
 1

Europe Engulfed 戦火のヨーロッパ 
 
イントロダクション 
  Europe Engulfed は第 2 次世界大戦でのヨーロッパ戦

線を戦略レベルで再現している。各プレイヤーの決定は戦

争の推移に多大な影響を及ぼす。劇的な幸運や各戦場での

指揮官のリーダーシップを表すため、戦闘結果はサイコロ

によって算出される。ただ、 終的にはプレイヤーの技量

と戦略が戦争の帰趨を決めるだろう。 
 Europe Engulfed は２人あるいは 3 人でプレイきる。2
人プレイでは 1 人のプレイヤーが連合国側を、もう 1 人

のプレイヤーが枢軸国側を担当する。 
 連合国側は 2 人でプレイすることができる（この場合プ

レイヤーは３人）。３人プレイゲームでは 初のプレイヤ

ーがイギリスおよび U.S.A.を、２番目のプレイヤーが

U.S.S.R.、フランスおよび枢軸側が侵略した中小国を、３

番目のプレイヤーが枢軸側（ドイツ、イタリアおよび連合

国側が侵略した中小国）を担当する。 
 ３人プレイゲームではオプションルール 14.48（プレイ

ブック参照：連合国側が勝利したとき、連合国側の中から

終的な勝者を決める）の使用を勧める。 
 ルールブック中で他のルール参照の記載がある（例え

ば、”9.64 参照”といような）。これらの参照ページはルー

ルを読んでいるときはいったん無視してほしい。これらの

参照は表の脚注、用語集、目次とともにルールブックから

必要な項目を探すときの助けとなる。 
 
コンポーネント 
 Europe Engulfed には下記の備品が含まれている。 
 
284 個のウッドブロック、内訳は下記の通り。 
対応する国家 ブロックカラー ブロック数 
ドイツ グレイ 68 
ドイツ(エリート) ダークグレイ 10 
枢軸中小国 イエロー 18 
イタリア ライトグリーン 20 
U.S.A ダークグリーン 27 
フランス ライトブルー 27 
イギリス ダークブルー 24 
ソ連 レッドオレンジ 68 
ソ連(エリート) ダークレッド 7 
中立国 ブラウン 15 

 
ルールブック１冊 

プレイブック 1 冊 
マップシート 2 枚 
ウッドブロックに貼り付ける切れ目の入ったシート 
サイコロ 24 個 
四角形マーカー136 個 
円形マーカー68 個 
プレイヤー補助シート 5 枚 
 
注：実際のセットには上記に記載されている以上の予備の

ブロックがいくつか含まれている。また、ブロックに貼り

付けるのを失敗することを考慮して予備のシートが含ま

れている。もし、備品に欠品、破損があったとき、下記ま

で連絡して欲しい。 
 
GMT Games 
P.O. Box 1308 
Hanford, CA 93232-1308 
www.GMTGames.com 
 
 デザイナーと GMT Games 社はルールブックおよびカ

ウンターシートを個人目的で複写することを認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用語集 GLOSSARY： 
Air-Routes 航空路： 
 マップ上の白い点線。海ゾーンを隔てた２つの陸上エリ

ア間を、地上支援ユニットあるいは空挺ユニットを艦隊ポ

イント無しで移動させるとき使われる。 
 
Cadre 基幹： 
 残り 1 ステップだけとなった地上ユニットは基幹レベ

ルとみなす。 

装甲/機甲 
歩兵 
空挺 
騎兵 
民兵 

特別 
ｱｸｼｮﾝ 
ﾏｰｶｰ 

艦隊ﾎﾟｲﾝﾄ 地上支援ユニット 

地上支援面 空中戦面 
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Contested Area 交戦エリア： 
 枢軸国側および連合国側両方のユニットがいるエリア

を交戦エリアと呼ぶ。交戦エリアは直前に単独でそのエリ

アを占領していた側がそのエリアを支配している。 
 
Control Area 支配エリア： 
 中立以外のマップ上のエリアは枢軸国側あるいは連合

国側のどちらかが支配する。それらのエリアを単独で占領

したプレイヤーがそのエリアを支配する。プレイヤーの開

始線の背後の全てのエリアそのプレイヤーの支配下で始

まる。通常、敵支配エリアを自軍ユニットで単独占領する

ことで自軍支配下にできるが、例外として交戦状態となら

ない上陸戦闘あるいは空挺降下によりそのエリアを占領

したとき、 初の戦闘フェイズまでのそのエリアの支配状

態は変わらない。 
 
Elite Ground Units エリート地上ユニット： 
 これらのユニットはドイツあるいはソ連で優先的に装

備、訓練が与えられ、重要な戦闘に投入された部隊を表す。

これらの部隊動向は敵軍も注目していたことから、その国

の他の部隊とは異なった色のブロックを使っている。ソ連

は戦車および歩兵ユニットのダークレッドブロック７個

を持つ。ドイツは装甲および歩兵ユニットのダークグレイ

ブロック１０個を持つ。これらのユニットは射撃時にフリ

ーヒットボーナス free hit-bonus を持つことから、より強

力であるが、生産コストは通常の倍である（4.43 参照(a)）。  
 
Fleet Point 艦隊ポイント： 
 ゲーム中、海軍戦力は”艦隊ポイント”によって表現され

ている。１ポイントは艦隊ポイントマーカー１つを表し、

海ゾーン Sea Zone に置くことでそのエリアの占領を示す。

艦隊ポイントは目的を選んで使う訳ではなく、もっと柔軟

に使用目的を選ぶことができる（例外：ルール 8.3 参照）。

艦隊ポイント数に上限はなく、足りないときは代わりのカ

ウンターで代用してほしい。 
 
Force Pool 戦力プール： 
 全てのユニットと特別アクションは与えられた予算内

で生産することができる。破壊されたユニットおよび消費

されたアクションはこのプールに戻される。 
 
Fortress 要塞： 
 要塞はエリア内にある別のエリアとして機能する（マッ

プ参照）。戦闘に様々な影響を与える（5.17, 5.5, 6.85 お

よび 6.8.6 参照）。誰も占領していない要塞は自動的に外

周エリアを支配しているプレイヤーが支配する（例外：

Malta には外周エリアは無い。Gibraltar はスペインが中

立でいる限り、西側連合国が支配する）。外周エリアは要

塞が自軍支配で、非交戦エリアある限り、ゲーム上は港と

して機能する。 
 
Ground Units 地上ユニット： 
 これらはゲームに含まれるウッドブロックを指す。これ

らのブロックは大抵、敵に表側が見えないように立てて置

かれることによって、情報の不確実性を再現している。各

ユニットの現時点のステップ数はブロックの上端に示さ

れる。ラベルに記載されているなかで も高い値が完全戦

力 full strength である。地上ユニットは軍団 corps を表

す。例外的にソ連のみは軍 armies を表す。 
 
Ground-Support Units 地上支援ユニット： 
 これらは航空機のシルエットの付いた円形のマーカー

である。これらのマーカーのカラーは地上ユニットの色に

対応している。各国は一度に用意されているマーカー数ま

でプレイに使用できる。地上支援ユニットは晴れあるいは

軽い泥濘ターンの戦闘フェイズに同じエリアにいる地上

ユニットのなかで望むものに対してヒットボーナスを与

えることができる（6.6 参照）。 
 
Hit-Bonus ヒットボーナス： 
 ヒットボーナスによりプレイヤーの射撃はより命中し

やすくなる。通常、相手に損害を与えるためにはサイコロ

を振り、６の目を出さなければならないが、ヒットボーナ

スごとに、各サイの目に１を加え損害を与えやすくする。

つまり、ヒットボーナス１つのとき５あるいは６で命中し、

ヒットボーナス２つのときは４から６で命中する。 
 
Home Area ホームエリア： 
 ホームエリアは各国がユニットを創設したり、補給線を

設定するとき基盤となる。各国のホームエリアは元々の国

境線の内側のエリアであり、各国に対応した色で塗られて

いる（グレイはドイツ、レッドオレンジはソ連等。各国の

ホームエリアではないものの提携しているエリアはその

国と同じカラーコードで塗られているが斜線が入れられ

ている。アメリカのホームエリアは大西洋Atlantic Ocean
内の U.S.A.ボックスである。アメリカユニットの補給線

の設定に関してはイギリスエリアもホームエリアとみな
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す。 
 
Infantry Class Units 歩兵クラスユニット： 
 ゲーム上、多数の戦車を持たない地上ユニットを指す。

歩兵 infantry、空挺 airborne、騎兵 cavalry および民兵

militia ユニットがある。 
 
makers マーカー： 
 ゲームには 136 個の四角いマーカーと 68 個の丸いマー

カーが含まれている。これらには野戦陣地 field 
fortification、地上支援 ground-support ユニット、特別

アクション、その他のマーカー類がある。 
 
Major Powers 大国： 
 戦争の主交戦国であり、独自に生産レベルおよび戦力プ

ールが設定されている。大国は次の通り、ブロックの色が

決まっている。ドイツ（グレー＆ダークグレー）、イタリ

ア（ライトグリーン）、ソ連（レッドオレンジ＆ダークレ

ッド）、イギリス（ダークブルー）、フランス（ライトブル

ー）、U.S.A.（ダークグリーン）。 
 
Middle-East 中東： 
 スエズ運河より東方で、トルコおよび U.S.S.R.より南

方のマップエリア。ただし、Cyprus は含まない。 
 
Militia Units 民兵ユニット： 
 民兵ユニットはエリート歩兵ユニットとはまったく逆

の存在である。一般労働者からなるこれらのユニットはヒ

ットボーナスの効果を受けることはできない。しかし、生

産コストは非常に安価である（4.43b 参照） 
 
Minor Powers 中小国： 
 大国に挙げられている６カ国以外の国。イエローのブロ

ックは枢軸国側の中小国、ブラウンのブロックは連合国側

の中小国となる。 
 
Newly Contested Area 最新交戦エリア： 
 直前の移動フェイズの結果、新たに生じた交戦エリアを

新交戦エリアと呼ぶ。ゲーム中、１つのエリアは何度で

も 新交戦エリアになり、その度ごとにどちらかが単独で

占領するようになる。 
 
Special Action 特別アクション： 
 “Special Action 特別アクション”と記された丸いマー

カーを指す。これは集約された補給や指揮権などを表し、

より良い作戦を実施できるようになる。これらのマーカー

は特別攻撃作戦あるいは特別防御作戦を実施したとき、消

費される（7.2-7.9 参照）。 
 
Steps ステップ： 
 生産 production あるいは補充 peplacementするたびに

地上ユニットのステップが増加する。また、戦闘で損害が

出るたびにステップは減少する。複数のステップ数を持つ

ユニットが１損害 hit を受けたとき、ブロックを 90 度時

計回りに回転させることにより、1 ポイント分ステップ数

を減少させる。1 ステップのみのユニットが損害を受けた

とき、そのユニットは全滅し、戦力プールに戻される。 
 
海峡 Straits： 
 狭い海域である海峡によって２つの陸上エリアが分け

られていることがある。海峡は移動（5.16 参照）および

戦闘（6.83 参照）の両方に影響を及ぼす。マップ上には

Sicily と Italy を隔てる Messina 海峡、トルコの

Dardanelles 海峡およびソ連、Sevastopol 付近にある

Kerch 海峡の３つが存在する。 
 
Strat-Move： 
 戦略移動 Strategic Movement の略称。 
 
戦略兵器資産 Strategic Assets： 
 各大国の戦略空軍は一般情報トラック上のポイントと

して表される。これはU-ボート、ASWおよび対空砲Flack
レベルも同様である。これらの資産は生産および破壊によ

り、対応するトラック上（マップ参照）のマーカーを増減

させる。両陣営は爆撃機と戦闘機をそれぞれ 大 30 ずつ

保持することができる。ドイツは U-ボートポイントを

大 60 ポイント保持することができる（31～60 ポイントは

マーカーを裏返し+31 面とすることで表示する）。 
 
天候ゾーン Weather Zone： 
 マップには３つの天候ゾーン西部 West、東部 East、南

部 South が存在する。天候は移動および戦闘に影響を及

ぼすとともに（1.1 参照）、様々な効果を持つ。天候ゾー

ンは天候ライン Weather line によって分割されている。 
 
WERP(s)： 
 ”wurps”と読む。戦時経済資源ポイント Wartime 
Economic Resource Points の略号。これらのポイントは
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第 2 次世界大戦のヨーロッパ戦線に各国が拠出すること

ができる軍事資源を表す。 
 
1.0 プレイのシークエンス 
 各ゲームターンは２ヶ月を表し、各ターンは下記のフェ

イズから構成されている。これらのフェイズはその順番に

沿って実施されなければならない。 
 
1.1 天候決定フェイズ 
 マップは３つの天候ゾーン西部 West、東部 East、南部

South に分かれている。各年の３／４月および１１／１２

月ターン、不確定な天候を確定しなければならない。これ

らのターンは“不確定天候”結果ボックス ’Variable 
Weather’ result Boxs 内（マップ参照）に示された２つの

可能性のうちのどちらかの天候となる。一方は泥濘 Mud
あるいは軽い泥濘 Lt. Mud、もう一方は雪 Snow あるいは

晴れ Clear である。 
 
1.11 
 不確定天候はドイツおよびソ連プレイヤーがそれぞれ

さいころを１ずつ振り、より高い目から天候を決める。ド

イツ側がより高い目を出したとき、天候ボックスに示され

た結果の１つとなる。また、ソ連軍プレイヤーのサイの目

がより高い（あるいはサイの目が等しい）とき、もう片方

の結果となる。１回の決定で３つの天候ゾーンのすべての

天候が決まる。晴れのとき、プレイに影響は無い。雪、軽

い泥濘および泥濘のとき、下記の影響を及ぼす。 
 
1.12 雪 Snow： 
 雪の間、各プレイヤーターンのすべての戦闘フェイズに

おいて、すべての攻撃ユニットが振る戦闘サイコロ数は半

減する（端数切捨て）。装甲および歩兵クラス毎にそれぞ

れ別に合計し、半減させる。まず、掛け算を行い、次に割

り算を行った後に、端数の切り捨てを行う。 
 雪は防御ユニットに影響を及ぼさない。 
 ソ連およびフィンランド地上ユニットがホームエリア

にて攻撃を行うとき、雪のペナルティーを受けない。 
 雪ターンの間、湿地は荒地であるとみなす。ただし、そ

の場合でも装甲ユニットは進入できない。 
 地上支援ユニットは雪の天候ゾーン内で使用すること

はできない。 
 
例：雪のとき、ドイツ軍歩兵１５ステップが通常攻撃を行

ったならば、攻撃力は半減して 7 個のサイコロを振る。 

 
1.13 泥濘 MUD： 
 作戦移動 Operational movement において泥濘エリア

に進入あるいは脱出するとき、ユニットの全許容移動力を

使う。第 1 戦略移動 Initial Strategic movement フェイズ

中の移動に泥濘は影響を及ぼさない。泥濘天候ゾーン内で

突破移動 Breakthrough Movement フェイズ（作戦移動

および戦略移動）を実施できない。 
 装甲ユニットは（攻撃時および防御時）泥濘で奇襲攻撃

ボーナス（14.43b 参照）およびエリートユニットボーナ

ス（用語集参照）を含む、ヒットボーナスを受けることは

できない。 
 防御している歩兵クラスユニットは泥濘ターン中でも

ヒットボーナスを受けることができる。 
 地上支援ユニットは泥濘のエリアで戦闘に参加できな

い。 
 
1.14 軽い泥濘 LIGHT MUD（Lt. MUD）： 
 軽い泥濘 Lt. MUD 天候ゾーンは突破移動フェイズ（作

戦および戦略移動）を実施できないことを除き、晴れ

Clear とみなす。 
 
1.2 枢軸国 AXIS プレイヤーターン 
1.21 第 1 補給決定 Initial Supply Determination フェイズ： 
 枢軸ユニットは補給切れOut of supplyかどうか確認す

る（3.1 および 3.3 参照）。補給下と判定されたユニットは

以降のフェイズ移動等により補給切れ状態となっても、次

の補給決定フェイズまでは補給下とみなす（1.27 参照）。

補給切れと判定されたユニットは“補給切れ Out of 
supply”マーカーで表示し、次の補給決定フェイズまで補

給切れとなる。 
 
1.22 生産 Production フェイズ： 
 枢軸プレイヤーは生産された WERPs を計算し、戦略ダ

メ ー ジ strategic damage お よ び 艦 隊 整 備 Naval 
maintenance を引く。生産ルール（4.0 参照）に従って残

った WERPs を消費し、新規生産および減少したステップ

の補充を行う。 
 
1.23第 1作戦移動 Initial Operational Movementフェイズ： 
 このフェイズにすべての枢軸国ユニットは作戦移動

（5.1 参照）の移動ルールに従って移動することができる。 
 このフェイズにのみ宣戦布告できる。 
 このフェイズ中であればいつでも宣戦布告することが
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でき。防御ユニットの配置終了後、自由に敵国に進入する

ことができる。 
 
1.24 第 1 戦略移動 Initial Strategic Movement フェイズ： 
 枢軸国ユニットのいくつかは（20.3 参照）、戦略移動ル

ールに従って移動することができる（5.2 参照）。 
 
1.25 第 1 戦闘 Initial Combat フェイズ： 
 望むエリアおよび必要なエリアで 1 ラウンド分戦闘が

行われる（6.2 参照）。このフェイズに開始されたばかり

の戦闘は突破戦闘フェイズ（および突破移動フェイズ）の

ように特別アクションマーカーの消費（1.26）を要求され

ない。 
 
1.26 突破 Breakthrough フェイズ（１～複数回）： 
 枢軸軍プレイヤーは特別アクションマーカーを消費す

ることで１つあるいは複数の突破フェイズを実施できる。

突破フェイズは手番Phasesプレイヤーが望んだ順に発生

する。 
 突破フェイズには戦闘（6.7 参照）および（作戦および

戦略）移動（5.4 参照）が含まれる。 
 
12.7 最終補給決定 Final Supply Determination フェイズ： 
 この時点で補給切れの枢軸国ユニットは（たとえ第 1
補給決定フェイズに補給下となったユニットであっても）、

自軍支配下の要塞にいるか特別アクションを消費しない

限り全滅する（7.9 参照）。 
 
1.3 連合国 Allied プレイヤーターン 
 連合国プレイヤーは前述 1.21～1.27 とまったく同じフ

ェイズ実施する。このとき、枢軸国の項を連合国と読み替

える。 
 
1.4 ターン進行フェイズ 
 ターンマーカーを次のターンに進める。天候決定より新

たなゲームターンを始める。 
 
2.0 戦略攻撃 Strategic Warfare 
 戦略攻撃は敵の生産能力に対する攻撃を指し、敵の生産

フェイズ、WERPs 決定時（艦隊整備の前）に解決される。

U-ボート攻撃およびドイツの英国本土爆撃は連合国生産

フェイズに解決する。ドイツ本土に対する西側連合国の爆

撃は枢軸国生産フェイズに解決する。ドイツ情報トラック

上に少なくとも 1 U-ボートポイントを持っているなら、

U-ボート攻撃を実施しなければならない。 
戦略爆撃 Strategic Air warfare の実施の有無は爆撃を行

うプレイヤーが決める。 
 
2.1ASW と U-ボート戦役 
 各シナリオのセットアップ情報に従って、イギリスプレ

イ ヤ ー は ス タ ー ト 時 の ASW （ 対 潜 水 艦 攻 撃

Anti-Submarine Warfare）レベル、ドイツ軍プレイヤー

はスタート時の U-ボートポイントを設定する。これらの

値は生産により増加させることができ、戦略攻撃の実施に

より減少する。 
 
2.11 
 戦略攻撃中の U-ボート攻撃時、イギリスプレイヤーは

ASW テーブル（マップ参照）でサイコロを振り、サイの

目と ASW レベルが交差した欄を確認する。示された値が

全滅した U-ボートポイントである（端数は切り上げる）

（U-ボート損失テーブル参照 20.5）。 
 
2.12 
 ドイツ軍プレイヤーは U-ボート攻撃テーブル上でサイ

コロを振り、サイの目と残った U-ボートポイント数が交

差した欄を確認する。各ターンのイギリス WERP’s から

その値を引く。 
 
2.13 
 U-ボート攻撃を処理した後、トラック上に 20 U-ボート

ポイントまで残っていたなら、そのターンの連合軍の戦略

移動（5.2 参照）は不利になる。トラック上の 20 U ボー

トポイント毎に U.S.A.とイギリスに許される戦略移動

Start-moves（20.3 参照）が 1 減少する。 
 
例：連合軍の戦略移動フェイズにドイツの情報トラック上

には 32 U-ボートポイントが残っていた。U.S.A.とイギリ

スの戦略移動は 1 減少し、それぞれ 3 ユニットとなった。 
 
2.2 戦略爆撃 
 戦略爆撃は爆撃を行うプレイヤーが実施するかどうか

決めることができる。ドイツはイギリス Great Britain に

対して、西側連合国はドイツに対して実施できる。爆撃を

行うプレイヤーは少なくとも 1 爆撃機ポイントを保持し

ていなければならない。フランスに上陸された後のターン、

ドイツは戦略爆撃を行えない（10.12 参照）。 
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2.21 
 爆撃機 Bomber ポイントは 1 ターンに 1 回、爆撃に使

うことができる。戦闘機 Fighter ポイントは相手のターン

に護衛機として攻撃的に用いたり、自分のターン迎撃機と

して防御的に使える。戦闘機ポイントは同じターンに両方

の任務を実施できる。 
 
2.22 
 プレイヤーが爆撃を行うことにしたら、すべての爆撃機

ポイントを派遣しなければならず、一部を残しておくこと

はできない。保持しているすべての戦闘機ポイントを護衛

に派遣しなければならない。空戦は下記の手順で行う。： 
 

a) 防御側の迎撃宣言 
 晴天あるいは軽い泥濘ターンで（西部ゾーンの天候

により、空襲は影響を受ける）、爆撃機ポイントが 5
ポイント以上のとき、防御側の戦闘機は迎撃を行わな

ければならない。泥濘あるいは雪ターンで爆撃機ポイ

ントが 10 ポイント以上のとき、防御側は迎撃を行わ

なければならない。 
 爆撃機ポイントが上記未満のとき、防御側は迎撃を

行わなくても良い。 
 防御側が迎撃を行わないとき、防御側の戦闘機は空

襲を行う編隊にたいして射撃できない。 
 
b) 護衛機の迎撃機に対する射撃 
 防御側の戦闘機が迎撃してきたとき、空襲を行って

いるプレイヤーは護衛機ポイントの数だけサイコロ

を振る。６の目が出るごとに相殺 exchange（1 ポイ

ントずつ、護衛機および迎撃機ポイントが全滅する）

の結果となる。相殺の結果が迎撃機の数を超過したと

いき、超過分は無視する。 
 
c) 生き残った迎撃機の爆撃機への射撃 
 護衛機に破壊されなかった迎撃機は爆撃機に対し

て射撃を行う。迎撃機ごとにサイコロ 1 つを振り、５

あるいは６の目が出るごとに１爆撃機ポイントを全

滅させる。超過したポイントは無視する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

例：1942 年 Sep/Oct（晴れ）、連合国軍 18 戦闘機ポイン

トが連合国軍７爆撃機ポイントを護衛していた。防御して

いるドイツ軍 12 戦闘機ポイントは迎撃を行わなければな

らない。連合国軍はサイコロを 18 個振り、６の目を３つ

出し、3 ポイントを相殺させた。生き残ったドイツ軍９迎

撃機ポイントは爆撃機に対して射撃を行った。サイの目は

５が１つ、6 が３つであり、連合国軍の爆撃機 7 ポイント

のうち爆撃機 3 ポイント分を全滅させた。 
 
d) 次に対空砲 Flak が爆撃機に対して射撃を行う。ドイ

ツおよびイギリスはセットアップ情報にシナリオ開

始時の対空砲レベルが示されている。対空砲レベルは

カレンダー年（4.6 参照）ごと、１レベルづつ 大 4
レベルまで増加させることができる。対空砲によって

振ることのできるサイコロの数は対空射撃をうけう

る爆撃機の数と対空砲レベルにより、下記のとおり決

まる。 
 

対空砲レベル 対空砲ダイスの量 
 ０ 無し 
 １ 爆撃機５ポイントごとに 1 ダイス 
 ２ 爆撃機４ポイントごとに 1 ダイス 
 ３ 爆撃機３ポイントごとに 1 ダイス 
 ４ 爆撃機２ポイントごとに 1 ダイス 
 
 端数は切り捨てる。各サイコロで 6 の目が出るごとに、

対空砲の射撃により 1 爆撃機ポイントが全滅する。 
 
2.23 爆撃の処理： 
 爆撃は次のように処理する。生き残った爆撃機ポイント

の数だけサイコロを振る。晴れおよび軽い泥濘のとき、サ

イの目が５および６で爆撃が命中する。泥濘あるいは雪の

とき、サイの目が６で爆撃が命中する。命中ごとに敵のそ

のターン生産した１WERP が減少する。 
 

護衛機 18 

迎撃機 18 

各６= 
相殺 

各５or６= 
１爆撃機 Pts 全滅 

爆撃機 7 Pts 
各５or６=命中 
各命中=-1WERPs 

爆撃
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2.24 
 下記は空戦ルールの例外となる。いったん下記が適用さ

れたなら、ゲームの残りの期間ずっと適用する。 
 

a) 1943 年の Jan/Feb ターン開始時から、連合国軍爆撃

機はヒットボーナスを得る（例えば晴れや軽い泥濘の

ときは 4-6 で、泥濘あるいは雪のときは 5-6 で命中す

る）。 
 さらに迎撃機が連合国軍爆撃機を射撃するとき、サ

イの目“5”の結果を“相殺 exchange”（迎撃機１つ

と爆撃機１つが破壊される）と読み替える。このとき

相殺の結果を処理する前に通常の命中の結果を処理

する。超過した命中および相殺の結果は無視する。 
 
a) 1944 年の Jan/Feb ターン開始時より、連合国軍護衛

機がドイツ軍迎撃機を目標とするとき進歩する。サイ

の目が５のときに相殺となり、サイの目が６のときに

命中（迎撃機１ポイントが全滅する）となる。このと

き相殺の結果を処理する前に通常の命中の結果を処

理する。超過した命中および相殺の結果は無視する。 
 

2.25 列車妨害 Rail Interdiction 
 連合国側の戦略爆撃はドイツ軍の戦略移動に影響を及

ぼす。 
 晴れあるいは軽い泥濘時に空襲があったとき、トラック

上に残っていた爆撃機ポイント 5 ポイントごとにドイツ

軍の戦略移動数が１減少する。 
 雪あるいは泥濘時に空襲があったときは 10 ポイントご

とにドイツ軍の戦略移動数が１減少する。 
 これらの効果を得るためには実際に戦略爆撃が行われ

ていなければならない。 
 
2.26 最大爆撃ダメージ： 
 爆撃により与えられるダメージには上限がある。ダメー

ジは防御側が支配しているホームエリアから得られる

WERP の合計値半分を超えることはない（4.12 参照）。 
 
2.27 地上支援作戦による爆撃： 
 枢軸生産フェイズに戦略攻撃として西側連合国が戦闘

機ポイントで少なくとも 2:1 を超えているターン、連合国

側の爆撃をドイツ軍工業地域より西部戦線に振り換える

ことができる（例外：2 ターン連続して爆撃を振り換える

ことはできない）。 
 このとき爆撃は通常通り処理し、ドイツ軍の生産力を減

少させるかわりに、西部天候ゾーンでのドイツ側の戦略移

動数を減少させる。連合軍がドイツの戦略移動数以上の影

響を与えたとき、超過分は無視する。 
 
例：連合国軍は 1944 年 Jul/Aug ターンのドイツ生産フェ

イズの開始時、爆撃機によりオーバーロード侵攻作戦の支

援を宣言した。空襲によりドイツに 4 ポイントの損害を与

え、11 ポイントの爆撃機が残った。ドイツ軍の戦略移動

数はルール 2.25 により７から５に減少した。そこで、1944
年 Jul/Aug ターン中、西部天候ゾーンに元々いる、ある

いはそこで移動を終える、あるいは通り過ぎるような戦略

移動は５ポイントに減少する。 
 
2.28 V-兵器： 
 1944 年の Jan/Feb 開始時からドイツ軍プレイヤーは

V-1 ロケットの購入することができる。これらのロケット

は連合軍生産フェイズにイギリス（のみ）を攻撃する使い

捨て爆撃機として使用できる。V-兵器はドイツ軍の爆撃と

は別に処理する。連合国側の戦闘機は同じターンに両方の

爆撃に対して迎撃を行える。コストは”V-1”２ポイントご

とに 1WERP である。ドイツ軍側は V-1 を使うためには

Pas de Calais エリアを支配していなければならない。 
 連合国側の戦闘機が V-1 を迎撃するとき、サイの目 5,6
が必要となる（相殺 exchange では無い）。また、爆撃機

と同様に V-1 に対しても対空射撃を行える。迎撃機および

対空射撃から生き残った V-1 ポイントごとにサイコロを

振り、V-兵器 V-Weapon チャートで結果を算出する。そ

の後、V-1 ポイントはそのまま無くなる。V-兵器は連合国

軍の戦略移動に影響を与えない。ドイツ軍の戦闘機ポイン

トは V-兵器を護衛できない。 
 
V-兵器 Weapon チャート 
 サイの目 WERPs 減少分 
  1-2 0 WERPs 
  3-4 1 WERPs 
  5+ 2 WERPs 
 
 1944 年 Sep/Oct ターンの開始時からドイツ軍プレイヤ

ーは V-2 を購入できる。コストは”V-2”ポイントあたり、

1WERP である。V-2 は迎撃および対空砲射撃の影響を受

けないことを除き、V-1 と同様に扱う。Normandy から

Netherlands までの自軍支配の海岸エリアから打ち出す

ことができる。さらに上記のテーブルでサイコロを振ると

き、サイの目を+1 する。 
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 V-兵器ポイントが情報トラック上に残っているとき、各

ターンに各種類ごとに少なくとも半分（端数切り上げ）は

発射しなければならない。残り半分は次のターンまで持ち

越し、次のターンはさらにその半分の打ち上げ義務が生ず

る。情報トラック上の V-1 および V-2 マーカーはそれぞれ

の V-兵器レベルを示すために使われる。 
 
2.3 戦略攻撃の制限 
 各国は戦闘機、爆撃機、V-兵器および U-ボートを各タ

ーン当たり、下記の上限を超えて作ることはできない。 
 
ドイツ ： U-ボート８ポイント、”V-1”６ポイント、”V-2”

２ポイントおよび航空機４ポイント（そのうち

爆撃機は２ポイントまで） 
イギリス： 航空機２ポイント（そのうち爆撃機は１ポイ

ントまで） 
U.S.A. ： 航空機６ポイント（そのうち爆撃機は３ポイ

ントまで） 
 
3.0 補給 
3.1 
 補給を行うためには、各エリアおよびユニットは自軍の

補給源まで連続した自軍支配エリアを保持していなけれ

ばならない。補給は海峡を通すことができる。 
 補給は自軍支配の戦闘 Contested エリア内にあるいは

そのようなエリアを通過して通すことができる。 
 補給は敵支配の戦闘 Contested エリア内まで通すこと

ができる。しかし、そのようなエリアを通過して補給を通

すことはできない。 
 
3.2 補給源 Supply Source 
 大国および小国の自国ホームエリアはたとえそのエリ

アが交戦エリアとなっても補給源となる。 
 小国はそのようなエリアで自動的に補給下となる。 
 大国はそのようなエリアでもルール 3.1 に従って、別の

自軍支配ホームエリアあるいは自軍支配の補給源まで補

給線を通さなければならない。 
 
例外：下記の大国ホームエリアでは交戦エリアとなっても、

該当する国は自動的に補給下となり、別の自国ホームエリ

アに補給線を引かなくても良い。Leningrad Fortress（ソ

連軍が Ladoga 湿地エリアを支配し、補給下であるとき）、

U.S.A.ボックス、Ural 山岳エリアおよび Baku がそのよ

うなエリアとなる。 
 
3.3 海ゾーンを横断する補給線 
 ユニットは上記 3.1 に従って自軍支配の港まで陸上の

補給線を辿った後、別の港エリアまで海ゾーンを横断して

補給線を辿り、さらに陸上の補給線を辿って補給源まで補

給線を引くことができる。ただし、海ゾーンを横断すると

き、艦隊ポイントの補給上限 Supply Capacity により制

限を受ける。ユニットは連続している複数の海ゾーンでエ

リアごとに艦隊ポイントを満足させることで補給線を引

くことができる。このとき、8.3.1 および 8.3.2 の条件を

満たしていれば艦隊ポイントの変換を行える。 
 補給線を引くとき、海ゾーンを辿れるのは 1 行程のみで

あるが、その 1 行程中に複数の海ゾーンを横断することが

できる。 
 
3.31 海軍補給上限 
 海ゾーンにいる艦隊ポイントは自軍ユニットを補給下

することができる。イギリス、フランスおよび U.S.A.の
の艦隊１ポイントごとに４ユニットを補給下にできる。枢

軸国およびソ連の艦隊１ポイントごとに３ユニットを補

給下にできる。なお、ソ連軍ユニットは西側連合国の艦隊

ポイントによって補給を受けることはできない。また、そ

の逆もできない。 
 地上ユニットおよび地上支援ユニットはそれぞれ１つ

あるいは複数の海ゾーンまで補給線を辿り、その海ゾーン

にいる海軍ユニットの補給上限までその海エリアを経由

して補給線を引くことができる（例外：3.32 および 7.22）。 
 
3.32 
 ジブラルタルを枢軸国が支配しているか、地中海

Mediterraneanに十分な数の艦隊ポイントがいないとき、

地中海沿岸にいて直接 Morocco,を通して大西洋 Atlantic
に補給線を引けない余剰の連合国軍ユニットは Suez 
Canal/Red Sea あるいは Persia を通してアフリカの喜望

峰周りで補給線を引かなければならない。そのような“喜

望峰周り”のユニットが大西洋の艦隊ポイントを使って補

給を受けるとき、４ユニット分として数える。 
 
3.33 地中海での補給制限 
 自軍艦隊ポイントの補給能力は下記の条件が適用され

るごとに１ずつ低下する。 
 
１）Malta, Sicily あるいは Sardinia のどれかが敵支配下
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のとき（両陣営に適用される）。 
２）枢軸側が Crete 島を支配している（西側連合国軍のみ

適用）。 
 
 そこで枢軸側は１つ、西側連合軍は２つまで補給能力が

減少する可能性がある。 
 
例：イギリスの地上ユニットおよび地上支援ユニット９つ

は下記の通り補給を得た。： 
 イギリス軍ユニットは Egypt には７ユニット、

Gibraltarに１ユニットおよびMaltaに１ユニットを保持

しており、枢軸軍は Sicily および Sardinia を支配してい

たが、Creta はまだ支配していなかった。 
 イギリスプレイヤーは地中海に２艦隊ポイント、大西洋

に４艦隊ポイントを保持していた。Malta の１ユニットお

よび Egypt の５ユニットは地中海を通じて補給を受ける

ことができる。このとき、地中海の艦隊ポイントのすべて

の補給能力（６ユニット分）と大西洋の１６ユニット分の

補給能力のうちに６ユニット分を使う。 
 残った Egypt の２ユニットは Red Sea および Africa 周

りで大西洋の補給能力を使い１ユニットあたり４ユニッ

ト分とみなして補給を受けなければならない。これにより、

残った補給能力は２ユニット分となる。 
 残り１ユニット分の補給能力で Gibraltar のユニット

は補給下になった。以上より、イギリス軍プレイヤーはす

べてのユニットを補給下におくことができた。 
 
3.4 補給切れの効果（OOS） 
 補給切れのユニットは次の効果を受ける。 
 
・第１作戦移動フェイズに１エリアしか移動できない。 
・戦略移動を行えない。 
・突破移動フェイズに移動を行えない。 
・補充を受け取れない。 
・攻撃時に振ることのできるサイコロの数が半減する（端

数切捨て）。 
 
 補給切れの地上ユニットは防御には影響を受けない。 
 補給切れの地上支援ユニットは戦闘に関与できない（攻

撃および防御）。 
 
3.5 補給切れからの回復 
 終補給確認フェイズにのみ OOS（補給切れ）ユニッ

トは補給切れから回復できる。 

 自軍プレイヤーターン中に移動できなかった OOS ユニ

ットは補給切れからの回復のためにのみ補給線を引くこ

とができる。自軍プレイヤーターンに移動した OOS ユニ

ット（OOS マーカーを裏返し、”Moved”面とすることで

記録する）は新たに自軍支配エリアを得なければならない。 
 突破を試みたとき、補給下のユニットはルール 3.4 およ

び 3.6 の効果を被らないことから、OOS ユニットは補給

下のユニットとは区別して示さなければならない。 
 
3.6 最終補給決定確認フェイズ 
 すべての自軍ユニットの補給を確認する。第１補給決定

フェイズに OOS となったユニットは限定補給 Limited 
Supply（7.9 参照）を受けない限り、上記 3.5 の通りにこ

のフェイズにのみ補給下に戻る。 
 このフェイズに少なくとも限定補給下に無いすべての

ユニット（OOS マーカーで示されているかどうかにかか

わらず）は全滅する。OOS ユニットを除去した後、マッ

プ上のユニットは次の自軍第 1 補給決定フェイズに補給

線の再確認を行うまで補給下であるとみなす。 
 
4.0 生産 
4.1 総則 
 各ターンの生産フェイズ、コストを支払ってユニットの

生産および補充を行える。プレイヤーは下記の合計値に等

しい WERPs を受け取る。WERPs は基本生産量 basic 
production に国家修正を加えた値に加え、征服している

か自軍地上ユニットが占領している非ソ連資源エリアご

とに 2 WERPs（征服されたソ連資源エリアはさらに価値

が高い、4.13 参照）、受け取ったレンドリース、自陣営に

属する小国から得られるWERPs（9.15および9.65参照）、

戦略攻撃によるマイナス効果を加味する。WERPs および

戦略攻撃によるダメージはターンからターンへと持ち越

すことはない。 
 
4.11 
 イギリスは Alexandria を支配しており、地上ユニット

で守備しているとき、追加の WERPs を受け取る。ドイツ

は獲得し、枢軸地上ユニットで守備しているすべての資源

エリアから WERPs を得ることができる（なお、そのうち

５WERPs までをイタリアに廻すことができる、9.43 参

照）。U.S.A およびフランスは守備している資源エリアか

ら WERPs を得ることはない。ソ連は他の連合国と異なり、

獲得して、守備しているすべての資源エリアから制限無し

に WERPs を得ることができる。 
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4.12 
 敵支配下あるいは生産を行う国まで補給線を引くこと

のできない資源エリアは生産に使用できない。 
 交戦中の資源エリアが自軍支配で補給線が引けるとき、

生産に寄与することができる。ホーム資源エリアの生産力

はその国の基本生産力 Basic production の合計値をエリ

ア数で割ったものに等しい（ただし、ソ連は除く、4.14
参照）。下記の生産 Production チャートにはその一覧が記

載されている。 
 
4.13 
 通常枢軸軍プレイヤーは征服したエリアから 2 WERPs
を得られるが、ソ連エリアは占領し、守備することで 1 
WERPs を得られる（例外 Moscow と Baku）。 
 
4.14 生産 Production チャート 
 
 WERPs 
  国 基本生産力合計 各エリア 
 ドイツ 30 6 
 イタリア 10** 5 
 フランス 16 8 
 イギリス 24 8 
 ソ連 34*** 1* 
 U.S.A. 40 N.A. 
 すべての小国  2 
 
*：例外として Moscow = 4、Baku = 5 
**：イタリアだけのとき=5となる（9.42および9.45参照）。 
***：ソ連の平時生産力については 9.24 参照 
注：ソ連の基本生産力のうち半分は Ural 以東のマップ外

にあるとみなす。 
 
4.2 艦隊整備 Naval Maintenance 
 各ターン、 初に艦隊整備の費用を支払わなければなら

ない。マップ上の艦隊１ポイント当たり 1 WERP を消費

する。整備費用を支払わなかった艦隊ポイントは非補給下

となる（そのような艦隊ポイントは 終補給フェイズに補

給を復旧しない限り、全滅する、8.3 参照）。 
 整備コストはマップ上の各海ゾーンごとに艦隊ポイン

トを指定しながら支払う。一部あるいはすべての艦隊整備

コストを支払えなかったとしても、それらの艦隊に不利な

効果は生じない。ただし、艦隊整備は他の WERPs 消費の

前に実施する。 
 大西洋に進入したすべての枢軸国艦隊ポイントはドイ

ツ艦隊ポイントに変換される。また、地中海に進入したす

べての艦隊ポイントはイタリア海軍に変換される。変換は

進入した瞬間に行われる。 
 
例：イタリアは１艦隊ポイントを大西洋に移した。そのイ

タリア艦隊ポイントは１ドイツ艦隊ポイントに変換され、

次の生産フェイズの開始時、ドイツはその艦隊ポイントの

整備に費用を支払わなければならない。 
 
4.21 
 他の大国と戦争に突入している大国のみが艦隊整備に

コストを支払わなければならない（つまり、ソ連とイタリ

アは中立のとき、艦隊整備は免除される）。 
 
4.3 補充 Replacement 
 補充により、マップ上の減少戦力のユニットに費用を支

払い回復させることができる。ステップあたりの回復コス

トは生産コストチャートに記されている（4.43 参照）。 
 
4.31 
 補充を行うユニットは補給下で自軍支配下の非交戦エ

リアあるいは自軍支配下の非交戦要塞にいなければなら

ない（7.8 参照）。 
 
4.32 
 各ターン、ユニットは好きなだけのステップを補充する

ことができる。 
 ただし、ユニットがホームカントリーエリアの１つある

いは下記のエリアにいない限り、補充によりフルステップ

にするはできない（つまり、通常、４ステップブロックは

３ステップまで補充することができる）。 
 
a) 補給下のドイツ軍ユニットはドイツ、イタリア、フラ

ンス、ベルギー、オランダ、デンマーク、ハンガリーある

いはポーランドにいるかぎりフルステップまで補充出来

る。 
 
b) 補給下のイギリス／U.S.A.ユニットはイギリス Great 
Britain、U.S.A.あるいは大西洋に面する港を持つ非交戦

エリアでフルステップまで回復することができる。 
 
3)すべての国のユニットは補給下のエリアで特別アクシ
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ョンマーカーを消費することで特別補充（7.8 参照）によ

りフルステップになるまで補充することができる。 
 
4.4 新ユニットの生産 
 対応する戦力プール内にあるユニットを生産に使うこ

とができる（つまり、艦隊ポイントを除いて、各国は戦力

プールの制限を超えた生産はできない）。生産したユニッ

トは補充と同じ手順（4.43b 参照）で費用を支払うことで、

フルステップを超えない範囲の好きなステップで生産で

きる。望んだステップごとに WERP コストを支払った後、

下記ルールにしたがって登場させる。 
 
4.41 
 新たに生産したユニットは補給下、非交戦で自軍支配の

ホームエリアに置く。各ターンあたりこのようなエリアに

2 ユニットまで登場させることができる。新ユニットはセ

バストポリおよびレニングラード要塞内には登場させら

れない。沼地で装甲 Armor 部隊は生産できない。 
 
4.42 
 各ターン U.S.A.プレイヤーが U.S.A.ホームエリアで生

産するユニット数およびソ連プレイヤーが Ural 
Mountain エリアで生産するユニット数に上限は課せら

れない。さらに 4.41 の例外として Baku が交戦エリアで

あり、なおかつソ連側の支配下のとき、1 ユニットまでそ

こに登場させることができる。 
 
4.43 生産チャート 
ユニット WERP コスト 
歩兵 Infantry／民兵 Militia ステップ 1 
騎兵 cavalry ステップ 1 
機甲 Armor／装甲 Panzer ステップ 2 
空挺 Airborne ステップ 2 
野戦陣地 Field Fortification 5 
ソ連重防御陣地 Heavy Fortification 10 
地上支援 Grand Support ユニット 5 
戦闘機 Fighter ポイント 3 
爆撃機 Bomber ポイント 5 
対空砲の改良 10 
U-Boat ポイント 1 
艦隊 Fleet ポイント 10 
A.S.W.の改良 15 
各特別アクション 5 

 

a) エリートユニットは各ステップのコストの上記 2 倍と

なる。 
 
b) 民兵を除き、地上ユニットの基幹コストは通常の 2 倍

となる（例えばエリート装甲ユニットの基幹（ 初の）

ステップは 8WERP となる）。 
 
4.5 生産の手順 
 生産は一国ずつ行っていく。ただし、国家間の WERP
の転換（9.35, 9.36&9.43 参照）はいつでも宣言できる。 
 生産を行う国はまず WERP の合計値を宣言する。次に

新たな生産物、補充ステップの受け取った後、残りの

WERP の合計を宣言する。 
 プレイヤーは生産した地上ユニットの種類を宣言しな

くてもよい。これにより、生産に関しては限定的な情報し

か得られない。 
 特別アクション、地上支援ユニット、野戦陣地、海軍ユ

ニットおよび情報トラック上に表示される生産は購入後、

公開される。これらの生産に関して情報は限定されない。 
 
4.6 生産制限 
 ASW、対空砲 Flak および艦隊ポイントは毎年生産でき

る上限が下記の通り決まっている。 
 
4.61 
 ASWおよび対空砲Flakレベルは 1939年から年に一度

しか上昇させることはできない。これらの兵器を生産した

とき、対応する“Next Allowed”マーカーを次の年の

Jan/Feb スペースに置く。このマーカーが置かれたターン

までこれらの兵器を再び生産できなくなる。 
 これらの兵器の生産は毎年の自国購入フェイズに行え

る。Jan/Feb ターン、そのターントラック上に置かれてい

るすべての“Next Allowed”マーカーを対応する国の戦

力プールに戻される。その兵器は生産可能となる。 
 
4.62 
 どの国も各ターン１ポイントを超える艦隊ポイントを

生産できない。なおかつ、2 ターン続けて艦隊ポイントを

生産できない。 
 大国ごとに“Next Allowed”マーカーが用意されてい

る。大国が艦隊ポイントを生産したとき、“Next 
Allowed”マーカーを次に生産可能になる、2 ターン先の

ターントラック上に置く（重要：シナリオ注 17.8(5)参照）。 
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4.63 
 ドイツ、イタリアおよびソ連は毎年、艦隊ポイントを

大 1 ポイントしか生産できない。これらの国が艦隊ポイン

トを生産したとき、“Next Fleet Allowed”マーカーを 2
ターン先か次の年の Jan/Feb スペースかより後の方に置

く。 
 
4.64 
 生産したばかりの艦隊ポイントは自軍支配の自国ホー

ムエリアの港に隣接する海ゾーンにのみ置ける（ただし、

8.3 の転送は実施できる）。 
 
4.7 パルチザン 
 下記に記されたパルチザンの効果をさけるため、ソ連お

よび枢軸国は自国外の征服した資源エリアには守備隊と

して地上ユニットを配置しなければならない。同様にイギ

リス地上ユニットを Alexandria に置かなければならない。

同様にドイツおよびイタリアで連合国が占領した資源エ

リアにはイギリス、フランスあるいは U.S.地上ユニット

を守備隊として置かなければならない。 
 上記の通り守備隊を配置できないとき、下記の効果を適

用する。 
 
a) 生産フェイズ、守備隊のいない資源エリアからは

WERPs が得られない。 
b) 守備隊のいない資源エリアを経由して補給線を通すこ

とはできない。 
例外：Alexandria がイギリスの支配下であり、なおか

つ守備隊がいないときでもイギリス／U.S.ユニットは

補給線を通すことができる。イタリアの資源エリアで守

備隊がいないものの自軍支配下のとき、ドイツユニット

は補給線を通すことができる（注：イタリアが征服され

るあるいは降伏する（9.46 および 10.31C 参照）までイ

タリア内の資源エリアに枢軸国の守備隊を置く必要は

ない）。 
C) 戦略移動フェイズ中、ユニットは守備隊のいない資源

エリアに進入したり、通過することはできない。 
 
5.0 移動 
5.1 作戦移動フェイズ 
5.11 
 歩兵、民兵および空挺ユニットは隣接しているエリアに

移動することができる。これらのユニットは自軍作戦移動

フェイズに 1 エリアを超えて移動できない。 

例外：空挺ユニットが空挺降下を実施したとき。 
 
5.12 
 補給下の装甲、騎兵および地上支援ユニットは 2 エリア

まで移動することができる。ただし、敵が占領しているエ

リアに進入したときは直ちに移動をやめなければならな

い。 
 
5.13 
 地上支援ユニットは航空路によりつながった陸上エリ

ア間にまたがる海ゾーンを飛行することもできる。このよ

うな飛行を行うとき、地上支援ユニットは自軍作戦移動フ

ェイズ開始時に航空路の開始端となっている海岸エリア

にいなければならない。海ゾーンを横切るような移動を行

ったとき、横断先で移動は終了する。つまり、地上支援ユ

ニットが海エリアを横切るとき、全移動力が必要となる。 
 
5.14 
 下記の条件を満たしているとき、ユニットは交戦エリア

を出ることができる。 
 
a)そのフェイズの開始時、ユニットは交戦エリアにおり、

初の移動先が自軍支配で非交戦エリアである。ユニット

はそのフェイズ中、敵支配エリアや交戦エリアに進入する

ことはできない。 
 
注：ユニットはそのターン中、後の突破移動フェイズにそ

のようなエリアに進駐できる（5.4 参照）。 
 
b)交戦エリアからユニットを出すとき、後衛として敵ユニ

ット数に等しいステップ数を残していかなければならな

い。外から他のユニットを進入させることにより、そこに

いたユニットを脱出させてもかまわない。 
 
例：４ステップのソ連軍歩兵３ユニットがいるエリアから

ドイツ軍がユニットを脱出させるとき、少なくとも後衛と

して 3 ステップ分を残していかなければならない。 
 
例外：特別アクションを消費すれば、全てのユニットを脱

出させることができる（7.52 参照）。 
 
5.15 
 湿地 Swamp では下記の効果を適用する。 
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a) 装甲 Armored ユニットは湿地に侵入したり、湿地を通

過することはできない。作戦移動中、歩兵クラスと地上支

援ユニットは湿地から移動を始めるときは通常通りであ

るが、途中で湿地に侵入したときはそこで移動を停止しな

ければならない。 
 
b) 湿地エリアにいるユニットは突破移動を実施できない。 
 特別アクションによる戦闘前退却（7.51 参照）を除き、

湿地にいるユニットは、第 1 作戦移動フェイズおよび第 1
戦略移動フェイズ（1.23/1.24 参照）にのみ湿地から出る

ことができる。 
 
5.16 移動による海峡横断： 
 地 上 ユ ニ ッ ト は 作 戦 移 動 中 に Messina, The 
Dardanelles, The Kerch の各海峡を艦隊ポイントを使う

ことなく下記の通り横断することができる。 
 
a) ユニットは海峡に隣接するエリアで移動を開始しなけ

ればならない。作戦移動の終了時、そのユニットは海峡

を隔てた隣接エリアに移動する。 
 
b) 歩兵クラスのみが海峡を横断して敵支配エリアに進入

できる。そのようなエリアが、そのプレイヤーターン新

たに交戦エリアとなったとき、防御ユニットはその戦闘

の 初のラウンドヒットボーナスを受ける。 
 
c) Sevatopol 要塞が自軍支配下のとなるまで、たとえ敵が

海峡を渡ることができても、枢軸側ユニットは Kerch
海峡を横断できない。 

 
5.17 要塞 Fortress： 
 要塞と外周エリアの両方を支配しているとき、移動力を

消費することなく要塞と外周エリア間を移動できる。さも

なければ、それぞれ通常のエリアに進入するのと同様に移

動力を消費する。 
 ユニットが守備隊のいない要塞を含む敵支配エリアに

進入したとき、直ちにその要塞を支配下に置く（用語集の

要塞 Fortress 参照）。 
 敵ユニットが支配している要塞があるとき、その要塞が

いるエリアを移動するとき拘束を受ける。そこでそのよう

なエリアにしてきた歩兵ユニットは拘束により次のター

ンまで突破移動フェイズを実施できない。 
 

5.18 ウラル Urals： 
 枢軸国ユニットはウラル Urals 山地エリアに進入でき

ない。そのほかの特殊事項については 3.2 および 4.42 参

照。 
 
5.19 
 平地 Clear、荒地 Rough および河川 River は移動に影

響を及ぼさない。 
 
5.2 戦略移動フェイズ（Start-Moves） 
5.21 
 戦略移動を使うとき、自軍支配下の非交戦エリアにいる

いくつかのユニット（同じゲームターン中の前のフェイズ

移動したユニットを含む）を下記の制限内でマップ上の自

軍支配下の非交戦エリアに移動させることができる。 
 
5.22 
 そのようなユニットは目的のエリアまで連続した自軍

支配下の非交戦陸上エリアを辿れなければならない。ある

いは海上輸送 Sea-Transport を使って（5.3 参照）、自軍

支配下の港から他の自軍支配下の港を経由して、自軍支配

下の非交戦陸上エリアを辿れなければならない。地上支援

ユニットは自軍エリア間の航空路を経由することで直接

海ゾーンを越えて戦略移動を行うことができる（この方法

により海ゾーンを渡ったとき、海上輸送 Sea-Transport
を使ったことにはならない）。 
 
5.23 
 戦略移動では敵支配エリアおよび交戦エリアからの離

脱、通過および進入はできない。 
 
5.24 
 国家制限表 National Limits Chart（20.3 参照）には戦

略移動フェイズ中に移動させることのできるユニット数

の上限が記されている。この上限数は戦略攻撃（2.13 お

よび 2.25 参照）により修正を受ける。ただし、１未満に

なることはない。 
 
5.3 海上輸送 Sea-Transport 
 作戦移動フェイズおよび戦略移動フェイズに、地上およ

び地上支援ユニットを使用可能な艦隊ポイントを使って

輸送することができる。 
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5.31 作戦移動フェイズでの輸送： 
 作戦移動フェイズ、使用可能な艦隊ポイントによって輸

送されるユニットは自軍支配の港から移動を開始し、同じ

海ゾーン内にあり、交戦エリアあるいはそれ以外の上陸地

点 Invasion site（7.2 参照）あるいは自軍支配下の港に移

動する。ただし、そのフェイズそれ以上移動することはで

きない（交戦エリアの港から移動を始めるとき、5.14 を

満たさなければならない）。 
 作戦フェイズ、海上輸送はその目的地に向かう全てのユ

ニットの移動ごとに解決する。それに対して、相手プレイ

ヤーは海上戦闘 naval combat を選択できる。 
 その後、別の目的地についての海上移動を解決する。 
 
5.32 戦略移動フェイスでの輸送： 
 戦略移動フェイズに使用可能な艦隊ポイントを使って

ユニットを自軍支配の非交戦エリアの港から（乗船）、複

数の海ゾーン経由し、他の自軍支配の非交戦エリアの港に

移動させ（下船）、さらに移動を続けさせることができる

（ただし、5.23 参照）。 

 ユニットは 8.31（連合国）あるいは 8.32（枢軸国）に

より、転送された艦隊ポイントのいる海ゾーンを経由して

戦略移動を行える。 
 戦略移動により複数の海を経由するとき、海ゾーンごと

に海上移動の制限を満たなければならない。 
 
5.33 ケープホーン： 
 戦略移動フェイズ、イギリスユニット１つ（のみ）はア

フリカ、ケープホーン周りで戦略移動を行える。このとき、

大西洋の海軍４ポイント分とイギリスの戦略移動全てを

使う。ケープホーン周りの戦略移動は Upper Egypt ある

いは Persia（Persia Gulf を通って入港できる Persia 内

の港）で乗船／下船を行える。 
 
5.34 
 各ゲームターン、その海ゾーンにいる海軍１ポイントに

つき地上ユニット１つあるいは地上支援ユニット１つを

海上輸送することができる。海上輸送を行った艦隊ポイン

トはそのターンそれ以上海上輸送をすることができない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
移動の例：ユニット A は装甲ユニットであるため、沼地 Swamps に進入出来ない。ドイツ民兵 militia であるユニット B はロシアに

進入出来ない（9.12 参照）。騎兵（C1）、装甲（C2）および地上支援ユニット（C3）は 2 エリア移動できる。装甲ユニットであるユニ

ット D は 2 エリア移動できる。しかし、交戦エリアから交戦エリアに移動することはできない（5.14 参照）。交戦エリアから離脱した

ユニットは自軍支配下で非交戦エリアにしか、進入できないため、ユニット E は矢印で示されたエリアに進入することはできない。な

お、ユニット E および D が交戦エリアから離脱するためには、ドイツ 2 ステップ歩兵ユニットを後衛 rearguard としなければならな

い。ユニット F は歩兵であるため、１エリア分移動できる。ユニット G は Sevastopol を支配するまで、Kerch 海峡を横断することは

できない。 
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ことを示すため、マーカーを裏返し、“w/out Transport”
面にする。 
 
例：連合国が４艦隊ポイントを大西洋に保持していた。枢

軸プレイヤーターン、特別アクションにより Pas de 
Calais から３ユニット撤退させるのに艦隊ポイントを使

った。 
 連合国プレイヤーターン、連合国プレイヤーが Norway
に侵攻しようとしたとき、残った１艦隊ポイントにより、

１ユニットしか侵攻させることができない。 
 
5.4 突破移動フェイズ 
5.41 
 プレイヤーは突破フェイズ中に特別アクションを消費

することで作戦あるいは戦略移動フェイズを実施できる。

下記を除き、第 1 移動フェイズで適用される全てのルール

が突破移動でも適用される。海上補給（3.3 参照）を行っ

たソ連軍ユニットは突破移動フェイズを行えない。特別ア

クションマーカーを消費するごとに、下記のように 1 移動

フェイズを行える。 
 
5.42 
 各突破移動フェイズは自軍支配あるいは敵支配の 1 エ

リアを指定することで開始される。そのエリアにいる全て

のユニットは作戦移動（5.1 参照）を使うことでそのエリ

アから移動することができる。指定したエリアから 2 エリ

ア以内にいる機甲、騎兵および地上支援ユニットは追加で

1 エリア移動し、指定したエリアの隣接エリアでなおかつ

自軍支配の非交戦エリアで移動を終えることができる。こ

の自軍支配エリアとして、このフェイズ他のユニットが通

過して自軍支配下になったばかりのエリアでも良い。 
 
5.43 
 もし、指定したエリアに敵ユニットがいたとき、歩兵ユ

ニットは少なくとも３ステップを持っていない限り、突破

移動を実施できない（機甲、地上支援、空挺および騎兵は

現在のステップ数に関わらず突破移動を実施できる）。 
 
例：’44 年 Jul/Aug に U.S.プレイヤーは晴れの Normandy
から、特別アクションを消費してドイツ軍が守る Paris に

向かって作戦移動を実施した。全ての３および４ステップ

の U.S.歩兵ユニットは直接 Paris に移動した。1 つ目の機

甲ユニットは防御部隊のいない Bordeaux を開放し、パリ

に向かった。2 つ目の機甲部隊はこの新たな支配エリアに

留まった。 
 
5.44 
 各突破戦略移動フェイズには、その国（20.3 参照）に

対して新たに戦略移動を割り当てることができる。ただし、

海上輸送能力は元に戻らない。 
 
5.5 スタック制限 
 要塞でないエリアにいることのできるユニット数に上

限は無い。各フェイズの終了時、ソ連以外の自軍支配の要

塞には（地上支援ユニットを除く）1 ユニットしか留まる

ことはできない。また。ソ連支配の要塞には（地上支援ユ

ニットを除く）2 ユニットまでしか留まれない。 
 各フェイズ終了時にスタック上限を超えていたとき、超

過分は除去される（持ち主が選ぶ）。 
 敵が支配している要塞を攻撃するとき、スタック制限の

2 倍のユニット＋地上支援を要塞エリアに置くことがで

きる。戦闘に勝利したときスタック制限を超過したユニッ

トやプレイヤーターンの終了時まで決着がつかず、退却す

るときそれらのユニットは周辺エリアに置かれる。特別ア

クションマーカーを消費したとき、空挺降下を実施できる

（7.3 参照）。空挺降下ユニットは攻撃側の要塞攻撃での

スタック制限には含まれない。ただし、要塞奪取に失敗し

たとき、空挺降下ユニットは全滅する。 
 
6.0 戦闘 
6.1 総則 
 全体的な状況に関わらず、常に手番プレイヤーを攻撃側

とみなす。ターンの開始時にすでに交戦状態のエリアでの

戦闘は任意である（そのエリアにユニットを表向きで置く

ことでそのことを示す）。 
 手番プレイヤーの移動により新たに交戦状態となった

エリアで第 1 戦闘フェイズは強制的に実施される。突破戦

闘フェイズのように特別アクションを使わない限り、第 1
戦闘フェイズは各エリア１戦闘ラウンドのみである。 
 戦闘はそのエリアにいる２陣営によって行われる。 
 
6.2 戦闘ラウンドの手順 
 攻撃側プレイヤーが望む順に 1 エリアずつ、戦闘ラウン

ドの開始時に攻撃のタイプ（通常 Normal あるいは突撃

Assault）を決めていく。宣言されたエリアごとに戦闘を

解決していく。3 人プレイゲームのとき、攻撃している連

合国プレイヤー２人の間でどこから攻撃を実施するかま

とまらないとき、ドイツ軍プレイヤーが２人のうちどちら
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が攻撃するか決めることができる。この攻撃は連合国プレ

イヤーのどちらかが同意していなくても構わない。 
 全ての第１戦闘フェイズは突破戦闘フェイズが開始さ

れる前に完了しなければならない。 
 
6.21 
 攻撃の種類が示された後、防御側は戦闘前退却あるいは

隣接エリアから増援を呼ぶためにいくつかの特別アクシ

ョンマーカーを消費することができる（7.51 および 7.6
参照）。 
 
6.22 
 防御側がそれでもまだ、そのエリアに残っていたとき、

両プレイヤーはどの地上支援ユニットで空中戦を行い、ど

の地上支援ユニットで爆撃を行うか宣言する。プレイヤー

は相手に見えないように手の下で地上支援ユニットを対

応する面が上になるように調整し、同時に公開する。各ラ

ウンドごとに分配を変えても良い（1 人プレイゲーム、

PBM および PBeM ゲームでは 初に攻撃側が決める。）。 
 
6.23 
 空中戦を選んだ地上支援ユニットは各ラウンドの開始

時、互いにユニットの数だけサイコロを振り、同時に射撃

を行う。サイの目が５あるいは６の目のとき、相手の地上

支援ユニットは全滅する（どのユニットかは持ち主が選

ぶ）。 
 
6.24 
 もし、前のラウンドから戦闘が引き続いているわけでは

ないとき、ここで両陣営の地上ユニットの表面を見えるよ

うにする。このとき、ユニットの現在のステップ数を示す

辺が敵に近い位置となるように置く。いったん表面で置か

れたユニットはそのエリアが交戦状態の間はずっとその

ままで置かれる。移動により新たに進入してきたユニット

は進入してきたとき、直ちに表面になる。 
 
6.25 
 戦闘では歩兵 Infantry クラス（騎兵 cavalry、空挺

Airborne および民兵 Militia を含む）と装甲 Armored ク

ラスを別に解決する。 
 装甲ユニットは相手に装甲ユニットがいる場合、装甲ユ

ニットに対して射撃をしなければならない。同様に歩兵ユ

ニットは相手に歩兵ユニットがいる場合、歩兵ユニットに

対して射撃を行わなければならない。プレイヤーは射撃ユ

ニットがヒットボーナスを得られるように、射撃を分割し

て順に実施していっても構わない。 
 
6.26 
 射撃はどんなユニットでも各ユニット、ステップ数ごと

にサイコロを１つあるいは２つ（6.3 参照）振ることで解

決される 
 ヒットボーナス適用後のサイの目が 6 以上のとき、敵ユ

ニットの対応するクラスの 1 ステップ分が全滅する。どの

ユニットがステップを失うかはユニットの持ち主が決め

る。 
 
6.27 
 ステップの減少は対象のユニットを持ち主が次のステ

ップまで回転させることで示す。目標クラスの完全戦力ユ

ニットは他のユニットに損害を割り振る前に 1 ステップ

分の損害を先に適用しなければならない。これらの損害は

ユニットの持ち主がクラス制限の範囲内で選ぶことがで

きる。 
 
6.28 
 あるクラス内の全ユニットに損害を適用してもさらの

損害が残るとき、超過分はそのエリアにいる別のクラスの

ユニットに適用する。そのエリアにいる全ての敵ユニット

を除去してもなおも、超過分が残るときそれらの損害は無

視する。 
 
6.29 
 装甲ユニットの射撃時に目標となる敵装甲ユニットが

いないとき、ヒットボーナスを得て敵歩兵クラスユニット

に射撃を行う。敵装甲ユニットを全滅させて対歩兵ヒット

ボーナスを得られるように、１ユニットごと順に装甲ユニ

ットの射撃を解決してもかまわない。 
 歩兵ユニットの射撃時に目標となる敵歩兵ユニットが

いないとき、修正無しに敵装甲クラスユニットに射撃を行

う。 
 
6.3 戦闘オプション 
 戦闘ラウンドには下記の 2 種類がある。 
 
6.31 通常 Normal： 
 まず、防御側ユニットがステップごとにサイコロを振り、

射撃を行う。攻撃側は損害を適用する。 
 次に生き残った攻撃側ユニットもステップごとにサイ
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コロを振り、射撃を行う。 
 
6.32 突撃 Assault： 
 まず、防御側ユニットがステップごとにサイコロ 2 個を

振り、射撃を行う。攻撃側は損害を適用する。 
 次に生き残った攻撃側ユニットもステップごとにサイ

コロ２個を振り、射撃を行う。 
 
6.4 ヒットボーナスのまとめ 
 下記のヒットボーナスにより戦闘時＋１のサイの目修

正を得られる。修正は累積する。 
 
a) エリートユニット（用語集参照）[B] 
b) 泥濘で防御している歩兵 Inf／騎兵 Cav（1.13 参照）[D] 
c) 装甲ユニットが歩兵ユニットを攻撃（6.29 参照）[B] 
d) 地上支援ユニット（6.6 参照）[B] 
e) 荒地 Rough Terrain で防御（6.81 参照）[D] 
f) 河川River/海峡Strait越え攻撃から防御(6.83参照）[D] 
g) マジノ線[x2]（6.84 参照）[D] 
h) 要塞[x2]（6.85 参照）[D] 
i) 野戦 Field＆重防御 Heavy 陣地 Fortification（6.97 参

照）[D] 
j) 空挺降下あるいは上陸戦闘に対する防御側の 初のラ

ウンド（7.21/7.31 参照）[D] 
k) 枢軸中小国が一緒にいる（9.18 参照）[B] 
l) 奇襲攻撃（オプションルール 14.43(b)参照）[A] 
 
[A] 攻撃時に適用 
[D] 防御時に適用 
[B] 両方のケースに適用 
 
6.6 反撃 Counterattack 
 各戦闘ラウンドの終了時、防御側は特別アクションマー

カーを消費することによって直ちに反撃を行える（7.7 参

照）。 
 
6.6 地上支援ユニット 
 各地上支援ユニットは各ラウンド、支援した地上ユニッ

トに対してヒットボーナスを与えることができる。 
 空中戦（6.23 参照）に参加せず生き残った地上支援ユ

ニットは地上ユニットを支援することができる。戦闘のサ

イコロを振る前に、ユニットの持ち主はどのユニットを支

援するかは決める。 
 戦闘ラウンドごとに異なる地上ユニットが支援対象と

して選ばれなければならない。 
6.61 
 １つの地上支援ユニットは同じ国籍の地上ユニット１

つに対して支援できる。 
 
6.62 
 ドイツ地上支援ユニットは（イタリアを除く）枢軸中小

国の地上ユニット（9.1 参照）を支援することができる。 
 
6.63 
 戦闘において、各ラウンド両陣営は地上支援ユニットに

より地上ユニット３ユニットまで支援を受けられる。超過

している地上支援ユニットは空中戦にしか使えない。 
 
6.64 
 敵ユニットが地上支援ユニットのみいるエリアに進入

したとき、地上支援ユニットは直ちに全滅する。これは戦

闘とは見なさず、敵ユニットはルール 5.12 による移動停

止をしなくてよい。 
 
6.7 突破戦闘および突破移動フェイズ 
6.71 
 第 1 戦闘フェイズの全ての戦闘を解決後、特別アクショ

ンマーカー１つを消費するごとに、1 エリアで 1 ラウンド

の突破戦闘フェイズ（ラウンド）を実施できる。 
 
6.72 
 突破戦闘フェイズは特別アクションを消費し、望むエリ

アを指定する。そのエリアのみ戦闘の手順（6.2 参照）（地

上支援ユニットの分配および空中戦も含む）を始める。 
 複数の大国が突破戦闘フェイズで攻撃を行うとき、国ご

とに特別アクションを消費する。特別アクションを消費し

た大国のみ攻撃を行える。このとき攻撃に参加していない

ユニットに損害を割り振ることはできない。 
 特別アクションマーカーを消費する限り、同じエリアで

複数回、突破戦闘フェイズを行える。 
 
6.73 
 突破移動フェイズ（5.4 参照）と突破戦闘フェイズは好

きな組み合わせで購入することができる。各突破フェイズ

が完了した後、次の突破フェイズを解決する。突破作戦移

動フェイズを実施した結果新たな交戦エリアが発生した

とき、そのような戦闘を実施しなければならないエリアで

は直ちに戦闘を解決する。このようなエリアでの戦闘では
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特別アクションマーカーの消費は不要である。そのコスト

は突破作戦移動フェイズの購入時に支払われていると見

なす。 
 
6.74 
 望んだ戦闘を全て解決した後、両陣営のユニットが残っ

ていたとき、そのエリアにいるユニットはどちらかの陣営

だけになるまで表面を上にして置かれる。 
交戦エリアに片方の陣営しかいないとき、生き残ったユニ

ットは敵に表面が見られないよう立てて置かれる。 
 
6.8 戦闘時の地形効果 
 平地 Clear は戦闘時、効果を持たない。他の地形は下記

のような効果を持つ。 
 
6.81 荒地 Rough： 
 攻撃を行う装甲ユニット（対歩兵攻撃時の）ヒットボー

ナスを失しなう。 
 
6.82 湿地 Swamps： 
 攻撃している歩兵クラスユニット（装甲ユニットは湿地

に入れない）は攻撃で振ることのできるサイコロの数が歩

兵クラスユニット全てを合わせた後、半減する。雪 Snow
天候ターンにはこのペナルティーは無視し、荒地と見なす

（ただし、このようなときでも装甲ユニットは進入できな

い）。 
 湿地にいる防御側歩兵クラスユニットは湿地で通常通

り戦闘を実施できる（そして、雪ならば荒地ヒットボーナ

スを適用する）。 
 
6.83 河 River／海峡 Straits： 
 河川や海峡を横断し敵が防御しているエリアに進入し

たとき、防御側ユニットは横断してきたユニットに対して

攻撃するときヒットボーナス得る。ただし、そのエリアが

新たに交戦エリアとなったエリアのみこのルールを適用

する。 
 
6.84 マジノ線 The Maginot Line： 
 フランス／ドイツの国境となり、ドイツおよびベルギー

の隣接エリアから直接侵入してくるとき、そこで防御して

いる西側連合国ユニットに 2 ヒットボーナスを与える。 
 このボーナスは歩兵および装甲ユニットクラスともに

新たに交戦エリアとなったときの 初の戦闘ラウンドの

み適用する。 

 さらにドイツあるいはベルギーから進入してきた装甲

ユニットは 初の戦闘ラウンドには射撃が行えない（以降

のラウンドは通常通り）。 
 マジノ線はフランスが征服されるか、ヴィシー政権が誕

生した瞬間に破壊される。さもなければ通常の陣地と同様

の手順で破壊される（6.97(b)）。 
 
6.85 要塞 Fortresses 
 Leningrad, Sevastopol, Malta, Tobruk お よ び

Gibraltar は要塞である。要塞で防御するすべてのユニッ

トは毎戦闘ラウンド、２ヒットボーナスを得る。また、攻

撃する装甲ユニットは対歩兵ヒットボーナスを得られな

い。 
 攻撃側は 終補給決定フェイズまでに要塞内の防御側

を駆逐していないとき、要塞のスタック上限（5.5 参照）

を超えている全ての攻撃側ユニットは周辺の自軍支配エ

リアに後退する。要塞内の防御側が全て駆逐されたとき、

攻撃側はスタック制限内で 1 ユニット以上で要塞を占領

し、残りを周辺エリアに後退させなければならない。 
 Leningrad, Sevastopol, Tobruk および Gibraltar はそ

れぞれ周辺陸上エリアを持つ（Gibraltar の周辺エリアは

ゲーム開始時はスペインの支配下である）。周辺エリアの

敵ユニットを退去させるまで要塞を攻撃したり進入する

ことはできない。 
 
6.86 マルタ島 Malta 
 終補給決定フェイズまでに攻撃側が Malta から敵を

退去させるとことができないとき、攻撃側の空挺ユニット

は全滅し、上陸した地上ユニットは元来た港に退却するか、

さもなければ全滅する。この退却に追加の艦隊ポイントは

必要ない（輸送してきた船で退却する）。この退却は海戦

きっかけとなる。 
 上陸戦闘が成功したとき、１ユニットのスタック制限を

超えるユニットは同様にもとの港に退却するか全滅する。

この退却も海戦きっかけとなる。地中海に未使用の艦隊ポ

イントがあるなら、超過している空挺ユニットも上陸ユニ

ットとともに退却できる。さもなければ超過している空挺

ユニットは全滅する。地上支援ユニットが支援したとき勝

敗に関わらず、Sicily に戻る。 
 
6.9 野戦陣地 Field Fortification 
6.91 
 野戦陣地 Field Fortification（一時的な要塞）は晴天 
Clear あるいは軽い泥濘 Lt. Mud 天候ターン（のみ）の自



 19

軍生産フェイズに建設できる。建設するエリアは自軍支配

下の非交戦平地 Clear エリアで建設している野戦陣地と

同じ国籍の地上ユニットが１つ以上いなければならない。 
 
6.92 
 大国が建設できる野戦陣地の数（WERPs のがある限

り）に上限は無い。 
 
6.93 
 野戦陣地は国籍に関係なく同じエリアにいる全て自軍

地上ユニットにボーナスを与える（特別アクションにより

増援として登場したユニットも含む）。 
 
6.94 
 すでに陣地や要塞を含むエリアに陣地を建設すること

はできない（例外：6.95）。 
 
6.95 国別の建設制限 
a)枢軸国：イタリアが征服されるか、降伏するまでドイツ

は南部天候ゾーンより南で陣地を建設できない。イタリア

のみは南部天候ゾーンより南で陣地を建設できる。 
 
b) 1942 年まであるいはドイツと戦争状態になるまでは、

ソ連のみが（ホームエリアで）陣地を建設できる。その後

は通常通り建設できる。 
 
c) ソ連（のみ）は”重防御陣地 Heavy Fortification”を建

設できる。重防御陣地は置き換えることはできず、2 つま

でしか建設することはできない。これらはマップ上の印の

つけられた、ホーム資源エリアにのみ建設できる。 
 重防御陣地はすでに建設されている野戦陣地を 10 
WERPS 消費することで、重防御陣地に置き換えることで

建設する。 
 重防御陣地はそのエリアが枢軸側の支配下となるまで、

陣地の効果を継続する（破壊されない）。 
 
6.96 
 プレイヤーターン終了時、自軍地上ユニットがいない野

戦陣地あるいは重防御陣地はマップ上から取り除かれる

（例外：オプションルール 13.32 を使っているとき、陣地

マーカーは裏返される）。 
 
6.97 野戦陣地の効果 
a)野戦陣地のあるエリアでは 初のラウンドのみ全ての

自軍ユニットは荒地防御の特典を得る。ただし、反撃には

適用しない。 
 
b) 初の戦闘ラウンド（反撃を含む）終了後、まだ敵ユニ

ットが残っているなら、その野戦陣地はマップ上から取り

除く（突破された）。 
 
6.98 
 建設することのできる野戦陣地数に上限はない。 
 
7.0 特別アクション 
7.1 総則 
 生産フェイズに特別アクションを購入することができ

る。特別アクションを消費することにより、下記 7.2－7.9
を実施することができる。特別アクションは購入したター

ン中に消費しなければならないわけではなく、蓄積するこ

とができる。ただし、戦力プールの上限を超えて蓄積する

ことはできない。 
 
7.11 
 各国は一度に特別アクションを保持できる 大数は下

記の通りである。 
 

ドイツ（1939-1941） 5 
ドイツ（1942-1943） 4 
ドイツ（1944-） 3 
イタリア 1 
フランス 1 
自由あるいはヴィシーフランス 0 
イギリス 2 
U.S.A.（1942） 1 
U.S.A.（1943） 2 
U.S.A.（1944-） 3 
ソ連（1939-1942） 1 
ソ連（1943） 2 
ソ連（1944-） 3 

 
注：ドイツのマーカー保持数が減少する年になっても前の

ターンから保持していたマーカーはすぐには失われない。

次の特別アクション実施時に超過分のマーカーは戦力プ

ールから除かれる。 
 
7.12 
 購入した特別アクションマーカーはホームカントリー
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エリアに置かれる。使用された特別アクションマーカーは

戦力プールに戻る。 
 
7.2 強襲上陸 Amphibious Invasion 
 この作戦の実施には上陸するエリア当たり、特別アクシ

ョンマーカー１つを消費し、各上陸エリア当たり１つの橋

頭堡 beachhead マーカーが必要となる。 
 上陸は第 1 作戦移動フェイズのみ実施できる。上陸地点

の天候が晴れあるいは軽い泥濘のときのみ上陸できる。上

陸を行えるのは上陸地点と同じ海ゾーンを共有する自軍

港エリアにいる歩兵クラスユニットのみである。 
 エリア中の矢印内に記された数値が強襲上陸を実施で

きる歩兵クラスユニットの 大数である。 
 上陸エリアが空挺降下 Airbone 可能な範囲内のエリア

であれば、さらにいくつかの特別行動マーカーを消費して、

空挺降下を行える。空挺降下を行うユニットは矢印内の上

陸を行えるユニット数の制限に含まれない。 
 
7.21 
 上陸エリアにいる防御側ユニット（特別アクションによ

る増援も含む）は 初の戦闘ラウンドは対歩兵に対して追

加のヒットボーナスを得る。このヒットボーナスは 初の

ラウンドの反撃時、元々の防御側に与えられる。 
 
7.22 
 初のラウンド（ 初ラウンドの反撃を含む）を生き延

びた上陸側は橋頭堡を建設する（上陸矢印のあるエリアあ

るいはその隣接エリア）。 
 装甲ユニットおよび追加の歩兵ユニットは以降の作戦

移動フェイズ海を経由して進入できる。 
 橋頭堡は上陸側にとって（橋頭堡がいるエリアが敵支配

下でも）通常の自軍港と同様に扱う。ただし、補給線をた

どる時、海上輸送制限に関して 2 ユニットとして数える。 
また、ユニットは作戦移動を使って海上輸送でのみ橋頭堡

に進入できる。 
 橋頭堡マーカーはそのエリアが敵地上ユニットのみと

なったとき、除去される。あるいは橋頭堡のあるエリアか

ら上陸ユニットがいなくなり、自軍の港から補給線が引け

るとき、橋頭堡の持ち主自身の選択により取り除くことが

できる。 
 
7.23 
 第一作戦移動フェイズに直接飛行可能なエリアが上陸

地点であるとき、攻撃側の地上支援ユニットは第一戦闘フ

ェイズに戦闘に参加できる。 
 
7.24 
 西側連合国側は一度に２つを超える橋頭堡を保持する

ことはできない。ソ連および枢軸側は一度に１つを超える

橋頭堡を保持することはできない。また、ソ連のみが黒海

から強襲上陸 Amphibious Invasion を実施できる。 
 
7.25 
 連合国はイギリス Great Britain から Upper Egypt に
強襲上陸を実施できる。このとき、２つの特別アクション

マーカーを消費する。その後、Horn 岬周りの作戦移動に

より、交戦状態となった橋頭堡に増援を送ることができる。

増援として送ることができるのはイギリス軍およびイギ

リスホームエリアにいるユニットだけである。そのような

増援は通常の海上輸送による増援 2 ユニット分として数

える。 
 
7.26 
 アメリカ参戦後は政治的な理由により、交戦状態となる

ような上陸ではイギリスおよびアメリカの歩兵クラスユ

ニットを各１つずつ以上含んでいなければならない。なお、

空挺降下ユニットではこの条件を満たすことはできない。 
つまり、両大国はそれぞれ特別アクションを消費しなけれ

ばならない。 
例外：U.S.A.は Morocco および Marseille に単独で上陸

できる。また、イギリスは Malta および Upper Egypt に
単独で上陸できる。 
 
7.3 空挺降下 Airborne Assault 
 この作戦を行うためには降下するエリアごとに特別ア

クション１つを消費する。空挺降下は第 1 作戦移動フェイ

ズにのみ行える。そのとき、作戦開始エリアと降下エリア

の天候がそれぞれ晴れでなければならない。 
 非交戦状態で補給下のエリアにいる完全戦力の空挺ユ

ニットのみが空挺降下を実施できる。作戦開始地点から 2
エリア以内あるいは航空路越しの平地エリアに降下でき

る。 
 空挺ユニットは２ターン連続して空挺降下を行えない。 
 
7.31 
 全ての防御側（特別アクションによる増援も含む）は

初の戦闘の 初のラウンドのみ対歩兵ヒットボーナスを

得る。このヒットボーナスは 初のラウンドの反撃時、
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元々の防御側に与えられる。強襲上陸が行われるエリアに

降下したとき、この防御ボーナスは適用しない（しかし、

ルール 7.21 ボーナスは適用する）。 
 
7.4 突破移動＆突破戦闘フェイズ 
 詳細は 5.4 および 6.7 に記載されている。3 人プレイゲ

ームにおいて西側連合国プレイヤーとソ連プレイヤー間

で次の特別アクションをどちらが消費するか決められな

いとき、ルール 9.28 ではなく、枢軸国プレイヤーがどち

らの連合国プレイヤーが消費するか指定する。 
 
7.5 戦闘からの離脱 Retreat From Combat 
 この行動は２つのタイミングで実施できる。1 つは敵の

戦闘ラウンド中、もう 1 つは自軍の作戦移動フェイズ中で

ある。 
 
7.51 戦闘前退却： 
 攻撃側が攻撃を宣言した後に特別アクションを消費す

ることによって、防御側はそのエリアにいる全ての自軍ユ

ニットを目標エリアから退却させることができる（例外：

7.7 参照）。そのラウンド新たに交戦エリアとなったエリ

アであれば攻撃側はユニットの表面を見せる前に処理す

る。 
 このときに後衛は必要ない。また、自軍支配下で非交戦

状態のエリアであれば複数のエリアに退却してもかまわ

ない。 
 港から退却するとき、一部あるいは全てのユニットを同

じ海ゾーンにある自軍支配の別の港へ退却させることが

できる。海を経由して退却するユニット 1 つごとに海上輸

送制限での海軍１ポイント分を使う。海を経由しての退却

は海上戦闘のきっかけとなる（8.1 参照）。地上支援ユニ

ットは航空路によって隣接している自軍エリアであれば

海越しでも退却できる。ただし、海上輸送は利用できない。 
 防御側が戦闘前退却したかどうかに関わらず、攻撃側は

攻撃を宣言したときに必要となる特別アクションはその

まま消費される。 
 
7.52 後衛を残さず交戦エリアから退却する： 
 第１作戦移動フェイズ（のみ）、特別アクションを消費

することにより、手番プレイヤーは補給下の交戦エリアを

完全に空にして移動を行える。このとき、後衛を置くこと

なくそのスペースから離れることができる。 
 

7.6 増援戦闘 Reinforce Battle 
 特別アクションを消費する毎に隣接する非交戦エリア

にいる自軍地上ユニット１つおよび全ての自軍地上支援

ユニットを隣接する（海峡越しでもよい）エリアの戦闘に

参加させることができる。このとき、それらのユニットは

戦闘開始前からそこにいたと見なす。 
 防御側のみ戦闘に増援を送ることができる。 
 そのエリアに増援が送られても、攻撃側は宣言した攻撃

を取りやめることはできない。 
 非交戦状態の強襲上陸や空挺降下に対して増援を送る

ことはできない。また、反攻 Counterattack 中に増援を

送ることもできない（7.7 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：ある交戦エリアで敵軍 4 ユニットに対し自軍１０ユニ

ット優勢な状況下で、ソ連軍は攻撃を宣言した。 
 ドイツ軍プレイヤーはそれぞれ特別アクション２つを

消費し、隣接している３エリアから各２ユニット（エリー

ト２ユニットを含む）を増援として送った（特別アクショ

ン１つにつき１ユニット）。 
 ソ連軍プレイヤーは攻撃をいまさら中止することはで

きず、歯噛みしながらこの不利な攻撃（守るドイツ軍は４

ユニットではなく１０ユニット）を実施した。 
 
注：攻勢時、牽制攻撃は有効な戦術である。弱い、犠牲用

のユニットを主攻撃エリアの隣接エリアに移動させるだ

けで良い。第１攻撃フェイズ、そこにいる防御ユニットは

拘束されているため、増援となることができない。“あな

たがファシストの犠牲となること”は“同士”の攻撃を助

ける。 
 
7.7 反抗 Counterattack 
 戦闘ラウンドの終了時、特別アクションを消費すること

で、防御側は直ちにそのエリアで反抗 counterattack を実

施できる。反抗を実施するため、反抗を実施するプレイヤ

ーは対象の戦闘において少なくとも１ステップ以上ユニ
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ットが生き残っていなければならない。 
 反抗を実施するプレイヤーは攻撃の種類を宣言する。さ

らに反抗アクションに伴い、非交戦状態の隣接エリアから

地上ユニット１つおよび全て地上支援ユニットを増援と

して送ることができる。 
 反抗ラウンドでは手番プレイヤーが防御側として扱わ

れ、通常の地形ボーナスおよび天候ボーナスを受ける。 
 防御側が特別アクションを消費するかぎり、各攻撃ラウ

ンドの後に反抗ラウンドを実施することができる。元々の

攻撃側は反攻中、退却や増援のために特別アクションを消

費することはできない。 
 
7.8 特別補充 Unrestricted Replacement 
 自軍生産フェイズ、前のターンから使わずに残しておい

た特別アクションを生産フェイズに消費するごとに、交戦

状態や敵支配下のエリア１つを補充可能なエリアとする

ことができる（ルール 4.31 の例外）。これらのエリアにい

るユニットは通常通り WERPs を消費して補充を実施で

きる。このとき消費した特別アクションはそのまま生産フ

ェイズ中に再生産することができる。 
 
7.9 限定補給 Limited Supply 
 終補給決定フェイズ、特別アクションを消費するごと

に、1 つのエリアにいる全てのユニットに対して限定補給

を与えることができる。 
 限定補給により、これらのエリアにいるユニットは全滅

する代わり、ユニットごとに 1 ステップずつ減少する。地

上支援ユニットおよびすでに基幹レベルのユニットは全

滅する。残りのユニットは次の自軍第 1 補給決定フェイズ

に補給線の確認を行うまで補給下であると見なす。 
 自軍支配下の要塞内のユニットは上記の限定補給が（特

別アクションを消費することなく）自動的に与えられる。 
 
8.0 海軍作戦 Naval Operation 
8.1 海上戦闘 
8.11 
 作戦移動フェイズおよびルールに記載されたその他の

タイミングで、各プレイヤーは海軍ユニットによって同じ

海エリアにいる敵海軍ユニットが地上ユニットを輸送し

ようとしているのを、海上戦闘によって拘束することがで

きる（移動の詳細については 5.31、6.86、7.2 および 7.51
参照）。 
 

8.12 
 海軍ユニットの数が拘束した海軍ユニットと同数であ

ったとき、両者は海軍ユニット数分だけサイコロを振る。

６の目の数だけ敵の艦隊ポイント１つを破壊する。なお、

損害の適用は同時に行う。 
 
8.13 
 どちらかの側の海軍ユニット数が多いとき、まず少ない

側の海軍ユニット数だけサイコロを振る。6 の目の数だけ

相手の海軍ユニットを破壊する。 
 次に海軍ユニットの多い側は海軍ユニットの超過して

いる数だけサイコロを振る。今度は５および６の目の数だ

け相手の海軍ユニットを破壊する。 
 なお、全ての射撃の損害適用は同時に行う。 
 
8.14 損害はそのターンまず、まだユニットを輸送してい

ない艦隊ポイントから適用する。 
 その次に現在ユニットを輸送している艦隊ポイントに

適用する。（このとき艦隊ポイントが破壊されるたびに、

そのポイントに輸送されているユニットも全滅する。どの

ユニットが全滅するかは持ち主が決める。） 
 その次にそのターンすでにユニットを輸送してしまっ

た後の艦隊ポイントに損害を適用する。（すでに輸送後の

ユニットには効果は及ばない。） 
 
例：前の例（5.34 での連合国側のノルウェイ侵攻）にお

いて、ドイツ側が大西洋に 1 艦隊ポイントを保持していた

とする。ドイツ側は連合国側のノルーウェイ侵攻中に連合

国の艦隊ポイントを拘束しようと決断した。 
 連合国側は 4 艦隊ポイントを持っていた。まず、両陣営

はサイコロを 1 つ振る（6 の目で命中）。さらに 3 個のサ

イコロを追加で振る（５および６の目で命中）。 
 ドイツ側が６の目を出したとき、すでに輸送を行ってい

る３艦隊ポイントではなく、地上ユニットを輸送している

艦隊ポイントが破壊される。また、さらに侵攻予定の陸軍

ユニットは全滅させなければならない。 
 
8.2 輸送妨害 Naval Interdiction(戦略移動フェイ

ズに発生) 
8.21 手順： 
 戦略移動フェイズ、各ユニットが海ゾーンを経由して移

動を行うとき、そこに艦隊ポイントを保持しているプレイ

ヤーはそのユニットに対して輸送妨害を実施できる。輸送

妨害はその海ゾーンにいる艦隊ポイントの数だけサイコ



 23

ロを振り、6 の目の数だけそのユニットのステップに損害

を与えることができる。 
 ただし、戦略移動を行う海ゾーンが地中海のとき、輸送

妨害を行うプレイヤーがシシリー島あるいはマルタ島を

支配しているならば、輸送妨害のサイの目が５あるいは６

ごとに 1 ステップの損害を与える。 
 
8.22 
 輸送妨害を実施するためには、その海ゾーンに敵２艦隊

ポイントにごとに 1 ポイント以上の艦隊ポイントを保持

していなければならない。 
 
8.23 
 艦隊ポイントがユニットを輸送していないかぎり、輸送

妨害ではお互いの艦隊ポイント同士は影響を受けない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
輸送妨害の例： 
 1941 年地中海に両陣営がそれぞれ 3 艦隊ポイントを保

持していたとする。枢軸プレイヤーはフルステップのドイ

ツ装甲ユニット（４ステップ）およびフルステップのイタ

リア歩兵ユニット（各３ステップを）地中海を経由してリ

ビアに 1 度に 1 ユニットずつ戦略略動させた。 
 連合国プレイヤーは各ユニットの移動ごとにサイコロ

３つを振った（その海ゾーンにいる連合国側の艦隊ポイン

トごとにサイコロ１つ）。なお、連合国側はマルタ島を支

配しているため、サイの目５および６ごとに命中を与える。 
 
8.3 艦隊ポイントの転送 
 西側連合国および枢軸国は自軍（第 1 あるいは 終）補

給決定フェイズに艦隊ポイントを別の海ゾーンに転送で

きる（8.31 および 8.32 参照）。 
 この転送にコストはかからない。ただし、海上輸送可能

な艦隊ポイントしか転送を行えない。さらに転送先の海ゾ

ーンは 3.1 に従って補給線を引くか、ルール 3.3 に従って

海上補給線（このとき、補給上限は考慮しなくても良い）

が引ける自軍支配の港がなければならない。 

 転送を行った艦隊ポイントは転送後”w/out Transport”
面になる。つまり、転送される艦隊ポイントはそのターン

中は海上輸送はできない。しかし、その海ゾーンにいれば

実施可能であるその他の任務（補給、海上戦闘、輸送妨害、

レンドリース）は実施できる。 
 
8.31 西側連合国艦隊ポイントの転送 
 西側連合国側が Gibraltar を支配してたとき、 イギリ

スおよびフランスは各ターン当たり２ポイントまで大西

洋と地中海の間で転送を実施できる。 
 枢軸側が Gibraltar を支配しており、Alexandria およ

び Sinai 砂漠エリアを支配しているなら、イギリスおよ

びフランスは各ターン当たり１ポイントまで大西洋と地

中海の間で転送を実施できる。 
 
8.32 枢軸側艦隊ポイントの転送 
 枢軸側は下記の制限内でバルト海－大西洋間あるいは

大西洋－地中海間で転送を実施できる。 
 
8.321 
 Ruhr あるいは Denmark を支配しているとき、枢軸側

はバルト海－大西洋間で転送を実施できる。 
 
8.322 
 イタリアが参戦しており、さらに Gibraltar を支配して

いるときのみ、大西洋－地中海間で転送を実施できる。 
 
8.323 
 大西洋－地中海間で転送を行ったとき、その艦隊ポイン

トはドイツとイタリアで所属を入れ替える（大西洋ではド

イツ、地中海ではイタリア）。転送後は対応する国がその

艦隊ポイントの艦隊整備 Naval Maintenance を行う。 
 
9.0 政治的項目 Political Considerations 
9.1 ドイツおよび枢軸側小国（フィンランド、

ルーマニア、ハンガリーおよびブルガリア） 
9.11 
 ドイツは下記の例外を除き、中立国に対し宣戦布告でき

る。 
 
a) ドイツはフランスを征服 conquered するか、ヴィシー

政府を宣言 declared Vichy をするまでスイスに対して

宣戦布告できない。ドイツはヴィシー政府に対して宣戦

布告できない。ただし、条件によってはヴィシー政府を
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占領することはできる（9.527 参照）。 
b) ドイツは 1940 Mar/Apr 以前あるいはドイツプレイヤ

ーターン開始時に敵ユニットがドイツに侵入していな

い限り、ポーランド以外の中小国に宣戦布告できない。 
c) ベルギーおよびオランダは宣戦布告に関する限り、２

国をまとめて扱う。 
 
9.12 ドイツの制限（9.17(e)も参照）： 
・民兵ユニット： 
 ドイツの民兵は以下の国でのみ活動できる。：ドイツ、

イタリア、フランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、

ハンガリー、およびポーランド 
 
・イタリアの海上輸送とアフリカ： 
 ヴィシー政府が宣言されているとき（フランスが征服さ

れているときはこの項目は無視する）、連合国がヴィシー

フランスに宣戦布告するまで、下記の制限を適用する。： 
 各ゲームターン、イタリア海上輸送使って移動できるド

イツ地上ユニットは１つのみである。輸送を行った時点で

イタリア地上ユニットがドイツ地上ユニットを超過して

いない限り、ドイツ地上ユニットを海上輸送で運ぶことは

できない。 
 
9.13 ロシアの冬： 
 1941-1942 の冬の間、U.S.S.R.の天候は過酷なものであ

り、ドイツ軍の冬季装備は不十分であった。 
 そこで 1942 年 Jan/Feb の生産フェイズ、U.S.S.R.内に

いる全ての枢軸側歩兵ユニット（フィンランド軍を除く）

は 1 ステップを失う。ただし、基幹レベルのユニットは効

果を受けない。 
 
9.14 スウェーデンの鉱石： 
 枢軸側は毎枢軸側生産フェイズ、下記の場合スウェーデ

ンから２WERPs を得られる。： 
 それはスウェーデンが中立であり、さらにノルーウェイ

が中立であるか、さもなければノルーウェイの首都（Oslo）
が枢軸側の支配下でバルト海に１つ以上の枢軸側艦隊ポ

イントがいること。 
 
9.15 枢軸側中小国 
 ドイツがパリを支配したターン以降、枢軸側中小国は枢

軸側に立って活動する。開始時の戦力はセットアップ

（19.2 参照）の通り。Ploesti は直ちにドイツに WERPs
を供給する。このとき、ドイツユニットはこれらの国々で

活動を始めても良い。これらの国々は自動的にドイツとと

もに参戦する。これらの国々のユニットはドイツユニット

とともに行動し、特別アクションやドイツ地上支援ユニッ

トの恩恵を受けることができる。 
 生産フェイズ、枢軸プレイヤーは枢軸側中小国用の歩兵

１ステップ（のみ）を無料で得ることができる。このステ

ップを同じ国に 2 ターン連続で与えることはできない。各

ターン無料ステップを与えた国に“枢軸中小国ステップ

Axis Minor Step”マーカーを置き、そのことを示す。 
 ドイツはドイツの WERPs を消費することで好きなだ

け枢軸中小国にステップを与えることができる（この場合

のみ、ルーマニアの戦車ユニットを作ることができる）。 
 連合国側に征服された中小国のユニットは直ちにゲー

ムから除かれる（10.2参照）。ルーマニアが征服された後、

Ploesti はそこを占領し、守備隊を置いている陣営に

WERPs を供給する（9.19 も参照）。 
 
9.16 
 枢軸中小国ユニットは完全戦力ユニットになるまで本

国を離れることはできない。これらのユニットが完全戦力

になるためにはホームカントリーで補充しなければなら

ない（例外 7.8）。 
 
9.17 
 枢軸側中小国は下記の制限を受ける。 
 
a) ブルガリアユニットはブルガリア、ギリシャ、ユーゴ

スラビアおよびトルコでのみ活動できる。 
 
b) ルーマニアユニットはルーマニア、ユーゴスラビアお

よびソ連でのみ活動できる。 
 
c) ハンガリーユニットはハンガリーとユーゴスラビアで

のみ活動できる。ただし、ソ連が枢軸側と戦争に突入し

た後は、ハンガリーユニットはポーランドおよびソ連で

も活動できる。 
 枢軸側とソ連が交戦状態となった 初のプレイヤー

ターンの第 1 移動フェイズ、どちらの陣営のユニットも

ハンガリー国境を越えることはできない。 
 
d) 枢軸側が Leningrad 要塞を獲得したターンまで、枢軸

ユニットはフィンランド／ソ連国境を越えることはで

きない。制限が解除された後、フィンランドユニットは

フィンランドとソ連のみで活動できる。ドイツユニット
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のみがフィンランドから海上輸送を行える。 
 
e) ドイツとソ連が戦争状態となるまで、各フェイズの終

了時、ルーマニアには 3 ユニットを超えるドイツ地上ユ

ニットは存在できない。それら 3 ユニットのうち、装甲

ユニットは 1 ユニットまでで、地上支援ユニットは含め

ることはできない。 
 
9.18 
 戦闘ラウンドの開始時、2 つ以上の枢軸側中小国ユニッ

トが同じエリアにいたとき、連合国プレイヤーはそこで対

歩兵ヒットボーナスを得る。イタリアは大国であり、枢軸

の中小国ユニットとスタックしていてもペナルティーの

対象とはならない。 
 
9.19 Ploesti 石油： 
 Ploesti は枢軸側にとって重要な生産拠点である。 
 1943 年およびそれ以降の枢軸側生産フェイズ、Ploesti
を支配していないならば、民兵以外の新たなユニットは２

つまでしか作ることはできない。さらに、ドイツの装甲ユ

ニットは 3 ステップ分までしか作れない（そのうち、エリ

ートは 1 ステップまで）。ドイツの戦力プール内にある民

兵については好きなだけ作ることができる。 
 
9.2 ソ連（U.S.S.R） 
9.21 
 ソ連ユニットは次の例外地域を除き、南方天候ゾーン内

では活動できない。例外地域：トルコ、ペルシャ、アルバ

ニア、ユーゴスラビアおよびイタリア。 
 
9.22 
 ソ連ユニットは西側連合国側の支配地域内で活動でき

ない。枢軸側ユニットが先にトルコに侵入したとき、ソ連

ユニットもトルコに侵入できる。ソ連が侵入した後、ペル

シャにソ連ユニットがいなければ、西側連合国はペルシャ

に（のみ）侵入することができる。西側連合国ユニットが

空のペルシャに再侵入した後、ペルシャの支配はイギリス

に戻る。 
 
9.23 
 ソ連はドイツに対して下記の条件が連合軍ターン開始

前に満たされたときのみ、1942 年 Jan/Feb ターンであっ

ても宣戦布告できる。 
 

a) 1939 年 Jan/Feb 以降の連合軍ターン、ポーランドおよ

び東プロシア East Prussia にいるドイツ地上ユニット

が 5 ユニット未満である。あるいは、1941 年 Mar/Apr
以降の連合軍ターン、ポーランドおよび東プロシア

East Prussiaにいるドイツ地上ユニットが 10ユニット

未満である。 
b) ドイツはブリテン島内のエリアを支配しており、そこ

に少なくとも１つ以上の空挺以外のユニットを保持し

ている。 
c) ドイツがトルコに宣戦布告した。あるいはトルコを征

服した。 
 
9.24 
 ドイツと戦争になるまで、ソ連の生産は下記を適用する。 
 
a) 1940 年 Jan/Feb 以降の生産力は９WERPs となる

（1939 年、ソ連の生産はソフィン戦争によって疲弊し

ているとみなされ行われない）。 
b) 1941 年 Jan/Feb 以降の生産力は 17WERPs となる。 
c) ドイツとの戦争に突入して以降のターンでは直ちに 34 

WERPs となる。 
d) いったん、ドイツと戦争状態になったら、1943 年まで

新たな地上ユニットを生産するとき基幹レベルのコス

トは２倍ではなく、通常のステップと同様のコストとす

る。 
 1943 年 Jan/Feb ターン以降は、通常通り、基幹レベ

ルには２倍のコストがかかるようになる。 
e) ドイツと戦争状態になった後、 初の Jan/Feb ターン、

ソ連は完全戦力のエリート歩兵ユニット４つを無料の

増援として得られる。このユニットは通常の新たなユニ

ットと同様に配置する。 
f) 戦争に突入後、ソ連は一度だけ緊急徴募 emergency 

conscription を実施できる。これにより、下記の通り非

エリート歩兵ステップを合計５０ステップ分得られる。 
 
（１）まず、徴募を選択したターンのソ連生産フェイズ

に２０ステップ分を得る。 
（２）次のターンのソ連生産フェイズに１５ステップ分

を得る。 
（３）さらに次のターンのソ連生産フェイズに１０ステ

ップ分を得る。 
（４）また、さらに次のターンのソ連生産フェイズに５

ステップ分を得る。 
 



 26

 これらのステップは通常 WERPs 生産とは別に、追加

して得られ、補充や新たなユニットの生産に使える。 
 これらの追加ステップを得ている４ターンの間、ソ連

は特別アクションを生産することはできない。しかし、

すでに生産していた特別アクションを使用することは

できる。 
 特別アクション以外はこの期間内でも WERPs で通

常通り生産できる。 
 

g) 上記 f)の追加ステップを受け取ったとき、戦争末期に

はソ連の人的資源は枯渇してくる。1945 年 Jan/Feb タ

ーン以降、ソ連が購入する地上ユニットステップのコス

トはステップごとに１追加（＋１）される。 
 f)の追加ステップを受け取らなかったとき、この項目

は無視する。 
 
9.25 独 ソ 不 可 侵 条 約 Soviet/German 
Non-Aggression Pact： 
 ドイツがポーランドを征服したターンから、ドイツとソ

連が戦争に突入するまでこの条約は効果を持つ。 
 この条約によりソ連はバルト諸国 Baltic state、
Brest-Litovsk、Lvov および Bessarabia を占領すること

ができる。ソ連はこの選択を強要され、可能な限りこれら

のエリアを地上ユニットで占領しなければならない（9.26
参照）。これらのエリアはソ連が征服したと見なすが、ソ

連のホームエリアとしては扱わない（つまり、ここで新た

なユニットを生産したり、ドイツと戦争になるか 1942 年

になるまで先に野戦陣地を建設できない（6.95b 参照））。 
 
9.26 ソ連の前線防御 Soviet Up-Front Defense 
 独ソ不可侵条約適用後の連合国側プレイヤーターンの

終了時、全てのソ連軍地上ユニットの半分以上および全て

のソ連地上支援ユニットは Bessarabia 、 Lvov 、

Brest-Litovsk および Lithuania の 4 エリアの内のどこか

にいなければならない。さらに 1941Jan/Feb ターン開始

時までは少なくとも各エリアに地上ユニット１つがいな

ければならない。 
 上記の条件を満していないとき、ドイツ側プレイヤーは

中身を確認せずに外から条件を満すようにユニットを動

かすことができる。 
 これらの制限はソ連とドイツが戦争に突入するまで続

く。 
 

9.27 
 ソ連は通常のルールに従って艦隊ポイントを生産でき

る。ソ連は戦略兵器資産 Strategic Asset を生産できない。 
 
9.28 分割線 Demarcation Line 
 移動フェイズ中、ソ連と西側連合国のユニットは互いに

同じ枢軸側支配エリアに進入できない。 
 そのようなエリアが東側天候ゾーン内にあれば、ソ連側

ユニットの移動が優先される。西側天候ゾーン内にあれば、

西側連合国ユニットの移動が優先される。 
 そのようなエリアから 初に進入した側のユニットが

いなくなったとき、もう片方の陣営のユニットも侵入でき

るようになる。 
 ソ連および西側連合国のユニットは互いに相手の支配

エリアに進入することはできない（例外：ペルシャ、9.22 
参照）。 
 
9.3 イギリスおよび U.S.A. 
9.31 
 イギリスおよび U.S.A.はドイツ（1939 年のキャンペー

ンカード 17.8(1)参照）以外にもノルーウェイ、デンマー

ク、ヴィシーフランスおよびポルトガルに宣戦布告できる。 
 ドイツと戦争状態に突入しているとき、イギリスはノル

ーウェイおよびデンマークに対して宣戦布告できる。 
1942 年の Jul/Feb ターンからヴィシーフランスに対して

宣戦布告できる。枢軸側がスペインに対して宣戦布告した

ときのみ、ポルトガルに対していつでも宣戦布告できる。 
 
9.32 
 イギリスおよび U.S.A.の艦隊ポイントおよび戦略兵器

資産は共同で使われる。そこでインフォメーショントラッ

ク上には共有のマーカーが置かれる。 
 艦隊ポイントの整備 maintenance コストおよび転送

transfers はイギリスが行う。イギリスが征服されたとき、

これらは U.S.A.が保持する。 
 U.S.A.は1942年のJan/Febまで戦争に突入していない

限り、生産フェイズを実施しない。 
 
9.33 
 イギリスおよび U.S.A.のユニットは U.S.S.R.内あるい

はソ連支配エリアでは活動できない（例外：ペルシャ、9.22
参照）。イギリス民兵はイギリスホームエリアでのみ活動

できる（用語集参照）。 
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9.34 アメリカのレンドリース Lend Lease： 
 ドイツがパリを支配して 初の連合国側プレイヤータ

ーンから、イギリスは U.S.A.からレンドリースを受け取

ることができるようになる。これにより、イギリスは各タ

ーンごとにサイコロを 1 つ振り、その出目に等しい

WERPs を受け取ることができる。 
 ドイツとの戦争に突入した後、ソ連も U.S.A.からレン

ドリースを受け取ることができるようになる。手順は上記

のイギリスと同じ。 
 1942 年の Jan/Feb ターン、アメリカ参戦後、イギリス

とソ連に対するレンドリースは終了する。 
 
9.35 イギリスのレンドリース： 
 ドイツとソ連が戦争状態になった後、イギリスはソ連に

対してレンドリースを実施できる。イギリスはソ連に対し

て自分の合計 WERPs（戦略攻撃 Strategic Warfare、
U.S.A. か ら の レ ン ド リ ー ス よ び 艦 隊 整 備 Naval 
Maintenance を実施した時点）の半分を超える WERPs
を送ることはできない。そのターンのイギリスの使用可能

な WERPs を減少させ、その分を下記の手順により

MurmanskかPersiaを経由して一度に送ることができる。 
 
9.351 ムルマンスクルート Murmansk： 
 ドイツが Trondheim（ノルーウェイ内）を支配してい

ないとき、イギリスは大西洋にいる艦隊ポイントごとに 2
ポイントまで WERPs を送ることができる。 
 ドイツが Trondheim を支配しているとき、実際にムル

マンスク Murmansk に到着するのは、送ったポイントの

1/2（端数切捨て）となり、残りは失われる。 
 枢軸プレイヤーが Onega Swamp エリア（フィンラン

ドの東）を支配しているとき、ムルマンスクルートは使え

なくなり、イギリスはムルマンスクルートが再び使えるま

で、ペルシャ Persia を経由してしか WERPs を送れなく

なる。 
 
9.352 ペルシャルート Persia： 
 ペルシャ Persia を枢軸側が支配していないとき、イギ

リスはペルシャを経由して、大西洋にいる艦隊ポイントご

とに１ポイントまで WERPs をソ連に送ることができる。

ただし、実際にソ連に到着するのは、送ったポイントの

1/2（端数切捨て）となり、残りは失われる。 
 
9.36 
 U.S.A.は参戦後もイギリスに対して各ターン 大

15WERPs までレンドリースを送ることができる。 
各ターン実際に送った WERPs の分だけ、そのターン

U.S.A.が使える WERPs は減少する。イギリスは上記のレ

ンドリースのルールを使って、受け取った WERPs をその

ままソ連に送ることができる。 
 
9.37 
 移動フェイズの開始時、U.S.A.にいるユニットは海上移

動を使って、通常通り移動することができる。 
 このとき、交戦エリアに直接移動したり、強襲上陸

amphibious invasion を行なうことできない。 
 ただし、ヴィシー支配の Morocco や枢軸側が支配して

いるイギリスホームアイランドにある上陸箇所に強襲上

陸することはできる。 
 
9.38 
 イギリスは終戦まで前線での補充は困難を極めた。そこ

で、イギリスは 1944 年 Jan/Feb 開始時まで地上ユニット

の各ステップの購入コストは１増加（＋１）する。 
 
9.4 イタリア 
注：シシリーSicily はイタリア本土のホームエリアの１つ

と見なす。 
 
9.41 イタリア地上ユニットの活動範囲： 
 イタリアユニットは南部天候ゾーン内でのみ活動でき

る。ただし、地上ユニット３つおよび地上支援ユニット１

つのみはソ連内でも活動できる。 
 イタリアユニットはポーランド、ハンガリーおよびルー

マニアの地軍支配エリア内を戦略移動（のみ）で移動する

ことができる。ただし、これらの国でフェイズを終えるこ

とはできない。 
 連合国側がフランスに橋頭堡 Beachhead を置いたとき、

あるいは 1942年以降にフランス本土のエリアの１つを支

配しているとき、イタリアユニットは全てのフランスエリ

アを何の制限もなく活動できるようになる。いったん、フ

ランスへの制限が解除された後、例え連合国側の上陸を撃

退したとしても、ゲームの残りの間も、イタリアユニット

はフランスで活動できる。 
 
9.42 イタリアの参戦： 
 イタリアは中立勢力であり、ドイツがパリを支配するか、

ヴィシー政府を宣言するまで他の勢力（大国あるいは中小

国）に対して宣戦布告することはできない。 
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 上記の状況となったターン、イタリアは連合国側に宣戦

布告する。同時に、イタリアは中小の中立国に宣戦布告で

きるようになり、ドイツと戦闘状態の国と自動的に戦争状

態となる。 
 参戦するまで、イタリアの生産力は毎ターン５WERPs
である。参戦したターンから、生産力は毎ターン

10WERPs に増加すると同時に、以後毎ターン、海軍の整

備を行わなければならない。 
 
9.43 ドイツのイタリアへの援助： 
 たとえ中立の時でも、イタリアはドイツより毎ターン

5WERPs まで援助を受け取ることができる。毎ターン、

ドイツが使用可能な WERPs を減少させた分だけ、

WERPs を受け取る。 
 イタリアはドイツより受け取った追加 WERPs を使っ

て通常通り、生産を行える。 
 イタリアは戦略兵器資産 Strategic Assets を生産でき

ない。 
 
9.44 中立時のイタリア： 
 イタリアが参戦するまで、ドイツはイタリアの支配領域

に侵入できないし、地中海の艦隊ポイントを使用すること

もできない。 
 イタリアが中立のときでも、ユニットは通常通り移動で

き、イタリア、シシリー、リビア、サルディニアおよびア

ルバニア間を海上移動することができる。 
 
9.45イタリアの士気崩壊Collapse of Italian Morale： 
 アフリカ Africa あるいは中東 Middle-East（用語集参

照）内のエリアから枢軸側ユニットが全くいなくなり、さ

らに、枢軸側が Gibraltar、Marseille および Athens の 3
エリア全てを支配していないとき、イタリアは士気崩壊を

起こす。 
 いったん、イタリアが士気崩壊すると、もう元に戻すこ

とはできない。 
 イタリアの士気崩壊により下記の効果を適用する。 
 
a) ゲームの残りの期間、イタリアユニットはどのような

ヒットボーナスを得ることができない。 
 
b) イタリアの艦隊ポイントは海上戦闘 Naval Combat や

輸送妨害 Naval Interdiction を仕掛けることはできな

い。なお、連合国側から海上戦闘を仕掛けられたときは

通常通り防御する。 

 艦隊ポイントは枢軸側ターンに通常通り、戦略移動あ

るいは作戦移動でユニットの輸送を行う。 
 
c) イタリアの基本生産力が戦前の毎ターン 5WERPs に

戻る。しかも、海軍の整備コストはゼロにならない。 
 どちらかの自国資源 Home Resource エリアを失った

とき、取り戻すまでイタリアの生産力はゼロになる。 
 
d) イタリアはゲームの残りの期間、特別アクションマー

カーを生産できない。すでに生産済みのものは使用する

まで無くならない。それらは使用後、戦力プールから失

われる。 
 
9.46 イタリアの降伏 Surrender 
 枢軸側プレイヤーターンの終了時、イタリアの自国資源

エリアを連合国が支配しているか、下記の条件を全て満た

していれば直ちにイタリアは降伏する。このとき、イタリ

アの全てのユニットおよび艦隊ポイントはゲームから除

かれる。 
 
a) イタリアが士気崩壊している。 
 
b) 西側連合国が Sicily を支配している。 
 
c) 西側連合国が戦闘フェイズの終了時（枢軸の反抗

Counterattack も含む）、イタリア本土 mainland 上の

エリアを交戦状態とするか、支配している。 
 
9.47 枢軸側作戦との連携： 
 地中海艦隊を含むような枢軸側の強襲上陸か戦闘前退

却（イタリア参戦後のみ可能）にはイタリアの特別アクシ

ョンマーカーを使わなければならない。イタリア以外の枢

軸ユニットが参加しているとき、さらにドイツの特別アク

ションマーカーも消費する。 
 
9.5 フランス 
9.51 英仏協力関係の制限： 
a) フランスおよびイギリスの艦隊ポイントでそれぞれ互

いのユニットを輸送できない。それ以外の全ての点にお

いて、艦隊ポイントを共同して使うことができる。海上

戦闘での損害はイギリスプレイヤーが好きなように割

り振る。フランスは戦略兵器資産 Strategic Asset を生

産できない。 
b) イギリスユニットはパリが枢軸側支配下となるかヴィ



 29

シー政府が宣言されるまで、French North Africa およ

び French Levant に進入できない（注：9.524 および

10.31 参照）。 
c) フランスはドイツに対してのみ宣戦布告できる（17.8
参照）。 

 
9.52 ヴィシーフランス Vichy France： 
 フランスをあらかた征服した後、ドイツはフランスとの

休戦を受け入れ、下記のようにヴィシーフランス政府をつ

くることができる。 
 
9.521 
 ドイツは下記のどちらかの条件およびタイミングで、ヴ

ィシー政府を宣言できる。 
 

(1) どちらかのプレイヤーターン開始時で、ドイツがパ

リを支配しており、パリまで補給線を確保できる。 
(2) 各フェイズの終了時で、パリ周辺の 5 エリアを枢軸

側が支配している。 
 
 ドイツがそのフェイズの終わりまでに、この選択を実施

しなかったとき、以後この選択は実施できなくなる。その

ときには、フランスを征服するしかない。 
 
9.522 
 ヴィシーフランス政府が宣言されたとき、下記の３つの

領域がヴィシーフランスの領土となり、Lyon を首都とし、

親枢軸的な中立を取る。 
 
a) フランス本土の南部天候ゾーン部分およびコルシカ

Corsica 島。 
b) French North Africa の全てのエリア。 
c) French Levant 
 
 枢軸プレイヤーは 大 2 ステップのフランス歩兵ユニ

ットを上記３つの領域のエリアの１つに１つずつ配置す

る。 
 ヴィシー地上ユニットは常に補給下とする。しかし、い

ったん配置された場所から動くことはできない（ 初のプ

レイではMarseille, Morocco, Lebanonがお勧めである）。

全てのフランス艦隊ポイントは破壊される（ユニットは取

り除かれる）。 
 ヴィシーフランス政府が宣言される代わりに、フランス

が征服されたとき、フランス艦隊１ポイント（大西洋ある

いは地中海にいるポイントの中から連合軍プレイヤーが

選ぶ）は脱出し、イギリスに編入される。フランス艦隊ポ

イントはその海ゾーンでそのままイギリス艦隊ポイント

に置きかえられ、残りの艦隊ポイントは除去される。ヴィ

シーフランスは地上ユニットの補充ステップを受け取る

ことができない。そこで Marseille の WERPs を利用する

ことはできず、他の勢力にそのポイントを分配することも

できない。 
 
9.523 枢軸側のヴィシーフランス領域に対する配

慮： 
 連合国側がヴィシーフランスに宣戦布告するまで、枢軸

側ユニットはヴィシーフランスの支配領域で移動フェイ

ズを終えることはできない（例外：9.524 および 9.527 参

照）。 
 枢軸ユニットはヴィシーフランスの支配領域を通して

戦略移動および補給線を通すことができる。 
 ヴィシーフランス政府が宣言されたとき、その領域にい

る枢軸ユニットは直ちに枢軸プレイヤーの選択で も近

い枢軸支配エリアに移される。 
 
9.524 フランス領レバント French Levant の占領： 
 ヴィシーフランスが French Levant を支配していると

き、ヴィシーフランスの中立ルールに反することなく、イ

ギリスが French Levant に進入したり、ドイツが占領し

たりすることができる。French Levant のヴィシーフラン

スユニットはイギリスの侵攻に対して通常通り防御する。 
 1942 年になって、French Levant 内の Lebanon をヴィ

シーフランスが支配しており、Lebanon が非交戦状態な

らば、１つ以上のドイツ（イタリアではない）ユニットを

戦略移動あるいは作戦移動により Lebanon（のみ）に進

入させることができる。交戦状態ならば、作戦移動でのみ

Lebanon に進入させることができる。そのとき、Lebanon
の港から枢軸ユニットは補給線を通すことができる。 
 ヴィシーフランスユニットが除去され、ドイツユニット

のみで Lebanon エリアを占領しているとき、ドイツプレ

イヤーは Lebanon の支配を得る（ヴィシーフランスが

Syria も支配していたととき、Syria も支配下となる）。 
 さらに枢軸側の支配が継続すれば、次のターンよりイタ

リアユニットは Lebanon の港に出入りできるようになる。 
 
9.525 連合国のフランス領北アフリカ侵攻： 
 連合国がフランス領北アフリカに進入（陸路あるいは海

からか、どちらでも）するとき、ヴィシーフランスに宣戦
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布告しなければならない。 
 北アフリカでヴィシーフランスユニットに対して U.S.
ユニットのみが攻撃を行なったとき、ヴィシーフランスユ

ニット戦闘の開始時に防御することなく除去される。さも

なければ、ヴィシーフランスユニットは通常通り防御を行

なう。 
 連合国がヴィシーフランスに宣戦布告した直後、フラン

ス領北アフリカおよびその他のヴィシーフランス支配下

のエリア枢軸側支配下となる。 
 
9.526 ヴィシーフランス支配下の南フランス侵攻： 
 ヴィシーフランスに宣戦布告した後、次のターン開始時

より、連合国はヴィシーフランス支配下の南フランスおよ

びコルシカ島に上陸することができる。また、ヴィシーフ

ランスに宣戦布告した同じターン、フランスやイタリアか

ら陸路を使ってヴィシーフランス支配下のエリアに進入

しても構わない。 
 ヴィシーフランスユニットは 9.526 と同様に防御を行

なう。 
 
9.527 ドイツによるヴィシーフランス領の占領： 
 西側連合国がヴィシーフランスに宣戦布告をするか、イ

タリアが降伏 Surrender するか、征服 Conquered された

後、ドイツ軍（のみ）は枢軸作戦移動フェイズにヴィシー

フランスの支配領域を占領することができる。 
 ドイツ地上ユニットが Marseille に進入した直後、全て

のヴィシーフランスユニットは直ちにゲームから除去さ

れる。このとき、連合国に占領されていないヴィシーフラ

ンスエリアは次のターンの開始時からドイツの支配下と

なる。Marseille が補給下で枢軸側の守備隊ユニットがい

れば、ドイツは Marseille の２WERPs を使用できる。 
 このドイツによる占領後、Marseille は通常通り、征服

された資源エリアとして扱う。 
 Lebanon が連合国によって支配されていないとき、イ

タリア軍と交代するまで、１つ以上のドイツユニットは

Lebanon に移動しなければならない。 
 
9.53 自由フランス Free-French ユニット 
9.531 
 フランスが征服されるか、ヴィシーフランス政府が宣言

されたとき、フランスの 3 ステップ機甲ユニット１つおよ

び 3 ステップの歩兵ユニット３つは自由フランス軍とし

て生産可能なユニットとなり U.S.の戦力プールに置かれ

る。 

 自由フランスユニットは U.S.A.が生産および管理を行

なう。ただし、自由フランスユニットは 1942 年になるま

で生産できない。 
 いったん、生産されるとU.S.特別アクションおよびU.S.
地上支援ユニットの効果を適用できることを含め、通常の

U.S.ユニットと同様に扱う（ただし、9.533 の制限に従う）。 
 
9.532 
 自由フランスユニットは下記のスケジュールで U.S.戦
力プールに登場する。 
 
a) フランスが征服されるかヴィシーフランス政府が宣言

されたとき、直ちに歩兵 1 ユニットが U.S.戦力プール

に登場する。 
 
b) 1944 年の 初の連合国側生産フェイズあるいは連合国

がフランス本土の非交戦エリア１つを支配した後、残り

の自由フランスユニットが登場する。 
 
9.533 
 補充および新たなユニット生産で 3 ステップ分を超え

る自由フランスユニットを生産することはできない。 
 新たな自由フランスユニットはイギリスあるいはフラ

ンスの非交戦ホームエリアで生産する。 
 
9.6 中小国 Minor Power（9.1 に記載されていない国） 
9.61 
 中小国が宣戦布告を受けたとき、侵攻していない陣営が

直ちにその国の勢力を配置する。それらのユニットは敵ユ

ニットがホームカントリーエリアに現れるまで、ホームカ

ントリーエリアを離れることはできない。 
 
9.62 
 征服されていない中小国は各ターン１ステップの補充

replacement を受け取ることができる。しかし、もともと

の戦力プールの戦力を超過することはできない。 
 この補充は管理しているプレイヤーがその国のユニッ

トのどれかに自由に割り振ることができる。この補充ステ

ップは自軍支配のホームエリア（交戦状態でも構わない）

で適用する。また、この補充で全滅したユニットを基幹レ

ベルで再建しても構わない。 
 
9.63 
 中小国が宣戦布告を受けたとき、その支配領域は侵攻し
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ていない陣営に応じて、ドイツかイギリスの支配下となる。 
 中小国の資源エリアも２WERPs を産出する。自軍生産

フェイズにそのエリアを支配しており、本国まで（海路お

よび陸路）補給線を引くことができるとき、その WERPs
を得ることができる。 
 
9.64 
 ポーランド、スペイン、トルコおよびユーゴスラビアが

宣戦布告を受けたとき、それぞれの国は特別アクションマ

ーカー１つを受け取る。このマーカーは増援戦闘（7.6 参

照）か反抗（7.7 参照）にのみ使用できる。使用したマー

カーはその国が戦争に突入した後の Jan/Feb ターンに再

び使用可能となる。 
 
10.0 征服と勝利 
10.1 大国の征服 Major Power Conquest 
 大国は自国ターン終了時、ホームカントリー内の資源エ

リアを 1 つも持たないとき、征服される。 
 大国が征服されたとき、その国の戦力 forces は全てゲ

ームから除かれる。ただし、ヴィシーフランスと自由フラ

ンスユニット（9.52＆9.53 参照）、イギリスの艦隊ポイン

トと情報 General Information トラック上の戦略兵器資

産 Strategic Assets は例外とする（9.32 参照）。 
 
10.11 
 ソ連については、連合国プレイヤーターンの終了時、ソ

連がソ連内のマップ上の資源エリアを 1 つも保持してい

ないとき、征服されたとみなす。 
 
10.12 
 イタリアについては、士気崩壊 collapse of Italian 後に

降伏 surrender したときも（9.46）、征服されたとみなす。 
 フランスについては、ヴィシーフランスが宣言されたと

きも（9.521 参照）、征服されたとみなす。 
 
10.13 
 ドイツについては連合国プレイヤーターン終了時、マッ

プ上の全ての資源エリアが中立か連合国側支配であると

き、ドイツは降伏する（つまり、ドイツはこの条件を満た

された後、自分のターンに再び自国資源エリアの奪回を試

みられない）。 
 
10.2 小国の征服 
 小国については、移動フェイズあるいは戦闘フェイズの

終了時、敵の地上勢力により首都を支配していたとき征服

される。このとき、小国の戦力全てはゲームから除かれる。 
 
10.3 征服された地域の支配 
 大国あるいは小国が征服された後、その戦力は除去され、

その国の支配は下記の通り決められる。 
 
10.31 
 侵攻した勢力が単独で支配しているエリアおよび全く

どこの勢力のいないエリアは下記の例外を除き、征服した

国の支配下となる。 
 
a) ギリシャが征服されたとき、Crete 島は枢軸国側が占

領することにより支配していない限り、イギリス支配下

となる。 
b) フランスが征服されたとき（ヴィシー政府が宣言され

たときではない）、フランス領北アフリカおよびフラン

ス領Levantの全てのエリアは枢軸側がすでに支配して

ないかぎり、イギリスの支配下となる。 
 
c) イタリアが降伏するか征服されたとき、連合国側によ

って支配されていない全てのイタリアホームエリアは

ドイツ支配下となる。これらのイタリアエリアはドイツ

によって征服されたと見なす。このとき、ドイツは

Rome および Piedmont に守備隊を置いていれば、以降

2WERPs を得らるようになる。 
 
10.32 
 征服された国のユニットを除去した後、侵攻側にとって

敵にあたる勢力が支配しているエリアは征服直前の支配

状態のまま残る。 
 
10.4 勝利条件 
10.41 枢軸側決定的勝利： 
 連合国側プレイヤーターン終了時、４つの連合国側の大

国のうちの 2 国を征服し、ドイツ国内の資源エリアの支配

を連合国側に１つも奪われていないとき、ゲームは直ちに

終了し、枢軸側プレイヤーは決定的勝利を得る。 
 
10.42 枢軸側作戦的勝利： 
 1945 年 Nov/Dec ターン終了時、ドイツが征服されてお

らず、枢軸側がまだ 10 以上資源エリアの支配を確保して

いるとき（ドイツおよびイタリア内も含む）、枢軸側プレ

イヤーは決定的勝利を得る。 
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10.43 枢軸側辛勝： 
 1945 年 Nov/Dec ターン終了時、ドイツが征服されてお

らず、枢軸側の支配している資源エリアが１０未満のとき、

枢軸側プレイヤーはなんとか辛勝を得る。 
 
10.44 引き分け： 
 どちらの陣営も辛勝以上の勝利を得ることができなか

ったとき、引き分けとなる。 
 
10.45 連合国側辛勝： 
 ドイツを 1945 年の Jan/Feb ターンから May/Jun ター

ンまでに征服すれば、連合国側は辛勝を得る。 
 
注：これは歴史的な結果である。しかし、技量と運が揃っ

た２人プレイゲームでは引き分けになることが多いであ

ろう。現実の枢軸国側は連合国側より、より多くのミスを

犯した。 
 
10.46 連合国側作戦的勝利： 
 ドイツを 1944 年の Jul/Aug ターンから Nov/Dec ター

ンまでに征服すれば、連合国側は作戦的勝利を得る。 
 
10.47 連合国側決定的勝利： 
 ドイツを 1944 年の Jul/Aug ターン以前に征服すれば、

連合国側は決定的勝利を得る。 
 
注：一方でイタリアの征服は連合国の勝利条件には必要な

条件とはならない。たいてい、プレイヤーはドイツの崩壊

までの時間を問題とする。 
 
10.5 陣営決定の競り（トーナメントルール） 
 両方のプレイヤーが同じ陣営をプレイしたいと考えた

とき、競りでどちらがその陣営をプレイできるかを決める。 
 まず、両プレイヤーサイコロを振り（同じ目の時は振り

直す）、高い目を出した方から 初の入札値を決める。

初の入札値は０でも良い。入札値は３を超えることは無い。 
 この入札値はゲームターンを意味する。 
 落札者は連合国（のみ）の勝利条件をその値だけ修正す

る。 
 
例：両プレイヤーが枢軸側のプレイを希望し、競りの結果、

落札者は１ターン分で競り落とした。連合国側プレイヤー

は 1944年 Jul/Augターンまでにドイツを征服すれば決定

的勝利を得る。また、1945 年 Jan/Feb ターンまで征服す

れば作戦的勝利を得る。1945 年 Jul/Aug までに征服すれ

ば辛勝を得る。 
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プレイシークエンス 
 特別アクションにより実施可能なものはフェイズの下

にイタリックで記す。 
 
Ａ．天候決定フェイ（1.1） 
 Nov／Dec および Mar/Apr ターン、天候をサイコロに

よって決める。それ以外のターンの天候はターン記録トラ

ック上に示されている。 
 
 その後、枢軸側プレイヤーはステップＢからＨを順に実

施する。 
 
Ｂ．第 1 補給決定フェイズ（3.0） 
 マップ上にいる全ての自軍ユニットの補給状態を確認

する。補給下の艦隊ポイントは転送（8.3）を実施できる。 
 
Ｃ．生産フェイズ 
 このフェイズは下記の３つのセグメントより成る。 
１．WERPs（4.1）を算出し、生産能力を決定する。 
２．戦略戦争（2.0）を解決する。 
３．まず、艦隊整備 Naval Maintenance コストを支払う。 

残った WERPs で新ユニットの生産、ステップの補充、

特別アクションの購入、その他の設備の生産を行なう

（4.3～4.7）。 
 
・特別補充（7.8） 
 
 枢軸ユニットは補給切れ Out of Supply かどうか確認

する（3.1 および 3.3 参照）。補給下と判定されたユニット

は以降のフェイズ移動等により補給切れ状態となっても、

次の補給決定フェイズまでは補給下とみなす（1.27参照）。

補給切れと判定されたユニットは“補給切れ Out of 
Supply”ゲームマーカーで表示し、次の補給決定フェイ

ズまで補給切れとなる。 
 
Ｄ．第 1 作戦移動フェイズ（5.1） 
 手番プレイヤーは全てあるいは一部の自軍ユニットの

移動を作戦移動ルールに従って行う。このフェイズ中いつ

でも、手番プレイヤーは中立国に対して宣戦布告を行なえ

る。 
 
・空挺降下（7.2） 
・強襲上陸（7.3） 
・交戦エリアからの退却（7.52） 

Ｅ．第 1 戦略移動フェイズ（5.2） 
 手番プレイヤーは各国ごとに指定された数まで、戦略移

動ルールに従ってユニットを移動させることができる。 
 
Ｆ．第 1 戦闘フェイズ（6.0） 
 全ての戦闘を実施しなければいけないエリアおよび戦

闘を実施したいエリアで第１戦闘ラウンドを実施する。戦

闘は手番プレイヤー望む順番で解決する。 
 
・戦闘前退却（7.51） 
・増援戦闘（7.6） 
・反抗（7.7） 
 
Ｇ．突破フェイズ（7.4, 5.4, 6.73） 
 特別アクションマーカーを消費することで手番プレイ

ヤーは突破フェイズを実施できる。 
 これらのフェイズを好きな順番で実施できる。また、プ

レイヤーターン中、各タイプの突破フェイズを複数回実施

しても良い。 
 
・突破作戦移動（5.42~5.43） 
・突破戦略移動（5.44） 
・突破戦闘（6.7） 
 
Ｈ．最終補給決定フェイズ 
 この時点で補給切れの自軍ユニットおよび艦隊ポイン

トは全滅する。補給下の艦隊ポイントは転送（8.3）でき

る。 
 
・限定補給（7.9） 
 
Ｉ．ターン終了フェイズ 
 勝利判定を行なう。両陣営とも勝利を得ていないとき、

ターンマーカーを次のターン欄に進める。“ w/o 
Transport”面の艦隊ポイントを“Trans. Avail.”面に戻

す。 


