵は移動又は砲撃を行う事のでき
ない全てのヘクスに対して攻撃を行う
事ができないが、全てのヘクスで防御を
行う事ができる。
隣接する敵ユニットとの戦闘に関与
している砲兵ユニットは、“Ammo”以
外の全ての戦闘結果を被る(“Ammo”の
効果を受けるのは砲撃を行っている砲
兵だけである)。敵の突撃によって退却
を強いられる、又は最後の砦を選択して
いて退却を強いられた場合、その砲兵は
捕獲される(7.13 を参照)。

8.4 砲撃

8.0 砲兵

砲撃は、隣接していない敵の占めるヘ
クス、又は進入禁止ヘクスサイドによっ
て隔てられた隣接ヘクスに対して、砲兵
によって戦闘フェイズに行われる攻撃
である。敵の占めるヘクスに砲撃を行う
為に、砲兵ユニットは以下の条件を満た
している必要が在る：

8.1 砲兵ユニット

1) 攻撃係数と射程係数がゼロを上回
っている事

このセクションで
明記されている変更
点を除き、砲兵ユニ
ットは歩兵ユニット
と同様に機能する。

2) 混乱状態では無く、更に無能力状態
でも無い事(11.1 と 11.3)

射程
攻撃
係数

防御係数

砲兵ユニットは、歩兵や騎兵とは異な
る係数を持っている。歩兵と騎兵の戦闘
係数が１つであるのに対して、砲兵の戦
闘係数には攻撃と防御の２つの係数が
存在している。攻撃係数は、隣接する敵
ユニットに対する攻撃(8.3)、砲撃(8.4)、
及び自軍ユニットへの支援(8.8)を行う
場合に使用される。防御係数は、隣接し
た敵ユニットから攻撃を受けた場合に
使用する。射程は砲撃を行う際に使用さ
れる。
砲兵ユニット上に士気等級が印刷さ
れていない場合があるが、通常の状態で
ある砲兵の士気等級は常に“６”であり
(士気チェックのダイスロール結果が
“６”であった場合、通常通りにその士気
チェックは失敗となる)、無能力状態の
場合の士気等級は“３”である。
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3) 目標に対して視認線(8.6)を設定す
る事ができる事
4) 目標を射程内に納めている事(8.7)
砲撃を行う砲兵ユニットが目標とす
る事ができるのは、１つの敵ユニットだ
けである(スタックの最上部のユニット
である必要は無い)。スタックしている
砲兵ユニットが一緒に砲撃を行う必要
は無く、同じヘクスに存在している別々
のユニットを目標にする事ができ、又、
各々異なるヘクスに対して砲撃を行う
事もできる。
異なるヘクスに存在している砲兵ユ
ニットが、同じ目標ヘクスやユニットに
対して砲撃を行う事ができる。
砲撃の解決を行う前に、そのヘクスに
対して砲撃を行う砲兵を全て明示しな
くてはならない。一旦目標とするヘクス
を明示したユニットは目標とするヘク
スの変更を行う事はできないが、目標と
したヘクスのどのユニットに対しても

砲撃を行う事ができる。
調整を受けていない限り、各々の砲兵
ユニットは個別に砲撃を行う。複数の砲
兵ユニットが１つの目標に対して砲撃
を行う(共同砲撃)場合、調整を受けなく
てはならない。この調整を受ける為には、
そのユニットは調整を受ける別のユニ
ット及び調整を行う指揮官とスタック
しているか隣接してる必要がある。
砲撃がルール 7.2 の趣旨に於ける攻撃
とし認められるのは、防御ユニットが何
らかの結果(退却、潰走、ステップロス、
混乱)の結果を被った場合だけである。

8.5 砲撃の解決
砲撃を解決する為に、砲撃を行う砲兵
の攻撃係数を合計する。目標ユニットが
騎兵である場合、砲兵の攻撃係数を２倍
にする事。攻撃係数の合計値を正数で表
し、戦闘結果表の最上部でこれに該当す
る戦力差列を参照する。ダイスロールを
行い、上記列上で該当する箇所を探す。
括弧で囲まれた結果の全てを無視す
る事。砲撃を行う砲兵が影響を受けるの
は“弾薬切れ(Ammo)”の結果だけであ
り、これはその砲兵の弾薬が尽きた事を
表している。弾薬切れの結果を受けた砲
兵ユニットを無力面に裏返す事；複数の
砲兵が砲撃を行っている場合、攻撃プレ
イヤーが無力面になるユニットを１つ
選択する。

8.6 視認線(LOS)
LOS は、砲撃ヘクスの中央と目標ヘク
スの中央とを結ぶ経路である。LOS の
間にあるヘクス/ヘクスサイドが妨害地
形である場合、その LOS は妨げられ、
砲兵は砲撃を行う事ができない。LOS
がヘクスサイドに沿って通過する場合、
そのヘクスサイドに隣接する２つのヘ
クスの両方が共に妨害地形ヘクスであ
る場合のみ、LOS は妨害を受ける(この
場合に関して、そのヘクスサイド自身の
地形は無視される)。自軍及び敵ユニッ
トが LOS を妨げる事は無い。
砲撃ヘクス及び目標ヘクスの地形が
LOS を妨げる事は無いが、特定の地形
タイプに対しては砲撃を行う事ができ
ない。
日中ターンに於ける LOS の最大長は
10 ヘクスである；観測側のヘクスは数
えず、観測される側のヘクスは数える事。

8.7 射程
砲兵ユニットの射程係数は、そのユニ
ットが砲撃を行う事のできる最大距離
をヘクス数で表したものである；このヘ
クス数を算出する際、目標ヘクスは数え、

砲撃ユニットのヘクスは数えない事。丘
から砲撃を行う全ての砲兵ユニットの
射程は１ヘクス延長される。

8.8 砲撃支援
砲兵は、近接戦闘を行うユニットに対
して砲撃支援を行う事ができる。砲撃支
援を行う砲兵ユニットは、以下の条件を
満たしている必要が在る：
1) 敵ユニットに隣接していない事(進
入禁止ヘクスサイドによって隔てら
れていない限り)
2) 防御ユニットに対して LOS を設定
することができ、防御ユニットが射程
内に存在している事
3）防御ユニットに対して攻撃を行って
いる自軍ユニットに隣接している事
戦力差の算出を行う際、攻撃を行うユ
ニットの戦闘係数の合計に砲撃支援を
行う砲兵ユニットの攻撃係数を加算す
る。防御ユニットが全て騎兵である場合、
砲兵の攻撃係数を２倍にする事。砲撃支
援を行う砲兵は、“弾薬切れ”以外の戦闘
結果の影響を受ける事は無い。
砲撃支援は“調整”を受ける必要は無
い；上記の必要条件を満たしている限り、
全ての自軍フォーメーションに対して
ペナルティ無しで砲撃支援を行う事が
できる。

9.0 騎兵
9.1 騎兵ユニット
このセクションで
明記されている点を 突撃
係数
除き、騎兵ユニット
は歩兵ユニットと同
様に機能し、同様にすべてのゲームルー
ルの影響を受ける。騎兵は、他の全ての
タイプのユニットとスタックする事が
できる。

9.2 騎兵の戦闘
騎兵は歩兵と同じように戦闘に関与
し、損害を被るが、以下の例外が存在す
る：
1) 歩兵とは異なる地形効果を受ける
(地形効果表を参照)。
2) 防御側が混乱または無能力状態で
ある場合、戦闘係数が２倍になる。
3) 騎兵の攻撃から退却を行う全ての
防御ユニットは、戦闘結果の適用を受
けた後に混乱する(既に混乱している
場合に関する追加の効果は無い)。

4) 騎兵に対して砲撃か砲撃支援を行
う砲兵の砲撃力は２倍になる。

9.3 騎兵突撃
騎兵突撃を構成する事ができるのは、
１人の指揮官と、１つのスコードロンと、
１つの騎兵ユニットまでである。突撃を
行うユニットは調整を受けている必要
があり、集団として１つのユニットであ
ると見なされる。無能力状態のユニット
と混乱状態のユニットは、突撃を行うこ
とは出来ない。他のユニットとスタック
している騎兵ユニットが突撃を行うこ
とは出来るが、そのヘクスがオーバース
タック状態であった場合は突撃を行う
ことが出来ない。スタックしている騎兵
ユニットが、別々に突撃を実行する事が
出来る。
突撃の解決は以下の通り：
1) 突撃は、直前の移動フェイズに於い
て宣言されている必要がある。突撃を
行う騎兵は１ヘクスか２ヘクスの移
動を行う必要があり、その際に横切っ
たり進入したりする事ができるのは
平地地形だけであり、突撃を行う事が
できるのも平地地形に対してだけで
ある。突撃を行う騎兵は、自軍ユニッ
トの占めているヘクスに進入するこ
とは出来ない。
2) 砲撃支援を受けることは出来ない。
１つのヘクスに対して複数の騎兵突
撃を行う事ができ(これは 7.4 に関す
る例外であり、騎兵突撃以外の攻撃を
行う事はできない)、この突撃は各々
別個に解決が行われる。
3) 戦闘の解決を行う前に、突撃を行っ
ている騎兵に対する士気チェックを
行う。このチェックに失敗した場合、
混乱する。
このチェックに成功した場合、方陣
(9.5)を敷いた歩兵ユニットを除く全
ての防御ユニットは士気チェックを
行う。目標ユニットがこのチェックに
失敗した場合、混乱する。ダイスロー
ル結果に関わらず、このダイスロール
を行った歩兵ユニットは方陣を形成
することが出来る。
4) 突撃を行う騎兵は CF の代わりに突
撃係数を使用する。防御側が混乱ある
いは無能力状態である場合、この突撃
係数は２倍になる。
5) 突撃の解決を行う際、全ての Dr、
Dc、Dx の結果の全てを Dm である
と見なす事。防御側が潰走となった場
合、防御側は更に１ステップの損失を
被る(砲兵は除く：捕獲される為)。上
記以外の全ての結果(Ex、NE、Ax の
様な A の結果の全て、及び防御側が
潰走チェックに成功した場合)は、全
て Am(Ar)であると見なす。この Am

の結果の解決は、Dm の解決と同様に
して行うこと。
6) 防御側が潰走となり、且つ騎兵が無
能力状態で無い場合、その騎兵は０〜
２ヘクスの前進を行い、別の突撃を実
行することが出来る。この追加の突撃
では既に攻撃を受けているユニット
を目標とすることができ、またこの追
加の突撃で攻撃の目標とした防御ユ
ニットを、このフェイズに攻撃するこ
とが出来なくなる事も無い。騎兵が追
加の突撃で勝利した場合、無限に前進
と突撃を続けることが出来る(防御側
が潰走し、その騎兵が混乱/無能力状
態とならない限りは)。
7) 突撃を終えた騎兵は無能力状態と
なる(既に無能力状態であった場合に
関する追加の効果は無い)。

9.4 反撃突撃
防御を行っている騎兵は、隣接した攻
撃側に対して反撃突撃を行う事ができ
る。反撃突撃に際して移動を行う必要は
無いが、それ以外の全ての必要条件を満
たしている必要が在る。歩兵及び突撃を
行っていない騎兵による攻撃に対して
反撃突撃を行う場合、この戦闘を反撃突
撃を行う騎兵によって行われる突撃攻
撃であると見なし、上記 9.3 の騎兵突撃
の解決手順に従って解決を行う。突撃を
行う騎兵に対して反撃突撃を行う場合、
戦力差を算出する際に双方の騎兵が突
撃係数を使用する。A の戦闘結果の全て
を Am と見なし、D の結果の全てを Dm
と見なす事。双方とも潰走とならなかっ
た場合、双方とも退却の戦闘結果(Ar
と Dr)受ける。

9.5 方陣
歩兵ユニットは、自身の移動フェイズ
開始時または騎兵突撃の際(9.3)に方陣
を形成することが出来る。混乱したユニ
ットも方陣を形成することが出来るが、
それに対して攻撃を行う騎兵の戦闘係
数は２倍になる。
方陣が形成された際、その上に方陣マ
ーカーを配置する。そのヘクスに存在す
る全てのユニットは、方陣であると見な
される。方陣のユニットは、移動フェイ
ズ毎に１ヘクスの移動を行うことが出
来る。方陣のユニットが平地以外の地形
に進入する或いは横切る場合、混乱チェ
ックのダイスロールを行わなくてはな
らない。方陣のユニットが攻撃を行う場
合、戦闘係数から２マイナスすること。
方陣は、それ以降の自軍移動フェイズ開
始時に解除することが出来る。
方陣を形成している歩兵ユニットだ
けが戦闘に関与することが出来る；それ
以外のスタックしているユニットは、戦
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闘に関与することが出来ないが戦闘結
果の影響は受ける。方陣のユニットは、
騎兵突撃を受けた際の士気チェックを
行う必要は無い。方陣のユニットが騎兵
突撃を受けた場合、戦闘係数と士気等級
に２をプラスすること。
方陣のユニットに対して攻撃を行う
騎兵以外の戦闘ユニットの戦闘係数に
２をプラスする事(砲撃を行う砲兵を含
む)；突撃を行っていない騎兵もこの特
典を受けることは出来ない。

10.0 指揮官
10.1 指揮官の移動と
スタック

指令
指揮官はスタック
スパン
制限の対象とはな
らない。指揮官はユ
ニット/スタックと
ともに移動を行う事も、単独で移動を行
う事も可能である。指揮官は、自身の指
令スパンに属していない自軍ユニット
とも自由にスタックすることが出来る。
単独で移動を行う指揮官の許容移動力
は常に 12MP であり(MA のダイスロー
ルを行う必要は無い)、進入の禁止され
た地形と移動コストが 1/2 である道路
を除く全てのヘクスの消費コストは１
MP である。単独で移動を行う指揮官は
敵 ZOC に進入することが出来ず、自由
に敵 ZOC から退出することが出来る。

移動フェイズ以外に於いて敵 ZOC に
単独で存在することになった指揮官は：
1. 安全な退却線を持っている場合、そ
の指揮官を最も近くに存在する自軍
ユニットの上に配置する。
2. 危険な退却線を持っている場合、そ
の指揮官に対して死傷チェック(下記
参照)を行い、指揮官が生き残った場
合その指揮官を最も近くに存在する
自軍ユニットの上に配置する。
3. 退却線を持っていない場合、その指
揮官は捕虜となる。
戦闘の結果として、指揮官は無能力状
態となる場合がある(7.8 を参照)。無能
力状態となった指揮官は通常通り移動
を行うことが出来るが、それ以外のいか
なる効力も及ぼすことができない。無能
力状態は、移動の間に回復することが出
来る(11.3 を参照)。

10.3 指揮官の効果
指揮官の指令スパンはその指揮官が
影響を与える事のできるフォーメーシ
ョンを表しており、“A”はその軍のすべ
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てのフォーメーションに影響を与える
ことができる事を表している。
各々の(有効な)指揮官は、ターン毎に
自身の指令スパン内のユニットの１つ
に対して支援を与える事ができる。指揮
官は自身の指令スパンに所属していな
いユニットとスタックする事ができる
が、そのユニットに対して影響を与える
事はできない。
指揮官がユニットの移動に対して支
援を行う事ができるのは、そのターン開
始時に、指揮官がそのユニットとスタッ
クしている場合だけである。それ以外の
支援を行う場合、指揮官は支援を与える
瞬間に支援を受けるユニットとスタッ
クしていなくてはならない(他のヘクス
のユニットに影響を与える調整は除く)。
指揮官は、ユニットに対して以下の一
部または全てを行う事ができる：

10.3 指揮官の死傷
指揮官が調整を行う、又はその戦闘の
関与している、或はスタックしているユ
ニットが戦闘(砲撃を含む)を行う場合、
その戦闘結果が“Leader”であったな
ら死傷チェックのダイスロールを行う。
1) 調整、又はスタックしている指揮官
は、ダイスロールの結果が“６”の場合
に死傷となる。
2) 戦闘に関与している指揮官は、ダイ
スロール結果が“５”及び“６”の場合
に死傷となる。
死傷を受けた指揮官をマップ上から
取り除く事。取り除かれた指揮官はこれ
以降ゲームに登場する事はできない。危
険なヘクスを単独で退却している指揮
官は、ダイスロール結果が“６”の場合に
死傷となる。

移動：指揮官は、自身の移動値をユニ

ットの MA に加算する事ができる。
ユニットが MA を判定するダイスロ
ールを行わなくてはならない場合、そ
のダイスロール結果に指揮官の移動
値を加算する。この場合、指揮官は移
動フェイズの間、常にそのユニットと
スタックしていなくてはならない。括
弧で囲まれた戦闘係数を持つユニッ
トは、指揮官を伴っている場合には敵
ZOC に進入する事ができる。

士気チェックと回復： 士気チェック

を行う際、指揮官の MR(指揮等級)を
ユニットの士気等級に加算する。指揮
官による MR の加算を受けたかどう
かに関わらず、ダイスロール結果が
“６”であった場合は通常通りにその
士気チェックは失敗となる。活動状態
の HQ、活動状態の輜重隊、及び LOC
ヘクス(12.3)とスタックしている指
揮官は、除去されたユニットのステッ
プ回復の試みに対して自身の士気等
級を加える事ができる。

調整：指揮官は、複数のユニットを含
んでいる攻撃に対し調整を行う事が
できる。その指揮官の指令スパン内で
ある全てのユニットを１つのフォー
メーションに所属していると見なす
事。

戦闘への関与：指揮官は、共にスタッ

クしているユニットの行う戦闘に関
与する必要は無い(攻撃と防御の両
方)。指揮官が戦闘に関与する場合、
戦闘を行うユニットに対し、その指揮
官の戦闘係数と士気等級を加える。指
揮官が戦闘に関与する場合、その指揮
官とスタックしている戦闘係数が括
弧で囲まれているユニット、及び混乱
したユニットの戦闘係数が半減され
ることは無い。ユニットが戦闘後前進
を行う場合、指揮官はそのユニットと
供に前進を行わなくてはならない。

11.0 回復
11.1 混乱からの回復
ユニットは、自軍移動フェイズに於い
て混乱からの回復を行うことが出来る。
敵 ZOC に存在しているユニットは、そ
の移動フェイズに於いて回復を行うこ
とが出来ない。
そのターンの間中、ユニットが行軍移
動の必要条件を満たしている場合(実際
に行軍移動を行う必要は無い)、そのユ
ニットは自動的に混乱状態から回復す
る。
上記以外の場合、ユニットは移動を終
えた後に士気チェックを行う(ダイスロ
ールに２を加算する必要は無い)。士気
チェックに成功した場合、混乱マーカー
を取り除く。士気チェックに失敗した場
合、混乱マーカーはそのままである。夜
間(14.2)ターンに攻撃を行わなかった
ユニット(移動、行軍、防御を行ってい
ても良い)は、自動的に回復する。この
場合、士気チェックは不要であり敵
ZOC に存在していても良い。

11.2 ステップの回復
ステップの回復は各々のプレイヤー
の移動フェイズに行われ、混乱及び無能
力状態からの回復と同時に行うことが
出来る。プレイヤーが補充ステップ(専
用ルールを参照する事)を得た場合、
各々の補充ステップを使用して、除去さ
れた１ステップユニットの回復、又は除
去された２ステップの旅団の１ステッ
プの回復を行う事ができる。回復したユ
ニットをターン記録トラックの次のタ
ーン枠に配置する事。回復したユニット

は次の移動フェイズにマップに戻る事
ができる(13.2)。
又、補充ステップを使用して、マップ
上に存在している減少面に裏返された
２ステップの旅団を完全戦力に戻す事
もできる。対象ユニットが混乱からの回
復を行う際の必要条件を満たしている
なら、そのユニットを完全戦力面へと裏
返す事。使用されなかった補充ステップ
は失われる。補充ステップを蓄えておく
事はできない。
マップ外に存在している除去された
ユニットに対して士気チェックを行う
事で、補充ステップを生み出す事ができ
る(マップ上の減少したユニットはこれ
を行う事ができない)。各々の自軍移動
フェイズにおいて、プレイヤーは除去さ
れたユニット毎に士気チェックを行う
事ができる。ユニットが士気チェックに
成功した場合、そのユニットは１ステッ
プ回復し、マップに戻る資格を得る。ユ
ニットがこの士気チェックに失敗した
場合、そのユニットは破壊され、これ以
降ゲームに戻る事はできず、更に勝利判
定(18.0)において不利に働く場合が在
る。

補充

カウンター上のフォ
不可
ーメーションナンバー
の隣に赤い点が印刷
されている１ステッ
プユニットは、補充ステップを使用した
回復を行う事ができない。ツーステップ
ユニットの各々のステップには、この赤
い点が印刷されている場合がある；赤い
点の印刷されたステップは補充ステッ
プを使用した回復を行うことが出来な
いことを表している。これら補充ステッ
プを使用した回復を行う事のできない
ユニットは、指揮官の支援を受けた士気
チェックによってのみ、ステップの回復
を行う事ができる。
ユニットは、ステップの回復を行うと
同時に、混乱からの回復と無能力状態か
らの回復を行うことが出来る。

11.3 無能力状態の効果
無能力状態面となっている砲兵、騎兵、
大隊、スコードロン及び指揮官は、混乱
ユニットと同じ制約を受けている。これ
らのユニットは、自軍移動フェイズに於
いて混乱からの回復の必要条件を満た
している場合、効力を回復する事ができ
る(混乱からの回復と効力の回復を同時
に行う事もできる)。

12.0 軍の士気
12.1 司令部(HQ)

司令部カウンター(HQ)は、各々の軍の
指令ネットワークの連鎖を表している。
HQ はスタック制限から除外されてお
り、自軍ユニットは自由に司令部カウン
ターのヘクスに移動し、スタックする事
ができる。
HQ を非活動状態面に裏返す事で、自
軍移動フェイズに移動を行わせる事が
出来る(この為、HQ の MA は非活動状
態面に印刷されている)。HQ に移動を
行わせる場合、移動フェイズ開始時にそ
の HQ を非活動状態面へと裏返さなく
てはならない。非活動状態の HQ は騎
兵ユニットと同様の移動を行うが、敵
ZOC に進入することは出来ない。HQ
は常に完全な MA を持ち、MA の為の
ダイスロールを行う必要は無い。
HQ が ZOC を及ぼす事は無い。HQ の
戦闘係数はゼロであり、攻撃を受けた場
合、退却を行う事ができず、混乱する事
も無い。
HQ は戦闘結果の影響を受けることは
無いが、HQ が攻撃を受ける毎に(HQ が
他の戦闘ユニットとスタックしていた
としても)、相手プレイヤーは２つの
FOW を獲得する。単独で存在している
HQ が近接攻撃を受けた場合、ダイスロ
ールを行う事無く攻撃側は HQ のヘク
スに進入し、その HQ を捕獲する事が
でき、その HQ はゲームから除去され
る。
司令部が活動状態である間、軍は正常
に機能する。司令部カウンターが：
1) 移動を行った。
2 ) 敵 ZOC に存在している。
3) 活動状態の輜重隊、及び活動状態の
自軍 LOC ヘクスのどちらに対しても
SLR(安全な退却線)を設定する事がで
きない。
4) 敵の攻撃目標となった(戦闘結果に
関わらず)
以上の要件のどれかが発生した場合、
その HQ は非活動状態となり、非活動
状態面に裏返される。非活動状態となっ
た HQ は、それ以降の自軍移動フェイ
ズ開始時に上記の状況の全てに該当し
ていない場合、活動状態を回復する。
HQ が非活動状態である間：
1) その軍の全てのユニットは自身の
MA を決定する為のダイスロールを
行わなくてはならない。
2) 再登場するユニットをその HQ のヘ
クス及び隣接ヘクスに配置する
(13.2)事ができない。
3) その HQ に対して SLR(安全な退却
線)を設定する事ができない。

12.2 輜重隊
輜重隊は、軍の後方支援ネットワーク
の連鎖を表している。輜重隊の行軍許容
移動力は印刷された MA に限定されて
いる(輜重隊の MA は、非活動状態面に
だけ印刷されている)。輜重隊は常に完
全な MA を持ち、MA の為のダイスロ
ールを行う必要は無い。道路移動を行っ
ている輜重隊の MA は２倍になる。輜
重隊が進入する事ができるのは平地、道
路、小道ヘクスだけであり、橋と浅瀬ヘ
クスサイドを横切る事が出来る。輜重隊
は平地ヘクスに進入した際に停止しな
くてはならない(言い換えると、１つの
ターンに移動する事のできる平地ヘク
スは１ヘクスだけである)。
どの時点においても、そしてどの様な
理由によっても、ユニットは自軍輜重隊
ユニットを通過する移動を行う事がで
きない。あるユニット(自軍及び敵)が輜
重隊を通過する退却を強制された場合、
そのユニットは輜重隊を通過する事が
できるが、そのユニットは混乱する(す
でに混乱しているユニットに対する追
加の効果は無い)。
輜重隊は敵 ZOC に進入する事ができ
ず、戦闘係数と ZOC を持たない。輜重
隊が攻撃を受けた場合、全ての戦闘結果
は無効であるが、攻撃側は(攻撃を行う
毎に)２つの FOW(武運)を獲得する。移
動及び戦闘後前進によって、敵ユニット
は輜重隊のヘクスに進入し、輜重隊を捕
獲する事ができる。一旦捕獲された輜重
隊ユニットは、ゲームから除去される。
輜重隊ユニットは：
1) 移動を行う
2) 敵 ZOC 内となる
3) 自軍 LOC ヘクスまでの SLR(安全
な退却線)を設定する事ができな
い
4) 攻撃を受ける(戦闘結果に関わら
ず)
以上の要件のどれかが発生するまで
活動状態である。輜重隊が移動を行う場
合、その移動フェイズ開始時に輜重隊ユ
ニットを非活動状態面へと裏返す必要
がある。非活動状態となった輜重隊は、
それ以降の自軍移動フェイズ開始時に
上記の状況の全てに該当していない場
合、活動状態を回復する。
輜重隊が非活動状態である間、ユニッ
トは輜重隊に対して SLR を設定する事
ができず、再登場するユニットを輜重隊
に隣接して配置する事ができない。

12.3 LOC ヘクス
LOC ヘクスは、マップ外に存在する軍
の後方支援及び管理上の基地までの経
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路を表している。敵ユニット及び敵
ZOC によって占められていない限り、
LOS ヘクスは機能する。LOC が機能し
ていない場合、HQ と輜重隊は活動状態
になる事ができず、ユニットはマップに
戻る事ができない(13.2)。

12.4 武運
(FOW:Fortunes of War)
武運(FOW)は、戦場の混沌によっても
たらさせる戦闘の進行の中断を表して
いる。プレイヤーは、戦闘の結果として
FOW を獲得する。プレイヤーは各々の
FOW によって、以下に記載された行動
を行う事ができる。FOW によって行わ
れる行動はただちに実行しなくてはな
らず、即座に使用されなかった FOW は
失われ、FOW を蓄える事はできない。

敵ユニットの移動：敵の戦闘ユニット

を１つ選択する(スタックを選択する
事はできないが、スタックしたユニッ
トの中の１つを選択する事はできる)。
ダイスロールを行う。ダイスロールの
結果が１か２であった場合、そのユニ
ットを移動させる事ができる。移動さ
せるユニットの MA を決める為のダ
イスロールを行う。通常の移動ルール
の全てが適用されるが、行軍移動を行
う事はできず、マップ外への移動を行
う事ができない。そのユニットを敵
ZOC(武運を実行しているプレイヤー
の ZOC)に移動させる事ができる。こ
の移動が戦闘フェイズに行われた場
合、そのユニットが既に戦闘に関与し
ていたとしても、移動先のヘクスにお
いてこれ以降に行われる戦闘に関与
しなくてはならない。

自軍ユニット/スタックの移動： 自

軍ユニットのどれか１つ、又は自軍ス
タックのどれか１つを移動させる(ス
タックを移動させる場合、スタックし
たまま移動しなくてはならない)。移
動させるユニットの MA を決める為
のダイスロールを行う(スタックを移
動させる場合、最も移動力の低いユニ
ットに対してダイスロールを行う)。
全ての移動ルールが適用される。

この移動が戦闘フェイズに行われ
た場合、そのユニットが既に戦闘に関
与していたとしても、移動先のヘクス
においてこれ以降に行われる戦闘に
関与しなくてはならない。この移動を
行ったユニットが、これ以降自軍ユニ
ットが攻撃を行う敵ユニットに隣接
した場合、この移動を行ったユニット
はその攻撃に対する“増援”になる。こ
の移動を行ったユニットが、それ以前
に攻撃を受けていない敵ユニット、ま
たは既に攻撃を受けている敵ユニッ
トに隣接した場合、この移動を行った
ユニットはその敵ユニットに対して
攻撃を行わなくてはならない；この移
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動を行ったユニットが、まだ攻撃を受
けていない複数の敵ユニットに隣接
した場合、隣接した敵ユニット毎に
“潜在的戦闘”が誘発される。
マップ上のユニットを移動させる
代わりに、ターン記録トラック上の次
のターンの枠に配置されているユニ
ットをマップに配置する事ができる
(13.2)。

自軍ユニット/スタックによる突
撃：自軍ユニット/スタックのどれか

１つが突撃を開始する事ができる。こ
の突撃を行うユニットは敵 ZOC に存
在していてはならず、さらに同じフェ
イズに戦闘に関与していてはならな
い。第１ユニットが突撃の為の士気チ
ェックに成功した場合、突撃を行う全
てのユニット(指揮官は除く)の戦闘
係数(騎兵の場合は突撃係数)が２倍
となる。その戦闘フェイズにおいて既
に戦闘に関与しているユニットを目
標ユニットとする事ができる。目標ユ
ニットが、これ以降に行われる予定の
戦闘に含まれている場合、その予定さ
れている戦闘を防御側が NE の戦闘
結果を受けたと見なし、この突撃をそ
のフェイズの戦闘であると見なす。

敵の士気チェック：混乱していない敵

戦闘ユニット(指揮官では無い)のど
れか１つに士気チェックを行わせる。
そのユニットが士気チェックに失敗
した場合、そのユニットは混乱する。

自軍の回復チェック： １つの戦闘ユ

ニットに対して回復チェックを行う
(どの様な種類の回復チェックでも良
い)。敵に隣接しているかどうかに関
わらず、この回復チェックを行う事が
できる。この回復チェックに失敗した
としても、そのユニットが破壊される
事は無い。

13.0 マップへの進入
13.1 増援の到着
増援は、ゲームが開始された後にマッ
プに登場する。増援が登場する時間と場
所に関しては、専用ルールに明記されて
いる。ユニットは１ユニットずつマップ
に登場するが、大隊、スコードロン、指
揮官及び HQ は別のユニットとスタッ
クして登場することが出来る。ユニット
は、登場ヘクスに進入する為に必要な移
動ポイントを消費してマップへと進入
し、その後は通常の移動を行う。
増援は敵ユニットの占めるヘクスか
らマップに登場することは出来ないが、
敵 ZOC であるヘクスから登場すること
は出来る。登場ヘクスが敵ユニットによ

って占められている場合、その増援は登
場ヘクスが敵ユニット/敵 ZOC で無く
なるまで(無制限に)延期される。しかし、
登場ヘクスが敵ユニットによって占め
られている場合、指定された登場ヘクス
をマップ端に沿って敵ユニットの占め
ていないヘクスまで移すことも出来
る；登場ヘクスを１ヘクスずらす毎に１
MP を消費する事。

13.2 回復したユニットの
再登場
自軍移動フェイズ開始時に、ターン記
録トラックの現在のターン枠に置かれ
ている自軍ユニットはマップ上に戻る
事ができる。各々のユニットは活動状態
の HQ の上か隣接ヘクス、又は活動状
態の輜重隊ユニットの隣接ヘクス、又は
自軍 LOC ヘクス上か隣接ヘクス、のい
ずれかに配置する事ができる。再登場す
るユニットを敵 ZOC であるヘクス、敵
ユニットの占めるヘクス、そのユニット
を配置する事でオーバースタックにな
るヘクスへ配置する事はできない。理由
の如何に関わらず、マップ上に配置され
なかったユニットは、ターン記録トラッ
クの次のターン枠へと移される。

14.0 自然現象
14.1 自然現象の概略
薄暮や悪天候は、さまざまな形で作戦
に影響を及ぼす。このセクションで特に
明記しない限り、すべての標準ルールが
適用される。

14.2 夜間
夜間ターンはターン記録トラック上
明記され、プレイに対する影響は以下の
通り：
1) 回復：夜間において、ユニットは容
易に回復を行う事ができる(11.1 及び
11.3)が、ステップの回復ルールは変
更されない。
2) 士気チェック：全ての士気チェック
の為のダイスロールに対して２を加
算するが、ダイスロール結果が１の場
合は、通常通り成功である。
3) 移動：敵 ZOC に進入する事ができ
るのは、突撃(7.13-3)を行うユニット
だけである。全てのユニットは、自由
に離脱(6.3)を行う事ができる(許容移
動力の比較や、後に残るユニットの条
件は無視される)が、離脱を行うユニ
ットの MA を決めるダイスロールは
通常通りに行う。

4) 戦闘：歩兵突撃以外の戦闘を行う事
はできない。防御側が潰走した場合、
攻撃側が戦闘後前進を行う事ができ
るのは防御側が空にしたヘクスだけ
である。防御側が潰走しなかった場合、
攻撃側は退却し、混乱しなくてはなら
ない；防御側は戦闘後前進を行う事が
できない。
5) 夜間において LOS はゼロ：砲兵は
砲撃と砲撃支援を行う事ができない
が、通常の防御を行う事はできる。

14.3 黄昏
黄昏ターンはターン記録トラック上
に明記され、プレイに対する影響は以下
の通り：
1) 士気チェック：全ての士気チェック
のダイスロール(2.4)に対して１を加
算するが、ダイスロール結果が１の場
合は、通常通り成功である。
2) 攻撃の調整を行う事はできない
3) LOS は１ヘクスとなる：砲兵が砲撃
/砲撃支援を行う事ができるのは隣接
ヘクスだけである。

15.0 デザイナーノート
マスケット＆セイバーは、ナポレオ
ン・アット・ワーとブルー＆グレーシリ
ーズを融合し、リメイクしたものである。
オリジナルのゲームは、多くの優れた点
を含んでいる：その時代に合った適切な
スケール、短時間でのセットアップ、手
軽に始める事のできる簡潔なルール。他
方、この簡潔さは未分化のユニットと戦
闘システムという問題を含んでおり、こ
れによってプレイヤーは直感に反し、史
実にも反する戦術を強要された。この結
果、戦闘はラグビーのスクラムと化した。
M&S では元のゲームの主要な要素(移
動/戦闘手順、１フェイズでの戦闘解決、
２時間以下でプレイ可能)を残しつつ、
複雑さを加える事無く、ゲームシステム
の手直しを行った。行動は、現実の線形
戦闘をより反映したものとなる。ユニッ
トが留まる事は流血の対立を招き、新た
なユニットを投入する事が無ければ、ユ
ニットや戦線全体は容易に崩壊する。こ
の変更は、ゲームを躍動的にさせ、 単
なるスクラムをより流動的にするが、プ
レイは容易である。。
ディシジョンゲームの Web サイドで、
拡張版のデザイナーノート、及び Q&A
を確認する事。
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v.5 及び S&T275 の誤訳
4.7 行軍移動
（誤）
1）そのユニットがそのフェイズを敵ユ
ニットの支配地域(ZOC:6.0 参照)で
開始せず、移動を行う間も敵支配地
域(ZOC)に進入しない。
（正）
1）そのユニットとそのユニットの ZOC
が そのフェイズを敵ユニットの支
配地域(ZOC:6.0 参照)で開始せず、
移動を行う間も敵支配地域(ZOC)に
進入しない。

9.5 方陣
（誤）
方陣のユニットが騎兵突撃を受けた

場合、戦闘係数と士気等級に 3 をプラ
スすること。
（正）
方陣のユニットが騎兵突撃を受けた

場合、戦闘係数と士気等級に２をプラス
すること。

S&T275 からの変更点
（変更前）非活動状態となった HQ は、

それ以降の自軍移動フェイズ終了時 に
上記の状況の全てに該当していない場
合、活動状態を回復する。
（変更後）非活動状態となった HQ は、

それ以降の自軍移動フェイズ開始時 に
上記の状況の全てに該当していない場
合、活動状態を回復する。
（変更前）非活動状態となった輜重隊は、
それ以降の自軍移動フェイズ終了時 に

上記の状況の全てに該当していない場
合、活動状態を回復する
（変更後）非活動状態となった輜重隊は、
それ以降の自軍移動フェイズ開始時 に

上記の状況の全てに該当していない場
合、活動状態を回復する
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