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1.0 はじめに 

ArmageddonWar（または単に GeddonWar）は、最初に中東

で、しかしすぐにアジアと環太平洋地域に拡がったイデ

オロギー的、領土的、資源争奪の緊張が敵対行為に変わ

った 2028 年以降の紛争について扱う小隊レベルのゲー

ムです。主要国は、最初は直接関与することを嫌い、武

器輸出と軍事顧問を国益の代理として使いましたが、紛

争地域にある彼らの拠点と条約が最終的に彼らを戦争に

参加させました。 

 

GeddonWar は、組織化されていない貧弱な装備の民兵と、 

試作段階をほぼ終えた高度な兵器システムを持つ高度に

訓練された先進国の軍隊との衝突で、すべてはその 2 者

間にあります。 

 

GeddonWar では、戦術ゲームにしばしば使われる無味乾

燥な、機械的な扱いではなく、ユニットのいくつか、そ

の細部と戦術、なぜルールがそうであるのかの説明にま

で及びます。 GeddonWar はハードコアな戦術ゲーマーに

アピールすることを意図していますが、一方でまた新し

いプレイヤーも参入可能です。 

 

1.1 専用サイコロの概念 

GeddonWar はあらゆる目的のために特別な 6 面体サイコ

ロを使用します。 これらには攻撃（訳注：星形アイコン）

と防御（盾アイコン）が混在しており、通常の射撃（黒）、

強い射撃（赤）、弱い射撃（緑）の 3色で表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeddonWar にはあなたが把握する必要がある 2 種類のサ

イコロに関する考え方があります。 最初は火力、つまり

FP です。 これは、火力を持つカウンターの左下隅の数

字で、あなたが振るサイコロの数を表します。 

 

 

 

DN：通常の射撃戦闘であなたが振るサイコロの数は、３

つの要因によって修正されます：すなわち、目標の装甲、

ユニット自身の行動状態（4.18）、複数ユニットによる合

同射撃（4.162）です。 これらは、DN またはサイコロ数

の修正値です。 したがって、 +1DNは、あなたが通常よ

りも 1個多いサイコロを振ることを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

DQ：ゲームの他のすべては、サイコロの質修正値、すな

わち DQ です。 DQは振るサイコロの色を変更します。 目

標が隠れている場合、あなたの攻撃は-1DQ の修正を受け

るかもしれません。 それはつまり、あなたの戦車の主砲

が持つ運動エネルギーと敵の装甲防御力は変わりません

が、あなたが敵を見ることができないか、あるいは敵が

遮蔽下にある場合、あなたが敵小隊に損害を与えるのに

必要な確実な命中を得る確率が変わると言うことです。 

 

「火力」という用語は、あなたが振ることができるサイ

コロの数を指します。DNはこの数を調整しますが、DQは

振るサイコロの色を調整します。 サイコロの目が敵の動

揺あるいは撃破に変わる方法については、後で詳しく説

明します（4.18）。 DN と DQ の違いが明確になるまで、

それ以上進まないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

超過したサイコロ修正値は失われます。 したがって、１

個の黒サイコロを、 +1DQ によって赤サイコロに格上げ

できますが、それ以上の格上げは効果がありません。 

 

GeddonWar には、18 個のサイコロがあり、それぞれ 6 個

の黒、赤、緑サイコロがあります。 攻撃には厳然たる制

限があり、決して 6 個を超えるサイコロを振ることはあ

りません。 ですから、あなたの火力やその修正値に関係

なく、含まれているサイコロで十分です。 

Armageddon War 
西暦 2028 年、または紛争地域の大部分で使用されているイスラム暦では 1450 年でした。 米国の国内災害は政

治的関心を国内に向けさせ、ロシアではプーチン大統領の死が同様に外交政策ではなく国内政策に焦点を当てた

権力闘争を引き起こしました。 息を吹き返したレヴァントのイスラム国（ISIL）は、国境にとどまる敵対的な大

勢力にとどまっていましたが、勢力を拡大する好機であると判断しました。 彼らは、米国とロシアの両方から

捕獲された闇市場の武器を使って、国境地域で対立する反乱軍を追い払い、その後イスラエルのような伝統的な

敵と対抗しました。 同時に、内乱が勃発し、一部の ISIL 都市は全面的な内戦によって揺れ動いています。 

例：修正後の火力が 2 の場合、デフォルトで振れる
サイコロは 2個の黒サイコロです。 合同射撃により 
+1DNが付く場合は、代わりに 3個の黒サイコロを振
ります。 

 

例：修正後の火力が 2の場合、デフォルトでは 2個の
黒サイコロを振ります。 目標が遮蔽によって-1DQを
得る場合は、代わりに黒サイコロ 1 個と緑サイコロ 1
個を振ります、仮に近接射程射撃で +2DQ もある場
合、合計結果は +1DQ になるため、黒サイコロ 1 個と
赤サイコロ 1個を振ります。 

 

例：星形アイコンは命中の可能性を表
し、盾アイコンはあなたが、あなたを射
撃している相手への応射が命中する可
能性を表しています。 
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サイコロの確率 
今サイコロについて知ったばかりですが、GeddonWar の
サイコロは以下のように分類されます： 
 
緑のサイコロ：2面には✹があり、3 面は空白、残り 1 面
には  があり、平均するとサイコロを振った時の攻撃
と応射の成功確率は 0.33になります。 
 
黒いサイコロ：1 面には✹✹アイコンがあり、もう 1 面
には✹があり、2 面には✹ があり、別の１面には が
あり、残りの 1 面には  があり、平均するとサイコロ
を振った時の攻撃と応射の成功確率は 0.83 になります。 
 
赤いサイコロ： 1 面には✹✹があり、2 面には✹✹ が
あり、別の 2面には✹  、残りの 1 面には  があり、
平均するとサイコロを振った時の攻撃と応射の成功確率
は 1.33になります。 
 
本質的に、各±2DQ は、標準的には±1 打撃になります。 
 
 

1.2 カウンターの概要 

GeddonWar のユニットカウンターは通
常は小隊を表します。 歩兵小隊は凡
そ 4 個分隊で構成され、約 30 人から
50 人の兵士を擁し、少尉（または中尉）
によって指揮されます。 ほとんどが
小銃手であり、少数の兵士は選抜射手
や軽機関銃、ロケット弾発射器または
擲弾発射器を装備した特技兵です。 車両小隊は、一般的
に 3 から 4 両の車両からなり、全体の指揮官として少尉
（または中尉）がいます。 ユニットカウンターは、狙撃
兵チーム、あるいは単一の無人機またはヘリコプターを
表すこともあります。 
 
 
支援火器カウンターは、車両小隊用の
特殊兵装（対戦車ミサイルのようなも
の）か、歩兵小隊が既に持っている装
備（軽機関銃など）用に供給される大
量の弾薬のいずれかであり、 その火
器をより集中して継続的に使用する
ことを可能にします。 いくつかのケ
ースでは、歩兵支援火器は、進軍中の歩兵小隊が通常持
っていないもの（重対戦車ロケット弾発射器や三脚搭載
重機関銃のようなもの）である可能性があります。 支援
火器には、それらを使用するための歩兵ユニットまたは
車両ユニットが必要であり、それらは独立したユニット
ではないことに注意してください。 
 
 
管理カウンターはそれ以外のすべての
ものです。 これらは、行動状態（この
ユニットは既に射撃済みかなど）、場所
の特殊機能（防御拠点など）、または特
殊な状況（隠蔽ユニット）を示すため
に使用されるカウンターです。 
 
カウンターの数字が何を意味するのか、正確なところを
次に説明します。 

1.3 カウンターの説明 

GeddonWar のカウンターは、同じ機能のために使用され
るカウンター上の場所を多数持っており、かなり均一な
外観をしています。 火力は左下にあり、中央には移動力
があり、その右には防御力があります。 
 

1.31 ユニットカウンター 

ユニットカウンターは一般的に下のイメージのようにな
ります。 ユニークな国旗（訳注：あるいは集団を象徴す
る旗）に加えて、特定の国／集団のユニットには統一さ
れた配色があります。例えば、すべてのロシア軍の編隊
は同じ明／暗赤色の配色になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：上記のユニットはシャダーディ(Shaddadeh)編隊の
T-72M 戦車小隊です。 火力は 5 で主に車両に使用され
（金色の数字）、2 次火力も 5で、これは対歩兵火力（赤
い星形）です。 6 移動ポイントを持ち、地形効果を決定
する場合に装軌式車両用の修正値を使用します。（ 'T'の
下付き文字）。 そして、防御力３を持ち、主に対戦車兵
器を防ぐためのものです（金色の盾）、そしてデフォルト
レベルの技術と練度（黒い稲妻）を持っています。 

  

国籍 

国籍または編隊の思想

を示す旗。支援火器は

国籍を持ちません。 

編隊／ユニット 

編隊名称。これはゲーム

由来の用語を含みます

（例．偵察） 

火力 タイプ／射程 

大きな数字／色は 1 次火力と火

力タイプを表し、上付きの数字

は通常射程を表します。星形は

2 次火力で 1 次火力と同じ火力

値と射程を使用します。 

移動力／移動タイプ 

数値はユニットがどれだけ移動力

を持っているかを表し、下付き文

字は移動タイプ（I 歩兵、T 装軌

式、W 装輪式、A 航空）数字が緑

なら、そのユニットが歩兵を輸送

できることを表します。 

特記事項 

この場所にあるアイコ

ンは技術レベルまたは

練度を表します。 

防御力／防御タイプ 

盾の色は防御タイプ

を、数値は防御力を表

します。 
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1.32 支援火器カウンター 

支援火器カウンターは、一般的に以下のようになります。 
支援火器は自ら行動するものではなく、別のユニットに
よって使用される必要があります。 例えば、車載用ロケ
ットは、特定の車両ユニットに関連付けられていなけれ
ばなりません。 車両支援火器は常に単独で使用され、一
部の歩兵支援火器は運搬ユニットの火力に追加されます。 
支援火器カウンターは一様な色をしています。 通常は特
定の国籍によって使用されますが、特定のグループに固
有のものもごくわずかですがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.33 火力／防御カラー 

GeddonWar システムの重要な側面は、火力タイプの概念
です。 火力値と星形の色は、ユニットの役割と他のユニ
ットに損害を与える能力を定義します。 これはあなたが
振るサイコロの色ではありません。 ユニットの 1 次火力
の色は次のとおりです： 
 
● 対歩兵火力 多数の小銃、少数の重火器、それ

と手榴弾。 
● 対戦車火力 高速の大砲や対戦車ミサイル、重

機関銃など。 
● 対空火力 飛行目標に対する射撃に最適化

された武器。 
 
防御盾も同様にコード化されています： 
 
 歩兵防御力 ほとんどすべての利用可能な遮

蔽を使用することができる軟目
標。 
 

 装甲防御力 小火器射撃に耐えるように設計
された目標。 
 

 航空防御力 距離と速度で優勢にある飛行目
標。 
 

 軟 目標の御
力 

あらゆる攻撃タイプがこのユニ
ットに対して十分な効果を得ま
す。（例えば、トラック） 

 
GeddonWarに登場する国籍 
レヴァントのイスラム国（ISIL）。シリアとイラクの多く
の部分と、そしてイランの一部を占領し、アフガニスタ
ンやパキスタンの一部を外から支援しています。ほとん
どがロシア製の兵器を装備していますが、それに加えて
イラクとサウジアラビアから供給された少数の米国製装
甲車両も持っており、闇市場の部品で運用を継続してい
ます。 
反乱勢力。 ISIL に完全に恭順したことのない地域また
は ISIL離反者の勢力。即製の装備（テクニカルとサンド
クローラー）と陳腐化した車両（T-55）と言った貧弱な
装備ですが、ロシアと米国の双方が対戦車火器を供給し
ています。 
イスラエル。イスラエル国防軍（IDF）は、世界最強の戦
車部隊と最も経験豊富な歩兵を含む実戦に特化した手ご
わい軍隊です。彼らは ISILからのどのような挑発にも積
極的に反応します。 
アメリカ。アメリカ軍の装備の大半はいまだに 1980年代
に開発されたハードウェアです（内部のアップグレード
は頻繁に行われています）が、技術的要求と偶然からそ
の地域に配備された先進的な装備をともなっています。 
ロシア。ロシア連邦は、地域の軍事用ハードウェアのほ
とんどを間接的に供給していますが、直接関与はほぼ避
けていました。トルクメニスタンでの ISILの活動と支援
は、ロシアに国境の守りと内政不安の回避を決断させ、
ロシア軍が第 1 線の戦車部隊と歩兵部隊を急速に展開さ
せる結果になりました。 
 

1.34 射程 

ユニットの火力が持つ射程は、距離によるペナルティが
適用されるまでの最大距離です。白文字の射程値を持つ
ユニットはペナルティを伴いますがこれを 2 倍（拡張射
程）にすることができます。また、もしこの射程の半分
かそれ未満（端数は切り捨て）の距離で射撃するならば、
ボーナス（近接射程ボーナス）を得ます。射程は色付き
の円の内側にあり、次のいずれかを示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●黒の円 ユニットは間接射撃が可能です（5.1）。 

 
●赤の円 拡張射程では使用できず、近接射程ボーナス

を得ることもできません。 これは、対戦車ミ
サイルの典型的な射程タイプです。 
 

●緑の円 制限された効果として、各射撃または応射で
敵ユニットに 1 損害ステップを超える損害
を与えることはできません。 これは、単一の
武器または限られた弾薬を表します。サイコ
ロは通常どおり振りますが、結果が目標に 1
損害ステップ以上の損害を与えることはあ
りません。 

火力 タイプ／射程 

歩兵支援火器の 1 次火力と運搬す

るユニットの色が一致し、歩兵支

援火器の射程内であれば、その火

力をユニットの火力に加えること

ができます。それ以外の場合は支

援火器単独で使用します。色が一

致しない場合は支援火器単独での

使用となりますが、歩兵ユニット

の固有火力か支援火器の火力を選

択します。 

使用に関する制限 

カウンターにある はこの支援火器

が「移動と射撃」アクションで使用

できないことを意味します。 の記

載を持つユニットも同様です。 

支援火器タイプ 

ここにあるアイコンはどのタイ

プのユニットがこの支援火器を

使用できるかを示します。通常

は歩兵、車両、航空機です。 
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 1.4 管理カウンター 

管理カウンターは多くの形式を取りますが、最も一般的
なものは、ユニットが行動済み、釘付け、または動揺し
ていることを表す両面カウンターです。 管理カウンター
は、知っておくべき情報の簡略情報を提供するため、そ
れを見ることで、常にルールを参照しなければならない
と言う手間を減らします。 台形管理カウンターは、影響
を受けるユニットの下に配置されることを意図していま
す。 この方法では、（もしもそれが
ヘクスの中で唯一のものであれば）
ユニットの完全な情報を見ること
ができます。そして、複数の管理カ
ウンターがある場合、それらの 「フ
ラグ」が異なる方向に向くように配
置します。 
 
行動済み（-1DN）：ユニットは移動し、
かつ/または射撃したため編成の維
持ステップ（2.021）中にこれが除去
されるまで、再び移動または射撃を
行うことはできません。 ユニットは
まだ近接戦闘（4.3）で防御を行うこ
とと、応射（4.16）することはできますが、通常の火力
は -1 されます。 このカウンターは、ユニットが何かを
遂行できる最も軽いレベルの、戦闘による混乱でもあり
ます。 つまり、「行動済み」は、ユニットが行動したこ
と、または敵の射撃によって一時的に混乱させられたこ
とを意味します。 
 
釘付け（-2DN）：ユニットは、戦闘結
果または 1つまたはそれ以上の敵に
対する継続的な射撃のいずれかに
より、幾分統制が乱れています。 そ
れは移動することも射撃すること
もできず、応射または近接戦闘の防
御で通常の火力が -2 されます。釘付けユニットは退却
できません（4.16）。 
 
動揺（-3DN）：ユニットは深刻な戦闘
結果を受けました。 それは移動す
ることも射撃することもできませ
んが、応射または近接戦闘の防御は
できます。その通常の火力は -3さ
れます。 動揺ユニットが行動ステ
ップを受けるとそのユニットは、減少戦力面に裏返され
ます。 動揺したユニットは退却できません（4.16）。 
 
注意：あるユニットが「行動ステップ」を受けると言う
場合、それは行動マーカーがない場合は行動済み（1）を
受け、すでにある場合には、カウンターの深刻度を 1 段
階だけ増加させることを意味します（例えば、 釘付け(2)
から動揺(3)））。 集中射撃（4.153）を除いて、ユニット
が開始できる行動または行動の組み合わせによって、そ
のユニットが複数の行動ステップを受けることはありま
せん。 ですから、「移動と射撃」、「移動と近接戦闘」、「射
撃と移動」などはいずれも 1 つの行動ステップとしてカ
ウントされます。 行動ステップは損害ステップ（1.41）
を引き起こしますが、それらは同じことではありません。 
 
 
 

行動ステップ 
GeddonWar の行動ステップは、 「手が足りない！」、 「敵
襲！」、 「やられた！」、 「もっと弾薬をよこせ！」の
組み合わせです。彼らが望むならば、兵士や AFV は、弾
薬全体を 1 ターンで簡単に使い切ることができます。  
T-72 は理論的には 1 分間に 8 発を発射する能力を持ち、
回転式弾薬ドラム全体を 3 分間で空にすることができま
すが、GeddonWar は 1ターンが 15分間のゲームです。同
様に、BMP-2は 23mm 自動砲の弾薬を約 2分で全て使い切
ることができます。ですが、実際には、兵士達は補給率
よりも速く撃とうとしないものです。行動マーカーの複
数のレベルは、あなたが所持する弾薬があまりにも少な
すぎて攻撃行動を取ることができないか、誰かが負傷し
ていて、彼らに手当をしたり避難させたりする必要があ
るか、車両が被弾によって小破し一時停止する必要があ
ることなどを意味しています。これらの事柄はあなたの
実効火力を低下させます。この火力の減少は、効果的な
戦闘部隊であるあなたの能力を取り除くのに十分かもし
れませんが、あなたはまだ他者にとって敵対したくない
誰かであるかもしれません。行動ステップの重要な点は、
損害ではないということです。あなたはそれらのすべて
を回復し、完全な戦闘態勢に戻ることができます。これ
にどれくらいかかるかは、あなたのポジション（2.021）
によって決まります。暴露状態の孤立したユニットは遮
蔽状態にいて再補給されているユニットよりも回復に長
い時間がかかります。どのような種類の襲撃も撃退する
ためには、行動ステップを迅速に回復できることが不可
欠なのです。 
 

1.41 損害を受けたカウンター 

ほとんどのユニットカウンターには裏
面があり、中央を通る明るい帯を持ち、
火力、射程、および移動力が減少した状
態を表しています。 これは、永久的な
損失（すなわち、破壊された車両、死亡
したまたは重傷を負った兵士）を被っ
たユニットを表します。 これが「損害ステップ」です。 
ユニットにはこれら 2 面があり、最初の損害でユニット
を減少戦力側に反転させ、2 番目の損害でユニットは除
去されます。 シナリオの途中で損害が回復することはあ
りません。 支援火器には減少戦力面がありません。シナ
リオルールで特に指示がない限り、支援火器があるヘク
スにそれを使用できる他の味方ユニットがあっても、支
援火器はそれを運ぶユニットが除去されれば支援火器も
除去されます。 
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2.0 ターンの構造 

GeddonWar システムには「終了ターン」はなく、皆が自分
の「俺は何かしらやったよ」カウンターを同時に除去す
るターン・シーケンス内の唯一のタイミングと言うもの
はありません。 各編隊のアクションは、カップから「コ
マンド・チット」を引くことによって決定されます。 各
編隊は、カップに入れる 1 つ以上のこれらのチットを持
っており、次にどの編隊がアクティブ化するかを決める
ためにランダムに引かれます。 編隊が増援でない限り、
すべてのそのコマンド・チットを、プレイの開始時にカ
ップに入れます。 プレイの手順は次のとおりです： 
 
・編隊のアクティブ化のためにコマンド・チット（2.01）を引

く。 

・アクティブ編隊の維持活動（2.02）を行う。 

・アクティブ編隊のユニットアクション（2.03）を行う。 

・アクティブ編隊のアクションを終了し、最初の手順に戻る。 

 
 

2.01 コマンド・チットを引く 

このプレイヤーは、その編隊内の任意のユニットまたは
すべてのユニットを望む順序でアクティブにすることが
できます。 チットを引いたプレイヤーは、地図端にある
「コマンド・トラック」上の既存チットの次のボックス
（またはゲームの開始時点の場合は 「インパルス 1」に）
チットを置きます。  
 
例：3回のアクティベーション後、コマンド・トラックは
このような感じになります。 

 
最後のチットが引かれ、コマンド・トラックに置かれた
ら、そのチットを除くすべてをカップに戻します。 編隊
のユニットがすべて除去された場合、そのチットはカッ
プから取り除かれますが、トラック上のチットはカップ
が補充されるまでそこに残されます。 編隊チットが 10
個以上ある場合は、10-20-30 個のトラックであることを
示すために、 +10チットを使用して、新しいチットを 0-
9 のトラックに置くことができるように現在のチットを
そのわきによけておきます。 
 
例：前の例で 4 つの編隊チットがあった場合、最後のも
の（Rebel マーカーとしましょう）を引きコマンド・トラ
ック上に置いたら、その後、他のものはカップに戻しま
す。コマンド・トラックは次のようになります： 

 
シナリオで経過した時間は、実行されたインパルスの回
数によって決まります。 これによるゲーム上の効果は、
戦闘が一定数のターンの集まりと言うより、むしろ、よ
り連続的な流れとなるため、シナリオは特定の数のプレ
イヤーターンではなく、特定の数の編隊インパルスを持
つようになると言うことです。 

 
注：このシステムの意図的な副作用は、カップの再充填
を行っても次のカップからまったく引かれない「仲間外
れ」を残すことです。 兵站／コマンド・マーカー（2.022）
を使用してこれを軽減することができますが、それ以外
の場合は、マーフィーの法則がカップ再充填ごとに 1 つ
の編隊に対して発現します。 
 
 

2.02 維持活動 

編隊がアクティブ化したら、その編隊のユニットに対し
て、以下のアクションをこの順序で実行します： 
 
・士気回復（2.021） 

・兵站／コマンド・マーカーの配置/除去（2.022） 

 

2.021 士気回復 

ユニットの士気や団結心は、ストレス下においても協力
できる能力であり、彼らの行く手にある障害を克服する
ために革新的で創造的に行動する能力でもあります。 こ
れは自分の体を撃ち抜かれないようにすることよりもっ
と意義のある目標を達成する意思を持った兵士の割合を
表しているのです。 
 
「私は士気が何であるかを話そう。 兵士が、自軍は世界で最

高の陸軍、陸軍で最高の連隊、連隊で最高の中隊、中隊で最高

の分隊、そして彼自身が最高の凶悪兵士であると思うときなの

だ。」 - 准将 James A. Ulio 

 
その編隊のすべてのユニットは、このステップでは 1 行
動ステップを回復し、そして以下を満たせば追加の１行
動ステップを回復します： 
 
・そのユニットが自分を攻撃できるすべての敵に対して、自分

の位置が防御上の特典を持っている場合（該当する防御拠点

（4.152）を含みます） 

・そのユニットが、仮に敵ユニットから見えていても、射撃さ

れない場合（敵の射程外にいる等） 

・ユニットが兵站マーカーの 2ヘクス以内にある場合（装輪式

ユニットが通過可能な経路を経由） 

・シナリオ設定でそのユニットが「エリート」と定義されてい

る場合（これは、その名前に「エリート」を持つユニットと

必ずしも同じではありません） 

 
例：動揺した歩兵はこのステップで自動的に釘付け
(Pinned)レベルに回復します。 それが遮蔽状態にあるか、
敵の LOS の外にあるか、兵站マーカーの近くにいる場合
は、行動済みレベルに回復し、遮蔽状態にあってさらに
兵站マーカーがあれば正常に戻ります。 
 
注：攻撃が停滞することを避けたいと思うのなら、追加
の回復ステップを得ることが非常に重要になります。 敵
に対する優勢を最大にするために攻撃経路と兵站の配置
を計画することが、あなたの部隊を驚くほど効果的なも
のに変えるでしょう。 
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2.022 兵站／コマンド・マーカー 

ユニットの行動状態の一部は単純
に士気のことですが、その他に弾薬
や燃料があります。 あなたは、ど
ちらについてもすぐに多くを経験
しますが、望むほど多くのことを始
められる保証はありません。 プレ
イヤーは、1つ以上の兵站／コマン
ド・マーカーを予備としてシナリオ
を開始することができます。 カウンターの兵站面は、完
全な能力で戦うために必要な物資を表しています。 この
ステップでは次のことができます： 
 
 
・敵の LOS外（または最大射程外）かつ味方ユニットから 2ヘ

クス以内に兵站マーカーを配置できます。 これらの 2 つの

ヘクスは、装輪式車両が通行可能でなければなりません。 

・既存の兵站マーカーを、装輪式車両が通過できる経路で、3ヘ

クスまで移動させることができます。 これは敵の LOS に入

ってもかまいませんが、兵站マーカーを設置可能なヘクスで

移動を終了しなければなりません（上記参照）。 

・地図から兵站マーカーを拾い上げて予備に戻すことができま

す。 

 
 
敵ユニットがあなたの兵站マーカーのヘクスに隣接する
か、または兵站マーカーがあるヘクスに入るとただちに、
それをあなたの予備に戻します。 
 
マーカーの反対側はコマンド面です。 マーカーがあなた
の予備としてこのステップを開始した場合、あなたはマ
ーカーをチットの代わりにコマンド・トラックに置くこ
とができ、そのチットをカップに戻すことができます。 
これは、その編隊を行動させ、その行動を継続させるた
めの上級司令部によるさらなる努力を表しています。 こ
のマーカーがコマンド・トラックに置かれると、コマン
ド・トラックの他のチットがカップに戻されるまで、こ
のマーカーはあなたの予備に戻りません。 
 
 

2.023 イニシアチブ（オプション） 

編隊内のユニットは、お互いに近接して作戦行動を行う
のが普通で、編隊内の他のユニットと連絡が取れないか、
視認できない場合、行動を開始することを躊躇します。 
 
（もしあれば）兵站マーカーを配置した後で、その編隊
のユニットをチェックします。 ユニットは次の場合に
「イニシアチブ」があります： 
 
 
・兵站マーカーから 2ヘクス以内にいる。 

・その編隊内のユニットが LOS内にいる（4.14）。 

・1 ターン分に相当する移動で、その編隊のユニットがいるヘ

クスに到達することができる。 

・ユニットの名前に「偵察(recon)」がある。 

 
 
これらの条件のいずれにも合致しないユニットは、他の
行動ステップがない場合、「行動済み」（緑の）マーカー
を受けます。 それ以外の場合、ペナルティはありません。 
 

2.03 ユニットアクション 

ユニットは、通常、その編隊がアクティブ化されるとき
に、以下のいずれかまたは両方を行います。 
 
•移動（3.0） 
•射撃（4.1） 
 
ユニットが移動速度に影響を与える何かを行うことがで
きる場合、すべてのペナルティは、カウンターに印刷さ
れた移動力に基づいているとみなされます。 
 
例：APC は、移動の半分（切り捨て）
を使って、部隊を乗車／降車させるこ
とができます。このユニット（6 移動
ポイントを持つ）が部隊を降車させた
ければ、3 移動ポイントが必要です。 
その後で攻撃をしたければ、3 移動ポ
イントで実際に移動したかのように
サイコロの劣化が起こります。 
 
注：「移動力なし」表記（カウンターの
中央下部にある「X」）を持つ支援火器
は、「移動と射撃」アクションを使用す
ることはできません。また、運搬ユニ
ットが移動ポイントを使用した後に
射撃することもできません。 この支
援火器を装備したユニットは移動で
きますが、移動と射撃を行うことはで
きません（訳注：移動か射撃のどちらかしかできないと
言うことです）。 
 

2.04 編隊アクションの終了 

プレイヤーがこの編隊の行動が完了したことを宣言する
と、2.01に戻って手順を繰り返します。 1つの編隊が手
番を次の編隊に渡すと、その編隊のユニットはユニット
に載せられた管理カウンターのタイプに基づいた行動の
みを行えます： 
 
 

無し 
行動
済み 

釘付
け 

動揺 

移動 (3.0)、射撃 (4.1) ✔    
近接戦闘の生起 ✔    
機会射撃 (4.21) ✔    
退却 (4.16) ✔ ✔   
応射 (4.171) ✔ ✔ ✔ ✔ 
近接戦闘で防御(4.3) ✔ ✔ ✔ ✔ 
 
 
上記の各項目については、ルールの後半で説明します。 
 
注：ユニットが振れるサイコロが０個
であったとしても（退却できる可能性
はあります）近接戦闘で常に防御する
ことはできます。 ところで、このユニ
ットは、近接戦闘では使用可能な火力
が 0 です（3 火力ですが、動揺で-3DN
されます）。 
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3.0 移動/地形 

ユニットは通常、編隊がアクティブになったときにのみ
移動することができます。 射撃を受けての退却（4.16）
は例外です。 
 
同じヘクスや同じ編隊のユニットは、個別にまたは一緒
に移動します。 異なる編隊のユニット同士は常に別々に
移動します。 同時に移動するユニットは、「移動と射撃」
アクションとして合同射撃を行うことができ、車両が歩
兵を運んでいる場合は、同時に彼らを降車させることが
できます。 同じ編隊の別のユニットがいるヘクスに入る
ユニットは、その新しいユニットとともにグループとし
て移動し続け、後で再び分割することもできますが、す
べてのユニットは地形、スタック制限（3.01）および利
用可能な移動ポイントによって制限されます。 
 
ですから、あなたは、その編隊の歩兵が
いるヘクスに車両を移動させてから、
それらのユニットの組を敵との近接戦
闘に移動させることができます。 ユニ
ットが移動を停止し、別のヘクス内の
ユニットが行動を開始すると、最初の
ユニットの行動は完了し、後でそのア
クションを続行できないことに注意し
てください。 
 
カウンターに印刷された移動ポイント
（または MP）は、ユニットが進入する
各ヘクスの移動コストと比較されま
す。 ユニットタイプが地形に入ること
を許されている場合、修正された MPが
通常それを許可しないとしても、１タ
ーンに 1 ヘクスは移動することができます。 移動コスト
については下の表を参照してください。より大きなバー
ジョンはプレイヤーエイドカードにあります。 
 
 ヘクス毎の移動コスト 
 

歩兵 
装輪式 
車両 

装軌式 
車両 

道路 1/2 1/2 1/2 
開豁地 1 2 1 
耕作地 1 2 1 
柔らかい砂地 2 3 2 
砂丘 3 4 3 
荒地 2 X X 
林 1 2 2 
森 2 X X 
集落 1 1 1 
都市 1 2 2 
沼地 3 X X 
河川 X X X 
ワディ X X X 
高度変更（上昇）  +1  +1  +1 
稜線 +0 +0 +0 
急速移動 -1 -1 -1 
フェンス（超える場合） +4 X  +3 
難民キャンプ 1 2 1 
残骸 +0 +0 +0 

 
 

次に、さまざまな地形タイプについて説明します。 いく
つかは明白であり、他は説明が必要です。 
 
道路：道路は、別の地形にある地物で、その
地形に優先します。 それはユニットがより
速く移動することやあるいは進入を禁止さ
れた地形への移動を可能にします。 例えば、
川を通る道路は橋（訳注：河川ヘクスへの進
入を可能にする）であり、道路は車両が深い
森を移動することを可能にします。 道路があるヘクスを
移動するときは、道路を使用しているかどうかを宣言し
ます（選択肢がある場合）。 これは、道路を使用してい
るユニットが射撃された場合（遮蔽がなく、移動が予測
可能であることにより）不利になるため、違いが生じる
からです。 道路の移動速度を得るには、道路ヘクスサイ
ドを経由してあるヘクスから、同じ道路を持つ別のヘク
スに移動する必要があります（つまり、道路以外の何か
を経由して道路ヘクスに移動すると、その地形の通常の
移動コストが使用されます） 。 ゲームには舗装道路と
未舗装道路の両方があります。 どちらも道路としてカウ
ントされますが、シナリオ特別ルールではそれらを別々
に扱うことがあります。 
 
 
注：ユニットが道路上で移動を終了した場合、そのアク
ションが実行された後、戦闘目的では非道路の地形を利
用しているものとみなされます。 したがって、深い森を
通る道路上で移動を終了すると、あなたの行動が完了し
た後、深い森の遮蔽効果が得られることを意味します。 
 
 
開豁地形：草地、開けた土地、遮蔽効果なし、
移動の妨げにはなりませんが、装輪式車両は
軟弱地を警戒する必要があります。 
（訳注：移動コストに反映されています） 
 
 
耕作地：歩兵に軽い遮蔽効果を提供する地面
の不規則性や作物がありますが、それ以外の
点では開豁地形のように扱われます。 
 
 
 
柔らかい砂地：歩いての進入が難しく、通り
抜けるのに時間がかかり、車両には遮蔽効果
がなく、歩兵には軽い遮蔽効果があります。  
 
 
 
砂丘：丘の形をした柔らかい砂地です。 あ
なたが砂丘の周囲を移動する時、あるいは砂
丘を上り下りする時、素早く横切ることは不
可能です。 砂丘は良好な遮蔽状態を提供し
ます。 
 
荒地：壊れた地形。 これは、岩場、建物の瓦
礫、廃品置き場などである可能性がありま
す。車両は道路なしでは進入することも、横
断することもできません。 地図 1（G12）の
十字軍時代の要塞は、荒地（と隆起地形）と
みなします。 
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林：これは「映画の森」です。 開けた
土地に、車両が素早く通り抜けること
ができる程度に十分に離れて立つ大
きな木々があります。果樹園やその他
の規則的に間隔を置いた樹木は林と
みなされます。 
 
 
森：これは倒木があり、下生えで覆わ
れ、木々が非常に密集しているため、
ブルドーザのスピードよりも速く
木々の間を通ることができない「本当
の森」です。 
 
 
集落：これは「住宅街」のような町で
あり、低く、合理的に間隔を空けた建
物と広い通りがあります。車両と歩兵
では、遮蔽効果が異なります。なぜな
ら車両は建物の後ろに隠れることが
できるものの大部分は依然として開
けた地形にあるからです。地図 2 の「軍事基地」のテン
ト構造はすべて難民キャンプとみなされますが、マップ
1 のヘクス F13サッカースタジアムは集落です。 
 
 
都市：集合住宅区画、オフィスビル群、
複数階建ての鋼鉄とセメントででき
た構造物です。大量の待ち伏せ場所が
存在すると言う理由だけでも、車両が
通れる道を見つけることがより困難
になります。 
 
 
沼地：歩兵にとって悪夢であり、車両
は通れない泥と水だらけの土壌です。 
 
 
 
 
河川：河川とは、水陸両用でない車両
と歩兵にとって通行を不可能にする
ほどの広さと深さを持った水域です。
水のイメージがヘクスを横断してい
るか、ヘクスの中心を占めるヘクスに
は、河川のルールを使用します。河川
がヘクス幅より小さいにもかかわらず、ヘクス全体が進
入禁止と見なされます。水陸両用の車両は、その移動タ
イプを明るい緑色の円で囲まれており、河川やその他の
水域ヘクスをヘクスあたり 4MP のコストで移動できます。
橋に隣接する道路ヘクスからだけでなく、橋に隣接する
どの陸地ヘクスからでも橋（水上の道路）に移動するこ
とができます。 
 
ワディ：季節ごとに乾燥する河床で
す。 GeddonWar では、深くて急峻なも
のを指します。その両端の一方のヘク
スサイドからのみ出入りすることが
できますが、ワディ内のユニットは開
豁地形のように移動し、他のワディヘ
クスへの直線的な LOS を持ちます。 

高度：マップ上の等高線を越える（高い方
へ移動）には、通常その地形に入るコスト
に加えて +1MPのコストがかかります。ワ
ディを出る場合は高い方へ移動しているも
のとみなします。 
 
 
稜線：地図上の明るい影で覆われた階段状
の線は稜線で、見分けにくいわずかな高度
の変化です。たとえば、地図 2上のヘクス
A4 から G1への線です。これは移動には影
響ありませんが、あなたが少なくとも 1レ
ベルの高度を持たない限り視線（LOS）を遮
ります。ほとんどの目的のために、稜線は 1ヘクスの幅
を持つレベル 1 の丘のようにふるまいますが、そのヘク
スへの進入に余分な移動力は必要なく、丘からの射撃に
対して遮蔽を提供しません。 
 
 
フェンス：「刑務所のフェンス」を想像して
ください。これは、歩兵や軽車両を停止さ
せるための障壁です。それは、丈夫な金
網、折り畳み式鉄条網、浅い溝または上記
のいくつかの組み合わせです。装軌式車両
が通過して「啓開(breach)」マーカーを置
かない限り、歩兵は通常、ヘクスに進入する際に停止し
なければなりません。これは道路（通過時に脆弱性が増
す狭い通路）としてカウントされます。注：高度変更と
同様に、フェンスはヘクスの境界にあり、そのヘクスサ
イドを横切る場合にのみ移動に影響します。（訳注：プ
レイヤーエイドの-1DQ は誤りで、正しくは+1DQです） 
 
 
難民キャンプ：この地形は優れた視覚的な
遮蔽を提供するため、近接戦闘目的では都
市地形として扱いますが、車両の動きには
ほとんど障害はありません。 シナリオによ
りますが、難民キャンプには自動的に民間
人がいるものとみなされます（5.7）。 
 
 
残骸：破壊された車両小隊は、物理的な遮
蔽と攻撃者の視認能力の低下をもたらす炎
上残骸を残します。 ただし、移動を妨げる
ことや、スタック制限に影響を与えたるこ
とはなく、1 ヘクスには１つの残骸カウンタ
ーしか置くことはできません。 残骸は地形
タイプではなく、戦闘によってもたらされた地形の外部
修正要因です。 
 
 
急速移動：あなたが注意を払わないで移動するなら、あ
なたは非常に素早く動くことができます。 急速移動で
は、ヘクスの MPコストを 1 ずつ減少させますが、1ヘ
クスにつき 1/2MP未満に減少させることはありません。 
これは、ユニットのアクティブ化につき 1 回、連続した
任意の数のヘクスに対して行うことができます。 戦術
的には、これは非常に便利です。 
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欠点は、移動中に攻撃された場合（間接射撃、隠蔽ユニ
ット、間違い）、攻撃者は攻撃サイコロごとに +1DQを
得ます（サイコロの数に等しい正の DQ）。 この DQは、
近接戦闘に入るためにユニットが急速移動を使用する場
合にも適用されます。 敵ユニットが動揺していない限
り、敵ユニットと隣接するかまたは敵ユニットがいるヘ
クスに出入りするために、急速移動を使用することはで
きません。 
 
 
注：「移動と射撃」または「射撃と移動」を宣言してい
る場合は、移動中のどのポイントでも急速移動レートを
使用することはできません。 あなたは急速移動を動揺
ユニットとの近接戦闘に入るために使うことができま
す。 シナリオには、急速移動を許さない特別なルール
が設けられている場合があります。 
 
 
X：地形の移動コストに「X」と記載されている場合、そ
のタイプのユニットには通過不能です。 ヘクスを通過
する道路は、その制限を打ち消しますが、道路上にいる
ユニット（攻撃側は道路を使用中の目標に対する +1DQ
を得ます）に対してのみ、制限を打ち消します。 
 
例：車両は道路がなければ、森を通過することはできま
せん。しかし、あなたが移動中に射撃された時、道路を
使用しているなら、あなたは森の遮蔽効果を得ることは
ありません。 もう少し言えば、あなたは制限された地
勢を予測可能な方法で移動する目標であるため、相手は
ボーナスを得るのです。 しかし、あなたがそのターン
の移動を完了すると、あなたは遮蔽効果を利用可能な地
形内で停車しているとみなされるため、射撃された時、
森の遮蔽効果を得ることができます。 
 
 
半分のヘクス：半分のヘクスもプレイ可能であり、シナ
リオに別途記載されていない限り通常通り移動して進入
することができます。 
 
 
地形に関する注釈 
ヘクスは 150m幅のため、LOS を遮るどの
ような地形においても、ユニットが敵か
ら見えない場所に隠れるのは造作もない
ことです。たとえば、都市部のヘクスで
は、狭い通りにあるいくつかの建物の間
に車両小隊を停めたり、歩兵小隊をオフィスビルの地下
に降ろしたりするだけです。そして、その地域の一般市
民は、彼らが恐れを感じたときに、まさにそれをやって
いるのです。一方で兵士達は戦うためにそこにいます。
つまり、敵を見る必要があり、その結果として敵から見
られるのです。GeddonWar はこれをいくつかの修正値で
表しています。第一に、あなたが急速移動する場合、あ
なたはより速く移動するために意図的に遮蔽の利点を失
っています。第二に、応射のメカニクスは、身をかわす
代わりに、あなたが撃ち返せる場所にとどまっているこ
とを意味します。第三に、「退却」戦闘修正値（4.16）
は利用可能なすべての遮蔽を使用してそのヘクスから出
ることを表しています。そして、最後に、集中射撃
（4.153）は実際に自分自身を暴露し、ユニットに対し
て 2つの余分な行動ステップを受けさせ、応射やその後
の攻撃に対して脆弱になります。 

3.01 スタッキング 

小隊規模の友軍ユニットのスタック制限は 1ヘクスに 2
ユニットまでです。支援火器はこのスタック制限にはカ
ウントされません、また、残骸、航空ユニット（5.6）、
狙撃兵（5.41）、民間人（5.7）、防御陣地（4.152）もス
タック制限にカウントされませんが、これらは 1 ヘクス
につき 1 つしか置けません。 特例を最小限に抑えるた
めに、友軍地上ユニットの「2個小隊」スタック制限
は、どの時点でも超過することはできません。 これ
は、より速いユニットが遅いユニットでブロックされな
いように、密な編隊の移動時にその順序をよく考える必
要があることを意味します。 
 
リアリティノート 
GeddonWar のスタック制限は現実的ではありません。 
ヘクスはフットボール場数個分のサイズがあるので、8
両以上の車両や 80 人以上の兵士がいても問題にならな
いはずです。 では、なぜ制限するのか？ これは主にゲ
ームのバランスと実用性の問題です。 制限を設けない
と、プレイヤーは「破滅的に高いスタック」を築きがち
です。 支援火器、管理マーカー、防御陣地、狙撃兵、
または他のカウンターをその上に乗せた 5 ユニットのス
タックを想像してください。 そんなスタックは、ボー
ドをひっくり返すための単なる言い訳探しです。 2個
小隊のスタック制限は、各ヘクスが保持する管理可能な
上限を設定しているのです。 
 
 

3.02 乗車歩兵 

緑色の移動力値を持つ車両は、1 個歩
兵小隊を運ぶことができます。車両へ
の乗車／降車は、編隊の移動ステップ
の一部です。ヘクス内の歩兵がそのよ
うな車両カウンターの下にある場合、
それらは車両内にあるとみなされます
（これは彼らがどこにいるかを追跡す
る方法です）。乗車や降車には、歩兵
と車両の印刷された移動力の半分（端数切捨て）を要し
ます。行動マーカーを受けていない歩兵は、行動マーカ
ーを受けている車両から降ろすことができます（この場
合、車両の状態は変わりません）。同じアクションで乗
車と降車を行うことはできません。あなたは車両の中に
退却することも車両から外に退却することもできません
（4.16）。彼らが何をしているかに応じて、歩兵は自分
の車両が行動する前、後、または同時に行動することが
できます。同じヘクスにいる間、彼らは同時に行動する
ことができ、そうした場合、彼らは同時に行動を終了し
ます。したがって、歩兵を降車し、降車した歩兵との合
同射撃で、火力ボーナスを得ながら APCで攻撃を行うこ
とができます（またはその逆）その後、彼らは行動ステ
ップを受けます。 
 
 
乗車は車両と同じヘクスで行われます。降車は車両と同
じヘクスで行われるか、または降車ユニットが隣接ヘク
ス（空であるか、友軍ユニットが 1 個しかない場合）に
降車するために必要な MPを消費することで隣接ヘクス
に降車します。これによって、2 個小隊の APC がヘクス
のスタック制限を超えることなく歩兵を降車させること
ができます。 
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例：この歩兵が APC に乗車するこ
とを望む場合、歩兵は 1MPを APC
は 3MPを消費します。 したがっ
て、APCは歩兵と同じヘクスから
出発して移動するか、歩兵を乗せ
るために数ヘクス移動することが
できます。 
 
歩兵が APCに乗車した状態でイン
パルスを開始した場合、歩兵は
1MPを消費することで同じヘクス
に降車することができます、また
は 2MPを消費することで直接隣接ヘクスに降車（降車に
1MP、集落ヘクスに移動するコストで 1MP）することが
できます。 
 
 
あなたは、直ちに近接戦闘を生起するために敵占領ヘク
スの隣接ヘクスに降車させることができます。 車両が
十分な移動力を持っている場合、歩兵を自身のヘクスに
降ろすことができ、その後歩兵と車両で近接戦闘に移動
することができます。 敵がいるヘクスに移動してか
ら、近接戦闘のために降車を行うことはできません。 
 
 
戦闘目的では、運搬されている歩兵は、通常、車両が受
ける損害から 1 つ少ない行動ステップを受けます。 し
たがって、戦闘の結果として釘付けになった車両内の歩
兵は行動済みを受けることになります。  車両の破壊か
ら生き残った歩兵は、車両が残した残骸カウンターの外
にいるとみなされ、これは行動とはみなされず、これに
よって行動ステップも受けません。 注意してほしいの
は、これが、車両が完全にきっかりと破壊された場合に
のみ発生すると言うことです。 車両がそれを破壊する
ために必要なステップより多くの損害ステップを受けた
場合、歩兵も失われます。（訳注：動揺状態の車両に釘
付け状態の歩兵が乗車しており、その車両が 2行動ステ
ップを受けると、車両は破壊され残骸になり、歩兵は損
害ステップを受けて動揺状態で残骸ヘクスに残ります） 
 

3.03 移動射撃 

ユニットは移動と射撃、または射撃と移動を行えます
が、「射撃と移動」を行う場合は、射撃後どれだけ移動
力を使用するかを宣言する必要があります（使用する移
動力が、 あなたの攻撃の修正値になります）。あなたが
移動と射撃を宣言した場合、あなたがヘクスへ進入した
時に機会射撃が最初に起こり、その後、機会射撃で行動
ステップを受けなかった場合、宣言された射撃が行われ
ます。「移動と射撃」アクションについては、4.161を
参照してください。 
 
 

3.04 近接戦闘 

ユニットが敵ユニットと同じヘクスに移動すると、近接
戦闘が生起します。 これは直ちに解決されますが、こ
れが、ユニットが別々に移動するのではなく一緒に移動
することを選択する理由です。 乗車歩兵は近接戦闘に
参加しません。 近接戦闘は 4.3で詳述します。 
 
 
 

現実性に関するいくつかの考察 
GeddonWar はシミュレーションゲームですが、シミュレ
ーションはいくつかの点で表現方法と実用性の限界にぶ
つかります。 
 
ターン：実際の戦闘では、状況は非常に流動的で、すべ
てが同時に起こっています。 誰もターンに従いませ
ん。行動ステップまたは他のゲームでの同様の物の概念
は、単に、ユニットが（訳注：ターンではなく）ある特
定の瞬間に他の場所に意識を向けていることを反映して
います。 あなたが他の男との喧嘩で忙しい時に、別の
男があなたを見てあなたを殴り始めるかもしれないと言
うことです。 
 
スケール：GeddonWar の、標準的なスケールでは 1ヘク
スは約 150m で、編隊アクションは約 15分間のサイクル
で作戦を行います。 しかし、現代の対戦車兵器は有効
射程が数キロメートル（マップよりも大きい！）で、イ
ラクや他の地域ではそのような長大な射程で使用されま
した。 有効な射程をマップよりも小さく保ち、歩兵を
マップのスケール上で有用にするために、車載兵器はそ
の射程を少し小さくしました。 
 
同様に、走っている歩兵は、15分でマップの半分を進
むことができ、現実世界で徒歩または車両で戦闘に向か
っている部隊はマップを移動しきってしまいます。 私
たちは、前方のルートを普通に目で監視しながら、注意
深く 1つのポイントから別のポイントへ移動するのでは
なく、注意を払わずに移動することを選択するユニット
に対して特別な「急速移動」の移動力を持たせることで
これを反映しました。 
 
戦意：GeddonWar のユニットは単なるボール紙です。 
それらが表している兵士達は、彼らの指揮官が望む危険
な作戦に放り込まれることを喜んでいるわけではありま
せん。 現実の世界で、典型的なウォーゲームの一連の
戦いがもたらす損害が生じれば、両陣営は 1〜2ヵ月以
内に全軍を消滅させる結果となります。 GeddonWar で
は、損害を受け除去されたユニットが小隊の全滅を意味
することはめったにないと認識していますが、代わりに
残存部隊の総合的な動揺の方がより多く、部隊が前述の
移動速度を使用して単にマップから離脱して戻ってこな
いことにつながると考えます。40人の小隊が半分の兵
士を失った場合、残りの兵士達は理論値として 15ヘク
ス移動できる能力を使って地獄のような町から抜け出そ
うとするものです（あるいは降伏するか、穴を掘って隠
れ、他の人にしばらくの間戦闘をお任せするかです）。 
彼らはすべて死んでいるわけではありませんが、戦闘目
的で考えれば彼らは「全滅しています」。 
 
火力：他のユニットに損害を与える可能性がないように
見えるユニットがある場合、これは意図的です。 いく
つかの攻撃は、ユニットが合同射撃、側面射撃、または
血まみれの近接戦闘を行う場合にのみ有効なのです。 
 
ですから、GeddonWar を「現実的」なゲームだと考える
とき、これらを考慮に入れて楽しい時間を過ごしてくだ
さい！ 
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4.0 戦闘 

大部分の戦闘は、射撃、応射、機会射撃、近接戦闘、特
別ルールを伴う砲撃、地雷、または IED と言う形態をと
ることになります。 
 
GeddonWar ルールの非常に重要な部分は、効果的に撃ち
返すことができる敵はそうするという仮定です。 あなた
は単にそこに座っているだけの相手を急襲しているので
はありません。あなたはただ撃つのではなく、撃ち返さ
れる可能性があるため、攻撃を行うことで自身を危険に
晒しているのです。効果的な戦術を利用する人はこの脆
弱性を最小限に抑えることができます。 
 
GeddonWar の特製サイコロには、黒（デフォルト）、赤（強）、
緑（弱）の 3種類があります。 覚えておくべき基本ルー
ルはあなたが振るサイコロの数と、サイコロの色だけで
シンプルです： 
 
振るサイコロの数はいくつ？ 
・あなたの火力に等しい数の黒サイコロから始めます。 

・防御側の装甲値と等しい数のサイコロを引き、結果が負の場

合はゼロ個のサイコロとしてカウントします（これは重要で

す！）。 

・追加の射撃ユニットごとに +1DNを追加します。 

・攻撃が側面射撃の場合は +1DNを追加します（4.163） 

・あなたが 6個を超えるサイコロを振ることはありません。 

 
振るサイコロの色は？ 
・攻撃側と防御側のすべての DQ修正値（地形、射程など）を合

計します。 

・結果が正なら、その分の黒サイコロを赤サイコロに格上げし

ます。 

・結果が負なら、その分の黒サイコロを緑サイコロに格下げし

ます。 

・格上げと格下げの結果として、2 色より多い色のサイコロを

振ることはありません。 もし、そうなったなら、あなたは何

かを間違えています。 

・すべてのサイコロが赤または緑で、まだ適用できる格上げ／

格下げがある場合、それらは捨てられます。 
 
 
例：あなたが 3攻撃力で-1DQ を持つ地形にいる 1 防御力
の防御側を攻撃する場合、黒サイコロ 2 個（攻撃力－防
御力）を振りますが、DQ を適用して、それを黒サイコロ
1 個と緑サイコロ 1 個（-1DQ によって黒サイコロ 1 個が
緑に格下げします）にします。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.1 射撃戦闘 

ほとんどの射撃戦闘は同じ手順を使用して解決するので
続くトピックのために覚えておいてください。 射撃戦闘
には以下のように形式的に一覧できるいくつかの常識的
なステップがあります。 
 
・行動状態(Action Status)を確認します。 

・目標を宣言します。 

・射程をチェックします。 

・視線を決定します。 

・火力を決定します。 

・防御側は応射、死守または退却を宣言します。 

・攻撃側は集中射撃を（使用したければ）宣言します。 

・攻撃／防御修正値を決定します。 

・攻撃解決のためのサイコロと、もしあれば、防御側の応射 

解決のためのサイコロを振ります。 

・損害を適用します。 

 
 

4.11 行動状態 

ユニットは、行動マーカーを載せられていない場合にの
み、攻撃（通常の射撃または機会射撃）を開始、または
支援することができます。 いずれにしても応射は（4.171）
可能ですが、行動マーカーの火力修正値によって最大命
中数が減少します。 例えば、行動済みマーカーを載せら
れたユニットは、射撃を受けた時の応射では印刷された
火力-1DN の火力になります。 
 
 

4.12 目標を宣言する 

目標ヘクスに複数のユニットがある場合は、それらの 1
つを攻撃目標として宣言します。 乗車歩兵（3.02）を目
標にすることはできませんが、搭乗している車両が損害
を受けると戦闘結果を被る可能性があります。 
 

4.13 射程 

明らかに、攻撃は攻撃側の武器の射程内でなされる必要
があります。 同様に、応射も防御側が撃ち返すための十
分な射程を持つことを要求します。 
 
例：BMP-2の射程は 4であり、
反乱軍民兵の射程は 1（拡張射
程は 2）です。 BMP-2が 3ヘク
ス以上の距離にいる場合、反
乱軍民兵は応射できません。 
 
近接射程（半分、端数を切り捨てます）の修正値は +2DQ
（増強）であり、拡張射程（最大 2 倍）の修正値は-2DQ
（減少）です。 これは振るサイコロの数を調整するもの
ではなく、サイコロの色だけを調整することを忘れない
でください。 
 
注：近接戦闘中のユニット、あるいは射程が 1 または 0
のユニットは、近接射程ボーナスを得ることはできませ
ん。 そして、射程値が赤い丸で囲まれたユニットは、拡
張射程を持たず、また近接射程ボーナスもないことに注
意してください。 
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リアリティノート 
賢明な指揮官は常に敵の応射能力を最小限にしようとし
ます。 あなたの射程が勝っている場合（73 Easting（1991）
の戦いのような）遠距離で交戦し、あるいは、あなたの
部隊を送る前に慎重な砲撃によって敵歩兵を弱らせるの
です。あなたのインパルスであるからと言って開けた地
形を横切って攻撃を仕掛けることは、GeddonWar では良
い考えとは言えません。 
 
 

4.14 視線（Line of sight） 

LOSと略記されます。 直接射撃に参加するすべてのユニ
ットは、彼らが撃とうとしている人々を見ることができ
る必要があります。 
 
 
LOS はあるヘクスの中心から別のヘクスの中心までたど
ることで決定されます。 LOS は、射撃を行うヘクスの地
形と目標ヘクスの地形を含みません。例えば、都市地形
は LOS をブロックしますが、都市ヘクスから別の都市ヘ
クスに、その間に LOS をブロックする地形がなければ射
撃をすることができます。 これによる副作用によって、
あなたはいつでも隣接ヘクスを射撃することができるの
です。 
 
 
LOSを考える場合、ヘクスは、実際の木や建物やその他の
シルエットそのものではなく、ヘクス全体がその地形特
性の完全な性質を持つものとみなされます。 したがって、
視線がそれをブロックするヘクスを横切った場合、直接
射撃は行えません。 LOSが LOSをブロックするヘクス境
界を正確に通過する場合、LOS が 2 つ以上のヘクス境界
を通過しない限り、ブロックされません。 

 
 
例：赤のユニットは青と緑のユニットを見ることはでき
ますが、金や黒のユニットを見ることはできません。 金
のユニットは緑と青のユニットを見ることはできますが、
赤や黒のユニットを見ることはできません。 青のユニッ
トは、黒ユニット以外のすべてのユニットを見ることが
でき、またそれらのユニットは青のユニットを見ること
ができますが、黒ユニットは、他のユニットのいずれも
見ることができず、見られることもありません。 
 
 

地形タイプ LOS をブロック？ 備考 
道路 n/a 地形による 
開豁地 いいえ  
耕作地 いいえ  
柔らかい砂地 いいえ  
砂丘 はい レベル 0 障害物 
荒地 はい レベル 0 障害物 
林または森 はい レベル 0 障害物 
集落または都市 はい レベル 0 障害物 
沼地 いいえ  
河川 いいえ  
ワディ はい ワディ内を除く 
等高線 いいえ 高い方へ向かって

撃つ場合-1DQ 
稜線 はい どちらの方向でも 
フェンス いいえ  
難民キャンプ はい  
残骸 いいえ  

  
道路：LOS を決定する場合、道路がある

、、、、、
地形を使用しま

す。 マップ上の直線道路でさえも、阻止地形が LOSに影
響を与えるような緩やかなカーブを持っています。 
 
ワディ：ワディは視界を制限する険しい側面を持ってい
ます。 ワディヘクスは、ワディヘクス以外のヘクスを（訳
注：LOS が）横切らない任意の距離のワディヘクスを見る
ことができます、しかし、ワディヘクス以外のヘクスを
見ることはできず、ワディヘクス以外から見られること
もありません。 
 
高度：等高線は高度を表します。 LOS が等高線を持つヘ
クスを横切った場合（等高線自体を横切らなくても）、次
の a)または b)の場合を除いて、LOS をブロックします。 
 
a） それが攻撃側または防御側と同じヘクスにあるか、 
b） 射撃側と目標の両方が同じ高さにある。 
 
a）または b）が適用される場合、LOS が別の丘を横切っ
ていない限り、より低い等高線を横切ることによってブ
ロックされません。 たとえば、Burning Lands マップの
G4と M7、G4と T11との間には LOS がありますが、T11 と
F12の間には LOSはありません。 より低い高度からの射
撃は-1DQ を被り、これは防御的な地形としてカウントさ
れます。 
 
稜線（crest）：稜線（crest line）
は、非常に低い丘のような物で、LOS
に影響を及ぼす程度には十分な高
度差をもっています。あなたが稜線
上にいる場合は、その両側が下り坂
である等高線上にいるものとみな
してください。 
 
例：このユニットは、Xとマークさ
れたヘクス以外のすべてを見るこ
とができます（他のすべてのヘクス
には、前述の高度基準 a）または b）
が適用されます）。 O10 / N8 は P10
の下り側にあり（交差していないた
め）LOSがあります。 
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4.141 障害物の高さ 

GeddonWar は、LOSをブロックできるものは一定の高さを
持っていると仮定しています。 通常の地上レベルは「レ
ベル 0」とみなされます。 地上レベルにあり、地上ユニ
ット間の LOSを主にブロックするものは、「レベル 0の障
害物」です。 例としては、森、都市、砂丘、稜線などが
あります。 いくつかの障害物は、煙幕のようにあらゆる
高さの LOSをブロックします。 丘は「レベル 1」、「レベ
ル 2」、まれに「レベル 3」で、そのヘクスは等高線で示
されます。 窪地またはワディは「レベル-1」であり、特
殊なケースです。 
 
高度の優位性があっても、隣接するレベル 0 の障害物ヘ
クスを通して、それに隣接するレベル０の障害物ヘクス
を見ることはできません（隣接する 2 つの都市ヘクスの
ような）。 高度の優位性は、レベル 0 の障害物を越えた
先の開けた地形（開豁地、耕作地）を見ることはできま
すが、それが目標に隣接している場合には、部分的な遮
蔽のために攻撃に-1DQ のペナルティがつきます。 あな
たのユニットは激しい射撃にさらされないため、得られ
るすべての遮蔽を受けることができます。 
 
 
例：BMP-2はレベル 1の丘の上にあり、
集落地形（レベル 0の障害物）を通り
こして集落地形にいる目標を撃ちた
いと考えています。 あなたはレベル 0
の障害物を通り越して、それに隣接す
るレベル 0の障害物ヘクス見ることは
できないため、LOS を持つことができ
ません。 従って射撃できません。 
 
 
 
 
 
 
例：同じ攻撃が行われますが、建物を
通り越した先は耕作地ヘクスです。 
攻撃側は-2DQ のペナルティ、-1DQ は
耕作地、-1DQは障害物越しの射撃、を
被ります。 防御側は防御的な利益を
もたらす地形にいるので、そのような
地形に関する通常のルールが適用さ
れます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15 火力を決定する 

ユニットの基本火力は、ユニットに印刷された火力です。 
この火力値は目標の防御力によって減少します。 火力値
が 0または負の場合は、0としてカウントします。 火力
値 0 は実際には何もできませんが、他のユニットとの合
同射撃によって振ることができるサイコロを追加できま
す。 
 

歩兵支援火器は、同じ色の火力値を持っていればユニッ
トの火力に加えることができます。そうでなければ、支
援火器火力は単独で射撃します（これは射撃ユニットの
アクションです）。 火力を追加する支援火器が射撃ユニ
ットより長い射程を持つ場合、射撃ユニットの射程を使
用するか、支援火器の火力を単独で使用します。 
 
 

4.151 特化した攻撃および防御 

ほとんどのユニットは、ある色の火力値と、異なる色の
星形を持っており、これらは 1 次と 2 次火力タイプを表
しています。 いくつかのユニットは、同じ色の火力値と
星形を持っており、これらは特定の役割に特化している
ため、他の用途ではあまり有効に機能しません。 成形炸
薬タイプの対戦車ロケットが一例になりますが、これは
通常は歩兵に対して使用しません。いくつかのユニット
は同じ色の防御力と盾を持っています。 これらは、特定
のタイプの攻撃に対して最適化された防御です。 爆発反
応装甲を備えた戦車がその一例です。 適切な特化した防
御能力を持つ目標は防御力に +2 を得ます。 これは DQ
の調整ではなく、火力／星形がその色である攻撃に対し
て防御値が +2増加すると言うことです。 
 
例：Konkurs は特化した攻撃能力が 6
（金色の星形の上の金色の火力値）
です。T-72B1 は装甲値 3 を持ってい
ますが、そのタイプの攻撃に対する防
御に特化しているため、装甲値 5とし
てカウントされます。そのため、
Konkursは攻撃のために 1個のサイコ
ロを振ります（攻撃力 6から防御力 5
を引く）。 
 
アルマータは通常の対車両攻撃力 7
を持ちます（赤い星形の上に金色の
火力値）。 T-72B1 を射撃した場合、
攻撃のために 4 個のサイコロを振り
ます（攻撃 7 から防御 3を引きます）。 
T-72B1 の特化した防御能力は、アル
マータの通常対車両攻撃に対して特
別な利益をもたらしません。例えば、
アルマータは、爆発反応装甲の影響を
受けない徹甲弾（ armor-piercing 
solid penetrators）を発射すること
ができます。 
 
 

4.152 防御陣地 

防御陣地内にいる、防御陣地の防御力
色と同じ色の防御力を持つユニット
は、防御力が +1 増加します。つまり、
それらのユニットに対する攻撃では
攻撃力が 1 減少することを意味しま
す（-1DN）。 1 ヘクス内に置けるのは
1 個の防御陣地だけですが、そのヘク
ス内にいる色が一致する防御力を持
つすべてのユニットに自動的に影響を与えます。 防御陣
地は、それを使用しているユニットが除去された場合（例
えば、車両用の豪が炎上する車両残骸で満たされている
場合など）、プレイから除去されます。 
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4.153 集中射撃（オプション） 

移動しない攻撃者は「集中射撃」を宣言することができ
ます。 これは +2DQ を得られるため強力です。 集中射
撃のペナルティは、集中射撃がさらに 2 つの行動ステッ
プを要求するため、ユニットは正常状態から動揺状態に
なり、もしあなたが応射を受けるか、回復の機会を得る
前に攻撃を受けるとユニットはより脆弱になります。こ
れは優れた射程と補給能力を持つユニットが緊急事態に
陥った時にだけ取るべき手段です。 集中射撃を使って機
会射撃を行うことはできません。（4.21）。 
 
 

4.16 防御状態を宣言する 

彼らの行動状態と彼らがいる地形によりますが、攻撃の
対象は単にそれを受けるか（サイコロの修正なし）、応射、
または退却を選択できます。 
 
 
応射：行動済み、釘付け、または動揺マーカーが載せら
れていても、非手番プレイヤーのどのユニットでも使用
できます。ですから、現在アクティブな編隊のユニット
は、射撃された場合に応射できません。応射とは、あな
たが攻撃者に対して撃ち返していることを意味し、その
仕組みはルール 4.171 で詳しく説明しますが、ここで簡
単に説明すると、あなたが敵に撃ち返そうとしていると
言うことは、あなたが敵から見える所に留まることを選
択していることになるため、攻撃者はあなたへの攻撃で 
+1DQを得ることができます。 
 
 
退却：攻撃の威力を低下させる地形にいるユニットで、
釘付けまたは動揺マーカーを載せられていないユニット
が使用できます。 退却するユニットは、それがいるヘク
スから出て、敵の LOS 外（または射程外）の隣接ヘクス
に移動できなければなりません。退却は、退却によって
攻撃者との距離を減少させられないと言う意味で、退却
は常に攻撃側から遠ざかる動きになります。ユニットは
応射の機会を見送る代わりに、退却によって彼らがいる
地形に対してさらに-2DQの特典を得られます。要するに、
あなたは何らかの攻撃を受けたので、速やかに退散する
ことを決めたのです。 
 
注：特殊なケースとしては、歩兵が移
動不可の注釈が付いた支援火器を装
備している場合があります。 このタ
イプの支援火器は扱いにくく、輸送
のためにすぐに取り外すことができ
ません。 それを使用している歩兵ユ
ニットが退却（近接戦闘における防
御側を含みます）する場合、その支援
火器は破壊され、プレイから取り除かれます。 
 
 
移動中に射撃を受けた行動中のユニットは、攻撃者の
LOS 外に出ることができれば退却することができますが、
そのヘクスへ移動するための移動ポイントを残している
必要があります。ユニットの移動は退却後に終了し、彼
らは、宣言した「移動と射撃」アクションの射撃の機会
を失います。退却するためだけに敵の射撃に向かって前
進する理由は、陽動が目的で、敵に火力を使用させるこ
とで、別のユニットが射撃を受けずに前進できるように

するのです。 
 

4.161 攻撃修正値を決定する 

攻撃のすべての修正値を合計して、それに応じてサイコ
ロの色を調整します。 下の表は、ほとんどの修正値を示
していますが、完全版は Armageddon War リファレンスカ
ードにあります。 正の DQ は攻撃サイコロを強化し、負
の DQ は攻撃サイコロを弱くすることを忘れないでくだ
さい。 
 
 その地形にいる防御側ユニット 
 歩兵 装輪式車両 装軌式車両 
道路  +1DQ  +1DQ  +1DQ 
開豁地 +0DQ +0DQ +0DQ 
耕作地 -1DQ +0DQ +0DQ 
柔らかい砂地 -1DQ +0DQ +0DQ 
砂丘 -2DQ -1DQ -1DQ 
荒地 -2DQ -2DQ -2DQ 
林 -1DQ -1DQ -1DQ 
森 -2DQ -1DQ -1DQ 
集落 -1DQ +0DQ +0DQ 
都市 -2DQ -1DQ -1DQ 
沼地 -1DQ +0DQ +0DQ 
河川  +1DQ  +1DQ  +1DQ 
ワディ -1DQ +0DQ +0DQ 
高度変更(上昇) -1DQ -1DQ -1DQ 
稜線 +0DQ +0DQ +0DQ 
急速移動 +DQ 全て +DQ 全て +DQ 全て 
フェンス  +1DQ  +1DQ  +1DQ 
難民キャンプ -1DQ -1DQ -1DQ 
残骸 -1DQ -1DQ -1DQ 

 
 その状況下にいるユニット 
 歩兵 装輪式車両 装軌式車両 
技術的優勢 
または劣勢 

 +1DQ 
-1DQ 

 +1DQ 
-1DQ 

 +1DQ 
-1DQ 

移動射撃 -1/-2/-3DQ -1/-2/-3DQ -1/-2/-3DQ 
応射  +1DQ  +1DQ  +1DQ 
退却 -2DQ -2DQ -2DQ 

 
技術レベル：カウンターの右側中段にある赤、黒または
緑の稲妻は、ユニットの練度、補給状態、全体的な技術
基盤を表し、赤は最高、緑は最低です。 攻撃側と防御側
の技術的な違いのそれぞれについて、±1DQ を得ます。 
つまり、攻撃側が優れている場合はサイコロが強化され、
攻撃側が劣っている場合はサイコロが弱くなります。 
 
例：T-72は反乱軍の T-55に対して 2個
のサイコロを振りますが、T-72 は 1 ポ
イントの技術的優勢があり +1DQ を得
るため、1個の赤サイコロと 1個の黒サ
イコロになります。 T-55は T-72に対
して 1 個のサイコロを振りますが、T-
55 は 1 ポイントの技術的劣勢であり-
1DQを被るため、1個の緑サイコロとな
ります。 
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GeddonWar に登場するハードウェアの多くは、表面的に
は同じですが、品質に顕著な違いがあります。 T72は T64
と同じ 125mm 砲を装備し、サウジアラビアに輸出された
M1A1 は米国が使用する M1A3 と同じ 120mm 砲を装備して
います。しかし、ロシアが輸出用に販売している T72 用
の砲弾は、自分たちが使っているものほど良くはなく、
米国は劣化ウラン弾を誰にも販売していません。暗視装
置、射撃統制装置、装甲の品質などにも違いがあります。 
「M」サフィックスを持つ多くのロシア製車両は、ミッキ
ーマウス・バージョンとして知られていますが、これは、
輸出モデルの射撃統制能力やその他の機能が低いためで
す。同様に、GeddonWar に登場する一部の軍隊はひどく時
代遅れであり、かつ／または訓練が不十分です。彼らは
シリアで未だに T55を使用しており、2015年のウクライ
ナ紛争では、古い T34-85でさえも戦争記念碑の台座から
引き出され、現役に復帰しました。技術レベルの修正値
を使用することで、これらの違いに加えて様々な人員の
質と運用ドクトリンの違いを認識することができます。 
 
 
移動射撃：ユニットは「移動と射撃」または「射撃と移
動」アクションを行うことができることを説明しました。 
攻撃を行う前にすべての移動ポイントを使用すると、攻
撃には-3DQの修正がつきます。移動ポイントの全てでは
ありませんが少なくとも半分を使用している場合には-
2DQ の修正が、移動ポイントの半分未満を使用している
場合には-1DQの修正がつきます。 
 
「射撃と移動」を行う場合は、射撃後に使用する移動ポ
イントを射撃の前に宣言しなければなりません。 これは
攻撃修正値を決定するために使用されます。 宣言された
すべての移動ポイントを使用する必要はありませんが、
宣言された移動ポイントを超える移動ポイントを使用す
ることはできません。 あなたが機会射撃や応射によって
損害を受けた場合、そのユニットの行動は完了となりま
す。 射撃していなくても射撃をすることはできず、退却
（4.16）の宣言以外ではそれ以上移動することもできま
せん。 
 
 
道路：道路移動を行っている間（または地形を通過する
ために道路を使用する以外に選択肢がない時）に射撃を
受けた場合、あなたは開豁地におり、遮蔽を得る選択肢
は限られています。 これは攻撃者に  +1DQを与えます。 
移動中に射撃を受けた場合でも、道路が通過している地
形に防御効果がある場合には、退却することができます
が、戦闘修正値を求める目的では、あなたはまだ道路に
いるものとみなされます。 
 
 
川：あなたが水陸両用車両に乗って川にいるか、道路で
川を渡っているかに関係なく、あなたは脆弱です。 川の
上を通る道路は橋ですが、そこにいる目標に対する攻撃
には +2DQがつきます。 
 
 
注：あなたが川にかかる橋上で移動を終えると、移動後
のあなたに対する攻撃にまだ +1DQ 修正値（あなたは道
路にいるものと見なされます）がつきます。 
 
 
 

急速移動：あなたが急速移動の移動速度を使用している
時に攻撃された場合、攻撃側はすべてのサイコロに +1DQ
を得ます（事実上、振るサイコロ 1 個あたり 1DQ 増加し
ます）。これは、あなたが急速移動を使用している時に誰
かがあなたに間接射撃を行った場合にも適用されます。 
あなたは急いで移動しているため、遮蔽を得られません。 
 
フェンス：あなたのターン中、あなたがフェンスを通過
した直後に射撃を受けた場合、そのフェンスが無傷か啓
開されているかどうかにかかわらず、攻撃側は +1DQ を
得ます。これは、あなたの移動あるいは進路が制限され
ているため、あなたが容易い目標となるからです。 
 

4.162 合同射撃 

同じ編隊の 2 つ以上のユニットは協同して攻撃を行うこ
とができます。 まず、攻撃を先導しているユニットを決
めて、次に他のユニットについて以下をチェックします： 
 
・目標はすべてのユニットの LOS 内にいる。 間接射撃能力を

持つユニットの場合、ユニットの 1つが LOSを持てば十分で

す。 

・合同射撃を行うすべてのユニットは、先導ユニットと同じか

近いレンジバンド内にいる（近接、通常、拡張）。近接または

拡張射程（1.312）を持たないユニットは全射程として数えま

す。 

 
合同射撃は、先導ユニット以外の参加するユニット１つ
につき攻撃のために振るサイコロを 1 つ増加 (+1DN）さ
せ、合同射撃と側面射撃の効果を合計して最大 +3DN ま
で増加させます。これは DQ ではありません。 攻撃の最
小火力が 1 であるユニットが振れるサイコロがゼロであ
ることを思い出してください。 通常なら攻撃のサイコロ
を振ることができない火力に劣ったユニットも合同射撃
によって攻撃のサイコロを振ることができます。支援ユ
ニットは、先導ユニットと同じ火力タイプを持つ必要は
ありません。 合同射撃は、あなたの編隊がアクティブに
なったときのみ可能です（合同射撃を使って機会射撃を
行うことはできません）。 
 
注：防御側が応射を選択した場合、合同射撃に参加した
ユニットを視認できるものと見なして、合同射撃に参加
したいずれかのユニットに対して射撃を行うことができ
ます。 
 

4.163 側面射撃 

合同射撃が 2 つの異なるヘクスサイドから目標ヘクスに
撃ち込まれる場合、その火力の一部が防御側の防御の弱
い部分を攻撃しているものとみなし、攻撃側に追加の 
+1DN を与えます。 ヘクス頂点は、それが接するヘクスサ
イドと違うヘクスサイドとはみなしません。 航空攻撃は
常に地上攻撃とは異なるヘクスサイドからの攻撃です。 
 
例：ヘクス A の 2 つのユニットが
ヘクス C に対して合同射撃を行う
と、攻撃で +1DNが得られます。ヘ
クス B のユニットと合同射撃を行
うヘクス Aのユニットは、 +2DNを
得ます、 +1DNは合同射撃で、 +1DN
は側面射撃の効果です。 
 
 

A 

C 

B 
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4.17 攻撃及び応射のためのサイコロを振る 

ここはとても重要な部分です。 サイコロを手に取り、状

況と必要に応じて±DQ を適用してサイコロを振ります。 

サイコロには、星形、盾、空白面の組み合わせがありま

す。 星形は攻撃側が与えた打撃であり、盾は応射を行っ

ている場合に防御側が与えた打撃です（応射については、

この後すぐに説明します）。 

 

打撃と命中には違いがあり、それは火力の色と防御盾の

色に基づいています： 
 
・1 次火力：攻撃力と防御盾が同じ色の時、各打撃は 1 命中と

数えます（例えば、歩兵 対 歩兵など赤い攻撃力と赤い盾な

どの場合です）。 

・2次火力：攻撃側の星形と防御盾が同じ色の時、2打撃（端数

は切り捨てます）毎に 1命中と数えます（例えば、ほとんど

の戦車 対 歩兵のように、赤い星形と赤い盾などの場合で

す）。 

・3 次火力：1 次火力と 2 次火力のどちらの色も防御盾と同じ

色ではない時、 3打撃（端数は切り捨てます）毎に 1命中と

数えます（例えば、ATGM 対 歩兵のように、金色の星形の上

の金色の攻撃力と赤い盾などの場合です）。 

・防御側の盾が灰色の場合、自動的に 1次火力とみなします（こ

れは対トラックの場合などです。各打撃は 1命中と数えます）。 

 
 

例：歩兵と BMP-2の火力はいずれも

3、防御力は 1です。BMP-2が歩兵を

攻撃した場合、2 つの黒いサイコロ

（攻撃力 3 - 防御力 1）を振り、サ

イコロの各星形が歩兵への命中と

なります（赤い攻撃力と赤い盾のた

め 1次火力となります）。 歩兵が攻

撃側の場合、2 つの黒いサイコロを

振りますが、2 つの星形毎に BMP-2

に対する１命中となります（金色の

星形と金色の盾で 2次火力となりま

す）。 
 
 
 

4.171 応射 

応射とは、退却または隠れる代わりに、積極的に攻撃者
に撃ち返すことを意味します。 これは攻撃者に +1DQを
与えるので、あなたが攻撃者に損害を与える可能性があ
ると思う場合にのみこのオプションを選択します。 応射
は非アクティブプレーヤーにのみ許可されています。 つ
まり、あなたのターンに移動している時にあるユニット
が撃たれた場合、あなたは応射を行うことはできません。
防御側が応射を選択した場合、攻撃者に与えることがで
きる命中の最大数は応射する側の火力です： 
 
 
・攻撃者の防御値を差し引き 
・行動状態による DN（行動済み、釘付け、動揺）の効果を 

引き 

・攻撃者が防御的な地形にいる場合は 1を引きます 

 

 

この数字は簡単にゼロになる可能性があり、その場合は

応射する意味はありません。 単純化のために、応射の計

算に技術レベルまたは拡張射程を適用しないことに注意

してください。 

 

攻撃者が振ったサイコロで出た盾の数が、防御側が応射

で与える打撃の数であり、攻撃側の星形と同様にして命

中に変換します。 

 

例：BMP-2が攻撃しており、RPG-7 を所

持した民兵が応射を選択しています。 

防御側の火力が 4で攻撃側の防御力が 1

であるため、防御側の応射が与えること

ができる命中の最大数は 3です。 その

他の修正値がなければ、攻撃側は 2 個の

サイコロを振ります（攻撃力が３で、民

兵の防御力は 1 です）。 民兵が応射を選

択したため攻撃側は +1DQの格上げ

を得て、振るサイコロは赤いサイコ

ロ 1 個と黒いサイコロ１個になり

ます： 

 

 

 

 

 

 

 

結果は、防御側が攻撃側から 2 打撃、攻撃側は防御側の

応射から 2 打撃を受けます。各陣営は 1 次火力（火力の

色と同じ色の盾）を使用しているため、各打撃は 1 命中

です。 したがって、攻撃側は攻撃を行うために 1 行動ス

テップを受け、応射でさらに 2行動ステップを受けます。 

防御側は攻撃によって 2行動ステップを受けます。 最終

的な結果は、BMP-2 が動揺、民兵が釘付けになります。 

 

 

 

応射は行動ではありません。 あなたが応射のために受け

るペナルティは、あなたが頭を出して撃ち返すことによ

って攻撃側が得る +1DQだけです。 

 

応射は常にオプションであり、いつでも可能であるわけ

でなく、良いアイデアでさえないかも知れません。 攻撃

を受けるユニットは、自分の武器の射程外から攻撃を受

けるか、またはユニットが劣勢で、攻撃側に損害を与え

るに足る火力をもっていないか、攻撃側が有利な位置か

ら射撃を行っているか、ユニットが行動ステップを受け

ているため十分な火力を発揮できないかのいずれかです。

賢い攻撃者は防御側の応射の機会を可能な限り減らそう

とするものです。退却(4.16)することが良い場合もあれ

ば、単に攻撃を受けなければならないだけの場合もあり

ます。戦争は時として不公平なものです。 
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4.18 損害の割当 

GeddonWar では、ユニットが行動を行った場合、あるいは

損害を受けた場合に極めて簡潔な処理をします。 

 

•行動済み（-1DN） 

•釘付け（-2DN） 

•動揺（-3DN） 

•損害ステップ 

 

これらの損失は累積的で、すでにある結果を受けている

なら、次は今あなたが受けていないより深刻な結果を受

けます。 1 つのユニットに複数の行動マーカーが置かれ

ることは決してありません。 「損害ステップ」とは、ユ

ニットを減少戦力面に裏返すことを意味します。 損害ス

テップを受けているユニットが損害ステップを受けた場

合、それは除去されます（車両は残骸カウンター（1ヘク

スにつき最大 1 個の残骸）で置き換えられます）。 

 

例：あなたが移動しているなら、移動が終わったときに

行動済みマーカーを受けます。 あなたが移動中に攻撃さ

れ、3命中を受けた場合、あなたのユニットは（訳注：命

中の結果として）動揺状態になります。 その後、移動に

よるペナルティで損害ステップを受けます。 結果として、

あなたのユニットは動揺状態になり減少戦力面に裏返さ

れます。 

 

例：あなたのユニットが行動して既に行動済みマーカー

を受けている時、命中を 1 つ受けると、行動済みマーカ

ーは釘付けマーカーになります。 既に釘付けマーカーを

受けている場合は、動揺マーカーに変更され、すでに動

揺マーカーを受けている場合は損害ステップを受けます。 

それが動揺してステップロス状態でさらに命中を受けた

場合、そのユニットは除去されます。 

 

ほとんどのユニットは 1 損害ステップを受けた状態まで

生き残ることができますが、士気を回復する機会を得る

前に 5 命中を受けると、ユニット（行動済み、釘付け、

動揺、損害ステップ、除去）は除去されます。 

 

このシステムのアイデアは、あなたのユニットがより多

くのことを実行すれば、それにつれてより多くを使って

しまうため、回復させなければならないということです。 

時間が与えられさえすれば、動揺状態のユニットは完全

に回復することができます。GeddonWar の戦闘は、最初の

一撃で目標を撃破するほど激しいか、あるいは何ターン

にもわたって複数の攻撃を行い少しずつ擦り減らしてい

くか、あなたが望む地勢から敵を後退させてそれ以上持

ちこたえることをできなくさせるか、あるいは単にあな

たの軍事的目標を達成するのに十分な時間敵を動揺状態

にしておくかです。あなたが敵の対戦車陣地を破壊でき

なくても、それがあなたに対して十分な効果を発揮でき

なくさせれば十分です。このスケールではいくつかのゲ

ームとは異なる戦略が必要であり、少しの忍耐力が必要

です。 

 

 

 

4.2 特別な戦闘状況 

これまでのルールは、最も一般的な戦闘状況をカバーし

ています。 次のルールは残りの部分をカバーし、近接戦

闘は個別のセクションで説明します。 

 

4.21 機会射撃 

これは、攻撃を生起できるユニット（行動済み、釘付け、

動揺ではない）が、他のプレイヤーのアクション中に射

撃することです。 これは、移動あるいは移動する意思を

表明することに対して行われます。 ええ、あなたの相手

が「俺このユニットを動かすつもりだよ」と言ったら、

あなたは「その前に俺がそいつを撃つよ」と言うことが

できます。 これには、乗車歩兵の降車を表明した APCに

対する射撃、または降車した歩兵に対する射撃を含みま

す（ただし、両方ではありません）。敵ユニット 1つにつ

き 1 つのユニットのみが機会射撃を行えます（機会射撃

を合同射撃で行うことはできません）（訳注：機会射撃は

ユニットごとに行います）。 機会射撃はそれを行うユニ

ットに行動済みマーカーを与えるので、ユニットは 1 回

だけしか射撃できません。 あなたが機会射撃で敵ユニッ

トに何らかの行動ステップを負わせた場合、その敵ユニ

ットはそのヘクス（またはその退却ヘクス）で停止し、

行動ステップを受け取り、そして射撃はできません。 

 

例：2個のユニットのスタックがあり、2個の敵ユニット

のスタックがあなたの LOS に入ると、あなたの 1 ユニッ

トがあるヘクスで 1 つの敵ユニットに射撃することがで

き、敵が移動を続けると、 あなたの他のユニットは、次

のヘクスで同じ敵ユニットまたは別の敵ユニットに射撃

することができます。 

注：「移動の意思を表明する」ことは重要です。 それは、

誰かがあなたのすぐ隣にいて、近接戦闘をするためにあ

なたのヘクスに移動したいと言ったら、彼らがあなたの

いるヘクスに進入する前に彼らを撃つべきだからです。 

例：プレイヤー1（ISIL）は Bと C に民兵を、プレイヤー

2（ロシア）は Aに射撃可能な

歩兵がいます。プレイヤー2

は次の場合に機会射撃を宣言

することができます。 
 
1）Cが Xの隣接ヘクスへ移動
する意思を表明する 
2）Xに隣接する開豁地に移動
した後 
 
プレイヤー2 は、B が A のい
るヘクスへ移動して近接戦闘
を開始する意思を表明した場
合も、機会射撃を行うことが
できます。 つまり、Aは準備
ができており、B が出てきてプレイするのを待っていま
す。 しかし、機会射撃は、Aが行動済みマーカーを受け
ることを意味するので、ヘクス A に 2 つの射撃可能な歩
兵がいない限り、B と C に機会射撃を行うことはできま
せん。 戦術的には、Bはその存在で Aを拘束しています。 
A が開豁地を突進して横断する Cを射撃した場合、Bは A
から撃たれる心配なしに A のヘクスに移動して近接戦闘
を開始することができます。 
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4.3 近接戦闘 

あなたの地上ユニットが敵地上ユニットと同じヘクスを

占めている場合、近接戦闘が行われます（近接戦闘は地

上ユニット間でのみ可能です）。 これは直ちに起こるの

で、複数ユニットによる攻撃を望む場合は、ルール 3.0

に従って一緒に移動する必要があります。 近接戦闘には、

射撃／応射の機序はありません。 両陣営は個別にサイコ

ロを振り、他の側への影響を決定します。 近接戦闘は次

のように解決されます： 

 

・先導ユニットを決定する（4.31） 

・戦闘の種類を決定する（4.32） 

・火力タイプを調整する（4.33） 

・振るサイコロの数を決定する（4.33） 

・近接戦闘修正値を適用する（4.34） 

・戦闘と管理を解決する（4.35） 

 

 

4.31 先導ユニット 

ある陣営に２つ以上のユニットがある場合、プレイヤー

はどのユニットが攻撃または防御を先導するのか宣言し

ます（攻撃側が最初です）。 これは戦闘修正値の違いを

もたらし、被った損害による最初の命中は先導ユニット

が受けます。 先導攻撃ユニットは先導防御ユニットを目

標にしますが、すべてのユニットが戦闘結果の影響を受

けます（これは火力値の色と防御値の色の効果を適用す

るときに違いを生じます）。 一方の陣営にユニットが 1

つしかない場合、そのユニットはデフォルトで先導ユニ

ットになります。 

 

4.32 戦闘のタイプを決定する 

近接戦闘のための両面カウンターのペアがあります。 1

つは「攻勢(Push)」と「包囲(Envelop)」（攻撃側用）と

書かれており、もう 1 つは「死守(Hold)」と「退却

(Retreat)」（防御側用）と書かれています。 

 

・攻勢：あなたはヘクスから敵を追い出そうとしています。 あ

なたが被った命中より多くの命中を与えた場合、敵は可能な限

り後退しなければなりません。さもなければ、敵ユニットは除

去されます。 それ以外の場合は、あなたは進入してきたヘクス

（それが可能でない場合は任意のヘクス）に戻ります。 

 

・包囲：あなたは敵を包囲して撃滅しようとしています。 敵が

退却を選択しておらず、あなたがすべての敵ユニットを排除で

きていない場合は、できるだけ近接戦闘に進入してきたヘクス

に戻ってください（それが可能でない場合は任意のヘクス）。 

 

・死守：あなたはどのような犠牲を払ってもそのヘクスの支配

を固持しようとしています。 

 

・退却：自動的にヘクスの支配権を敵に渡します。 

 

 

各プレイヤーは、使おうとしている戦術を手で隠してお

き、同時にそれらを明かします。 この 2つの組み合わせ

により、各人の振るサイコロに±DQ が与えられます。 

 
   攻撃側の戦術 

防御側の戦術 攻勢 包囲 
死守 攻撃側：+2DQ 攻撃側：+1DQ 
 防御側：+2DQ 防御側：+0DQ 
退却 攻撃側：+0DQ 攻撃側：-2DQ 
 防御側：+1DQ 防御側：-2DQ 

 

4.33 火力とタイプの調整 

直接射撃に関しては、デフォルトで、各陣営に 2 つのユ

ニットがある場合、合同射撃による +1DN を含めて振る

サイコロの数を計算します（注：トラックは近接戦闘で

はカウントされます）。近接戦闘では、「移動不可」表記

の支援火器を攻撃側が使用することはできません。 使用

可能な支援火器を持つ先導ユニットは、状況に応じて火

力を使用するかどうかを選択できます。 

 

これにはいくつかの大きな例外があります。 第 1 に、歩

兵ユニットは、敵の先導ユニットの防御値にかかわらず、

少なくとも 1個のサイコロを振ることができます。 第 2

に、歩兵が集落地形で車両が先導ユニットとなる防御側

を攻撃する場合、 +1DN を、都市地形では +2DN を得ま

す。 逆に、歩兵に遮蔽効果を提供しない地形にいる歩兵

が先導ユニットである敵に対する車両が先導ユニットと

なる攻撃の場合、車両は +1DNを得ます。 

 

 

例：これらのユニット間の都市地形

における近接戦闘状況では、T-55は

3 個のサイコロ（T-55 の火力から反

乱軍歩兵の防御力を引いたもの）

を、反乱軍歩兵は 3個のサイコロを

振れます（彼らは最低限 1個のサイ

コロを振ることができ、都市地形で

車両が先導ユニットである敵を攻

撃するので +2DNを得ます。 

 

一方、この近接戦闘が開豁地形で行

われた場合、T-55 は 4 個のサイコ

ロを振ることができ、反乱軍の歩兵

は 1 個のサイコロだけを振ること

ができます（歩兵は常に 1個のサイコロを振れます）。 

 

 

さらに、歩兵先導ユニットは、防御側の盾の色と同じ攻

撃タイプを持つものとみなされます。 例えば、車両を攻

撃する歩兵は、車両の盾の色と同じ 1 次火力の色（すな

わち、1 回の打撃 = 1回の命中）としてカウントします。 

 

 

例：前述の例の両方で、車両は歩兵防御（1命中を得るた

めに 2 打撃）に対して対戦車火力でサイコロを振り、歩

兵は装甲防御に対して対戦車火力としてサイコロを振り

ます（1命中を得るために 1 打撃）。 
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4.34 近接戦闘修正値を適用する 

近接戦闘には 3 種類の適用可能なサイコロ修正値があり

ます。 近接戦闘に参加するための移動は修正値とはなら

ず、行動に伴う行動ステップが、戦闘結果の適用後に、

適用されます。 

 

・戦術：前述のとおり（4.32）。 

・技術レベル：先導ユニットの間に技術レベルの差がある場合、

技術の優位度に応じて、より良い技術を持つ側が +1DQまた

は +2DQを得ます。 

・地形：先導攻撃ユニットは、彼らが進入してきたヘクスの地

形修正値と、戦闘が行われているヘクスの防御側の地形修正

値を比較します。 修正値に差がある場合、防御力の高い地

形にいる側が +1DQを得ます。 つまり、開豁地から防御的な

地形を攻撃することは、防御的な地形から開豁地を攻撃する

ことより不利です。 

 

4.35 戦闘の解決及び管理 

攻撃側はサイコロを振り、打撃数を数えます。それから、

防御側が同様にしますが、結果の適用は同時に行います。

先導ユニットの火力タイプに基づいて打撃を命中に変換

することを思い出してください。最初の打撃はその陣営

の先導ユニットに適用し、それ以上の命中についてはそ

の陣営のユニットに順番に適用します。最後に、攻撃側

の各ユニットは１つの行動ステップを受けます（実際に

は、近接戦闘は移動と射撃アクションです）。そして防御

側の先導ユニットが１つの行動ステップを受けます。 

 

損害を適用し、その後で「戦闘のタイプ」をチェックし

て、どのユニットがヘクスから退却し、どのユニットが

ヘクスに残るのかを確認します。 防御側の退却はスタッ

ク制限に従わなければならず、なおかつ攻撃ヘクスから

離れる方向にある 3 つのヘクスのうちの 1 つでなければ

なりません。もし可能であれば少なくとも 1 つの退却ユ

ニットは遮蔽効果のある地形に退却しなければなりませ

ん。 退却する攻撃側は、通常、進入してきたヘクスに戻

ります。これが不可能な場合は、そのヘクスに隣接する

ヘクスへ移動します。 

 

例：2つの民兵（火力３、防御力１）が都

市から都市の地形（歩兵-2DQ、車両-1DQ）

に移動して T-72小隊（火力５、防御力３）

を攻撃します。 

 

ステップ 1：先導ユニット 歩兵ユニッ

トは同種であり、防御側は 1 つしかい

ないので、これは簡単に決められま

す。 

 

ステップ 2：戦闘の種類 民兵は戦車が

離脱することを望んでいないので、彼らは「包囲」を選

びます。 戦車は愚かにも「死守」命令を発しましたが、

それが彼らの選択です。 

 

ステップ 3：火力とタイプを調整します 民兵の火力は T-

72 の防御力と同じですが、少なくとも１個のサイコロを

振ることができます。 彼らは２番目の民兵によって  

+1DNを獲得し、都市地形で支援のない戦車を攻撃するた

めに +2DNを得ます。 ですから、彼らは 4個のサイコロ

を振ることができます。 T-72 は、単に自身の火力から

民兵の防御力を引いた値としてサイコロを 4 個振ります。

民兵は装甲防御に対して対戦車火力を使用していると見

なされますが、T-72は歩兵防御に対して対戦車火力で攻

撃します。 

 

ステップ 4：近接戦闘修正 戦闘参加ユニットは以下のサ

イコロ修正値を得ます： 

 

・戦術：包囲 対 死守で攻撃側に  +1DQを与えます。包囲 対 

死守は防御側には +0DQ を与えます（訳注：つまり特典はあ

りません）。 

・技術レベル：T-72は  +1DQの技術的優位性を持っています。 

・地形：民兵は都市地形から都市地形に入りましたが、これは

車両よりも歩兵にとって適した地形のため、民兵は  +1DQを

得ます。 

 

 

したがって、民兵は 4 個のサイコロを振りますが、それ

らは 2 個の赤サイコロと 2 個の黒サイコロ（４個の黒サ

イコロに  +2DQ を適用）になり、T-72小隊は 4 個のサイ

コロを振り、1 個の赤サイコロと 3 個の黒サイコロにな

ります（４個の黒サイコロに  +1DQ を適用）。 

 

ステップ 5：戦闘を解決します 攻撃側は 2 個の赤サイコ

ロと 2 個の黒サイコロを振り、防御側は 1 個の赤サイコ

ロと 3個の黒サイコロを振ります。 それぞれの側は相手

側に 3打撃を与えます： 

 

違いは、歩兵火力（装甲防御に対する対戦車火力）は T-

72に 3 命中を与えるのに対して、T-72の火力（歩兵防御

に対する対戦車火力）は２次火力のため 2 打撃ごとに１

命中しか与えられず、歩兵に 1 命中しか与えることがで

きません。 これにより、T-72 は動揺マーカー（3 命中）

を受け、民兵の先導ユニットは行動済みマーカー（1 命

中）を受けます。 その後、全ての攻撃側ユニットと防御

側の先導ユニットは行動ステップを 1つ追加します。 こ

れで、T-72 は損害ステップを引き起こし、1 個の民兵は

釘付けになり、もう 1個は行動済みマーカーを受けます。 

彼らは「包囲」を選択しましたが、防御側を完全に排除

できなかったため、民兵はヘクスから退却しなければな

らなりません。 
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5.0 高度なルール 

ここまで説明したすべてのことは、ゲームのほぼすべて

のユニットに適用されるルールでした。これ以降のルー

ルは共通ルールではありませんが、これらのルールが示

すことは、戦術的に重要です。 

 

5.1 間接射撃 

射程値が黒丸で囲まれたユニット

は間接射撃が可能です。これは、友

軍の動揺していないユニットが

LOSを持っている限り、彼ら自身が

LOS を持たない目標を撃つことが

できることを意味します。 

 

この目標情報を提供することは行動ではありません。間

接射撃は LOS 部分を除いて通常の射撃ですが、攻撃は-

2DQを被ります。間接射撃を利用できるユニットは、合同

射撃(4.162)または側面射撃(4.163)または機会射撃

(4.21)の一部として、LOS 外のユニットを射撃すること

ができます。他のユニットと組み合わせて使用する場合、

間接射撃は間接射撃ユニットが攻撃の先導ユニットであ

る場合にのみ-2DQを被ります。 

 

防御側も間接射撃能力を持たない限り、間接射撃を使用

した敵ユニットに対して応射を行うことはできません。

間接射撃が盤外から行われた場合は、応射を行うことは

できません(5.2)。高度は、盤外砲兵を含むあらゆるタイ

プの間接射撃に対して遮蔽効果を提供しません。 

 

5.2 盤外砲兵 

編隊には、クラスタ型や精密誘導

を伴う／伴わない、迫撃砲、ロケッ

ト発射機、砲兵、さらには巡航ミサ

イル攻撃を要請する能力がありま

す。それらのすべてに共通の特性

がいくつかあります。盤外砲兵は、

1 次火力と 2 次火力の色を持ち、目

標となるメインヘクスに適用される火力値と、メインヘ

クスを囲むすべての隣接ヘクスに適用される火力値を持

っています。それらはまた、砲がどれほど優れているか

を示す技術レベル（訳注：色付きの稲妻イメージ）を持

っています。盤外砲兵は間接射撃による-2DQを被りませ

ん。 

 

通常、シナリオは砲兵チットを一方または両方の陣営に

与えて、カップから引かれたときに解決します。これは、

シナリオの長さを決める編隊アクションとしてカウント

されません。シナリオはまた、プレイヤーに砲兵チット

を予備として与え、それはいつでも使用することができ、

特定の編隊のアクションの一部として使用することもで

きます。 

 

盤外砲兵は、それに補足された友軍ユニットを含む、す

べてのヘクスの各目標に対して個別に火力を適用します。

あなたは、隣接ヘクスが現在のヘクスよりも良い遮蔽効

果を提供する場合、砲撃またはロケット攻撃から退却す

ることができます（4.16）。 

 

5.21 無誘導ロケット弾 

これはまさに聞いた通りのものです。 

個々のロケットはより強力であるかも

しれませんが、それらの火力はより低

い火力品質の傾向があります。 

 

 

 

5.22 精密誘導爆弾 

これは、特定のユニットタイプに対し

て要請されるクラスタ爆弾型の砲撃

で、目標の特定に熱識別、GPS、レーザ

ー、マイクロ波による目標識別を組み

合わせて使用します。シナリオで特に

指定されていない限り、チットを引い

た時、どの面を使用するかを選択します。 この攻撃は対

象となる特定のユニットにのみ影響を与え、同一または

隣接するヘクス内の他のユニットには影響を与えません。 

この攻撃から退却することはできません（4.16）。 

 

5.23 煙/埃（オプション） 

ロケット、野戦砲、迫撃砲は、視界を妨

げるほどの塵や煙を発生させることが

あります。 ヘクス内のユニットに対す

る 3 打撃以上の攻撃結果（ヘクス内の

すべてのユニットの合計）が出たら、そ

のヘクスに煙幕カウンターを置きま

す。 これは、すべての高度においてそのヘクスに出入り

するすべての LOS をブロックします（例外：隣接ヘクス

からそのヘクスを見ることができ、煙幕ヘクスからは隣

接ヘクスをみることができますが、-2DQ が付きます）。 

盤上に置いた煙幕カウンターと同じ番号の煙幕カウンタ

ーをカップに入れてください。 盤上の煙幕カウンターは、

そのチットが引かれると除去されます。 これは、シナリ

オの長さを決める編隊アクションとしてカウントされま

せん。 シナリオが実際の煙幕射撃を要求しても損害はあ

りませんが、打撃数が 1 以上であれば煙幕カウンターを

ヘクスに置きます。 

 

5.24 友軍による砲火（オプション） 

自分のユニットに命中する可能性のあるいずれかの形式

の攻撃を要請した場合、そのユニットタイプが-1DQ以上

の遮蔽を得られる地形にいるなら、彼らは事前の警告を

受けているでしょうから、その攻撃に対して-1DQ を得る

ことができます。 つまり、彼らはそれが来ることを知っ

ているので、より良い遮蔽状態を得られるのです。 
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5.3 限られた弾薬 

ごく一部のユニットと支援火器に

は、その火力が持つ射程の周りに緑

色の円があります。これは強力であ

るかもしれない武器やユニットを

表していますが、一定量の損害しか

与えられないか、射撃頻度が極めて

低いか、または 1 回の攻撃で敵ユニットを排除する可能

性が低いことを表しています。例えば、示されたカウン

ターは、いくつかの RPG-7 ロケットを備えた単一の無人

機を表しています。これは、重大な損害を与えることが

できますが、1 回の攻撃で 3-4 台の小隊を消滅させるこ

とはまずありません。 

 

この特徴を持つユニットまたは支援火器は、1回の射撃、

機会射撃、応射で 1 つ以上の損害ステップを与えること

はできません。いくつかの命中を得るかもしれませんが、

既に損害を受けていないユニットを排除することはでき

ません。 

 

例：動揺ユニットに射撃を行い、2 命中を得た場合、これ

は通常 2 ステップの損失をもたらし、ユニットは除去と

なります。しかし、この武器は 1 ステップロスしかでき

ないので、余分な命中は捨てられます。 

 

5.4 隠蔽ユニット 

シナリオの一部として、いくつかのユニットが「隠蔽」

と定義されている場合があります。 ゲームには Aから D

までの 4 つの「隠蔽」カウンターがあります。隠蔽カウ

ンターをセットアップで示されたマップ上の適切なヘク

スに置いて、どのユニットが（もしあれば）その下にあ

るのかを書き留めてください。スタック制限を考慮に入

れてください。 防御拠点のような特殊な機能も、そのヘ

クス内にあれば隠蔽されます。 ヘクスは可視ユニットと

「隠蔽カウンター」の両方を含むことができます。 

 

例：シナリオが 3 つの隠蔽カウンターを与えた場合、あ

なたは 2 個のユニットと支援火器と歩兵用防御拠点を「1」

に、戦車小隊を「2」に、「3」には何も置かないでおくこ

とができます。 あなたの対戦相手は、あなたが攻撃によ

ってそれらを明らかにするか、または他の状況によって

明らかにされるまで、どの「隠蔽」カウンターがどのユ

ニットであるのかを知ることはできません。 

 

つまり、良い指揮官は地形を見て、「誰かが対戦車ロケッ

トを隠すのに良い場所だ」と考え、その通りに行動する

ことができるのです。 地図上のこのマーカーは、他のプ

レイヤーの行動を慎重にさせる潜在的な敵対的ユニット

なのです。 

 

隠蔽ユニットは、次の 4 つの方法のいずれかで暴露され

ます。最初に、ヘクス内の隠蔽ユニットが射撃をするか

移動すると、これにより隠蔽マーカーが取り除かれ、実

際にそこにいるすべてのユニットがマップ上に配置され

ます。 ヘクス内の隠蔽されていないユニットは、隠蔽ユ

ニットを暴露することなく、射撃または応射することが

できます。 

 

第二に、ユニットは敵がいそうなヘクスに威力偵察を行

うことができます。 ユニットは、2 防御力（灰色の盾）

と黒の技術レベルを持つ目標に対する通常の攻撃のよう

にヘクスを攻撃し、地形が持つ適切な修正値を適用しま

す（つまり、あなたは 3火力以上持っているか、 そのヘ

クスを 2 ユニット以上で射撃する必要があると言うこと

です）。 射撃結果がその想像上の目標に少なくとも 1 打

撃与えた場合、その隠蔽マーカーに隠されたすべての（盤

外に置かれた）カウンターが盤上に配置されます（打撃

は損害を与えませんが、隠蔽を暴露します）。 要するに、

あなたは、隠蔽状態をあきらめさせるほど彼らを動揺さ

せたと言うことです。 

 

第三に、敵対的なユニットがそのヘクスに移動すると、

ヘクス内の隠蔽ユニットを暴露します。 IEDの場合には、

それが IEDを起爆させる可能性があります。 

 

第四に、シナリオルールが、隠蔽ユニットがある時点で

暴露されることを規定している場合です。 例えば、無人

機ベースの偵察は、現地の司令官に航空写真を提供する

ことができます。 

 

5.41 狙撃兵 

狙撃兵は、登場するほとんどのシナリ

オで本質的に隠蔽ユニット（2〜3 人の

チーム）です。 狙撃兵チームのための

隠蔽マーカーは、歩兵に遮蔽を与える

任意の地形に配置することができま

す。狙撃兵が射撃するとき、目標は実際

にその狙撃兵が射撃できるものでなければなりません

（訳注：位置を明かさず射撃を行うからです）。狙撃兵が

射撃すると、相手プレイヤーはマップ上の隠蔽マーカー

の 1 つを指定することができ、狙撃した側のプレイヤー

はその隠蔽マーカーを除去してその内容を明らかにしな

ければなりません。 相手プレイヤーが正しく（訳注：狙

撃兵の位置を）推測した場合、狙撃兵カウンターをマッ

プ上に置きます。狙撃兵は、その位置が明らかにされる

まで、射撃を受けることも応射を受けることもありませ

ん。 狙撃兵は目標の装甲値が狙撃兵の火力より大きい場

合であっても、どの目標に対しても最低 1 の火力を得る

ことができます。 

 

狙撃兵チームが単独で近接戦闘に巻き込まれた場合は自

動的に除去され、近接戦闘ではサイコロを振りません。 

近接戦闘で友軍ユニットがいるヘクスにいる場合、1 命

中を受けると狙撃兵チームは除去されます。狙撃兵チー

ムには損害ステップがありません。また、他のユニット

と合同射撃や側面射撃を行うこともできません。 

 

狙撃兵チームはヘクスのスタック制限にカウントされま

せん。 狙撃兵チームは、APC へ移動コストなしで乗車／

降車することができ、歩兵を搭乗させた APC に１個の狙

撃兵チームを乗車させることができます。あるいはその

逆も可能です。 イニシアティブルール（2.023）の目的

では、狙撃兵チームは常にイニシアチブを持っています。 
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小隊サイズのユニットに対して、狙撃兵チームはそれほ

ど効果的ではありませんが、嫌がらせの効果があります。 

 

5.42 即席爆発装置 

即席爆発装置あるいは IED として知

られています。 これらは成形炸薬弾

や爆弾と言った強力な使い捨ての爆

発物で、敵が通りそうな場所に設置

され、遠隔操作で起爆します。 

 

IEDはシナリオ設定の一部として配置され、1つまたは複

数の実際の物体を、隠蔽カウンターによって表します。 

その他は単に疑わしい調査が必要な物体にすぎません。 

IEDは道路ヘクスに配置する必要があります。また、IED

の隠蔽マーカーがヘクスにある場合、道路ヘクスサイド

からそのヘクスに進入する場合は、道路移動を使用する

必要があります（そこに IED がない場合でも）。 

 

つまり、IEDを設置している集団は、あなたが特定の方向

にヘクスを横断するために必ず通過しなければならない

ヘクス内の場所、灌漑用の運河、溝、その他の自然のま

たは形成されたチョークポイントを利用しています。 潜

在的な IED ヘクスに進入すると隠蔽マーカーが自動的に

除去され、そこに IED があれば起爆します。 

 

プレイヤーは、隣接するヘクスに移動し、隠蔽ユニット

を暴露するために威力偵察を使って疑わしい物体を攻撃

することで、IEDの除去を試みることができます。 彼ら

が実際の IED を発見すれば、それは爆発しますが、害は

なく、プレイから取り除かれます。 

 

IED は 1 人で操作することができるので、適切な時期に

爆発させるために、友軍の LOSを必要としません。 

 

車両運搬式即席爆発装置（VBIED）は

トラック爆弾です。 それらは使い捨

てで、近接戦闘でのみ使用でき、その

後はプレイから除去されます。 他の

友軍ユニットと近接戦闘を行ってい

る場合、VBIEDは常に先導攻撃ユニッ

トであり、近接戦闘の損害を適用す

る前にプレイから除去されます。 

 

 

5.43 バリケード 

バリケードは、集落または都市ヘク

スにのみ配置できる障壁です。 それ

はヘクス内のユニットに対して特別

な遮蔽をもたらすものではありませ

んが、ヘクスへの進入コストを 2MP

増加させます。 つまり、ヘクスを完全にブロックするこ

とはできませんが、障害物を迂回することで余計な時間

を使わせる程度にはブロックします。 

 

 

5.5 地雷原 

地雷原は、一般に大きく広がった危険

な地形ではありません。むしろ、IEDの

ように、それらはある地点から別の地

点に至る最も効率の良い手段を使用す

る人を嫌がらせるように設計されてい

ます。簡単に言えば、地雷がそこにあ

ると言うだけで部隊は速度を失います、急いでいるから

と言って吹き飛ばされてもいいと言う人はいないからで

す。 

 

IEDと違って、地雷は平等な攻撃者で、地雷原として示さ

れる地域に入るどのユニットも自動的に攻撃します。 地

雷攻撃では地形によるサイコロ修正値（DQ）は適用され

ません。 

 

地雷原カウンターは、地雷に遭遇する可能性のあるヘク

スを表します。 歩兵部隊は金の火力値を持つ地雷を起爆

することはありませんが、車両は赤の火力値を持つ地雷

を起爆します。 

 

地雷の火力は、あなたの防御で半分（端数は切り上げま

す）に減少し、そしてまた、あなたがヘクスに入るとき

に費やす追加の移動ポイント数によって減少します。 あ

なたが十分にゆっくり進むと、地雷の火力を減少させ、

振るサイコロを 0 にすることもできます（あなたは安全

な道筋を見つけるために十分な時間をかけたということ

です）。 

 

例：火力 4 を持つ地雷原ヘクスがあるとして、そこに入

るのに 1MPのコストがかかるとします。 あなたが 3MPを

使ってそこに進入すると（あなたは極めて慎重になって

います）、あなたが費やした +2MPは地雷の火力を 2に減

少させます。 

 

理論的には、誰かが地雷原を通る安全な道筋を特定して

いれば、他の人は追随することができます。 しかし、こ

のゲームでは激しい戦闘状況であり、ヘクスに入る他の

人は同じ方向から入るとは限りませんし、ましてや友軍

でさえないかもしれないので、安全と示された道筋が実

際に安全かどうかにかかわらず、安全とはみなしません。

ですから、地雷原は、誰がいつ進入するかを問わず、進

入ユニットを常に攻撃します。 
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5.6 航空ユニット 

航空ユニットは他のユニットと簡単に区別できます。 

彼らの移動タイプは「A」（空中）で、通常は青い防御盾

を持っています。もちろん陸上ユニットのような車両の

絵はありません。 

 

1 ヘクスに 1 つの航空ユニットのみ置くことができ、航

空ユニットは、航空ユニットが地上ユニットを攻撃する

場合か、地上ユニットが航空ユニットを攻撃する場合を

除いて、地上ユニットとの相互作用はありません。航空

ユニットは、自身がいるヘクス周囲の地形より 1 レベル

（4.141）高い場所にいるような LOSがあり、航空ユニッ

トから地上までの距離は単にヘクス数です。あなたを視

認できる航空ユニットは、あなたがその武装の射程内（ま

たはハロップ／ヘロ・ドローンの隣接ヘクス）にいる場

合、士気回復（2.021）に影響します。すべての航空ユニ

ットは常に移動しており、移動と射撃のペナルティは受

けません。 

 

航空ユニットは一般に 1 台の車両と同等であり、損害ス

テップは 1 つしかありません。ステップロスを引き起こ

す結果はなんであれ、航空ユニットを除去します。 彼ら

の士気回復ステップ（2.021）の後でもまだ行動マーカー

を持っている航空ユニットは、プレイから除去されます

（あなたが 250km/h で移動している時に動揺したら、あ

なたはその空域をうろつく余裕はなくなっているでしょ

う）。 ユニットがプレイに戻ることができるかどうかは、

シナリオによって異なります。 

 

5.61 ヘリコプター 

ヘリコプターには 1つの損害ステッ

プしかありませんが、カウンターに

は 2 つの面があります。1 つは対戦

車誘導ミサイルを発射できるスロ

ー・モードを表し、もう 1つは機種

／パイロンに装着した自動砲を使用

できるマニュアル・モードです。あ

なたは、そのアクションの一部かつ

ユニットが行う最初のものとして、

片方の側から他方の側へ反転するこ

とができ、別のアクションを開始す

ることができるようになるまでその

状態にとどまります。 

 

5.62 ドローン（無人機） 

ドローンは単に遠隔操縦の航空ユニ

ットです。それらは通常、ヘリコプ

ターのようなより大きなユニットに

比べて限られた装備しか持っていな

いか、そうでなければ使い捨てのデ

バイスです。ハロップ／ヘロ・ドロ

ーンは単なる飛行爆弾です。 観測プラットフォーム（お

よび士気回復に対する嫌がらせ（5.6））としての有用性

が達成されると、目標に激突して爆発します。 

 

5.63 地上攻撃機 

これらは一般に、かなりの距離と高度から攻撃し、マッ

プ上に存在さえしていないので、プレイ中のユニットか

ら射撃されることはありません。地上攻撃機の支援を受

ける側は、通常、これを 1 つまたは複数の盤外砲兵、ロ

ケットまたは精密誘導爆撃の形で表します。 

 

5.7 民間人 

GeddonWar の戦いは、いまだ活発に日常

生活を営んでいる大勢の一般市民が暮

らす都市で行われます。反乱軍でいっ

ぱいの居住区画に対する戦車部隊の攻

撃が行われるその傍らで、普通の人々

が車で国道を走り、その同じ道路で、

APC が乗車歩兵を降車させ、そこから戦車が攻撃してい

るのです（この正確な事件のオンラインビデオがありま

す）。通りを隔てた歩兵戦闘は怯えた大勢の民間人がいる

建物と建物の間で行われるのです。 

 

民間人は戦闘を複雑にします。 戦闘を報じる様々なメデ

ィアや、広く普及した携帯電話で記録された物があり、

各陣営が無差別な非戦闘員の虐殺に遭遇した場合、それ

が政治的な反発やプロパガンダ効果を持つことを認識し

ていました。 

 

民間人の配置、移動、対応はシナリオ設定の一部ですが、

戦闘への影響は概ね同じです。 民間人は、ターンの進行

にそってヘクスを通り過ぎる何十台もの車両や数百人も

の人々を表すカウンターやシナリオ特別ルールで表現さ

れます。 

 

民間人がいるヘクスへの攻撃は、攻撃で振るサイコロの

いずれかの面が✹✹（どの色でも）であるとき、巻き添

えによる損害を生じます。 攻撃側はこの巻き添えによる

被害を減らすために、任意の数の攻撃サイコロ（DQ 修正

値を適用した後）を自発的に格下げすることができます

（緑のサイコロには✹✹面がなく、巻き添えによる損害

は生じません）。 防御側が応射をする場合、一般市民が

攻撃側のヘクスにいる場合、いずれかの攻撃サイコロの

面が  であれば、防御側の応射は巻き添えによる損害

を生じます。緑のサイコロには 1 つの  面があること

に注意してください。民間人はスタック制限には影響し

ませんが、一般的にはそのヘクスの通り抜けに +1MP の

コストがかかります。 

 

例：この攻撃サイコロは防御側ヘクスに

巻き添えによる損害を生じさせ、防御側

が応射を行った場合、防御側は攻撃側ヘ

クスにも巻き添えによる損害を生じさせます。 

 

巻き添えによる損害の発生は、誰がやったにせよその当

事者にはまずい事態で、それが攻撃を受けた防御側の応

射が不運にも攻撃側ヘクス内の民間人を殺傷するような

場合であっても変わりません。 民間人に死傷者を出した

ことによる帰結は、シナリオに依存します。 
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5.8 ユニットキーワード 

いくつかのユニットには、ユニット名または編隊名のラ

ベルに関連付けされた能力や弱点があります。 

 

民兵 

中央のリーダーシップから独立して

行動する傾向がある、訓練と組織化

が不十分な部隊です。 民兵ユニット

は、通常、緑色の技術レベルを持つ

ローテクユニット（4.161）です。 

 

 

 

偵察部隊 

偵察部隊ユニットは、一般的に、同

様の非偵察部隊ユニットよりも優れ

た通信機器を備え、特殊な訓練を受

けています。 彼らは通常のユニット

（2.023）と比べてより独立して行動

することができます。 

 

 

自律型無人車両 

事実上の戦闘ロボットです。 これら

は GeddonWar 時代では実戦評価され

ていませんでした。 自律型無人車両

には長所と短所があります。 彼らは

それほど速くはありませんが、彼ら

は躊躇しません。 センサーからだけ

でなく、無人機、衛星またはその他の偵察部隊から直接

入力されたデータで、迅速に意思決定を行い、変化する

状況に素早く適応します。他の戦闘車両より小型ですが、

自立型無人車両小隊は戦車小隊よりも大きく、１～２両

の損害を容易に吸収します。 

 

ゲームの観点では、それらは一般的に弱いですが、それ

らが所属する編隊がアクティブ化するとき、すべての行

動ステップを回復するという利点があります。彼らは再

び行動によるペナルティを累積しますが、損害ステップ

以外のすべてを完全に回復します。 

 

自律型無人車両ユニットは、集中射撃オプションルール

（4.153）を使用することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自律型無人車両ユニットは完全にプレイヤーの制御下に

あるわけではありません。 彼らが行動マーカーでマーク

されていない場合、彼らは他のユニットと同様に機会射

撃（4.21）を行うことができます。彼らが編隊とともに

アクティブ化されるとき、編隊に組み込まれたすべての

自律型無人車両ユニットのために黒のサイコロを 1 個振

ります（選択ルール：自律型無人車両ユニットがいるヘ

クス１つにつき 1 個の黒のサイコロを振ります）。 

 

✹✹ 合同射撃：射程内に目標がある場合、ユニット

は射撃しなければならず、可能であれば、合同

射撃（4.162）を行う必要があります。 ユニッ

トは移動できません。 

✹ 射撃：射程内に目標がある場合、ユニットは射

撃しなければならず、個別のユニットとして実

行する必要があります。 ユニットは移動でき

ません。 

✹ 移動と射撃：ユニットは、射撃可能な位置に移

動してから（個別に）射撃しなければなりませ

ん。 

 射撃または移動：ユニットは、通常射程または

近接射程に目標がある場合、個別に射撃しなけ

ればなりません、そうでない場合、移動します

が射撃はできません。 

 射撃または移動：ユニットは、近接射程に目標

がある場合、個別に射撃しなければなりませ

ん、そうでない場合、移動しますが射撃はでき

ません。 

 

「移動」と「射撃」という用語は、自律型無人車両ユニ

ットにとって非常に特殊な意味を持っています。 

 

射撃：ユニットは、防御盾が自律型無人車両ユニットの

１次火力と同じ色である最も近い敵ユニットを射撃しま

す。 そのような目標がない場合、防御盾が 2 次火力と同

じ色の最も近い敵ユニットを射撃します、それが不可能

であれば任意の敵ユニットに射撃します。 これらの制限

内で、プレイヤーは同等の目標を選ぶことができます。 

灰色の防御盾を持つ敵ユニットは、自律型無人車両ユニ

ットの 1 次火力と同じ色と見なされます（自律型無人車

両ユニットはトラックやテクニカルを嫌がるでしょう）。 

 

移動：ユニットは、目標を射程と LOS 内に収めるために、

ヘクスで数えた最短経路を使用して、急速移動以外の移

動をおこないますが、移動コストが最も低い経路を選択

する必要はありません。 そのため、自律型無人車両ユニ

ットは、目標までの距離が同じであれば、到達するため

の移動ポイントがより少ない位置があったとしても、よ

り良い位置を得るために丘の上を移動することができま

す。 ユニットが、すでに目標を LOS 内かつ射程内に収め、

それに対して射撃できる場合、「移動」コマンドは、より

近いレンジバンド（拡張射程から通常射程、通常射程か

ら近接射程）への移動を試みるか、 近接戦闘に移ります

（この場合、常に「攻勢」が選択されます）。 
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6.0 プレイの例 

プレイヤー1 はアメリカ軍とイスラエル軍を指揮し、プ
レイヤー2 は ISIL 軍を指揮します。 コマンドカップに
は 7つのチットがあり、それぞれの ISIL 編隊に 1つ、各
イスラエルの編隊に 1 つ、各アメリカ軍編隊に 1 つと、
編隊のいずれかに使用できるプレイヤー2 用の汎用チョ
イスがあります。 

 
インパルス 1、ステップ 1 
コマンド・チットを引きます。 最初のチットはアメリカ
軍の 3-69 です。 これはコマンド・トラック（2.01）に
置かれます。 
 
インパルス 1、ステップ 2 
維持活動。 すべてのユニットは統制状態ですが、このプ
レイヤーには配置できるコマンドまたは兵站マーカーが
あります（2.022）。 彼らは、アメリカ軍戦車の北側 2ヘ
クスの位置にある開豁地ヘクスに兵站マーカーを置くこ
とを選択します。 これは、2 つの ISIL 歩兵の LOS 内に
ありますが、最大射程外です。 
 
インパルス 1、ステップ 3 
ユニットの行動。まず、アメリカ軍プレイヤーが行うこ
とは、ISILの戦車編隊の一番上の戦車に対して射撃する
ことです。 最初のいくつかのステップは飛ばします、戦
闘の手順（4.1）は次のとおりです： 
 
・射程のチェック：射程 3は近接射程 (+2DQ）です。 
・LOSの決定：障害物はありません。 
・火力の決定：7火力 対 3 防御力（4 個のサイコロ） 
・防御側は応射を行う：応射 (+1DQ） 
・その他の防御修正値：技術優位 (+1DQ） 
・攻撃／応射のサイコロを振る：攻撃側は 4個の赤い 
サイコロ（合計+ 4DQ）： 

 
 
 
 
結果は、攻撃側が 7 打撃、防御側が 5 打撃です。 しか
し、防御側が 6 火力、攻撃側が 4 防御力でその差はわず
か 2であるため、応射では 2 命中しか与えられません。 

・損害の適用：ISILユニットは、攻撃側火力と防御盾の
色が一致するため 7 打撃から 7 命中を受け、動揺になり
さらに 2 ステップを失います。結果として除去されその
ヘクスには残骸マーカーが置かれます。アメリカ軍戦車
は 2打撃から 2 命中を受け、それに加えて自身の行動（攻
撃）の結果として１行動ステップを受けるため動揺にな
ります。 
 
インパルス 2、ステップ 1 
コマンド・チットを引きます。 2番目のチットはアメリ
カ軍の 1-36 チットです。 これもコマンド・トラックに
置かれます： 

 
歩兵は露出していると感じていますが、露出を減らすた
めにその場でじっと動かずにいることはないでしょう。 
彼らは都市部の西端に移動しようとします。 移動の最後
のヘクス（イスラエル軍戦車の東 2 ヘクス）で、残って
いる ISIL戦車が射撃を行います（機会射撃）。 戦闘の手
順は次のとおりです： 
 
・射程のチェック：射程 4は通常射程 (+0DQ）です。 
・LOSの決定：障害物はありません。LOSは都市ヘクスに
沿っていますが、都市を横切ってはいません。 

・火力の決定：6火力 対 1 防御力（5 個のサイコロ） 
・その他の防御修正値：技術劣勢（-1DQ） 
・攻撃のためにサイコロを振る：攻撃側は 5 個のサイコ
ロ、1個の緑サイコロと 4個の黒サイコロ（合計 -1DQ）： 

 
 
 
 
 
結果は 4 打撃（応射なし）です。 攻撃側が 2 次火力の色
（赤い星形と赤い防御盾）を使用しているため、1 命中
するのに 2打撃が必要です。 したがって、歩兵は 2命中
を受け、加えて自身の行動で１行動ステップを受けるた
め動揺になります。 マップは次のようになります。 
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インパルス 3、ステップ 1 

コマンド・チットを引きます。 3番目のインパルスはア
ル・ザワハリです。 これはコマンド・トラックに置かれ
ます： 

 
インパルス 3、ステップ 2 
維持活動。 残りの ISIL 戦車は自動的に 1 行動ステップ
を戻し、統制状態に回復します。 このシナリオでは、ISIL
プレイヤーには兵站／コマンド・マーカーはありません。 
 
インパルス 3、ステップ 3 
ユニットの行動。ISILプレイヤーは、アメリカ軍戦車が
回復して再度射撃をしてくる前に撃破することを望んで
いますが、アメリカ軍戦車は次の維持活動（自動回復分
と兵站分）で 2 ステップしか回復できません、これは次
の射撃を行うには不十分です。そこで、ISILプレイヤー
はイスラエル軍の戦車を射撃します。戦闘の手順（4.1）
は次のとおりです： 
 
・射程のチェック：射程 6は通常射程 (+ 0DQ）です。 
・LOSの決定：障害物はありません。 
・火力の決定：6火力 対 4 防御力（サイコロ 2個） 
・防御側は応射を行う：応射 (+1DQ） 
・その他の防御修正値：なし 
・攻撃／応射のサイコロを振る：攻撃側は 1 個の赤サイ
コロと 1個の黒サイコロ（合計 +1DQ）
を振ります。 
 
結果は攻撃側が 1打撃、防御側が 4打
撃でした。防御側(Merkava)の 7 火力から ISIL(M1A1)戦
車の防御力 3 を引いた値が 4 のため応射は 4 命中を与え
ます。 
 
・損害の適用：イスラエル軍戦車は攻撃によって 1 行動
ステップを受け、ISIL戦車は射撃アクションで 1 行動ス
テップ、イスラエル軍戦車からの応射で 4 行動ステップ
の合計 5 行動ステップを受けます。その結果、イスラエ
ル軍戦車は行動済みとなり、ISIL戦車は撃破となります。 
 
インパルス 4、ステップ 1 
コマンド・チットを引きます。 4番目のインパルスはサ
レフです。 これはコマンド・トラックに置かれます： 

 
ユニットの行動。ISILプレイヤーは、東端の民兵を 1ヘ
クス西に移動させるだけで他の行動はとりません。 一番
下のユニットだけが行動済みマーカーを持つことを示す
ためにユニットをどのように回転させたかに注意してく
ださい。 RPG を装備した丘の上にいるユニットは目標を
狙えますが、振るサイコロがすべて緑になるのに十分な
負の DQがあります。 これは、集中射撃（4.153）を検討
することもできますが、代わりに何もせず、条件の良い
機会射撃を待つケースです。 

この編隊の行動は完了です： 

 
インパルス５、ステップ１ 
コマンド・チットを引きます。 5番目のインパルスはギ
デオンです。 これはコマンド・トラックに置かれます： 

 
インパルス 5、ステップ 2 
維持活動。 ギデオン・ユニット（歩兵）は行動ステップ
を回復する必要はありません。 兵站マーカーがイスラエ
ル軍またはアメリカ軍の支配下にある場合は、この時点
で移動することができます。 
 
インパルス 5、ステップ 3 
ユニットの行動。イスラエル軍の歩兵は、東にある都市
ヘクスに移動し、彼らのインパルスを終わらせます。 マ
ップは次のようになります。 
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7.0 シナリオ 

シナリオのスケールは、シンプルで小さなものから大規
模で複雑な物まであり、小規模な衝突から始まり、徐々
に主要な部隊が登場するにつれて新しいルールが導入さ
れます。 それらを順番にプレイすることをお勧めします。 
 

7.1 マップ 

GeddonWar には 2つのマップがあります。 マップ 1は大
部分が開豁地で、南西に小さな町、南東に村があります。 
注目すべき主な特徴は、南西部の十字軍時代の要塞です。 
これは荒れた地形と高い地形の両方であるため、LOS を
ブロックし、陸上車両は入ることはできません。 町のサ
ッカー場は集落地形と見なされ、南東の村の規則的に間
隔を置いた木は林とみなされます。 
 
地図 2 は西に軍事基地を持ち、東には大都市の郊外があ
ります。 私たちは大都市マップを含めたいと思っていま
したが、それはまさに地図全体が都市地形であり、それ
ほど楽しいものではないでしょう。 マップ 2の重要な特
徴は、東から西へ至る LOSを阻止する稜線です。 
 

7.2 ポイント値 

自作の GeddonWar シナリオを作成するために、ユニット
に以下の基準でポイント値を割り当てることができま
す： 
 
火力の各値 +1 
火力が持つ射程の各値 +1 
間接射撃能力 +1 
数値と星形が同じ色の場合 -1 
固定射程および/または移動と射撃なし -1 
制限された損害ポテンシャルおよび/または支援火器 -2 
移動力２MP毎に（丸め） +1 
装軌式車両 +1 
歩兵を運搬可能 +1 
水陸両用車両 +1 
防御力の各値 +1 
防御力が特殊であれば +1 
防御力が灰色の場合 -1 
偵察部隊 +1 
自律型無人兵器 +2 
緑の稲妻（技術レベル） -3 
黒の稲妻（技術レベル） +0 
赤の稲妻（技術レベル） +3 
編隊マーカー +2 
防御陣地 +2 
隠蔽マーカー（狙撃兵/IEDの場合はコスト無し） +2 
 
 
例：一般的な民兵ユニットは総費
用 4で、内訳は 
 +3（火力）、 +1（射程）、 +2（移
動力）、 +1（防御力）、-3（技術レ
ベル）です。  アルマータ戦車は
総費用 29で、内訳は+7（火力）、
+9（射程）、+5（移動力）、+4（防
御力）、 +1（特殊防御）、 +3（技
術レベル）です。 

7.3 シナリオの調整 

すべてのシナリオには、リストされたユニットのポイン
ト値が記載されています。シナリオをプレイする別の方
法は次のとおりです。 
 
オプション 1：リストされた勝利条件は維持しますが、
各プレイヤーはポイント合計が最も高い陣営に一定数の
ポイントで入札します。最も低い入札額を提示したプレ
イヤーがその陣営を取りますが、彼らの部隊を入札額と
同等かそれ以下に調整しなければならなりません。 
 
例：最初のシナリオは ISIL 側に 50 ポイントあります。 
1 人のプレイヤーは 50 で、もう 1 人のプレイヤーは 48
ポイントで入札します。第 2 のプレイヤーが ISIL 部隊を
落札して、トラックの 1 ユニット（2 ポイント）を捨て
て、48ポイントの制限に合わせます。 
 
オプション 2：これを行うもう 1 つの方法は、最も多い
ポイントを持つ陣営に 10％のボーナス（切り上げ）を付
けて、増加した合計に基づいて入札することです。ここ
での違いは、落札価格がデフォルト値を上回っている可
能性があり、その陣営を落札したプレイヤーが追加のユ
ニットや機器を入手できることです。そして、（非常に重
要なのは）相手陣営がポイントを 10％増やしたので、自
陣営は常に追加のユニットや機器を購入することができ
るのです。 
 
例：最初のシナリオでは 48 ポイントの ISIL 側があるた
め、入札は 53 ポイント以下で開始されます。 最も低額
のプレイヤーの提示額が 51 ポイントだった場合、追加の
RPG-7V（3 ポイント）を彼らの軍に加える余裕がありま
す。 反乱軍プレイヤーは 37 ポイント (+4 ポイント）に
10％のボーナスを得ますが、これは RPG-29（4ポイント）
または M2重機関銃（4ポイント）を購入するのに十分な
額です。 
 
オプション 3：前述のオプションの 1つを使用しますが、
各陣営は、同じ編隊とタイプで異なるユニット（車両に
は車両、歩兵には歩兵）を使って、ユニットの最大 10％
（端数は切り上げ）を代替することができます。 支援火
器は、編隊の制限なしで代替することもできますが、可
能な限り国籍を尊重してください（例えば、ロシア軍に
I-TOW を装備させることはできません）。 
 
例：オプション 2の例では、反乱軍プレイヤーは 37ポイ
ントと 1 台の車両（テクニカル）を持っていました。 追
加の支援火器を購入する代わりに、サンドクローラー（9
点）をテクニカル（7 点）に置き換えることができます。 
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ISIL（イスラム国）ユニット 数量 コスト 
M1A1 2 23 

T-72B1 2 19 

T-72M 2 17 

T-62M 2 17 

BMP-3M 2 15 

ZSU-23/4(AA) 2 12 

T-55A 4 12 

ZSU-23/4 2 10 

BMP-2 4 10 

Humvee 4 10 

Gun truck 4 8 

Infantry 4 7 

Militia 8 4 

   

イスラエル軍ユニット 数量 コスト 
Merkava 4M 2 27 

Merkava 4M 2 24 

Namer 2 2 19 

Achzarit 2 4 16 

Advanced infantry 2 12 

Recon Humvee 2 12 

Sniper 1 10 

Harop drone 1 9 

Infantry 4 8 

Hero drone 1 7 

   

反乱軍(Rebel)ユニット 数量 コスト 
T-72M 2 14 

T-55A 2 12 

BMP-1 2 10 

Sandcrawler 2 9 

Technical 2 6 

Militia 8 4 

Militia sniper 1 3 

   

アメリカ軍ユニット 数量 コスト 
AH-64D Apache 2 31 

M1A4 2 29 

M1A4 2 26 

Bradley M2A3 1 19 

Bradley M2A3 3 16 

M977 Gun Truck 2 15 

Stryker recon 2 15 

Crusher autonomous 4 14 

Advanced infantry 2 12 

Humvee 2 11 

Sniper 1 10 

Recon infantry 2 9 

Infantry 4 8 

 

 

ロシア軍ユニット 数量 コスト 
SA-8B 2 31 

T-14 Armata 2 29 

T-14 Armata 2 26 

MI-24P 2 23 

BMP-3M 4 19 

BMPT 2 18 

BMD-4M 2 17 

Advanced infantry 2 12 

Recon infantry 2 9 

Infantry 4 8 

   

支援火器 数量 コスト 
I-TOW ATGM(vehicle) 4 14 

I-TOW ATGM(infantry) 2 14 

Kornet ATGM(vehicle) 4 14 

Konkurs ATGM(vehicle) 4 11 

Bastion ATGM(vehicle) 2 10 

Igla AA rocket 2 9 

Sagger ATGM 4 8 

M40 Recoilless 2 7 

RPG-29 4 4 

60mm mortar 2 4 

M2 HMG(vehicle) 4 4 

Mk47 AGL(vehicle) 4 4 

AGS-30(vehicle) 4 4 

SMAW 4 3 

M2 HMG(infantry) 2 3 

AGS-30(infantry) 2 3 

RPG-7V 8 3 

Mk47 AGL(infantry) 2 3 

DShK HMG(infantry) 2 2 

RPK LMG 6 1 

Negev NG7 LMG 4 1 

   

その他 数量 コスト 
Predator drone 1 33 

Truck 8 2 

Precision munition（1 任務） 1 9 

Artillery 1（1 任務） 1 4 

Artillery 2（1 任務） 1 6 

IED(１つ) 1 4 

Vehicle mines 3 3 

Rocket strike（1 任務） 1 3 

Improved infantry position 6 2 

Improved vehicle position 6 2 

Infantry mines 4 1 
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和訳 

1.0.00 

2018年 12月 08日(土曜) 

z’anpanman 

 




