
Horse and Musketは、1683年のウィーン(Vienna)と1685年のセッジムーア(Sedgemoor)から1865年のアポマットクス

(Appomattox)と1866年のケーニヒスグレーツ(Koniggratz)までのマスケットを使用した戦争の発達を扱う戦術システムで

ある。アメリカ南北戦争とKoniggratzにおけるプロイセンの戦術上の大勝利の後、戦争の主兵器は、前装銃から後装

銃へと移行した。第I巻は1683～1720年を扱う。そして、その間にパイクと火縄銃の組み合わせから銃剣と燧石銃へ

と転換を見ることとなった。この期間は、一斉射撃と薄い戦列隊形というオランダとイギリスの戦術面の革新によっ

て、フランスの戦術上の優位が削られていった過程を見ることができる。短期間の衝撃的な軍事面の成功の後、ス

ウェーデンは軍事力と軍事の専門技術の両方において等しく衝撃的な低下を示すことになり、ロシアとプロイセン

という勃興する国家によって光を奪われることになった。銃剣突撃は稀なことではあったが、重要性を増しつつあっ

た。砲兵は、ほとんどの場合、重くて移動が困難であったが、依然として戦場における成功にとって重要だった。散

兵と軽騎兵はほとんどまれなものであった。

このゲームでは、10面体サイコロ(d10)と6面体サイコロ(d6)を使用する。0の結果はゼロであり、10ではない。勝利ポ

イント(Victory Point:VP)、指揮アクション・ポイント(Command Action Point:CAP)とターン・マーカーは、ゲームのプレイの

間、状態を記録するのに用いられる。

ボードは戦場におけるクリア地形を表現している。その上に置かれる地形タイルのないボード上のあらゆるヘクス

はクリア地形であると考えられる。ボードは、各プレイヤーが使用するターン、アクション ・ポイント、勝利ポイントを

記録するゲーム・ トラックを持つ。

ゲーム上の地形は、シナリオのセットアップ指示において述べられるように、ボード上の地形ヘクス・タイルの配置

によって反映される。これらのタイルは、選ばれた会戦において様々な地形の特徴の存在を表現する。

戦闘： 地形の効果は以下に適用される：射撃戦闘、近接戦闘を実行するユニット、退却の士気チェック。シナリオ

においてそうでないと指定されない限り、丘の地形効果は、丘ごとに対して適用される。塹壕の地形効果は、塹壕

ヘクスサイドを横断することで適用される。

例：1ヘクス離れた森の中にいる敵ユニットを射撃する3の士気の歩兵ユニットは、戦闘に関する地形効果のために、

3個の替わりに2個のサイコロを振る。

移動：地形効果は、それぞれのヘクスに進入する時に、ユニットに適用される。それぞれのヘクスは、一組の移動

コスト/効果を持つ。それぞれのユニットは、一組の移動許容を持つ。あるヘクスに進入するための移動コストがそ

のユニット ・タイプのための移動許容を超過する場合、そのユニットはそのヘクスに進入することは許されない。

照準線：特定の地形は、それが照準線をブロックするため、射程のある射撃を阻害することがある。

士気：これは、近接戦闘アクションの開始時に退却か撤退の判定のために士気をチェックする時に、防御ユニット

に適用される追加か低減の修正を反映している。

ゲーム中のカウンターは、様々な軍のユニットを表現している。カウンターは戦闘ユニットであり、歩兵、軽装徒歩

兵大砲、乗馬兵とリーダーを表現している。ゲーム中のほとんどのユニットは、歩兵の様々な形態である。それら

はこの時代に使用された支配的な戦力であった。

それぞれのユニットは、ユニット ・ タイプを識別するためにアイコンを持つ。それぞれの戦闘ユニットは、カウンター

上のユニットのアイコンに隣接する1～4の数値の士気ポイント(morale point:MP)を持つ。MPという語のルール中のあ

らゆる以降の参照は、士気ポイントのことを表す。ユニットの現在のMPは、カウンターの上の数値によって示される。

その完全なMPの値は黒の数値である。

ユニットが戦闘において命中を受けた時には、それらはその減少MPの側に裏返される。減少MPの数値は白い。2

を超えるMPをもつユニットは複数のカウンターを持ち、すでに裏返されたカウンターは同じユニット ・タイプの適切

な補充カウンターに切り替えられる。例えば、4MPの戦列歩兵はそれが最初の命中を受けた時にその3MPの側に裏

返され、それが第二の命中を受けた時に2MPの戦列歩兵と取り替えられ、さらにもう一つの命中を受けた時には、

その1MPの側に裏返される。

減少戦力のユニットの回復によって、可能な場合にはそのより高い数値へそれを裏返す。さもなければ、そのより

高い回復された数値に高めるために、同じタイプの補充カウンターを使用すること。ユニットは決して、その開始時

の数値より高いMPに回復されることはない。MPは移されることはなく、ユニットの間で組み合わされることはない。

全てのユニットは、移動レート(Movement Rate ：MR)を持ち、射程1～3(R1、R2、R3)の戦闘のための値、同様に近接戦

闘と、乗馬兵とハイランダーの突撃のための値を持つ。

全ての戦闘はd10を使って解決される。いくつかのユニットは、異なる勝利ポイント値(Victory Point values:VP)を持つ。

ユニットは戦闘についてはd10を振り、士気チェックについてはd6を振る。多くの会戦は戦闘チャートを使用するが、

特に小規模か特に大規模な交戦は、それぞれ小戦闘チャートや大戦闘チャートを使用する。小戦闘チャートや大

戦闘チャートを使用するシナリオは、シナリオの指示において、そのように指示している。さもなければ、通常の戦
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闘チャートが使用される。

これらはゲームにおいて表現されるユニットの種類である。いくつかのルールは、特定のタイプ(例えば戦列歩兵)

のユニットにのみ適用され、一方で、他のルールは、歩兵のようにあるカテゴリのユニット全体に言及する。

横隊の戦列隊形で戦うように訓練された兵士。

戦列歩兵：この時代の軍の背骨。

エリート歩兵：傑出した軍事上の妙技の能力を持った巧妙に訓練された兵士。

歩兵としての訓練を欠く徒歩兵であるが、通常よりも偵察、襲撃、待ち伏せの能力に長けている。

通常は大規模な会戦では不利であったが、その使うべき時はあった。

ハイランダー(Highlander、高地人)： 恐ろしい突撃と斬新な対騎馬戦術で知られる獰猛なスコットランドの戦士。

義勇兵(Militia) ：地元で動員され、ろ くに訓練されていない軍隊。能力の点で完全な歩兵というわけではない。しかし、

完全に軽徒歩兵というわけでもない。それらが歩兵の利点のほとんどを得るための訓練を欠いているために、この

カテゴリーに置かれている。

不正規兵(Irregular) ：横隊戦列戦術を戦うためには訓練されていない義勇兵。

実際にただ襲撃だけをうまくやった。

軽歩兵：よく訓練された散兵。

現地兵：技術上の進歩を欠く民族出身の戦士。偉大な個人の戦士、しばしば称賛された偵察者や襲撃者であり、

彼らは大規模な会戦ではやはり不利であった。

戦闘において馬を使用するために訓練された兵士。それらは、会戦の前や後により重要だったが、効果的に使用

された時には、会戦全体を決定付ける可能性があった。

竜騎兵(Dragoon) ：軽騎兵。時には、歩兵のように戦うように訓練されることがある。

騎兵：重騎兵、ほとんどは敵の隊列に突撃するために使用された。

ユーサール騎兵(Hussar): 偵察と襲撃のために使用された不正規軽騎兵。しかし、時にはその時代の連続した会戦

にそれを見出すことができる。

この時代の長射程砲。不正確ではあるが、勝利のために必要である。

砲兵：軍に長きにわたって与えられていた軽野戦砲。不正確ではあるとしても、戦場ではどこにでも届いた。

攻城砲兵：攻囲において使用される重砲。これらは機動性に欠け、大規模な会戦では不利であった。退却すること

を強制される場合、それらは破壊される。

会戦においてその将兵を率いる高位の将官。

それらはこのゲームでは0～4に評価される。

0: 無能な指揮官。彼らは戦場において挽回する技術をほとんど持たない。これらの将帥が成し遂げることができる

最高のものはピュロスの勝利である。

1: 有能な指揮官。信頼できる指揮官ではあるが、偉大な指揮官や天才に相対した時には、通常なら敗北すること

になった。時には、後世の理論だけの歴史家によって不当な評価が下されることもある。

2: 才能のある指揮官。これらの将帥は例外的な偉業を達成する能力があるが、それでも重大な失策を犯す可能性

がある。より良い将軍に対しては自分自身の地歩を確保することはできるが、条件の等しい対戦であれば通常は

敗北する。

3: 偉大な指揮官。これらはほとんど戦闘に敗北することがなく、ほとんど弱点がない将帥である。彼らは軍事の天

才の真の強敵であり、軍事の天才の計画を阻止できない場合でも、少なくとも失望させることは可能である。

4: 軍事の天才。ある紛争において軍事の天才が二人を超えて並び立つことは稀で、多くの時代において誰もいな

かった。敗北することは稀で、これらの将帥は兵法を進歩させ、唖然とするほどの勝利を得た。彼らは常に才能の

ある指揮官か偉大な指揮官によって補佐されていた。このことは、将来の世代による何らかの中傷を招くことにな

ることがあったが、天才のしるしは、才能を認めて、それを効果的に使うことである。

ゲームのセットアップは、シナリオ・ブックにおいてそれぞれの会戦について提示される。プレイヤーは、シナリオに

選び、プレイしたいと望む陣営を選び、それぞれのゲームのために特定のセットアップのルールをチェックする。こ

れらはシナリオによって異なっており、いくつかのシナリオは特別ルールを含んでいることがある。シナリオは、プ

レイヤーのユニットの種類、誰の手番が先か、CAPの値、ユニットの開始時のMPの値、位置、会戦の開始時におけ

る各ヘクス内の地形の配置について指示している。(タイルの配置を判断するためにそれぞれのシナリオに示され
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る図を使用すること。ヘクス列Aは常に図の最上部の列である。それぞれのユニットは与えられたヘクスの座標に

従って配置される。） リーダー・ユニットはセットアップ指示において斜体で示される、軍司令官であるリーダーはそ

の名前が太字で示される。それ自身の個人の、名前がつけられたカウンターを持つリーダーは、その名前に星印

を伴う。

1～2の歩兵、軽徒歩兵、乗馬兵、大砲ユニットは、地形に従って同じヘクスを占めてもよい。同じタイプの2個のユ

ニットが、同時に、同じヘクスに存在することは許されない。リーダーは自由にスタックされてもよい。

地形は、地形チャート上に示される、スタッキング制限を持つ。

例：2個の乗馬兵ユニットは同じヘクスにいることはできないが、乗馬兵と歩兵タイプのユニットは同じヘクスにいる

ことができる(これを行う際のペナルティについては戦闘のルールを参照)。

順
1. プレイヤーAはサイコロを振り、利用可能なランダムのアクション ・ポイントを決定し、指揮アクション ・ポイントを

追加して、自分のアクション ・ポイントの合計に蓄積する。

2. プレイヤーAは自分のアクション ・ポイントを1回ずつ消費し、自分の望む順序で利用可能なアクションを実行する。

3. 勝利をチェックする。

4. プレイヤーBはサイコロを振り、利用可能なランダムのアクション ・ポイントを決定し、指揮アクション ・ポイントを

追加して、自分のアクション ・ポイントの合計に蓄積する。

5. プレイヤーBは自分のアクション ・ポイントを1回ずつ消費し、自分の望む順序で利用可能なアクションを実行する。

6. 勝利をチェックする。

7. ターンの終了。ターン ・マーカーをCAPトラックの一つ先のスペースに進め、ステップ1に戻る。

実行中のプレイヤーは、そのターンの間、自分のユニットのためのアクションの順序を決定する。プレイヤーは、自

分のアクション ・ポイントとユニット能力の限界の中で、自分が選んだ順序で、ユニットを移動させ、射撃し、突撃し、

近接戦闘を行い、回復させてもよい。

例：プレイヤーAは、ターン1において3CAPを持つ。プレイヤーAは、自分が選択した順序か他の順序で、ユニットA

で射撃し、ユニットBを移動させ、ユニットCで射撃することができる。

シナリオにおいて各プレイヤーは、シナリオの自分の側の指揮官の質によって指揮アクション ・ポイントの基礎値が

与えられる。ゲーム・ターンの手順のステップ1と4の間、実行中プレイヤーはd6を振ることになる。1の目は1のラン

ダムCAP、2～4の目は2のランダムCAP、5～6の目は3のランダムCAPを提供する。基礎指揮アクション ・ポイントに

ランダムCAPの結果を加え、CAPの値を決定する(ルール9：リーダーを参照)。これは、そのプレイヤーが1回のター

ンに消費してもよい合計のCAPの数を決定する。

例：あるプレイヤーは、シナリオの指示によって各ターンに4指揮アクション ・ポイントを受け取る。最初のターンの

開始時に、ゲームの手順のステップ1を実行し、ランダムアクション・ポイントのためのサイコロを振る。結果は5の

目であった。これは追加の3ランダムアクション ・ポイントを与える。そのプレイヤーは、これらの値をシナリオの指

示による4指揮アクション ・ポイントに加え、そのターンの合計は7CAPとなる。

■CAPのそれぞれのポイントは、実行中のプレイヤーがユニットの移動を行うか、戦闘をするか、リーダーの場合、

ユニットを回復することを可能にする。

■それぞれのユニットは、それがアクションの実行を指示されると、次のユニットがアクションの実行を開始する前

に、そのアクションを完了しなければならない。

■ユニットが一度活性化され、その許されたアクションを完了してしまうと、それは次のターンまで再び活性化する

ことができない。

全てのユニットは、射撃するか射撃するユニットにつき1CAPの支出で、移動か射撃してもよい。歩兵か大砲ユニッ

トが1回の移動か戦闘アクションを実行するか、リーダーによって回復された後、それはそのターンの間、他のどの

アクションも実行することは許されない。

上記に加えて：

CAPの値 ユニットとアクション

2：軽歩兵、不正規兵、騎兵、竜騎兵、ユーサール騎兵、ハイランダーは、1ヘクスを移動して射撃するか、射撃して

から1ヘクスを移動してもよい。

2：騎兵、竜騎兵、ハイランダー、ユーサール騎兵は、突撃してもよい。

2：ハイランダー、不正規兵、軽歩兵、現地兵、竜騎兵、騎兵、ユーサール騎兵は、近接戦闘を宣言してもよい。

3：敵ユニットに隣接している場合、戦列歩兵、エリート歩兵、義勇兵は近接戦闘を宣言してもよい。

1：リーダーは、それらがスタックする損害を受けた歩兵か乗馬兵ユニットを回復する能力を持つ。直前の敵ターン

に射撃されていないユニットのみが回復されてもよい。

リーダーはCAPを使用することなく移動する。
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それぞれのシナリオは指定された軍リーダーを持つ。そのリーダーは、自分がいるヘクスにおいて、ターンにつき1

個のユニットに消費されるCAPを減らす。

ターンの間、消費されたアクションの記録を残すためにCAPトラックを使用すること。ユニットがアクションを実行し

た時に、アクションを実行したそれぞれのユニットについて適切な数の下に、CAPマーカーを移動しなさい。マーカ

ーが0のスペースに達した時に、現在のプレイヤーのターンは終わる。

全てのユニットは、ユニットのタイプに基づいて基礎移動許容をもっている。移動は一度1ヘクスずつ実行され、あ

るヘクスから隣接するヘクスへと行われる。いかなるユニットも、その通常の移動レートより多くのヘクスを移動す

ることは許されない。ユニットは、１回のターンにおいて１回を超えて移動することは許されない。

プレイヤーは、そのターンの間、あらゆる移動においてヘクスについてのユニットのスタッキングのルールに違反す

ることは許されない。これにはユニットを通過する移動、ユニット間で位置を交換すること、退却の間を含む。

例：歩兵ユニットと砲兵ユニットが一緒に同じヘクスにおり、自軍の歩兵ユニットに隣接している状況では、それが

ヘクスの制限ルールに違反するために、両方の歩兵ユニットは互いにそこへ移動することや通過することができな

い。砲兵はヘクスの制限のルールに違反することがないため、砲兵は隣接する歩兵とともにそのヘクスに移動する

ことができる。

ユニットはリーダー・ユニットの上を通過して自由に移動してもよい。リーダー（自軍か敵）はあらゆるユニットの移

動を妨げない。敵のユニットがあるヘクス内で単独でいるリーダー・ユニットを通過する場合、そのリーダー・ユニッ

トは最も近い自軍ユニットの位置に退却される。

プレイヤーの手が移動させるユニットから引っ込められた時点で、全ての移動、宣言された目標、アクションは最終

的なものである。プレイヤーは自分の考えを変え、ユニットの移動を引き戻すことができない。

森、丘、沼ヘクスにいる不規則兵、軽歩兵、現地兵、ユーサール騎兵、ハイランダーは、それらに隣接するようにユ

ニットが移動した瞬間に伏兵を試みてもよい。

試みるためには、1d6を振る：1-2の目で、伏兵は成功する。伏兵を試みたユニットは、それらが近接戦闘を開始した

かのようにサイコロを振る。3+の目で、試みは失敗する; 6の目である場合、伏兵を試みたユニットは1MPを失う。

戦闘を実行するためには、プレイヤーはアクションを実行するユニットを選択して、戦闘（射撃、近接戦闘、突撃）を

宣言しなければならない。

戦闘用のサイコロ ：d10のみが戦闘を実行するのに使用される。通常、特別ルールによって修正されない限り、それ

ぞれのユニットは3個のサイコロを振る。ユニットがその開始時のMPの半分(小数点以下切り捨てて)である場合、

それは1個少ないサイコロを振る。プレイヤーは戦闘の種類について適切なコラムを参照し、指定された命中の範

囲内に含まれるサイコロの目の結果について命中を記録する。サイコロの目の修正(DRMs)は、TEC上のIn/Out(進入

/退出)のコラムにつき地形によって適用されてもよい。

命中を受けた目標とされたユニットは、命中につき1MPを失い、適切なMPの値となるようにユニットを裏返すか取り

替える。命中の数が目標とされたユニットを1を下回るように減少させた場合、そのユニットは除去される。除去さ

れたユニットは、ゲームボードから取り除かれる。

2個のユニットが目標とされたヘクス内にいる場合、命中は最も高いMPの値のユニットに適用される。等しい場合、

保有プレイヤーがどのユニットが命中を受けるかどうか決定する。

9と0：あらゆる戦闘の形態において、9の目は常に命中で、0の目は常に失敗である。

士気チェック ：ユニットは、戦闘の結果として士気チェックをすることを求められることがある。チェックを行うそれぞ

れのユニットにつき1d6を振る。その結果がユニットのMP(地形とリーダーシップについて修正される)を上回る場合、

そのユニットはチェックに失敗する。次に起こることは、チェックを誘発する状況に依存する。

射程(Range) ： 戦闘チャート上で、 「射程」は、ユニットが戦闘の間、射撃してもよいヘクスの最大数である。R3、R2、

R1はその射程におけるサイコロの命中に必要な値である。

射撃戦闘を実行するためには、プレイヤーは1CAPを消費し、自分の戦闘用サイコロを振り、ヘクスで数えた射程に

よって決定される適切なコラム(R3、R2、R1)と交差照合する。「R1」は目標ヘクスが1ヘクス離れている(すなわち、隣

接している)時に使用される。

ユニットは、互いに射撃することが可能になるためには、クリアな照準線を持たなければならない。クリアな照準線

とは、射撃するユニットから目標ユニットまでの、阻害する地形やユニットがない、ヘクスの中心を通過する直線と

して定義される。阻害する地形は、森、丘、町、塹壕、(自軍か敵の)ユニットである。基本ゲームにおいては、全て

のユニットは360度の照準線を持つ。向きのルールはない(しかし、選択ルール、ヘクスの向きを参照)。

■隣接するヘクス内のユニットは、地形がこのように接近したユニットの間の照準線に影響を及ぼさないため、常
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に互いを射撃してもよい。

■阻害する地形が二つのユニットの間のヘクスに位置する場合、照準線は阻害される。

■照準線が二つのヘクスの間で共有される辺に沿って設定され、両方のヘクスが阻害する地形を持つ場合、照準

線は阻害される。これらのヘクスのうちの一つのみが阻害する地形である場合、照準線はクリアであり、そのユニ

ットは射撃してもよい。

竜騎兵とユーサール騎兵：それらは、成功した士気チェックによって射撃戦闘から解放される。騎兵はこの能力を

持たない。攻撃側が射撃戦闘を宣言し、対象とされた騎馬兵が撤退する場合、そのユニットが依然として射程ない

であるならば、攻撃側はそのユニットに射撃戦闘を実行してもよいし、他の目標を選択してもよい。

目標を選択する：大砲以外のユニットは最も近い目標を射撃しなければならないが、等距離の選択可能な複数の

目標が存在する場合には、選択してもよい。

破壊に対する免除：ユニットは、大会戦において射程2以上で、小会戦において射程3以上で、破壊が免除されてい

る。これは、ユニットがその最後のMPを失うような場合でも、これらの射程においてそれらゲームから取り除くこと

ができないということを意味している。

戦闘後前進：防御側が射撃戦闘において隣接する攻撃ユニットによって除去される場合、攻撃ユニットは空になっ

たヘクスに前進してもよい。

歩兵タイプのユニットは、それらの戦闘アクションの間に、射撃する代わりに、近接戦闘を行ってもよい。大砲は近

接戦闘を実行することが許されない。攻撃ユニットは、近接戦闘のために隣接していなければならない。近接戦闘

を宣言するためには、攻撃側はユニットのタイプに従って2か3CAPを消費しなければならない。

近接戦闘の宣言を行う時に、そのヘクス内のそれぞれの防御ユニット （リーダー以外）は、士気チェックを実行しな

ければならない：

■チェックに成功した場合、攻撃側がその近接戦闘用のサイコロを振る前に防御側は射撃し(R1のコラム上でd10を

振る)、攻撃側の近接戦闘用のサイコロが振られた後は退却しない。

■チェックに失敗した場合、攻撃側がその近接戦闘用のサイコロを振る前に防御側は射撃せず、攻撃側の近接戦

闘用に振ったサイコロによる命中を解決した後に1ヘクスを退却しなければならない。全てのユニットが退却するこ

とを強制される場合、退却するユニットともにスタックしているリーダーは、そのユニットとともに退却しなければな

らない。

■歩兵と大砲が一緒にスタックされており、近接戦闘か突撃によって士気チェックが行われる時には、歩兵が先に

その士気をチェックする。歩兵がチェックに成功した場合、砲兵もまた成功したものとみなされる。歩兵がチェックに

失敗した場合、砲兵もまた退却するかどうか見るために個別の士気チェックをしなければならない。

■ヘクス内の歩兵と乗馬兵は、別個に士気をテストする。

■ヘクスが退却か除去のどちらかによって空きにされた場合、近接戦闘を開始したユニットはそのヘクスに進入し

なければならない。

例：これは通常の戦闘チャートを使うシナリオである。リーダー(Catinat)とスタックする青の4MPのエリート歩兵ユニッ

トは、丘ヘクス内の2MPの砲兵とスタックしている赤の4MPの戦列歩兵ユニットと近接戦闘を実行する。

先に、防御側が士気をチェックする。先に戦列歩兵ユニットがチェックする。それが成功した場合、砲兵ユニットは

チェックを行う必要がない。歩兵のMPは「4」であり、それが占めるヘクス内の丘地形のおかげで「5」に修正される。

残念なことに、防御側が出した目が「6」であった。戦列歩兵は射撃することができず、退却しなければならない。砲

兵はその士気をチェックし、 「3」で通過した。

第二に、士気チェックに成功した防御側は、防御射撃を実行する。この場合、それはまさに砲兵である。それはR1

のコラムで3d10を振り、 「8」か 「9」の目で命中を記録する。驚くべき幸運で、それは3回中2の命中を記録した。エリ

ート歩兵は「2」MPとなる。

この時点で、攻撃側は近接戦闘を実行する。エリート歩兵は、近接戦闘において通常では4個のサイコロを振るこ

とになっている(その通常の3個に近接戦闘のための追加の1個を加える)。それが開始時の士気ポイントの半分に

減少しているために、それは1個のサイコロを失う。それが丘ヘクスを攻撃しているため、それはそれぞれのサイコ

ロの目に-1DRMを持つ。このように、それは3個のサイコロを持つだけとなり、修正後は「6」以上で命中を記録する。

それは1命中を負わせただけであり、それは敵の戦列歩兵によって吸収される。

退却：戦列歩兵は退却しなければならず(それが戦闘の前の士気チェックに失敗したため)、それはそうする。ヘク

スがこの時点で空にされる場合、攻撃側はそのヘクスに進入しなければならないが、その砲兵はなお頑強にその

場にとどまる。

近接戦闘の前の撤退：歩兵が軽徒歩兵か乗馬兵に対して近接戦闘を宣言する場合、それらは士気チェックに成功

することによって1ヘクスを撤退してもよい。

近接戦闘から撤退することについては、竜騎兵とユーサール騎兵は4の士気値を持つ。攻撃側は空にされたヘクス

に進入するが、射撃戦闘を行うことは許されない。

ハイランダー：近接戦闘によって目標とされるならば、それらはプレイヤーが攻撃するのと同時にそれら自身の近

接戦闘用サイコロで射撃する。これは、それらが士気チェックに成功した結果としての防御射撃に加えて、その後
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に行われる。士気チェックに失敗した場合、それらが防御射撃を実行しない一方で、依然としてこれらの同時の近

接戦闘用サイコロを振る。

突撃するためには2CAPがかかる。突撃する乗馬兵かハイランダーユニットは、突撃を開始するためには敵ユニット

に隣接していることはできない。防御側が退却するか、撤退するか、除去される場合、突撃するユニットは防御側

のヘクスを占めなければならない。

竜騎兵とユーサール騎兵：竜騎兵とユーサール騎兵は、突撃する前1か2ヘクス離れた位置にいなければならない

(小会戦では3ヘクス)。突撃から撤退することに関してはこれらのユニットは4の士気値を持つ。

ハイランダーと騎兵：突撃する前に1ヘクスは離れていなければならない(小会戦では2ヘクス)。

歩兵や大砲を目標とする場合、あたかもそれらが近接戦闘下にあるように、防御ユニットは退却の士気チェックを

行う。それらが成功する場合、歩兵は突撃する乗馬兵に対して射撃しなければならない。

騎手がハイランダー歩兵ユニットに突撃をかける場合、ユニットは他のすべての歩兵のように士気をチェックしなけ

ればならないが、それらはMPに関係なく1～4の目で成功する(地形とリーダーについて修正される)。ハイランダー

がその士気チェックに成功してその場にとどまる場合、それらは乗馬兵に対して同時の戦闘用サイコロを振ること

を実行してもよい(これは7～9で命中する)。

突撃するユニットが他の乗馬兵を対象とする場合、目標は成功した士気チェックによって1ヘクスを撤退し、突撃を

避けてもよい(竜騎兵であればそのサイコロの目に-1の修正を受け、ユーサール騎兵であればそのサイコロの目に

-2の修正を受ける)。サイコロの目がユニットの士気と等しい場合、そのユニットは1個の命中をこうむる。

ユニットが撤退しないことを選択した場合、成功した士気チェックは、縦隊隊形である場合には-1の修正を伴う、反

撃突撃を行うことをそれらに可能にする。成功した場合、両陣営は同時に命中を与える騎兵突撃用のサイコロを振

る。防御プレイヤーは、士気チェックについてサイコロを振る前に、撤退するか反撃突撃を実行する場合、宣言しな

ければならない。

士気チェックに失敗した防御ユニットか撤退の士気チェックに成功した乗馬兵ユニットは、攻撃ユニットから1ヘクス

を離れるように退却しなければならない。ユニットは他の敵ユニットに隣接するように退却してもよいが、それらは

もう一つの士気チェックに成功しなければならず、失敗すると1命中をこうむる。

退却しない：退却することができないユニットは(全ての可能な退却経路が通行不能地形、地図端、敵ユニットによ

って塞がれている)、自動的に1命中をこうむる。破壊されない場合、それらはその場に残る。

置き換え：自軍ユニットがユニットの退却ヘクスを妨害する場合、その自軍ユニットは退却するユニットのための余

地を与えるために退却する。それがスタッキング・ルールに違反しない場合、ユニットは置換なしで自軍ユニットの

ヘクスに退却することができる(例 ：歩兵は砲兵ユニットのみを含むヘクスに退却することができる)。全ての退却す

るユニットと置き換えを行うユニットは士気チェックを実行しなければならない。それらが士気チェックに失敗した場

合、依然として置き換えを行うが、1命中をこうむる。

それぞれのシナリオは、両陣営について太字で印刷されることで指名された軍司令官(Army Commander:AC)を持つ。

そのリーダーを軍司令官として指定するために、黒のリーダーシップ評価値を持つ側のリーダー・カウンターを使

用すること。

ACが移動しないか、戦闘において射撃しないか、回復アクションに参加しないか、戦闘において彼自身が射撃され

ない場合、あなたは未使用のCAPを次のターンに備えて蓄積してもよい。保存された総額はゲームボード上に記録

され、ACの戦闘評価値を超えることは許されず、次のターンに使用されなければならない。ACが失われる場合、こ

のボーナスは永久に失われる。

プレイヤーはそのターンについて主導権を奪取しようとしてもよい。それはターンの順序を逆にする。ターンの開始

時に、主導権プレイヤーがCAPのためにサイコロを振る前に、もう一人のプレイヤーは主導権を奪取するというそ

の意図を宣言し、1CAPを消費する。両方のプレイヤーは1d6を振り、そのサイコロの目に自分のACの評価値を加え

る。主導権を奪取するプレイヤーはその主導権を変更するためにはその対戦相手よりも高い値を得なければなら

ない。同じである場合は、プレイヤーAに指定されているプレイヤーが主導権を維持する。試みの数はACの評価値

に制限されている。
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もう一人のリーダーがシナリオの中にいる場合、それらはその指揮レーティング以下の値をサイコロを振って出す

ことによって、除去されたリーダーについてACを引き継いでもよい。プレイヤーがCAPのためにサイコロを振るリー

ダーを置き換えることを試みる前に、これはターンにつきただ一回のみチェックのためのサイコロを振る。1CAPが再

びチェックを実行するために消費されてもよい。複数のリーダーが存在する場合、存在する自分の国籍のユニット

が最も多いリーダーが、軍司令官となることを試みなければならない。さもなければ、そのプレイヤーが選択する。

リーダーは、それらがスタックしているユニットについての士気チェックの修正のために0～4と評価されている。リ

ーダーは、歩兵の近接戦闘や突撃の士気チェックの間に、退却判定についてその評価値をユニットのMPに加える。

6の目は常に、修正に関係なく、士気チェック失敗である。複数のリーダーが一つのヘクスにスタックしている場合、

最も評価値が高いリーダーのみが使用される。

リーダーが射撃、近接戦闘、突撃によって目標とされるヘクスにいる時はいつでも、彼が除去される可能性がある。

この可能性は、以下の二つの場合に引き起こされる：

(1) どちらかのプレイヤーがd10を振って「5」の目を出した時。

(2) リーダーがユニットとスタックしており、そのユニットが除去され、そのリーダーがそのヘクス内に単独で残され

た時。

両方の場合で、リーダーが除去されるかどうかを確かめるため1d6を振る。その結果が「1」である場合、リーダーは

除去される。第一の場合には、 「5」を振ったプレイヤーがチェックする1d6を振る。第二の場合には、リーダーがチェ

ックにパスしたならば、彼は最も近い自軍ユニットとともに置かれる(複数の自軍ユニットが等距離である場合、保

有プレイヤーがどれかを決定する)。

リーダーが除去される場合、リーダーのプレイヤーは全ての将来のCAP決定フェーズについて、1だけ利用可能な

その指揮アクション・ポイントを減らさなければならない。このペナルティは累積する。シナリオが2人のリーダーを

持ち、両方を失った場合、あなたはゲームの残りの間、-2の修正をこうむる。しかし、プレイヤーのベースの指揮ア

クション ・ポイントは0を下回ることはない。

リーダーは、戦闘によってMPの減少をこうむった大砲以外のユニットを、回復してもよい。回復するためには、ユニ

ットはリーダーと同じヘクスでそのターンを開始し、終了しなければならず、なおかつ、そのユニットとそのリーダー

は、そのターンの間、移動することは許されず、他のいかなるアクションも実行することは許されない。

MPを回復するのに1CAPがかかり、あなたはターンにつきユニットごとに最大1 MPのみを回復してもよい。回復され

たユニットは、それらがシナリオを開始したMPを上回ることができない。

例：リーダーは4MPから1MPまで減少した歩兵ユニットとともに同じヘクスでターンを開始する。

リーダーとユニットはそのターンの間、移動せず、回復する資格がある。そのアクション・フェーズの間、リーダーは

1CAPを消費し、歩兵を2MPに戻す。敵ユニットに隣接するユニットは、回復することは許されない。回復されたユニ

ットは、それが回復したターンの間、移動や射撃することは許されない。

異なる国籍のリーダーは、特に明記されない限りどんな形であれ自分の国籍でないユニットにいかなる恩恵も与え

ることができない。

ヘクスで単独でいる場合、リーダーを攻撃することができる。D10を振って 「5」の目が出た場合、上記のようにリー

ダーの障害のチェックを行う(さもなければ、それには効果がない)。敵のユニットがリーダーのヘクスに進入する場

合、リーダーはただちにいずれかの隣接する自軍がいるヘクスに退却してもよい。そのような自軍のいるヘクスが

存在しない場合、リーダーは自動的に除去される。

それぞれのシナリオは、勝利ポイントに基づくそれ固有の勝利条件のセットを持つ。それぞれのシナリオの勝利条

件はそのシナリオの下にリストされている。

通常、勝利ポイントはリーダーを含んで除去されるユニットに対して授与される(戦闘ユニットは、戦闘損失によって

1をMP以下に落ちて、ゲームから取り除かれる）特に明記しない限りユニットにつき1VPである。

いくつかのシナリオは、勝利ポイント ・マーカーを持つ(灰色の背景でI～VIIIの数字が表記される)。特に明記しない

限り、これらのマーカーは1VPの価値がある。

時間の制約：一方は陣営は、特定の数のターンまでに十分なVPsを得なければならず、さもないとその陣営はシナ

リオに敗北する。

時間の制約がく、どちらの陣営も勝利を達成することがない場合、この会戦は引き分けである。
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それらはR1と近接戦闘における戦闘において1個の追加のサイコロを振る。

エリートが最初に何らかの理由によって破壊されることになった場合、1d6を振ること。1-2の目で、そのユニットは

1MPでその場に残る。

エリートの歩兵は、それらの士気チェックについてサイコロを振る時に1を減ずる。

軽歩兵が最初に何らかの理由によって破壊されることになった場合、1d6を振ること。1-2の目で、そのユニットは

1MPでその場に残る。

VPマーカーが補給縦列として指定される場合、活性化するためには2CAPがかかる。それは地形に関係なく1ヘクス

だけを移動するが、浅瀬か橋が存在しない限り、それは沼か川に進入することができない。

12. 特別なシナリオ・ルール

歩兵は常に、近接戦闘において追加の1個のサイコロを振る。

歩兵は、R1～2においてそれらの命中のサイコロについて-1の修正が適用される。

側面への敵の攻撃は、追加のサイコロを振らない。

砲兵は、射撃する時に、1個少ないサイコロを振る。

射撃、近接戦闘、突撃を行う時には、乗馬兵は振るサイコロが1個少なくなる。

射撃や近接戦闘を行う時には、全ての歩兵は振るサイコロが1個少なくなる。

歩兵はR1-2では、戦闘で振るサイコロが1個少なくなる。

このルールに従う砲兵は移動するために2CAPを要する。これらの砲兵は近接戦闘から退却することができず、そう

することを強制される場合には破壊されるが、それでもなおそれらが射撃するかどうかをチェックするためにサイコ

ロを振る。

森、沼、町ヘクスから射撃する時、ユニットは追加の1個のサイコロを振る。

騎兵は射撃することができないが、近接戦闘や突撃する時には、追加の1個のサイコロを振る。

乗馬兵は、近接戦闘、射撃、突撃を行う時に、追加の1個のサイコロを振る。

3-4MPのユニットは、R1では追加の1個のサイコロを振る。

町(か要塞)ヘクスは、要塞化された都市である：これらのヘクス内のユニットに対する全ての攻撃は2個のサイコロ

を失い、都市は近接戦闘攻撃や突撃による目標とすることができない。

以下に定義するように、ユニットは横隊か縦隊の正面を選択しなければならない。隊形はゲームの開始時にプレイ

ヤーによってセットされ、MRの1ポイントを使用して移動の開始時か終了時に変更される。1回だけの隊形変更がユ

ニットにつきターンにつき許される。乗馬兵、歩兵、義勇兵だけが隊形を選んでもよい。他の全てのゲーム・ユニッ

トは、向きについてのみ、横隊隊形であるとみなされる。

横隊（ヘクスサイド ）
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縦隊（ヘクスの角）

射撃戦闘：歩兵と乗馬兵は、それらに命中を与えるために振られるサイコロの目に+1DRMを適用する。乗馬兵は、

他の乗馬兵に命中を与えるためにサイコロを振る時に、命中のためのサイコロの目に+1DRMを適用する。

近接戦闘：歩兵と乗馬兵は、その士気チェックにおいてサイコロの目に-1DRMを適用する。歩兵は、近接戦闘で命

中に使用されるサイコロの目に+1DRMを適用する。

突撃戦闘：乗馬兵は、突撃において命中に使用されるサイコロの目に+1DRMを適用する。反撃突撃のためのサイコ

ロの目に-1DRMを適用する。

射撃戦闘：歩兵は、他ユニットに命中を与えるために振られるサイコロの目に+1DRMを適用する。乗馬兵は、それら

への射撃と他のユニットへの射撃に使用されるサイコロの目に-1DRMを適用する。

近接戦闘：歩兵と乗馬兵は、他ユニットに使われるさいころから-1DRMを適用する。

突撃戦闘：横隊をとっている乗馬兵は、命中に使用されるサイコロの目に-1DRMを適用する。

ユニットは、正面のヘクスを通じてのみ、移動し、(あらゆる種類の)戦闘を開始してもよい。ヘクスに進入する時、

砲兵、戦列、エリート歩兵、義勇兵は、時計回りか反時計回りの方へ一つのヘクスサイドだけ向きを変更してもよ

い。これは、これらのユニットが素早くヘクスサイドの向きを変更することを妨害している。騎兵は二つのヘクスサ

イドの向きを変更してもよく、竜騎兵は三つのヘクスサイドの向きを変更してもよい。攻城砲兵は向きを変更するこ

とがない。他の全てのユニットはその向きを変えてもよく、ある一回の移動中に臨むだけ何回でも変更してもよい。

これは隊形のためのルール抜きで使用することができる。

ユニットがその側面から射撃されるか、突撃されるか、近接戦闘を受ける場合、攻撃ユニットは追加の1個のサイコ

ロを振る。それがその背面である場合、攻撃ユニットは追加の2個のサイコロを振る。結果に関係なく、側面か背面

から射撃されるユニットは、あたかもそれが近接戦闘を受けるかのように、射撃が開始される前に、士気をチェック

しなければならない。

これは隊形のためのルール抜きで使用することができる。

乗馬兵の撤退：乗馬兵が撤退する時、それらはサイコロの目に-1を適用する。

銃剣ドクトリン ：歩兵は近接戦闘において常に1個の追加のサイコロを振る。

銃剣ドクトリン ：歩兵は近接戦闘において常に1個の追加のサイコロを振る。

頑強 ：すべてのイギリスの戦列歩兵ユニットが何らかの理由で最初に破壊されることになった場合、1d6を振る。1

の目で、そのユニットは1MPで留まる。

改良された銃剣ドクトリン ：歩兵は常に、近接戦闘において追加の1個のサイコロを振り、近接戦闘を開始するため

に2CAPのみを消費する。

制限される隊形：フランスの歩兵は横隊隊形を組むことができない。しかし、騎馬兵が縦隊隊形の歩兵に突撃をか

ける時には、それらは1個少ないサイコロを振る。

カリスマによるリーダーシップ：高地ユニットを率いるリーダーはそのMRを2に増やす。

高地の移動：4CAPのコストで、全ての高地ユニットは1ヘクスを移動してもよい。これは厳重に制限されており、リー

ダー・ボーナスや他の何らかの方法によって増やされてはならない。

高地戦術対一斉射撃：ハイランダー ・ユニットに対して射撃する時、一斉射撃をもつユニットはそのボーナスを失う。

乗馬兵の撤退：ユーサール騎兵が撤退する時、それらは-2をサイコロの目に適用する。近接戦闘を使用する歩兵

によって目標とされる場合、それらは自動的に退却する

竜騎兵の射撃：竜騎兵はR1-2において戦列歩兵のように射撃する。

頑強：ロシアの戦列歩兵ユニットが何らかの理由で最初に破壊されることになった場合、1d6を振る。1の目で、その

ユニットは1MPで留まる。
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銃剣ドクトリン ：スペインの歩兵は近接戦闘において常に1個の追加のサイコロを振る。

制限された隊形：スペインの歩兵は横隊隊形を組むことができない。

扱いにくい騎兵：突撃する前に士気をチェックしなさい。それらが失敗した場合、それらは1命中を受け取る。

Ga Pa：近接戦闘と突撃では、追加の1個のサイコロを加えなさい。

スウェーデン軍は近接戦闘を開始するのに2CAPのみを消費する。

カールXII世 (Charles XII) ： カールXII世の指揮下のあらゆるユニットは、ターンにつき一回、無償で回復してもよい。カ

ールXII世が除去される場合、スウェーデン軍は自動的に会戦に敗北する。

乗馬兵の撤退：乗馬兵が撤退するとき、それらはサイコロの目に-2の修正を適用する。

激しい突撃：近接戦闘と突撃において追加の1個のサイコロを振るが、敵ユニットが近接戦闘と突撃することによっ

て誘発する士気チェックに成功した時に、常に1の自動命中をこうむる。

退却と向きのためのルールを使用する場合、戦闘から退却することは二つの結果を持つ。ユニットがその退却の

士気チェックに失敗し、そのサイコロの目の値がそのMRの評価値の2倍以上である場合、そのユニットは縦隊隊形

で退却し、退却を強制したユニットに背を向ける正面を持つ。さもなければ、ユニット は退却するが、前と同じ隊形

とヘクスの向きを維持する。

非大砲ユニットがR1で敵対するユニットに射撃する時の手順を変更する。非活動プレイヤーは、先に射撃すべきか、

２番目に射撃すべきかどうかを決める。２番目に射撃するユニットは+1を命中に加えるが、それがR1戦闘の間に2

以上のステップを失う場合、反撃の射撃を加えることができない。背面で命中を受けるユニットは、射撃することが

できない。側面において命中を受けるそれらは、その射撃のサイコロの目に-1が適用される。

R1の射撃を修正するのに使用される地形は、非活動ユニットによって占められる地形である。非大砲が大砲に対し

て射撃する場合、砲兵は射撃することができるようになるが、大砲が非大砲を射撃する場合、非大砲は反撃射撃

を開始しない。

これは、両陣営が互いに射撃してもよい唯一の機会である。

プレイヤーがCAPのために「1」を振った場合、プレイヤーは2d6を振り、以下の結果を参照する。

2: いずれかのクリアか川ヘクスを1個の沼地形ピースで置き換える(サイコロを振ったプレイヤーの選択)。川ヘクス

はこの方法で置き換えられる。

3: 全ての敵の砲兵は、このシナリオの残りの間、命中判定のサイコロの目に-1を適用する。この結果は累積する。

最初の5ターンの間は結果を7として取り扱う。

4: 悪天候。2d6ターンの間、全てのユニットは、移動ポイントを-1し、射程R1-R3において振るサイコロを2個減らす。

この結果は累積する。

5: このターンに無償であなたのユニットのうちの1個を活性化する。

6: このターンに、1回の射撃においてすべてのはずした結果のサイコロを振り直す。

7: このターンに、1個のユニットは戦闘において追加の1個のサイコロを加える。

8: 1個の敵ユニットを選ぶ。それは、あなたの対戦相手の次のターンの間、活性化することは許されない。

9: 1個のユニットは、移動のペナルティなしで地形を通過して移動してもよい。

10: 1個の攻撃ユニットは、射撃戦闘において誰が先に射撃するかについて決める。

11: 無償で1個のユニットを回復する。

12: 1個の敵ユニットを、あたかもそれがあなたのコントロール下にあり、あなたが3CAPを持っているかのように活性

化する。そのユニットは、以降のターンにおいて敵によって活性化されてもよい。

シナリオの開始時に、それぞれのプレイヤーは、全てのシナリオにおいてそれらの軍司令官の評価値に等しい回

数の戦闘用のサイコロの振り直しの権利を得る。指揮官が除去された場合、これらの権利は失われる。

ユニットが横隊隊形を使用し、クリアでないヘクスか、要塞や塹壕に進入する場合、それは士気チェックを実行しな

ければならず、それが失敗したならば、1命中をこうむる。
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軍司令官でないリーダーとともにそのターンを開始するユニットは、1D6を振り、リーダーの評価値以下を出した場

合、無償で活性化されてもよい。

2個以上のユニットが互いに隣接する場合、それらは戦闘に固定されたものとみなされる。戦闘結果によって強制

される場合にのみ、ユニットはペナルティ抜きで移動したり、隊形を変更してもよい。ユニットがこれらの条件を満

たさない場合、それは移動し、隊形を変更してもよいが、士気チェックを実施しなければならない。それが失敗した

場合、それは1命中をこうむる。

そのMPが開始時の半分を下回る(小数点以下切り上げ)ようになったユニットは、射撃戦闘、近接戦闘、突撃戦闘

において1個のサイコロを失う。

ハイランダーはそのMPが半減したとしても負の効果をこうむらない。

射撃戦闘において0の目を振り出したことは、その目を出したユニットが1ヘクスを退却する原因になる。0の結果が

何回出たかは重要ではない。

退却するユニットは、前の通りと同じ隊形とヘクスの向きを維持する。

これらのユニットが同じヘクスを占める場合、それらはその戦闘用のサイコロから1個のサイコロを減ずる。これは

そのようなヘクスから突撃してきた騎兵を含む。しかし、それらのヘクスへ突撃しようと試みる乗馬兵は、最初に士

気チェックに成功しなければならない。それらが失敗した場合、それらは突撃することができず、突撃するユニット

について使用されたCAPは無駄になる。

突撃の間に目標ユニットが除去されるか退却した場合、乗馬兵は、空になったヘクスに前進した後に、1CAPを支払

い、隣接したユニットに対して近接戦闘を実行してもよい。

リーダーと共にいるユニットは、プレイヤーが1d6を振り、リーダーの評価値以下の目を出した場合、追加の1ヘクス

を移動してもよい。そのリーダーはそのヘクスでターンを開始しなければならない。

会戦の前に、それぞれのリーダーについて1D10を振る。0-6の目で、それらは同じままである。7の目でその評価値

に+1を適用し、8の目で-1を適用し、9の目で-2を適用する。

それぞれの会戦の前に、それぞれのリーダーについて1D10を振る。評価値は0未満か4を超過することはない。

0: リーダーは彼の評価値に-2を適用する。

1-2: リーダーは彼の評価値に-1を適用する。

3-6: リーダーは同じままである

7-8: リーダーは彼の評価値に+1を適用する。

9: リーダーは彼の評価値に+2を適用する。

ユニットがリーダーからの3ヘクスを越える位置にいる時には、移動を含むアクションを実行するためには士気チェ

ックに成功しなければならない。それが失敗した場合、CAPは失われれ、ユニットは再びこのターンに活性化するこ

とができない。森、沼、町はこの距離に関しては2ヘクスとして数えられる。

ユニットが射撃するか、近接戦闘を行うか、突撃する時、1CAPで、リーダーはユニットとともに射撃してもよい。1d10

を振る。サイコロの目がリーダーの評価値に等しい場合、命中が記録される(これは、0の評価値のリーダーは0の

目で命中することを意味する。)

しかし、9の結果であれば、リーダーの死傷のために再度、1d10を振る。0-2の目でそのリーダーは除去される。

誰が先に射撃するか選択する代わりに、それはランダムに決定される。

それぞれのプレイヤーは1D6を振り、以下の修正を加える。より高い目を出したプレイヤーが決める。タイは非活動

プレイヤーが行う。

+1：イギリス、オランダ、プロイセン

１１



+0 ：オーストリア、デンマーク、フランス、サヴォイ、ザクセン

-1: バイエルン、ドイツ、ジャコバイト、ポーランド、スペイン、スウェーデン

-2: ポルトガル、反乱軍、ロシア、トルコ

戦闘において1の目を出した場合、1を出したそのユニットは全ての将来の戦闘で1個少ないサイコロを振る。1CAP

のコストで、それらはゲームの残りの間、通常通り射撃する。

すでに活性化されたユニットは再び活性化されてもよいが、それが士気チェックに成功した場合にのみ可能である。

チェックが失敗した場合、ユニットは活性化することは許されず、そのCAPは無駄になる。ユニットに第三の命令を

指示することは許されない。
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