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このゲームは 1918 年 10 月のフランス、
St. Juvin 近郊での目覚しい勇気を示した
第 82 歩兵師団第 325 歩兵連隊 E 中隊の
Charles H. Desch 軍曹に捧げられている。
彼は、将校が後送された後、自分の小隊
を指揮して激しい砲火を冒して前進させ
たのである。

1.0 概説

1.0 概説

2.0 ゲームの内容物

1.1 The Lost Battalion (TLB) は第 1 次
大戦のアメリカ最大の攻勢を扱う 1 もし
くは 2 人プレイヤー用ゲームである。ソ
リテア版のプレイの際には、プレイヤー
は米軍及び仏軍の全ユニット(特記され
ていない限り、連合国側ユニットすべて
を“米軍”と呼ぶ)を支配し、ゲームシステ
ムが独軍を支配する。核心として、プレ
イヤーはセダン近郊の勝利ポイントヘク
スを確保しミューズ川を渡るために、可
及的速やかにマップ上の強力な防御をく
ぐり抜けなければならない。２プレイヤ
ー版では片方のプレイヤーが米軍となり、
もう一方のプレイヤーが独軍を支配する。
米軍プレイヤーの目的は VP ヘクスの獲
得; 独軍プレイヤーはその阻止である。

3.0 初期配置とヘクスの支配
4.0 ターンの手順 – 2 プレイヤーゲーム
5.0 スタック
6.0 増援と補充
7.0 補給
8.0 移動と地形
9.0 戦闘
10.0 US の急襲
11.0 特殊ユニット
12.0 ソリテアゲーム
13.0 勝利条件
14.0 初期配置とシナリオ
15.0 デザイナーズノート

ゲームの両バージョンには史実上の初期
配置とフリーセットアップのバリアント
がある。

ユニットの名称、ユニットの種別と規模、
戦闘力、登場ターン及び許容移動力など
の数種の情報が表示されている。

1.2 ゲームの規模

2.4 戦闘ユニットの一例

マップ上の各ヘクスは対辺距離 1 マイ
ルを表す。ユニットは連隊(800-5,000 人)
及び砲兵集団(72-250 門)である。最初の
2 ターンは「現実」時間の 2 日を表し、
以降のゲームターンは 3 日を表す。

このユニットは米軍第 82 歩兵師団の
第 325 歩兵連隊である。4 戦力段階を持
つ歩兵ユニットであり、(カウンターの両
面に印刷されている。実際には、2 ステ
ップの代替カウンターがある)。完全戦力
状態では、戦闘力が“13”で、移動力が“10”
である。

デザインノート 時間スケールの違いは、
1918 年の連合国側攻勢の大半での、初期
段階の急速なテンポによるものであり、
この戦いでは特に顕著なものであった。
2.0 ゲームの内容物
2.1 完品の TLB のゲームの内容物として
は、このルール、34x22"のゲームマップ
1 枚、385 の四角いカウンター(“ユニッ
ト”)がある。プレイヤーは戦闘解決に、
そしてソリテアゲームでは独軍の活動を
発生させる 6 面サイコロを 2 個準備しな
ければならない。
2.2 ゲームマップは 1918 年ミューズ-ア
ルゴンヌ戦区周辺の軍事的に重要な地形
を表している。マップ上に印刷されてい
る六角形の格子はユニットの位置や移動
を調整するためにある。ユニットは、特
定の時点ではヘクス 1 つだけに存在する
とみなされる。各ヘクスには移動や戦闘
に影響を与える自然や人工の特徴的な地
形が含まれている。マップ上のヘクスに
は、個別に 4 桁の識別番号が振られてい
る。これによって場所の発見が容易にな
り、ゲームが中断されたとしても、ユニ
ットの位置の記録が可能になる。

2.5 国籍
ユニットの国籍は色別で表示されて
いる。色分けは、プレイ中に、ユニット
が属する陣営をも表している。
独軍陣営:独軍: 灰緑色の地に黒; オース
トリア: 赤地に白
連合軍陣営: 合衆国: 薄オリーブ地に黒
仏軍: 青地に白。砲兵ユニット:薄オリー
ブ地に黒及び青地に白（どちらも斜線入
り）
。
2.6 史実上の識別番号
ユニットには、その史実上の完全な名
称の略号である数字や文字で識別されて
いるものがある。略号は下記のとおり:
独軍ユニット:
Arg = アルゴンヌ砲兵集団
Aire = エア砲兵集団
BR = バイエルン予備
BV = バイエルン
F = フュージリア
Ft = 徒歩(Foot)
Gd = 近衛

2.3 カウンター

Gr = 擲弾兵

385 枚のカウンターがこのゲームに含
まれており、その大半が戦闘ユニットを
表している。残りは情報表示用のマーカ
ーである。各戦闘ユニットには、国籍、

LW = ラントヴェーア
MGE = ミューズ集団東
MGW = ミューズ集団西

R = 予備
W = ヴュルテンブルグ
仏軍ユニット: C = 植民地
2.7 ユニット規模
ユニットの規模は下記のシンボルで
表されている。
X = 砲兵集団
III = 連隊
2.8 攻撃力と防御力
仏軍及び独軍ユニットの大半には戦
闘用の数値が 2 つあるが、そのユニット
の攻撃と防御の作戦を実行する能力が個
別に評定されたものである。その使用に
ついては 9.0 章で説明されている。米軍
ユニットには戦闘力が 1 つしかなく、攻
防どちらにも使用される。
2.9 移動力
この数字は、マップ上に印刷されてい
るヘクスの格子を越えてユニットが移動
する能力を評定したものである。ユニッ
トは、進入するヘクスや、越えるヘクス
サイドの地形によって、ヘクスに進入す
る度に異なる移動コストを支払うことに
なる。
2.10 ステップ
ゲーム中の米軍歩兵ユニットは４ス
テップユニット;独軍及び仏軍ユニット
は２ステップユニットである。ユニット
に含まれるステップは、活動不能になっ
たり、
「除去」される前に戦闘による損害
を吸収できる能力の尺度となっている。
ゲームプレイ中にユニットが除去される
ということは、そのユニット内の全員が
殺されたということではない。死傷者や
装備の損害が、さらなる作戦には使用に
耐えないほどになったことを意味するの
である。
独軍ユニットが１ステップロスを被

ったら、減少戦力（裏）面に裏返す。2
回目のロスを被ったら除去される。米軍
ユニットが 2 回目のステップロスを被っ
たら、同じ名称のついている２ステップ
ユニットに交換する。
2.11 その他のカウンター
このようなカウンターの使用法は、ル
ールの以後の部分の該当個所で説明され
ている。
3.0 初期配置とヘクスの支配
3.1 陣営の選択と初期配置
プレイヤーはプレイするシナリオと
指揮する陣営を決定する。その後、プレ
イヤーは自分のユニットを全て取って
15.0.にある初期配置の解説を参照する
こと。点(・)の印のあるユニットはマッ
プ上に配置され、“R”の字のついている
US ユニットは GHQ 予備ボックス内に配
置される。
3.2 完全戦力
全ユニットが、完全戦力でゲームを開
始する。増援も常に完全戦力でプレイに
登場する。
3.3 ヘクス支配
マップ上の全ヘクスは常にどちらか
のプレイヤーに支配されている(同時に
両方に支配されることはない)。この区別
は、ゲーム毎にどの陣営が勝っているの
かという判定の際に重要となる。プレイ
中、ヘクスの支配は相手陣営の陸上ユニ
ットがそのヘクスに最初に進入した時点
で交替する。支配の交替は即座に発生し、
プレイ中には何度でも発生する可能性が
ある。ソリテアゲームでは、ヘクスの支
配は独軍戦術行動(12.8 参照)の発動時に
重要になる。
3.4 地図端の支配
いつであれ、マップの西端ヘクスに米

軍ユニットが進入したら、独軍がその支
配を奪回するまでは US 支配と見なされ
る。独軍増援はマップ西端の US 支配ヘ
クス経由ではマップには登場できない。
3.4) 解説. 独軍増援は、USA 支配下のマ
ップ西端ヘクスからは、マップに
登場できない。マップ東端からの
独軍増援をブロックするには、
USA や FR がそのヘクスを占領
する必要がある。
注: このゲームには ZOC がない; ヘク
ス支配は通過した最後のユニットによっ
て規定される。
デザインノート. 仏第 4 軍は連合国側の
最終攻勢の一部として北方で攻撃を実行
中であり、大なり小なりパーシングの左
翼を確保していた。
対して、マップ東端では、独軍ユニッ
トの登場を妨害するには米軍(または仏
軍)ユニットで占領していなければなら
ない(ただし、独軍ユニットは開始線の南
には移動できないことを思い出せ)。AEF
東翼には並行して作戦中の連合国側部隊
は存在しないため、プレイヤーは自ユニ
ットで警護する必要がある。
経験者へ このゲームには支配地域は存
在しない。

イズ内で実行しなければならない。プレ
イヤーがフェイズ内の特定の行動を一旦
完了してしまったら、相手が寛容にもそ
れを許してくれない限り、忘れていた行
動を行うために戻ったり、下手な行動を
やり直したりすることはできない。
4.2 ２プレイヤー用ゲームのターンの手
順は下記に記されている。以後のルール
は、各プレイヤーターンを進めていく際
に出くわす順にものごとの説明を整理し
てある。
I. 共通増援補充フェイズ 両プレイヤー
は、増援がこのターンに登場するかどう
か、増援スケジュールを参照する。プレ
イヤーは補充ルールに従って補充を受け
取る。プレイヤーは砲兵ユニットを表面
に裏返し、独軍プレイヤーはマップ上に
毒ガスマーカーと機関銃ユニットを配置
する。
II. 米軍プレイヤーターン
A. 移動、急襲フェイズ. 米軍プレイヤ
ーは自ユニットを移動させ、特定の状況
下では、急襲を実行する。
B. 戦闘フェイズ. 米軍プレイヤーは
準備攻撃を実行する。
C. 砲兵移動フェイズ. 砲撃を実行し
なかった US 砲兵ユニット全てが移動で
きる。
III.独軍プレイヤーターン

4.0 ターンの手順- ２プレイヤーゲーム

A. 移動フェイズ. 独軍プレイヤーは
自ユニットを移動させる。

(ソリテアゲームのプレイの手順は 12.0
を参照)

B. 戦闘フェイズ. 独軍プレイヤーは
準備攻撃を実行する。

4.1 各ゲームターンは２つのプレイヤー
ターンに分かれており、これがさらに、
厳密に順を定められた一連のフェイズに
分けられている。プレイヤー全ての行動
は、自分のプレイヤーターンの該当フェ

4.3 ゲームターンの完了
ゲームターンを１つプレイしたら、タ
ーン記録トラック上でゲームターン表示
マーカーを 1 マス進め、新しいゲームタ
ーンを開始すること。どのゲームターン

も、米軍プレイヤーが常に先に実行し、
独軍プレイヤー(２プレイヤーゲームの
場合)が次に実行する。
5.0 スタック
5.1 スタックとは、ある１つのヘクス内
に複数のユニットが山になる状態を表現
するのに用いられる用語である。スタッ
ク可能なユニット数はその国籍と規模で
制限を受ける。このゲーム中では、戦力
ステップはスタックには影響しない。

に適用される。味方ユニットはスタック
制限を越えても互いを通過してかまわな
い。ある移動フェイズ中にヘクスを通過
できるユニットの数に制限はないのであ
る。(スタックと移動についての詳細は、
8.4 - 8.6 を参照)。
5.3) 解説. スタックは移動フェイズ終了
時にのみ効果を持つ。

5.2 スタック制限

5.4 スタック超過

独軍. 同一ヘクス内に一緒にスタックで
きるのは歩兵ユニット５つまで、そのう
ち 3 つまでは連隊でかまわない(その残
りの 2 つは機関銃ユニットである)。スタ
ックするユニットは同一師団所属でなく
ともかまわない。

移動フェイズ終了時にあるヘクスが
スタック超過になっていたら、違反スタ
ックの超過分ユニットを最後にルールを
満たしていたヘクスまでもどし、そこで
移動を終了する。スタック超過であると
いうだけでユニットが除去されることは
ない。

米軍. 同一師団の歩兵 2 個連隊までが同
一ヘクス内でスタックできる｡異なる師
団の連隊の場合、１ヘクスに１ユニット
しかスタックできない。追加して、1 ヘ
クスに戦車１ユニットはコストなしでス
タックできる。1 ヘクスにつき、スタッ
ク可能な US 砲兵ユニットは１つだけで
ある(単独で存在しなければならない)。
5.2) 解説. 独軍スタックは 3 個歩兵 + 2
MG、USA は 2 個歩兵(ただし同
一師団) + 1 戦車となる。砲兵はど
んなユニットともスタックでき
ない。オーストリアと独軍はスタ
ックできるが、USA と仏軍のユ
ニットはスタックできない。
注 戦力ステップはスタック時には影響
はない。また、仏軍戦車は米軍ユニット
とスタックできる。
5.3 スタックと移動
スタックルール移動フェイズ終了時

5.5 マーカー
情報表示用のマーカーにはスタック
値はなく、必要に応じてスタックに加え
ることができる。
5.6 戦場の霧
戦闘比の計算を行うまでは、どちらの
プレイヤーも相手のスタックの一番上の
ユニットの下を見てはならない。一旦調
べたら、その攻撃は中止できない。スタ
ック順はプレイヤーの希望する順でかま
わない。
5.6) 解説. 相手のスタックの内容を調べ
てはならない。
6.0 増援と補充
6.1 増援は増援スケジュールに従って登
場する。一般に、増援ユニットは増援フ
ェイズ中に用意され、所有プレイヤーの
移動フェイズの任意の時点で地図端ヘク
スから登場する。増援は常に完全戦力で、
補給下の状態で味方地図端(独軍: 独軍

支配化の東、西、北端; 米軍: 南端)から
登場し、その移動や戦闘の能力を即座に
完全に使用できる。増援登場時にはスタ
ック制限を遵守しなければならず、ユニ
ットはマップ上に登場する際、通常の移
動コストを支払う必要がある。増援は敵
ユニットが占領中のマップ上のヘクスに
は登場できず、
独軍増援登場の場合は US
プレイヤーに支配された後のマップ西端
の登場も行えない。独軍プレイヤーは
(11.3, 観測を参照)米軍ユニットが占領
中の任意の観測先ヘクスに毒ガスマーカ
ーを配置できる。機関銃ユニットは増援
フェイズ中なら任意の独軍支配ヘクスに、
独軍プレイヤーが配置できる。

解説 . 独軍増援はマップの東ま
たは西端から(味方支配の場合)、
または北端から登場する。
USA 増援はマップ南端から登場
する。
注: 増援はマップ登場時には全 MA を持
っているが、コストは通常のものを支払
う。
6.1)

6.2 増援の遅延
２プレイヤーゲームでは、増援を所有
プレイヤーが望むだけ遅らせることが可
能である。ソリテアゲームでは、プレイ
ヤーは自分の米軍ユニットは遅延が可能
だが、独軍増援は遅延できない。
6.3 米軍 GHQ 予備
米軍プレイヤーには、新たに到着した
師団や戦闘で壊滅し、再建された師団を
置くことのできる予備ホールディングエ
リアがある。米軍師団がプレイに使用可
能になったら、米軍プレイヤーには、そ
れらをマップ上に配置するか、地図外に
予備として配置するかの選択権が与えら

れる。移動フェイズ中の任意の時点で予
備はマップに登場できる。登場したター
ンから通常どおりの移動と戦闘が可能で
ある(ただし、ルール 7.4, 米軍補給制限
も参照のこと)。US プレイヤーはターン
2 まではその予備を投入できない。
補充
補充を受け取るためには、共通補充フ
ェイズに、当該の米軍師団すべてが GHQ
予備ボックス内にいる必要がある。師団
を予備とするには、そのユニットを味方
移動フェイズにマップから取り除くだけ
でよい。その際、連絡線が設定できる必
要がある。完全に撃破されたユニットは
補充できず、１つの連隊だけをマップか
ら取り除くこともできない。仏軍ユニッ
トは補充を受けられない。
制限. １補充ポイントで１戦力ステップ
を回復できる。１つの連隊は、１ターン
には１補充ポイントしか受け取れない。
米軍プレイヤーは 50 補充ポイントを;
独軍プレイヤーは 11 ポイントでゲーム
を開始する。プレイヤーは、マップシー
ト上の補充トラックを用いて補充を記録
すること。上記の制限に従う限り、1 タ
ーン中に補充ポイントをいくつ消費して
もかまわない。
２プレイヤーゲームでの独軍補充. 米軍
プレイヤーと異なり、独軍プレイヤーは
自分のユニットをマップ上に置いたまま
で再建することができる。補充を受け取
るには、独軍 ユニットは米軍ユニットに
隣接せず、そのターン中は移動も攻撃も
行わない必要がある。防御は通常どおり
可能である。完全に撃破された独軍ユニ
ットは再建できない。
ソリテアゲームでの独軍補充特別手
順: ソリテアゲームでは、プレイヤーは
1 ターンにつき独軍補充１ポイントを消

費しなければならない。独軍増援補充フ
ェイズになったら、卓上にある減少戦力
カップ内にあるユニットを全て出す。ユ
ニットを整理し、その時点でカップ内の
最良の(攻撃力と防御力の合計が最も大
きいもの)連隊に補充ポイントを使用す
る。補充されたユニットは完全戦力カッ
プに入れること。
6.3)

USA には予備がある。予備はタ
ーン 2 から使用が可能になる。予
備は、移動フェイズの任意の時点
で、増援と同様にマップに登場す
る(7.4, 米軍補給制限を参照)。
6.3)
補充を受けるには、USA 師団は
残っている全ユニットが予備ボ
ックスに入っていなければなら
ない; そうするには、移動フェイ
ズ中にマップからユニットを取
り上げ(LOC が設定できている必
要がある)、予備ボックスに置く
だけでよい。
6.3)
USA は補充 50 ポイントで、独軍
は補充 11 ポイントでゲームを開
始する。
注: FR ユニットは補充を受けられず、ど
ちらの陣営であれ、完全に撃破されたユ
ニットは再建できない。
6.3)
独軍ユニットは、連合国側ユニ
ットに隣接しておらず、移動も攻撃も行
わないなら、補充をマップ上で受けるこ
とができる。
6.4 休息と再編成 (R&R)
第 1 ゲームターン以降に急襲を実行す
るには、US 師団は、まる３ターンの R&R
サイクルを完了している必要がある。
R&R を完了したら、その師団は US プレ
イヤーが“最終攻勢”を宣言したターン

に急襲を実行できる。
手順 自分のどの移動フェイズにでも、
USプレイヤーはR&Rのために自分の師
団を何個でも引き上げることができる。
コマをマップから取って、R&Rトラック
の“one”の欄に配置するこ と 。 R&Rに入るに
は、師団の連隊全て(つまり、除去された
ユニットが1つもない)が使用可能でなけ
ればならない。ユニットは完全戦力であ
る必要はない。新しいターンになる度に、
師団はR&Rトラック上を1欄ずつ進んで
いき、
「Available」の欄に達した時点で
「強
襲師団」状態となり、戦線投入と通常作
戦の準備が完了する。そのユニットの上
に、強襲師団マーカーを２つ(以上)置く
こと。師団はR&R中に補充を受けること
もできる。ユニットをR&Rから引き抜い
て戦線に投入することも可能だが、その
場合は強襲師団状態を得るには一からサ
イクルを開始する必要がある。
6.4)

USA はターン 1 と、最終攻勢の
宣言時に急襲を実行することが
できる(ターン 13 以降)。
注: USA 師団は最終攻勢には 3 ターンの
R&R を要し、かつ師団の全連隊が投入可
能で(つまり、除去されたユニットがな
い)、かつ完全戦力になければならない。
R&R トラック上にいる間に補充を受け
ることも可能である。
6.41 最終攻勢の宣言 ゲームターン 13 以
降の自分の移動フェイズの開始時に、US
プレイヤーは最終攻勢の開始を宣言でき
る。強襲師団マーカーが付いているすべ
ての完全戦力師団は、そのターン（のみ）
に急襲を実行できる。最終攻勢の宣言が
できるのは、ゲーム中 1 度だけである。
注. 補充を受けるだけなら、師団は R&R
のプロセスを経る必要はない。

デザインノート. 10 月後半の戦闘の自発
的な休止期間を利用し、米軍は師団を数
個選択して小部隊強襲戦術の大規模な再
訓練を行った。これが３ターン(実際には
４ターン、または 12 日)という期間の
R&R サイクルが表しているものである。
史実では、米軍は消耗し尽くしてしまい、
それによって 2 週間の休止を余儀なくさ
れた。作為的なルールで US プレイヤー
に 2 週間の休養を強制するよりも、規模
を縮小した攻勢を継続しながら、同時に
最終攻勢用の強襲部隊を編成するという
オプションを与えている。攻勢のテンポ
を左右するのは損害の程度ということに
なるだろう。
7.0 補給
7.1 一般に、ユニットが完全な(印刷され
ている)移動力や戦闘力を発揮するため
には、補給が必要である。ユニットは“補
給下”または“非補給下” (OOS)のどち
らかの状態にある。OOS を理由としてユ
ニットが除去されることはない。
7.1)
ユニットは補給下か非補給下の
いずれかの状態にある。ユニットは補給
の欠乏によって除去されることはない。
7.2 補給チェックの時期
ユニットの補給状態は、自分の移動フ
ェイズで移動を開始する瞬間にチェック
される。その時点で OOS であるユニッ
トは、そのプレイヤーターンは移動力が
半減する。また、戦闘解決プロセスの開
始時に、その戦いに参加する両陣営の全
ユニットの補給状態をチェックする。そ
の時点で OOS であることが判明する全
ての防御側ユニットは、その戦闘の間戦
闘力が半減する。端数は切り上げること。
戦闘力を 2 回以上半減する場合、半減さ
れる同一陣営分を全て合算し、割り算は
1 回で行うこと。OOS のユニットは攻撃

を実行できない。
7.2)

補給は移動フェイズの一番最初
にチェックされる。補給がなけれ
ば、移動力は半減する。
補給は戦闘フェイズの一番最初
にチェックされる。補給がなければ、戦
闘力は半減する。
注: このルールは防御側にのみ適用され
る。OOS の攻撃側は攻撃が行えない。端
数は切り上げること。
7.3 ユニットが補給を受けるには
ユニットは、味方補給源まで、長さを
問わず補給線(ヘクスの道)を引くことが
できるなら、補給を受けられる。ゲーム
内では、消費型の補給を表すユニットは
存在しない。補給はすべて供給源ヘクス
からやってくるのだ。片方の陣営の補給
源を相手側のユニットの補給に用いるこ
とはできない。補給線は橋梁のかかって
いない河川(大小問わず)ヘクスサイドを
越えて引くことも、ユニットが進入や通
過を禁止されているヘクス/ヘクスサイ
ドを越えて引くこともできない。荒れ地
ヘクスを渡って補給を引くことも可能で
ある。
7.3)
補給は、補給源からいくら離れ
ていても受けられる(橋のない河川を越
えることはできないが)。
7.4 米軍の補給制限
米軍補給源は、マップ南端沿いの米軍
支配ヘクスすべてである。連絡が困難で
あったため(砲弾で掘り返された地形、貧
弱な道路、経験を欠いた補給システム等)、
米軍はミューズ-アルゴンヌ戦区の限ら

れた数の師団にしか補給が行えなかった。
下記のチャートは、そのゲームターンに
攻撃が行える師団の総数を示したもので
ある。それ以上の数のユニットは攻撃は
行えないが、通常どおりの移動と防御は
行える。このルールの判定時には、ある
攻撃に使用される師団内に連隊が 1 個し
かなくても、師団１つとして数える。
ターン 1-3: 10 個師団
ターン 4-6: 11 個師団
ターン 7-9: 12 個師団
ターン 10-12: 13 個師団
ターン 13+: 制限無し 全師団が攻撃可
能である
7.4)

米軍補給源はマップ南端である。
攻撃可能な師団数は制限されて
いる(移動や防御には影響しない)、
ターン記録トラックを参照。
注: ある師団所属の連隊 1 つだけが攻撃
を行う場合にも、1 個師団と見なす。
7.5 独軍補給源はマップの東端、北端、
西端の独軍支配ヘクスであり、US プレ
イヤーに支配されるか、占領されるまで
続く。独軍プレイヤーには補給制限はな
い。
デザインノート. 米軍攻勢にブレーキを
かけた最も深刻なものは(WWI の西部戦
線のどの攻勢でもというのが実際だった
のだが)、無人地帯の破砕された地表を越
えて砲兵ユニットと補給を前進させると
いう問題であった。米軍が越えていく必
要のあった防衛線は、約 4 年の間その場
にあったため、この地域を通っていた道
路は全て、激しい砲撃によって消滅して
しまっていたのである。工兵は連絡網を
回復するため熱心に働いてはいたが、こ

の努力には時間を要した。
7.5)
独軍補給源は東端、北端、西端
である。制限は存在しない。
8.0 移動と地形
8.1 陸上ユニットには、下辺右隅に許容
移動力が印刷されている。移動力とは、
各ゲームターンのその陣営の移動フェイ
ズ中にマップを移動する際に使用する、
ユニットが使用できる移動力ポイント
(“MP”と 表される )の数のことである。ユニ
ットは、ヘクスから隣接のヘクスへと移
動し(ヘクスを飛び越えてはならない)、
その際に進入するヘクスやヘクスサイド
によって異なるコストを支払う。各プレ
イヤーのユニットの移動は、自分の移動
フェイズ中にしか発生しない。
8.2 MP はターンからターンに蓄えてお
くことも、別のユニットに貸してやるこ
ともできない。プレイヤーは、ゲーム中
の自分の移動フェイズの度に、自分のユ
ニットの全部または一部を移動させるこ
とも、全く移動させないこともできる｡
移動を行うユニットは、停止前に全 MP
を消費する必要はない。個別のユニット
やスタックそれぞれの移動は、他者が移
動する前に完了していなければならない。
8.3 スタックの移動
スタックとして移動を行うには、ユニ
ットは、一緒にスタックした状態で自分
の側の移動フェイズを開始しなければな
らない。移動フェイズ開始時に同じヘク
スにいたというだけでは、スタックとし
ての移動を強制されることはない。この
ような状況の場合、ユニットは全部一緒
に移動することも、個別で移動すること
も、より小さなミニスタックで移動する
こともできる。

8.4 スタックの分割
スタックが移動する際には、一時的に
停止してユニットまたはミニスタックを
分派し、別方向に進むことができる。本
来の(“親”)スタックから残されたユニッ
トは、そう望むなら、たとえミニスタッ
クを分派した後であっても自分の移動を
再開できる。ただし、全く別のスタック
の移動を始めてしまったら、相手の許可
がない限り、もはや前のスタックの移動
を再開することはできない。
8.5 移動力の異なるユニットが 1 スタッ
クとして移動する場合、スタックは最も
遅いユニットの移動力を使用しなければ
ならない。遅いユニットが自分の MP を
使い切った場合、それを残置して早いユ
ニットの移動を続けることは、当然可能
である。
8.6 敵ユニット
ユニットは、敵陸上ユニットの存在す
るヘクスには進入できない。熟練者用の
注 急襲は例外となる(11.0 章参照)。
8.8 地形
マップ上の地形には、天然(Natural)と
人工(Manmade)の２つのクラス分けが
ある。
天然地形. 天然地形には 7 つの種別があ
る: 平地、林、丘陵、荒地、森、ミュ
ーズ川と小河川である。プレイ中に手
早く参照するため、陸上ユニット移動
時のさまざまな種類の効果を地形効
果表(TEC)にまとめてある。
荒廃地 道路に沿ってでない限り、戦車や
砲兵ユニットは侵入できない。また、
戦車ユニットは（そこに道路が存在す
る場合でも）荒廃地ヘクスを攻撃でき
ない。砲兵ユニットは、道路のある荒
廃地へクスから射撃を行うことがで
きる。

人工地形 には 5 つの種別が存在する:独
軍陣地、町、都市、道路、橋梁である。
ユニットが道路伝いに移動している
限り、ヘクスの通過には道路の移動率
を使用できる。ユニットが道路を離れ
たり、ヘクス内でつながっていない別
の道路に移った場合、ヘクス内のその
他の地形のコストを支払うことにな
る。独軍陣地には 3 つの種別がある:
永久陣地、野戦築城、及び急造陣地で
ある。永久陣地は主にコンクリート製
のトーチカで構成されており、比較的
砲火への耐久力がある。これらの特徴
は、野戦築城にも見られるものである。
野戦築城は、無人地帯の両側に見られ
る、典型的な塹壕と鉄条網である。急
造陣地は、1 次大戦よりも 2 次大戦で
の特徴である個人壕やタコツボのこ
とである。どちらの陣営も陣地による
特典を受けることができる。陣地は全
方位に対応しており、破壊されること
はない。陣地からユニットが受けられ
るコラムシフトは、地形効果表(TEC)
を参照すること。
8.8)
陣地は破壊されることはない、
また、陣地への進入時には、道路は +1
MP コストを無効化できない。
橋梁. どちらの陣営もマップ上に印刷さ
れている橋梁は自由に使用できるが、
橋梁の支配が交替したときには、新た
な支配側は次のターンまでその橋梁
を使用できない。
8.8)
橋梁の支配が交替したときには、
新たな支配者は次のターンまでそれ
を使用できない。

8.10 作戦移動
ユニットは道路上だけを移動し、味方
支配領域内に留まって、敵ユニットに隣
接するヘクスに進入しない限り、作戦移
動レート(1/2 mp)を使用できる。地形は
散々に砲撃され、ヴェルダン戦区では供
用可能な道路が不足していたため、米軍
プレイヤーは、ターン 5 までは作戦移動
を使用できない。作戦移動の使用時には、
陣地の追加 MP コストは無視すること。

わらず、フェイジングプレイヤーが“攻撃
側”となり、もう一方が“防御側”となる。
攻撃は、常に自分の意志によるものであ
る。
9.2 複数の防御ユニット
自ユニットが攻撃するヘクスの中に
複数の敵ユニットが存在する場合、その
スタックを 1 つの規模の大きな、一体の
防御ユニットとして攻撃しなければなら
ない。
9.3 複数ヘクスからの攻撃

8.10) 作戦移動は 1 ヘクスにつき ½ mp
である(道路沿いの陣地は無視、
味方領域内のみ、敵ユニットへの
隣接不可)。
注: 作戦移動を行うには、ユニットは道
路上で移動を開始する（そして、道路に
留まる）必要がある。
注: US プレイヤーは、ターン 5 まで作戦
移動を使用できない。
8.11 独軍ユニットの特別移動制限
独軍ユニットはゲームの期間中、開始
線の南のヘクスへ移動したり、攻撃を行
うことはできない。これは連合国側の要
塞地域の延長や、ヴェルダン地方で仏軍
が維持していた恒久的な守備隊を反映し
たものである。

1 回の戦闘では、周囲のヘクスから投
入できる限りの数の自ユニットで敵の存
在するヘクスを攻撃することができる。
1
回の攻撃で複数のヘクスを目標にするこ
とはできない。
9.4 ユニットの戦闘力分割禁止
攻撃側ユニットは、戦闘力を複数の戦
闘に分割して適用することはできない。
同様に、 防御側ユニットも複数の攻撃側
によってその戦闘力の一部を攻撃され、
別ユニットによってその他の部分を攻撃
されるようなこともない。攻撃側ユニッ
トは、1 回の戦闘フェイズ中に複数の準
備強襲を行なうことはできないし、防御
側ユニットは準備強襲によって、1 回の
戦闘フェイズ中に複数の準備強襲を行な
うことはできない。
9.5 攻撃の手順

8.11) 独軍ユニットは、黄色の開始線の
ヘクスの南へ移動したり、開始線の南へ
攻撃を行ってはならない。
9.0 戦闘
9.1 自分の戦闘フェイズには、自ユニッ
トに隣接する敵ユニットをどれであって
も攻撃するこ とができる(例外 砲兵
11.1 参照)。マップ上の全体的な状況に関

自分の戦闘フェイズ中に各プレイヤ
ーが準備する攻撃の数には、作為的な制
限はない。攻撃側はあらかじめ自分の攻
撃を全て宣言する必要はなく、その解決
を、次を始める前に完了する限りにおい
て、希望する任意の順に解決してかまわ
ない。
9.6 攻撃時のスタック
ある１つのヘクスにスタックさせて

いるユニット全てを同一の攻撃に参加さ
せる必要はない。一部のユニットが防御
ヘクスの 1 つを攻撃する一方、残ったユ
ニットは別のヘクスを攻撃したり、攻撃
を行わないことも可能である。防御側ユ
ニットは戦闘を拒否できない。
9.7 戦闘の手順
攻撃側プレイヤーは、まず“戦闘比”
を算出する。その戦闘に参加する全ての
攻撃側ユニットの攻撃力を足し合わせ、
次にその戦闘で防御を行う全ての敵ユニ
ットの防御力を足し合わせる。防御側合
計を攻撃側で割り、端数は全て切り捨て
る。手順は下記のとおり。
1. 攻撃を行おうとするユニットを宣言
する。
2. 攻勢弾幕射撃を実行する(準備強襲の
支援は砲兵ユニット 3 個まで、急襲の支
援は 1 ユニット)。
3. 防御弾幕射撃を実行する(米軍砲兵ユ
ニットまたは独軍弾幕射撃が 1 個のみ)。
4. 補給による影響を適用後、全防御ユニ
ットの防御力を合算し、戦闘に参加する
攻撃力の合計と比較する。
5. 地形のコラムシフトと集中攻撃修正
を適用し、サイコロを 1 つ振る。その結
果を両陣営に適用すること。例: 26 攻撃
力 vs. 7 防御力は 3:1 の比となる。つま
り、26/7=3.71 だが、３に切り捨てる。
この“ 3”を比にするには、右に“1”を
付けてやる必要がある。よって、“3”は
“3:1”となる(“3 対 1”と読む)。これ
は戦闘結果表(CRT)上のコラムに対応し
ている。
9.8 初期戦闘比のシフト
9.7 のステップを済ませて得られた比
を“初期戦闘比”と呼ぶ。この比は、い
くつかの理由( 後述) で上下( 実際には

CRT 上で左右)する可能性がある。シフト
を行う際には、その戦闘で適用される全
てのシフトの効果は累積することに注意。
9.9 最終戦闘比
CRT 上にあるコラムは 1:4 から 8:1 に
及ぶが、適用可能な戦闘比シフトを全て
終えたら、2 つの例外を除き、その戦い
での最終戦闘比が得られたことになる。
サイの目修正は存在しない。最終戦闘比
が 1:4 を下回る場合は、戦闘結果は自動
的に“E/0”となり、最終比が 8:1 を上回
る場合、戦闘結果は自動的に“0/E.”と
なる(先頭結果の解説については後述)。
比の算出時には、上下限を越えてもかま
わない。例としては、地形の考慮前に 9:1
や 10:1 であった比が、8:1 以下になる場
合がある。
9.10 戦闘解決のサイコロ
戦闘を解決するには、自分の最終戦闘
比に対応する CRT の比のコラムを探し、
次にサイコロを 1 つ振る。出目と該当す
る比のコラムの交差した部分が、その戦
いでのあなたの“戦闘結果”となる。例え
ば、4:1 で攻撃して“4”が出た場合、結果
は“1/2”である。
9.11 戦闘結果の解説
斜線の左の結果が攻撃側に、右が防御
側に適用される。どの結果も、参加部隊
のステップロスとして表されている。戦
闘結果にある整数が 1 増えると、影響を
受ける側は 1 つのユニットから 1 ステッ
プを除去しなければならない。２ステッ
プユニットを裏返すと１ステップのロス
を満たすことが、１ステップユニットも
しくは既に裏面になっている２ステップ
ユニットの除去も、１ステップロスを満
たすことができる。戦闘結果の適用は、
各プレイヤーが自分のユニットへの適用
を決定する。つまり、攻撃側プレイヤー

は攻撃側ユニットへの損害の適用をどう
するかを決定し、防御側プレイヤーは防
御側ユニットをどうするかを決定するの
だ。戦闘結果で要求されたステップロス
が、その戦いでの該当陣営に実際に存在
するより多くを要求している場合、超過
分は無視すればよい。別の戦闘やターン
に“持ち越し”になることはない。
どの戦闘でも、まず防御側が自分の結
果を適用し、次に攻撃側が適用を行う。
スタック内のユニットは、他の全てのユ
ニットが最初のステップロスを吸収する
までは、除去されることはない。各戦闘
は、次の戦闘を開始する前に解決を完了
しておかなければならない。
“E”の 結 果 . “E” の 結 果 は “ 除 去
(Eliminated)”を意味する。影響を受ける
側の戦闘参加ユニットは、何ステップ持
っているかに関わらず、全て完全に撃破
される。ユニットをマップから取り上げ、
デッドパイルに置くこと。
“0” (ゼロ)の結果. “0”の結果は“効果な
し”を意味する。この結果を受けた側の
ユニットは、減少戦力になることも、除
去されることもない。
9.12 戦闘後前進
戦闘の結果、防御側全てが撃破された
ら、攻撃側プレイヤーはその戦闘に参加
した自分の非砲兵ユニットに、新たに空
白になったヘクスを占領させることがで
きる。通常のスタック制限が適用される
が、この特殊な種類の移動は MP 消費を
要さない－勝利した攻撃側への条件なし
のボーナスなのだ。防御側が勝利しても
戦闘後前進はなく、自分の位置を守るに
留まる。前進は強制されるものではない
が、その決定は戦闘解決直後、別の戦闘
解決の開始前に行わなければならない。
砲兵射撃だけで防御側のいるヘクスを一

掃した場合は、隣接する歩兵ユニット１
つをそのヘクスに前進させることができ
る。
9.12) 防御側がすべて除去されたら、攻
撃側は自分の非砲兵ユニットを
前進させることができる。防御側
は前進は行えない。
注: 砲兵によってあるヘクスを全滅させ
た場合、隣接の INF１ユニットを前進さ
せてよい。
9.13 戦闘時の地形効果
天然地形、人工地形双方に戦闘時の効
果があり、CRT 上で防御側に有利になる
よう用いられる比のコラムのシフトで示
され て い る 。 例え ば TEC 上で の “ 林
(Woods)”の下に記されている“戦闘効果”
は“1L.”となっている。これが意味するも
のは、その戦闘で防御側ユニットが林ヘ
クスにいるなら、9.7 や 9.8 にあるように
初期比を算出の後、CRT 上で１コラム左
にシフトさせることを意味する。ある戦
いで初期比が 3:1 であったとして、防御
側のヘクスの地形が林であれば、サイコ
ロを振る前に 2:1 にシフトされる。比の
シフトを決定するのは、常に、防御側の
ヘクス及びヘクスサイドの地形である。
攻撃側ヘクスの地形は、比の計算時には
影響しない。1 回の戦闘で適用できるの
は、ヘクス内の天然地形 1 種類及び人工
地形 1 種類に限られる。この効果は累積
する。ユニットは、進入を禁止されてい
る地形に対して攻撃を行うことはできな
い。
9.13) 地形効果: どの戦闘でも、影響する
地形は天然 1 つ、人工 1 つだけである。

9.14 河川
ある戦闘で、攻撃側ユニットすべてが
川越しに攻撃を行う場合、TEC に従って
比はシフトされる。ただし、その戦闘で
１つでもユニットが非河川ヘクスサイド
から攻撃していれば、河川のシフトは無
効となる。ユニットは、ミューズ川ヘク
スサイド越しに急襲を行うことはできな
い。
9.14) ユニットは、ミューズ川ヘクスサ
イド越しに急襲を行うことはできない
(橋梁があったとしてもである)。
9.15 小河川
ある戦闘で、攻撃側ユニットすべてが
小河川ヘクスサイド越しに攻撃を行う場
合、比は左に 1 つシフトされる。これは
防御側ヘクスの地形による比のシフトに
追加されるものである。ユニットは、小
河川ヘクスサイド越しには攻撃や HA を
通常どおり行える。
9.16 独軍の反撃
独軍プレイヤーは、ゲーム中の自分の
攻撃を強化する反撃(DA)マーカーをいく
つか受け取る。このマーカーは、戦区内
での独軍攻勢能力の終末を表したもので
ある。ゲーム開始時、独軍プレイヤーは
密かにサイコロを 2 つ振り、出目を 2 で
割って端数を切り捨てること。これがゲ
ーム中に独軍の受け取る DA マーカーの
数となる。戦闘フェイズになったら、US
の任意のユニットまたはスタックの上に
DA マーカー1 つを置いて、その攻撃を
8:1 の比の通常戦闘として解決(地形、集
中攻撃、防御時の補給状態などの修正は
適用しない)することができる。独軍攻撃
側ユニットは補給下にあり、かつ最低 1
つは一線級独軍連隊(攻撃力が 6 以上の

ユニット)を含んでいなければならない。
１ターンに何度でも DA を発起して構わ
ないが、一旦マーカーを使用してしまっ
たら、そのマーカーは以後のゲーム中は
使用しない。米軍プレイヤーは DA を行
う独軍ユニットに対し、砲兵ユニット１
つに防御射撃を行わせることができる。
攻撃を実行する最後の一線級ユニットを
除去されない限り、8:1 の比が影響を受
けることはない。唯一の一線級ユニット
が除去されたらその DA はキャンセルさ
れるが、マーカーは消費される。通常の
準備攻撃を行うことも可能である。
・ 注. ソリテアゲームでは、DA マーカ
ーは使用しない。反撃は独軍戦術行動表
の結果による。
9.16)独軍はゲーム開始時に反撃(DA)能
力を受け取る ; ひそかに 2d6 を振り、出
目を 2 で割ること。使用の際は、独軍は
6 戦力以上の補給下にあるユニットで攻
撃を行わなければならない。DA は修正
無しの 8:1 攻撃として解決される。

注: USA は攻撃側独軍一線級ユニットを
除去するために砲兵に射撃させることも
できるが、
。弾幕射撃が失敗すれば何の影
響もない。
デザインノート. 戦争のこの時期には、
独軍は攻勢によって戦略的な何者かを達
成できる望みはもはやなかった。にもか
かわらず、彼らにしみついた大小の反撃
を行うドクトリンは、米軍の前進の衝力
を鈍化させるに大きなインパクトがあっ
た。これらの反撃はしばしばその日の地
歩を確保できる前に米軍を襲い、大きな
損害と混乱をもたらした。よって、独軍
には、数は限られているものの、US プ

レイヤーに損害を与え、多少の土地の奪
回さえ可能な機会が与えられたのだ。

が敵の存在するヘクスに侵入し、通常の
路外移動コストの 2 倍を支払う。

9.18 集中攻撃
ある１つのヘクスが自分を挟んで相
対するヘクスのユニットか、１ヘクスお
きの 3 つのヘクスのユニット、または３
ヘクス以上のユニットから攻撃を受ける
場合、戦闘比を 1 コラム右(1R)にシフト
させる。集中攻撃を受けたヘクスの隣接
ヘクスに同じ陣営の他のユニットが存在
していても、このシフトを無効化する方
法はない。下記の図では、防御側ユニッ
トが集中攻撃を受けている。
9.18) 集中(つまり、包囲)攻撃は、（包囲
環部に）敵ユニットが存在してい
ても、+1 コラムシフトをもたら
す。
注: 急襲は移動中に個々に発生するため、
集中攻撃のボーナスを得ることはできな
い。
9.19 陣地
陣地で防御を行うユニットは有利な
シフトを得られる。マップ上の TEC を参
照。
10.0 US の急襲
10.1 ゲームの第 1 ターンと米軍プレイ
ヤーが最終攻勢を宣言したターンに限り、
補給下にある US ユニットは“急襲”(HA)
と呼ばれる一種の移動中の攻撃を行うこ
とができる。最終攻勢の際には、急襲を
実行できるのは休息、再編成サイクルを
完了したユニットだけとなる。
10.2 HA とは、移動フェイズ中に発生す
る、一種の戦闘である。HA を実行する
には、移動中のユニットまたはスタック

急襲を試みる度に、地形コストペナルテ
ィーを評価判定すること。その理由は 2
点である: 1) これら第 1 次大戦型の"4 単
位編成(square)"師団には余分に指揮階
層があるため、再編成や後続の強襲の実
行により多くの時間を要したこと; 及び、
2) 戦区全域において地形はまさに難物
であった。数で圧倒し、奇襲であり、霧
もあったことから、最初の US ターンは
独軍にとって破壊的なものであるべきだ
が、バルバロッサ作戦型の電撃戦になっ
てしまうべきでもない。最後に、US 強
襲師団の大部分は新兵であり、波状攻撃
を行う能力がなかったと思われる。
10.3 HA の制限
例えユニットが道路上にいたとして
も、HA はユニットが進入を禁じられて
いるヘクスに対して行うことはできない。
また、HA を実行するスタックは路外の
移動率を使用する。HA を実行するユニ
ットは、補給下でなければならない。
10.3) 急襲(HA - 6.4 の制限を参照)は、移
動フェイズ開始時にスタックしていた補
給下のユニットが実行できる。移動/攻撃
側ユニットが敵が存在するヘクスに進入
するには、路外移動コストの 2 倍を支払
う。スタック制限は個々に適用する。
10.4 攻撃側のスタック制限
スタック制限は、HA を発動するヘク
スでも満たしていなければならない。HA
実施時には、2 つの相対する陣営のユニ
ットのスタック制限は互いに別個となり、

いかなる形であれ、他者に及ぶことはな
い。

ットは残った MP で移動/攻撃を続けるこ
とができる。

10.5 スタック
ある移動フェイズで HA を共同して実
行するには、HA を実行できるユニット
はその移動フェイズを一緒にスタックし
た状態で開始しなければならない。移動
フェイズを一緒にスタックした状態で開
始したユニットであっても、移動や HA
を一緒に行う必要はなく、一部が残った
り、別経路を取ったりするなどのことも
可能である。
10.6 作戦制限
HA は移動中のユニットまたはスタッ
ク 1 つだけが実行するものであるため、
複数ヘクスからの HA や集中攻撃による
コラムシフトは使用できない。

10.10 複数ラウンド HA
HA で攻撃したヘクスの防御側ステッ
プ全てを一掃し損ねたら、移動中のプレ
イヤーは下記の 1 つを実行できる: 1) 戦
闘比を再計算の後、スタックしている同
じ攻撃側ユニットで、
もう 1 ラウンド HA
を行う; または 2) 攻撃ユニットを防御
側ヘクスに進入する直前にいたヘクスに
戻し、そこで移動を終了する。攻撃実行
スタックが異なる移動力のユニットで構
成されている場合、ユニットは MF を使
い切った時点でオプション 2 を用い、そ
の一方で MF の多いユニットは攻撃を継
続することも可能である。

10.7 HA 実行時の補給状態
HA 実行時の防御側補給状態は、戦闘
開始時点で決定される。強襲ユニットの
補給はその移動フェイズの開始時に決定
される。
10.8 HA の解決
上記の制限の範囲内で、HA は通常戦
闘と同様にして解決される。プレイヤー
は通常の地形条件に加えて、その他全て
の適用可能なコラムシフトを考慮に入れ
なければならない。
10.9 その後の移動/HA
ヘクス内の全ての防御側が除去され
たら、HA を実行したユニットは移動に
使用できる十分な MP を持っている限り
において移動を続けることができるし、
コストを支払うことができるなら、別の
ヘクスにさらに HA を仕掛けることさえ
可能である。
10.9) 防御側が除去された場合、HA ユニ

10.10) HA が失敗したら、攻撃側は戦闘
比を再計算して新しい(コスト無しの)戦
闘をおこなうか、または HA を実行する
ために空けたばかりのヘクスに攻撃側ユ
ニットを戻す(移動は終了する)。
10.11 連続的な防御
戦闘フェイズ中に解決する通常戦闘
とは異なり、HA での防御側は同一のま
たは異なる攻撃側ユニットによって、1
回の移動フェイズ中に複数の攻撃を受け
る可能性がある(要件を満たす攻撃側が
利用可能かどうか以外の制限はない)。
10.12 HA と通常戦闘
自陣営の移動フェイズで 1 回以上の
HA を行ったユニットでも、直後の戦闘
フェイズの通常戦闘で戦うことができる。
10.12) HA に参加したユニットは、その
ターンの通常戦闘フェイズで再度戦闘を

行うことができる。
11.0 特殊ユニット
11.1 砲兵支援は、米軍については砲兵ユ
ニットで、独軍は弾幕射撃マーカーで表
されている。２プレイヤーゲームでは、
US 砲兵ユニットは射程内にいる観測で
きる目標を、移動または戦闘フェイズの
どこかの時点で射撃できる。独軍弾幕射
撃マーカーは射程や移動による制限を受
けないが、抽象的に扱われている。ソリ
テアゲームのプレイ時には、独軍弾幕射
撃は、独軍戦術行動表の B か G の結果で
発動する。
11.2 観測
味方支配ヘクスのすべてには、砲撃を
誘導する前進観測班が存在している。独
軍支配の丘陵は 2 ヘクスまでの距離の目
標を評定できる(妨害地形については考
えなくともよい; このゲームでは視線の
ルールはない)。丘陵以外の地形は、隣接
ヘクスの目標しか観測できない。米軍の
観測は、味方支配ヘクスから 4 ヘクス以
内の任意の目標まで広がっている。
11.2) 観測なしに砲兵が砲撃を行うこと
はできない(また、独軍プレイヤ
ーにとっては毒ガスマーカーの
配置時にも)。独軍支配の丘陵は
２ヘクスの視界の広がりがある
が、それ以外は隣接ヘクスまでし
か届かない。米軍の視界は４ヘク
スまで広がっている。
注独軍プレイヤーには砲兵ユニットはな
く、抽象的に扱われている(11.6 参照)。
11.3 防御射撃
防御側プレイヤーは、準備強襲または

急襲を行う敵ユニットに砲兵ユニットま
たは弾幕射撃１つで射撃することができ
る。防御側ユニットと異なり、攻撃側は
砲兵の目標にされても陣地の特典は一切
受けられない。防御射撃を行う US 砲兵
ユニットは、射程内に防御側歩兵ユニッ
トのいるヘクスを含んでいる必要がある。
目標ユニットのいるヘクスは数えるが、
砲兵ユニットのいるヘクスは数えない。
11.3) HA で攻撃されているヘクスに味方
砲兵１つが防御射撃を行うこと
も可能である。
注: 攻撃側は、攻撃中に陣地の対砲撃特
典を得ることはない。
11.4 攻勢弾幕射撃
戦闘フェイズに準備強襲を実行する
攻撃側ユニットの支援には、砲兵ユニッ
トまたは弾幕射撃を３つまで、急襲の支
援にはユニット 1 つまでを使用できる。
防御側ユニットは、自分のいる陣地から
の特典を受ける。
11.4) 攻勢射撃は通常戦闘では射程内の
砲兵ユニット３つまで、HA では砲兵ユ
ニット 1 つまでのユニットで構成される。
11.5 弾幕射撃の手順
1. 砲兵ユニット全ての射撃力を合計す
る。射撃するユニットが米軍の場合、目
標が射程内にいるかどうかを確認するこ
と。
2. サイコロを振り、弾幕射撃表を参照す
る。結果が数字の場合、その数のステッ
プを目標ユニットから取り除かなければ
ならない。アスタリスクは、損害を与え
られなかったことを意味する。

個別射撃 フェイジングプレイヤーは、歩
兵攻撃を自分の砲兵と組み合わせる必要
はない。準備戦闘がすべて完了した後、
戦闘フェイズの終了時に、観測済みの目
標に“個別射撃”を実行することも可能で
ある。
砲兵ユニットや弾幕射撃マーカーは、
1 ゲームターンに 1 回のみ射撃できる。
ターンの残りの間使用できないことを示
すため、射撃済み(FIRED)面に裏返すこ
と (弾幕射撃の場合、マーカーを一時的
にプレイから取り除く)。射撃を行った米
軍砲兵ユニットは自動的に移動の権利を
失う。その逆もまた同じ。移動を行うに

は、砲兵ユニットは道路上に留まり続け
る必要がある。砲兵ユニットは砲兵移動
フェイズに移動を行う。砲兵は歩兵に対
しては防御力“1”で防御を行い、戦闘時に
は通常どおり除去される可能性がある。
11.5) 砲撃を行った砲兵ユニット(`fired’
面に裏返す)は、そのターン(の砲
兵移動フェイズ)には移動できな
い。砲兵ユニットが移動を行う際
は、道路上に留まり続ける必要が
ある。
注 :自分のターンに移動を行った連合国
側砲兵ユニットは、独軍ターンの防御弾
幕射撃を実行することは可能である。
11.5) INF 攻撃に対する防御時には、砲兵
は 1 の防御力を持つ。
11.6 独軍の弾幕射撃
ゲームターン 2 の開始時、独軍プレイ
ヤーには毎ターン使用できる弾幕射撃マ
ーカーが３つある。米軍砲兵ユニットと
異なり、射程に制限はなく、移動の要も
ない。観測された砲撃される目標の上に

置き、砲撃が済んだらよけておくだけで
よい。
11.6) ターン 2 の開始時、独軍は(撤退ま
で)毎ターン砲兵弾幕射撃マーカー３つ
を使用できる。
11.7 独軍の毒ガス
弾幕射撃マーカーに加え、独軍プレイ
ヤーには毎ターン使用できる毒ガスマー
カー2 つがある。２プレイヤーゲームで
は、増援及び補充フェイズの開始時、機
関銃ユニットの配置前に、マップ上の観
測済みヘクスに配置される。ソリテアゲ
ームでは戦術行動表の使用によって発動
される。そのヘクス内に US ユニットが
存在する場合、即座にそのスタックに(各
ユニットにではない)１ステップロスを
与える。既存のユニットがそのヘクスを
離脱することは可能だが、毒ガスマーカ
ーが存在する限り、他の US ユニットは
そのヘクスには進入できない。毒ガスマ
ーカーはゲームターン終了時に取り除か
れ、以後のゲームターンではどの場所で
も使用できる。
デザインノート. 連合軍はミューズ-ア
ルゴンヌ戦線上空の制空権を握っており、
これによって自分たちの観測気球が比較
的安全に行動することや、独軍の同様な
行動の妨害が可能になっていた。このた
め、米軍ユニットの観測距離が４ヘクス
となっているのだ。独軍は、ミューズアルゴンヌ攻勢を通じ、地域に毒ガスを
多量に散布した。彼らは化学戦の技術に
多くの経験をつんでいた一方、多くの米
軍部隊は化学的防御についてはほとんど
訓練を受けていなかった。US 部隊は汚
染された地帯をできる限り避けようとし、
歩兵の苦境を悪化させることを恐れて自

らのガス弾の使用をも躊躇していた。
11.7)また、
独軍はターン 2 の開始時から、
1 ターンにつき毒ガスマーカー2 つも得
ることができる。これらは共通増援補充
フェイズの、独軍 MG ユニットが配置され
る前に、マップ上に配置される(観測、
11.2 参照)。ヘクスに連合国側が存在し
ている場合、1 ステップロスを与えるこ
と(ヘクス単位で、ユニット単位ではな
い)。ユニットは毒ガスマーカーヘクスを
離脱できるが、他の連合国側ユニットは、
ターンの残りの間はそのヘクスに進入で
きない。そのヘクスに陣地が存在してい
れば、独軍ユニットは毒ガス散布ヘクス
に進入し、再占領することもできる。連
合国側ユニットは毒ガスマーカー配置ヘ
クスから攻撃を行うことはできない。
11.8 戦車ユニット
米軍プレイヤーの戦闘序列には４つ
の戦車ユニットがある。各ヘクスで歩兵
ユニットと自由にスタックさせることが
できるのは、戦車ユニット１つまでであ
る。戦車も通常どおり HA や PA に参加
できる。戦車の戦闘時の効果は、味方損
害を 1 ステップ減少させることにある
(例えば、“ 3”の結果が“2”になる)。ヘク
ス内に単独で存在する場合、戦車ユニッ
トは攻撃力なしで、防御は、値“1”で行う。
味方歩兵ユニットが存在する限り、戦車
はその他の方法でスタックの防御力に寄
与することも、ステップロスを吸収する
こともできない。CRT 上で“t”か“ f”の結
果が出たら、戦車ユニットは減少戦力と
なったり、除去されたりする。各戦車ユ
ニットは２ステップからなる。戦車を味
方損害の減少に用いたら、2 番目のステ
ップロスは戦車ユニットから出さなけれ

ばならない。戦車ユニットは補充を受け
られない。戦車ユニットは道路に沿って
でない限り、森や荒地への進入を禁止さ
れている。戦車は上記の地形の種類には
攻撃をかけることもできない。
11.8) 戦車は通常攻撃にも、HA にも参加
できる。戦車は１回の攻撃での味方損害
を 1 ステップ減少させる。ヘクス内に単
独で存在する場合は、戦車は 1 戦力で防
御を行い、その他の場合は何の効果もな
い。戦車ユニットは 2 ステップを持つ。
攻撃時の損害減少に使用する場合、失わ
れる２番目のステップは戦車のものでな
ければならない。戦車は補充を受けられ
ない。道路上でない限り、森や荒地に進
入/攻撃はできない。
デザインノート. 第一次大戦における戦
車部隊の最重要目標は、歩兵の鉄条網突
破を支援し、独軍の機関銃拠点を撃破す
ることにあった。米軍部隊は仏製のルノ
ー(Renault)を装備しており、良好な状態
というに足る信頼性であったが、アルゴ
ンヌの深い塹壕や荒れた地形には全く不
向きであった。戦車の乗員は、多大な損
害にもかかわらず高い士気を持ち、第 1
歩兵師団のような、戦車と共同するよう
訓練された歩兵部隊と組み合わされた際
にはその有効性を十分に発揮した。大半
の場合、戦車はその存在によって従軍す
る歩兵の死傷者を大いに減少させる結果
をもたらした。対して、仏軍戦車部隊は
性能の低いサン・シャモン(St. Chamond)
戦車を装備していた。サン・シャモンは
ルノーに比して機動性ではるかに劣り、
厳重に陣地化されたミューズ-アルゴン
ヌ戦区ではたやすく地面にはまり込んで
しまった。サン・シャモンは戦いの初期

に撤退している。
11.9 独軍機関銃ユニット
独軍には機関銃ユニット 10 個のプー
ルがあり、サイコロ 2 個の出目に従い、
あるターンに全てがプレイに登場する可
能性もある。機関銃ユニットはすべての
点で防御力 2 の１ステップ戦闘ユニット
として機能する。これらは攻撃を行った
り、集中攻撃の条件の満足には使用する
ことができない。除去されたら、次ター
ンの補充フェイズまで除けておくこと。
独軍 MG 表での修正後のサイコロ 2 個の
出目と同じ数を、1 ヘクスに 1 つ、任意
の味方ヘクスに配置できる。出目以外に
は、MG ユニットがゲーム中にプレイに
復帰できる回数の制限になるものはない。
カウンターミックスにある 10 ユニット
が絶対的な制限である。
11.9)独軍 MG ユニットは防御力２の 1 ス
テップユニットとして働く。攻撃は行え
ず、集中攻撃の際も条件に含めることは
できない。

注. かわいそうなおじいちゃんは 1 度軽
傷を負い、2 度毒ガスを受け、2 度捕虜
になった(どちらも脱走したが)。
12.0 ソリテアゲーム
ソリテアゲームプレイ時には、下記の
ルールを使用する。プレイヤーが盤上の
US 部隊を支配し、システムが独軍を扱
う。
12.1 プレイの手順
A. US 増援補充フェイズ
B. US 移動、偵察、急襲フェイズ
C. US 戦闘フェイズ
D. US 砲兵移動フェイズ
E. 独軍 増援補充フェイズ
F. 更新フェイズ
12.2 US の増援と補充
２プレイヤールールは全て使用され
る。ソリテアゲーム内での独軍の増援と
補充の扱いについてはルール 12.10 を参
照のこと。

デザインノート. 独軍は、少数の機関銃
で米軍連隊を遅滞させることに非常に長
けていた。

12.3 US ユニットについては、２プレイ
ヤー用のヒストリカルまたはフリーセッ
トアップヴァリアントを使用する。独軍
ユニットは初期配置は行わず、独軍戦術
行動表(12.5 参照)によってマップ上に登
場する。

11.10 デッシュ軍曹(選択ルール)

12.4 ヘクス支配

チャールズ・デッシュ軍曹は第 82 師
団第 325 連隊 E 中隊の一員であった。彼
はスタック制限の適用外で、つねに 第
325 連隊と一緒にマップ上を移動する。
第 325 連隊がステップロスを被ったら、
サイコロを 2 つ振る。2 か 12 が出たら、
デッシュ軍曹は戦死し、米軍プレイヤー
は即座にゲームに敗北する。このゲーム
のデザイナーは誕生せず、あなたはこの
ゲームを入手することはない。

開始線の北の全ヘクスは独軍支配と
してゲームを開始し、US ユニットが偵
察、急襲、通常移動または戦闘後前進の
いずれかによってそのヘクスに進入でき
るまではその状態のままである。ヘクス
が US 支配になってしまったら、そこを
占領しているかどうかに関わらず、以後
のゲーム中は US 支配のままとなる。例
外: ヘクス内の US ユニットの全滅を意
味する DA の結果が出たら、その独軍ユ
ニットは US の支配していたヘクスに前

進できる。それ以外の方法では独軍ユニ
ットは US の領域内に進入できない。
前線の記録. 支配マーカーで独軍の前線
を記録する。必要に応じ、自由に使用す
ること。
補給切れの独軍支配ヘクス. プレイヤ
ーの移動フェイズ中のどの時点であれ、
未占領の独軍支配ヘクスが OOS になっ
たら、そのマーカーを即座に取り除く。
その領域は、当該ヘクスに実際に進入が
あったかどうかを問わず、以後 US 支配
と見なされる。ただし、独軍ユニットが
補給線を切られても、発見されたヘクス
に留まり、除去されるまでは、マップ上
に留まりつづける。独軍ユニットは OOS
になるが、その状態であるだけでは除去
はされない。
マップ西端にいる独軍ユニットは、マ
ップの北端または東端まで妨害されずに
補給線が引けなければ OOS となる。同
様に、マップ西端の独軍支配ヘクス(ユニ
ットではない)が OOS になったら、支配
マーカーは即座に取り除かれ、当該領域
は US 支配になる。マップ北端と東端で
は独軍ユニットと支配ヘクスは補給下に
あり、このような制限は適用されないた
め、US ユニットに物理的に占領される
までは独軍支配である。
12.5 独軍の戦術行動
ゲームのソリテア版では、プレイヤー
は米軍ユニットを指揮し、システムが独
軍ユニットを支配する。独軍ユニットは
プレイヤーがマップ上を移動させること
で発見される。敵支配領域の各ヘクスに
進入する度に、そのヘクス内の地形の性
格とその時点のゲームターンによって、
“無抵抗”から“総反
攻”にわたるいく つかの反応の1つを発動さ せる可
能性がある。

威力偵察. 独軍支配ヘクスに何がいるか
を確認するため、プレイヤーは US ユニ
ットで威力偵察を行うことができる。ス
タック 単位で(スタック内の個々のユニ
ットが別々のヘクスに威力偵察を行い、
一緒にスタックしたままでいることはで
きない)、通常移動を用いて進入する際と
同様に、威力偵察を行いたいヘクスの地
形移動コストを支払うだけでよい。威力
偵察は移動フェイズ中に発生し、米軍補
給制限ルールの適用を受けない。下記の
手順を使用すること:
1. サイを 2 つ振り、現在の地形種別を用
いて独軍戦術行動表を参照する。抵抗
無しの結果が出たら、スタックは移動
を継続できる。弾幕射撃/毒ガスの結果
が出たら、弾幕射撃(出目が 1-3)を実
行するか、毒ガスマーカー(4-6)を 1 つ
配置する。弾幕射撃が解決された際に
(もしあれば)損害が US ユニットに適
用されても、プレイヤーは抵抗無しの
結果が出たのと同様にスタックの移
動を継続できるが、毒ガスマーカーの
場合は、威力偵察を発動したヘクスに
マーカーが配置され、米軍スタックは、
毒ガスによるステップロスを急襲し
た後、そのターンの全ての移動を中止
しなければならない。
2. その他の結果 (MG, D, FD, FD/B or
DA)が得られた場合、US スタックは
移動を中止しなければならない。独軍
戦術行動表で要求された、適切な独軍
戦術行動を実行すること。
US ユニットは、威力偵察を行ったヘ
クス内の独軍ユニットへの攻撃を強制さ
れることはない。補給制限ルールの範囲
内で、マップ上の任意の隣接する独軍ユ
ニットを攻撃できる。スタック超過のヘ
クスから、威力偵察を行うことはできな

い。
12.6 威力偵察と急襲
ゲームターン 1 と US プレイヤーが最
終攻勢を宣言したターンには、US プレ
イヤーは 急襲(後者は強襲師団のみ)を
実行できる。急襲は、威力偵察の結果判
明した独軍ユニットに対して指向されな
ければならない。HA を通常どおり解決
すること。HA 実行時の地形コストの 2
倍化は依然適用されるが、威力偵察の際
に支払った MP を差し引くことができる。
プレイヤーが急襲を実施しないことを決
めた場合、威力偵察を行うスタックは、
ターンの残りの間の全ての移動を止めな
ければならない。
12.7 独軍ユニットは下記の状態の内の 1
つにある: 完全戦力、減少戦力、除去ま
たは増援である。4 つの不透明な入れ物
に、それぞれを記すこと。ゲーム開始時
及び増援として登場する独軍ユニットは、
すべて完全戦力である。米軍の攻勢が進
展するにつれて、損耗によって独軍ユニ
ットは減少戦力や除去カップに入ってい
くことだろう。
12.8 優先順位
独軍ユニットは、下記の優先順位に従
ってマップ上に配置される。完全戦力連
隊、減少戦力連隊、機関銃ユニットの順
である。つまり、戦術行動によって完全
戦力連隊を要求されたものの、完全戦力
カップに使用可能なものがない場合、減
少戦力連隊で代替する。さらに、減少戦
力連隊も利用できない場合、機関銃ユニ
ットを配置する。使用可能なユニットが
ない場合は、そのヘクスでの抵抗は発生
しない。
12.9 独軍戦術行動表の使用
ユニットまたはスタックがヘクス 1 つ
に進入する試みを行う度に、サイを 1 つ

振って独軍戦術行動表を参照すること。
進入するヘクスの移動力ポイントは、即
座に消費される。ゲームに含まれている
移動トラックは、そのヘクスに進入する
前に既に使用している移動力ポイント数
をプレイヤーが思い出す一助とするため
のものである。結果は下記のとおり適用
する:
抵抗無し (NO): この結果は文字通りの
意味である。プレイヤーのユニットが停
止するに足るヘクス内の独軍の抵抗はな
かった。ユニットは、ヘクス内の地形が
要求する数の移動力ポイントを消費した
後、移動を継続することができる。
弾幕射撃 (B/G): ヘクス内のユニットが
独軍の砲兵弾幕射撃 1 回または毒ガスマ
ーカー1 回の攻撃を受ける。サイを 1 つ
振る: 1-3 なら通常の弾幕射撃、4-6 なら
毒ガスマーカーとなる。弾幕射撃の場合、
弾幕射撃表でサイを 1 度振り(ユニット
毎ではない)、即座に結果を適用すること。
数字の結果は、示されたステップ数の損
害発生を意味するが、ユニットは移動を
続けることができる。毒ガスマーカーの
場合は、即座に US ユニットが進入した
ヘクスに毒ガスマーカーを１つ配置し、
ステップロスを判定し、すべての移動を
停止すること。通常どおりの毒ガスルー
ルが適用される。ゲームで供給されるマ
ーカーが、絶対的な制限となる。マーカ
ーを全て消費してしまったら、B/G の結
果は抵抗無しとして扱うこと。
防御 (D): 独軍は通常の防御行動を取る。
マップ上に完全戦力連隊を 1 個配置する
こと(ただし、上述の優先順位 12.8 を参
照)。次にプレイヤーは下記の選択肢を選
ぶ。即座にそのターンに急襲を実行し、
攻撃が成功した場合はその移動を継続す
る ; 移動を停止し、戦闘フェイズに準備

攻撃を実行する ; その移動を一緒に停
止する。急襲を実行するかどうかの決定
は即座に行う必要がある。ユニットは同
一プレイヤーターンに HA と PA を実行
して構わない。準備攻撃を実行するかど
うかの決定は、戦闘フェイズで行われる。
頑強な防御 (FD): 独軍は頑強に防御を
行う。マップ上に完全戦力連隊 1 個と減
少戦力連隊 1 個を配置すること。
反撃 (DA): 完全戦力カップからマップ
上に一線級の独軍連隊１個を配置し、反
撃ルールを用いて攻撃を実行する。使用
可能な一線級ユニットがない場合、DA
をキャンセルし、再度サイを振ること。
12.10 独軍の増援と補充
ソリテアゲームでは、独軍増援は異な
る扱いとなる。ユニットが作戦移動を用
いずに 1 ターンで前線に到着できるなら、
使用可能完全戦力ユニットカップに直接
入れる。前線に届かない場合、そのカッ
プに(前のターンから)既に入っていた全
てのユニットを完全戦力カップに入れた
後で、増援カップに入れる。実際には、
離れた地図端に登場した増援が戦線に加
わるには２ターンがかかる。
補充. 補充を要求された場合(ターン記
録トラック参照)、(攻撃力と防御力の合
計が)最強の減少戦力連隊をカップから
取り、完全戦力カップに戻す。１ターン
につき１補充ポイントは消費しなければ
ならない。除去されたユニットは補充を
受けられない。
12.11 更新
プレイヤーが自分の移動と戦闘フェ
イズを終了してしまったら、生き残って
いる全ての独軍ユニットを、それぞれの
カップに入れる(つまり、完全戦力ユニッ
トは完全戦力カップに、減少戦力は減少
戦力カップに)。独軍で、マップ上に残る

のは、その支配マーカーだけとなる。
13.0 勝利条件
The Lost Battalion での勝利は、勝利
ポイントヘクスを獲得することで決定さ
れる。米軍プレイヤーは下記のスケジュ
ールに従い、ゲーム終了時に支配してい
る VP ヘクス１つにつき 1 ポイントを得
る。
13.1 ヒストリカルセットアップでの２
プレイヤーゲーム:
2 VP 以下:独軍勝利
3 VP : US 戦術的勝利
4-7 VP: US 作戦的勝利
8+ VP: US 戦略的勝利
フリーセットアップでの２プレイヤーゲ
ーム:
5 VP 以下:独軍勝利
6-7 VP: US 戦術的勝利
8-9 VP: US 作戦的勝利
10+ VP: US 戦略的勝利
13.3 ソリテアシナリオの勝利条件 (両バ
リアント共).
プレイヤーは、ゲームターン 18 の終
了時までにマップ上の全ての勝利ヘクス
を占領し、さらにミューズ川の南と西の
全ヘクスを支配していなければならない。
14.0 初期配置とシナリオ
ヒストリカルセットアップ 別記されて
いない限り、ユニットはマップ上に印刷
されているヘクスか、その隣接ヘクスに
配置できる。ただし、それ以上離れて配
置することを許されているユニットもあ
る。ユニットシンボルの記されているヘ
クスは数に含めず、配置されたヘクスは
数に入れること。全ユニットは 9 月 26
日の前線のそれぞれの側に配置されなけ
ればならない。独軍が先に配置を行う。

14.0) ヒストリカルシナリオでは、ミュ
ーズ川東岸の独軍ユニットはターン 5 ま
で攻撃されない。橋梁による制限のため、
連合国側ユニットはターン 14 まで開始
線の北のミュース川を渡ることができな
い(増援及びイベントスケジュールを参
照)。
米軍:
初期配置部隊(前線): 別記されていない
限り、米軍歩兵師団は隷下の 4 個連隊す
べてをマップ上の開始線の南に配置し、
仏軍師団は隷下の 3 個連隊全てを配置す
る。

ソリテアゲームでの初期配置. 完全戦力
サイド戦力カップの中にある、下記の独
軍及びオーストリア師団の全ての連隊を
配置する: 1 Guard, 2 Landwehr, 5 Guard,
5 Bavarian 予備, 7 予備, 9 Landwehr,
37 歩兵, 76 予備, 117 歩兵.
２プレイヤーゲームでの初期配置 下記
に示す範囲内のヘクスにユニットを配置
すること:
第 9 Landwehr 1141 から１ヘクス以内に
配置
第 76 予備 1241 から２ヘクス以内
第 2 Landwehr 1442 から３ヘクス以内
第 1 近衛 から１ヘクス以内
第 117 師団 2241 から２ヘクス以内

92 師団第 368 連隊 ヘクス 1042 に

第 7 予備師団 2838 から３ヘクス以内

77 師団 1342 から２ヘクス以内
28 師団 1742 から１ヘクス以内

第 1 Austrian 師団 3239 から１ヘクス以
内

35 師団 1941 から１ヘクス以内

第 15 師団 3539 から１ヘクス以内

91 師団 2142 から１ヘクス以内

第 33 師団 3839 から１ヘクス以内

37 師団 2341 から１ヘクス以内

第 27 師団 4139 から１ヘクス以内

79 師団 2540 から１ヘクス以内

第 32 師団 4241 から１ヘクス以内

4 師団 2739 から１ヘクス以内

第 5 近衛 1534 から４ヘクス以内

80 師団 2839 から１ヘクス以内

第 5 Bavarian 予備 2633 から３ヘクス以
内

33 師団 2938 から１ヘクス以内
仏軍第 18 師団 ミューズ川の東の任意の
場所
４つの戦車ユニットを、開始線の南の、
森でも林でもない任意のヘクスに(１ヘ
クスに１つ)配置できる。歩兵ユニットと
スタックした状態でゲームを開始してか
まわない。米軍砲兵ユニットは、開始線
の南の、敵戦線に隣接しない任意の場所
に配置すること。
下記のユニットは米軍予備内に配置:
1, 3, 32, 92 (除第 368 連隊)師団。
独軍:

第 37 師団 3029 から３ヘクス以内
第 106 Austrian 師団 4032 から 2 ヘクス
以内
10 機関銃ユニット
フリーセットアップヴァリアント
両プレイヤーは前線のそれぞれの側
で、自部隊を任意の場所に配置できる。
その際、下記の制限が適用される:
1. 米軍プレイヤーは予備として３個師
団を保持しなければならない。予備は米
軍予備ボックス内に配置すること。ヒス
トリカルシナリオと異なり、ミューズ川

東岸の独軍への攻撃制限は存在しない。
2. 独軍プレイヤーは予備として４個師
団を保持しなければならない。その際、
前線から最低でも 10 ヘクス離れた場所
に配置すること。また、下記の師団を完
全戦力カップに加える: 1 Austrian, 106
Austrian, 15 歩兵, 27 歩兵, 32 歩兵, 及び
33 歩兵。
3. 砲兵ユニットを前線に隣接させて配
置してはならない。
ヒストリカルシナリオでの攻撃制限 ゲ
ームターン 5 までは、ミューズ川東岸の
独軍ユニットに攻撃を行ってはならない。
デザインノート. 史実では、米軍将校団
は、ミューズ川とアルゴンヌ森林の間の
主攻勢と併せてミューズ川東岸を管制す
る高地に対する攻撃を開始することを強
力に推していた。だが、パーシングはミ
ューズ川東岸への攻撃を発動するに足る
部隊を保有しているとは感じておらず、
急速な前進によってこの地形の決定力を
無効化することを望んでいた。実際に米
軍は殺人的な十字砲火に捕まり、ミュー
ズ高地への攻勢は 10 月初旬に発動され
た。
増援及びイベントスケジュール
独軍ユニットが最初に記され、続いて
米軍と仏軍が、明記されているが、それ
に続いている。２プレイヤーゲームでの
独軍増援は、指示された地図端から登場
する。ソリテアゲームの際の増援は完全
戦力カップに直接入れられる。米軍増援
はすべて、地図南端からマップに登場す
る。増援は完全戦力でマップ上に登場し、
登場するヘクスの進入コストを支払う必
要があるが、作戦移動を即座に使用でき
る。別記されていない限り、天候は晴天
である。
ゲームターン 1 (26-27 September 1918,

Fog): 212 Regt/45 Res Div (西端); 115
Div (北端).
ゲームターン 2 (28-29 Sep): 52 Div (北
端), 53 Res Div (北端), 28 Div (東), 236
Div (東); 毒ガスマーカー2 枚及び弾幕射
撃マーカー3 枚。
ゲームターン 3 (30 Sep - 2 October): 13
Div (西), 199 Div (西), 228 Div (東). 仏軍
戦車ユニットは全て撤退。
ゲームターン 4 (3-5 Oct): 28 Res Div
(東); US 60 及び 61 連隊/ 5 Div.
ゲームターン 5 (6-8 Oct): 45 予備 Div
[第 212 連隊欠] (西), 3 Bavarian Div (東),
192 Div (東); US 29 Div, 82 Div, 仏軍 26
Div. US ユニットは作戦移動を使用でき
るようになる。また、開始線沿いのミュ
ーズ川東岸にいる独軍を攻撃できるよう
になる。
ゲームターン 6 (9-11 Oct): 41 Div (西端),
107 Div (東端), 123 Div (東端). 毒ガスマ
ーカー1 枚を取り除く。
ゲームターン 7 (12 -14 Oct): 3 Guard
Div (西端), 15 Bavarian Div (東端); US 6
and 11 Regts/5 Div, 26 Div, 42 Div.
ゲームターン 8 (15-17 Oct): 240 Div (西
端), 1 Landwehr Div (東端); US 78 Div.
毒ガスマーカー1 枚と弾幕射撃マーカー
1 枚を取り除く。
ゲームターン 9 (18-20 Oct): US 89 Div,
15 仏軍 Colonial Div
ゲームターン 10 (21-23 Oct): 88 Div (東
端); US 90 Div.
ゲームターン 11 (24-26 Oct): 20 Div (北
端), 103 Div (北端).
ゲームターン 12 (27-29 Oct): 14 Res
Div (西端).
ゲームターン 13 (30 Oct - 1 Nov, Fog):
31 Div (西端), 203 Div (西端), 195 Div (北

端), Wurtembourg Mountain Regt (東端),
弾幕射撃マーカー1 枚を除去; US 2 Div.
ゲームターン 14 (2-4 Nov): 42 Div (西
端), 202 Div (西端), 241 Div (北端), 10
Div (東端). US ユニットは開始線より北
のミューズ川を渡河できる。
ゲームターン 15 (5-7 Nov): 増援なし
ゲームターン 16 (8-9 Nov): 75 Res (北
端)
ゲームターン 17 (10-11 Nov): 増援なし
15.0 デザイナーズノート
ミューズ-アルゴンヌ戦役は、多くの歴
史家が、合衆国陸軍がかつて遭遇した中
で最も強固な陣地として考えているもの
への強襲であった。プレイヤーには史実
上の役割より良い機会が多数与えられて
おり、困難ではあるが、米軍が史実で達
成したよりも早い陣地化された地帯の突
破を行うことは十分に可能である。
驚くべきことに、私は豊富な、ほとん
ど圧倒的な量の資料を発見することがで
きた。素晴らしく詳細にわたる、ミュー
ズ-アルゴンヌ作戦の同時代の著作であ
る、40 巻を越える AEF 第 1 師団の戦役
報告 1 セットである。部隊戦力の正確な
ライフル数のわかる、大量の情報があっ
た。これはカウンターミックスに反映し
ている。本当の宝の山は、ドイツ帝国陸
軍の各師団を扱った、1919 年に AEF の
出版した包括的な著作であった。
不幸なことに、多数の良質な生の情報
がある一方で、どれほど米軍師団が良好
なものであったかというだけの主観的分
析には、一般的に欠けているものがある。
公式文書は部隊の境界や戦力のようなも
のを判定するには有用だが、部隊の特質
の言及を避ける傾向にあり、特にそうい

う点は著者を政治的にも拘束するもので
あったためである。彼らは、連隊は X の
町を、N 人の損害(さらに悪い場合は、“重
大な”損害)で占領したというふうに述べ
るが、攻撃の失敗した理由や、成功した
理由に触れることはない。だが、この空
白を埋めるため、バラ色の靄を払い、よ
り公平な評価をおこなうというすばらし
い仕事を行った、近年出版された多数の
書籍が存在する。
16.0 プレイヤーズノート
米軍プレイヤーとしては、あなたの戦
略は単純なものである。可能な限り速や
かにヒンデンブルクラインを通過し、ミ
ューズ川の北と東の勝利ヘクスに十分な
陸軍部隊を送り込むことだ。不幸にも、
道筋の障害は強固で、時間は限られてい
る。戦線に沿って、たとえアルゴンヌ森
林であろうと、できるだけ独軍を薄く引
き延ばすため、できるだけ多くの攻撃を
行う必要がある。敵が戦線に沿って 1 ヘ
クスにつき 4 から 5 ステップのスタック
で攻撃ができるなら、ヒンデンブルクラ
インの通過は困難であることがわかるだ
ろう。
戦術的には、“四単位編成(square)”
の合衆国師団は非常にうまく機能した。2
つのヘクスに 4 個連隊を積んでおけば、
直近に空白となった敵ヘクスに 2 つを前
進させ、残った 2 つで前線を維持できる
のだ。また、1 個連隊につき 4 ステップ
あれば、ユニットは強烈な打撃を与える
ことができる。ベテラン師団が 50%の損
害を被ったら、すぐに再建するのが一番
良いことがわかっている。早過ぎるとそ
の能力発揮を最大限には生かせず、引き
伸ばしすぎると戦線復帰に時間がかかり
すぎる。最終攻勢の宣言前には、どんな
手を用いても強力なベテラン師団を最低

3 個は手元に持っている必要がある。(第
1、第 3、及び第 32 がいい候補となる)。
戦線から部隊を入れ替えて、自軍を適正
な状態に保つことは、ゲームに勝利する
重要なカギの１つである。これは、ZOC
が存在しないことや、あなたのユニット
の多くが、特に塹壕と陣地によって機動
性に制限を受けていることで容易なもの
となっている。
ヒンデンブルクラインを通過する際
には、独軍を手一杯にするべく努め、抵
抗の最小限な路を取るようにするべきだ。
4 以下の独軍ステップのいるヘクスに
６：１の戦闘比を立てられ、最低でも 10
の砲撃ポイントを投入できるなら、その
ヘクスに突入できる十分なチャンスを確
立したことになる。不幸にも、相手が戦
線維持をあきらめる前に、戦線のそこか
しこを突破していなければならないのだ
-これには、大体 5 ターンがかかるだろう。
あなたは戦線全域にわたってどのヘクス
も攻撃するに十分な部隊を保有している。
２：１以上の戦闘比が立つ攻撃は、その
全てを行うべきである。戦車は強化拠点
に対しては特に有効である。消耗戦は、
勝利へと続く戦い方となる。独軍は、一
旦撃破されると、復帰することはないか
らだ。

る。戦略レベルでは、ゲーム序盤ではア
ルゴンヌ森林とミューズ東岸の近辺でじ
りじりと土地を明け渡す余裕があるので、
Romagne Cunel 戦区のヒンデンブルク
ラインで踏みとどまるには、あらゆる犠
牲を払っても、ヒンデンブルクラインが
早期に突破されるのを防ぎ、できる限り
長く持ちこたえなければならない。だが、
一旦突破されてしまったら、速やかに持
ちこたえられる拠点まで後退すること。
開けた地形で自軍を木端微塵にされてし
まうのは、最低である。
最後の数ターンは緊迫したものにな
る。あなたにできる唯一のことは米軍の
前面にたてつづけにあなたの最後の増援
をぶつけていく準備を行うこととなる。
朗報としては、彼らは余りに多くの仕事
を抱えていることがある。3 つめの VP
ヘクスを失うまでは、望みを失わないこ
と。

独軍プレイヤー

主な移動は食い止め、防御し、相手を
阻むべく試みることがその大半となる。
十分に防御可能なヘクスを決してあきら
めるべきではないし、十分な防御ができ
ない場合はそこに機関銃ユニットを配備
するべきである。機関銃は側面の警戒に
非常に有用だし、それ以上に、順番に主
抵抗線を下げていく間、自分の戦線の保
安地帯となるのだ。独軍の捨石となるの
だが、ゲームが進むにつれて少なくなっ
ていくことを忘れてはならない。その効
力が続いている限りにおいては、毒ガス
マーカーも大きな効果がある。これを最
も脅威を受けている戦区に配置(戦車の
いるヘクスがよさそうだ)すれば、米軍の
スチームローラーの一部が食い止められ
ているのを見ることができるだろう。

よく準備しておくように。直面しなけ
ればならないのは、遅滞防御の実施であ

17.0 追加エラッタと解説

ターン 1 と最終攻勢では、急襲を最大
限に使用しなければならない。進撃路上
で 3:1 以上の戦闘比が立つ全てを攻撃し、
戦線にできるだけ多くの穴をうがち、予
備部隊をできるだけ奥に送り込む必要が
ある。独軍は、それに対して多くを対応
できないことからチャンスが生まれるの
だ。

追加エラッタ:
-USA 第 78 師団はターン 8 に登場する。
カウンターに記されている開始時配置で
はない。
-仏軍戦車は、開始時点から米軍ユニット
とのスタックも、共同攻撃も可能である。
(つまり、ミューズの西)
-ルール 8.9 は存在しない。
-マップ上の黒い星は VP ヘクスを表す。
-北は、マップを普通に読んでプレイヤー
の左（上端が手前の場合は右）になる。
-鉄道トラック（The Railroad Track）は 4
のボックスを使用可能ボックスとした、
休息、再編成トラック(6.4)とあるべきで
ある。
-オーストリアユニットは実際には薄緑
地に黒であり、記されているような赤地
に白ではない。
-ページ 2 の枠の左上の図に登場ターン
として黒丸で示されているのは、登場タ
ーンではなく、ステップ数であるべきだ。
-ゲーム内では規模を指す数値はない。全
歩兵ユニットは連隊であり、全砲兵は砲
兵集団である。
-マップの右側にある黄色い線は、開始線
である。(参照 8.11 及び 14.0)。
-オーストリアユニットは補充を受け取
れない。
-TEC の野戦陣地欄には誤りがある;ユニ
ットは砲兵に対しては、実際には 1L シ
フトを受けることができる。
-第 92 師団の残余を米軍予備ボックス
(14.0)内に配置することを忘れないよう
に。
-連合国側砲兵はマップ上に配置されて
ゲームを開始するので、ユニット上の数
字は射程を表すことに注意。
-砲兵の弾幕射撃が左に振り切れたら、結
果は効果なしとなる。

-独軍弾幕射撃カウンター: ターン 2 に登
場し、戦力 3 を持つ。
-ゲーム内では天候ルールがないため、天
候に関する言及は無視すること。
- どんな戦闘であっても、戦闘比が弾幕
射撃表または CRT 上でコラムが右に
振り切れたら、自動的に“E”の結果
が出たものとして扱う。
- 独軍戦術行動表では 0 の結果はない。
また、“ヒンデンブルクライン
(Hindenburg line)”は永久陣地とみ
なす。
- 橋梁は、通常の移動を実行中のユニッ
トであっても、川越えの追加コスト
を無効化する。
- 仏軍砲兵は作戦行動をミューズ東岸に
限定されている。仏軍戦車はゲーム開始
時からミューズ西岸での US の攻撃支援
に使用できる。
重要: いくつかの重要なプレイに関する
事項があるため、ルール末の増援及びイ
ベントスケジュールを確認すること。
- - - end of file - - -

