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1 人プレイヤー、小戦闘レベル、WWII での城館防衛ゲームのセット

　　　　　45 分　　　　　　　　　　年齢: 12 歳以上　　　　　　　　1 人プレイヤー

Castle Itter に於いて、あなたは武装親衛隊の攻撃からオーストリアの田園地帯に囲ま

れた中世の城館を守っている守備隊を指揮します。この部隊は、アメリカ軍の戦車クルー

と歩兵、国防軍兵士、元 SS 将校、フランス人捕虜、そしてオーストリアのレジスタンスで

構成されています。

ゲームの目的
Castle Itter のゴールは、第 142 歩兵連隊の援軍が到着するまで続きます。ゲームに於

いて、これは SS カードのデッキを始めから終わりまでプレイすることによって表されます。
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このルールブックで、ゲームプレイの例はグレー色調の枠内に記載されています。

このルールブックで、デザイナーノートは明るいベージュ色調の枠内に記載されています。
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前書き

イッター城は、オーストリアのイッター村近くの丘にある小さな城館です。アンシュルス -  ドイツによるオーストリア併合の

後、ドイツ政府は 1940 年後半に、その所有者である Franz Gruner から正式に城館を借り受けました。

城館は、1943 年 2 月 7 日に Heinrich Himmler の命令で、SS 中将 Oswald Pohl によって Gruner から接収されました。城館

の捕虜収容所への改造は 1943 年 4 月 25 日までに完了し、施設はダッハウの強制収容所の管理下に置かれました。

収容所は、帝国にとって重要な高級捕虜を収容するために設立されました。著名な捕虜として、テニス選手 Jean 

Borotra、Edouard Daladier と Paul Reynaud の元首相、 Maxime Weygand と Maurice Gamelin の元軍最高司令官 、右翼指

導者 Francois de La Roque などがいました。

1945 年 5 月 4 日、第二次世界大戦ヨーロッパ戦域の最後の日に、チェコ人の料理人 Andreas Krobot が城館から脱出し、

近くの都市Worgl に逃げ込んで助けを求めました。数日前、国防軍によって放棄されていましたが、移動中の親衛隊に

よって再び占領されたその町で、彼はオーストリアのレジスタンスに接触しました。彼は、Josef Gangl少佐の元に連れて行

かれました。Josef Gangl は撤退の命令を無視し、地元のレジスタンスに身を投じた国防軍兵士達の指揮官でした。

Gangl は城館にいる捕虜の解放を意図していましたが、親衛隊の隊員によって厳重に守られた要塞に対して、自殺的な攻

撃をすることで少数の部隊を犠牲にすることは望んでいませんでした; 親衛隊の報復から地元住民を守るために彼らを保

護していました。

Gangl は近くの Kufstein の町に行き、Jack Lee大尉が指揮するアメリカ XXI 軍団の第 12機甲師団 23 戦車大隊の 4両の

シャーマン戦車から成る偵察部隊と接触しました。Gangl はフランス人捕虜を救出するためにアメリカ軍の援助を要請し、

Lee はそれに同意しました。

Gangl と共に少佐のキューベルワーゲンで城館を偵察した後、Lee は数日前に到着した第 36師団 142 歩兵連隊から 5両

の戦車と支援する歩兵を手配しました。途中で、橋が隊列を渡すには余りにも弱っていることが分かったため、Lee は救出

部隊の一部を送り返すことを余儀なくされました。彼はまた、重要な橋を守るために戦車を後方に残しました。グループが

最終的に城館に到着したとき、それらは 10 名のアメリカ軍兵士、11 名のドイツ軍兵士、そして 1両だけの戦車から成って

いました。

その間、フランス人捕虜達はイッターで傷の療養中に親しくなった SS 将校、Kurt-Siegfried Schrader に彼らの護衛を担当

するよう要請をしました。Lee達が城館に到着したとき、捕虜達は救出部隊を温かく迎えましたが、同時に規模が小さいこ

とに失望しました。Lee は城館の防衛を担当することになり、正門に戦車”酔いどれジェニー”を配置しました。
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セットアップのイラストと備品

1) ゲームボード

テーブルの中央にゲームボードを置いてください。

2) SS カード (72枚)

SS カードを、カードの前面にある番号で分類します。初めてプレイする場合、ベテランとエリートのカードはゲームから除い

てください。それらは、より困難なバージョンのゲームでのみ使用されます(19 ページ参照)。カードの各デッキを別々に

シャッフルします。"4"のデッキを一番下、"1"のデッキを一番上にして、デッキを順番に積み重ねます。

3) ディフェンダーカウンター (28個)

ディフェンダーカウンター(以下、ディフェンダー)をボードの近くに置いておきます。援軍["R"]属性

の指定を持つ 3 人のディフェンダーを、ボード近くの別の場所に置いておきます。彼らはゲームの

後半まで使用されません。

4) 抑圧トークン(緑) (20個、含まれていません)

抑圧トークン(緑)をボードの近くに置いておきます。

5) 抑圧トークン(赤) (28個、含まれていません)

抑圧トークン(赤)をボードの近くに置いておきます。

6) 防御値マーカー (6個、含まれていません)

防御値マーカーを、各地域のために 6箇所の防御値エリアに置いてください。

7) SS カウンター (67個)

SS カウンターを分類します。ボードの端にある大きな番号が記載されたサークルスペースのそれぞれに、1個の SS 歩兵

カウンターを置きます。残りの SS カウンターはボードの近くに置いておきます。

8) 装填トークン (1個、含まれていません)

装填トークンをボードの近くに置いておきます。

9) アクションマーカー (1個、含まれていません)

アクションマーカーをボードの近くに置いておきます。

10) ダイス (6個、含まれていません)

ダイスはボードの近くに置いておきます。
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カウンターとカード

　　　　　　ディフェンダーカウンター

　　　　　　　　　　SS カウンター

　　　　　　　　　　　SS カード

デザインノート - 画像: 

ディフェンダーは 2種類の画像を使用しています。イッター城の戦いでの主要な指揮官は歴史的な写真で

表されています。写真が入手できなかったときは、www.seven-wonders.co.ukの"Paper Friends"の収蔵画

像を使用しました。

SS カウンターとカードの両方に含まれるシルエットは、www.mapsymbs.com から入手可能な Tom Mouat の

WW2 Soldier からのフォントです。
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特別アクションと属性

名前

抑圧値

防御値

名前

名前

カードの効果説明

デッキ番号

ダイス値とアクションのタイプ

攻撃値/抑圧値



ゲームのプレイ

ゲームの概要

Castle Itter のゲーム中、あなたは 1945 年 5 月 5 日の 0400-1600 まで城館を守った部隊の役割を果たします。ゲームの

ゴールは、SS カウンターが城館に到達するのを妨げて、SS デッキが無くなるまで保持することです。更に、各ディフェン

ダーが損耗すると得点になります。ゲーム終了時の得点が低いほど良いでしょう。

Castle Itter はターンに分割されています。各ターンは次のもので構成されています: 

・ ディフェンダーは 5つのアクションを受け取ります。

・ 3枚の SS カードをプレイします。

ゲームボード

ゲームボードには、イッター城とその周辺が描かれています。ボードにある色付きの四角いエリアは、ディフェンダーが使

用する戦闘ポジションです。大きなサークルエリアは SS カウンターが最初にボードに配置される場所で、小さな色付きの

サークルエリアは SS カウンターの前進ポジションです。白で輪郭が描かれた広いエリアは重要な地域で、ディフェンダー

の移動と防御に影響を与えます。

視線

視線は、ディフェンダーが SS カウンターを攻撃できるかどうかを判断するために使用されます。カウンターは、同じ色のエ

リアにある場合、お互いに視線を持ちます。例えば、ディフェンダーが赤色の戦闘ポジションにいる場合、ディフェンダーは

何れかの赤色のサークルにある SS カウンターを攻撃することができます。2 色の戦闘ポジションにいるディフェンダーは、

両方に対応する色のついたサークルへの視線を持ちます。白色の戦闘ポジションは SS のサークルに視線を持ちません。

デザインノート - 視線: 

私の意見では、Castle Itter の視線メカニズムはゲームの最大の強みの 1つです。これは、視線を決定する

ための合理的かつ単純で論理的なシステムを可能にしています。同時に、位置付けのための戦術的に適

切な選択肢を提供します。
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ゲームのプレイ  :   ディフェンダーのアクション

あなたのディフェンダーはターン毎に 5つのアクションを受け取ります。ディフェンダーは 1 ターンに 1回しかアクションでき

ません。ゲームボード上のアクションを使用してアクションを記録できます。アクションには以下が含まれます:  

[ディフェンダーが疲労するアクション]

・ 攻撃

・ 抑圧

・ 地域内の移動 (無償アクション)

・ 新地域への移動

・ 特別アクション (指揮と脱出)

[ディフェンダーが疲労しないアクション]

・ 回復

・ 抑圧の除去

初期のアクション

ゲーム開始時、ディフェンダーの全てはディフェンダーの供給場所からボード内に配置され開始します。ディフェンダーが初

めて行動を起こすとき、それを供給場所からボード上の任意の戦闘ポジションに移動させ、次にアクションを受け取ります。

ディフェンダーの供給場所でゲームを開始する 25 人全てのディフェンダーは、ディフェンダーが次のアクションを取る前に、

このようにボードに配置しなければなりません。従って、ゲームの最初の 5 ターンでは供給場所にいたディフェンダーのみ

が行動を起こすことができます。

フランス人の捕虜

5 人のフランス人捕虜(フランス国旗の背景を持つディフェンダー)は、最初のアクションで供給場所からボードに配置される

際、彼らはワイン貯蔵庫の戦闘ポジションに置かなければなりません。その後、最初のアクションを取ることができます。

       初期のアクション

ゲームプレイの例: 初期のアクションを取る前に、Borotra(フランス人捕虜)をワイン貯蔵庫に置かなければ

なりません。その後、大広間に移動するために新地域への移動アクション(P11 を参照)を実行できます。フラ

ンス人捕虜でないディフェンダーは、ボード上のどの戦闘ポジションにでも置くことができ、初期のアクション

を取れます。
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攻撃

ディフェンダーは攻撃アクションを取るために SS カウンターへの視線を持たなければなりません。攻撃を行うディフェン

ダーと、攻撃の対象となる SS カウンターを宣言します。ディフェンダーの攻撃値に等しい数のダイスを振り、それを SS カウ

ンターの防御値と比較します。少なくとも 1個のダイスが SS カウンターの防御値と同じか上回ると、SS カウンターはボード

から取り除かれ、SS カウンターの供給場所に戻されます。

ゲームプレイの例: Dietrich が迫撃砲を攻撃します。Dietrich は攻撃値が 1 なので、1個のダイスを振ります。

Dietrich のダイス目は 4、迫撃砲の防御と同じです。迫撃砲はボードから取り除かれ、SS カウンターの供給

場所に戻されます。 Dietrich は紫色と黄色のスクエアにいたので、Dietrich は歩兵を攻撃する可能性が

あったことに注意してください。

攻撃
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抑圧

ディフェンダーの抑圧値に等しい数の抑圧トークン(緑)を、ディフェンダーが配置されている地域の色に一致する、ゲーム

ボードの抑圧スクエアに追加します。抑圧トークン(緑)は、ターンの SS カードフェイズ中に使用されます(P18参照)。

ゲームプレイの例: Pollockの抑圧。Pollockは 3 の抑圧値を持つため、ゲームボードの抑圧エリアの下にあ

る緑色のスクエアに 3個の抑圧トークン(緑)を置きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抑圧

デザインノート - 抑圧: 攻撃と抑圧のバランスが良いことを発見することは、Castle Itter の重要なデザイン

上の課題の 1つでした。ゲームは文字通り"城館の防衛"ゲームなので、抑圧は主題的にも機械的にも重

要でした。攻撃は確かにゲームの強い側面ですが、いつ抑圧するかが重要です。

地域内の移動 (無償アクション)

ゲームボード上の各戦闘ポジションは、単一のディフェンダーによってのみ占めることができます。ディフェンダーはアク

ションを使用して、ある地域内で占めている戦闘ポジションを変更し、別のアクションを実行することができます。ディフェン

ダーが既に占められている戦闘ポジションに移動した場合、2 人のディフェンダーは位置を交換します; 但し、位置を交換

する場合では、ディフェンダーのどちらも疲労(それらの灰色を表側にする)していてはいけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域内の移動

ゲームプレイの例: Szymczykは、歩兵がいる門番小屋の戦闘ポジションに移動したいと考えています。

Szymczykと歩兵は戦闘ポジションを交換し、Szymczykはそれでも別の行動を取ることができます。歩兵が

裏返し(その灰色を表側にする)にされていた場合、Szymczykは歩兵の場所を交換することができませんで

した。Szymczykは 2つの空いている戦闘ポジションにも移動できた可能性があります。
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新地域への移動

ディフェンダーは、アクションを取って新しい地域に移動することができます。ディフェンダーは既に占められている戦闘ポ

ジションに移動することはできません。

ゲームプレイの例: Worsham は、ある地域(大広間)から別の地域(居室)に移動したいと考えています。

Worsham は、空いている戦闘ポジションの 1つに移動するアクションを取ることができますが、Waltl と場所

を交換することはできません。

ワイン貯蔵庫 (特別ルール): ワイン貯蔵庫の地域にいるディフェンダーは、新地域への移動アクションのみを使用して大広

間に移動できます。

新地域への移動

デザインノート - 移動: ゲームのためにシミュレーションと抽象のバランスを取ることは主要な目的です。最

終的に、ある場所内での移動に関して最大限の戦術的柔軟性を可能にする決定が下され、プレイヤーは 2

色の戦闘ポジションでディフェンダーを持つことの長所と短所をバランスさせる必要があるからです。 彼らは

2つの色を目標にすることができますが、それらはまた目標に設定される可能性がより高くなります。地域

間の移動は、プレイヤーがコストを気にせずに移動したことを許さずに、プレーヤーがオプションを利用する

ように促すのに十分なほど簡単である必要がありました。
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回復

灰色の側に反されたディフェンダーは疲労しており、殆どの行動をとることはできません。回復アクションを使用すると、ディ

フェンダーは元に戻り再びアクションを使用することができます。ディフェンダーは、1 ターン毎に 1つのアクションしか使用

できないことに注意してください。従って、ディフェンダーは回復アクションを実行してから、同じターンに 2回目のアクション

を実行することはできません。

抑圧の除去

ディフェンダーが抑圧トークン(赤)を持っている場合、抑圧の除去以外のアクションは実行できません。ディフェンダーが抑

圧の除去アクションを取った場合、抑圧トークン(赤)を除去し、それを供給場所に戻します。

指揮 (特別アクション)

指揮["C"]の特別アクション指定を持つディフェンダーのみが指揮アクションを実行できます。ディフェンダーが指揮アクショ

ンを使用すると、同じ地域にあるディフェンダーは即座に回復、抑圧の除去の両方または何れか一方を得られます。その 2

つは無償です。両方の行動を 1 人のディフェンダーに与えたり、2 人の異なるディフェンダーに与えることができます。ディ

フェンダーに抑圧済みトークンがあり、疲労している場合は、最初に抑圧の除去アクションを使用しなければなりません。

指揮アクションは、指揮["C"]の特別アクション指定を持つディフェンダー自身に、回復または抑圧の除去を与えるため使

用することはできません。ターン中に指揮アクションを使用したディフェンダーは、同じターンに自分のアクションを実行する

ことはできません。

ゲームプレイの例: Schrader は指揮アクションを 2つの方法で使用できます。彼はそれを使用して Waltl か

ら抑圧を除去した後で Waltl を回復させるか、Waltl と Worsham から抑圧を除去するために使用することが

できます。歩兵は Schrader と同じ地域にいないので、Schrader は歩兵に指揮アクションを使用できません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指揮特別アクション
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脱出 (特別アクション)

脱出["E"]の特別アクション指定を持つ”Borotra”ディフェンダーのみが脱出アクションを実行できます。Borotra が、対応す

る色のポジションに SS カウンターを持たない戦闘ポジションにいて、Borotra自身のターンを開始した場合、Borotra は脱

出アクションを取ることができます。加えて Borotra はワイン貯蔵庫や大広間から脱出することはできません。彼が脱出の

特別アクションを取るためには、南及び北のテラス、居室、門番小屋、または"酔いどれジェニー"で、彼自身のターンを始

めなければなりません。Borotra が脱出に成功したのなら、SS デッキの一番下から 7枚のカードを取り出し、それらを見る

ことなくゲームから取り除いてください。

デザインノート - Borotra の脱出: Borotra の脱出の真相は非常に重要でした。イッター城の戦いでの伝承

で重要な部分です。ゲームで、ゴールは彼の脱出を困難にすることでしたが、また大きな報酬を与えます。

Borotra は、あなたが勝つために脱出させる必要はありません。しかし、それは助けとなり概ね確実に得点

を低くすることができます。

ゲームプレイの例: ターン開始時に Borotra は緑色の戦闘ポジションにいます。迫撃砲と歩兵の SS カウン

ターは緑色の SS のポジションを占めるため、Borotra は脱出ができません。SS カウンターが攻撃されて、こ

のターンに取り除かれた場合、Borotra は脱出の特別アクションを使用することができます。

脱出特別アクション
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ゲームのプレイ  :   ディフェンダーの属性

一部のディフェンダーには特別な属性があります。これらの属性はアクションとして扱われません。その代わり、それらは

常に効果を及ぼす特別な条件です。属性には以下が含まれます:  

 

・ 低い士気[M]

・ 援軍[R]

・ 戦車クルー[T]

・ 国防軍将校[O]

低い士気[M]

5 人の歩兵ディフェンダーは全て低い士気の属性を持っています。歩兵と同じ地域にいるディフェン

ダーが損耗する度に、歩兵も損耗として扱われゲームボードから取り除かれます。

国防軍将校[O]

ディフェンダーのうちの 5 人は国防軍将校の属性を持っています。国防軍将校の属性を持つディ

フェンダーが低い士気[M]属性の歩兵と同じ地域にいると、低い士気属性の効果は無視されます。

援軍[R]

ディフェンダーのうちの 3 人は援軍属性を持っています。これら 3 人

のディフェンダーは、ゲームの開始時に他のディフェンダーとは別に

取っておく必要があります。"援軍"と題された SS カードが公開され

ると、援軍属性を持つ 3 人のディフェンダーがディフェンダー供給場

所に置かれます。ゲーム開始時とは異なり、既にボード上にあるデ

ィフェンダーと一緒にアクションさせる前に、これらの援軍を配置す

る必要はありません。彼らは、あなたが好きなだけ供給場所に留ま

らせることができます。

デザインノート – 低い士気: 低い士気の属性はイッター城の戦いにより発想を得ました。戦闘中、国防軍歩

兵は城から逃げ出し、おそらく SS の攻撃者に加わるため彼の仲間を見捨てたのです。

デザインノート - 援軍: イッター城の戦いの間、Wegscheider と Linson(国防軍歩兵)は、Waltl(オーストリアの

レジスタンスメンバー)と共に、近くの Worgl の町からイッター城まで援軍として努力を尽くしました。
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戦車クルー[T]

ディフェンダーのうちの 6 人は戦車クルー属性を持っています。彼らディフェンダーは、[T]とマークさ

れたゲームボード上の 5つの特別な戦闘ポジションを利用することができます。戦闘ポジションのう

ち 4つは”酔いどれジェニー”の地域にあり、5つ目は門番小屋の地域にあります。

戦車クルーの特別な戦闘ポジション

M1919A4 重機関銃およびM2HB 重機関銃

戦車クルー属性を持つディフェンダーが、M1919A4 または M2HB と記された戦闘ポジションにいる場合、彼らは自身の代

わりに、そこに記載された攻撃/抑圧値を使用できます。

76mm 戦車砲(装填)

戦車クルー属性を持つディフェンダーが 76mm 戦車砲(装填)と記された戦闘位置にいるとき、彼らは装填トークンを 76mm

戦車砲の戦闘ポジションに置くためのアクションを取ることができます。76mm 戦車砲(装填)の戦闘ポジションは白く塗られ

ており、SS のエリアには視線が無いことに注意してください。

76mm 戦車砲

戦車クルー属性を持つディフェンダーが 76mm 戦車砲と記された戦闘ポジションにあり、戦闘ポジションに装填トークンが

ある場合、ディフェンダーは記載された攻撃/抑圧値を使用できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦車クルー特別戦闘ポジション

ゲームプレイの例: Lee と Basse は戦車クルーの特別戦闘ポジションの値を使用して攻撃または抑圧アク

ションを行うことができます。Seiner が 76mm 戦車砲の戦闘ポジションに装填トークンを置くアクションを最初

に使用しない限り、Rushford は 76mm 戦車砲を使用できません。歩兵は戦車クルーの属性を持たないため、

戦車クルーの特別戦闘ポジションを使用することはできません。

デザインノート - 門番小屋の M1919A4 重機関銃: “酔いどれジェニー”の乗組員は、5 月 4 日の夕方にイッ

ター城の戦闘が始まる前、副操縦士の車載 M1919A430口径機関銃を取り外し、近くの門に置き射界を増

加させました。
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ゲームのプレイ  : SS      カード

あなたがターンに於ける 5つのディフェンダーアクションを完了したら、SS デッキから 3枚の SS カードを一度に 1枚ずつ公

開し、次のカードに移る前にそれぞれの効果を解決します。3枚の SS カードが全て解決されたらターンは終了し、次のター

ンで 5つの新しいディフェンダーアクションが開始されます。

カードの効果に基づいて、SS カードには 4つのカテゴリがあります: 

・ ディフェンダーへの攻撃

・ 地域への攻撃

・ SS カウンターの配置

・ ディフェンダーの抑圧

ディフェンダーへの攻撃

ディフェンダーへの攻撃効果を持つ SS カードが 1つあります: 狙撃兵。あなたが狙撃兵

を明らかにしたらダイスを振り、その結果を狙撃兵カードの数字と照合します。結果は目

標となる戦闘ポジションの色を示します。色が決まれば、ボード上の数字と結果を比較す

ることで、特定の戦闘ポジションが対象とされているかどうかを再度調べることができま

す。ダイスの目の結果が空の戦闘ポジションである場合は、次に高い数字のポジション

に移ります。高い数字のポジションが何者にも占められていない場合、その攻撃は効果

がありません。あるディフェンダーが目標として特定されたら 5個のダイスを振って、その

結果を現在の防御値と比較します。少なくとも 1個のダイスが防御値と同じか超えていれ

ば、ディフェンダーは損耗となりボードから取り除かれます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディフェンダーの攻撃

ゲームプレイの例: 狙撃兵の SS カードが公開されました。あなたはダイスの目で 6 を出しました、狙撃兵

カードの紫色に相当します。どの紫色の戦闘ポジションが目標になるかを調べるためにダイスを振り、結果

は 2 です。Gamelin が目標になることを示します。Gamelin が存在しなければ、代わりに Blechschmidt が標

的にされていたでしょう。目標が Gamelin として識別されたので、5個のサイコロを振ります。Gamelin が位置

する北テラスの現在の防御値は 5 です。少なくとも 1個のダイスが 5 と同じか超えている場合、Gamelin は

損耗となり取り除かれます。
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地域への攻撃

地域への攻撃効果を持つ SS カードが 4枚あります: 2枚の異なる

75mm Pak 40、88mm Flak 37、そしてパンツアーファウストです。

Pak 40 と Flak 37 は同じ方法で解決されます。パンツアーファウス

トは若干異なります。あなたが Pak 40 か Flak 37 を明らかにしたら、

1個のダイスを振り結果をカードと比較してください。結果は攻撃さ

れた地域を示します。次にダイス値に等しい数のダイスを振ります

(Flak 37 の場合は 6個、Pak 40 の場合は 4個)。振ったダイスの少

なくとも 1個が地域の防御値と同じか超えている場合、防御値を 1

減らします。防御値が既に 4 であり、少なくとも 1個のダイスが 4 と

同じか超えている場合、その地域内の全てのディフェンダーが抑

圧されます(ディフェンダーの抑圧、P18)。パンツアーファストは、あ

なたが目標のためにダイスを振らない以外は、Pak 40 と Flak 37

のように機能します。それは常に”酔いどれジェニー”を目標にして

います。

酔いどれジェニーの破壊

他の地域とは異なり、”酔いどれジェニー”は破壊される可能性があります。“酔いどれジェニー”の防御値が 0 になると、”

酔いどれジェニー”は破壊されたとみなされます。“酔いどれジェニー”の戦闘ポジションにいるディフェンダーは死傷者にな

り、ゲームから取り除かれます。“酔いどれジェニー”が攻撃対象になっているにも関わらず既に破壊されている場合、その

攻撃は効果がありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域への攻撃

ゲームプレイの例: 75mm Pak 40 の SS カードが公開されました。あなたは 2 の目を出します、”酔いどれ

ジェニー”に相当します。あなたは 4個のダイスを振ります(Pak 40 のダイス値)。“酔いどれジェニー”の現在

の防御値は 4 です。少なくとも 1個のダイスが 4 または超えていれば、”酔いどれジェニー”の防御値は 0 に

なり、”酔いどれジェニー”は破壊されます。“酔いどれジェニー”の 4 人のディフェンダーは直ちに死傷者に

なり、ゲームから取り除かれます。

デザインノート - 目標: Pak 40 と Flak 37 の目標地域は、イッター城の戦闘中の位置に基づいています。

P22 の地図上に描かれている Flak 37 は城の北西にありました。1門の Pak40 は城の南西にあり、もう 1門

は東にありました。
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SS カウンタの配置

SS カウンターを配置する効果を持つ 4枚の SS カードがあります: 

機関銃手、迫撃砲、歩兵、偵察兵。SS カウンターを配置すること

は、イッター城に対する SS の前進の重要な要素です。それぞれ

の SS カウンターを配置するには 3つのステップがあります: 

・ SS カウンターの配置区域を決定するためにダイスを振る。

・ SS カウンターを抑圧するかどうかを決定する。

・ SS カウンターを必要に応じて進める。

SS カウンターの配置エリアを決定するダイスを振る

SS カウンターを置く SS カードを公開されたら、"場所"テキストの

後に続く数字をチェックし、それぞれの SS カウンターが幾つかを

確認します。それぞれのカウンターについて、SS カウンターを置

くべき SS カウンター配置エリアを決定するために 2個のダイスを

振ります。

SS カウンターを抑圧するかどうかを決定する

新しい SS カウンターを配置する色と一致する抑圧スクエアに抑

圧トークン(緑)がある場合、幾つかの抑圧トークンを使用して、そ

れと同じ数のダイスを振ることができます。 振った何れかのダイ

スが SS カウンターと同じか超えている場合、SS カウンターを置

けません。他の 1つを配置するためのダイスを振る前に、その

SS カウンターを抑圧するかどうかを決定する必要があります。

該当する場合は、SS カウンターを進める

機関銃手と迫撃砲カウンターは、他の SS カウンターを前進させられません。同じ SS カウンター配置エリアに機関銃手と

迫撃砲の数に制限はありません。それらは攻撃されて取り除かれない限り、常に SS カウンター配置エリアに残ります。歩

兵または偵察兵 SS カウンターを置いた場合、SS カウンター配置エリアにあった歩兵または偵察兵トークンをイッター城に

向かって進めます。既に SS カウンターのいる SS カウンター前進エリアに歩兵や偵察兵カウンターが前進してきた場合、

そのエリアに既にいる SS カウンターを前進させてください。カウンターが先頭の開いているエリアに移動するまで、このプ

ロセスを続けます。SS カウンターをこのように前進させると、SS カウンターが進路を越えて進むことが出来なくなると、ゲー

ムは直ちに終了しあなたは敗北します。

デザインノート - 抑圧: 抑圧する時期を選択し、消費する抑圧トークンの数を決定することは重要です。これ

は、イッター城での最も重要な部分です。これは本質的にはあなたの幸運の仕組みであり、可能な限りそれ

ぞれの抑圧トークンの価値を最大限に引き出そうとしています。偵察兵を抑圧すべきかどうかは、抑圧値が

不足しているため低い脅威のように見えるなど、しばしば難しい選択です。しかし、複数の偵察兵が上を進

むと、攻撃によって取り除くことが非常に難しくなる可能性があります。
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                                                                                                                                 SS カウンターの配置

ゲームプレイの例: 歩兵カードが"場所: 2"で公開されました。あなたは 2個のダイスを振ります。結果は 11

です。歩兵カウンターを、"11"SS カウンター配置エリアに配置する必要があります。あなたは、この歩兵を

抑圧しないことに決め、それを配置します。2番目の歩兵のために、もう一度サイコロを振り 9 を得ました。

既に歩兵と偵察兵がにいるので、この歩兵は抑圧しようと決めます。灰色の抑圧スクエアから 2個の抑圧

トークン(緑)を使用することを選択します。これにより、2個のダイスを振ります。歩兵は防御値が 3 なので、

歩兵を抑圧してカウンターを置かないようにするには、3 または高い値を必要とします。あなたが振った 2個

とも 1 の目でした。あなたは歩兵カウンターを置き、歩兵と偵察兵カウンターを上で前進させます。
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ディフェンダーの抑圧

ディフェンダーの抑圧効果を持つ SS カードが 2枚あります: 20mm Flak 30

と SS 分隊の 2種類があります。両方のカードはディフェンダーに抑圧トー

クンを置くことになりますが、カードの解決プロセスは異なります。

あなたが Flak 30 を公開したら、1個のダイスを振って結果をカードと比較し

ます。結果は影響を受ける地域を示します。3個のダイスを振って、それぞ

れのディフェンダーを個別に抑圧してください。振ったダイスの少なくとも 1

個が現在の防衛値と同じか超えている場合、ディフェンダーに抑圧トーク

ン(赤)を置きます。

SS 分隊カードが公開された場合、あなたはボード上にいる色付きの SSサークルの各配置を介して作業し、 同じ色のサー

クルの SS カウンターのグループが、対応する色のついたスクエアにいるディフェンダーを抑圧できるかどうかを判断します。

この手順で SS 分隊による抑圧を行います: 

- SSサークルの色を選択します。

- その色の全ての SS カウンタの抑圧値を合計します。

- 合計の抑圧値が少なくとも 1 であれば 1個のダイスを振り、それを対応するディフェンダーのスクエアの色と比較して、対

象の戦闘ポジションを決定します。ダイスを振った結果が空の戦闘ポジションである場合は、次に高い数字のポジションに

移動します。高い数字のポジションが何者にも占められていない場合、その攻撃は効果がありません。

- 目標が特定されたら、合計の抑圧値に等しい数のダイスを振ります。

- 振ったダイスの少なくとも 1個が現在の防御値と同じか超えている場合、ディフェンダーに抑圧トークン(赤)を置きます。

- SS カウンターが存在する色毎に、このプロセスを続行します。

ディフェンダーが既に抑圧トークン(赤)を持っていて、別の抑圧トークン(赤)を受け取った場合、ディフェンダーは損耗となり、

それをゲームから取り除きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディフェンダーの抑圧

ゲームプレイの例: SS 分隊カードが公開されました。あなたは緑色で始めることを選択します。迫撃砲(3)、

歩兵 2 人(各 1)、偵察兵(0)の合計抑圧値は 5 です。あなたはダイスを 1個振ります、結果は 5 です。但し、

緑色の戦闘ポジションには目標はありませんでした。従って、あなたは De La Rocque を目標にします。彼は

戦闘ポジション 6 にいます。南テラスの防御値は 5 です。つまり、De La Roque を抑圧するためには少なくと

も 1個のダイスが 5 または高いダイスの目を出さなければなりません。
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ゲームの終了と難易度の向上

ゲームの終了

最後の SS カードが解決され、SS カウンターがの終わりを超えて進めなかった場合、あなたは勝利します。

SS カウンターがの終わりを超えて進んだ場合、あなたは敗北します。

得点: イッター城のゴールは出来るだけ少ないポイントで得点することです。ゲーム中に損耗したフランス人捕虜のディフェ

ンダー毎に、あなたは 3点を獲得します。損耗となった他のディフェンダーのために、あなたは 1点を獲得します。

難易度の向上

通常バージョンのイッター城を打ち倒すことができたなら、難易度の高いゲームを試すことができます。ベテランレベルで

ゲームをプレイするには、セットアップ中に SS カードをソートする際に、”ベテラン”とマークされた 6枚の SS カードを残しま

す。エリートレベルでゲームをプレイするには、セットアップ中に SS カードをソートするときに、”ベテラン”とマークされた 6

枚の SS カードと”エリート”とマークされた 6枚の SS カードを残します。

 

参考資料及びその他のリソース

Additional Reading on the Topic 

・ The definitive book on the topic of the Battle of Castle Itter is ”The Last Battle,” by Stephen Harding. 

・ BBC article on the battle (includes a brief interview with Stephen Harding). The Austrian castle where Nazis lost to 

German-US force

・ French language article on the battle: “Le jour le plus dingue: comment des GIs se sont allies a des soldats de la 

Wehrmacht pour liberer des Francais en mai 1945” 

・ German language article on the battle: “Als Wehrmacht und Amerikaner gemeinsam gegen die SS kampften” 

Castle Itter Scenarios for other Games 

・ ASL scenario included in Rally Point #4 - Ruins of the Reich. (2009) 

・ Memoir 44 scenario. (2014) 

・ ASL scenario and a Heroes of Normandie scenario in Yaah! Magazine #4. (2015) 
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ゲームボードの説明

地域の説明

名称 基本色 防御値 戦闘ポジション数 備考

ワイン貯蔵庫 CELLAR 白 なし 5 *フランス人捕虜ルール

居室 KEEP 赤 6-4 4

大広間 GREAT HALL 黄 6-4 4

北テラス NORTH TERRACE 紫 6-4 4

南テラス SOUTH TERRACE 緑 6-4 4

門番小屋 GATE HOUSE 灰 6-4 4 *戦車クルールール

“酔いどれジェニー” BESOTTEN JENNY 灰 6-4-0 4 *戦車クルールール

20

地域

(門番小屋 )

戦闘ポジション

(M1919A4)

地域の防御値

SS前進サークル

SS配置サークル

抑圧スクエア アクション表示トラック

ワイン貯蔵庫

[フランス人捕虜ルール ]



SS カードの例

　　　　　　　　　　　　　　ディフェンダーへの攻撃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域への攻撃

　　　　　　　　　　　　SS カウンターの配置(ベテラン)　       　　　　　　　　　ディフェンダーの抑圧(エリート)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援軍
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ディフェンダーカードの例

                           　　　　　　戦車クルー                            　　　　　　　　　　　　国防軍将校 

　　　　　　　　　　　　　　　　[HARRY BASSE]  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[BLECHSCHMIDT]

                        　　　　　　フランス人捕虜                      　　　　　　　　　　　　　　　SS 将校

 　　　　　　　　　　　　　　　[JEAN BOROTRA]          　　　　　　　　　　　　　　　　　　[SCHRADER]

                    　　　　　オーストリアレジスタンス 

　　　　　　　　　　　　　　　　　[HANS WALTL]
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名前

所属・階級

携帯火器・能力

属性
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