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1.01.01.01.0　イントロダクション　イントロダクション　イントロダクション　イントロダクション
Forgotten Forgotten Forgotten Forgotten Axis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian Campaignは、第
2 次世界大戦中にルーマニア陸軍が参加した戦い
に基づく 1組のゲームである。JakimivkaJakimivkaJakimivkaJakimivkaは 1941
年 8 月のソヴィエト第 9 軍によるルーマニア騎兵
軍団への反撃をカバーしており、Kuban GatewayKuban GatewayKuban GatewayKuban Gateway
は 1942 年 8 月のルーマニア騎兵軍団によるタマ
ン半島の確保をカバーしている。

2.02.02.02.0　内容物　内容物　内容物　内容物
Forgotten Forgotten Forgotten Forgotten Axis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian CampaignAxis:The Romanian Campaignには 17
×22”のマップシートが 2 枚、240 の四角い厚紙の
カウンター、そしてこのルールブックが含まれて
いる。あなたはさいころ１つを用意する必要があ
る。
　　　　2.12.12.12.1　ルール　ルール　ルール　ルール
ルールは数字つきの段落で構成されている。別の、
関連するセクションの注記はこのように：（2.21）、
括弧つきで記されている。
　　　　2.22.22.22.2　マップ　マップ　マップ　マップ
マップはヘクスと呼ばれる六角形のエリアに分割
されており、チェス盤のマス目のように移動や戦
闘を調整している。マップは対辺距離 2 キロメー
トルの規模で、戦闘の行われた地域をカバーして
いる。
　　　　2.32.32.32.3　図表　図表　図表　図表
図表類はゲームプレイを調整する手助けとなる。
地形効果表（TEC と略称）はマップ上にある地形
と、移動時や戦闘時のその地形の効果を説明して
いる。戦闘結果表（CRT と略称）は戦闘の解決に
用いられる。
エラッタ：地形効果表は Bridge：1、Hills：2 及
び防御側 2 倍、Ford: 渡河の際はヘクス内の他の
地形＋１である。チャート上の Boundary はルー
ルで Set Up Line と述べられているものと同じも
のであることに注意。
　　　　2.42.42.42.4　カウンター　カウンター　カウンター　カウンター
四角い厚紙のコマは戦いを行った、または戦いを
行う可能性のあった部隊を表している。大半のユ
ニットには 2 の「ステップ」または戦力段階があ
り、これは戦闘によって失われる可能性がある。
ユニットの下端に横に引かれている色付の帯は、
そのフォーメーションを表している。色分けの違
いは、下記の国籍を表している。

ドイツ陸軍　グレイ
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武装 SS     黒地に白
ルーマニア軍（訳注：以下羅軍）　黄
ソヴィエト陸軍　ブラウン地に黒
ソヴィエト海軍　ブラウン地に青
エラッタ：Azov Flotillaの砲兵大隊の IDは 40が
正しい（これはプレイには影響はない）。

3.03.03.03.0　プレイの手順　プレイの手順　プレイの手順　プレイの手順
Forgotten AxisForgotten AxisForgotten AxisForgotten Axis の各ゲームは一連のゲームターン
でプレイされ、各ゲームターンは「フォーメーシ
ョンセグメント」に分割されている。各セグメン
トはフェイズに分かれており、各フェイズは示さ
れている順番に精確にプレイされなければならな
い。1 フェイズ中のすべての行動は、別のフェイ
ズが開始される前に完了していなければならない。
　各陣営にはいくつかのフォーメーションがあり、
各フォーメーションには対応するフォーメーショ
ンマーカーがある。各ターンの開始時に、ゲーム
に存在しているフォーメーションのすべてのフォ
ーメーションマーカーをカップもしくはその他の
不透明な入れ物の中に入れる。最初のフォーメー
ションセグメントの開始時に、ソヴィエトプレイ
ヤーは無作為（のぞいたりせずに）にマーカーを
1つ引く。そのフォーメーションセグメントには、
マーカーの引かれたフォーメーションに所属する
ユニットだけが使用できる。プレイヤーは、すべ
てのフォーメーションの行動がすむまでフォーメ
ーションマーカーを順番に引く。それがすんだら
プレイは次のターンに移行する。自分のフォーメ
ーションマーカーが引かれたプレイヤーが「アク
ティブプレイヤー」となり、その相手のプレイヤ
ーが「非アクティブプレイヤー」となる。選択さ
れたフォーメーションは「アクティブフォーメー
ション」と呼ばれ、その他すべてのフォーメーシ
ョンは、同じ陣営の別のフォーメーションも含め
て「非アクティブフォーメーション」であり、そ
れらのユニットは移動や攻撃は行えない。
例：ターン 1 の第 1 セグメントに、ソヴィエトプ
レイヤーは羅軍第 6 師団マーカーを引いた。枢軸
軍プレイヤーは、このセグメントには羅軍第 6 師
団のユニットしか使用できない。

フォーメーションセグメントフォーメーションセグメントフォーメーションセグメントフォーメーションセグメント
Ⅰ　増援フェイズ　Ⅰ　増援フェイズ　Ⅰ　増援フェイズ　Ⅰ　増援フェイズ　フェイジングプレイヤーは増
援(8.5)として登場する任意のアクティブユニット
を配置し、予備ユニット(8.3)の活性化を試みるこ
とができる。
Ⅱ　機械化フェイズ　Ⅱ　機械化フェイズ　Ⅱ　機械化フェイズ　Ⅱ　機械化フェイズ　アクティブフォーメーショ
ン内の任意の戦車、偵察、装甲列車、水上艦艇も
しくは自動車化ユニットは、指揮範囲内にいるか、
イニシアティブ(8.1)をとっていれば、自分の許容
移動力いっぱいまで移動することができる。アク

ティブフォーメーション内の任意の騎兵ユニット
は、自分の許容移動力の半分（端数切り捨て）ま
で移動することができる。
Ⅲ　戦闘フェイズ　Ⅲ　戦闘フェイズ　Ⅲ　戦闘フェイズ　Ⅲ　戦闘フェイズ　アクティブフォーメーション
のすべてのユニットは攻撃を実行できる。
Ⅳ　移動フェイズ　Ⅳ　移動フェイズ　Ⅳ　移動フェイズ　Ⅳ　移動フェイズ　アクティブフォーメーション
のすべてのユニットは、機械化移動フェイズに移
動を行ったユニットを含め、指揮範囲内にいるか、
イニシアティブをとっていれば、移動することが
できる。
　フォーメーションセグメントが完了したら、新
しいフォーメーションマーカーを引いて上記の手
順を各フォーメーションごとに繰り返す。同一プ
レイヤーが連続したセグメントでアクティブフォ
ーメーションを終える可能性もある。
例：前述の例を続けると、枢軸軍プレイヤーは移
動する資格のある第 6 師団ユニットで機械化移動
を行い、希望する任意の攻撃を実行してもう一度
移動させ、そのフォーメーションセグメントを完
了する。今度は枢軸軍プレイヤーがフォーメーシ
ョンマーカーを引く番であり、その他のマーカー
がまだ入っている入れ物を取った。彼はソ軍第１
戦車師団のマーカーを引いたので、今度はソヴィ
エトプレイヤーがそのフォーメーションのユニッ
トで上記の手順を繰り返す。ソ軍プレイヤーが移
動フェイズの第１戦車師団ユニットの移動を完了
したら、ソ軍プレイヤーは 4 つのマーカーが残っ
ている入れ物を取って、第 122 ライフル師団のマ
ーカーを引いた。これは自分のフォーメーション
の 1 つでもあるため、ソ軍プレイヤーは今度は第
122 ライフル師団のユニットだけを用いて再び移
動を行う。
　すべてのフォーメーションマーカーを引いてし
まったら、そのゲームターンは終了する。ユニッ
トからすべての混乱マーカー(7.27)を取り除き、フ
ォーメーションマーカーを入れ物に戻すこと。
　最終ゲームターンが終了したらプレイを停止し
て、両方のプレイヤーが勝者を決定するために勝
利条件を参照する。

4.04.04.04.0　支配地域　支配地域　支配地域　支配地域
それぞれのユニットは敵ユニットの存在するヘク
スを含め、自分の存在するヘクスに隣接する 6 つ
のヘクスに支配地域（ZOC と略称）を及ぼしてい
る。ZOC には移動、戦闘、退却及び増援の際に重
要な効果がある。
　　　　4.14.14.14.1　　　　ZOCZOCZOCZOCと移動と移動と移動と移動
敵 ZOC 内に進入したユニットは、そのヘクスで即
座に停止しなければならない。ユニットは、ZOC
内のへクスから ZOC 内の別のヘクスに移動するこ
とは可能だが、そのヘクスで必ず停止しなければ
ならない。
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　　　　4.24.24.24.2　　　　ZOCZOCZOCZOCと戦闘と戦闘と戦闘と戦闘
戦闘の結果として退却を要求されたユニットは敵
ZOCに進入することができないが、退却の際に（限
っては）、敵 ZOC ヘクス内に味方ユニットがいれ
ば、そのヘクス内の敵 ZOCは無効となる。
　　　　4.34.34.34.3　　　　ZOCZOCZOCZOCと増援と増援と増援と増援
ユニットは敵 ZOC 内からプレイに登場することは
できない。
　　　　4.44.44.44.4　　　　ZOCZOCZOCZOCと地形と地形と地形と地形
たとえ橋梁や浅瀬が存在していても、ZOC は湖、
海及び河川ヘクスサイドを越えることはない。

5.05.05.05.0　移動　移動　移動　移動
ユニットは、各フォーメーションセグメントの移
動のフェイズ中にしか移動することはない。移動
はどのフェイズでも同じように機能する。各ユニ
ットには許容移動力があり、これは移動力ポイン
ト（MP）で構成されている。ユニットは、ヘクス
内の地形の種類に従って、進入するヘクス毎にMP
を消費する。移動フェイズには、プレイヤーは移
動する資格のある（ある種のユニットだけが機械
化フェイズに移動できる）自分のユニットのすべ
てもしくは一部を移動させる。1 つも移動させな
くともかまわない。ユニットは一度に 1 つずつ、
任意の方向もしくは方向の組み合わせで移動する。
　　　　5.15.15.15.1　道路移動　道路移動　道路移動　道路移動
ユニットは、自分の移動のどの部分であっても道
路移動を使用することができる。道路に沿って移
動するユニットは、マップ上に印刷されている道
路に沿った道をたどって道路へクスを 1 つ 1 つ移
動している限り、特別なレートで移動する（1 つ
の道路へクスから、それに道路が接続していない
別の道路へクスに移動したユニットは、特別なレ
ートを利用できない）。道路を使用するユニットは、
道路へクス内の別種の地形の移動コストを無視す
る。ユニットは、自分の移動中のどの時点でも道
路に乗ったり、降りたりしてかまわない。
　　　　5.25.25.25.2　騎兵移動　騎兵移動　騎兵移動　騎兵移動
アクティブフォーメーションの騎兵ユニットは機
械化フェイズに自分の許容移動力の半分の移動が
可能である。騎兵ユニットは自分のフォーメーシ
ョンの移動フェイズにも自分の許容移動力いっぱ
いで移動することができる。
　　　　5.35.35.35.3　鉄道移動　鉄道移動　鉄道移動　鉄道移動
ソヴィエトの装甲列車(8.6)を除き、ユニットは「鉄
道で」移動することはできないが、特別な鉄道移
動レート（1 へクスにつき１MP）を用いて、道路
と同様なやり方で、マップ上に印刷されている任
意の鉄道線を使用することができる。
　　　　5.45.45.45.4　橋梁と浅瀬　橋梁と浅瀬　橋梁と浅瀬　橋梁と浅瀬
橋梁や浅瀬ヘクスサイドは河川や小河川ヘクスサ
イドの移動への効果を無効化する。その資格があ

るなら 、道路や鉄道のレートを使用すること。そ
の他の場合、橋梁は MP コストの追加はなく、浅
瀬は１MP を追加する。橋梁や浅瀬は破壊するこ
とはできない。ZOC は橋梁や浅瀬のある河川ヘク
スサイドであっても、越えて広がることはない。
　　　　5.55.55.55.5　制限　制限　制限　制限
敵ユニットの存在するヘクスにはユニットは進入
できない。ユニットが、許容移動力内に次のヘク
スに進入する十分な MP を残していない場合、そ
のユニットはこのフェイズにはそれ以上の移動は
行えない。
　味方ユニットの存在するヘクスは、味方ユニッ
トがいくつでも通過することができるが、移動フ
ェイズの終了時にはスタック制限を守っていなけ
ればならない。
　　　　5.65.65.65.6　支配地域　支配地域　支配地域　支配地域
敵 ZOC に進入したユニットは、そのフェイズの移
動を即座に終了しなければならない。ただし、次
の移動フェイズに ZOC を離れたり、ある ZOC か
ら別の ZOC に移動することは可能である。だが、
その場合も敵 ZOC であるヘクスに進入したらいつ
でも停止しなければならない。

6.06.06.06.0　スタック　スタック　スタック　スタック
各移動フェイズ及び戦闘フェイズの終了時に１つ
のヘクスに存在できるのは、味方２個大隊プラス
１個中隊、またはまたはまたはまたは１個連隊プラス１個中隊である
（３個中隊は１個大隊に等しい）。移動フェイズの
最中には１つのヘクス内をいくつのユニットが通
過してもかまわないが、１ヘクス内に２個大隊も
しくは１個連隊を超過しているユニットは、移動
フェイズもしくは戦闘フェイズの終了時に除去さ
れなければならない。水上及び航空ユニットはス
タックには参入されない。司令部は、スタックの
際は中隊規模ユニットとする。

7.07.07.07.0　戦闘　戦闘　戦闘　戦闘
各プレイヤーの戦闘フェイズには、自分のユニッ
トで隣接する敵ユニットを攻撃し、砲兵ユニット
は、自分の戦闘力を何ヘクスか向こうの隣接して
いない敵ユニットを攻撃するために投射すること
ができる。
　攻撃は常に自発的な意志によるものである。ま
ず、攻撃側プレイヤーは自分の戦闘すべてを、ど
のユニットが攻撃を行い、どの敵ユニットが攻撃
目標となるのかを宣言する。その戦闘とは、その
ヘクスに隣接する攻撃側ユニットのアクティブユ
ニットのいくつかもしくはすべてによって、敵ユ
ニットに占領されている１つのヘクスへの攻撃に
プラスして、戦闘に参加した任意の味方のアクテ
ィブな砲兵ユニットや航空支援のことである。１
つのユニットは１ターン中に一度だけしか攻撃を



Forgotten Forgotten Forgotten Forgotten AxisAxisAxisAxis:The Romanian Campaign:The Romanian Campaign:The Romanian Campaign:The Romanian Campaign

- 4 -

行えないし、１つの敵ユニットは１度のフォーメ
ーションセグメントに一度だけしか攻撃を受ける
ことはない。一旦攻撃が宣言されてしまったら、
変更は許されない。
　２つの味方ユニットがヘクスに存在する場合、
それらのユニットは別々のヘクスに個別の攻撃を
行うこともできる－一緒にスタックしているユニ
ットは一緒の攻撃を行う必要はないが、防御は１
つのまとまった戦力として一緒に行わなければな
らない。例外：味方陸上ユニットの存在するヘク
スにいる水上艦艇は、陸上ユニットとは「スタッ
ク」してはいないため、別個に攻撃を受ける可能
性がある。
　非アクティブフォーメーションのユニットは、
たとえその他の条件を満たしていたとしても、攻
撃に参加することはできない。
　例：ソヴィエトプレイヤーは自分の戦闘フェイ
ズの開始時に、SS１個大隊に隣接して、アクティ
ブ状態の第１０４師団から歩兵２個大隊、非アク
ティブの第１２２師団からもう２個大隊を持って
いる。敵ユニットに隣接しているとはいえ、ソ軍
プレイヤーはこの攻撃には第１２２師団の大隊を
用いることができない。
　戦闘は、下記の手順を用いて攻撃側プレイヤー
の希望する順に、一度に１つずつ解決される。
１１１１....攻撃側ユニットのすべての戦力を合計し、参加
する味方砲兵ユニットの戦力を加える。
２２２２....防御側ユニットのすべての戦力を合計し、その
ヘクス内の地形に従って合計を修正する。
３３３３....攻撃側ユニットの戦力の合計を、防御側ユニッ
トの戦力の合計で割り、端数を切り捨てて戦闘結
果表で用いる戦力比を求める。例えば、16 の戦力
が４の戦力を攻撃すれば４：１であるが、15 が 4
を攻撃すると３：1にしかならない。
４４４４....諸兵連合による戦闘比の修正（7.3）
５５５５....サイコロを１つ振り、結果を求めるために戦闘
結果表で、該当する戦闘比のコラムと出目を交差
させて参照する。
６６６６....結果を即座に適用する。
７７７７....防御側ユニットがもはやそのヘクスに存在しな
い場合（除去された、または退却を強制された）、
空いたそのヘクスに攻撃側の非砲兵ユニットの 1
つが前進することができる。
８８８８....次の戦闘に進む。
すべての戦闘の結果が出たら、戦闘フェイズは終
了する。
最大戦闘比と最小戦闘比　最大戦闘比と最小戦闘比　最大戦闘比と最小戦闘比　最大戦闘比と最小戦闘比　1:1 の比を下回る攻撃は
発生しない。6:1 の比を上回る攻撃は 6:1 として扱
われる。
　　　　7.17.17.17.1　地形効果　地形効果　地形効果　地形効果
地形も戦闘に影響を与える。戦闘時の各種の地形
の正確な効果については、地形効果表を参照する

こと。水上ユニットは、部分水面ヘクスの地形か
らは何ら利益は得られない。すべての地形効果は
累積する。攻撃側の数値を半減する際は個々のユ
ニットベースで行い、端数を切り上げること（つ
まり、３戦力ユニット 2 つを半減させる場合は、
それぞれ 2戦力になるということだ）。
　　　　7.27.27.27.2　砲撃　砲撃　砲撃　砲撃
砲兵ユニットは、射程内にいる敵ユニットを攻撃
できる。砲兵は自分のフォーメーションの別のユ
ニットによる攻撃に自分の戦力を加えるか、砲撃
表を用いて敵ユニットを攻撃することが可能であ
る。敵ユニットを砲撃するには、アクティブプレ
イヤーはその砲撃に参加するすべての砲兵ユニッ
トの戦力を合計し、サイコロを 1 つ振って砲撃表
を参照する。どんな結果も即座に適用すること。
　7.21　非アクティブ砲兵ユニットは、別のフォ
ーメーションのユニットによる攻撃に自分の戦力
を加えることはできない。
　7.22　各砲兵ユニットの最大射程は、ユニット
カウンター上に印刷されている。射程は常に射撃
を行うユニットに隣接するヘクスから数え始め、
目標ユニットの存在するヘクスを含めること。
　7.23　砲兵ユニットは味方ユニットの存在する
ヘクス越しに射撃することができるし、いかなる
種類の地形越しでも射撃することができる。
　7.24　砲兵ユニットは、敵ユニットに隣接され
ていると攻撃を行うことができない。このような
砲兵ユニットが攻撃を行う前には、必ず隣接して
いる敵ユニットを攻撃して追い払うか、除去しな
ければならない。攻撃はこの場合も自発的な意志
によるものである。
　7.25　砲兵ユニットは、同一ターン中に移動と
射撃の両方を行うことはできない。
　7.26　砲兵ユニットは、複数の目標を攻撃する
ために、その戦力を「振り分け」てはならない。
　7.27　砲撃によって混乱したユニットは移動を
行えず、攻撃力と防御力が半減する（端数切り上
げ）。混乱状態のユニットがもう一度混乱を被った
ら、1ステップを失う。
　　　　7.37.37.37.3　諸兵連合　諸兵連合　諸兵連合　諸兵連合
味方の機甲ユニットと歩兵（海兵、山岳、機械化
歩兵、機械化騎兵、自動車化歩兵は含むが、機関
銃は含まない）のユニットが一緒にスタックして、
どちらもが同じ攻撃に参加する場合、攻撃解決に
使用する戦闘比が１つ上昇する。例えば、味方の
戦車と歩兵ユニットがどちらも参加していれば、
１：１の攻撃が３：２として解決される。
　7.31　諸兵連合ボーナスの決定時には、機械化
歩兵ユニットは機甲ユニットではなく、歩兵とみ
なされる。
　7.32　諸兵連合の判定時には、偵察や砲兵のユ
ニットは何の効果もない。
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　7.33　諸兵連合修正は、対戦車ユニットを攻撃
する際には使用できない。
　7.34　諸兵連合には防御時の特典はない。
　　　　7.47.47.47.4　戦闘結果　戦闘結果　戦闘結果　戦闘結果
戦闘結果表上の結果は一組の数字で示される。最
初の数字が攻撃側の結果であり、次の数字が防御
側である。この結果は各プレイヤーが失うステッ
プ数もしくは自分のユニットが退却しなければな
らないヘクス数のことである。結果の少なくとも
半分（端数切り上げ）はステップロスで受けなけ
ればならない（所有プレイヤーが選択）。加えて、
アスタリスク（＊）の付いている結果はステップ
ロスで受けなければならない。敵に隣接していな
い砲兵ユニットは、不利な戦闘結果を被ることは
ない。
　　　　7.57.57.57.5　大規模戦闘　大規模戦闘　大規模戦闘　大規模戦闘
戦闘に参加しているステップ数の合計が 12 以上な
ら（砲兵は含まない）、両プレイヤーの損害結果が
2倍になる。
　　　　7.67.67.67.6　退却　退却　退却　退却
戦闘結果によって退却を強制されたユニットは、
所有プレイヤーによって、もといた位置から離れ
るよう移動しなければならない。退却を行うユニ
ットは、地形コストを無視して要求された数のヘ
クスを離隔しなければならず、その際は敵 ZOC に
進入してはならない。退却時に限っては、ヘクス
内に味方ユニットが存在していれば、そのヘクス
内の敵 ZOC を無効化する。敵 ZOC 内へ移動せざ
るを得ない場合は、退却を行ったユニットは即座
に除去される。ユニットは、戦闘結果で要求され
た以上のヘクスを退却してはならない。ユニット
は味方ユニットの存在するヘクスを通過して退却
を行ってもかまわないが、スタック制限(6.0)を侵
犯した状態で移動を終えてはならない。ユニット
がこの条件を満たすことができない場合、そのユ
ニットは除去される。部隊の利用できる唯一の退
却路がマップ外である場合、ユニットはプレイか
ら取り除かれて復帰することはできないが、勝利
ポイント計算時には撃破されたものとはカウント
されない。

8.08.08.08.0　特別ルール　特別ルール　特別ルール　特別ルール
　　　　8.18.18.18.1　司令部とイニシアティブ　司令部とイニシアティブ　司令部とイニシアティブ　司令部とイニシアティブ
フォーメーションの中には司令部ユニット（HQ）
を含んでいるものがある。これらのフォーメーシ
ョンに所属するユニットは、イニシアティブを十
分に示さない限り（下記参照）、移動や攻撃を行う
には自分の HQ から 5 ヘクス以内にいなければな
らない。この 5 ヘクスの指揮範囲は敵ユニット、
敵 ZOC、すべての種類の地形を越えて広がる。各
移動、戦闘フェイズの開始時にはアクティブフォ
ーメーションの指揮範囲をチェックすること。

　8.11　HQを持たないフォーメーションもある。
臨時配属されたユニットを含むこれらのフォーメ
ーションのユニットは、フォーメーションが活性
化した際には、その他のゲームルールに従い、自
由に移動と攻撃を行うことができる。
　8.12　イニシアティブ　自分の HQ が除去され
たユニットや、指揮範囲外に出てしまったユニッ
トは、自分自身のイニシアティブで移動や攻撃を
試みることができる。
影響を受けるユニット毎に個別にサイコロを振

る。ソ軍は 1 から 3、羅軍ユニットは１から４が
出れば、個々のユニットが移動や攻撃を行うこと
ができる。サイコロ振りは、アクティブプレイヤ
ーがユニットに行動させたいと望むフェイズの度
に行わなければならない。例：アクティブプレイ
ヤーが指揮範囲外にいる騎兵連隊を機械化移動フ
ェイズに移動させ、戦闘フェイズに攻撃を行い、
移動フェイズにもう一度移動させたいと願う場合、
3回のサイコロ振りが必要となる。
　戦闘時のイニシアティブのサイコロ振りは、ア
クティブプレイヤーが実行したい戦闘を宣言した
後、戦闘の解決される前に行われる。戦闘比が 1：
1 を下回らない限り、イニシアティブに失敗した
からといって攻撃をキャンセルすることはできな
い。
例：ソ軍第 104 師団はアクティブフォーメーショ
ンであるが、その HQは撃破されてしまっている。
ソ軍プレイヤーは独軍４－５－４の１個大隊を３
－４－４歩兵４個大隊で攻撃しようとした。ソ軍
プレイヤーは自分のユニットのそれぞれについて
個別にサイコロを振り、１,２,３,５を出した。ソ
軍プレイヤーのユニットのうち３つだけがイニシ
アティブを示したため、戦闘比は９：５となり、
戦闘結果表の３：２のコラムで解決される。
移動フェイズ中には、イニシアティブのサイコ

ロ振りは、アクティブプレイヤーが指揮範囲外の
ユニットを移動させようと試みた瞬間に行われる
－すでに移動させていたこれらのユニットの位置
を変更してはならない。機械化フェイズにも移動
する資格のあるユニットは、それぞれのフェイズ
でイニシアティブのサイコロ振りを行わなければ
ならない。
　　　　8.28.28.28.2　独立ユニット　独立ユニット　独立ユニット　独立ユニット
それぞれの側には、師団に所属しない「独立」ユ
ニットがいくつか存在する。所有プレイヤーは、
ゲームの開始時にこれらの個々の独立ユニットを
従属させたい師団を宣言する。以後のゲーム中は、
独立ユニットは従属しているフォーメーションに
所属したかのように機能する。
　独立ユニットは、国籍の異なるフォーメーショ
ンに従属させてはならない。
　8.21　独立ユニットは、イニシアティブのどん
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なサイコロ振りからも 1を差し引くことを除けば、
8.1の制限の下で作戦を行う。
　8.22　プレイヤーは、独立ユニットが配属され
たフォーメーションを別紙に記録する必要がある
だろう。
　　　　8.38.38.38.3　予備部隊　予備部隊　予備部隊　予備部隊
ユニットの中には、予備状態でゲームを開始する
ものがある（シナリオルール参照）。「予備
(reserve)」マーカーはプレイの開始時にこれらの
ユニットの上に配置され、予備状態でいる間は移
動も攻撃も行えない。
　8.31　敵ユニットが予備ユニットから 2 ヘクス
以内にやってくるか、敵の砲兵や航空ユニットに
よって砲爆撃を受けた場合、予備マーカーは取り
除かれ、そのユニットは所有プレイヤーの選択す
るフォーメーションに配属される。
　8.32　所有プレイヤーは任意の 1 つの自分のフ
ォーメーションセグメントの増援フェイズ中に、
予備ユニットを活性化しようとすることができる。
所有プレイヤーは活性化させたい予備ユニット毎
にサイコロを振り、1 か 2 が出れば予備マーカー
は取り除かれ、そのユニットは以後のゲームの間、
その時点でアクティブになっているフォーメーシ
ョンに配属される。
　　　　8.48.48.48.4　渡河　渡河　渡河　渡河
河川は、橋梁もしくは浅瀬ヘクスサイド越えで渡
河経路を設定できるユニットか、味方工兵ユニッ
トの援助を受けられるユニットしか渡ることはで
きない。
　河川ヘクスサイドを越える同一フォーメーショ
ンのユニットを支援するためには、そのフォーメ
ーションの工兵ユニットは渡河を行う河川ヘクス
サイドに隣接するヘクスに存在していなければな
らない。渡河を行うユニットは工兵ユニットと同
じ側の岸で移動を開始する必要はないが、そのユ
ニットが渡河を行って通過するヘクスは工兵ユニ
ットに隣接しているか、工兵ユニットの存在する
ヘクスでなければならない。工兵ユニットは渡河
を支援している間はどのセグメントにも移動を行
えないが、渡河を支援できるユニットの数には制
限はない。
　渡河を行うユニットは、その他すべての地形コ
ストに加えて２MPを支払う。
　アクティブの工兵ユニットは、移動フェイズの
開始時点で、プレイヤーが渡河したいと思う河川
ヘクスサイドに隣接しているなら、河川を渡るこ
とができる。その工兵ユニットは渡河のためにす
べての MP を消費する。工兵ユニット自身が渡河
を行ったターンには、その他の渡河を行うユニッ
トを支援することはできない。

8.58.58.58.5　増援　増援　増援　増援
片方、もしくは両方のプレイヤーはシナリオ中に

増援を受け取る可能性がある。増援は敵ユニット
の存在するヘクスや敵 ZOC には配置してはならな
い。敵ユニットや敵 ZOC のために指定された場所
から登場できないユニットは、登場地点から最も
近い、敵ユニットもおらず、敵 ZOC でもない地図
端へクスから登場することができる。
　　　　8.68.68.68.6　ソヴィエト装甲列車　ソヴィエト装甲列車　ソヴィエト装甲列車　ソヴィエト装甲列車
ソ軍の装甲列車「ヒトラー主義の侵略者に死を」
は、鉄道でつながったヘクスの道筋を通り、マッ
プ上に印刷されている鉄道線に沿ってしか移動で
きない。鉄道のないヘクスサイドを越えて退却せ
ざるを得ない場合は除去される。
　装甲列車は砲兵ユニットとしても使用できるし、
その他の陸上ユニットのように攻撃を行うことも
できるが、１ターンに複数の攻撃を行うことはで
きない。だが、同一ターン中に移動と攻撃の両方
を行うことが可能である。
　装甲列車は諸兵連合(7.3)の判定時には、列車が
鉄道ヘクスサイド越しに攻撃を行う場合に限り、
機甲ユニットとして扱われる。列車が戦闘後前進
や退却を行うことができるのは、移動フェイズ中
に進入できる鉄道へクスに限られる。

9.09.09.09.0　空軍力　空軍力　空軍力　空軍力
枢軸軍プレイヤーは、Kuban GatewayKuban GatewayKuban GatewayKuban Gatewayシナリオで
は羅軍と独軍の両方の航空ユニットが利用できる。
　　　　9.19.19.19.1　配分　配分　配分　配分
各ゲームターンの開始時には、枢軸軍プレイヤー
はマップ上の航空配分ボックスに自分の航空ユニ
ットを配置することで、自分のフォーメーション
に航空機ユニットを配分することができる。1 つ
のフォーメーションに航空ユニットをいくつでも
配分することができるが、航空ユニットが支援で
きるのはそのターンに配属されたフォーメーショ
ンのユニットだけである。航空ユニットは 1 ター
ンにつき 1回しか攻撃を行えない。
　　　　9.29.29.29.2　戦闘　戦闘　戦闘　戦闘
航空ユニットは射程無制限の砲兵として扱われる。
航空ユニットは不利な戦闘結果を被ることはない。
また、砲撃表を使ったり、陸上ユニットによる攻
撃に自分の戦力を加えたりしてマップ上の任意の
ソ軍ユニットを攻撃することができる。航空ユニ
ットは砲撃表を使用する際には別の航空ユニット
と戦力を合計することができるが、砲撃時であっ
ても砲兵ユニットと戦力を合計することはできな
い。
　　　　9.39.39.39.3　共同作戦　共同作戦　共同作戦　共同作戦
独軍航空ユニットが羅軍フォーメーションに配分
された場合、戦力が半減する。
羅軍航空ユニットが独軍フォーメーションに配

分された場合、戦力が半減する。
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10.010.010.010.0　海軍力　海軍力　海軍力　海軍力
　ソ 軍 プ レ イ ヤ ー は JakimivkaJakimivkaJakimivkaJakimivka と KubanKubanKubanKuban
GatewayGatewayGatewayGateway のシナリオで、いくつかの水上艦艇を利
用することができる。
　　　　10.110.110.110.1　海上移動　海上移動　海上移動　海上移動
自分のアクティブフォーメーションセグメントに
は、水上艦艇は通過可能なヘクスやヘクスサイド
を通って移動する。艦艇は ZOC を無視するが、敵
ユニットの存在するヘクスには進入してはならな
い。敵ユニットが水上艦艇の存在するヘクスに入
ってきたら、その水上艦艇は即座に退却を行わな
ければならない。退却が不可能な場合は除去され
る。
　10.11　砲艦は沿岸ヘクスを含む、任意の海もし
くは潟（lagoon）ヘクスに進入することができる。
　10.12　河川砲艦や BKA（T-34 をベースにした
装甲高速砲艦）は、沿岸ヘクスを含む、任意の海、
潟もしくは湖ヘクスに進入することができ、ヘク
スの境の河川ヘクスサイドにも同様に進入するこ
とができる。陸上ヘクスサイドを越えての退却を
強制されたら、そのユニットは除去される。河川
砲艦や BKAは、海、潟、湖ヘクス及び河川（小河
川は除く）ヘクスサイドからなる一続きの経路を
通ることでしか移動できない。橋梁や浅瀬は河川
砲艦や BKAの移動時には何の影響もない。複数の
河川ヘクスサイドのあるヘクスでは、存在してい
るヘクスサイドを指し示すように河川砲艦や BKA
のカウンターを配置する。河川砲艦や BKA は敵
ZOC を通過して移動することができるが、直接隣
接している敵ユニットの間を通り抜けることはで
きない。
　　　　10.210.210.210.2　戦闘　戦闘　戦闘　戦闘
砲艦と河川砲艦は砲兵ユニットとして扱われる。
砲兵ユニットとは異なり、同一セグメント中に移
動と射撃を行うことができ、敵ユニットに隣接し
ていても攻撃を行うことができる。BKA は河川移
動しか行えない戦車ユニットとして扱われ、諸兵
連合(7.3)の判定時にも戦車ユニットとしてカウン
トされる。
　砲艦は砲撃表を用いた攻撃しか行えない。砲艦
は最初にステップロスを被った際に裏面に裏返さ
れ、2回目にステップロスを被ったら撃破される。
河川砲艦や BKAは陸上ユニットによる攻撃を受け
る可能性もあるし、砲撃による攻撃を受ける可能
性もある。
　　　　10.310.310.310.3　輸送　輸送　輸送　輸送
　10.31　水上艦艇 1 ユニットは、その水上艦艇が
進入を許されているヘクスを通って歩兵ユニット
（海兵を含むが、自動車化歩兵や機関銃は含まな
い）1 つを輸送することができる。輸送を行うに
は、その水上艦艇と陸上ユニットが両方ともアク
ティブフォーメーションに所属していなければな

らず、なおかつ一緒にスタックした状態で移動フ
ェイズを終了しなければならない。
　10.32　水上艦艇は渡し舟としてはたらくことで、
例え異なるフォーメーションのユニットであって
も、全水ヘクスサイドを越える味方歩兵ユニット
（海兵を含むが、自動車化歩兵や機関銃は含まな
い）を数的制限なしに支援することができる。通
常なら陸上ユニットは全水ヘクスサイドを越える
ことはできない。水上艦艇が移動フェイズの間中
ヘクスにとどまっていたなら、歩兵ユニットは追
加 2MP のコストで隣接する全水ヘクスサイドを越
えることができる。

11.011.011.011.0　フォーメーションの行動能力　フォーメーションの行動能力　フォーメーションの行動能力　フォーメーションの行動能力（選択ルール）（選択ルール）（選択ルール）（選択ルール）
各フォーメーションにはマップ上の行動能力トラ
ックにマーカーがある。ゲーム開始時には、シナ
リオの解説で別個に述べられていない限り、トラ
ック上の 0 の欄に各フォーメーションの行動能力
マーカーを配置すること。
　　　　11.111.111.111.1　行動能力の変化　行動能力の変化　行動能力の変化　行動能力の変化
下記の出来事が発生したら、そのフォーメーショ
ンの行動能力マーカーを動かすこと。
・＋１　・＋１　・＋１　・＋１　そのフォーメーションのユニットによっ
て敵ユニットを撃破（ステップロスの強制ではな
い）する度に。
・・・・シナリオの解説で、目標の奪取によって追加が
与えられることもある。
・－１　・－１　・－１　・－１　そのフォーメーションで失われたステッ
プ 1つにつき。
・－１　・－１　・－１　・－１　そのフォーメーションで撃破されたユニ
ット 1 つにつき。これはステップロスのペナルテ
ィに上乗せされる。
・－４　・－４　・－４　・－４　そのフォーメーションの HQ が撃破され
たら。
　　　　11.211.211.211.2　回復　回復　回復　回復
フォーメーションの行動能力が 0 を下回ったら、
そのフォーメーションのユニットが敵に隣接して
いないターンにつき 1レベルずつ回復する。
　　　　11.311.311.311.3　効果　効果　効果　効果
・最高潮状態　・最高潮状態　・最高潮状態　・最高潮状態　この状態のフォーメーションのユ
ニットが行うすべての攻撃は出目に 1 を加える。
加えて、入れ物に 2 つ目のフォーメーションマー
カーを加える。所有プレイヤーは最初にマーカー
が引かれた時点でそのフォーメーションを移動さ
せるか、パスして 2 番目のマーカーを引くまで待
つかを選択できる。フォーメーションは同一ター
ンに 2 回のフォーメーションセグメントを受け取
れるわけではない。
・高揚状態　・高揚状態　・高揚状態　・高揚状態　この状態のフォーメーションのユニ
ットが行うすべての攻撃は出目に 1を加える。
・標準状態　・標準状態　・標準状態　・標準状態　変更なし。
・低下状態　・低下状態　・低下状態　・低下状態　この状態のフォーメーションのユニ
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ットが行うすべての攻撃は出目から 1 を差し引か
れる。
・低迷状態　・低迷状態　・低迷状態　・低迷状態　このフォーメーションのユニットに
対して行われるすべての攻撃の出目に 1 を加え、
この状態のフォーメーションのユニットが行うす
べての攻撃は出目から 1を差し引かれる。加えて、
このフォーメーションのユニットは敵 ZOC に進入
できない（フォーメーションセグメントの開始時
に既に敵 ZOC 内にいた場合、その敵 ZOC から離
脱する必要はない）。

シナリオシナリオシナリオシナリオ
12.012.012.012.0　　　　JakimivkaJakimivkaJakimivkaJakimivka
枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ
枢軸軍プレイヤーが最初に配置を行う。羅軍第 5、
第 6、第 8 騎兵師団の全ユニットが利用可能であ
る。すべてが完全戦力の状態にある。全枢軸ユニ
ットはセットアップラインの西側の、自分の師団
司令部から 6ヘクス以内に配置される。
開始時の行動能力レベル
第５騎兵師団：３
第６騎兵師団：３
第８騎兵師団：３
第１SS師団：２
ソ軍セットアップソ軍セットアップソ軍セットアップソ軍セットアップ
ソ軍プレイヤーが 2 番目に配置を行う。第 30、第
99、第 176、第 218狙撃師団及び第 11戦車師団の
全ユニットと、1/Dnepr 及び 2/Dnepr の BKA ユ
ニットが利用可能である。すべてが完全戦力の状
態にある。ソ軍ユニットはセットアップラインの
東側の、自分の師団司令部から４ヘクス以内に配
置される。２つの BKAユニットは任意の海もしく
は潟ヘクスに配置できる。
開始時の行動能力レベル
全フォーメーションがレベル１で開始する。
増援増援増援増援
ターン 5 に、マップ西端の任意のヘクスから、枢
軸軍プレイヤーは第 1SS 師団のすべてのユニット
を受け取る。
ゲームの長さゲームの長さゲームの長さゲームの長さ
ゲームは 12ターンの間続く。
勝利勝利勝利勝利
枢軸軍プレイヤーは、撃破したソ軍大隊 1 つにつ
き 1勝利ポイント（VP）、撃破したソ軍 HQ1つに
つき２VP を受け取る。ソ軍プレイヤーは、除去し
たＳＳステップ 1 つにつき３VP、その他の枢軸軍
ステップ 1つにつき２VPを受け取る。ゲーム終了
時に自分のユニットが Melitopol を占領している
プレイヤーは 10VP を受け取る。ソ軍プレイヤー
は、ゲーム終了時にセットアップラインより西に
ある町ヘクスを自分のユニットで占領しているか、
自分のユニットが最後に通過していれば、そのよ

うな町 1 つにつき 3VP を受け取る。枢軸軍プレイ
ヤーは、ゲーム終了時にセットアップラインより
東にある町ヘクスを自分のユニットで占領してい
るか、自分のユニットが最後に通過していれば、
そのような町 1つにつき２VPを受け取る。
　ゲーム終了の時点で勝利ポイントの多い側のプ
レイヤーが勝利する。

13.013.013.013.0　　　　Kuban GatewayKuban GatewayKuban GatewayKuban Gateway
　13.113.113.113.1　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール：上陸作戦：上陸作戦：上陸作戦：上陸作戦
枢軸軍プレイヤーが独軍第 46 歩兵師団と羅軍第３
山岳師団をプレイに登場させるには、上陸作戦に
よるものでなければならない。
　13.11　使用可能
独軍第 46歩兵師団の全ユニットは、ターン 3の開
始時から使用可能になる。羅軍第３山岳師団の全
ユニットは、ターン６の開始時から使用可能にな
る。航空ユニットが配属される可能性があるため、
それぞれの師団のフォーメーションマーカーはゲ
ームの開始時から活性化プールに入れておくこと。
　13.12　上陸能力
該当する師団のフォーメーションセグメントの増
援フェイズに、枢軸軍プレイヤーはサイコロを 1
つ振る。出目がそのセグメント中に上陸できるユ
ニットの数となる。枢軸軍プレイヤーは、上陸を
許されたユニットの一部もしくはすべての上陸を
あきらめることができる。ユニットの上陸をあき
らめても、以降のターンの枢軸軍の上陸能力が増
すわけではない。
　13.13　上陸
フォーメーションの移動フェイズに、上陸を行っ
たユニットを任意の上陸海浜ヘクス（撤収海浜ヘ
クスではない）に配置する。1 つの海浜ヘクスに
複数のユニットが上陸してはならないが、別の枢
軸軍ユニットが存在するヘクスに上陸することは
可能である。上陸にはそのユニットのすべてのMP
を消費する。
　13.14　海上での抵抗
ソ軍水上ユニットから２ヘクス以内に上陸を試み
た枢軸軍ユニットは、すべて除去される。
　13.213.213.213.2　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール　シナリオ特別ルール：撤収：撤収：撤収：撤収
撤収を行うには、ソ軍ユニットは自分のフォーメ
ーションセグメントの移動フェイズを撤収海浜ヘ
クスで開始しなければならない。移動フェイズの
終了時に、ユニットは海上（At Sea）ボックス内
に配置される。そのフォーメーションの次の移動
セグメントになったらユニットはプレイから取り
除かれ、ソ軍プレイヤーは撤収による勝利ポイン
トを受け取る。
　13.21　ユニットは、ターン 6 より前には撤収を
行うことはできない。
　13.22　ソ軍プレイヤーは通常移動を用いて海上
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ボックスに移動させることで、水上ユニットを撤
収させることができる。
　13.23　一旦撤収してしまったユニットは、プレ
イには再登場できない。
ソ軍セットアップソ軍セットアップソ軍セットアップソ軍セットアップ
ソ軍プレイヤーが最初に配置を行う。全ユニット
が使用可能であり、セットアップラインの西側で、
完全戦力でプレイを開始する。
　第 38 海軍狙撃旅団及び第 103 狙撃旅団のユニ
ットは、自分のフォーメーション HQ から 5 ヘク
ス以内に配置しなければならない。また、HQ１つ
を Temrjuk から 3 ヘクス以内に、もう 1 つを
Vitjazevo から 3 ヘクス以内に配置しなければなら
ない。
　装甲列車を含む Azov Flotilla のユニットは、セ
ットアップラインの西の任意の場所に配置できる。
水上ユニットは任意の海もしくは潟ヘクスに配置
できる。
　独立海兵大隊 1 個を、下記のそれぞれの都市及
び町に予備状態(8.3)で配置しなければならない：
Temrjuk 、 Taman 、
Starotitarovskaja,Vysesteblievskaya,Akhtanizov
skaja。その他すべての独立ユニット（2 個自動車
化歩兵、1/2及び 2/2戦車大隊、第 374砲兵連隊）
はセットアップラインの西の任意の場所に配置で
きる。
開始時の行動能力レベル
第 38海軍狙撃旅団：３
第 103狙撃師団：３
Azov Flotilla：５
枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ枢軸軍セットアップ
第５、第６、第 9 騎兵師団の全ユニットが使用可
能であり、全ユニットが完全戦力でプレイを開始
する。
　ユニットはセットアップラインの東側で、自分
の師団 HQ から６ヘクス以内に配置しなければな
らない。第 54 砲兵大隊、４個砲兵連隊及び６個装
甲車中隊は独立ユニットとして使用できる。
　師団 HQ１つを Temrjuk から 3 ヘクス以内に、
もう 1 つを鉄道から 3 ヘクス以内に配置しなけれ
ばならない。その他はセットアップラインの東の
任意の場所に配置できる。
開始時の行動能力レベル
第５騎兵師団：４
第６騎兵師団：４
第９騎兵師団：４
第３山岳師団：５
第 46歩兵師団：１
ゲームの長さゲームの長さゲームの長さゲームの長さ
ゲームは 14ターンの間続く。
勝利勝利勝利勝利
枢軸軍プレイヤーは、撃破したソ軍水上ユニット

1つにつき３VP、撃破したソ軍戦車、BKA ユニッ
ト、装甲列車及び HQ1 ステップにつき２VP を、
その他の撃破したソ軍ステップ 1つにつき１VPを
受け取る。
ゲーム終了時にプレイにとどまっているソ軍ユニ
ット１ユニットごとに、そのソ軍ユニット撃破の
半分の VP が与えられる。また、枢軸軍プレイヤ
ーはゲーム終了時に都市または油田へクスを自分
のユニットで占領しているか、自分のユニットが
最後に通過していれば、そのような場所 1 つにつ
き 3VPを受け取る。
ソ軍プレイヤーは、撃破した枢軸軍 HQ１つにつ
き３VP、その他の除去した枢軸軍ステップ 1 つに
つき２VP を受け取る。ソ軍プレイヤーは、自分の
ユニットが１ユニット撤収に成功するごとに２VP
を受け取る。
　ゲーム終了の時点で勝利ポイントの多い側のプ
レイヤーが勝利する。
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地形効果表地形効果表地形効果表地形効果表
地形地形地形地形 進入の進入の進入の進入の MPMPMPMP

コストコストコストコスト
戦闘時の効果戦闘時の効果戦闘時の効果戦闘時の効果

海岸 － －
平地 １ なし
森林 ２ 防御側 2倍
海／湖 １ なし
小河川 渡河に＋３ 川越しは戦力半減
町／都市 １ 防御側 2倍
沼沢 ３ 沼沢から外への攻撃

は戦力半減
鉄道 １ ヘクス内の他の地形

に従う
道路 1/2 ヘクス内の他の地形

に従う
セットアッ
プライン

－ ヘクス内の他の地形
に従う

橋梁 １ ヘクス内の他の地形
に従う

丘陵 ２ 防御側 2倍
浅瀬 渡河に＋１ ヘクス内の他の地形

に従う

Joseph Miranda - 12:19pm Aug 7, 2001 PST
(#2932 of 2933)
206 Errata

Q．羅軍と独軍の全航空ユニットはどちらのシナ
リオでも使用できるのか?シナリオセットアップの
解説にはリストに載っていない
A．ルール 9.0　「枢軸軍プレイヤーは、Kuban
Gateway シナリオでは羅軍と独軍の両方の航空ユ
ニットが利用できる。」
航空ユニットには MP はない。マップ上のどの場
所でも攻撃が可能である。

Q．SSユニット「LSS Motorcycle」は、表と裏の
両面に 3-3-8が記されている。これは正しいのか？
A．カウンターの proofs に記されているように、1
ステップユニットであるべきである。

Q．マップ上には１種類の海浜しかない。これは
非常に重要である。というのも、ルール 13.14 で
は枢軸軍ユニットはソ軍水上ユニットから２ヘク
ス以内には上陸できないと述べマップ上には 3 つ
の海浜しかないため、ソ軍プレイヤーは枢軸軍プ
レイヤーのどんな上陸作戦も妨害できるからであ
る。これはどういう意味なのか？
A．上陸海浜は北西隅の 2 つであり、撤収海浜は
南海岸 (Veselovka近辺)の 1つである。

Q．13.14－海上での抵抗について。枢軸軍の上陸
作戦が可能になる前に、守っているソ軍水上ユニ
ットを殺してしまうまで枢軸軍が空爆せざるを得
ないように意図してデザインしてあるのか海浜か
ら水上ユニットを一掃する他の方法は考えられな
いのだが。
A．爆撃し続けること。枢軸軍プレイヤーは上陸作
戦を試みる前に海浜から水上ユニットを駆逐でき
るし、そうしなければならない。

Q．浅瀬や橋梁のある場所での河川や小河川越し
の攻撃は、何らかの不利な影響を被るのか？
A．実際にはユニットがヘクスサイド越しに攻撃を
行うだけでは半減はしないが、このような攻撃は
大抵沼地へクスへの攻撃となっている。

Q．ソ軍第 126 戦車大隊は特にはルール内に記載
されていないが、何らかの形でシナリオに含まれ
ているのが正しいと思われるのだが。
A．第 126 戦車大隊は他の独立ユニットと一緒に
配置される。

A．「air allocation chart」が存在していない。枢
軸軍プレイヤーは 1 枚の紙にフォーメーションへ
の航空ユニットの配分を書き留めておき、航空ユ
ニットを使用するまでソ軍プレイヤーの目から隠
しておくとよい。プレイテストバージョンでは航
空カウンターを置くフォーメーション毎のボック
スがあったのだが、プレイテスターはこれはソ軍
プレイヤーに後の情報を与えすぎると考えた。我々
はボックスをマップから取り除いたのだが、不幸
にもルールはボックスに言及したままとなってい
た。

Joseph Miranda - 11:08am Aug 23, 2001 PST
(#2978 of 2991)
206 Errata
Q．6-3-8 水上ユニットは BKA/河川砲艦なのか、
それとも砲艦なのか？
A．BKAが 6-3-8である。

Q．機械化騎兵ユニットは、諸兵連合ボーナスで
は機甲ユニットとみなすのか？
A．　7.3　諸兵連合　味方の機甲ユニットと歩兵
（海兵、山岳、機械化歩兵、機械化騎兵機械化騎兵機械化騎兵機械化騎兵、自動車
化歩兵は含むが、機関銃は含まない）のユニット
が…

Q．装甲車は機甲ユニットとみなすのか？
A．みなさない。

Q．全枢軸航空ユニットが Kuban Gatewayで使用
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できるのか。
A．そうである。

Q．grognardで見つけたエラッタで（ミランダが）
述べていたが、6-3-8 は BKA であるが、河川砲艦
や砲艦はどれなのか？
A．Zhelezhnyakov が河川砲艦であり、残りは砲
艦である。

Q．行動能力のボーナス／ペナルティーは砲撃に
よる攻撃にも適用されるのか？
 A．適用されない。

Q．シナリオ２の勝利条件の油田をマップ上で見
つけることができないのだが。
A．油田についてのすべての言及を無視すること。

Q．橋梁について。例えば、Temrjuk の橋梁を渡
るには通常の道路移動以上のコストはかからない
ということでよいのか？
A．そのとおり。

Q．羅軍カウンターの中にははっきりしないもの
がある。第９師団の 3-4-6 "5R" と第６師団の 3-5-
6 "10R"は自動車化騎兵なのか？
A．そのとおり。

Q．水上艦艇は ZOCを及ぼすのか？
A．及ぼさない。

Q．HQ は自動車化ユニットのように移動するの
か？
A．自動車化シンボルを持っている場合だけである。
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