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MARK H. WALKER'S LOCK 'N LOAD

Forgotten Heroes: Vietnam

デモルールでのプレー

(■の表示がある項目はデモシナリオでは使用しません。)

多くの戦術級ウォーゲームには特別な魅力があります。

多分、実際にそこにいる感覚で、その瞬間を再体験でき

ること。それは、勇猛果敢なプレーヤーの琴線に触れる

ものと思われます。残念ながら、過去の分隊レベルのゲ

ームではルールが多目だったので、その分楽しみが減ら

されていたと思われます。「Lock 'n Load」は、それに変

化をもたらしました。ここに、人間的魅力に富んでいな

がら、それ程複雑でないゲームシステムが完成しました。

ダイナミックな個性、士気、及び国の特徴がゲームの土

台にあります。交互形式の作戦フェイズがあります。あ

なたは、「Lock 'n Load」が戦術的な部分を強調したロー

ルプレイングゲームのような雰囲気であることに気がつ

くでしょう。それは意図的なのです。私たちは、あなた

が男たちや女たちを自由に操りながら彼らに声援を送り、

彼らが失われた時には激しい悲しみを感じることを望ん

でいます。手短に言えば良質の読み物なのです。私たち

はあなた方の不満を払拭したいと考えています。必ずや、

あなたを南ベトナムの水田やノルマンディーのポカージ

ュに連れて行くことができると確信しています。

1.0 一般的な概念

1.1 スケールとカウンター

各々のヘックスの幅は 50メートルです。

複数兵カウンター(MMC)は、分隊、半個分隊、車両操作

班(以後、操作班と呼称)、重火器班を網羅しています。1

個分隊は 8～12 人の人員で、2 名の人で示される 5/8"カ

ウンターで描写されます。1 個半個分隊又は、操作班は 4

～6 人の人員で、1 名の人で示される 5/8"カウンターで描

写されます。1個重火器班(WT)は 4～6人の人員と重火器

を表しています。火器のシルエット及び、2名の人で示さ

れる 3/4"カウンターで描写されます。

1 個の個人カウンター(SMC)は単独の男性か女性を表し、

1名の人で示されるカウンターによって描写されます。---

指揮官の場合は---「肖像」です。

支援火器は分隊、半個分隊、操作班、特定の SMCにより

射撃される別個の武器です。

重火器班(WT)は支援火器を運搬したり、追加することは

できません。

1ターンは 2～4分を表します。

1.2 ダイス

ゲームでは 1組の 6面体ダイスを使います。

「2d6」とは 2個のダイスを振ることです。特に指示が無

い限り値は合計されます。

「1d6」とは 1個のダイスを振ることです。

1.3 スタッキング

各陣営は 3 個までの分隊(或いは、相当数)、2 個の車両、

1個の空輸ヘリコプター、そして 2個の SMCを 1ヘック

スに置くことができます。

各車両、ヘリコプターの残骸マーカーカウンターは 1 個

の車両に相当するものとします。1 個の重火器班又は、2

個の半個分隊/操作班は 1個分隊に相当するものとします。

幾つかの地形には、密ジャングルと複合建物のようにス

タッキング制限を変えるものがあります。詳細は地形効

果表(TEC)を調べてください。1 個の複合建物には、3 個

分隊(又は、相当数)と 2 個 SMC を同じ階層に置くことが

できます。1 階レベルでは更に 2 個の車両を含めること

ができます。同じくヘックスには 1 個の空輸ヘリコプタ

ーを含めることができます。

これらのスタッキング制限は「常に」適用されるものと

します。

例:もし、あるヘックスに於いて移動しているか止まって

いるユニットの合計数がスタッキング制限を越えてしま

うような場合には、そのようなヘックスを通過してユニ

ットを移動させることはできません。
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1.4 ヘックス

シナリオの特別ルールで指示されない限り、地図盤端沿

いの半分のヘックスでもプレーが可能です。完全なヘッ

クスと同じくスタッキング制限と移動コストが適用され

ます。

地図盤が接続された場合、半ヘックスで形成されたヘッ

クスは完全なものとみなされます。

ヘックスのセンタードットを含んでいる地形により、そ

のヘックスの高度及び、地形タイプが定義されます。

例:1F5は地上レベルの藪ヘックスです。

1.5 士気

「Lock 'n Load」の各ユニットは士気レーティングを持

っています。士気とは、ユニットが戦うための練度及び

戦意を表しています。

「Lock 'n Load」には統制状態と動揺状態の 2 つの士気

レベルがあります。統制状態のユニットは秩序があり、

安定していて、いつでも戦う準備ができている状態にあ

ります。それらは、ユニットカウンターの表側によって

描写されています。動揺状態のユニットは怯えており、

無秩序で、疲労した状態にあります。カウンターの裏側

がそれを描写しています。多くの事項でユニットの信頼

性が低下します。直接射撃表(DFT)での乏しい結果がその

筆頭です。

2d6 を振ることにより士気チェックを行います。ダイス

は合計され修正が適用されます。もし、結果がユニット

の士気レーティングより大きければチェックは失敗しま

す。

1.6 支援火器と重火器班

幾つかの武器にはシルエット(機関銃、バズーカ砲、LAW、

火炎放射器、あるいは RPG のような)を持つ 5/8"カウン

ターがあります。他方、兵士が武器で射撃をしているシ

ルエットを持つ 3/4"カウンターは重火器班(WT)を表して

います。火器とその操作班を含んでいます。

1.6.1 支援火器

支援火器は操作班がおらず、運搬や操作はできません。

MMCか資格のある個人カウンター(SMC)によって射撃

されます。

1個分隊は 2個の支援火器を運搬できます。1個の半個分

隊か操作班は 1個を運搬することができます。1個の SMC

は 1 個の支援火器を運搬することができますが、その間

は 2 移動ポイントがペナルティーとして失われます。運

搬コストの合計については、支援火器運搬・操作表を参

照して下さい。

支援火器のすぐ上にあるユニットが、その武器を所有し

ているものとみなします。

ユニットは敵の支援火器を捕獲し、使用することができ

ます。しかし、そのような支援火器を直接射撃表(DFT)で

使用した場合、1/2 火力で射撃します。端数は切上げられ

ます。 もし、捕獲された支援火器を砲撃表(OFT)で使用

した場合、+1のダイス修正を受けます。

1 個分隊は固有の火力を維持しながら 1 個の支援火器で

射撃できます。2個の支援火器で射撃した場合は固有の火

力は失われます。1 個半個分隊か操作班は 1 個の支援火

器で射撃できます。その過程では固有の火力は失われま

す。資格のある SMCは、捕獲されたものか友軍のものか

に関わらず SW で射撃できます。但し、支援火器の通常

火力(端数切上げ)は半分になります。

例:アメリカ海兵隊のヒーローか指揮官は M-60 を 1FP で

射撃できます。その同じ指揮官は同様に RPD を 1FP で

射撃できます。

デザイナーノート:「Lock 'n Load」での SMC は軍隊の

精鋭を表しています。それ故に、それらは敵の支援火器

を一般的な前線分隊よりもうまく使いこなせます(あるい

は、その他の問題への対処も)。

衛生兵と従軍牧師は SW を運搬したり、射撃することは

できません。

SWで射撃した指揮官は全ての指揮能力修正を失います。

自身の攻撃に於いてもです。

2 個の支援火器を運んでいた 1 個分隊が半個分隊に損耗

した場合、その所有者の選択で 1 個の SW を捨てなけれ

ばなりません。もし、支援火器を運んでいるユニットが

除去されれば、SW はユニットがいたヘックスに放置さ

れます。
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何れかの陣営の 1個の統制状態ユニットが捨てられた SW

のあるヘックスに入った場合、回復フェイズ中に拾上げ

ることができます。そのヘックスに敵ユニットがいなけ

れば、ユニットは SWを運搬することができます。

■ 1.6.2 火炎放射器

火炎放射器は 2つの特別な能力を持つ支援火器です:

火炎放射器は混戦時に使用できます。

火炎放射器は目標としたユニットを退却させることがで

きます。火炎放射器か、火炎放射器を含んでいる複数ユ

ニットの攻撃で、動揺している敵ユニットに対して DFT

で射撃(混戦時での使用ではない)した場合、敵ユニットは

1ヘックス退却しなければなりません。退却は、退くユニ

ットと火炎放射器で攻撃を行っているユニットの間の距

離が増えるように行わなければなりません。退却は、退

くユニットと他の敵ユニットの間の距離を減らさないよ

うに行わなければなりません。退却ユニットは移動済み

マーカーで表示されます。そして、臨機射撃の引き金と

なる可能性があります。もし、ユニットがルール上退却

できるヘックスがない場合には除去されます。

■ 1.6.3 重火器班

重火器班とは重厚かつ特殊な武器と、その操作班を含ん

だものを表しています。その班は、これらの武器と中隊

の中で最も優秀な兵士たちが配備されていて、故により

良い士気を持っています。

自己回復(SR)ができます。民兵が持つ他の利点を持ちま

す。

重火器班は他のユニットにより運搬されたり射撃される

ことはありません。それら自身の移動力と固有の火力を

持ちます。

もし、混戦に巻込まれた場合に重火器班は仮に与えられ

る 1の火力(1)で防御します。反撃はできません。

もし、重火器班が除去された場合には、その武器は破壊

されたとみなされます。支援火器が捕獲されるように再

び操作されることはありません。

カウンターの角に赤い矢印が付いている重火器班は、火

砲のセクションで説明されるように矢印で指示された方

向にだけ射撃することができます(14.0 項)。それらは射

界を敵に向けている必要があります。それらは射撃する

替わりに 1MP を消費して射界を変更することができます。

射界を変更して射撃(OFT 上でペナルティーを招く)や、

新しいヘックスに入った直後に何れかの方向に射界を向

けることができます。

無反動砲班は建物の中から射撃してはいけません。それ

らは、掩蔽壕の中からは射撃することができます。

1.7 イベントマーカー

ほとんどのシナリオではイベントマーカーを含んでいま

す。これらのマーカーが活性化される時、新たな特別な

イベント(ヘリコプターの墜落、市民の暴動、予期せぬ増

援)が発生します。

「Lock 'n Load」では 2 つのタイプのイベントマーカー

があります:それらは占拠と照準線です。占拠されるマー

カーとは、シナリオカードで指示された陣営がマーカー

のヘックスを占めた時に活性化するものです。もし、陣

営が指示されていなければ何れの陣営もマーカーを活性

化できます。照準線によるマーカーとは、シナリオカー

ドで指示された陣営がマーカーのヘックスに照準線を通

した時に活性化するものです。

イベントマーカーが活性化したら、シナリオカードで指

示されたパラグラフを読んでください。「このまま読み続

けてはいけません。---それは楽しみを台無しにします！」

2.0 プレーの概略

各々のゲームターンは、回復フェイズ、作戦フェイズ、

管理フェイズから成ります。

回復フェイズでは、動揺状態のユニットは回復を行うこ

とができます。半個分隊を統合することができます。更

に、資格のあるユニットは同じヘックスの SW を拾上げ

たり、他のユニットとそれらを交換することができます。

統制状態のユニット同士だけで支援火器を交換できます。

作戦フェイズ中、プレーヤーは交互にインパルスを行い

ます。インパルスでは、1 つのヘックス/建物レベルに存

在する全てのユニットが活性化し移動させることができ

ます。
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指揮官が活性化した場合には、その指揮官がいる所のユ

ニットだけでなく、指揮官のヘックスに隣接している全

てのヘックスも活性化できます。複合建物では、インパ

ルスあたりヘックスの 1つのレベルだけ活性化できます。

例外:指揮官は自身が占めるレベルと、その上と下のレベ

ルの両方を活性化させることを決定できます。

例:3G3・ 2階レベルの指揮官は、3G3・ 2階レベル、3G2、

3F4か 3G3・ 2階レベルと 1階レベルのユニットを活性

化することができます。

管理フェイズでは、地図盤上で必要なくなったマーカー、

移動済み、襲撃移動、匍匐、射撃、任務完了、煙幕 2、視

認マーカーをゲームから取り去ります。煙幕 1 マーカー

を煙幕 2マーカーの側にします。効力射撃(FFE)マーカー

を観測射撃マーカーの側にします。

3.0 回復フェイズ

各プレイヤーは 1d6 でダイスを振ります。最も高い値を

出したプレーヤーがイニシアチブを獲得します。同じ場

合には前のターンにイニシアチブを持っていたプレーヤ

ーが獲得します。

イニシアチブプレイヤーは動揺状態の部隊を回復させま

す。彼が全ての回復の試みを行った後に、もう一方のプ

レイヤーが回復を行います。

動揺状態の指揮官を先に回復させます。統制状態の指揮

官と同じヘックス/建物レベルにいる動揺状態の部隊は

2d6でダイスを振り、士気値以下を出せば回復できます。

指揮能力修正をダイスの目から引く事が出来ます。プラ

ス指向の目標修正を持つ地形にいる部隊、例えば密ジャ

ングル、疎ジャングル、木造建物では、それらのダイス

の目から 2 を引いてください。(目標修正は地形効果表に

列挙されています)。

そのヘックスに統制状態の指揮官がいない部隊は回復が

できません(例外:ヒーローがいるヘックスの部隊は回復を

試みることができます。又、SR が表示されている部隊は

自己回復ができます)。

指揮官は、その指揮官と同じ背景色を持つユニットだけ

を回復させることができます。

例:NVA の指揮官はべトコンの兵士を回復させることはで

きません。又、アメリカ海兵隊の指揮官はアメリカ陸軍

の兵士を回復させることができません。

[訳者注:シンボルが異なるので。]

狙撃兵、重火器班、及びそれらのカウンター上に SR が

表示された部隊は統制状態の指揮官がいなくても自己回

復ができます。

統制状態の指揮官は回復の試みで指揮能力修正を与える

ことができます。

同じ国籍、タイプの 2 個半個分隊(操作班では無い)は、同

じヘックスに統制状態の指揮官がいれば完全な分隊に統

合することができます。混戦状態にあるユニットはでき

ません。統制状態の指揮官がいるヘックスの統制状態の

分隊は、2個の半個分隊に分割できます。

何れの統制状態にある MMC(WT は除く)か資格のある

SMC は、ヘックス内の所有されていない支援火器を拾上

げることができます。自陣営の統制状態にあるユニット

間で支援火器を「交換」できます。支援火器は所有する

ユニットの下に直接置いて下さい。

4.0 作戦フェイズ

このフェイズは幾つかのインパルスから成ります。各々

のインパルスの間、各プレーヤーは順番に活性化しユニ

ットをコントロールしたりパスを行います。フェイズが

完了するまで、イニシアチブプレーヤーと相手側が交互

に行います。

インパルスの間、アクティブプレイヤーはヘックスのユ

ニットの全て、又は幾つかを活性化できます。統制状態

の指揮官を含むヘックスで活性化がされた場合、プレー

ヤーは隣接しているヘックスのどんなユニットも同様に

活性化できます。複合建物内では、インパルスあたりヘ

ックスの内の 1つのレベルで活性化できます。

例外:指揮官は彼が占めているレベルの上と下のレベルに

対して活性化させることを決められます。

例:3G3の 2階レベルいる指揮官は、3G3の 2階レベル、

3G2、及び 3F4 に対してか、3G3 の 2 階レベルと 1 階レ

ベルに対してか何れかで活性化させることができます。
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各ヘックスで活性化したユニットは移動、発砲の何れも

できます(両方では無い。襲撃移動の特別なケースを除く)。

ヘックス内の全てのユニットは同じ行動をする必要はあ

りません。しかし、同じヘックスの全ての射撃ユニット

は同じインパルスに活性化した場合、同じ目標と交戦し

なければなりません。

しかし、例外があります。カウンターの裏に命中確認表

がある支援火器(LAW や RPG のような)は、別々に射撃

しなければなりません(すなわち、それらの火力は同じヘ

ックスの他のユニットと合わせることはできません。逆

に言うとダイスを別に振ります。) 又、 別の目標に発砲

できます。それらは、それらを所有しているユニットと

同じインパルスの間に射撃しなければなりません。支援

火器は、それらを所有する分隊とは別に活性化されるこ

とはありません。

例:活性化した分隊は、その固有の火力の射程外の敵に対

し軽機関銃で射撃できます。たとえ、分隊がその活性化

の間に支援火器で別々に射撃しない場合、それは次のタ

ーンまで再び活性化できません。

同じヘックスにいる全てのユニットが移動します。そし

て、同じインパルスで活性化したユニットは一緒に移動

しなければなりません。重要なのはヘックスのユニット

が一緒に活性化した時、一部が移動して一部が射撃でき

ることです。しかし、射撃は一緒に行わなければなりま

せん(上記で示した SWの特別ルールが適用されます)。そ

して、それらは一緒に移動させなければなりません。

他のユニットによって占められたヘックスを通過しての

移動時には、通過するヘックスのユニットに影響はあり

ません。このルールは、それらが活性化したインパルス

の間、同じヘックスで開始したユニットに適用されます。

移動したユニットは移動、匍匐、襲撃移動マーカー(「移

動」を参照)で、射撃したユニットは射撃マーカーで表示

します。それらのユニットが混戦で防御している場合は、

そのターンでは再び行動できません(この唯一の例外であ

る 6.1項の襲撃移動を参照願います。)。

移動したヘリコプターを表示する場合　-射撃を除いて-

任務完了マーカーを置いてください。

4.1 任務完了マーカー

ユニットが、視認する、煙幕を展張する、又は後述され

る他のアクションを遂行した場合　-ルールでは任務完了

(Ops Complete)マーカーを置くようになっています。

下で述べられた例を除いて、任務完了マーカー下のユニ

ットは視認、射撃(狙撃も含む)、移動、又は指揮能力の使

用ができません。

任務完了マーカー下にあるMMCは臨機射撃ができます。

しかし、火力は半分になります(端数切捨て)。0 の修正さ

れない火力を持つユニットは-1 火力で射撃します。火力

は他のユニットのダイスの目修正を考慮する「前」に修

正されます。

例:2 ヘックス先に LOS が通る平地を移動するアメリカ軍

分隊に対し、任務完了マーカー下にある 2-5-4NVA 分隊

が臨機射撃すると 2FP となります(2FP×0.5=1FP+1。移

動又は襲撃移動マーカーのあるユニットが射撃するため)。

0-3-3VC 半個分隊が同じアメリカ軍分隊を狙う場合は

0FP となります(-1FP+1。移動又は襲撃移動マーカーの

あるユニットが射撃するため=0)。

任務完了マーカーで表示された分隊に所有されている支

援火器も、同様にその分隊により射撃できます。機関銃

は半分となります。OFT を使う支援火器は命中確認で

+2DRMのペナルティーを負います。

任務完了マーカー下にある車両/ヘリコプターは臨機射撃

ができます。しかし、それらの機関銃は半分の火力にな

ります(端数切捨て)。そして、それらの OFT を使う砲は

命中確認で+2DRM のペナルティーを負います。後述す

る臨機射撃の詳細は 5.3項を参照願います。

任務完了マーカー下にあるユニットは、ヘックスを視認

した同じインパルス中では、単独で視認した何れかのヘ

ックスを「全」火力で射撃できます。

その上、任務完了マーカー下にある指揮官はその射撃の

1d6 のダイス振りに対し、その指揮能力を加えることが

できます。 しかし、指揮官が現在のインパルスの間に視

認したヘックスに対して指揮される場合に限ります。す

なわち、ユニットはそれが視認に成功した何れかのヘッ

クスに対して直ちに射撃できるのです。
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デザイナーノート:この意味する所は、ユニットが視認し

た敵ヘックスに対して射撃することを許すことです。ユ

ニットが特定のエリアに注目していれば、それはその武

器を射撃する十分な時間を得られるからです。

一旦、全てのユニットが移動した、射撃した、任務完了

マーカーで表示された、パスが 3 回連続した(すなわち、

プレイヤーの 1 回目パス、プレイヤーの 2 回目パス、再

びプレイヤーが 1 回パス)後に作戦フェイズは終了し管理

フェイズに進みます。

5.0 射撃戦闘

敵ユニットに対して射撃するには、射撃する兵器の射程

内であり、射撃ユニットの照準線が通り、尚且つ視認さ

れていなければなりません。

射程を決定するのは、射撃するヘックスから目標ヘック

スまでのヘックスを数えてください。目標ヘックスは含

めます。しかし、攻撃側のヘックスは含めません。照準

線(LOS)と視認の手順を規定している、照準線(LOS)のセ

クション(10.0項)を参照願います。

もし射程、照準線(LOS)、及び視認の必要条件が満たされ

れば、攻撃側はその火力に 1d6したダイスの目を加えて、

該当する指揮能力修正を加えて、そして目標の移動か妨

害地形(セクション 10.3項参照)の修正を加えて下さい。

防御側は 1d6 でダイスを振り、目標とされている部隊が

占めているヘックスの地形修正を目標修正として加え、

それを攻撃側のダイスの目と比べます。

もし、攻撃側の修正後のダイスの目が防御側の修正後の

ダイスの目以下であれば、その射撃は効果無しとなりま

す。もし、攻撃側の修正後のダイスの目が防御側の修正

後のダイスの目を超えていれば、各々の防御ユニットは

1d6 でダイスを振り損害チェックを行わなければなりま

せん。 攻撃側の修正後のダイスの目と、防御側の修正後

のダイスの目の差分を加え、DFTで判定します。

もし、統制状態の指揮官がいれば、彼の指揮能力修正を

ヘックス内の他のユニット(自身はできない)の損害チェッ

クのダイスの目から引くことができます。

指揮官はヘックス内の他のユニットを助ける前に、最初

に統制状態を維持できるか損害チェックを行い生き延び

なければなりません。

5.0.1 指揮官の戦闘への影響

指揮官が移動、匍匐、射撃又は任務完了マーカー下に無

い場合には、それらのインパルス中にヘックス内の同じ

国籍/部隊によって行われた「全ての」攻撃を助けること

ができます。

それらの指揮能力修正は直接射撃表(DFT)を使うユニット

の火力に加えられます。且つ又、砲撃表(OFT)を使う支援

火器か重火器班の命中確認のダイスの目から引かれます。

注意点として、指揮官は分隊が行使する固有の火力と支

援火器(軽機関銃(LMG)、火炎放射器など)、「そして」同

じインパルスに指揮官のヘックスで活性化した砲撃表

(OFT)を使う支援火器か重火器班の両方を助けることがで

きます。そのような射撃を助けた指揮官は射撃マーカー

の下に置かれます。

5.1 直接射撃表(DFT)の結果

動揺:動揺状態となったユニットは動揺側に返されます。

動揺状態となったユニットは、後の回復フェイズ中に回

復の試みに成功すれば統制状態に戻ることができます。

動揺状態のユニットは、その固有の火力や所有している

支援火器を使うことができません。動揺状態のユニット

は確認されている敵ユニット(たとえ、動揺状態にあるユ

ニットに対し敵ユニットから照準線(LOS)が通らなくて

も)に近づくことはできません。動揺状態のユニットは視

認できません。もし、混戦状態であれば、それらは降伏

して地図盤から取り除かれます。

動揺状態の指揮官は部隊を回復させることができません。

しかし、自身の回復を試みることはできます。

動揺状態の指揮官は少しの機能のためにも指揮能力を使

うことができません。

動揺状態の衛生兵は兵士(或いは自身)を治療できません。

動揺状態の狙撃兵は狙撃できません。しかし、自己回復

(SR)を試みることはできます。

動揺状態の従軍牧師は兵士を回復できません。
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動揺状態の軍事顧問は、顧問とスタックした南ベトナム

軍(ARVN)ユニットの士気を増やすことはできません。

動揺状態の車両は閉鎖状態にならなければなりません(セ

クション 15.0参照)。それらの移動力は半分になります。

そして、射撃ができません。

ヒーローは決して動揺しません(活力についてジョン・ウ

エインに尋ねてみて下さい)。

損耗:完全な分隊を動揺状態の半個分隊に交換して下さい。

半個分隊、操作班、或いは重火器班の場合では除去され

ます。

負傷:もし、ユニットが移動していれば直ちに止まらなけ

ればなりません。個人カウンター(SMC)は動揺側に返さ

れます(ヒーローは除く)。そして、負傷マーカーでマーク

して下さい。負傷した指揮官が持つ士気、指揮能力修正、

そして指揮能力範囲は 1 減ります(すなわち、同じヘック

スのユニットに対してだけ活性化できます)。負傷してい

る個人カウンター(SMC)が更に負傷すると除去されます。

衛生兵は負傷した個人カウンター(SMC)を治療できます

(セクション 11.3項を参照)。

ヒーローの登場:敵の射撃で損害チェックを行い 1(1)のダ

イスの目を出した分隊や半個分隊からヒーローが生まれ

る可能性があります。1d6 でダイスを振って下さい。も

し結果が偶数ならばヒーローがヘックスに登場します。

無作為選択でヒーローと技能カードを引いて下さい(セク

ション 11.2 項以下を参照)。ヒーローは母体となった分隊

の活性化状態と同じ状態になります。

例:もし、ヒーローの母体となった分隊が射撃マーカーで

マークされていれば、ヒーローもそうなります。

5.2 複数の攻撃ユニット

同じヘックスのユニットだけが、同じ目標に対して同時

に射撃できます。

まず、1個のユニットが全火力(FP)で射撃を先導します。

各々の追加の複数兵カウンター(MMC)は火力の 1/2 を攻

撃に加えます。ヒーローは全火力を加えます。ゼロ(0)火

力ユニットは何も加えません(それらが支援火器で射撃し

ていない限り)。機関銃と火炎放射器は全火力を加えます。

合計火力は総計されます;端数はそのままとし切上げられ

ます。そして、射撃戦闘のセクションに従い戦闘を解決

します。

忘れないで頂きたいのは、殆どの場合は全てのユニット

が同じヘックスから、同じインパルスで、同じ目標に対

して射撃しなければならないということです。

しかし、例外があります。カウンターの裏側に命中確認

表を持つ支援火器、重火器班、ヘリコプター、装甲され

た車両は同じインパルスでの射撃を別個に射撃しなけれ

ばなりません。

重火器班、ヘリコプター、そして車両であっても、異な

るインパルスに射撃することが「できます」。但し、支援

火器はそれらを所有する分隊と同じインパルス中に射撃

しなければなりません。

5.3 臨機射撃

移動、匍匐、又は射撃マーカーで表示されていないユニ

ットは、匍匐で移動したものを除き 1 移動力を消費した

敵ユニットに対して照準線(LOS)が通れば射撃を行うこと

ができます。匍匐をしたユニットは、視認されているヘ

ックスに入った場合にだけ臨機射撃の目標となります。

追加のユニット/ヘックスは同様に射撃できます(カウンタ

ーの裏側に命中確認表のある支援火器、重火器班、ヘリ

コプター、そして車両を除く)。しかし、同じヘックスの

全てのユニットは同じ時に同じ目標を射撃しなければな

りません。

移動しているユニットは、そのヘックスでの移動力消費

につき 1度ならず攻撃されることはありません。

臨機射撃をしたユニットの上には射撃マーカーが置かれ

ます。

臨機射撃はヘックスに目標ユニットがいる間に宣言しな

ければなりません。

そして、プレイヤーは相手側が臨機射撃を宣言できるよ

う十分な時間を与えなければなりません。

臨機射撃での攻撃は他のものと同様に解決されます。但

し、移動中のユニットに対する射撃でのダイス振りに於

いて、攻撃側が+1 を得るという例外ボーナス(匍匐中のユ

ニットに射撃しない限り)があります。
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もし、目標ヘックスに移動したものと移動していないユ

ニットがいれば、どちらも臨機射撃攻撃に影響されます。

しかし、移動していたユニットだけが攻撃側のダイス振

りに+1の修正を受けます。

例:解放戦線(VC)1-4-3分隊が、移動していない 2-6-4分隊

が既にいて米軍 2-6-4 分隊が移動してきた開放地形のヘ

ックスに射撃します。解放戦線(VC)プレイヤーは 1d6 で

ダイスを 1個振り、2火力(FP)(基本火力(FP)1、移動して

いるユニットに射撃で+1)を加えます。そして、止まって

いる分隊に対しては 1火力(FP)。

注意点は、移動しているユニットは自動的に視認される

ということです。ヘックス内の静止していた分隊は、そ

の攻撃より前に「視認」されていれば、その状態を保ち

ます。すなわち、もし静止したユニットが臨機射撃攻撃

の前に視認されていなければ、移動している分隊がヘッ

クスを去ってしまうと、それは視認されないままとなる

のです。これは、「もし、ヘックスの 1 個のユニットが視

認されればヘックス全体が視認されます」と述べるルー

ルの唯一の「例外」です。

動揺状態となった目標ユニットは移動を終了しなければ

なりません。損耗か負傷で動揺となったユニットも同様

です。

6.0 移動

ユニットはヘックスからヘックスへ移動します。各々の

ヘックスに入る毎に移動ポイントコストを消費します。

これらのコストは地形効果表(TEC)に要約されています。

同じヘックスから、同じインパルスで移動する全てのユ

ニットは、一緒に移動させなければなりません。

動揺状態でなく、負傷しておらず、活性化していない指

揮官がいるヘックスと、それと隣接しているヘックスの

両方のユニットを活性化できます。

同じヘックスのユニットで複合建物の異なるレベルの上

のユニットが隣接しているとみなされます。隣接ヘック

スのユニットで複合建物の異なるレベルの上のユニット

は対象とはなりません。

指揮官に隣接したヘックスで開始したユニットは指揮官

とは別個に自由に移動や射撃ができます。個々のヘック

スのユニットは、それらはまとまって移動あるいは射撃

を一緒にしなければなりません。

ユニットの移動ポイントの数は移動力(MF)と呼ばれ、カ

ウンターに示されています。上で注意しなければならな

いのは、移動又は襲撃移動マーカー下にある複数兵カウ

ンター(MMC)、重火器班(WT)は、攻撃側の直接射撃表

(DFT)のダイスの目に 1の修正を加えて射撃を受けます。

ユニットが動揺状態で敵ユニットに近づくような移動を

しない限り、ユニットは 1以上の移動力を持っていれば、

コストに関わらず常に 1 ヘックスの移動や複合建物内で

のレベル変更ができます。

ユニットは自陣営ユニットを含むヘックスを通過できま

す(スタッキング制限を条件として)。しかし、混戦状態で

敵の占めるヘックスに入ると停止しなければなりません

(8.0項参照)。

6.1 襲撃移動

移動力が赤い四角で表示されているユニット(「Forgotten

Heroes」モジュールでは、北ベトナム軍(NVA)、合衆国

海兵隊、長距離襲撃隊(LRRP)、及びヒーローだけが含ま

れる)は襲撃移動ができます。

それらのユニットの意図は、それらのインパルスの初め

に宣言します。そして、それらには襲撃移動マーカーが

置かれます。

襲撃移動ユニットは、それらのカウンターに印刷されて

いる移動ポイントの半分まで使用できます。適用可能な

ら急速歩移動で修正されます(端数切上げ)。続けて半分の

火力(端数切捨て)で射撃(又は、臨機射撃)できます。

所有している支援火器の火力は、例えば M-60 では同様

に半分にされます。そして支援火砲、LAW のような、砲

撃表(OFT)上でのペナルティーを受けてください。

この 2等分は他の減少に追加されるものです。

例えば、もし 2 個 2-5-4 分隊が襲撃移動すれば、それら

はその後に合計 2 火力(FP)で射撃できます:最初に射撃す

る分隊が 1(突撃移動で 2火力(FP)が半分)、プラス 2番目

の分隊は 1/2(襲撃移動で 2 火力(FP)が半分、そして複数

攻撃(5.2項)で更に半分)、切上げられて「1」。
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一旦、ユニットが射撃すれば、それらは同様に射撃マー

カーが付けられます。襲撃移動あるいは射撃マーカーの

何れも管理フェイズで取り除かれます。

ユニットは当初移動したインパルスで射撃する必要はあ

りません。それらが射撃するために後で再活性化させる

ことができます。又、適切な状況が生じれば代わりに臨

機射撃を行わせることもできます。しかしながら、それ

らは移動する場合には最初に活性化させなければなりま

せん。

6.2 急速歩移動

統制状態の指揮官とともに、それらのインパルスを開始

し、そして全インパルスを通して移動したユニットは移

動力を 2 ポイント増加させることができます。ユニット

は指揮官の印刷された移動力より遠くに移動できません。

6.3 匍匐

1ユニット又は、スタックのユニットはインパルス全体で

1ヘックス移動できます。

この匍匐ユニットの匍匐では、開放地形にいるか敵ユニ

ットに隣接しない限り自動的に視認はされません。

敵側は匍匐中のユニットを目標にできる場合、それらの

火力(FP)への+1ボーナスを得ることができません。

匍匐ユニットは複合建物でレベル変更ができます。しか

し、異なるヘックスへの移動とレベル変更はできません。

7.0 煙幕の展張

移動、匍匐、射撃、任務完了マーカーで表示されていな

い統制状態の複数兵カウンター(MMC)は、それ自身か隣

接ヘックスに煙幕を展張できます。

ヘックスを選んで 1d6でダイスを振って下さい。

もし、ダイスの目がユニットの煙幕展張指数以下であれ

ば、そのヘックスに「Smoke1」マーカーを置きます。

試みがうまくいったかどうかにかかわらず、煙幕展張を

試みているユニットの上に任務完了マーカーを置きます。

煙幕展張指数:

・合衆国軍:3

・北ベトナム軍:2

・南ベトナム解放戦線:1

・ベトナム共和国軍:1

煙幕は目標修正+1 の遮断地形となります。この目標修正

はヘックス本来の目標修正に加えられます。故に、煙幕

のある密ジャングルヘックスでは米軍分隊のために+3 の

目標修正を持ちます。

煙幕ヘックスから射撃したユニットは、それらのダイス

の目から 1(1)が引かれなければなりません。

「Smoke1」が置かれた後の管理フェイズに、マーカーを

「Smoke2」マーカーと交換してください。次の管理フェ

イズに、「Smoke2」マーカーを除いて下さい。

8.0 混戦

敵ユニットのいるヘックスに入った場合、混戦を行わな

ければなりません。ヘックスに進入したユニットを移動

マーカーで表示して下さい。

ユニットは混戦に入る際に襲撃移動を使うことはできま

せん。

複合建物にいるユニットは同じレベルで混戦を行えます。

混戦戦闘は通常同時に解決します(国籍の特長、イベント、

そして技能カードにより手順が変わるかもしれません)。

そして、混戦戦闘のラウンドが終了するまでは損害は適

用されません。

全ての攻撃ユニット(ユニットは移動してヘックスに入り

ます)と、資格を持つ軽機関銃(LMG)と火炎放射器の固有

の火力が、攻撃側が選んだ全ての防御側ユニットの火力

と比べられます(それらの LMGと火炎放射器も含む)。

全ての防御側ユニットが攻撃される必要はありませんが、

少なくとも 1個は攻撃されなければなりません。

1-3 未満の攻撃は 1-3 として扱われます。しかし、複数の

ユニットに対して行ってはいけません。

2d6でダイスを振り混戦表(MT)で判定します。

指揮能力修正は攻撃側ユニットに適用されます。そして、

それらのダイスの目に加えられます。

もし、攻撃側のダイスの目がキルナンバー以上であれば、

防御側ユニットは除去されます。除去となったユニット

は直ぐには「取除かないで下さい」。
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防御側は攻撃側ユニットの何れかを選び同様の手順で行

います。

損害を適用した後で、両方の側から除去となったユニッ

トを取り除いてください。

混戦マーカーでヘックスを表示して下さい。

もし、混戦中の戦闘員にヒーローが含まれていれば、彼

らは比率を 1 コラム有利な方へシフトできます。複数の

ヒーローがいても複数のシフトはありません。

不意打ち(13.1項)か技能カードにより修正されない限り、

混戦中の戦闘員は修正されない固有の火力を使います。

例:2 個の 2-6-4 分隊は混戦戦闘では 4 火力(FP)の値とな

ります。又、3 個の 3-6-4 分隊と M-60 では 11 火力(FP)

の値となります。

分隊と半個分隊は支援火器と重火器班（1.6 項）に関する

セクションで詳細に説明される支援火器の使用制限を守

らなければなりません。すなわち、分隊では 1 個の支援

火器(SW)とその固有の火力(FP)を使う。又は、2 個の支

援火器(SW)を使い固有の火力(FP)を失うということです。

半個分隊では 1 個の支援火器(SW)を使いその固有な火力

(FP)を失うということになります。

混戦のラウンドで生残ったユニットは巻込まれたままに

なります。注釈を付けるためにユニットの上に混戦マー

カーを置いてください。巻込まれているユニットは移動

できず(退出は除く)、射撃できません。しかし、残りのイ

ンパルスで混戦するか退出を試みるかの何れかを行うこ

とができます。

混戦マーカーは両側のユニットがヘックスにいる限り、

外すことができません。一旦、片方の側のユニットがい

なくなれば、混戦マーカーは続く管理フェイズで外され

ます。

退出したいユニットは、それらの次のインパルスの初め

に(それらが対しているプレーヤーによる混戦にもう一度

従事する前)それらの意図を宣言します。そして、士気チ

ェックに成功(指揮能力修正が適用できます)する必要があ

ります。失敗してもペナルティーはありません。士気チ

ェックに成功したユニットはヘックスから出ることがで

きます。必要な移動コストを消費します。

もし、プレーヤーがヘックスから全ての自陣営のユニッ

トを退出させたら、混戦マーカーは直ちに外されます。

そして、残った敵ユニットは退出ユニットに対して臨機

射撃を行う資格を得ます。注意点として、プレーヤーは

これが起こるのを防ぐために、後衛としてユニットを故

意に残すことができます。

軽機関銃(LMG)(M-60、RPD など)或いは火炎放射器を運

搬していない指揮官と軍事顧問、狙撃兵、従軍牧師、衛

生兵、及び動揺状態のユニットは攻撃できません。それ

らは混戦の目標にすることはできません。

もし、ヘックス内の全ての統制状態の複数兵カウンター

(MMC)、ヒーロー、そして機関銃(LMG)か火炎放射器を

運搬している指揮官/軍事顧問が除去された場合、軽機関

銃(LMG)(M-60、RPD など)あるいは火炎放射器を運搬し

ていない指揮官と軍事顧問、狙撃兵、従軍牧師、衛生兵、

及び動揺状態のユニットは取除かれます。

機関銃(LMG)か火炎放射器を運搬している指揮官/軍事顧

問が攻撃されて防御する場合は軽機関銃(LMG)か火炎放

射器の火力は半分となります(すなわち、「1」か「2」)。

2 個の指揮官/軍事顧問が 1 個の軽機関銃(LMG)か火炎放

射器を運搬している限り、このケースでは彼らは軽機関

銃(LMG)/火炎放射器の印刷された火力で防御できます。

ヒーローは彼らの印刷された火力で防御します。

注意点として、技能カードの特別ルールがこれらのルー

ルに優先することに気を付けて下さい。

もし、ユニットが混戦に適していない敵ユニットだけを

含んでいるヘックスに入れば、全ての敵ユニットは除か

れて、入ったユニットは停止しなければなりません。

デザイナーノート:1 名の兵員が火炎放射器を操作してい

ました。操作者はしばしば視認者の指示で火炎放射しま

した。故に、視認者がいないと火力(FP)は 2 等分される

訳です。

8.1 混戦での増援

どちらの側のユニットも混戦に対し増援できます。

もし、混戦のラウンドが現在のターンで戦われる前にそ

うするのならば、それらは通常に混戦に参加できます。

もし、混戦が戦われた後にヘックスに増援するのであれ
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ば、それらはターンの残りでは混戦に参加できません。

もし、増援ユニットに「不意打ち」能力(13.1 項)があれ

ば、それらの 3 倍にされた火力は他の自陣営ユニットの

通常の火力に加えられます。しかし、混戦戦闘ラウンド

は同時に起こるとみなされることに注意して下さい。

8.2 ゼロ火力の複数兵カウンター(MMC)

0(ゼロ)火力の複数兵カウンター(MMC)が混戦で攻撃され

て防御する場合、1火力で防御します。攻撃に各々のゼロ

火力複数兵カウンター(MMC)が参加する度に、1 がダイ

スの目から引かれます。防御に参加している各々のゼロ

火力ユニットのために、攻撃側のダイスの目に 1 が加え

られます。

例:2個の 0-3-3解放戦線半個分隊が混戦で 2-6-4分隊を攻

撃する場合。比率は 2 対 2 で 1-1(各々の半個分隊は 0 火

力(FP)で攻撃なので 1 火力)。解放戦線は、しかしそれら

のダイスの目から 2 を引きます。故に、解放戦線プレー

ヤーは 10 或いはより良いものをダイスの目で出す必要が

あります(10-2=8、1-1 攻撃でのキルナンバーで最低限必

要)。これにより、2-6-4 分隊は除去されます。逆に、2-6-

4 分隊は 2 個の解放戦線半個分隊を攻撃するので 2 対 2

で 1-1。しかし、そのダイスの目に 2を加えます。それ故

に、それは 6 或いはより良いものをダイスの目で出せば

2個の解放戦線半個分隊を除去できます(6+2=8)。

9.0 管理フェイズ

一旦、全てのユニットが移動したか或いは射撃したか、

或いは 3 回パスが連続した(プレーヤーが 1 回パス、プレ

イヤーが 2 回パス、再びプレイヤーが 1 回パス)場合に、

作戦フェイズは終了します。

管理フェイズでは、プレーヤーは全ての移動、襲撃移動、

匍匐、射撃、任務完了、そして視認マーカーを取り除き

ます。効力射撃(FFE)マーカーは観測射撃の側に返されま

す。煙幕 1 カウンターは煙幕 2 カウンターにします。煙

幕 2 カウンターは地図盤から取り除きます。一旦、全て

のマーカーが取り除かれれば、ターンマーカーを 1 つ進

めて、回復フェイズを始めてください。

10.0 照準線と視認

ユニットはもう 1つのユニットに対し照準線(LOS)が通る

と、現実で言えば「そのユニットを見ることができた」

ことになります。ユニットはそうする前にそれらに照準

線が通らないと目標にはできません。照準線(LOS)は射撃

するユニットのヘックスの中心から目標ヘックスの中心

まで引かれます。遮断か妨害地形のシルエットの一部を

横切る照準線(LOS)は遮断となるか或いは妨害されている

とみなされます。下記の追加の詳細を参照下さい。

10.1 視認

他方では、ユニットが目標にはっきりした照準線(LOS)を

通していたとしても、攻撃側は敵を見つけることができ

ないことがあります。

例:解放戦線の分隊が 2 ヘックス離れたジャングルに隠れ

ています。それらはジャングルにより分隊の視野を妨げ

て何があるかわかりません。しかし、それは解放戦線を

実際に見ていることを意味していないのです。

  

敵のヘックスを射撃するためには、それは視認されなけ

ればなりません。もし、ヘックス内の 1 個のユニットが

視認されたならヘックス全体は視認されます。

同じヘックス内の複合建物の異なるレベルでは視認に関

しては異なる位置と考えられます。すなわち、2階で視認

されているユニットがいたからといって、1階にいる視認

されていないユニットを射撃することはできない訳です。

それ以外にルール又は、技能カードで注意されない限り、

ユニットのヘックス(ヘックス内の全てのユニットを意味

する)は、視認マーカーで表示(前に成功していて視認の試

みのために)されている場合、敵ユニットがヘックスに隣

接(又は進入)した場合、敵ユニットが照準線(LOS)を持つ

目標ユニットが移動した場合、目標ユニット/ヘックスが

移動/襲撃移動/射撃/混戦マーカー(匍匐ではない)で表示さ

れていた場合、目標ユニットが平地地形を占めていた場

合には自動的に視認されます。

ヘリコプター(19.0)の場合はユニークな状況です。ヘリコ

プターは常に視認されます。しかし、それにより下のユ

ニットには影響はありません。すなわち、たとえヘリコ
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プターが米海兵隊 3-6-4 分隊がいる密ジャングル上空で

ホバーリングしていても、下のジャングルの 3-6-4 分隊

が視認されるということでは無いのです。

ユニット(開放状態の車両とホバーリング中のヘリコプタ

ーを含む)は、それらに対し照準線(LOS)が通った場合に

視認されていないユニットを視認する試みができます。

もし、遮断地形(下記参照)にいる目標ユニットに対して視

認を行うユニットの場合は、ダイスの目(1d6 します)でそ

の士気の半分(端数切上げ)未満を出せば目標ユニットを視

認できます。もし、妨害地形にいる目標ユニットに対し

て視認を行うユニットの場合は、ダイスの目(1d6 します)

でその士気の半分(端数切上げ)以下となります。

例:もし、6 の士気を持つユニットが妨害地形の敵を視認

することを試みていれば、成功するために 3 以下を出さ

なければなりません。

修正値 1が目標ユニットへの途中でその照準線(LOS)が通

過する妨害地形の全てのヘックス毎に、視認側のダイス

の目に加えられます。注意点としては、その照準線(LOS)

は実際に妨害地形ヘックス内の妨害地形の一部を通過し

た場合であることを覚えておいて下さい。

もし、部分的にそれ以外に開放ヘックスの一部である妨

害地形のシルエットを通過すれば 1 が同様に加えられま

す。もし、照準線(LOS)が 2つ以上の妨害地形のヘックス

か、開放ヘックス内の妨害地形のシルエットを通過すれ

ば、結果的に遮断となります。

指揮能力修正が適用されダイスの目から引かれます。

LOS は、開放地形ヘックス内の射撃ユニットか目標のい

るヘックスに広がる小さな妨害地形の断片は「遮断とな

りません」。

例:1M4 から 1J3 への LOS は 1M4 から 1L4 から広がる

ジャングルの小さな断片には「妨害されません」。しかし

ながら、ジャングルの同じ断片は 1L5 から 1M3 の LOS

を妨害します。

一旦、ユニット(ヘリコプターは除く)が視認されれば、ヘ

ックス全体が視認されて視認マーカーがそこに置かれま

す。視認マーカーは各々の管理フェイズ中に取り除かれ

ます。

視認の試みはインパルスを必要としません。しかし、自

陣営のインパルスあたり 1 度しか試みることができませ

ん。そして、視認を試みたユニットは試みの結果にかか

わらず任務完了マーカーで表示します(ヘリコプターは除

く -19.3参照)。

射撃、移動、匍匐、任務完了、又は襲撃移動マーカーで

表示されているユニットは視認できません。

10.2 建物と丘

「Mark H. Walker's Lock 'n Load!」の地形のほとんどは

地上レベルです。

しかしながら、レベル 1 や 2 の丘があります。僅かに暗

い茶色の段々が丘を表します。地上レベルの上の各々の

レベルがおよそ 2-5メートルの上昇を意味します。

そのうえ、1 や 2 の階を持つ建物があります。全ての 3

ヘックス以上の石造建物は 2 階建て(複合)建物と考えられ

ます。階段が各々の建物ヘックスの中にあります。ユニ

ットは 2 移動力(MP)を消費することによって、1 階から

それらのヘックスの上のレベルに移動できます。1階建物

のユニットは地上レベルを占めます。2階建物の上のレベ

ルのユニットは建物の地形の上の 2レベルにいます。

例:地上レベル(「レベル 0」)に建つ建物の上のレベルのユ

ニットは 2レベルの丘のユニットと同じ高さです。

隣接ヘックスのユニットは、複合建物の異なるレベルに

いる場合は隣接しているとみなされません。

10.3 照準線の引き方

「Lock 'n Load」に於いて、照準線(LOS)に影響する 2つ

のタイプの地形があります:遮断地形と妨害地形。

遮断地形の例は建物、森、密ジャングル、葦原、そして

丘を含んでいます。遮断地形とは物体の高さが 2-5 メー

トルのどちらも完全な固体(建物)か疎な固体(ジャングル)

と考えてください。

妨害地形の例は藪、そして疎ジャングルを含みます。妨

害地形はどちらも隙間があるか低く(1 メートルの高さ)、

照準線(LOS)の通過を妨害する地形です。しかし、それを

遮断しません(下記を参照)。

遮断地形を通る照準線(LOS)は攻撃側と目標の両方が同じ
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高度にあれば目標を遮断します。攻撃側か目標側のいる

ヘックスの遮断地形は遮断しません。

妨害地形を通る照準線(LOS)は攻撃側と目標が同じ高度に

あれば目標を妨害します。攻撃側の照準線(LOS)が通過す

る各々の妨害地形ヘックスあたり、攻撃側のダイスの目

から 1 が引かれます。もし、照準線(LOS)が 2 つの妨害

地形ヘックスか、それ以外に開放ヘックスに及んでいる

妨害地形のシルエットを通過すれば、それ以降の照準線

(LOS)は遮断となり攻撃又は視認の試みはできません。

攻撃側か目標側のヘックスの妨害地形は照準線(LOS)の妨

害とはなりません。

注意点としては、照準線(LOS)が実際に障害物のシルエッ

トを横切った場合に遮断か妨害となります。単に障害物

のあるヘックス全体ではありません。逆に、LOS が防御

の目的のための開放地形と考えられるヘックス内の遮断、

妨害地形シルエットを通る場合は、照準線(LOS)は同様に

影響されます。しかし、LOS は開放地形ヘックス内の射

撃ユニットか目標のいるヘックスに広がる小さな妨害地

形の断片は「遮断となりません」。

例:1C4 から 1C2 までの LOS は 1C4 から 1C3 からのヘ

ックスまで広がるジャングルの小さい断片によって妨害

とは「なりません」。他方では、その同じ断片は LOS を

1B4から 1D4で妨害となります。

デザイナーノート:僅かにはみ出た断片は LOS に影響し

ないのか。その理由は・・・?

2 つの理由:それらは LOS に影響「します」。それらが興

味深い遮蔽物と隠れ場所の数々の例を提供することに影

響します。第 2 に僅かなはみ出しの効果は地図上の状況

をおおいに増やします。

射撃ユニットとその目標より低い遮断、妨害地形を通し

てたどられる LOS は、遮断や妨害はされません。攻撃側

ユニットとその目標より高い遮断、妨害地形（例えば丘

または複合建物）を通してたどられる LOS は、遮断され

ます。攻撃側のヘックスと同じレベル上にある遮断地形

のシルエットを横切る場合、低い地形までたどる LOS は

遮断されます。攻撃側のヘックスと同じレベル上にある

妨害地形のシルエットを横切る場合、低い地形までたど

る LOSは妨害されます。妨害地形のシルエットを 2つそ

のようなヘックスを横切れば遮断となります。

より高い地形上のユニットは低い高度ヘックスの遮断と

妨害地形を越えて見ることができ、射撃することができ

ます。しかし、レベル 1 とレベル 2 の遮断、妨害地形ヘ

ックスの背後 1 ヘックスは、直接それらの障害の後ろの

ユニットへの LOSを遮断します。

10.4 地形の特長

地図盤上の各部分の地形はユニットが避難場所を捜し、

利点を得るためにあります。それを通過して移動を行っ

ているユニットに対して移動コストを変えます。これら

の利点及び、他の情報と同じく移動コストは地形効果表

(TEC)に記載されています。

ヘックスのセンタードットを囲んでいる地形が、そのヘ

ックスの高度と、ヘックスの地形タイプを定義します。

例:1F5は地上レベルの藪ヘックスです。

11.0 個人カウンター(SMC)

個人カウンター(SMC)は戦闘の手段に影響する力を持っ

ている重要な個人を表します!

これらのカウンターは指揮官、軍事顧問、ヒーロー(或い

はヒロイン)、狙撃兵、従軍牧師、及び衛生兵を含んでい

ます。他のタイプが引き続くモジュールの中にあります。

11.1 指揮官

指揮官は例外的な指揮能力技能を持つ個人を表すユニッ

トです。彼らは一般的な将校か傑出した下士官を表して

います。

指揮官は火力を持っていません。そして(支援火器を運搬

する限り)個々に敵部隊に射撃するか或いは自発的に単独

で混戦に入ることはできません。

もし、敵ユニットが LMG 或いは火炎放射器を持ってい

ない単独の指揮官のヘックスに移動すれば、指揮官は降

伏させられます。

指揮官の指揮能力修正は直接射撃を助け、損害チェック

を修正し、ユニットを回復させ、混戦で部隊を先導し、

これらのルールで言及された他の機能に使われます。
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11.11 指揮官の戦闘

移動、匍匐、射撃、任務完了マーカー下にない指揮官は、

彼らのインパルス中に彼らのヘックスにいる「全て」の

同じ国籍/部隊のユニットの攻撃を指揮し助けます。

それらの指揮能力修正は DFT を使うユニットの火力に加

えられて、且つ又は OFT を使う支援火器か重火器班の命

中確認から減じられます。注意点は、指揮官は同じイン

パルスで活性化した分隊が使う固有の火力 /支援火器

(LMG、火炎放射器等)、「そして」OFT を使う支援火器

か重火器班の両方を助けます。

そのような射撃を助けた指揮官は射撃マーカーの下に置

かれます。

11.12 指揮官と技能カード

シナリオルールで技能カードを指揮官に割り当てること

があります。これらのカードは、高められた士気あるい

は観測のような補助の特別な能力です。

オプションルール:プラス指向の指揮能力修正を持つ各指

揮官は、任務の前に無作為で 1 枚の技能カードを選びま

す。既にシナリオルールで技能カードの割当てが決まっ

ている指揮官には、もう 1 枚は割り当てられません。0

の指揮能力を持つ指揮官は技能カードを選べませんが、

シナリオの特別ルールによってカードを割り当てられる

ことがあります。

11.2 ヒーロー

ヒーローは英雄的な行動を遂行する一般の兵士です。

ヒーローはシナリオ開始時での部隊の一部か或いはプレ

ーの間で登場します。それらは、分隊か半個分隊の損害

チェックで 1 のダイスの目が出るとヒーローが登場する

可能性があります。再び 1d6でダイスを振って下さい。

もし数が偶数ならば、ヒーローが登場します。無作為で

ヒーローと技能カードを引いて下さい。

新しく登場したヒーローは彼らの母体となったユニット

と同じ活性化状態とします。

例:もし、ヒーローの母体となった分隊に移動マーカーが

既に付いていればヒーローもそうなり移動マーカーを受

け取ります。

もし、ヒーローの登場でスタッキング制限を越えれば、

所有者は敵ユニットがいない隣接しているヘックスにヒ

ーローを置きます。

ヒーローは襲撃移動ができます。ヒーローは車両を攻撃

できます。

ヒーローは常に彼らの完全な火力を複数ユニットの攻撃

に加えることができます。

例え、指揮官からの提供がなくても、ヒーローと同じヘ

ックスのユニットは回復を試みることができます。

ヒーローは混戦のオッズを自軍側有利に 1 コラムシフト

できます(それら自身の火力を加えることに追加で)。

各々のヒーローが登場した時には直ちに技能カードを受

け取ります。もし、ヒーローが最初のシナリオ配置の一

部となっている場合、彼か彼女は配置中にカードを引き

ます。もし、シナリオルールによって特定の技能カード

が割り当てられれば、追加のカードは選びません。

[訳者注:本 Demoにはヒーローカウンターが無い。]

11.3 衛生兵

衛生兵は傑出した医療関係者の役を演じます。

それらは武器を運んだり射撃できません。また、敵ユニ

ットを視認することはできません。それらは、しかし興

奮したユニットに治療キットを使うことができます。

各々の回復フェイズ中、衛生兵は負傷した 1個 SMCか、

動揺状態のMMCを統制状態にすることができます。

どちらのケースでも、衛生兵の注意の対象はどちらの機

能も遂行するためにあるので、衛生兵が同じヘックスに

なければいけません。衛生兵は最初に 2d6 でダイスを振

り士気チェックに成功しなければなりません。

もし、衛生兵がプラス指向の目標修正のある地形の中に

いれば 2がダイスの目から引かれます。

チェックに失敗してもペナルティーはありません。しか

し、衛生兵がそれに失敗すればその回復フェイズ中では

機能を遂行できません。

動揺状態の衛生兵は SMC を治療したり、MMC を回復さ

せることはできません。

衛生兵は、混戦では攻撃や防御はできません。もし、衛

生兵と同じヘックスの自陣営の全てのMMC、そして混
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戦の資格のある SMCが除去されると衛生兵はプレーから

取り除かれます。

11.4 狙撃兵

狙撃兵は移動力を持ちません。最初は地図盤の上に置か

れません。

一旦、シナリオが始まれば狙撃兵の所有者は、敵ユニッ

トが現在そのヘックスを占めていないプラス指向の目標

修正のあるヘックスにどんな時にも狙撃兵を置くことが

できます。一旦、置かれれば狙撃兵は動けません。

直接射撃戦闘のルーチンを利用して、狙撃兵は直ちにそ

の LOS内の視認されている敵ヘックスを攻撃できます。

狙撃兵は、1d6 の代わりに 2d6 をその攻撃で振ることが

できます。もし、複数のユニットが目標のヘックス内に

あれば、狙撃兵攻撃の目標を無作為に選択します。狙撃

兵の攻撃は 1個のユニットに影響します。

例:もし、狙撃兵が敵分隊と指揮官を含んでいるヘックス

に対する攻撃を宣言すれば、プレーヤーは直ちに狙撃兵

がどのユニットを攻撃するかを決定します。

狙撃兵は、他のユニットのように続けて射撃することが

できます。

しかし、火砲/迫撃砲と敵狙撃者を除く全てのユニットか

ら射撃を受ける場合は、目標修正を 2倍にして下さい。

動揺状態の狙撃兵は、それらのカウンターの動揺側の士

気以下をダイスの目で出せば自己回復できます。

狙撃兵は自発的に混戦に入ることはできません。狙撃兵

は混戦では攻撃又は防御はできません。もし、混戦中に

狙撃兵と同じヘックスの全ての自陣営 MMC と、混戦の

資格のある SMC が除去されれば;狙撃兵はプレーから取

り除かれます。

■ 11.5 従軍牧師

従軍牧師の勇気は伝説的です。多数が戦い、しばしば負

傷した人を救うかあるいは動揺している兵士を慰めるた

めに、自身の生命を危険にさらしながら分隊に同伴しま

した。

「Lock 'n Load」での従軍牧師は丁度指揮官のような

指揮能力レーティングを持っています。これらのレーテ

ィングは分隊を回復させることに使われます。損害チェ

ックは補助しません。

従軍牧師は敵ユニットを視認できません。

従軍牧師は混戦では攻撃又は防御はできません。もし、

混戦中に従軍牧師と同じヘックスの全ての自陣営 MMC

と、混戦の資格のある SMC が除去されれば;従軍牧師は

プレーから取り除かれます。

■ 11.6 軍事顧問

ベトナム戦争全体にわたって、アメリカ軍はベトナム共

和国軍(ARVN)に軍事顧問を派遣しました。

軍事顧問は士気と移動レーティングを持っています。軍

事顧問はスタックしている南ベトナム軍(ARVN)ユニット

の士気を 1高めます。

軍事顧問は視認と支援火器での射撃ができます。

12.0 技能カード

技能カードはユニークな特徴をカードを所有している

SMC に与えます。カードの中には一度だけ特性か利点を

与えるものがあります。他はシナリオを通して効果が続

くものです。そして、更に他の SMCにユニークな武器か

アイテムを装備します。各カードが特性と時期/方法がテ

キストで説明されています。

ほとんどのシナリオでは、技能カードは指揮官に前もっ

て割り当てられる場合があります。

ヒーローが登場する時、1枚の技能カードを選ぶことがで

きます。或いは最初のシナリオ配置中に、彼か彼女が配

置される時にカードを引きます。

オプションルール:シナリオの初めにプラス指向の指揮能

力修正を持つ各々の指揮官は、直ちに 1 枚の技能カード

を選べます。0の指揮能力修正を持つ指揮官は、技能カー

ドを選んではいけません。シナリオで割り当てられた技

能カードを持つ指揮官は、もう 1 枚のカードを引いては

いけません。

[訳者注:本 Demoには 2種類の技能カードしか無い。]
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13.0 「Forgotten Heroes」での国籍の特徴

「Lock 'n Load」の「The Forgotten Heroes」モジュー

ルでは 5 つの明瞭な戦闘組織を扱っています:合衆国海兵

隊、合衆国陸軍、北ベトナム軍、南ベトナム解放戦線、

及びベトナム共和国軍(ARVN)。

13.1 南ベトナム解放戦線

解放戦線には地元民兵としての地の利を生かして優位性

を持っていました。それらは銃撃戦の合衆国軍の圧力に

耐えられませんでしたが、疲れを見せることはありませ

んでした。解放戦線のカウンターは灰色です。

解放戦線はジャングル、森、及び沼地ヘックスを通って

移動する場合、1(2に対し)移動ポイント消費で済みます。

不意打ち! 解放戦線ユニット(或いはユニットのスタック)

は、その解放戦線のインパルスの初めに LOS が通らなか

ったユニットへの混戦襲撃をかけた場合、火力が最初の

混戦ラウンドで 3 倍にされます。その上、この最初のラ

ウンドは同時解決にはなりません(例外:混戦への増援、

8.1)。つまり、結果により敵側は直ちにプレーから取り除

かれることがあります。

解放戦線は密ジャングルで+3 の目標修正(+2 に対し)を、

疎ジャングルでは+2の目標修正(+1に対し)を得ます。

13.2 北ベトナム軍(NVA)

北ベトナム軍(NVA)は世界の中で最も良好で軽快な歩兵を

投入しました。同胞である解放戦線と異なり -合衆国軍

が多くの航空及び砲撃支援を投入しない限り、それらは

銃撃戦で優位に立つことができました。北ベトナム軍

(NVA)のカウンターはバターナッツ色です。

密ジャングル地形では、北ベトナム軍(NVA)ユニットは+3

の目標修正(+2に対し)を受け取ります。

密ジャングル地形ではスタッキング制限を無視できます。

13.3 合衆国陸軍と合衆国海兵隊

合衆国陸軍も合衆国海兵隊もベトナムに幾つかの優れた

部隊を投入しました。それらは通常よく訓練されて、だ

れにも劣らず世界最高の装備を持っていました。戦争の

初めの年、それらはジャングルで戦うことに集中するこ

とができました。数年の後、それらは自国の支援なしで

どのように戦うか学ばなければなりませんでした。

合衆国分隊は特別な特性を持っていません。しかし、そ

れらのカウンターから表に出ていない特徴を持っている

ことに気付くでしょう。共産主義のものよりより良い分

隊なのです。海兵隊員たちは襲撃移動と高い火力で同胞

の軍隊より優位性を持っています。更に、完全な海兵隊

分隊(半個分隊では無い)は、統制状態より動揺状態の士気

が高くなっています。これは海兵隊員たちの忍耐強さと

規律を表します。

損耗を受けた海兵隊 3-6-4分隊は、海兵隊 2-5-4半個分隊

に減らされます。損耗を受けた海兵隊 2-6-4 分隊は、海

兵隊 1-5-4半個分隊に減らされます。

合衆国陸軍も合衆国海兵隊も、カウンターは緑色です。

海兵隊員たちはカウンターのトップの左側に海球及び錨

を持っています。

■ 13.4 ベトナム共和国軍(ARVN)

ベトナム共和国陸軍(ARVN)の兵士達は、合衆国の協力者

による指導が貧困で訓練も十分ではありませんでした。

逆に、装備だけは充実していました(戦争の末期では)。

残念ながら、ベトナム共和国軍(ARVN)の兵士達の士気は

不十分であって攻撃性が欠けていました。それ故、ヒー

ロー登場のためにダイスを振る時(分隊か半個分隊の損害

チェックで 1 のダイスの目が出た後)、ヒーローは 1 のダ

イスの目がでた場合にのみ登場します。

ベトナム共和国軍(ARVN)のカウンターはゴールデンブラ

ウン色です。

損耗した ARVN の 2-4-4 分隊は、ARVN の 1-3-4 半個分

隊に減らされます。損耗したARVNの1-4-4分隊は、ARVN

の 0-3-4の半個分隊に減らされます。



付録-1

ユニットの説明

Squad:分隊

Firepower:火力

Range:射程

Movement Factor:移動力(赤い四角表示は襲撃移動可能)

Morale:士気

Half Squad:半個分隊

SHAKEN:動揺状態

Self Rally:自己回復可能

Leader:指揮官

Leadership:指揮能力

Support Weapon:支援火器

Weapon Team:重火器班
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技能カードの説明

「Bull」

「Charismatic」

「Bull」

(指揮官とヒーロー)

この人間は非常にタフな体力を持っている。

彼(あるいは彼女)は死ぬ前に 2回まで負傷できる。

複数の負傷マーカーで各負傷を表示すること。

既に SMCに 2個の負傷カウンターがあって、

更に負傷を受ければ除去となる。

「Charismatic」

(指揮官のみ)

この指揮官は部下から崇拝されている。

彼は自身のヘックスだけでなく、隣接ヘックスの

ユニットも回復させることができる。
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地形効果表

地形 種別 移動コスト 目標修正 注釈 障害物の高さ
例

木造建物 遮断 2 +3 無し レベル 1
1L3

竹小屋 遮断 2 +1 無し レベル 1
1K4

密ジャングル 遮断 2
+2

NVAと VCは+3
スタッキングは 2個分隊(又は相当)、2個 SW、及び 2個 SMC

NVAは、この制限を無視できる
レベル 2

1K8

疎ジャングル 妨害 2
+1

VCは+2
無し レベル 1

1I3

藪 妨害 1 0 移動中か移動マーカー下のユニットへの+1修正は無視できる ゼロ
1G5

葦原 遮断 2 0 移動中か移動マーカー下のユニットへの+1修正は無視できる レベル 1
1F3

水田 開放 2 +1 無し ゼロ
1F2

平地 開放 1 0 無し ゼロ
1I6

道路 開放 1 0 道路から道路への移動ではヘックスの地形を無視できる 他の地形による
1H5

丘
ヘックスの地形か

ルールによる

他の地形による

高度を上げる場合+1MP
低いレベルからの

射撃に対して+1
無し 地形の高さによる

1D5

煙幕 遮断 他の地形による +1 ヘックスを通過したりエッジをなぞる LOSは遮断される 地形の高さによる
-

P:禁止
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直接射撃表(DFT)

統制状態の

MMC
動揺状態の

MMC

統制状態の

SMC
(ヒーロー除く)

動揺状態の

SMC
(ヒーロー除く)

ヒーロー

DR≦士気値 効果無し 効果無し 効果無し 効果無し 効果無し

DR>士気値<士気値 2倍 動揺 損耗 動揺 負傷 負傷

DR≧士気値 2倍<士気値 3倍 損耗 損耗 負傷 負傷 負傷

DR≧士気値 3倍 除去 除去 除去 除去 除去

動揺:
動揺状態となったユニットは動揺側に返される(例外:車両は動揺マーカーで表示)。
動揺状態のユニットは続く回復フェイズで回復を試みるダイスを振り(2d6)、成功すれば統制状態に戻る。
全ての車両は自己回復できる。

動揺状態のユニットはそれらの武器と所有する支援火器で射撃できない。

動揺状態のユニットは確認されている敵ユニットに近づけない(敵がそのユニットの LOSになかったとしても)。
混戦に参加した場合、ヘックスに自陣営のユニットがいない場合は、自動的に除去される(注釈:車両は混戦できない)。
o 動揺状態の指揮官は部隊を回復できない。しかし、自身は除く。動揺状態の指揮官は指揮能力を使えない。
o 動揺状態の衛生兵は兵士(あるいは自身達)を治療できない。
o 動揺状態の狙撃兵は狙撃をしてはいけないが、自己回復(SR)をすることはできる。
o ヒーローは決して動揺状態にならない(ジャンクロードバンダムに尋ねて下さい)。
損耗:
完全な分隊を動揺状態の半個分隊と交換する。

半個分隊か重火器班は除去される。

負傷:
ユニットは移動を停止する。

SMCは動揺側に返される(ヒーローは除く)。そして、負傷マーカーで表示する。
負傷した指揮官はそれらの士気を持っている。

指揮能力修正と指揮能力範囲は 1減る(すなわち、それらは同じヘックスのユニットしか活性化できない)。
負傷マーカー下にある SMCは、再度負傷すると除去される。
衛生兵は負傷した SMCを治療でる。
ヒーローの登場:
敵の射撃による損害チェックのダイスの目が 1(1)となった場合、ヒーローがプレーの間で登場する可能性がある。
再びダイスを振る。

もし偶数ならば、ヒーローがヘックス内に登場する(ベトナム共和国軍は除外(13.4項を参照))。
無作為選択でヒーローと技能カードを引く(個人カウンターを参照)。

DFT・攻撃側ダイス修正

指揮能力修正 drに加える
目標が移動か襲撃移動マーカー付きの非車両ユニット(匍匐除く)。 drに+1

目標ユニットが隣接している。 drに+2
LOSが通過する妨害地形ヘックスあたり(最大で 2 -3つ目の妨害ヘックスは LOSが遮断される)。 drに-1

DFT・防御側ダイス修正

目標地形あたり +/- 地形修正(地形効果表(TEC)を参照)。

混戦表

比率 1-3 1-2 1-1 3-2 2-1 3-1 4-1 5-1

キルナンバー 11 10 8 7 6 5 4 3

支援火器運搬・操作表

ユニット 運搬可能 射撃可能 注釈

分隊 2個支援火器
1個 SWと固有な火力。
又は、2個 SWで固有な火力を喪失。

-

半個分隊/
操作班

1個支援火器 1個 SWで固有な火力を喪失。 -

SMC
1個支援火器
移動力は 2減少

1個 SWで通常火力の半分(端数切捨て)。
2個 SMCはこの制限が無く SWを操作可。

衛生兵と狙撃兵は射撃や運搬不可。

指揮官は射撃時に指揮能力修正喪失。




