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はじめに 
Lock 'n Load Tactical システムのバージョン

4.1(v4.1) ルールは、ゲームシステムの最新のガ

イドラインと規制です。 これらのルールは、第二

次世界大戦期から 1960 年以前に行われた戦い

を扱うモジュールで使用する、ゲームシステムの

基本ルールを提示しています。 ルールの以前のバ

ージョン（v3.1 以前）からの注目すべき変更は青

字のテキストで示されます。 以前に公開されたモ

ジュールでは、これらのルールを自由に使用して

ください。  

 

コミュニティーとサポート 
ゲームについて質問がある場合、またはチャット

相手となる他のゲーマーを探しているだけの場合

は、フォーラムで簡単に返信を見つけることがで

きます。  

http://forums.lnlpublishing.com 

 

このゲームの一部が破損している場合、またはそ

の他のサポートが必要な場合は、サポートチケッ

トセクションでサポートチケットを開きます。  

http://support.lnlpublishing.com 

 

シナリオ、カウンター、特別ルール、その他のコミ

ュニティデザイン・アイデアなどの追加のゲーム

リソースは、リソースセクションで見つけること

もできます。  

http://forums.lnlpublishing.com/resources 

 

1.0 共通の概念 
1.1 スケールとカウンター 
各ヘクスは 50 メートル幅です。 複数兵カウンタ

ー(MMC)には、分隊、半個分隊、操作班、火器チ

ームがあります。  

 

分隊は 8~12 人の兵士を表し、2 人の兵士が描か

れた 5/8 インチのカウンターで表されています。 

半個分隊または操作班は 4〜6 人の兵士を表し、

1 人の兵士が描かれた 5/8 インチのカウンター

で表されています。  

 

火器チーム(WT)は3〜5人の兵士と重火器を表し、

重火器と 2 人の兵士が描かれた 3/4 インチのカ

ウンターで表されています。  

 

単独兵カウンター(SMC)は、単一の男女を表し、

個人を表すカウンター、または指揮官の顔が描か

れたカウンターで表されます。  

 

支援火器(SW)は、個々の武器であり、分隊、半個

分隊、操作班、適切な SMC によって射撃されな

ければなりません。  

 

車輛および固定翼航空機は 7/8 インチカウンタ

ーであり、単一の車輛または航空機を表します。  

 

1 ターンは 2~4 分を表します。  

 

1.1.1 分隊の表記 

Lock 'n Load Tactical（LnLT）システム

が成長するに従い、そのシステムには

多くの分隊と半個分隊が存在するよ

うになりました。 そのため、シナリオ

の戦闘序列(OOB)で、分隊と半個分隊は次の表記

で示されます：火力(FP)－射程－移動力－士気値

と混乱時の士気値（両者が異なる場合）、例えば、

この説明に従えば、アメリカ軍空挺分隊は 2-5-

4-6 です。  

 

1.2 ダイス 
ゲームは 6 面ダイスのペアを使用します。 1d6

は、1 個のダイがロールされることを意味し、2d6

は、2 個のダイがロールされること（ダイスロー

ル）を意味します。  

  

http://forums.lnlpublishing.com/
http://support.lnlpublishing.com/
http://forums.lnlpublishing.com/resources
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1.3 スタック 
各陣営は、1 ヘクス内に最大 3 個の分隊（または

それに相当するもの）、2 台の車輛、および 2 人の

SMC を置くことができます。 各車輛残骸／航空

機残骸マーカーはスタックにおいて 1 台の車輛と

してカウントされます。 1 個の火器チームまたは

2 個の半個分隊／操作班は 1 個の分隊に相当しま

す。 固定翼航空機はスタック制限にはカウントさ

れません。 残骸マーカーは１ヘクスに１つしか置

くことはできません。  

 

一部の地形タイプは、ヘクス内のスタック制限を

変更します。 複数階建物や掩蔽豪などの地形は、

ヘクス内にもう１個のヘクスを作成するため、独

自のスタック制限を持ちます。  

 

すべての車輛が（瓦礫を作ることを意図して）あ

らゆる建物に入ることができるわけではありませ

ん。  詳細については、地形効果表(TEC)を参照し

てください。 車輛は、明らかに、複数階建物の 2

階に入れることも、建物内に配置することもでき

ません。  

 

シナリオ特別ルールで特に明記されていない限り、

これらのスタック制限はすべての時点で適用され

ます。  

 

例：ヘクス内の移動ユニットと静止ユニットの合

計がスタック制限を超える場合、ユニットはその

ヘクスを通って移動することはできません。  

 

スタック制限を考えるとき、車輛内のユニットは

車輛の一部と見なします。 そのユニットが降車す

ることでスタック制限を超える場合には降車する

ことはできません；そのようなケースで車輌から

の脱出（16.1.1）を要求された場合にはそれらの

ユニットは除去されます。  

 

あなたは常に相手のスタックを見ることができま

す。  

 

1.4 ヘクス 
シナリオ特別ルールで特に明記されていない限り、

マップの端にある半分のヘクスはプレイ可能なヘ

クスであり、完全なヘクスと同じスタック制限と

移動コストを持ちます。 マップを合わせたときに

できる 2 つの結合された半分のヘクスは完全なヘ

クスと見なされます。  

 

ヘクスの中心点を囲む地形が、そのヘクスのレベ

ル（高さ）と地形タイプを決定します。 イメージ

と例については、地形効果表(TEC)を参照してく

ださい。  

 

1.5 士気値 
LnLT では、各ユニットの右上に士気

値があります。 ユニットの士気値は、

訓練の度合と戦う意欲を表していま

す。 LnLT には 2 つの士気状態があ

ります：統制状態と混乱状態です。 統制状態のユ

ニットは、団結していて、精悍であり、戦う準備が

できています。 統制状態の部隊はユニット・カウ

ンターの前面に描かれています。  

 

混乱状態のユニットは怯えて、弱気になり、団結

力が弱まっています。 混乱した部隊

はユニット・カウンターの裏面に描か

れています。 多くのことがユニット

を混乱状態にしますが、大体は直接射

撃表(DFT)の悪い結果によるものです。  

 

士気チェック(MC)は 2d6 のロールで解決されま

す。 ダイスロールが合計され、修正値が適用され

ます。 歩兵の(回復の試みを含む)士気チェックに

適用できる唯一の修正値は、指揮官の指揮修正値

(LM)と正の目標修正値(TM)を持つヘクスの -2

だけです。 結果がユニットの士気値と等しいかそ

れよりも小さい場合に、チェックは成功します。 

混乱状態のカウンターを統制状態に戻します。  

 

訳注：原文では目標修正値と地形修正値と言う 2 つの表現

が使われていますが、和訳は目標修正値で統制します。 
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1.6 支援火器(SW)  
支援火器(SW)は、機関銃、バズーカ、

火炎放射器または鞄爆弾と言った火

器のイラストが印刷された 5/8 イン

チカウンターです。 それらには（訳

注：固有の）操作班がいないため、MMC または適

切な SMC によって運搬または射撃されなければ

なりません。 分隊は最大 2 個の支援火器を運ぶ

ことができ、半個分隊または操作班は 1 個運ぶこ

とができます。 適切な SMC は 1 個の支援火器

を運ぶことができますが、その場合は 2MP を失

います。 支援火器の上にあるユニットが、その支

援火器を所持しています。  

 

分隊は、1 個の支援火器を射撃し、その固有火力

(IFP)を保持するか、その固有火力(IFP)を失うこと

で 2 個の支援火器を射撃することができます。 半

個分隊または操作班は、その固有火力(IFP)を失う

ことで 1 個の支援火器を射撃することができます。  

 

適切な SMC は、捕獲された物か友軍の物である

かにかかわらず、支援火器の半分（端数は切り上

げます）の火力で、または支援火器が砲撃表(OFT)

を使用する場合、命中判定に+1DRM を付けて射

撃できます。 支援火器を操作／射撃する適切な 2

個の SMC は、ペナルティなしで（完全火力(FP)

で、または砲撃表(OFT)の解決に DRM なしで）

射撃することができます；この場合、どちらの

SMC も統制状態でなければなりません。  

 

訳注：訳中の砲撃表と命中判定表は同じものです。 

 

支援火器で射撃を行う英雄は固有火力(IFP)を失

います。 衛生兵／衛生下士官、戦車指揮官、狙撃

兵は、支援火器を持ち運ぶことも、射撃すること

もできません。 支援火器を射撃する指揮官は、そ

れが自身の攻撃であっても、すべての指揮修正値

を失います。  

2 個の支援火器を携行している分隊が半個分隊に

損耗した場合、所有プレイヤーの選択で、1 個の

支援火器を捨てなければなりません。 1 個以上の

支援火器を携行するユニットが除去された場合、

支援火器はユニットのいたヘクスに残されます。  

 

回復フェーズ（3.0）に統制状態の MMC または

SMC は支援火器を捨てるか、または破壊すること

ができます。 捨てられた支援火器はヘクスに残し、

破壊された支援火器はマップから除去します。 作

戦フェーズ（4.0）の間、支援火器は何らかの理由

でヘクスから離脱する統制状態または混乱したユ

ニットによって放棄されることがあります。 放棄

された支援火器は組み立てられた面を上にしてヘ

クスに残します。  

 

回復フェーズ中に、白兵戦に拘束されていない統

制状態の MMC／SMC は支援火器を交換するこ

とができます。 回復フェーズ中に、白兵戦に拘束

されていない統制状態の MMC／SMC のみ捨て

られた、または放棄された支援火器を拾うことが

でき、あるいは作戦フェーズ中に、移動する MMC

／SMC が追加で 2MP を消費することで捨てら

れた、または放棄された支援火器を拾うことがで

きます。  

 

ユニットは敵の支援火器を鹵獲して使用すること

ができますが、直接射撃表(DFT)を使った攻撃で

損害判定を強いることができなかった場合か、砲

撃表(OFT)で命中の結果を得られなかった場合、

攻撃の後で鹵獲した支援火器を除去します。  

 

砲撃表(OFT)を使用する支援火器は、建物や掩蔽

豪から射撃することはできません。 対戦車ライフ

ル(ATR)はこのルールの例外です。  

 

1.6.1 三脚付き機関銃 

三脚付きの図で示された機関銃は特

別な支援火器です。 三脚付きの図が

ある面を上にして置いたときは移動

できません。 したがって、三脚側を表

にした支援火器を持っているユニットは、その支

援火器を放棄することなく移動することができま

せん。  
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回復フェーズの間、白兵戦で拘束され

ていない統制状態のMMCまたはSMC

は、カウンターを三脚／組立または二

脚／解体側に裏返すことができます。 

 

三脚付き機関銃の裏面に二脚構成の機関銃または

解体されたものが描かれています。 その場合、そ

の他の支援火器のように運ぶことができます。 シ

ナリオでユニットが盤外から盤上に進入する場合、

それらの三脚付き機関銃は解体／二脚の面になり

ます。 混乱した MMC／SMC は回復フェーズ中

に、三脚付き機関銃を分解することはできますが、

組み立てることはできません。  

 

1.6.2 装弾不良 

一部の支援火器は、射撃時の装弾不良

で損傷する可能性があります。 これ

らの支援火器は火力(FP)の上に「J」

の添え字が付いています。 これらの

支援火器のうちの 1 つが攻撃（白兵戦ではない）

に参加した場合、両プレイヤーのダイロールが同

じロール（例えば、両方のプレイヤーが 1 をロー

ルする）が出ると機関銃が装弾不良を起こします。  

 

機関銃を「装弾不良」側に裏返し、攻

撃からその機関銃の火力(FP)を差し

引きます。 次の回復フェーズ中に、装

弾不良を起こした機関銃を統制状態

の SMC または MMC が所持している場合、1d6

をロールします：結果が 1（シナリオが砂地を含

むマップ上で行われる場合は 1-2）である場合、

機関銃は シナリオの残りの期間、装弾不良のまま

となります。 結果が 2-6 の場合（シナリオが砂

地を含むマップ上で行われる場合は 3-6）、機関

銃を正常側に裏返します。 2 個以上の装弾不良を

起こす可能性がある機関銃が射撃を行っている場

合、所有プレイヤーによって無作為に決定された

1 つだけが装弾不良を起こします。  

 

 

 

1.6.3 火炎放射器と鞄爆弾 

火炎放射器は、3 つの特別な能力を持

つユニークな支援火器です。 白兵戦

（8.0）では、目標ユニットを退却させ

ることができ、車輛への近接突撃

（17.1）で使用することができます。 火炎放射

器、または火炎放射器を含む複数ユニットの攻撃

の場合、直接射撃表(DFT)を使った射撃で敵ユニ

ットを混乱させると、混乱した敵ユニットは 1 ヘ

クス退却しなければなりません。  

 

退却は、退却ユニットと火炎放射器攻撃を行った

ユニットとの間の距離を増加させるように行わな

ければなりません。 退却ユニットと他の敵ユニッ

トとの間の距離を退却ユニットの LOS 内で減少

させることはできません。 退却するユニットには

移動済みマーカーを載せるため、機会射撃が発生

する可能性があります。 ユニットが退却できる妥

当なヘクスがない場合、ユニットは除去されます。  

 

鞄爆弾は、TNT が詰められた背嚢で

す。 鞄爆弾は、白兵戦（8.0）と隣接

ヘクスへの投擲攻撃に使われ、また車

輛への近接突撃（17.1）の際にも使用

されます。 鞄爆弾は一度使用された後、マップか

ら除去されます。 鞄爆弾は、支援火器を使用する

ことができるすべてのユニットで使用できます。  

 

指揮修正値は、指揮官自身が鞄爆弾を使用してい

ない限り、鞄爆弾攻撃を修正します。 鞄爆弾攻撃

は、指揮修正値以外の直接射撃表(DFT)上の DRM

を受けません。 鞄爆弾攻撃は他の支援火器と同様

に解決します。  

 

例：2-6-4-6 分隊が 6 火力の鞄爆弾を隣接ヘク

スに投げた場合、そのヘクスを 6 火力で攻撃しま

す。 一方、同じ分隊が隣接ヘクスに固有火力(IFP)

の射撃と鞄爆弾の投擲を行った場合、そのヘクス

を 10 火力で攻撃します（隣接するヘクスを固有

火力(IFP)で射撃する場合は固有火力(IFP) + 2、鞄

爆弾の火力が 6）。  
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1.7 火器チーム 
火器チーム(WT)は、より重い、ある

いはより特殊な火器を操作班と共に

表した MMC です。 彼らは重機関

銃、対戦車ライフルや迫撃砲のよう

な火器を射撃する操作班を示す 3/4

インチのカウンターです。 これらの火器に配置さ

れている操作班は、しばしば中隊の最高の兵士を

表し、より良い士気を持ち、自己回復(SR)を行う

ことができ、他にもユニークな利点を持っていま

す。 火器チームは他のユニットが運搬することや

射撃することはできませんが、火器の種類に応じ

た独自の移動力(MF)と固有火力(IFP)または榴弾

火力(HE)を持ちます。 銃の口径が 13mm を超え

ている機関銃以外の火器チームは、建物（小屋、石

造／重構造建物、木造／軽構築建物）に配置する

こと、建物に進入すること、ヘクスサイド地形を

横切ることはできません。 火器チームは支援火器

を所有することも射撃することもできません。  

 

火器チームは白兵戦ヘクスに入ることができませ

ん。 白兵戦に参加した場合、機関銃以外の火器チ

ームは名目上の火力は 1 であり、反撃できません。 

機関銃火器チームは、完全な固有火力(IFP)で防御

し、反撃することができます。 火器チームが除去

された場合、その火器は破壊されたとみなされ、

支援火器ではできる鹵獲や拾い上げはできません。  

 

明らかにしておきますが、機関銃火器チームは白

兵戦ヘクスに入ることはできませんが、完全な固

有火力(IFP)で防御して反撃することはできます。  

 

カウンターの隅に赤い矢印が付いた

火器チームは、砲兵器（14.0）の章

で説明されているように、矢印で示

される方向にのみ射撃することがで

きます。 彼らは射界の外側の敵に射

撃を行うためには向きを変える必要があります。 

火器チームは彼らがいるヘクス内で、2 個のヘク

ス頂点につき 1 MP のコストで、その向きを変え

ることができます。 インパルスの間、すべての火

器チームは、その移動力まで回転／旋回すること

ができますが、砲撃表(OFT)で + 1 ペナルティが

発生し、同じ +1 ペナルティで機会射撃（5.3）を

行うことができます。 彼らは新しいヘクスに進入

した後にどんな方向にも向き変えることができま

す。 旋回した火器チームに移動済みマーカーを載

せ、射撃または旋回と射撃を行った火器チームに

は射撃済みマーカーを載せます。  

 

砲兵器を射撃する火器チームが士気値の横に四角

で囲まれた値を持つ場合；これは榴弾火力(HE)を

表し、火器チームの火器（砲）が命中の結果を得た

車輌以外の目標を攻撃するために使用する火力で

す。 「N x」が榴弾火力(HE)に先行する場合、 「N」

は火器チームの火器がそのインパルスで射撃でき

る回数です。 砲を 2 回以上射撃できる火器チー

ムは、同じインパルスに複数の目標に対して砲を

射撃することができますが、目標は同じヘクスま

たは隣接するヘクスにいなければなりません。  

 

火器チームは車輌に近接突撃（17.1）を行うこと

はできません。  

 

同じインパルスに行われる射撃の場合でも、火器

チームはヘクス内の他のユニットとは別に射撃し

なければなりません。  

 

一部の火器チーム（各モジュールで示されていま

す）は移動できません。 上で示したように、彼ら

は移動力を使用してそのヘクス内で旋回すること

はできます。 火器チームは疾走移動（6.2）また

は匍匐（6.3）を使用できません。  

 

1.8 イベント・マーカー 
シナリオには、イベント・マーカーが

含まれているものがあります。 これら

のマーカーは、起動されるとシナリオ

を生き生きとさせる特別なイベント

（予期しない増援、物語を伝える要素など）を開

始します。 LnLT には、占領と視線という 2 種類

のイベント・マーカーがあります。  
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占領イベント・マーカーは、シナリオ

で示された陣営がマーカーのヘクスを

支配するとアクティブになります。 陣

営が示されていない場合は、両陣営が

マーカーをアクティブにすることができます。 視

線イベント・マーカーは、シナリオで示されてい

る陣営がマーカーの置かれたヘクスに対する視線

(LOS)を持ったときにアクティブになります。  

 

イベント・マーカーが有効になったら、シナリオ

のパラグラフ・セクションで指示されたパラグラ

フを読んでください。 先読みはダメです、楽しみ

を損ないますよ！ 

 

2.0プレイの概要 
各ゲームターンは、回復フェーズ、作戦フェーズ、

および管理フェーズから構成されています。  

 

回復フェーズでは、混乱ユニットを回復させるこ

とができ、半個分隊を統合させることができます。 

さらに、ヘクスに敵ユニットがいない場合、妥当

な統制状態のユニットは、捨てられた／放棄され

た支援火器(SW)を拾うことができ、他の妥当な統

制状態のユニットと支援火器(SW)を交換するこ

とができます。  

 

作戦フェーズでは、プレイヤーはインパルスを交

互に繰り返します。 インパルスでは、1 つのヘク

スとその中のすべてのユニットをアクティブにし

て、射撃、移動、煙幕の展開、またはその他ユニッ

トが取り得る行動を実行できます。 指揮官をアク

ティブにすると、指揮官がいるヘクスにあるユニ

ットだけでなく、指揮官がいるヘクスに隣接する

すべてのヘクスにいるユニットをアクティブにす

ることができます。  

 

管理フェーズでは、効力射、移動済み、突撃移動、

匍匐、射撃済み、Ops Complete、煙幕 2、照明

弾、視認マーカーなどの不要なマーカーを除去し

ます。 煙幕 1 マーカーを裏返して煙幕 2 マーカ

ーにします。  

 

3.0回復フェーズ 
回復フェーズ(RP)の開始時に、各プレイヤーは

1d6 をロールします。 最も高いロールを出した

プレイヤーがイニシアチブを得ます。 ロールが同

じだった場合は、前回のターンにイニシアチブを

持っていたプレイヤーがイニシアチブを得ます。  

 

イニシアチブを持つプレイヤーが、混乱したユニ

ットの回復を試みます。 彼がすべての回復判定を

終えると、相手プレイヤーが回復判定を行います。 

混乱した指揮官から回復判定を行います。 統制状

態の指揮官または英雄と同じヘクスにいる混乱ユ

ニットは、2d6 をロールして士気値以下のロール

を出すと回復することができます。 白兵戦（8.0）

に拘束されている妥当な混乱ユニットは、回復を

試みることができます。  

 

指揮修正値(LM)がダイスロールから引かれます。 

戦車指揮官（11.5 と 15.4）は、彼らが搭乗して

いる戦車のみを回復させることができます。 石壁

のようなヘクスサイド地形を持つものを含め、正

（訳注：防御に有効と言う意味です＝遮蔽効果が

ある）の目標修正値(TM)を持つ地形内のユニット

は、自分のダイスロールから 2 を引きます。 （目

標修正値(TM)は地形効果表(TEC)に記載されて

います。 ）。  

 

ヘクスに統制状態の指揮官がいない場合、ユニッ

トは回復を試みることはできません。 しかし、英

雄がいるヘクスにいるユニットは、回復を試みる

ことができます。 車輛は常に回復を試みることが

できます。 自己回復(SR)が記載されているユニッ

トは（訳注：指揮官なしで）自己回復を試みること

ができます。  

 

指揮官と英雄は、カウンターの背景色と識別バッ
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ジ（IB：カウンターの左上に記載されているシン

ボル）が指揮官または英雄と同じユニットのみを

回復させることができます 

 

注：指揮官のルールに関して、「色」、「タイプ」、

「国籍」という用語は同義であり、互換性があり

ます。  

 

火器チームとすべての SMC は、自己回復(SR)が

記載されているかどうかにかかわらず、統制状態

の指揮官または英雄がいなくても自己回復するこ

とができます。 ヘクスにいる統制状態の指揮官は、

自分の指揮修正値(LM)を彼らの（訳注：自己）回

復の試みに適用することができます。 各ユニット

は回復フェーズごとに 1 回だけ回復を試みること

ができますが、混乱した MMC／SMC を統制状態

にしようとしている衛生兵はこの回復の試みに含

まれません。 たった今回復したばかりの衛生兵も、

同じ回復フェーズに別のユニットの回復を試みる

ことができます。  

 

半個分隊は、戦闘によって生じた場合か、シナリ

オの戦闘序列(OOB)で提供される場合にのみ存在

します。  

 

同じタイプ（同じ IB）で統制状態の 2 個の半個分

隊（操作班ではない）が統制状態の指揮官と同じ

ヘクスにいる場合、統合して分隊を編成すること

ができます。 これらのユニットは白兵戦で拘束さ

れていてはなりません。  

 

そのヘクスに敵ユニットがいない場合、火器チー

ムを除く統制状態の MMC、または妥当な SMC

は、所有されていない支援火器を拾うことができ

ます。 同じヘクス内にいる友軍の統制状態のユニ

ット同士は支援火器を交換することができます。 

支援火器はそれを所有するユニットのすぐ下に置

きます。 また、統制状態の MMC／SMC は、支

援火器を三脚／組み立てられた側から二脚／分解

された側に裏返すこと（あるいはその逆）ができ

ます。  

回復フェーズ(RP)に、統制状態の MMC（火器チ

ームではない）、指揮官、または英雄は、支援火器

を破壊することができます。 破壊された支援火器

はマップから除去します。  

 

4.0作戦フェーズ 
作戦フェーズは、多くのインパルスから構成され

ています。 各インパルスの間に、プレイヤーはユ

ニットをアクティブにしたりコントロールしたり、

あるいは手番をパスすることもできます。 イニシ

アチブのあるプレイヤーが先に行動し、次に相手

プレイヤーが続きます。 これをフェーズが完了す

るまで続けます。  

 

すべてのユニットが移動済み、射撃済み、Ops 

Complete マーカーを載せられた場合、または 3

回連続してパスした場合（例えば、プレイヤー1 が

パスし、プレイヤー2 がパスし、プレイヤー1 が

再びパスする）、作戦フェーズが終了し、管理フェ

ーズが開始されます。  

 

インパルス中、アクティブプレイヤーはヘクス内

のユニットのすべてまたは一部をアクティブにす

ることができます。 アクティブにされたヘクスに

統制状態の指揮官が含まれている場合（11.1 参

照）、隣接ヘクス内のすべてのユニットをアクティ

ブにすることができますが、以下の注意点があり

ます。  

 

隣接ヘクスに掩蔽豪または洞窟が含まれている場

合、隣接する指揮官は掩蔽豪または洞窟の外にい

るユニットのみをアクティブにすることができま

す。  

 

隣接するヘクスが複数階を持つ建物である場合、

指揮官自身がその建物にいて、自分自身の上や下

の階（レベル）をアクティブにすることを選択し

たのでなければ、自分と同じ高度レベルにいるユ

ニットのみをアクティブにすることができます。  
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訳注：複数階建物の各階は多くの場合、異なるヘクスと見

なされます。  

 

掩蔽豪または洞窟を含むヘクスで掩蔽豪または洞

窟の外にいる指揮官は、そのヘクス、周囲の 6 つ

のヘクス、およびそのヘクスにある掩蔽豪または

洞窟内のユニットをアクティブにすることができ

ます。 掩蔽豪または洞窟内の指揮官は、掩蔽豪ま

たは洞窟内のユニットとそれを含むヘクス（つま

り、掩蔽豪または洞窟の外側）のみをアクティブ

にすることができます。  

 

指揮官は、隣接するヘクスにいる車輛をアクティ

ブにすることはできません。 戦車指揮官（11.5）

は隣接するヘクスの MMC／SMC をアクティブ

にすることはできません。  

 

あるヘクス内のアクティブにされた各ユニットは、

移動または射撃のどちらか（突撃移動またはステ

ルス移動と言った特殊な場合を除く）あるいはそ

の他の取り得る行動を行うことができます。 ヘク

ス内のすべてのユニットが同じ機能を実行する必

要はありませんが、同じインパルスでアクティブ

にされているあるヘクス内のすべての射撃ユニッ

トは、同じ目標を射撃しなければなりません。  

 

ただし、例外があります。 バズーカ、ATR など

のカウンターの裏に命中判定表を持つ支援火器は、

別々に射撃しなければなりません（すなわち、同

じヘクスを目標にしている他のユニットに自身の

火力を加えるのではなく、完全に別の射撃として

ダイロールを行います）または全く別の目標に対

して射撃を行います。 ですが、それらの支援火器

(SW)もそれを所有するユニットと同じインパル

スの間に射撃を実行しなければなりません。  

 

支援火器は、それを所有するユニットと別にアク

ティブにすることはできません。  

 

例：分隊を、所持する 2 火力の機関銃で、固有火

力(IFP)の射程外にいる敵を射撃するために、アク

ティブにすることができます。 このアクティベー

ションの間、分隊は支援火器と別に射撃を行って

いませんが、次のターンまで再びアクティブにす

ることはできません。  

 

同じインパルスでアクティブにされ、同じヘクス

で移動を開始したすべての移動ユニットは、一緒

に移動する必要があります。 ヘクス内のユニット

が一緒にアクティブにされる場合、移動するユニ

ットと射撃するユニットが存在する場合がありま

すが、射撃するユニットは（前述の支援火器の特

別ルールに従って）一緒に射撃する必要がありま

す。 ただし、ヘクス内のすべてのユニットは、同

じインパルスでアクティブにされる必要はありま

せん。  

 

例：プレイヤーは 3 個の分隊がいるヘクスをアク

ティブにしますが、通りの突き当りにいる敵ユニ

ットの射撃を誘引したいと考えているため、1 個

の分隊のみを移動させました。 彼は残りの 2 個

の分隊について移動も射撃もしなかったので、別

のインパルスでそれらをアクティブすることがで

きます。  

 

他のユニットがいるヘクスを通って移動しても、

それらのユニットが通過するユニットに同行する

ことを強制されることはありません。 実際には、

この状況でその通過ユニットに同行することはで

きません。 このルールは、アクティブになってい

るインパルス中に同じヘクスで移動を開始するユ

ニットにのみ適用されます。  

移動済み(Moved)、匍匐(Low Crawl)、突撃移動

(Assault Move)、またはステルス移動(Stealth 

Move)したユニットにそれぞれに対応したマーカ

ー（6.0 移動ルールを参照）を載せます。 また射

撃を行ったユニットに射撃済み(Fired)マーカー

を載せます。 これらのユニットは、白兵戦で防御

する以外は、そのターンに再び使用することはで

きません（6.1 突撃移動、6.4 ステルス移動はこ

のルールの例外です）。  
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同じインパルスでアクティブにされたユニット／

ヘクスは、4.0 のルールに従って、ヘクスから射

撃または移動するすべてのユニットが一緒になっ

ている限り、任意の順序で行動することができま

す。 したがって、多くのヘクスが（指揮官の能力

によって）一度にアクティブにされる状況では、

ユニット A が最初のヘクスから射撃し、その後で

ユニット B が 2 番目のヘクスから射撃し、最後に

ユニット A と同じヘクスにいるユニット C が移

動すると言うこともできます。  

 

アクティベーションの連鎖が可能です（ある指揮

官が隣接する指揮官をアクティブにして、その指

揮官がさらに隣接するヘクスをアクティブにして、

と言うアクティベーションを続けます）。 隣接す

るユニットをアクティブにする指揮官がこのイン

パルスで他に何もしなければ、その指揮官に Ops 

Complete マーカーを載せます。  

 

ユニットに何かを実行させる前に、現在のインパ

ルスでどのヘクスがアクティブになるのかを宣言

しなければなりません。 ユニットが何をするのか

を指定する必要はなく、すべてのユニットがアク

ションを実行しなければならないわけではありま

せん。  

 

4.1 行動完了マーカー(Ops Complete) 

視認、煙幕の展開、このルールブック

の後の部分で記述されているその他の

行動を行ったユニットの行動済み状態

を 表 す た め に 行 動 完 了 （ Ops 

Complete）マーカーを載せます。  

 

以下に説明する事例を除いて、Ops Complete マ

ーカーの下にあるユニットは、指揮官が指揮修正

値(LM)を使用することを含めて、何のアクション

も実行できません。  

 

Ops Complete マーカーの下にある MMC は機

会射撃(Opportunity Fire)を行えますが、固有火

力から 1 を引きます。 火力は、攻撃を行うユニッ

トのその他のダイロール修正値(DRM)を考慮する

前に変更され、射撃を行うユニットごとに適用さ

れます。 ユニットの火力は負の値になることがあ

ります。  

 

例：Ops Complete マーカーの下にあるアメリカ

軍空挺 2-5-4 分隊は視線(LOS)が通る 2 ヘクス

離れた開豁地にいるドイツ軍分隊に機会射撃を行

います。 2-5-4 分隊の火力は 2（2 固有火力 - 

1 = 1 火力 + 1（移動済みまたは突撃移動マーカ

ーが載せられたユニットに対する射撃）になりま

す。 0-2-4 半個分隊は、0 火力（0 固有火力 - 

1 =  -1 火力 + 1（移動済みまたは突撃移動マー

カーが載せられているユニットに対する射撃）で

敵の分隊を射撃します。  

 

Ops Complete マーカーが載せられた妥当な

MMCが所有している支援火器もMMCと共に（訳

注：機会）射撃できます。 機関銃や火炎放射器の

火力は半分（端数切り上げ）になり、砲撃表(OFT)

を使用する支援火器は+2DRM の命中ペナルティ

を受けます。  

 

Ops Complete マーカーが載せられた車輛も機

会射撃を行えますが、それらの機関銃は火力が半

分（端数は切り上げられます）になり、機会射撃を

行う砲兵器は+2DRM の命中ペナルティを受けま

す。 詳細は 5.3 機会射撃に関するセクションを

参照してください。  

 

Ops Complete マーカーが載せられたユニット

は、同じインパルスで視認したヘクスに対して全

火力で射撃することができます。 同じように、

Ops Complete マーカーが載せられた指揮官は、

自身が現在のインパルスで視認したヘクスに対し

て指揮する場合のみ、この射撃の 1d6 ダイロール

に自分の指揮修正値を加えることができます。 す

なわち、ユニットは、視認したヘクス（訳注：その

結果、即座に Ops Complete マーカーが載せられ

ます）に即座に射撃することができます。  

 



 

14 
 

 

注：この意図は、ユニットが自身で視認した敵ヘ

クスに射撃を行うことを許すと言うことです。 ユ

ニットが特定のエリアに注意を向けている時だけ、

そのエリアに射撃を行う時間があるという考えは

理にかなっています。  

 

視認に成功したユニットと同じヘクスにいるすべ

てのユニットは、完全な火力で視認したユニット

とともに、視認したばかりのヘクスを射撃できま

す。 複数の攻撃ユニットの場合、5.2 も同様に適

用されることに注意してください。  

 

5.0戦闘 
敵ユニットに対して射撃を行うには、敵ユニット

が射撃ユニットの射程内(Range)にいて、敵ユニ

ットに視線(LOS)が通り、視認(Spot)できなけれ

ばなりません（10.0）。  

 

あなたは友軍ユニットまたは敵ユニットのいるヘ

クスを通して射撃を行うことができますが、友軍

ユニットと敵ユニットの両方を含むヘクスに射撃

することはできません（道義に反するからです）。 

また、（ターン制に基づいた時間連続体であること

を考えると）白兵戦マーカーが置かれたヘクスに

射撃することもできません。  

 

射程を決定するには、射撃ヘクスから目標ヘクス

までのヘクス数を数えます。 目標ヘクスは含めま

すが射撃ヘクスは含めません。 視線が通るかを確

認する手順については視線（10.0）のセクション

を参照してください。  

 

射程、視線、および視認の要件が満たされている

場合、攻撃側は総火力(FP)を 1d6 に加え、さらに

適用可能な指揮修正値（11.1）を加えます。 それ

から、目標の移動、地形の遮蔽効果（セクション

10.3 を参照）またはその他の直接射撃表(DFT)ダ

イロール修飾値で結果を修正します。 防御側は

1d6 をロールし、目標ユニットがいるヘクスの目

標修正値(TM)を加え、それを攻撃側のダイロール

と比較します。  

 

攻撃側の修正後のダイロールが防御側の修正後の

ダイロール以下である場合、その射撃は効果を持

ちません。 攻撃側の修正後のダイロールが防御側

の修正後のダイロールより大きい場合、防御側の

各ユニットは 1d6 をロールし損害判定(DC)を行

います。 この時、攻撃側の修正後のダイロールと

防御側の修正後のダイロールの差を加えなければ

なりません。 そして、プレイ補助カード(PAC)の

直接射撃表(DFT)を参照します。  

 

そのヘクスに同じ国籍/カラー/識別

バッジ(IB)の統制状態の指揮官（11.1）

が存在する場合、その指揮修正値(LM)

を、他のユニットの損害判定ダイロー

ルから引くことができます（自身の損害判定には

使えません）。 指揮官は最初に自身の損害判定を

生き残り、自分がいるヘクスの他のユニットを支

援する前に、統制状態でいなければなりません。  

 

5.0.1 指揮官の戦闘への影響 

移動済み、匍匐、射撃済み、または Ops Complete

マーカーが載せられていない指揮官は、そのイン

パルス中にヘクス内の同じ国籍/軍組織/識別バッ

ジのユニットが行うすべての攻撃を支援すること

ができます。  

 

具体的には、直接射撃表(DFT)を使用するユニッ

トの火力(FP)に指揮修正値(LM)が加えられ、砲撃

表(OFT)を使用する支援火器(SW)と火器チーム

(WT)の命中判定から指揮修正値を引きます。 支

援火器を射撃した指揮官は、自分の指揮修正値を

そのヘクスにいる他のユニットの攻撃に加えるこ

とはできません。  

 

注：指揮官は、同じインパルスに指揮官がいるヘ

クスでアクティブになっている、固有火力(IFP)／

支援火器を使用した射撃を行うユニットと、支援

火器／火器チームの砲撃表(OFT)を使用した射撃
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を行うユニットの両方を支援することができます。 

そのような射撃を支援した指揮官には射撃済みマ

ーカーを載せます。 戦車指揮官は自分の戦車／車

輌の射撃にのみ影響を与えることができます。  

 

5.1 直接射撃表(DFT)の結果 
混乱：混乱した（SHAKEN）ユニットを混乱側に

裏返します。 混乱ユニットは、後の回復フェーズ

中に回復判定に成功することによって、統制状態

(Good Order)に戻ります。 混乱したユニットは、

自身の固有火力と所持している支援火器を使用す

ることはできません。  

 

混乱したユニットは、視線内の敵ユニ

ットに向かって進むことはできませ

ん（建物内のレベルの変更を含む）。 

混乱ユニットは視認できないため、隣

接する敵ユニットは隣接によって視認されたとは

みなされません。 混乱ユニットは依然として英雄

を誕生させることができます。 他に白兵突撃能力

がある友軍がいない状況で白兵戦(Melee)に巻き

込まれた場合、混乱ユニットは降伏しマップから

除去されます。  

 

混乱した指揮官はユニットを回復させることはで

きませんが、自分自身を回復させようとすること

はできます。 混乱した指揮官は、どのような機能

にも指揮修正値(LM)を使用することはできませ

ん。 混乱した衛生兵は兵士（または自分自身）を

癒すことはできず、混乱した狙撃兵は狙撃できま

せんが、どちらも自己回復(SR)を試みることがで

きます。 すべての単独兵カウンター(SMC)は、カ

ウンターの裏面に自己回復(SR)が印刷されている

かどうかにかかわらず、自己回復を試みることが

できます。  

 

混乱した車輛はハッチを閉じた状態でなければな

りません（15.0 章参照）、その移動力は半分にな

り（端数を切り上げます）、射撃することはできま

せん。  

 

英雄はビビったりしねぇ、ダリル・ディクソンに

聞いてみな  

 

機会射撃（5.3）によって混乱した移動ユニットは、

移動を終了しなければなりません。 これには、損

耗または負傷によって混乱したユニットが含まれ

ます。 スタック内の移動ユニットの一部だけが混

乱している場合、残りの統制状態のユニットは移

動を続けることができます。  

 

損耗：分隊を混乱した半個分隊に交換します。 半

個分隊、操作班、火器チームの場合は除去します。  

 

負傷：SMC のみが負傷する可能性があります。 ユ

ニットが移動している場合は、直ちに

停止しなければなりません。 SMC を

混乱側（英雄を除く、英雄は負傷した

側に裏返す）に裏返し、負傷マーカー

を載せます。  

 

そのターン中にまだアクティブにさ

れていない負傷したばかりの SMC は、

その後のインパルスにおいて、移動を

含めて行動することができます。 負

傷マーカーが載せられている SMC や負傷した英

雄が再び負傷した場合は除去されます。  

 

負傷した指揮官は、彼らの士気、指揮

修正値(LM)、指揮範囲（11.1）が 1

つ（LM がゼロより小さくなることは

ありません）減少します。 また、カリ

スマスキルを持っている場合その回復範囲が 1 つ

減少しますが、決してゼロより小さくなることは

ありません。 負傷した指揮官も間接射撃（迫撃砲

と砲兵）を要請することができ、全移動力で移動

することができます。 負傷した狙撃兵は、有効性

を低減することなく狙撃することができます。 負

傷した全ての SMC（英雄を除く）は、自身の士気

値が１つ減少します。  
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英雄の誕生：プレイ中、敵の射撃によって引き起

こされた損害判定(DC)で、分隊または半個分隊

（混乱していても）MMC が 1 をロールするたび

に、英雄が誕生する可能性があります。 1d6 を

ロールして結果が偶数の場合、英雄がそのヘクス

に出現します。 無作為に英雄とスキルを選びます

（11.2 節と 12.0 章を参照）。 英雄は、それを生

み出した MMC のアクティベーション状態を引き

継いでいます。  

 

例：英雄を誕生させた分隊が射撃済みマーカーを

載せられている場合、英雄も同様です。  

 

しかし、分隊の移動を終了させた機会射撃（5.3 

機会射撃）の結果による混乱で英雄が誕生した場

合、英雄は移動を続けることができますが、分隊

が混乱する前に消費した移動力は英雄も消費して

いるものと見なします。 したがって、分隊が 1 移

動力を消費し、英雄の移動力が 6 だった場合、英

雄はさらに 5 移動力を消費するか、あるいは後 2

回突撃移動（6.1）して射撃することができます。  

 

操作班と火器チームは英雄を誕生させることはあ

りません。  

 

5.2 複数の攻撃ユニット 
同じヘクス内のユニットのみが同時に、そして同

じ目標に対してだけ射撃することができます。 1

個のユニットが射撃を先導し、完全な固有火力

(IFP)で射撃します。 射撃に MMC を追加するご

とに、固有火力の半分の火力が射撃力に加えられ

ます。 英雄は完全な火力を追加します。 固有火

力 0 のユニットは（支援火器を射撃しない限り）

何も追加しません。 直接射撃表(DFT)を使用する

支援火器(SW)は、全火力(FP)を追加します。 （砲

撃表(OFT)を使用する支援火器は別々に射撃しま

す）すべての火力が合計されます。 端数は切り上

げられ、戦闘は射撃戦闘（5.1）のセクションで記

述したルールによって解決されます。  

 

ほとんどの場合、同じヘクスから射撃するすべて

のユニットは、同じインパルスで同じヘクスを目

標にしなければならないことに注意してください。 

ただし、例外があります。 カウンターの裏面に命

中判定表を持つ支援火器カウンター（バズーカな

ど）、火器チーム、および車輛は、同じインパルス

での射撃であっても別々に射撃しなければなりま

せん。 火器チームと車輛は異なるインパルスで射

撃することができますが、支援火器はそれらを所

有する分隊と同じインパルスの間に射撃しなけれ

ばなりません。  

 

5.3 機会射撃 
移動済み、匍匐、射撃済みマーカーを載せられて

いないユニットは、敵ユニットが少なくとも 1 移

動ポイント(MP)を消費して匍匐とステルス移動

以外のあらゆるタイプの移動を行ったヘクスへ視

線（LOS、10.0）を通せる場合、その移動ユニッ

トを射撃することができます。 これは機会射撃と

呼ばれます。 機会射撃は対戦相手のインパルス中

に発生し、（訳注：機会射撃を行った側の）インパ

ルスとはみなされません。 匍匐（6.3）とステル

ス移動（6.4）ユニットは、進入したヘクスで視認

（10.0）されている場合のみ、機会射撃の目標に

なります。  

 

MP を消費するユニット（新しいヘクスへの進入、

ヘクス内での旋回、降車／乗車）は、消費した MP

に等しい数の機会射撃を受ける場合があり（この

ため、林ヘクスへの進入では 2 回の機会射撃を受

ける場合があります）、たとえ最初の攻撃で移動ユ

ニットが混乱して強制的に停止させられたとして

も変わりません。 移動ユニットは、最初に機会射

撃を行ったユニットとスタックしている、裏面に

命中判定表を持つ支援火器、火器チームまたは車

輌による攻撃を除いて、そのヘクスで消費した

MP より多くの機会射撃を受けることはありませ

ん。  

 

注：明確化、この例外は、ユニットがそのヘクス内

の他のユニットとは別々に射撃することを示した
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上記のルールと一致しています。 結果的に、他の

ユニットが機会射撃を行ったときに、また別のユ

ニットが機会射撃を行えば、それは追加の攻撃を

許したことになります。  

 

機会射撃を行ったユニットに射撃済みマーカーを

載せます。 目標ユニットがヘクスを離れる前に機

会射撃を宣言しなければならないため、現在移動

中のプレイヤーは、相手が機会射撃を宣言するの

に十分な時間を与えなければなりません。  

 

機会射撃は、他の射撃と同様に実行しますが、一

つ例外があります。 移動ユニットがその修正値を

無効にする地形内（例えば草地）にいなければ、射

撃側は（匍匐／ステルス移動ユニットへの射撃で

ない限り）、移動ユニットに対する射撃でダイロー

ルに+1 ボーナスを受けることができます。  

 

目標ヘクスに移動ユニットと非移動ユニットの両

方が含まれている場合、どちらも同じ機会射撃ダ

イロールの影響を受けますが、移動ユニットだけ

が射撃側のダイロールに対する +1 修正値のペ

ナルティを被ります。  

 

例：1-6-4 分隊が、移動していない敵 1-4-4 半

個分隊がいる林ヘクスを通過する敵 2-5-4 分隊

を射撃します。 機会射撃を実行するプレイヤーは、

1d6 をロールし、移動中の分隊に対して 2（固有

火力 1 + 移動ユニットに対する射撃で 1）を追加

しますが、移動していない半個分隊に対しては 1

（訳注：固有火力の 1 です。 ）だけ加えます。 移

動している分隊と静止している半個分隊の両方が

林ヘクスにいるため +1 目標修正値を受けられ

るため、1d6 + 1 を（訳注：移動側プレイヤーは）

ロールします。  

 

移動ユニットによってヘクス内の静止ユニットが

自動的に視認されることに注意してください。 た

だし、移動ユニットが機会射撃を生き残って移動

を続け、ヘクスから出ると、ヘクス内の静止 1-4-

4 半個分隊は機会射撃前の非視認状態を保持しま

す。 言い換えると、機会射撃前に静止ユニットが

視認されなかった場合、移動している分隊がヘク

スから出た後、それは非視認状態のままです。 さ

らに、2 個の移動ユニットがあり、1 個が混乱し

て移動済みマーカーを載せられた状態でヘクスに

残っている場合、以前に静止していたユニットも

視認されたままになります。  

 

この例では、ユニットは移動ユニットと同じヘク

スにいますが、掩蔽豪、洞窟、または複数階建物の

2 階にいるユニットは、移動ユニットが掩蔽豪な

どに入るまで機会射撃の対象にはなりません。  

 

機会射撃によって混乱しなかった移動ユニットは、

移動力が残っていれば、混乱ユニットを残したま

ま移動を続けることができます。  

 

5.4 拡張射程 
射程が黒いボックスで囲まれた MMC

／SMC は、印刷された射程の最大 2

倍まで射撃することができます。 た

だし、印刷された射程を超える射撃で

は火力が半分になります（端数は切り上げます）。 

固有火力(IFP)は、他の修正値が適用される前に半

分にします。  

 

5.5 目標修正値の最大値 
いずれかのヘクスにおける目標修正値(TM)は最

大でも +4 までです。 これの意味するところは、

目標修正値(TM)はセットアップやゲームプレイ

（煙幕、車輛残骸、タコツボ）の結果によってある

ヘクスで +4 を超えることはないということで

す。 したがって、森ヘクス（+2 TM）に車輛残骸

（+2）と煙幕マーカー（+1）が存在しても、目標

修正値(TM)は +5 ではなく +4 しか生じません。  

 

11.4 によれば、狙撃兵は依然としてヘクスの目標

修正値(TM)を 2 倍にします。 したがって、狙撃

兵の最大目標修正値(TM)は +8 になります。  
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5.6 火力値の添え字「A」（強襲部隊） 

MMC／SMC の固有火力値(IFP)の隣

にある「A」の上付き文字は、強襲部隊

ユニットを表しています。 このような

ユニットは、近距離で火力(FP)を集中

するのに習熟しています。 従って、このようなユ

ニットが、隣接するユニットに射撃する場合、ダ

イロールに 2 の代わりに 3 を加えます。 複数の 

強襲ユニットがスタックにいても、これはユニッ

トごとではなく、スタックごとに適用されます。  

 

 

6.0 移動 
ユニットはヘクスからヘクスに移動し、

進入する各ヘクスの移動ポイント・コ

ストを支払います。 これらの移動コス

トは、地形効果表(TEC)に記載されて

います。  

 

同じインパルスに同じヘクスから移動するすべて

のユニットは一緒に移動する必要があります（例

外：移動スタック内のいくつかのユニットが移動

中に混乱した場合、そこで停止しなければなりま

せんが、他のユニットは移動を続行することがで

きます 5.3 を参照）。  

 

例：あるヘクス内の 3 個の 1-5-4 分隊がアクテ

ィブにされた場合、ある分隊は移動し、その他の

分隊は射撃することもありますが、同じインパル

スで移動するユニットは一緒に移動しなければな

らず、同じインパルスで射撃するユニットは同じ

目標（例外：14.0 砲兵器、別の目標に対して射撃

することができます）を射撃しなければなりませ

ん。 分隊のうち 1 個が機会射撃によって混乱し

た場合、他の 2 個分隊は移動力が残っていれば移

動を続けることができます。  

 

統制状態で負傷していない、まだアクティブにさ

れていない指揮官は、自身のいるヘクスのユニッ

トと隣接するヘクスにいるユニットの両方をアク

ティブにすることができます。 これは指揮官の指

揮範囲（11.1）であり、指揮官が負傷するかシナ

リオ特別ルール（SSR）で変更されない限り、常

に 1 ヘクスです。 指揮官に隣接するヘクスで行

動を開始するユニットは、指揮官とは別に移動ま

たは射撃することができます。 しかし、各ヘクス

内のユニットは、いずれの場合にも一緒に移動ま

たは射撃する必要があります。  

 

ユニットが各ターンに費やすことができる移動ポ

イントの数は、移動力(MF)と呼ばれ、カウンター

に記載されています。 ここまでで述べたように、

匍匐やステルス移動以外の移動を行った MMC、

火器チームおよび SMC（あるいは移動済みまたは

突撃移動マーカーを載せられているユニット）は、

攻撃側の直接射撃表(DFT)を使ったダイロールで

+1 の修正値が適用されます。  

 

混乱ユニットが視線(LOS)内の敵ユニットに近づ

く移動でない限り、1 以上の移動力を持つユニッ

トは、地形の進入コストに関係なく常に 1 ヘクス

移動することができます。 また、掩蔽豪や洞窟に

出入りすることや、彼らが現在いるヘクス内にあ

る複数階を持つ建物のレベルを１つ変更すること

ができます。 ユニットが 1 ヘクス（または 1 ヘ

クス内）を移動するためにすべての移動ポイント

を消費しなければならない場合、匍匐や突撃移動

で新しいヘクスに移動できません。  

 

ユニットは、友軍ユニットがいるヘクス（スタッ

ク制限に従う）を通過することができますが、敵

占領ヘクスに入った場合、そこで停止して白兵戦

（8.0 白兵戦を参照）を行わなければなりません。  

 

移動するユニットがイベントを発生させたり、機

会射撃を受けたり、敵ユニットなどに隣接して移

動したりするときの手順を次に示します。  

1. ユニットが 1 ヘクスに入ります。  

2. 効力射または地雷原の攻撃を解決します。  

3. 可能なイベントがあれば発生します。  
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4. 可能なすべての機会射撃が実施されます。  

5. ユニットがまだ統制状態の場合は、次の行動

（隣接ユニットの自動的な視認、移動、突撃移

動の場合は射撃、など）を続行します。  

 

したがって、敵ユニットの隣接ヘクスへ移動して、

（この敵ユニットまたは他のユニットから）機会

射撃によって混乱させられたユニットは、隣接す

る敵ユニットを自動的に視認することはありませ

ん。  

 

6.1 突撃移動 
移動力が赤い四角で囲まれたユニット

（例：英雄は突撃移動を行えます）は

突撃移動を行えます。 これらのユニッ

トの突撃移動は、インパルスの開始時

に宣言され、突撃移動マーカーが載せられます。 

同じ国籍/色/ 識別バッジの指揮官は、突撃移動が

可能なユニットと共にインパルスを開始した場合、

突撃移動を行うことができます。  

 

突撃移動では、可能であれば、疾走移

動(6.2 疾走移動を参照）の修正を適用

してから印刷された移動力の半分（端

数を切り上げます）までを消費でき、

続いて同じまたは後のインパルス中に射撃、また

は後の敵インパルスで機会射撃を行えます。 疾走

移動(DT)による移動力の特典があれば、印刷され

たユニットの移動力に追加してから、突撃移動の

ために半分にします。  

 

突撃移動を行っているユニットの総火力(FP)から

2 を引きます。  

 

例：突撃移動を行っている 2 個のアメリカ軍空挺

2-5-4 分隊は、1 火力（先導する射撃分隊の火力

が 2、もう 1 個の分隊が追加する火力が 1 で、突

撃移動により-2 されます）で射撃します。  

 

ユニットが射撃すると、（突撃移動マーカーに加え

て）射撃済みマーカーを載せられます。  

バズーカのような砲兵器である支援火器の場合、

砲撃表(OFT)で +1 修正値のペナルティを受けま

す。  

 

突撃移動マーカーも射撃済みマーカーも、管理フ

ェーズまで除去されません。 ユニットは、最初に

移動したのと同じインパルスに射撃する必要はあ

りませんが、射撃のために後で再びアクティブに

されるか、適切な状況が発生した場合には、機会

射撃を行うことができます。 しかし、彼らは最初

にアクティブにされたときに移動しなければなり

ません。  

 

6.2 疾走移動 
同じ国籍/カラー/ 識別バッジを持つ統制状態の

指揮官と共にインパルスを開始し、インパルス全

体をその指揮官と共に移動するユニットは、移動

力を 2 増加させることができます。 ユニットは

指揮官に印刷された移動力よりも遠くに移動する

ことはできません。 火器チームは疾走移動できま

せん。 混乱したユニットは疾走移動を使用できま

す。  

 

6.3匍匐
ほ ふ く

 
ユニットまたはユニットのスタックは、

その全インパルスを1ヘクス移動する

ことに費やすことができます。 これが

匍匐です。 匍匐ユニットは、開豁地に

いるか、敵ユニットに隣接していない限り、自動

的に視認されません。 匍匐ユニットを目標とする

敵は、火力に+1 するボーナスを受けられません。 

匍匐ユニットは、複数階建物内のレベルを変更す

ることや掩蔽豪または洞窟に出入りすることはで

きますが、レベルの変更や掩蔽豪または洞窟の出

入りと別へクスへの移動を同時に行うことはでき

ません。  

 

火器チームは匍匐できません。  

 



 

20 
 

 

6.4 ステルス移動 
移動力が明るい黄色のボックスで囲

まれたユニットは、ステルス移動の能

力を持ち、敵ユニットに隣接していて

も自動的に視認されることなく移動

できます。 敵ユニットは、視認判定（10.0 視認

を参照）に成功するか、ステルス移動能力を持つ

ユニットが射撃を行うか、または統制状態の敵ユ

ニットの視線(LOS)内にある開豁地を移動した場

合を除いて視認できません。 ユニットは疾走移動

（6.2 疾走移動を参照）中にステルス移動を使用

できませんが、ステルス移動を使用して白兵戦に

参加することはできます。 英雄と指揮官は、特別

に指定されていない限り、ステルス移動を使用で

きません。 ステルス移動を使用しているユニット

は、（訳注：機会射撃を受けたとき）移動による +1 

DFT のペナルティを受けることはありません。 

（訳注：火力に+1 するボーナスと+1DFT のペナルティは

同じ意味です。）  

 

ステルス移動能力を持つユニットは、

移動力の半分（端数は切り上げます）

まで消費することができ、続いて同じ

または後のインパルス中に射撃、また

は後の敵インパルスで機会射撃を行えます。 ステ

ルス移動（斥候を除く）を使用しているユニット

の射撃では突撃移動による射撃のように総火力か

ら 2 を引き、砲撃表(OFT)を使用する支援火器の

射撃では、命中判定ロールに+1 する修正値が適用

されます。  

 

6.5 協同移動 
MMC／SMC、および車輛は、インパルスを共に

開始して共に終了するならば、一緒に移動するこ

とができます。 MMC／SMC が突撃移動の能力

を持つ場合、（訳注：協同移動として）突撃移動を

行うことができます。 協同移動を実行するユニッ

トは、自身の移動タイプに応じて、進入するヘク

ス（と横切るヘクスサイド）の移動ポイントを消

費します。  

 

例：林ヘクスに入るとき、分隊（徒歩移動タイプ）

と戦車（装軌移動タイプ）は、それぞれ 2 移動ポ

イントと 4 移動ポイントを消費します。 このル

ールは（明らかに）15.1 の例外です。  

 

7.0 煙幕の展開 
移動済み、匍匐、突撃移動、ステルス

移動、射撃済みまたは Ops Complete

マーカーを載せられていない統制状態

の MMC は、自分のいるヘクスか隣接

するヘクスに煙幕の展開を試みることができます。  

 

ヘクスを選択し、1d6 をロールします。 ダイロ

ールがユニットの煙幕展開能力（モジュール特別

ルールで示されます）以下であれば、煙幕 1 マー

カーをヘクスに置きます。 煙幕の展開が成功した

かどうかにかかわらず、煙幕の展開を試みたユニ

ットに Ops Complete マーカーを載せます。  

 

煙幕は目標修正値(TM) +1 を持つ阻止地形です。 

煙幕の目標修正値(TM)は、ヘクス固有の目標修正

値(TM)に追加されます。 したがって、煙幕が展開

されている森ヘクスは目標修正値(TM) +3 を持

ちます。 煙幕ヘクスから射撃したユニットは、直

接射撃表(DFT)のダイロールから 1 を引き、砲撃

表(OFT)の命中判定ロールに 1 を加えます。  

 

煙幕1マーカーが置かれた後の管理フ

ェーズで、煙幕１マーカーを煙幕 2 マ

ーカーに置き換えます。 次の管理フェ

ーズで、煙幕2マーカーを除去します。  

 

 

8.0 白兵戦(Melee Combat) 

ユニットが敵ユニットのいるヘクスに入ったとき

には、白兵戦(Melee)を行わなければなりません。 

ユニットは突撃移動を使用して白兵戦ヘクスに入

ることはできません。 白兵突撃能力を持たない
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（NME）ユニットはたとえそれが白兵突撃能力を

持たない敵ユニットだとしても敵ユニットのみが

いるヘクスに入ることはできません。 白兵戦は同

時に行われますが、国籍による特性、イベントお

よびスキル（12.0）は白兵戦の手順を変更する可

能性があります。 白兵戦ラウンドが終了するまで

損害は適用されません。  

 

あるターンにあるヘクスで実施される白兵戦ラウ

ンドは 1 回だけです。 白兵戦ラウンドに参加す

るすべてのユニットは、同時にアクティブにされ

たとみなされます。 白兵戦は、敵ユニットが友軍

ユニットを含むヘクスに入ると即座に実行されま

す。 したがって、敵ユニットが白兵戦ヘクスに入

るとき、機会射撃は行えません。  

 

すべての攻撃ユニット（ヘクスに入ったユニット）

と白兵戦で使用可能な支援火器(SW)（機関銃、鞄

爆弾、火炎びん、火炎放射器）の固有火力(IFP)を

合計し、攻撃側が選択する防御側ユニットの固有

火力(IFP)と白兵戦で使用可能な支援火器(SW)の

火力を合計し、火力の比率を求めます（端数は切

り上げ）。  

 

例：4 火力(FP)の攻撃側が 2 火力(FP)の防御側を

攻撃する場合は 2：1 ですが、5 火力の攻撃側が

2 火力の防御側を攻撃する場合は 2.5：1 ではな

く 3：1 です。 全ての防御側ユニットを攻撃しな

ければならないわけではありませんが、少なくと

も 1 つは攻撃しなければなりません。 修正前の

比率が 1：3 未満の攻撃は 1：3 として扱われま

すが、複数のユニットに対しては実行できません。 

2d6 をロールし、プレイ補助カードの白兵戦表

(MT)を参照します。  

 

攻撃側ユニットに適用する指揮修正値(LM)は、攻

撃側のダイスロールに加えられます。 攻撃側が白

兵戦表(MT)の該当する比率のコラムにある撃破

ナンバー(KN)以上をロールした場合、防御側ユニ

ットは除去されます。  

 

除去となった防御側ユニットはまだ除去しません。 

防御側が、攻撃側のユニットを選択して同じ手順

を実行します。 損害を判定した後、両陣営から除

去となったユニットを取り除き、そのヘクスに白

兵戦(Melee)マーカーを置きます。  

 

白兵戦に参加する部隊に英雄が含まれている場合、

彼らが攻撃側のとき白兵戦表(MT)で使用するコ

ラムを自軍に有利な方に１つシフトさせます。 比

率が英雄に対して 1 対 3 より悪い場合でも、比率

は 1：2 にシフトしますが、比率は決して 5：1 よ

り良くなることはありません。 複数の英雄がいて

も複数のコラムシフトは生じません。  

 

このセクションの文脈では、攻撃側とはあなたの

ユニットが白兵戦で攻撃を行っていることを意味

します。 これは、ヘクスに入ってきたかどうかと

は関係ありません。 防御側とは、あなたのユニッ

トが白兵戦の攻撃対象であることを意味します。 

唯一防御できるユニットが白兵突撃能力を持たな

い場合でも、自動的に除去されるわけではありま

せん。  

 

待ち伏せ（8.4）またはスキル（12.0）によって

修正されない限り、白兵戦に参加するユニットは

修正されていない固有火力を使用します。  

 

例：2 個のアメリカ軍空挺 2-5-4 分隊は、白兵戦

では 4 火力に相当し、2 個のドイツ軍 1-6-4 分

隊と 2 火力の MG-34 支援火器は 4 火力に相当

します。  

 

白兵戦においても MMC は支援火器のセクション

(1.6)で記述された支援火器の使用制限を守らな

ければなりません。 言い換えれば、分隊は 1 個の

支援火器とその固有火力で射撃を行うか、または

その固有火力を失う代わりに 2 個の支援火器で射

撃することができます。 半個分隊／操作班はその

固有火力を失う代わりに 1 個の支援火器で射撃す

ることができます。  
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指揮官と英雄は白兵戦で使用可能な支援火器を使

ってその支援火器の半分の火力で攻撃または防御

を行えます（端数は切り上げ）。 鞄爆弾や火炎び

んなどの使い捨て支援火器は白兵戦の最初のラウ

ンド（攻撃と防御）の後、取り除きます。 英雄は、

支援火器を操作／使用していない場合は、固有火

力で防御します。 スキルの特別ルールはこれらの

ルールに優先します。 鹵獲された支援火器が使用

され、敵が除去されなかった場合、鹵獲された支

援火器は管理フェーズでゲームから除去されます 

 

例：鹵獲した 1 火力の機関銃(SW)を持った 6-0-

6 指揮官が 1-6-4 分隊を指揮して、敵の 1-5-4

分隊に対して白兵戦を敢行します。 いずれの側も

敵方を排除できませんでした。 鹵獲した 1 火力

の機関銃は管理フェーズに指揮官から除去します。  

 

8.1 白兵戦後 
白兵戦ラウンドを生き残ったユニッ

トは白兵戦に拘束されます。 そのユ

ニットの上に白兵戦マーカーを載せ

ます。 拘束されたユニットは、（離脱

しない限り）移動することも、射撃することもで

きませんが、次のターンにインパルスを使用して

白兵戦または撤退を試みることができます。  

 

白兵戦マーカーは、両陣営のユニットが同じヘク

スにいる限り、取り除くことができません。 一方

の陣営のユニットが全て除去されると、その後の

管理フェーズで白兵戦マーカーは除去されます。  

 

退却を望むユニットは、次のインパルスの開始時

に（敵がもう一度白兵戦を敢行する前に）自分の

意図を表明し、士気チェックに成功（指揮修正値

(LM)が適用されます）しなければなりません。 士

気チェックに失敗した場合、ペナルティは発生し

ませんが、直ちに白兵戦ラウンドを戦わなければ

なりません。 士気チェックに成功したユニットは、

適切な移動コストを支払ってヘクスから出ること

ができます。  

 

プレイヤーがすべての友軍ユニットを白兵戦ヘク

スから退却させると、白兵戦マーカーは除去され、

残っている敵ユニットは退却するユニットに対し

て機会射撃を行うことができます。 プレイヤーは、

これを防ぐためにユニットを後衛として残してお

くことができます。  

 

白兵戦で使用可能な支援火器を携行していない指

揮官、狙撃兵、従軍牧師、衛生兵／衛生下士官、混

乱したユニットは、白兵戦で攻撃を行うことや白

兵戦の目標になることはありません。 彼らは白兵

突撃能力を持たない（NME）ユニットとみなされ

ます。 火器チーム(WT)は、白兵戦で個別に目標に

することができます。  

 

白兵突撃能力を持つユニットがすべて除去された

場合、白兵突撃能力を持たない（NME）ユニット

は除去されます。 白兵戦ラウンドの終了時点で、

英雄でない SMC が白兵戦で使用可能な支援火器

を持たないか、あるいは白兵突撃能力のあるユニ

ットとスタックしていない場合、たとえ敵に白兵

突撃能力のあるユニットがいない場合でも、その

SMC は除去されます。 SMC は友軍部隊と共に

戦死したものと見なされます。 ユニットが白兵突

撃能力を持たない（NME）敵ユニットのみがいる

ヘクスに入った場合、すべての敵ユニットは除去

されます。 進入したユニットはそこで停止しなけ

ればならず、そのヘクスに白兵戦マーカーが置か

れます。  

 

8.2 白兵戦への増援 
いずれの側からのユニットも白兵戦の増援となる

ことができます。 前回の白兵戦ラウンド後、その

ヘクスに友軍ユニットが残っていない可能性があ

るとしても、白兵戦マーカーが置かれたヘクスに

進入するユニットは、それに対する増援と見なさ

れます。  

 

ユニットがそのターンの白兵戦ラウンドが戦われ

る前に増援として進入した場合、直ちに白兵戦が

実行されます。 白兵戦ラウンドが戦われた後で白
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兵戦ヘクスに増援として進入した場合、次のター

ンまで白兵戦に参加することはできません。  

 

増援ユニットが待ち伏せ能力（8.4）を持つ場合、

その 3 倍の火力を他の友軍ユニットの通常の火力

に加えることができますが、白兵戦ラウンド自体

は同時に実行されるものとみなします。  

（訳注：待ち伏せ自体は同時ではありません。 待

ち伏せ後に生き残った敵側が同じ白兵戦ラウンド

で反撃できると言うことです。 ） 

 

8.3 ゼロ火力のユニット 
白兵戦では、固有火力が0のMMCが、

白兵戦で使用可能な支援火器を所持し

ていない場合、1 火力で攻撃と防御を

行いますが、そうしたユニットが白兵

戦で使用可能な支援火器を所持している場合、彼

らは支援火器の火力を使用します。 攻撃に参加し

ている固有火力 0 の MMC ごとに、ダイスロール

から 1 を引きます。 防御に参加している固有火

力 0 のユニットごとに、攻撃側のダイスロールに

1 が加えられます。  

 

例：2 個の 0-2-3 半個分隊が白兵戦で 2-6-4 分

隊を攻撃します。 比率は 2 対 2 または 1：1 で

す（各固有火力 0 の半個分隊は攻撃に際して 1 火

力とカウントします）。 この比率の撃破ナンバー

は 8 です。 しかし、固有火力 0 半個分隊のペア

を持つプレイヤーは、2d6 ロールから 2 を引きま

す。 したがって、彼は 2-6-4 を除去するために

10 以上（10-2 = 8、これは 1 対 1 の攻撃で敵

を除去するために必要な最小値）のロールを必要

とします。 逆に、2-6- 4 分隊は、2 対 2 または

1 対 1 で 2 個の半個分隊を攻撃しますが、2d6

ロールには 2 を加えます。 従って、彼は 6 以上

のロールで 2 個の半個分隊を除去できます（6 + 

2 = 8）。  

 

8.4 待ち伏せ 
一部の国籍、ユニット、または状況（12.0 スキル、

またはモジュール特別ルール／シナリオ特別ルー

ル）によって、白兵戦の最初のラウンドが待ち伏

せとして解決されることがあります。 待ち伏せが

可能なユニット（またはユニットのスタック）が、

そのインパルスの開始時に待ち伏せ可能なユニッ

トに対して LOS を持っていなかった敵ユニット

に対して白兵戦を行うと、白兵戦の第 1 ラウンド

だけユニット／ユニット群の合計火力（固有火力  

+ 支援火器）は 3 倍になります。 固有火力 0 の 

MMC は 1 火力と見なされるので 3 倍して 3 火

力になりますが、ダイスロールからは 1 が引かれ

ます。 さらに、この第 1 ラウンドは非同期であ

り、除去した敵は反撃前に直ちにプレイから取り

除かれます。  

 

8.5 添え字 M を持つユニット 
白兵戦で攻撃または防御を行う場合、

「M」の添え字付き火力を持つユニッ

トと支援火器は自身の火力に 1 を加え

ることができます。  

 

9.0 管理フェーズ 
すべてのユニットが移動または射撃を行うか、ま

たは 3 回連続してパスした場合（プレイヤー1 が

パス、プレイヤー2 がパス、プレイヤー1 がパス）、

作戦フェーズが終了します。  

 

管理フェーズでは、移動済み、突撃移動、ステルス

移動、匍匐、射撃済み、Ops Complete、照明弾、

視認マーカーをすべて除去します。 効力射マーカ

ーも除去します。 煙幕 1 マーカーを裏返して煙

幕 2 マーカーにし、煙幕 2 マーカーをマップから

除去します。  

 

すべてのマーカーを除去したら、ターンマーカー

を 1 ターン進めて次ターンの回復フェーズを開始

します。  
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10.0視線(LOS)と視認（SPOT） 

現実世界で、あるユニットが別のユニットを見る

ことができる場合、あるユニットにはそのユニッ

トへ通る視線(LOS)があります。 ユニットは、

LOS を持てない目標ユニット、または視認できな

いヘクスへ射撃を行うことはできません。  

 

LOS と視認に影響を与える地形には、阻止地形と

妨害地形の 2 種類があります（特定の地形タイプ

の一覧については、地形効果表(TEC)を参照して

ください）。  

 

10.1 視認 
たとえユニットが目標まで通る LOS を持ってい

ても、攻撃側が敵を見ることができない場合があ

ります。  

 

例：敵の分隊は 2 ヘクス離れた建物に隠れていま

す。 あなたの分隊が建物を見るのを妨げる物は何

もないかもしれませんが、それは彼らが敵を見る

ことを意味しません。  

 

敵がいるヘクスを射撃するためには、それを視認

する必要があります。 ユニットではなくヘクスが

視認されます。 したがって、ヘクス内の 1 ユニッ

トが視認された場合、ヘクス内のすべてのユニッ

トが視認されます（例外：掩蔽豪、洞窟、または複

数階建物の別レベルは、ヘクス内の 2 番目のヘク

スに相当するため、別々に視認されなければなり

ません）。  

 

視認は状態駆動です。 ヘクス（および

その中のすべてのユニット）は、次の

いずれかが当てはまる場合に視認さ

れます：ヘクスに視認マーカーが置か

れている、統制状態の友軍ユニットがそのヘクス

に隣接している、友軍ユニットが現在そのヘクス

を通って移動しているか突撃移動をしている、ヘ

クス内のユニットに移動済み、突撃移動、射撃済

み、または白兵戦マーカーが載せられているか、

あるいはそのヘクスが開豁地である。  

 

視認ユニットと目標ヘクスの間にある妨害地形に

よって LOS が低下した場合でも、開豁地にいる

ユニットは自動的に視認されます。 開豁地にいる

車輌を含むユニットを視認する必要はありません

が、彼らは防御時の目標修正値(TM)を得ることは

できます。 2 台の車輛が開豁地にいる場合、どち

らも視認する必要はありませんが、彼らも防御時

の目標修正値(TM)を得られます。  

 

ヘクスの状態はあるターン内でも変化することに

注意してください。  

 

例：ヘクスが統制状態の友軍ユニット（潜在的な

攻撃者）が隣接していることによって視認されて

いる場合、そのユニットが混乱するか隣接ヘクス

から離れた場合、そのヘクスはそれ以上視認され

ません。  

 

匍匐とステルス移動を使用しているユニットは、

開豁地にいるなどの理由で発見されない限り移動

中に視認されません。  

 

一度あるヘクスが視認されれば、たとえその時点

でそのヘクスへ通る LOS を持たない友軍ユニッ

トであっても、そのターン中すべての友軍ユニッ

トがそのヘクスを視認できます。 しかし、すべて

のユニットが視認可能なヘクスを離れるか除去さ

れた場合、そのヘクスの視認マーカーを除去しま

す。 （訳注：LOS が通る位置までくれば、視認の試みを

しなくても視認できると言うことです） 

 

ユニット（ハッチを開けている車輌を含む）は、彼

らが LOS を持っているまだ視認されていないヘ

クスの視認を試みることができます。 阻止地形ヘ

クスにいるユニットは、1d6 のロールが 2 以下の

場合に視認されます。 妨害地形ヘクスにいるユニ

ットは、1d6 のロールが 3 以下の場合に視認され

ます。  
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例：ユニットが妨害地形ヘクスにいる敵を視認し

ようとしている場合、それを成功させるには 3 か

それより小さいロールを出さなければなりません。  

 

目標ユニットがいるヘクスに至る経路上で LOS

が通過する妨害地形ヘクス１つごとに、ユニット

の視認ダイロールに 1 が加えられます。 これは

LOS が実際に妨害地形ヘクス内にある妨害地形

そのものを通過する場合だけであることに注意し

てください。 また、開豁地形ヘクス内にある妨害

地形シルエットを通過する場合もそのヘクス１つ

につき１が加えられます。  

 

LOS が２個より多い妨害地形ヘクス内の妨害地

形、または開豁地形ヘクス内の妨害地形シルエッ

トを通過する場合、LOS は阻止されます。 LOS

は、射撃ユニットがいるヘクスまたは目標ヘクス

から隣接ヘクスへ延びる地形の小片によって阻止

されることも妨害されることもありません。 指揮

修正値(LM)が適用されると、その値が視認ダイロ

ールから引かれます。 一度、ユニットが視認され

ると、ヘクス全体が視認され、そのヘクスに視認

マーカーが置かれます。 視認マーカーは、各管理

フェーズに、またはすべてのユニットが視認可能

なヘクスを離れると除去されます。  

 

視認の試みはインパルスを使用するものではあり

ませんが、友軍インパルス１つにつき 1 回しか試

みることはできず、その結果にかかわらず、視認

を試みたユニットに Ops Complete マーカーを

載せます。 インパルス中にその陣営が行う唯一の

アクションが視認の試みの場合、それはパスとみ

なされます。  

 

射撃済み、移動済み、匍匐、Ops Complete、ス

テルス移動、突撃移動マーカーを載せられたユニ

ットはまだ視認されていないユニットに対して視

認を試みることはできませんが、隣接ユニット、

移動しているユニット、移動済み、突撃移動、射撃

済み、白兵戦マーカーが載せられたユニットある

いは開豁地にいるユニットは自動的に視認します。 

混乱したユニットとハッチを閉じた車輛ユニット

は、隣接する敵ユニットを自動的に視認すること

はありません。  

 

10.2 建物と丘 
LnLT に登場する地形の大部分は地上レベル（レ

ベル 0）です。 しかし、レベル 1、2、3 の高さ

を持つ丘があります。 茶色の異なる色合いは、よ

り高い丘を表します。 地上レベル（またはレベル

0）より上の各レベルは、約 3~6 メートル（また

は 10~20 フィート）の上昇を示しています。 隣

接するヘクスがレベルの異なる丘の場合、隣接し

ているものとみなされます。  

 

同様に、1 階建ての建物と 2 階建ての建物があり

ます。 3 ヘクス以上の石造／重構造建物(HC)で

ある建物はすべて 2 階建（複数階）建物とみなさ

れます。 階段はそれぞれの複数階建物ヘクス内に

あります。 ユニットは、2MP を支払うことによ

って、そのヘクスの最下位レベル（レベル 0）か

ら上位レベル（レベル 1）に移動することができ、

その逆も可能です。  

 

一階建ての建物内のユニットは、地上レベル（レ

ベル 0）または建物が置かれている地形のレベル

にいます。 2 階建て建物の上位レベルにあるユニ

ットは、建物が置かれている地形の 1 つ上にいる

ため、建物自体がレベル 0 にある場合はレベル 1

にいることになります。  

 

例：レベル 0 の建物の上層階にいるユニットは、

レベル 1 にいるため、レベル 1 の丘にいるユニッ

トと同じ高さにいることになります。  

 

例：レベル 1 の丘にある建物の上層階にいるユニ

ットは、レベル 2 にいます。  

 

隣接するヘクスにいても、複数階建ての建物の異

なる階にいるユニットは、隣接しているとはみな

されず、お互いに LOS を持てません。 掩蔽豪ま

たは洞窟を含むヘクスに隣接するヘクス内のユニ
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ットは、掩蔽豪または洞窟の内側と外側の両方の

ユニットに隣接していると見なされ、視認と射撃

を行うことができます。  

 

10.3 LOS の判定 
LOS は、射撃ユニットがいるヘクスの中心から目

標ヘクスの中心までたどります。 LOS に影響を

与える地形には、阻止地形と妨害地形の 2 種類が

あります（TEC 参照）。 LOS が阻止地形のシル

エットに触れた場合、LOS はブロックされます

（特に明記されている場合を除く）。 妨害地形は

LOS をブロックするものではなく、視認性を低下

させます。  

 

LOS が妨害地形シルエットを横切るヘクスごと

に、攻撃側の直接射撃表(DFT)ダイロールから 1

を引くか、砲撃表(OFT)の命中判定ロールに 1 を

加えます。 LOS が 2 個より多い妨害地形ヘクス

を通過した場合、LOS はブロックされ、攻撃また

は視認を試みることはできません。 LOS は、ヘ

クスごとに 1 つの要因による妨害だけを受けます。 

したがって、林ヘクスに車輛の残骸があり林のシ

ルエットを横切る LOS は、修正値が 2 ではなく

1 となります。  

 

攻撃側または目標ヘクスの阻止地形／妨害地形は、

LOS をブロック／妨害することはありません。  

 

LOS は射撃ユニットまたは目標ヘクスから隣接

ヘクスに伸びている地形（訳注：阻止地形／妨害

地形）の小片によってブロックされたり妨害され

たりしません。  

 

LOS はいつでも確認できます。 LOS は相互的な

ものです。 ユニット A がユニット B を見ること

ができれば、ユニット B はユニット A を見ること

ができます。  

 

地形は、あるレベル（高度）または特定の障害物の

高さ（TEC ではレベルを単位として表します）に

存在します。  

例：レベル 1 の丘ヘクスにある森の地形（2 レベ

ル分の高さを持つ障害物）は、レベル 3 の高さま

で届く LOS に対する障害物です。  

 

例：レベル 2 の丘ヘクスにある 1 ヘクスの軽構築

（LC）建物（1 レベル分の高さを持つ障害物）は、

レベル 3 の高さまで届く LOS に対する障害物で

す。  

 

例：レベル 1 の丘ヘクスにある 3 ヘクスの重構造

（HC）建物（2 レベルの高さを持つ障害物）は、

レベル 3 の高さまで届く LOS に対する障害物で

す。  

 

例：レベル 1 の丘ヘクスにあるの林の地形（1 レ

ベル分の高さを持つ障害物）は、レベル 2 の高さ

まで届く LOS に対する障害物です。  

 

阻止地形／妨害地形の障害物が攻撃側と目標ヘク

スの両方のヘクスと（TEC 上で同じ高さである地

形が）同じ高さにある場合、LOS は阻止／妨害さ

れます。  
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例：26 ページ右下のイメージでは、ヘクス M5 の

茂みは、M6 のフランス軍分隊と M4 のドイツ軍

分隊（すべてのヘクスはレベル 0 の高さです）間

の LOS を妨害します。  

 

攻撃側ヘクスと目標ヘクスの両方のヘクス・レベ

ルより全体のヘクス・レベルが高い阻止地形／妨

害地形を通る LOS はブロック／妨害されます 

 

 

例：上のイメージでは、レベル 0 のヘクス C6 に

いるアメリカ軍空挺分隊は、同じくレベル 0 のヘ

クス E5 にいるドイツ軍分隊に対して LOS を持

つことができません、なぜなら阻止地形となるヘ

クス D6 の軽構築建物によって LOS がブロック

されるからです。 これは、レベル 0 のヘクスにあ

る 1 レベルの高さを持つ障害物です。 

  

 

攻撃側ヘクスと目標ヘクスの両方のヘクス・レベ

ルより全体のヘクス・レベルが低いか等しい阻止

地形／妨害地形を通る LOS はブロック／妨害さ

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：上のイメージでは、ヘクス G2 にある重構造

建物の 2 階（レベル 1）にいるドイツ軍半個分隊

からヘクス I3 にある重構造建物の２階（同じくレ

ベル 1）にいるイギリス軍空挺分隊への LOS は

レベル 0 のヘクス H3 にある 1 レベルの高さを

持つ瓦礫によってはブロックされません。  

 

阻止地形／妨害地形にある障害物と等しい高さの

ヘクスにいるユニットはその阻止地形／妨害地形

の障害物の高さより低いヘクスを視認して射撃す

ることができます。 しかし、レベル 1、2、3 の

阻止地形／妨害地形の障害物はそれらのすぐ後ろ

に 1 ヘクスの死角／影を作ります。  
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例：上のイメージでは、レベル 1 の丘であるヘク

ス K3 にいるソビエト・パルチザンからレベル 0

のヘクス K1 にいるドイツ軍 SS 分隊への LOS

は、レベル 0 のヘクス K2 にある 1 レベルの高さ

を持つ障害物の林が作る影によって妨害されます。 

仮に K2の林が軽構築建物であればK1 への LOS

はブロックされます。 どちらの例でも、K3 から

K0 への LOS は通ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：上のイメージでは、ヘクス J4 にある重構造

建物の 2 階（レベル 1）にいるソビエト軍狙撃兵

から、ヘクス J3 にある 1 レベルの高さを持つ重

構造建物の上を通り越した、レベル 0 のヘクス J1

にいるドイツ軍 SS 半個分隊への LOS は通すこ

とができます。 しかし、ヘクス J2 にいるドイツ

軍 SS 分隊への LOS は、ヘクス J3 にある 1 レ

ベルの高さを持つ重構造建物が作る 1 ヘクスの死

角によってブロックされます。  

 

さらに、射撃者がいるヘクスと障害物があるヘク

ス（それぞれは数えません）の間のヘクス数が、作

られる死角／影の長さに加算されます。 したがっ

て、前の例では、ヘクス J3 の重構造建物が実際

にはヘクス J2 にあった場合、ヘクス J1 と J0 へ

の LOS は死角によってブロックされます。  

 

阻止地形／妨害地形ヘクスの全ての障害物の高さ

よりも高いレベルにあるヘクス内のユニットは、

それを見下ろして、より低いレベルのヘクスに射

撃することができます。 この状況の LOS は、阻
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止地形／妨害地形の障害物の上を通り越すため、

いずれにしろブロック／妨害されません。 しかし、

レベル 1、2、3 の阻止地形／妨害地形の障害物

は、その直後にあるヘクスに 1 ヘクスの死角／影

を作るため、その直後にいるユニットへの LOS を

ブロック／阻止します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：上のイメージでは、ヘクス I4（レベル 2 の丘）

のアメリカ軍分隊は、ヘクス I7（レベル 0）の日

本軍分隊に LOS を通せますが、レベル 0 のヘク

ス I6 にある 1 レベルの高さを持つ浅いジャング

ルによって妨害されます。 アメリカ軍分隊は、隣

接するレベル１の丘であるヘクス I5、ヘクス I6

（10.3.1 参照）、レベル 0 の開豁地へクス I8 に

対してクリアな LOS を持ちます。 ヘクス I8 へ

の LOS は浅いジャングルに妨げられていません。  

 

10.3.1 丘と斜面 

前項には例外が 1 つあります：LOS が丘ヘクス

からより低いレベルのヘクスまで、階段のように

レベルが連続して減少する開けた丘ヘクスを通る

ときです。 これは明らかに斜面であると考えられ、

このような斜面に沿った LOS はブロックされま

せん。  

 

前述の例のイメージでは、I4（レベル 2 の丘）の

アメリカ軍分隊は I5 がレベル 1 の開けた丘ヘク

スであるため、I6（レベル 0 の浅いジャングル）

への LOS を持っています。  

 

ここで別の例です： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：上のイメージでは、ヘクス I5（レベル 2 の丘）

のベルギー軍分隊は、斜面の麓にあるヘクス I3（レ

ベル 0 の道路）の SS 分隊と I2 の SS 英雄兵の両

方に LOS を持っています。 しかし、もしヘクス

I3 が開けたレベル 1 の丘ヘクスであった場合、ベ

ルギー軍分隊はヘクス I2 にいる SS 英雄兵への

LOS を持てません。  
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同じレベルの連続する丘ヘクスは、丘の上にある

射撃側ヘクスと高度が下がるヘクスの間にあるヘ

クス数分だけ、より低いレベルのヘクスへの LOS

をブロックします。  

 

 

 

 

例：このページの左の段にある長いイメージでは、

ヘクス U2（レベル 1 の開けた丘）のアメリカ軍

M4A1 シャーマン戦車は、自身の前方にある 3 つ

の連続する開けたレベル1 の丘ヘクス（U3-U5）

に LOS を持っていますが、レベル 0 に高度が低

下する最初のヘクスを含む 3 ヘクス（U6-U8）

には LOS がありません：シャーマン戦車は LOS

を、ドイツ軍パンター戦車がいるヘクス U9 で再

び持つことができます。  

 

10.3.2 ヘクスサイドに沿った LOS 

LOS がヘクスサイドをたどるとき、隣接するヘク

スの地形はヘクス全体に及んでいると見なされま

す。 ヘクスサイドの片側の地形が阻止地形／妨害

地形ヘクスであるヘクスサイドに沿って辿る

LOS は、ブロック／妨害されません。 ヘクスサ

イドの両側の地形が阻止地形／妨害地形ヘクスで

あるヘクスサイドに沿って辿る LOS は、ブロッ

ク／妨害されます。 ヘクスサイドの片側の地形が

阻止地形でもう一方が妨害地形ヘクスであるヘク

スサイドに沿って辿る LOS は、妨害されます。  

 

 

例：上のイメージでは、ヘクス E2 のドイツ軍分

隊からヘクス F4 のオランダ軍分隊への LOS は、

ヘクスサイドを共有する両側のヘクス（E3 と F3）

が阻止地形（軽構築建物）ヘクスのためブロック

されます。  
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射撃ヘクスから目標ヘクスへの LOS が壁または

生垣ヘクスサイドに沿って辿られる場合、LOS は

ブロックされません。  

 

例：上のイメージでは、ヘクス K5 のアメリカ軍

分隊からヘクス L7 のドイツ軍半個分隊までの

LOS は、K6 と L6 の間の壁ヘクスサイドによっ

てブロックされません。  

 

ヘクスサイド地形を辿る LOS の詳細については、

地形効果図(TEC)を参照してください。  

 

10.4 地形の特徴 
地形の各部分は、その中に待避場所を探している

ユニットに明確な利点を与えます。 そして、そこ

を通り抜けようとするユニットに異なる移動コス

トを要求します。  

 

これらの利点と移動コストは、他の情報とともに、

地形効果表(TEC)に記載されています。  

 

ヘクスの中心点を囲む地形が、そのレベルとヘク

ス内の地形タイプを決定します。 車輌残骸、タコ

ツボ、煙幕（および、その他の配置されるカウンタ

ーで示される性質、あるいは野戦構築物）の目標

修正値は、他の地形と累積します。 思い出してほ

しいのですが、どのような地形でも、目標修正値

(TM)の最大値は +4（5.5）です（例外、11.4 狙

撃兵）。  

 

 

11.0 単独兵カウンター（SMC） 

単独兵カウンター（Single Man Counter）は、

戦闘の趨勢に影響を与える重要な個人を表します。 

これら SMC の例をあげると、指揮官、英雄、狙

撃兵、衛生兵などがあります。  

 

11.1 指揮官 
指揮官は、優れたスキルを持つ個人で

す。 彼らは通常、士官または卓越した

下士官（NCO）です。  

 

指揮官は固有火力(IFP)を持たず、支援火器を操作

しているのではない限り敵ユニットに個別に射撃

することも、自発的に単独で白兵戦に参加するこ

ともできません。 敵ユニットが、白兵戦で使える

支援火器を持たない単独でいる指揮官がいるヘク

スに移動してくると、指揮官は除去されます。  

 

指揮官の指揮修正値(LM)は、直接射撃による攻撃

の支援、損害判定の修正、ユニットの回復、白兵戦

の指揮、およびこれらのルールで言及されている

他の機能のために使用できます。 インパルスまた

は回復フェーズで 1 ヘクスにつき 1 個の指揮官

のみがユニットをアクティブにし、射撃による攻

撃を修正し、回復判定を行い、損害判定に影響を

与えるために自分の指揮修正値(LM)を使用する

ことができます。  

 

各指揮官は、固有の指揮範囲(LR) 1 を持ちます。 

指揮範囲はアクティベーションのために使用され

ます。 指揮官は隣接するヘクスにいるユニットを

アクティブにすることができます。 指揮官が負傷

した場合、指揮範囲は 1 つ減少します（指揮官は
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自分がいるヘクス内のユニットのみをアクティブ

にできます）。  

 

指揮官は自分のヘクス内のユニットのみを回復さ

せることができます。 指揮官は、隣接するヘクス

にいる車輛をアクティブにすることはできません。 

戦車指揮官（11.5）は隣接するヘクスにいるMMC

／SMC をアクティブにできません。  

 

11.1.1 指揮官と戦闘 

移動済み、匍匐、射撃済み、または Ops Complete

マーカーを載せられていない指揮官は、指揮官と

同じ背景色と識別バッジ（IB：カウンターの左上

のシンボル）を持つユニットが行うすべての攻撃

を支援することができます。  

 

指揮官の指揮修正値(LM)は直接射撃表(DFT)を

使用するユニットの固有火力(IFP)に加えられ、そ

して／または砲撃表(OFT)を使用する支援火器

(SW)と火器チーム(WT)の命中判定ロールから引

かれます。 指揮修正値は、指揮官のアクティブな

インパルス中に自身のいるヘクスで発生するすべ

ての攻撃（攻撃ユニットではない）に適用されま

す。  

 

指揮官は、同じインパルスで指揮官のいるヘクス

でアクティブになっている固有火力／支援火器を

使用するユニットと砲撃表(OFT)を使用する支援

火器／火器チームの両方のユニットを支援できる

ことに注意してください。 そのような射撃を支援

した指揮官には、射撃済みマーカーが載せられま

す。 指揮官は、盤上の迫撃砲射撃／盤外砲兵支援

を要請することと、直撃射撃に指揮修正値を加え

ることを同じターンに行うことはできません。  

 

11.1.2 指揮官とスキル 

シナリオの戦闘序列(OOB)で、スキル（12.0）が

指揮官に割り当てられます。 これらのスキルは、

士気高揚や強化された視認能力等の特別な能力を

与えます。  

 

11.2 英雄 
英雄は、勇敢で驚異的な戦果を達成し

ますが普通の兵士です。 英雄は、シナ

リオ開始時の部隊の一部であるか、ま

たはプレイ中に誕生する可能性があ

ります。  

 

分隊または半個分隊の損害判定で 1 をロールする

たびに、英雄が誕生する可能性があります。 再び

1d6 をロールします。 数字が偶数の場合は、英

雄が誕生します。 カップから英雄とスキル・カウ

ンター（12.0）を無作為に選んでください。 その

スキルは英雄が使用可能でなければなりません、

そうでない場合は、再度選択します。 新たに誕生

した英雄は、彼らを誕生させたユニットのアクテ

ィブ・ステータスを引き継ぎます。  

 

例：英雄を誕生させた分隊が既に射撃済みマーカ

ーを載せられている場合、英雄も射撃済みマーカ

ーを載せられます。  

 

移動中の MMC によって誕生した場合、英雄は英

雄を誕生させる前に MMC が消費したのと同じ数

の移動力(MP)を消費したものとみなされます。 

たとえ誕生させる MMC が混乱して（そして移動

済みマーカーが載せられて）いても、英雄は望む

ならば、彼の合計移動力まで移動することができ

ます。  

 

英雄の誕生によってスタック制限に違反する場合、

所有者は隣接する敵ユニットがいないヘクスに英

雄を置く必要があります（この移動によって移動

済みマーカーは載せられません）。  

 

英雄は突撃移動を行うことができます（6.1）。 英

雄は車輌に対して近接突撃（17.1）を行うことが

できます。 英雄は、常に全固有火力(IFP)を複数ユ

ニット攻撃に加えることができます。 
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英雄と同じヘクス（そして建物内の同じレベル）

にいるユニットは、指揮官が存在しなくても回復

を試みることができます。  

 

英雄は白兵戦(Melee)の攻撃側の時、白兵戦の比率

を自軍に有利な方向に１コラムシフトさせます

（さらに自身の固有火力を加えます）。 思い出し

てください。 白兵戦では、あなたがヘクスに移動

してきたかどうかは関係なく、現在あなたが白兵

戦で攻撃を行っているかどうかだけが関係します。  

 

マップ上でゲームを開始する英雄にスキルが割り

当てられていない場合、彼はスキル・カウンター

を引けません。  

 

マップ上にはいつでもその国籍の英雄は 2 人しか

いません。 英雄は常に完全戦力で誕生します（負

傷状態で誕生することはありません）。 たとえ、

損害判定の結果が親ユニットを除去したとしても、

英雄は誕生します。  

 

11.3 衛生兵 
衛生兵は他の兵士とは異なる医療要

員を表しています。 彼らは武器の携

行と射撃はできず、敵ユニットを視認

することもできません。 しかし、彼ら

は医療キットを使ってユニットを癒すことができ

ます。  

 

衛生兵（およびすべての SMC）は、カウンターの

裏に SR があるかどうかにかかわらず、自己回復

を行うことができます。  

 

各回復フェーズ中に、統制状態の衛生兵は 1 個の

SMC（自分自身を含む）から負傷マーカーを取り

除くか、混乱した MMC／SMC を統制状態に回復

させることを試みることができます。 どちらの場

合でも、衛生兵の処置の対象は、衛生兵と同じヘ

クス（そして同じレベル）にいなければなりませ

ん。 いずれかの機能を実行するには、衛生兵は

2d6 をロールして士気チェックに成功しなけれ

ばなりません。 衛生兵が正の目標修正値(TM)を

持つ地形にいる場合、ロールから 2 が引かれます。 

衛生兵が士気チェック(MC)に成功すると、SMC

が 1 個、または MMC／SMC が 1 個回復します。 

1 回のロールしか実行されません。 同じ回復フェ

ーズで、衛生兵が自己回復した後、別の SMC（自

分自身を含む）を癒したり、1 個の MMC／SMC

を回復させたりすることができます。 この場合、

2 つのロールが実行さます。  

 

士気チェックに失敗した場合のペナルティはあり

ませんが、士気チェックに失敗した場合、衛生兵

はその回復フェーズで何の機能も実行できません。 

負傷した衛生兵は、統制状態にいる間は他のユニ

ット（と自分自身）を癒すことができます。  

 

衛生兵は白兵突撃能力を持たない(NME)ユニット

です。 衛生兵と同じヘクスにいる友軍 MMC と白

兵突撃能力を持つSMCがすべて除去された場合、

衛生兵はプレイから除去されます。  

 

11.4 狙撃兵 
狙撃兵は移動力を持たず、最初はマッ

プ上に置かれません。 一度シナリオ

が開始されると、狙撃兵の所有者は、

敵ユニットが現在そのヘクスを占め

ていない限り、正の目標修正値(TM)を持つ任意の

ヘクスにいつでも狙撃兵を配置することができま

す。  

 

一度配置されると、狙撃兵は動かすことができま

せん。 狙撃兵は直撃射撃ルーチンを利用して、視

線(LOS)内の敵ヘクスを攻撃することができます。 

しかし、狙撃兵は 1d6 ではなく 2d6 で攻撃しま

す。  

 

目標ヘクスに複数のユニットがいる場合、狙撃兵

が攻撃する目標は無作為に決定します。 狙撃兵の

攻撃は 1 個のユニットにしか影響しません。  

 

例：狙撃兵が敵の分隊と指揮官を含むヘクスに対
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する攻撃を宣言した場合、プレイヤーは狙撃兵が

攻撃するユニットを無作為に決定します。  

 

狙撃兵は、他のユニットと同じように射撃されま

すが、砲兵／迫撃砲射撃と敵狙撃兵による射撃を

除くすべてのユニットからの攻撃に対して、ヘク

スの目標修正値(TM)（最大+8、5.5 参照）が 2 倍

になります。 狙撃兵は、MMC や他の SMC とス

タックすることができますが、そうしたときに特

殊な目標修正値(TM)を失います。 MMC や他の

SMC とスタックすると、同じインパルスで攻撃す

ることができますが、インパルス内では別々に射

撃します。 狙撃兵は白兵突撃能力を持たない

(NME)ユニットです。 白兵戦の間に、狙撃兵と同

じヘクスにいる友軍の MMC と白兵突撃能力があ

る SMC がすべて除去された場合、狙撃兵はプレ

イから除去されます。  

 

11.5 戦車指揮官 
戦車指揮官は通常の指揮官と同じよ

うに士気値と指揮修正値を持ってい

ますが、移動力はありません。  

 

戦車指揮官は、彼らが指揮する戦車と運命を共に

する点で独特です。 彼らは負傷することはありま

せんが、混乱することはあります。 これは戦車搭

乗員の混乱を表しています。 彼らの指揮修正値

(LM)は自身の戦車／車輌が行う攻撃にのみ影響

します。  

 

戦車指揮官が自らの車輛を放棄しなければならな

い場合、彼はマップから取り除かれます。  

 

戦車指揮官は、彼らが指揮する戦車のみ回復させ

ることができます。 戦車指揮官が搭乗する戦車は、

すべての目的において戦車指揮官の士気値を持ち、

損害判定や回復判定を実行する際に戦車指揮官の

指揮修正値をロールから引きます。  

 

指揮官が搭乗する車輛は、直接射撃表(DFT)で統

制状態の SMC の列ではなく、装甲車輛または非

装甲車輛の適切なコラムを使って結果を判定しま

す。  

 

戦車指揮官の指揮修正値(LM)は、命中判定ロール

から引くことができ、機関銃射撃のダイロールに

加えることができます（ただし、榴弾火力による

攻撃ダイロールに加えることはできません）。 彼

は同じターンに両方に影響を与えることができま

す。  

 

戦車指揮官は、隣接するヘクスにいる車輛（MMC

／SMC ではなく）をアクティブにすることができ

ます。  

 

11.6 斥候 
斥候は特殊能力を持つ SMC です。 彼

らはステルス移動（6.4 を参照）を使

うことができます。 彼らは自分の視

認ダイロールから 2 を引くことがで

きます。 彼らは移動力の半分を使用した後でも、

自身の火力(FP)から 2 を引くことなく、または砲

撃表(OFT)を使用する支援火器 (SW)の命中判定

ロールに+1 を加えることなく射撃することがで

きます。 彼らは支援火器(SW)の操作を支援する

ことができますが、上記の斥候能力をすべて失い

ます。 白兵戦で、斥候は固有火力 0 の MMC（8.3）

として戦います。  

 

斥候と一緒に移動するユニット（同じインパルス

の間中スタックしている）は、深い／浅いジャン

グル、森、林、麦畑、または高い草地ヘクスを 1 

MP の移動コストで移動できます。  

 

斥候は、照明弾（20.2）を含む、盤外砲兵支援や

盤上の迫撃砲射撃を要請することができます。  
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12.0 スキル 
スキルは、それを所有する SMC また

は MMC に独自の特性を与えます。 

スキル・カウンターはそれを所有する

ユニットの下に置きます。 いくつか

のスキルは、一度しか使用できない特性や利点を

与えます。 他のものは、シナリオ全体を通して利

益をもたらし、それ以外にも所有者にユニークな

武器や装備を提供するものもあります。 各スキル

の特性と使用可能な時間／方法については、スキ

ル・プレイヤー補助カードで説明しています。  

 

ほとんどのシナリオでは、戦闘序列(OOB)で、ス

キルを指揮官、英雄、または MMC にあらかじめ

割り当てています。 ユニットにスキルが割り当て

られていないか、誕生する際にスキルを引けない

（11.2 英雄）場合、そのユニットはスキルを持ち

ません。  

 

シナリオの戦闘序列(OOB)で割り当てられていな

いすべてのスキル・カウンターを不透明なカップ

に入れ、英雄誕生（11.2）時に選択します。 使用

済みスキル（使い捨てのもの、または戦死した

SMC／MMCからのもの）がカップに戻されます。  

 

13.0 国籍による特性 
各陣営の国籍による特性は、モジュール固有のル

ールで示されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0 砲兵器 
砲兵器は、カウンター

の裏側に命中判定表が

あります。 砲兵器は白

兵戦で使用できません。 

砲兵器は、バズーカやパンツァーファウストなど

の支援火器(SW)、57mm および 75mm 対戦車

砲（ATG）のような火器チーム、シャーマン戦車

の 75mm 砲のような車載砲を含みます。  

 

戦車砲、個別の支援火器(SW)、または火器チーム

(WT)であるかどうかにかかわらず、砲兵器はヘク

ス内の他のユニットとは別に射撃します。 同じヘ

クスから射撃を行っている他のユニットと同じ目

標を射撃する必要はありません。  

 

14.1 砲兵器による射撃 
車輛ユニットと非車輛ユニットの両方を含むヘク

スを射撃する砲兵器は、特定の車輛またはヘクス

内のすべての非車輛目標のどちらかを攻撃対象に

しなければなりません。  

 

火器チーム(WT)および車載砲は、

カウンターの角にある赤い三角形

で示される車輛前方射界を通して、

または旋回砲塔に搭載されている

砲が車輌前方射界を通さず射撃す

る場合、砲身マーカーで示される砲塔前方射界を

通して射撃しなければなりません。 次のページで、

射界図を使って射界を示します。  
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各砲兵器には、3 列に分けて記載

された射程があり、カウンターの

裏に印刷されています。 （複数の

砲兵器を搭載した車輛または火器

チームの命中判定表は、それぞれ

の砲兵器の諸元を記述するスラッシュ（/）で区切

られた数字(#s)が印刷されています。 対空（AA）

ユニットのような他のユニットは、スラッシュで

区切られた黒と青の数字が印刷されています

（19.1））。 これらの射程のすぐ下には、命中ナン

バーが印刷され、命中ナンバーの下には、貫徹値

が印刷されています。 攻撃側は、目標までの距離

と同じかそれより大きい最も左にある列の射程を

使用します。 射撃が目標に命中したかどうかを判

定するには、2d6 をロールし、砲兵器カウンター

の適切な射程／列の命中ナンバーで結果を参照し

ます。  

 

ダイスロールは、目標がいる地形の目標修正値を

加えることで修正され、射撃側から目標までを辿

る LOS が通過する妨害地形ヘクス（またはそれ

以外で、開豁地形ヘクスの一部である妨害地形の

シルエットを横切る）毎に 1 が加えられ、砲撃表

（OFT）に記載されているその他の修正値も適用

されます。  

適用可能な修正値で修正された後のロールが命中

ナンバーと同じかそれより小さい場合、目標に命

中します。 ロールが 2 のときは常に命中としま

す。 ロールが 12 のときは常に外れです。  

 

目標が車輛でない場合は、ただちに砲兵器の榴弾

火力に 1d6 を加えたもので攻撃されます。 榴弾

火力がアスタリスク（*）である場合、その砲兵器

は非車輛目標を攻撃することができません。 目標

がいるヘクスの目標修正値は、この榴弾火力を修

正せず、指揮修正値も適用しません（訳注：先だっ

て行った命中判定に繰り込まれているからです）。 

防御側は 1d6 をロールし、それを攻撃側のダイロ

ールと比較します。 攻撃側の修正後ダイロールが

防御側のダイロールと同じかそれより小さい場合、

その射撃は効果なしです。  

 

攻撃側の修正後のダイロールが防御側のダイロー

ルよりも大きい場合、各防御ユニットは 1d6 をロ

ールして、攻撃側の修正後ダイロールと防御側の

ダイロールの差を加えて、損害判定を行うために

直接射撃表を参照します。  

 

目標が車輛の場合は、適切な射程の列の貫徹値 + 

1d6（修正後の貫徹値、MPV）と、車輛の命中面

（14.1.3）の装甲値 + 1d6 （修正後の装甲値、

MAV）を比較します。  

 

MPV が MAV より大きい場合、目標は破壊され

ます（ヘクスに残骸マーカーを置きます）。 攻撃

側が 1 をロールし、目標が 6 をロールした場合、

砲弾が不良であったとみなし、目標は影響を受け

ません。 攻撃側が 6 をロールし、目標が 1 をロ

ールした場合、砲弾は致命的な命中となり、目標

は破壊されます。  

 

目標車輌が破壊されるたびに、1d6 をロールしま

す：結果が 1 の場合は、統制状態の操作班を残骸

の上に置いて、移動済みマーカーを載せます。 そ

の他の結果の場合、乗員は車輌と共に撃破された

ものとみなします。  
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14.1.1 貫徹しなかった命中弾 

攻撃側の MPV が車輛の MAV に等しい場合、車

輛は士気チェック（2d6）を要求されます。 車輌

が士気チェックに失敗した場合、乗員は車輛を放

棄します。 混乱した操作班カウンターを車輌があ

るヘクスに置いて移動済みマーカーを載せます。 

放棄された車輛は放棄マーカーを載せたまま盤上

に残りますが、どちらの陣営も使用することはで

きません。 車輛が士気チェックに成功すると、車

輛は混乱状態になります。 これは、士気チェック

に成功したときに、ユニットが混乱状態になる唯

一の例です。  

 

攻撃した火器が MMC の支援火器として射撃され

ている場合、MMC は、可能であれば、17.2 で説

明するように車輛に近接突撃をしかけることもで

きます。  

 

攻撃側の MPV が目標のMAVより小さい場合も、

車輛は士気チェック（2d6）を要求されます。 こ

のロールをとるとき、射撃火器の MPV と目標の

MAV の差をとり、それを士気チェックのダイス

ロールから引きます。 従って、MPVが4 であり、

命中個所における MAV が 10 の場合、士気チェ

ックロールから 6 を引きます。 士気チェックに

失敗した場合、車輛は混乱状態になります。 士気

チェックに成功した場合、射撃は効果なしです。 

修正前のダイスロールが 12 のとき、ユニットの

士気値やダイスロール修正値にかかわらず、車輛

は混乱状態になります。 既に混乱状態の車輛が、

もう 1 度混乱の結果を受けると車輛は放棄されま

す。  

 

14.1.2 非装甲車輛への命中弾 

砲兵器の攻撃が、非装甲車輛または装甲車輛の非

装甲面に命中した場合、車輛は破壊されます。  

 

14.1.3 角度と命中部位の影響 

車輛の装甲の厚さは様々です。 正面装甲は通常最

も厚く、側面装甲はそれほどでもなく、背面装甲

は最も弱いものです。 したがって、射撃が目標に

当たったかどうかより、命中した場所（正面、側

面、または背面）を知ることの方が重要です。 命

中個所判定図を参照して、命中面を決定してくだ

さい。  

 

命中弾の効果を決定するために、射撃火器の MPV

と、命中個所の MAV とを比較します。 命中弾の

進入路が、ちょうど命中面（例えば、側面と背面）

の間のラインをたどる場合、命中個所は、射撃側

にとって最も有利な部位に当たると考えます。  

 

命中判定ロールが 2 より大きな偶数の場合で、目

標が砲塔を持っているとき、砲弾は砲塔に命中し

ます。  

 

目標が砲塔を持っている場合、砲塔の装甲値を使

って目標の装甲が貫徹されたかどうかを判定しま

す。 目標が砲塔を持っていない場合、これは無視

して、車体装甲値を使って貫徹判定を行います。  
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14.2 特殊砲弾 
カウンターの裏に、赤い円で囲まれた H の文字を

持 つ 砲 兵 器 は 、 対 戦 車 榴 弾 （ HEAT ： High 

Explosive Anti-Tank）を主要な弾薬として射撃

します。  

 

14.2.1 HEAT の歩兵への影響 

対戦車榴弾（カウンターの裏にある、

赤い円の中の H で示されています）

を発射する火器は、開豁地にいる歩兵

や木／岩の後ろに隠れる歩兵に有効

ではありませんでした。 このルールは、その状況

を説明しています。  

 

対戦車榴弾を主に発射する砲兵器は、建物、小屋、

掩蔽豪、または洞窟以外の場所にいる歩兵を攻撃

するとき、榴弾火力から 1 を引きます。 榴弾火力

から 1 を引くのであり、命中判定ロールからでは

ないことに注意してください。  

 

14.3 目標の補足 
パンツァーファウスト、

PIAT、バズーカのような支

援火器を含む砲兵器が、目

標を射撃したものの破壊で

きなかった場合、目標に射撃ユニットと同じアル

ファベットが印刷された -1 補足マーカーを、射

撃ユニットには補足中マーカーを置きます。 

14.1 節では、特定の車輛またはヘクス内のすべて

の非車輛目標のいずれかに対して射撃することを

規定している点に注意してください。  

 

目標が移動せず、次のインパルス中に砲兵器が同

じ目標を射撃した場合は、命中判定ロールから 1

を引きます。 砲兵器が再び目標を破壊できなかっ

た場合、目標に -2 補足マーカーを置きます。  

 

目標が移動せず、次のインパルス中に砲兵器が同

じ目標を射撃した場合、射撃の命中判定から 2 を

引きます。 目標が移動した場合、または攻撃側が

目標を変更した場合は、補足マーカー、補足中マ

ーカーを除去します。  

車輛以外のユニットが目標であった場合、捕捉マ

ーカーを除去するためには、車輛以外のすべての

ユニットがヘクスから出なければなりません。  

 

混乱した車輛は、補足中マーカーと補足マーカー

を失います。  

 

補足中マーカーが載せられた射撃ユニットは、同

じアルファベットの補足マーカーが置かれた目標

を視認する必要はありません（10.1）。  

 

15.0 車輌 
LnLT では車輛が重要な役割を果たしています。 

車輛カウンターは 7/8 インチで、カウンターには

プレイするのに必要なすべての情報が記載されて

います。 M5A1 の諸元について次の図で説明し

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車輛はハッチを開いていることも閉じていること

もできます。 この状態は、オープンマーカーとボ

タンマーカーで示されます。  

 

オープン状態の車輛では搭乗員ハッチの一部また

は全部が開いていて、一部の搭乗員は頭と肩を敵

の銃火にさらした状態で乗っています。 ボタン状

前方機銃火力 全周機銃火力 
 (360°) 

榴弾(HE)火力 

士気値 

移動力 

車輛の名称 

兵員の輸送能力 
装甲値 

車体／砲塔 
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態の車輛はすべてのハッチを閉じています。 オー

プン状態の車輛は敵をより良く見ることができま

すが、敵の小火器射撃で搭乗員が負傷を負う可能

性があります。 ボタン状態の車輛は小火器射撃で

損害を受けることはありませんが、オープン状態

の車輛と同じ程度に戦うことはできません。  

 

ボタン状態の車輛は、隣接するヘクスでさえも視

認できません。 車輛は、インパルスの開始時にオ

ープンからボタンへ、またはその逆に切り替える

ことができます。 デフォルトでは、車輛はオープ

ン状態であるとみなされます。 この状態をオープ

ンマーカーで示す必要はありません。  

 

・  車輌名称：は車種を指定する記号です。  

 

・ 移動能力：車輛の移動力（MF）と移動タイプ

です。 3 種類の車輛移動タイプがあります。 

装軌式（T）、路外走行（O）、および路上走行

（R）です。 装軌式は全装軌車輌です。 路外

走行車輛は、ハーフトラックまたは路外走行

が可能な多輪車のいずれかです。 路上走行車

輛は道路上で最高の性能を発揮します。 詳細

については、地形効果表（TEC）を参照してく

ださい。  

 

・ 士気：は車輌ユニットの士気値です。 混乱し

た車輛はボタン状態（全てのハッチを閉じる）

になり、彼らは火器を射撃することができず、

移動力は半減（切り上げ）し、視認できません。 

車輛は自己回復することができ、戦車指揮官

が搭乗している場合、車輛は回復判定で、戦車

指揮官の士気値を使用することができます。 

戦車指揮官はまた、回復判定ダイスロールか

ら自分の指揮修正値を引くことができます。 

車輛は、正の目標修正値を持つ地形にいる場

合、回復判定ダイスロールから 2 を引くこと

ができます。  

 

・ 榴弾（ＨＥ）火力：このボックスで囲まれた値

は、車輛がその主砲で非車輛目標に射撃を命

中させたときに使用される火力です。 「N x」 

が榴弾火力に先行して付いている場合、「N」

は車輛の主砲が同じインパルスで射撃できる

回数を表しています。 主砲を 2 回以上発射で

きる車輛は、同じインパルスに複数の目標に

主砲を撃つことができますが、目標は同じヘ

クスまたは隣接するヘクスにいなければなり

ません。  

 

注：主砲の命中ナンバーと貫通力値は、車輛カウ

ンターの背面にあります。  

 

・ 機関銃火力：これらの下線を引いた値は、車輛

の機関銃（MG）火力を表す抽象的な値です。 

2 火力は 10 ヘクスの射程を持ちます。 4 火

力は 14 ヘクスの射程を持ちます。 数字の後

のアスタリスクは全周に射撃できることを表

していますが、全周機関銃は車輛がオープン

状態のときだけ射撃することができます。  

 

アスタリスクが付いていない機関銃は、砲塔射界

内に、または砲塔のない車輛の場合は、車体の前

方射界内に射撃しなければなりません。 これらの

機関銃の利点は、車輛がオープン状態かボタン状

態かにかかわらず射撃することができることです。  

 

特別な記載がない限り、機関銃を装備した車輛は、

機関銃（一丁以上）とその主砲を、順番は任意です

が、同じインパルスで射撃しなければならず、同

じヘクスに射撃しなければなりません。 同じヘク

スであれば異なる目標を射撃することができます。  

 

複数の機関銃を搭載した車輛は、それぞれ別々に

射撃する必要があります。 火力を合計することは

できません。  

 

・ 後部機関銃：添え字Ｒが付いた機関銃火力を

持つ車輌は、砲塔の後方射界に火力を使用す

ることができます。 これは、砲塔前方射界

（14.0 参照）とは反対向きの射界として定義

されます。  
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この機関銃も、車輛のその他の火器と同じイ

ンパルスに射撃しなければなりませんが、同

じ目標を攻撃する必要はありません。  

 

・ 機関銃火力（選択ルール）：アスタリスクが付

いていない 4 火力 機関銃は、砲塔射界と車輛

前方射界の両方が一致している場合、火力全

体を使って 14 ヘクスの射程まで射撃できま

す。 砲塔射界が車輛前方射界と異なる場合、

車輛の所有プレイヤーは、2 火力を砲塔射界

に、2 火力を車輛前方射界に向けて、最大 10

ヘクスの射程まで、火力を分割して射撃しな

ければなりません。 明らかに、機関銃は異な

る目標を狙わなければなりませんが、すべて

の車載火器は同じインパルスに射撃しなけれ

ばなりません。  

 

・ 装甲（車体／砲塔）：車輛の左側にある 3 つの

数字は、車輛の正面、側面、および背面の装甲

値（上から下に並んでいます）を表します。 ス

ラッシュの前の数字は車体装甲です。 スラッ

シュの後の数字は砲塔装甲です。 数字が 1 つ

だけの場合、車輛に砲塔はありません。  

 
15.1 車輛の向きと移動 
車輛は歩兵と同様に移動しますが、その速度はは

るかに速いものです。 車輛が入ることができない

いくつかの地形タイプがあります。 いくつかの建

物は車輛が進入することで瓦礫になります。 

TEC には完全な詳細情報が記載されています。 

建物を瓦礫に変えた後で車輛が移動力を残してい

れば、移動を続けることができます。  

 

しかしながら、車輛の移動には大きな違いがあり

ます。 車輛は個別に移動しなければなりません

（例外、6.5 協同移動）、同時にアクティブにされ

た車輛は、同じヘクスを通って移動する必要はな

く、同じヘクスで移動を終える必要もありません。  

 

しかし徒歩移動する歩兵と車輌は、彼らのインパ

ルスを一緒に開始して、一緒に終わらせるならば、

一緒に移動することができます。 車輛は匍匐や疾

走移動はできません。 すべての車輛は突撃移動を

行うことができます。  

 

車輛は常に頂点（六角形の 2 つの辺の間の角）に

面していなければなりません。 車輛カウンターの

赤い矢印は、車輛の向きを示します。 移動すると

き、車輛は、赤い矢印が示す頂点の両側にある 2

つのヘクスのうちの 1 つに入ります。 しかし、車

輛はそのヘクス内で旋回することもできます。 コ

ストは頂点ごとに 1ＭＰです。  

 

車輛は敵の車輛を含むヘクスに入ることはできま

せん。  

 

また、車輛は車輛の後方にある 2 つのヘクスの 1

つに入ることによって、逆方向に移動することも

できます。 このような移動では通常の進入コスト

の 2 倍のＭＰが必要です。  

 

例：開豁地ヘクスでの後退には2MPが必要です。  

 

砲塔は、砲身が向いている頂点に正面を向けてい

ます。 砲塔付き車輛が砲塔の向きを変えるために

MP はかかりません。 しかし、砲撃表（OFT）に

砲塔旋回に伴うペナルティが記載されています。  

 

攻撃側が車体を旋回させ、砲撃表で対応するペナ

ルティを被ることを選択しない限り、砲塔は自動

的に旋回して攻撃側の目標に向きます。 車輛の正

面を向いているオープン状態の砲塔を示すのに、

砲塔マーカーは必要ありません。  

 

砲塔マーカーで砲塔の向きを別途示すのは、砲塔

旋回によって砲塔の向きが車体の向きと異なった

時です。  

 

15.2 突撃移動と車輌 
特別な記載がない限り、すべての車輛は突撃移動

（AM）を行うことができます。 突撃移動を使用

している車輛は、移動力の半分まで（端数は切り
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上げます）を消費して、使用可能な機関銃を射撃

（突撃移動ルールに従って火力から 2 を引きます）

できます。 突撃移動を使用している車輛は、それ

らの主砲を射撃することもできますが、砲撃表

（OFT）に示されているように、それらの命中判

定ロールに 2 を加えます。 車輛は突撃移動を使

用して蹂躙攻撃（15.3）を行うことはできません。 

車輛は、突撃移動を使用して、車輛の移動の代わ

りに搭乗者を乗車／降車させた後で射撃を行うこ

とができます。  

 

15.3 蹂躙攻撃（Overrun） 
機関銃やその他の主要火器（主砲）を搭載した車

輛は、開豁地（または他の非水域、オープンタイプ

の地形）、茂み、低い草地、道路、または関連する

モジュール固有の地形ヘクスにいる歩兵（MMC

と SMC）を蹂躙攻撃することができます。 蹂躙

攻撃を実行している車輛は、車輛上部に搭乗者を

跨乗させることはできません。 蹂躙攻撃の対象と

なるユニットは、蹂躙攻撃ヘクスの車輛に対して

機会射撃を行うことはできず、その他のユニット

に対しても機会射撃を行うことはできません。  

 

蹂躙攻撃を行うためには、車輛はヘクスに入るの

に十分な MP を持っていなければならず、蹂躙攻

撃のためにさらに 4 MP が必要です。 車輛がヘ

クスに進入した後、榴弾火力と機関銃火力（アス

タリスクが付いた機関銃火力はオープン状態の車

輛のみ使用可能）を合計し、2 を加え、1d6 をロ

ールします。 戦車指揮官がいればその指揮修正値

を加えます。 防御側は 1d6 をロールし、それを

攻撃側のダイロールと比較します。  

 

明確化：主砲を複数回射撃できる車輛（N×榴弾火

力、N は主砲の射撃回数）は、榴弾火力にその射

撃回数を乗じて蹂躙攻撃火力を計算します。  

 

攻撃側の修正後ダイロールが防御側のダイロール

と同じかそれより小さい場合、蹂躙攻撃は効果な

しです。 攻撃側の修正後ダイロールが防御側のダ

イロールより大きい場合、各防御側ユニットは

1d6 をロールして損害判定を行います。 この時、

攻撃側の修正後ダイロールと防御側の修正後ダイ

ロールの差をダイロールに加え、直接射撃表

（DFT）を参照します。  

 

統制状態の指揮官がいる場合は、指揮修正値が適

用されますが、指揮官は最初に損害判定をしなけ

ればなりません。  

 

蹂躙攻撃の試みに続いて、生き残っている統制状

態の MMC／英雄は、17.1 節で説明するように、

車輛に近接突撃を試みることができます。 反撃側

は既にそのヘクスにいるので、車輛ヘクスに移動

することについての言及は無視してください。 し

かし、近接突撃を試みる MMC／英雄は、近接突

撃の前に士気チェックに成功しなければなりませ

ん。  

 

車輛が近接突撃を生き残った場合、そのヘクスに

残るか、十分な MP を持っていれば移動し続けま

す。 車輛がヘクスに残ることを選択した場合、ヘ

クスに残っているすべての敵歩兵ユニットを、混

乱した火器チームを除いて、所有プレイヤーは隣

接ヘクスに退却させなければなりません。 退却さ

せたユニットには移動済みマーカーを載せます。 

混乱した火器チームは除去されます。  

 

近接突撃で車輛を撃破した場合、ヘクス内にいる

生き残った歩兵（統制状態と混乱状態の両方）は、

それ以上のアクションは必要ありません。  

 

 

15.4 乗員と戦車指揮官 
各車輛には固有の乗員がいます。 車輛が破壊され

た場合（17.1 近接突撃）、乗員は脱出判定を行わ

なければなりません。 1d6 をロールして：結果

が 1 の場合は、統制状態の操作班を車輌残骸の下

に置き、移動済みマーカーを載せます。 その他の

結果の場合、乗員は車輛と共に撃破されます。 近

接突撃によって撃破された車輛の乗員は自動的に

除去します。 車輛が放棄された場合は、そのヘク
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スに混乱した操作班を置き、移動済みマーカーを

載せます。  

 

撃破された、あるいは放棄された車輛の戦車指揮

官（11.5）はプレイから除去します。  

 

15.5 車輛の継続移動 
移動済みまたは突撃移動マーカーが載っている統

制状態の車輛は、次の作戦フェーズまで移動を続

けるかどうかを選択できます。 必要に応じて、管

理フェーズで車輛にマーカーを残しますが、その

場合マーカーを 180 度回転させておきます。 次

の作戦フェーズでは、そのようにマークされた車

輛はその移動を継続しなければなりませんが、突

撃移動に切り替えるか、またはその逆を行えます。 

これにより、目標とされた移動車輛は、砲撃表

（OFT）の命中判定で+1ＤＲＭ、直接射撃表

（ DFT）で-1ＤＲＭをあるターンから別の次タ

ーンに保持することができます。  

 

15.6 車輛サイズと速度による OFT DRM 
車輛を目標とするとき、大型車輛は命中させやす

く、小型車輌は命中させにくいものです。 他の車

輛は、移動するときの速度のために、命中させる

ことが難しくなります。 これらの DRM を含むテ

ーブルをプレイ補助カードで確認してください。 

速度修正値+2 には、砲撃表（OFT）上で移動中の

車輛に既に与えられている+1 が含まれています。  

 

16.0 搭乗者 
搭乗者は、車輛の内側に乗っていても、外側に乗

っていても、車輛カウンターの上に置かれます。  

 

16.1 車輛内の搭乗者 
「P」と記載された車輛（P車）は、

半個分隊を1個、支援火器を1個、

SMC を 1 人まで運ぶことができ

ます。 「PP」と記載されている車

輌（PP 車）は、分隊を 1 個（ま

たは同等のスタッキングポイントを持つ物）、支援

火器を 2 個、および SMC を 2 人まで運ぶことが

できます。 どちらの場合でも、これらの搭乗者は

車輛の中に乗っているとみなされます。 PP 車ま

たは P 車に搭乗している混乱した搭乗者は降車さ

せる（彼らは車内にいるのです）必要はありませ

ん。 しかし、所有プレイヤーは彼らを降車させる

ことを選択することもできます。  

 

口径が 20 mm を超える砲の火器チームは、シナ

リオ特別ルールまたはモジュール特別ルールで許

可されている場合を除いて輸送できません. 

 

16.1.1 脱出判定 

車輛が破壊された場合（17.1 近接突撃を除く）、

輸送されていた各カウンターは脱出判定として

1d6 をロールします。 ダイロールが偶数のとき、

MMC と SMC を混乱側に裏返して、残骸がある

ヘクスに配置し、移動済みマーカーを載せます。 

ダイロールが奇数のとき、MMC と SMC を除去

します。 支援火器もまた、偶数ダイロールで生き

残り、奇数ダイロールで除去されます。 当たり前

ですが、支援火器が混乱することはありません。  

 

近接突撃によって車輌が破壊されたとき、搭乗者

は自動的に除去されます。  

 

16.2 車輌の上に乗る搭乗者 
「PO」と記載された車輛（PO 車）

は、半個分隊を 1 個、支援火器を

1 個、SMC を 1 人まで運ぶこと

ができます。 「PPO」と記載され

ている車輌（PPO 車）は、分隊を

1 個（または同等のスタッキングポイントを持つ

物）、支援火器を 2 個、および SMC を 2 人まで

運ぶことができます。 しかし、この場合、搭乗者

は車輛の外側（車輛の上）に乗っているとみなさ

れます。  

 

車輛が（機関銃ではなく）砲を射撃した場合、搭乗

者は直ちに降車して、移動済みマーカーを載せら
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れます。 そして、混乱状態にならないためには士

気チェックに成功しなければなりません。  

車輌から降車する（自発的にでもそうでなくても）

搭乗者は、機会射撃の対象となります。 輸送車輛

が生起した攻撃は、降車する歩兵に対する機会射

撃の前に解決されます。  

 

車輌の上に搭乗者を載せた車輌に砲が命中し、車

輛が破壊されず、乗員が車輌を放棄もしなかった

場合、搭乗者は直ちに降車しなければなりません。 

降車した搭乗者は移動済みマーカーを載せられま

す。 そして、混乱状態にならないためには士気チ

ェックに成功しなければなりません。 彼らが乗っ

ていた車輛が破壊された場合、16.1.1 で説明した

ように搭乗者は脱出判定をしなければなりません。  

 

車輛の上に乗っている搭乗者は、17.2 で示すよう

に、小火器で攻撃を受けることがあります。 車輌

はオープン状態である必要はありません。 車輛

（外部）の上に乗っている混乱した搭乗者はすぐ

に降車しなければなりませんが、混乱しなかった

搭乗者は降車するか車輌の上に留まるかを選択す

ることができます。 降車したユニットに移動済み

マーカーを載せます。  

 

P 車輛または PP 車輛内に乗っている混乱した搭

乗者は（彼らは車輌の中にいるため）降車する必

要はありません。 しかし、所有プレイヤーは彼ら

を降車させることを選択することもできます。  

 

車輛の上に乗っている搭乗者は、固有火力で攻撃

可能な目標に対して射撃することができます（支

援火器は使えません）。 車輛が移動していない場

合はユニットの固有火力から 1 を引き、車輛が移

動している場合（移動済みマーカーまたは突撃移

動マーカーが載せられている）はユニットの固有

火力から 2 を引きます。 ユニットは、車輛の移動

中、いつでも射撃することができます。 そうして

射撃したユニットには、射撃済みマーカーを載せ

ます。  

 

例：移動する戦車の上に乗っているアメリカ軍 2-

6-4 空挺分隊は、0 火力（2 - 2 = 0）で射撃しま

す。  

 

車輛の上に乗っているユニットは、車輛の移動や

突撃移動とは別のインパルスに射撃することがで

きます。  

 

16.3 放棄された車輛の搭乗者 
放棄された車輛の搭乗者は降車して士気チェック

を行います。 士気チェックに失敗すると、ユニッ

トは混乱します。 降車したユニットに移動済みマ

ーカーを載せます。  

 

16.4 乗車と降車 
車輛に搭乗する、または車輌から降車するには、

車輛と分隊の両方が移動力の半分（切り上げ）を

使う必要があります。  

 

ユニットは、乗車する車輛と同じヘクスで作戦フ

ェーズを開始する必要はありません。 車輛への搭

乗／積載を行うには、そのインパルスに車輛をア

クティブにします。  

 

車輛がユニットの輸送を実行しているインパルス

中、車輛の移動力の半分が残っている限り、任意

の時点で車輛がいるヘクスに、ユニットを降車さ

せることができます。 

 

搭乗者は降車しているヘクス内で射撃を受けるこ

とがあります。 車輛が突撃移動をしている場合、

その移動力の一部は乗車や降車手順で使われるこ

とに注意して下さい。  

 

降車するユニットは、その輸送車輛とは別に移動

することができます。  

 

例：1-6-4 分隊が戦車から降り、同じインパルス

に開豁地を 2 ヘクス移動します。 戦車（10 移動

力）は、5 移動力を使って任意の方向に移動しま

す。  
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この例は、同じインパルスに、同じヘクスから移

動するユニットは一緒に移動しなければならない

というルールに対する例外です。 移動済みマーカ

ーは、歩兵が降車したらその上に載せます。 歩兵

は移動を終了し、車輛は移動を続けることができ

ます。  

 

訳注：個別に移動しなくても降車したら移動済みマーカーを載せ

ます。しかし、半分の移動力で移動することができます。 

 

突撃移動が可能なユニットは、突撃移動を使用し

て降車し（させ）、その後に射撃することができま

すが、次のターンまで降車し（させ）たヘクスを出

ることは禁止されます。  

 

歩兵は混乱した車輌から降りることができますが、

混乱した車輌は歩兵が降車するターンには移動で

きません。 歩兵は、現在のターンで既に移動して

いる混乱した車輛からは、16.2 によって歩兵の強

制降車による降車を除いて、降車することはでき

ません。  

 

 

17.0車輛 対 歩兵と砲兵 
歩兵は装甲戦闘車輛に対して無力と言うわけでは

ありませんでした。 第一次世界大戦の後半から、

彼らは兵士が携行できる様々な対戦車火器を所持

していました。  

 

しかし、これらの武器がなくとも、歩兵は装甲戦

闘車輌を効果的に破壊することができました。  

 

17.1 近接突撃 
MMC（WT ではない）、英雄、または支援火器で

武装した指揮官は、車輛のヘクスに移動すること

で敵の車輛を攻撃することができます。 混乱した

車輛は近接突撃で自動的に破壊されることはなく、

追加のペナルティを受けることもありません。  

 

車輛は、アクティブかどうかにかかわらず、近接

突撃で常に防御することができます。 歩兵ユニッ

トがアクティブかどうかにかかわらず白兵戦で常

に防御できるのと同じです。  

 

白兵突撃能力がある敵ユニットが対象車輛のヘク

スにいる場合、下記の点を除いて、車輛に近接突

撃を行うことはできません。  

 

車輛の内にいる搭乗者は近接突撃を妨げませんが、

車輛の上に乗っている統制状態の搭乗者は近接突

撃を妨げます。 味方の戦車ユニットと同じヘクス

にいる混乱したユニットは、移動してきた敵ユニ

ットによって自動的に除去されませんが、車輛が

破壊された場合、混乱ユニットは除去されます。  

 

 

ユニットは近接突撃の前に車輛に隣接して移動で

きます。 彼らは車輌に隣接してインパルスを開始

する必要はありません。 近接突撃は、ヘクス内の

ユニットのアクティブ化に関しては移動の一種で

す。 つまり、このインパルスに、このヘクスから

移動出来るのは近接攻撃ユニットだけです。  

 

車輛がいるヘクスへ入る前に、MMC、英雄、およ

び帯同する指揮官は、突撃前士気チェックに成功

しなければなりません。 ユニットが正の目標修正

値（TM）を持つヘクスを経由して車輛のヘクスに

入る場合、ダイスロールから 2 を引くことができ

ます。  

 

指揮官が最初にチェックします。 彼が成功すれば、

彼は自分の指揮修正値（LM）を使って、士気チェ

ックを行う他の MMC（英雄ではない）を支援す

ることができます。 士気チェックに失敗したユニ

ットは、士気チェックに先立って占有していたヘ

クスに残ります。 士気チェックに失敗したユニッ

トが移動している場合は、移動済みマーカーをそ

の上に載せます。 そうでない場合は、士気チェッ

クに失敗したユニットに Ops Complete マーカ

ーを載せます。 この士気チェックに失敗しても、
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彼らは混乱しません。 彼らは単に近接突撃に参加

していないだけです。 対戦車支援火器を持たない

指揮官（下記参照）だけが士気チェックに成功し

た場合、彼は他のユニットと共にそのヘクスに残

り、Ops Complete マーカーを載せられます。 対

戦車支援火器を持つ指揮官だけが成功した場合、

彼は自分自身で近接突撃を実行することができま

す。  

 

次に、近接突撃を行う MMC／英雄を車輛のいる

ヘクスに移動させます。 そして、各 MMC／英雄

は個別に戦車に対して近接突撃を実行します。  

 

近接突撃を行う MMC／英雄は、固有火力、彼ら

に帯同する指揮官の指揮修正値、およびいずれか

1 つの対戦車支援火器（バズーカなど）、火炎放射

器または鞄爆弾の榴弾火力を追加します。  

 

対戦車支援火器を持たないユニットも、車輛に対

して近接突撃を実行することができます。 指揮官

の指揮修正値は、1 ユニットの近接突撃を支援す

るだけです。 防御側の車輛は 1d6 をロールし、

車輛カウンターに印刷されている最も低い装甲値

（通常は車体背面）を追加します。 近接突撃側の

ダイロールが車輛のダイロールより大きい場合、

車輛は破壊されます。 ヘクスに残骸マーカーを置

き、近接突撃側を行った分隊に白兵戦マーカーを

載せます。  

 

例：2-6-4 分隊は、最も低い装甲値が 0 の戦車に

近接突撃を行います。 分隊はダイロールに固有火

力 2 を加えます。 戦車の所有者は彼のダイロー

ルに 0 を加えます。 分隊の修正後ダイロールが

戦車のダイロールよりも大きい場合、戦車は破壊

されます。 ヘクスに残骸マーカーを置き、攻撃側

の分隊に白兵戦マーカーを載せます。  

 

攻撃側 MMC、英雄または支援火器で武装した指

揮官毎にこのプロセスを繰り返しますが、指揮官

の指揮修正値は攻撃スタックに複数の指揮官が存

在する場合を除いて、1 個の MMC の攻撃だけし

か支援できないことを思い出してください。  

 

車輛が破壊された場合、操作班と搭乗者も除去さ

れ、車輛がいたヘクスに残っている近接突撃を実

行した MMC／SMC には白兵戦マーカーが載せ

られ、そしてヘクスにいる近接突撃能力を持たな

い敵ユニットは除去されます。 車輛が破壊されな

かった場合、近接突撃を行った MMC／英雄は、

近接突撃を開始した（隣接）ヘクスに戻され、移動

済みマーカーを載せられます。  

 

蹂躙攻撃に続く近接突撃が失敗した場合、彼らは

所有プレイヤーの選択した隣接ヘクスに退却しな

ければなりません。  

 

2 輌の車輛がいるヘクスに近接突撃を行うユニッ

トは、近接突撃を 2 回実行する必要があります。 

最初の車輛に対する近接突撃が成功した場合、2

回目の近接突撃前の指揮チェックを行う必要があ

ります。 2 回目の近接突撃前の指揮チェックに失

敗したユニットは、元の近接突撃を開始したヘク

スに戻ります。  

 

相手インパルス中、あなたのユニットがいるヘク

スを通って移動する敵車輛に機会射撃として近接

突撃を行うことはできません。  

 

17.2 小火器 対 装甲車輛 
小火器はカウンターの裏に命中ナンバーを持たな

い武器で、砲撃表を使用しません。 例としては、

機関銃、火炎放射器、鞄爆弾（いや、小火器じゃな

いけどこの文脈では小火器に分類するよ）と分隊

の固有火力（IFP）です。  

 

これらのユニットは、固有火力（IFP）と支援火器

を使用して、非装甲車輛、上部開放型（オープント

ップ）装甲車輛、ハッチを開いた装甲車輌を攻撃

することができます。 装甲車輌は、カウンターに

装甲値が印刷されている車輛です。 それとは対照

的に、非装甲車輌は装甲値の代わりにアスタリス
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クが印刷されています。  

 

車輛ユニットと非車輛ユニットの両方を含むヘク

スへの小火器射撃は、特定の車輛またはヘクス内

のすべての非車輛目標のどちらかを目標にしなけ

ればなりません。  

 

搭乗者は車輌の中または上に搭乗中の時は車輛の

一部とみなされます。  

 

戦闘解決（5.0）は、射撃戦闘ルールで述べたもの

とほぼ同じです。 攻撃側ユニットは、射程と LOS

の要件を満たさなければなりません。 攻撃側ユニ

ットの火力を合計して 1d6 ロールに加えられま

す。 攻撃側の火力は、直接射撃表のダイロール修

正で示されているように修正されます。 目標車輛

は 1d6 をロールします。 車輛は、そのヘクス地

形の目標修正値を加え、車輛カウンターの最も低

い装甲値（通常は車体背面）をそのダイロールに

加えます。 攻撃側の修正後ダイロールが防御側の

修正後ダイロールと同じかより小さい場合、その

射撃は効果なしとなります。 攻撃側の修正後ダイ

ロールが防御側の修正後ダイロールよりも大きい

場合、目標車輛と乗車中のすべての搭乗者は損害

判定を行わなければなりません。 車輛がハッチを

閉じている場合、車輛の外部に搭乗している兵員

だけが損害判定を行います。 1d6 をロールし攻

撃側の修正後ダイロールと防御側の修正後ダイロ

ールの差を加えて、直接射撃表を参照します。 統

制状態の戦車指揮官が存在する場合、目標車輛の

士気値の代わりに彼の士気値を使用します。  

 

搭乗者である歩兵指揮官は、搭乗者の損害判定か

ら指揮修正値を引くことができますが、最初に自

分の損害判定に成功しなければなりません。  

 

車輌外部に乗っている混乱した搭乗者は直ちに降

りなければならず、混乱しなかった搭乗者は彼ら

と一緒に降りるかどうかを選ぶことができます。 

降車したユニットに移動済みマーカーを載せます。  

 

P 車輛または PP 車輛内に乗っている混乱した搭

乗者は（彼らは車輌の中にいるため）降車する必

要はありません。 しかし、所有プレイヤーは彼ら

を降車させることを選択することもできます。  

 

17.3 小火器 対 非装甲車輌 
非装甲車輌には装甲値の代わりにアスタリスクが

印刷されています。 2 つの例外を除いて、非装甲

車輌を攻撃する手順は、装甲車輌を攻撃する手順

（17.2）と同じです。  

 

例外 1：小火器は常に非装甲車輛に対して射撃す

ることができます。 車輛がハッチを開けている必

要はありません。  

 

例外 2：直接射撃表の結果には、破壊が含まれま

す。 攻撃ユニットの火力が合計され、1d6 に加

えられます。  

攻撃側ユニットの火力を合計して 1d6 ロールに

加えられます。 攻撃側の火力は、直接射撃表のダ

イロール修正で示されているように修正されます。 

目標車輛は 1d6 をロールします。 車輛は、その

ヘクス地形の目標修正値を加えます。 攻撃側の修

正後ダイロールが防御側の修正後ダイロールと同

じかより小さい場合、その射撃は効果なしとなり

ます。 攻撃側の修正後ダイロールが防御側の修正

後ダイロールよりも大きい場合、目標車輛と乗車

中のすべての搭乗者は損害判定を行わなければな

りません。  

 

目標車輌と全ての搭乗者の両方が 1d6 をロール

します（車輛が先にロールします）。 攻撃側の修

正後ダイロールと防御側の修正後ダイロールの差

を加えて、直接射撃表（DFT）を参照します。  

 

統制状態の戦車指揮官が存在する場合、目標車輛

の士気値の代わりに彼の士気値を使用します。 車

輌の上に乗っている搭乗者は、17.2 で説明したよ

うに損害判定を実行します。 思い出してほしいの

は、車輛外部に乗っている混乱した搭乗者は降車

する必要がありますが、車輛内部（PP または P 車
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輌の搭乗者）に乗っている混乱した搭乗者は降車

する必要はありません。  

 

いくつかの例では、車輛の面の 1 つ（通常は後部）

が非装甲で、他は装甲を持っている場合がありま

す。 この場合、射線が通る車輛の面に適した手順

を使用してください。 言い換えれば、歩兵が装甲

のない面を通して射撃した場合、小火器 対 非装

甲車輌のルールを使用します。  

 

歩兵が装甲を持った面を通して射撃する場合は、

小火器 対 装甲車輛のルールを使用します。  

 

17.4 迫撃砲、砲兵 対 装甲車輛 
盤上の迫撃砲や盤外砲兵（18.0）は、小火器射撃

と同じように車輛に影響を及ぼします。 しかし、

ハッチを開いた状態と閉じた状態の両方の装甲車

輌は、最も低い装甲値と目標修正値を 1d6 に加

え、攻撃者の火力を 1d6 に加えて比較します。 

装甲がない面を持った装甲車輌は非装甲車輌であ

るかのように攻撃されます。  
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18.0 間接射撃 
上で説明した直接照準式の砲兵器とは異なり、間

接射撃兵器は自身の目標を自身で見ても、あるい

は自身で見なくても良く、その代わりに砲弾を曲

射弾道で山なりに撃ち出すことができます。 間接

射撃は直接射撃表を使用します。  

 

盤外砲兵や迫撃砲射撃などの間接射撃は、常に建

物のすべてのレベル（階）を攻撃し、掩蔽豪または

洞窟を含むヘクスでは、掩蔽豪または洞窟の内側

と外側にいるユニット（訳注：の両方）を攻撃しま

す。 ダイロールは 1 回で、それぞれに応じて目標

修正値を調整してください。 丘ヘクス（任意のレ

ベル）または壁ヘクスサイドのヘクスにいる間接

射撃および迫撃砲射撃の目標は、正の目標修正値

を受けることができません。 狙撃兵の目標修正値

は、間接射撃や迫撃砲射撃に対しては 2 倍になり

ません。  

 

LnLT には、盤上と盤外両方の間接射撃兵器が含

まれています。 盤上のカウンターは、軽迫撃砲の

ような盤上に配置される兵器を表します。 盤外の

砲兵器は、より大口径の迫撃砲から野戦砲に至る

様々なものがあります。  

 

18.1 盤上の迫撃砲 
迫撃砲は、建物、掩蔽豪、森林、深

いジャングル、および、その他該当

するモジュール固有のヘクスから射

撃することはできません。  

 

盤上の迫撃砲は、5.0 章に従って、射程内にあり

LOS が通り、視認したヘクスにいる目標に直接 

射撃することができます。 2d6 をロールして、

より大きいロールの方を選択して、それを迫撃砲

の火力に加え、射撃を解決します（上記を除いて、

すべての直接射撃表の修正を適用します）。  

 

迫撃砲はまた、指揮官／斥候の LOS が通り視認

したヘクスに対して間接的に射撃することができ

ます。 指揮官／斥候は、現在のインパルス中に視

認されたヘクスに対して、盤上の迫撃砲射撃を要

請することができます。 しかし、指揮官は、盤上

の迫撃砲射撃を呼び出した同じターンの直撃射撃

に指揮修正値を加えることはできません。  

 

指揮官／斥候が迫撃砲射撃を要請するとき、射撃

を行う迫撃砲は目標ヘクスへの LOS を持つ必要

はありませんが、目標はその射程内でなければな

りません。 目標のヘクスを宣言し、迫撃砲射撃を

要請した指揮官／斥候に Ops Complete マーカ

ーを載せ、2d6 をロールします。 ロールの高い

ほうを選んで迫撃砲の火力に加えて、攻撃を解決

します。 指揮官の指揮修正値は、間接射撃をする

迫撃砲の火力に影響を及ぼさず、妨害地形によっ

て火力が減少することもありませんが、壁や丘の

目標修正値（目標ヘクスの目標修正値を含む）を

除く他の直接射撃表の修正は適用されます。 攻撃

の後、効力射（FFE）マーカーを目標ヘクスに置き

ます。 効力射（FFE）マーカーは管理フェーズま

で盤上にとどまり、そのヘクスに新たに入ってき

たユニットを攻撃します。  

 

迫撃砲は機会射撃を実行できません。  

 

盤上の迫撃砲による効力射（FFE）マ

ーカーが置かれたヘクスは、LOS 判

定目的で、すべてのレベルで妨害地形

と見なします（直接射撃表または砲撃

表の修正値を適用します）。 したがって、2 個以

上のそのようなヘクスを通る LOS はブロックさ

れます。  

 

18.2 盤外砲兵 
盤外砲兵（OBA）が使用可能かどうかは、シナリ

オまたはイベントパラグラフ内に示されています。 

支援砲撃を要請するには、友軍の指揮官／斥候が

インパルスを使用して、自分の LOS 内のいずれ
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かのヘクスに射弾観測(Spotting Round)マーカ

ーを配置します。  

 

ヘクスは視認される必要はありません。 

指揮官／斥候の目標ヘクスへの LOS

が２個より多い妨害地形を通過するか、

2 個より多い開豁地形内の妨害地形シ

ルエット上を通過するとブロックされます。 マー

カーを置いた後、2d6 をロールします。  

 

指揮官／斥候の LOS が通過した妨害地形ヘクス

の数を白いダイに追加し、指揮官の指揮修正値を

白いダイから引き、修正後の白いダイの合計（白

いダイのロール + 妨害地形数 – 指揮修正値）を

2 で割ります（端数は切り上げます）。  

 

これは、弾着が所望のヘクスからどれだけ離れて

いるかを示します（訳注：弾着の偏差）。 色付きダ

イは、砲弾がずれる方向です。 1 は北に、2 が北

東になるように．．．、もし真北を示すのがヘクス頂

点でヘクスサイドでない場合は、右側で調整しま

す。  

 

偏差ダイロールによって示されたヘクスに射弾観

測マーカーを置きます。 このヘクスが指揮官／斥

候の LOS 内にない場合、射弾観測マーカーを除

去し、指揮官／斥候に Ops Complete マーカーを

載せます。  

 

それ以外の場合、指揮官／斥候は、LOS 内にある

任意の方向にマーカーを 1 ヘクス移動させること

や、支援砲撃を中止することができます。 指揮官

／斥候が支援砲撃を続行することを選択した場合

は、射弾観測マーカーを目的の方向に移動してか

ら、それを効力射（FFE）マーカーと置き換えま

す。 支援砲撃任務は、効力射（FFE）マーカーが

盤上に置かれたときにのみ完了したとみなされま

す。  

 

効力射（FFE）マーカーは、シナリオまたはイベン

トパラグラフで示された火力で、攻撃ヘクス内の

すべてのユニット（敵と味方）とすべての 6 つの

隣接ヘクスを即座に攻撃します。 ロールはヘクス

毎に行います。 指揮修正値は火力には影響しませ

んが、目標ヘクスの目標修正値を含む他の直接射

撃表の修正値（壁／丘を除く）は適用されます。  

 

効力射（FFE）マーカーは、管理フェーズまで盤上

にとどまり、白兵戦下にあるヘクスを含めて、そ

のヘクスまたは隣接する 6 つのヘクスに入ってく

るユニットを攻撃します。 以前に攻撃されたユニ

ットが新しい FFE ヘクスに移動すると、それは再

び攻撃されます。 ユニットが敵ユニットを含む

FFE ヘクスに入った場合は、まず進入ユニットに

対して FFE 攻撃を実行し、それから、進入ユニッ

トが生き残っていれば白兵戦を実行します。 進入

ユニットが FFE によって白兵突撃能力がない状

態（NME）にされると、8.0 章 白兵戦に従って、

ユニットは除去されます。 これはすべて 1 つの

インパルスで起こることに注意してください。  

 

指揮官／斥候が支援砲撃任務を中断することを決

定した場合、射弾観測マーカーを除去します。 こ

れは支援砲撃を中止するものではありません。 そ

れは後のターンに再び試みることができ、別のイ

ンパルスで他の指揮官／斥候によって再び試みる

ことができます。 その指揮官／斥候のインパルス

は終わりです。 指揮官／斥候だけが間接射撃を要

請することができます。 指揮官は支援砲撃を要請

した同じターンの直撃射撃に自身の指揮修正値を

加えることはできません。  

 

盤外砲兵の効力射（FFE）マーカーが置かれたヘ

クスと 6 つの隣接ヘクスは、LOS 判定目的での

み妨害地形とみなされます（直接射撃表または砲

撃表の修正値を適用します）。 したがって、2 個

以上のそのようなヘクスを通る LOS はブロック

されます。 これらの 7 ヘクスは全てのレベルに

おいて妨害地形となります。  

 



 

50 
 

 

18.3 盤外砲兵支援の制限 
シナリオ特別ルールで特に明記されていない限り、

盤外支援砲撃は順次呼び出されます。 言い換えれ

ば、シナリオで 2 つの支援砲撃を受け取った場合、

2 人の指揮官あるいは指揮官／斥候がいても、支

援砲撃を同時に呼び出すことはできません。 次の

支援砲撃のための射弾観測マーカーを置く前に、

1 つの支援砲撃を解決しなければなりません。 し

かし、2 つの異なるフォーメーションが両方とも

盤外支援砲撃（例えば、同じ大隊の A 中隊と B 中

隊）を与えられた場合、彼らは支援砲撃を同時に

呼び出すことができます。  

 

指揮官は、盤外支援砲撃任務を指揮するのと同じ

インパルスで、射撃戦（5.0.1）に彼らの指揮修正

値を加えることはできません。  

 

訳注：前述のとおり、盤外支援砲撃任務を指揮した指揮官

は、同じターンの別のインパルスの直接射撃にも指揮修正

値を適用できません。 

 

19.0航空機 
これらの 1960 年以前の LnLT ルールには、固

定翼航空機のルールが含まれていますが、1960

年以前のすべてのモジュールに固定翼航空機が登

場するわけではありません。  

 

19.1 固定翼航空機 
シナリオによっては、プレイヤー

は固定翼航空機による航空支援を

受けることがあります。 このよう

な航空支援は、シナリオの戦闘序

列で指定されます。 航空支援の到

着タイミングは以下のようにランダムに決定され

ます。 航空支援は、いずれかのプレイヤーがゲー

ムに関連した判定でゾロ目をロールした次のイン

パルスに到着します。  

 

注：航空サポート、飛行機、および航空機という用

語は、これらのルール内では同じ意味です。  

 

例：ドイツ軍プレイヤーはスツーカ航空支援任務

を割り当てられています。 今、彼のインパルスで

あり、彼は IV 号 F2 型戦車でイギリス軍のマチル

ダ II 戦車を射撃することに決めました。 命中判定

ロールでゾロ目を出します。 ドイツ軍プレイヤー

はこの攻撃を通常どおり解決し、彼のインパルス

は終わります。 次のインパルス（そう、イギリス

軍プレイヤーが別のインパルスを得る前）に、ド

イツ軍のスツーカ航空支援が到着します。  

 

回復フェーズでユニットを回復させようとしてい

るどちらかのプレイヤーがゾロ目をロールした場

合、誰がイニシアチブを持っているかにかかわら

ず、航空支援は次の作戦フェーズの最初のインパ

ルスに到着します。  

 

1d6 をロールして、航空支援がどの方向から盤上

に進入するかを決定します。 ロールが 1 のとき

は北、2 のときは東、などと決めます。 ロールが

5 または 6 のとき、航空支援は所有プレイヤーの

選択する方向から進入します。  

 

航空支援には無制限の移動力がありますが、機会

射撃（5.3）の目的で 1 ヘクスの移動に 1 MP を

費やします。 ただし、同じインパルスで盤上に進

入し、移動し、盤外へ離脱しなければなりません。  

 

航空支援は、その進入地点から離脱地点まで直線

的にしか移動できません。  

 

例：航空支援がヘクス H1 を経由して進入する場

合は、H ロー（H1、H2、H3 など）を通って反

対側の盤端から離脱するか、斜めに H1、I1、J2、

K2 など、または H1、G1、F2、E2 など（訳注：

あくまで直線の経路で）と移動します。 航空支援

は H1、G1 と移動してから G2、G3 と言うよう

な（訳注：直線でない）移動はできません。  
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航空支援が盤上を飛

行している間はいつ

でも、敵の対空砲（AA）

ユニットまたは砲（命

中判定表に青い命中

ナンバーを持つもの）は、14.1 節に従って航空機

を射撃できますが、航空機を装甲車輛として扱い

ます。 装甲値はカウンターの左下にあります。 固

定翼航空機に対して射撃するとき隣接ヘクスによ

るボーナスはありません。 航空機は、その飛行経

路上にある障害物として最も高い地形のレベルよ

りも 2 レベル高いレベルにいるものと見なします。 

対空砲ユニットと航空機との間にある隣接する阻

止地形が作る 1 ヘクスの影にいる対空砲ユニット

は、航空機に対して LOS を持ちません。 隣接す

る妨害地形は、通常の砲撃表のペナルティを与え

ます。 航空機に対するすべての砲撃表の命中判定

ロールに +2 を加えます。  

 

航空支援が「放棄」または混乱した場合、航空支援

は中止され、盤上から除去されます。 航空機が破

壊された場合 1d6 をロールして：炎上する航空機

を飛行経路に沿って示されたヘクスの数だけ移動

させ、そして航空機はそこに墜落して激突します。 

この激突は 6 火力（FP）でヘクス内のすべてのユ

ニットを攻撃します。 AFV はハッチが開かれて

いるかのように攻撃されます。 そのヘクスに残骸

マーカーを置きます、あるいは建物ヘクスの場合

は瓦礫マーカーを置きます。  

 

各航空支援任務は一度だけプレイに参加します。 

攻撃を完了して盤上から離脱するか、あるいは混

乱して支援任務が打ち切られるかに関係なく、プ

レイから除去されます。  

 

19.1.1 航空機関砲／航空機銃と航空爆弾 

航空支援自身は視認することはできませんが、友

軍指揮官の LOS 内にあるヘクス（そのヘクスを

視認する必要はありません）か、または視認され

ている任意のヘクスを攻撃することができます。 

そのようなヘクスが存在しなければ、ツキがなか

ったということです。  

 

航空機関砲と航空機銃：地上攻撃機に搭載される

高速の航空機関砲や大口径の航空機銃は、LnLT

では同じものとみなされます。 機関砲という用語

は、両方に適用されます。 それらの火力には下線

が引かれておらず、これはハッチを開いた車輛と

ハッチを閉じた車輛の両方を攻撃できることを示

しています。  

 

航空支援ユニットには、Y x Z（Y

と Z は数字）のような一連の番号

が付いています。 これは航空支援

の機関砲火力を表します。 航空支

援は、x の前の数字（イギリス軍の

ハリケーン Mk II D の場合は 2）で示されるヘク

ス数の、飛行経路に沿った、隣接する複数のヘク

スを攻撃することができます。 航空支援ユニット

は、現在いるヘクスと飛行経路に沿った隣接ヘク

スを、その航空機関砲で攻撃することができます。 

航空支援は航空攻撃に際して隣接ボーナスを受け

ることはできません。  

 

例：ハリケーン Mk II D は、飛行経路に沿った 2

個の隣接ヘクスを、x の後の数字である 2 火力で

攻撃することができます。 この FP は火力（5.0）

または貫徹値（14.1）を表し、同じヘクス内の異

なる対象ユニットに対する異なる攻撃方法を表し

ます。  

 

ハリケーンは、2 個のドイツ軍分隊と Pz IV F2

を含むヘクスを次のように攻撃することができま

す。  

 

ハリケーンは、ドイツ軍分隊を攻撃するとき、1d6

をロールし、2（火力）を加えます。 ドイツ軍分

隊は、5.0 に記載されているように、通常の防御

ダイロールを行い、目標修正値を適用します。  
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その後、ハリケーンは貫徹値 2 を使用して Pz IV 

F2 を攻撃します。 ハリケーンは命中判定ロール

を行いません。 代わりに、14.1 で説明したよう

に、相手側の貫通ロールにすぐに進みます。 目標

は、防御ダイロールを行うときに最も低い装甲値

（砲塔または車体）+ 1d6 を使用します。 そし

て、結果を解決します。  

 

航空爆弾：航空支援ユニットの榴弾火力（機関砲

火力の隣にあります）は、航空ユニットの爆弾が

飛行経路内の任意のヘクスに及ぼす損害を表しま

す。 このヘクスは、航空支援ユニットの航空機関

砲で攻撃されたヘクスに隣接している必要はあり

ません。 選択したヘクスは、この前で説明した、

航空機関砲でヘクスを攻撃したのとまったく同じ

方法で、榴弾火力を使って攻撃します。  

 

したがって、ハリケーンは、2 個のヘクスにいる

ユニットをその航空機関砲で攻撃し、その 2 個の

ヘクスの両方に爆弾を落とす（別の攻撃として解

決します）か、またはそれらのヘクスの 1 個と他

のヘクス 1 個に爆弾を落とすか、航空機関砲で攻

撃を行う前に飛行経路上にある任意の 2 個のヘク

スに爆弾を落とすか、航空機関砲で攻撃した後で、

飛行経路上にある任意のヘクス（ハリケーンの場

合２個まで）に爆弾を落とせます。  

 

航空機関砲／航空機銃と航空爆弾は、複数階建物

ヘクスのすべてのレベル（階）を攻撃します。 掩

蔽豪または洞窟を含むヘクスでは、掩蔽豪または

洞窟内にいるユニットと、掩蔽豪または洞窟の外

にいるユニットの両方が攻撃されます。 1 ヘクス

につき 1 回だけロールし、それぞれに従って目標

修正値を調整します。  

 

20.0 夜間戦闘 
日没は戦闘の終わりを意味していませんでした。 

敵は巧みに動き、短く、激しい戦闘が起こり、兵士

が死にました。 

20.1 夜戦ルール 
夜間でも、ユニットは、自身のいる場所から 2 ヘ

クス以内（目標ヘクスは数えますが、射撃側がい

るヘクスは数えません）にあるもの見て、視認し、

射撃することができます。 ユニットは、目標が射

撃済みマーカーを載せられている場合のみ、2 ヘ

クス以上離れたユニットに対して射撃することが

できますが、このような攻撃では、他の修正値に

加えて、攻撃側の合計火力（各ユニットの火力で

はありません）から 3 を引きます。  

 

例えば、3 ヘクス以上離れた目標に対して、突撃

移動後の射撃を実行するユニットのスタックは、

合計 5 火力（突撃移動で -2、2 ヘクスより遠く

にいるユニットへの射撃で -3）を引きます。  

 

一方で、隣接する目標に対して射撃する静止ユニ

ットは、依然として自身の火力に 2 を加えます。 

例えば、夜間に隣接する目標に射撃する固有火力

2 のユニットは、合計 4 火力（隣接目標で +2、

固有火力が +2）で射撃します。  

 

20.1.1 夜間の砲撃 

砲撃表を使用するユニット（すなわち、砲兵器）

は、2 ヘクス以内（目標ヘクスは数えますが、射

撃側がいるヘクスは数えません）の任意の目標に

射撃することができます。  

 

ユニットは、目標が射撃済みマーカーを載せられ

ている場合だけ、2 ヘクスより遠いユニットに射

撃することができます。 目標が 2 ヘクス以内で

ない限り、命中判定ロールに 3 を加えます。  

 

20.1.2 夜間の白兵戦 

夜間シナリオでも、白兵戦は 8.0 に従って通常通

り解決されます。  

 

20.1.3 夜間における混乱ユニットの移動 

混乱したユニットは、射撃済みマーカーを載せら

れていない、または照明弾によって照らされてい
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ない、または混乱ユニットの 2 ヘクス以内にいな

い敵ユニットに向かって移動することができます。  

 

20.1.4 砲撃のための観測 

夜間の砲兵観測（18.2）は、以下の例外を除いて

同じです：弾着の偏差判定ダイロールに +1 を加

えます。  

 

20.2 照明弾 
指揮官または英雄は、移動済み、突撃

移動、匍匐、射撃済み、ステルス移動、

または Ops Complete マーカーが載

せられていなければ、自身がいるヘク

スから 3 ヘクス以内の任意のヘクスに対して照明

弾の打ち上げを試みることができます。  

 

ヘクスを選択して、1d6 をロールします。 指揮

官の指揮修正値を適用した結果が国籍の照明弾打

ち上げ能力と同じかより小さければ、照明弾マー

カーをそのヘクスに配置します。 照明弾の機能は、

モジュール固有ルールで説明されています。  

 

彼が照明弾の打ち上げに成功したかどうかにかか

わらず、指揮官または英雄には Ops Complete マ

ーカーが載せられます。  

 

照明弾マーカーは、そのヘクスと 6 個の隣接ヘク

スを昼間のように照らします。 これらのヘクスに

いるユニットに対して、20.1 で説明したペナルテ

ィなしに視認と射撃を実行することができます。 

照明弾マーカーは、続く管理フェーズで除去され

ます。  

 

盤上の迫撃砲も照明弾を打ち上げることができま

すが、統制状態の指揮官または斥候が射撃を要請

しなければなりません。 これはアクティベーショ

ン と し て カ ウ ン ト さ れ 、 指 揮 官 に は Ops 

Complete マーカーが載せられます（訳注：斥候

も）。 彼は照明弾マーカーを、自身がいるヘクス

から 2 ヘクス以内の任意のヘクス、あるいは自身

の LOS 内にある射撃済みマーカーが置かれたヘ

クスに配置することができます。 迫撃砲に射撃済

みマーカーを載せます。  

 

21.0 野戦構築物 
時間が与えられれば、兵士は常に自分の防御状態

を改善しようとするものです。 結局のところ、浅

い穴でさえ防御の足しになるのです。 LnLT では

これを様々な野戦構築物で反映しています。  

 

21.1 掩蔽
えんぺい

豪
ごう

 
掩蔽豪は優れた防御を提供します。 

それらは初期配置時またはイベント

の一部として配置され、それらは異な

る目標修正値（通常は+2 または+3）

を持っています。 建物、小屋、水域ヘクスに掩蔽

豪を配置することはできません。  

 

掩蔽豪ヘクス内のユニットは、掩蔽豪の内部また

は掩蔽豪の上（あるいは周囲）にいることができ

ます。 掩蔽豪内のユニットは、掩蔽豪があるヘク

スとは別のヘクスにいると見なされます。 つまり、

掩蔽豪はヘクス内にある別ヘクスのように扱われ

ます。  

 

掩蔽豪内のユニットは掩蔽豪マーカーの下に置か

れ、掩蔽豪の周囲にいるユニットは掩蔽豪マーカ

ーの上に置かれます。 繰り返しますが、これらは

2 つの異なるヘクスなのです。 掩蔽豪への出入り

には 2MP が必要です。 明らかにするため言って

おくと、掩蔽豪を含むヘクスに進入するユニット

はヘクス地形の MP コストを支払います。 掩蔽豪

に入るためには、追加の 2MP を支払わなければ

なりません。 掩蔽豪から出るとき、ヘクスの地形

にかかわらず、2 MP を支払わなければなりませ

ん。  

 

掩蔽豪内のユニットは、掩蔽豪の前方 3 ヘクスを

通る LOS に沿ってだけ射撃することができます。 

赤い矢印は掩蔽豪の前面を示します。 掩蔽豪の上
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にいるユニットは、掩蔽豪内のユニットに対して

白兵戦を実行できず、その逆もできません。 掩蔽

豪の上にいるユニットは、隣接するヘクスにいる

かのように、掩蔽豪内のユニットに射撃すること

ができます。 掩蔽豪内のユニットは、隣接するヘ

クスにいるかのように、掩蔽豪の上にいる（同じ

ヘクス内の）ユニットに射撃することができます。  

 

ユニットが掩蔽豪内にいる場合、掩蔽豪の目標修

正値は、そのヘクスの目標修正値に加えられます。 

掩蔽豪が開豁地形にある場合でも、ユニットは、

正の目標修正値として、回復において +2 のボー

ナスを得ることができます。  

 

車輛は掩蔽豪内に入ることはできず、掩蔽豪を瓦

礫にすることもできませんが、掩蔽豪があるヘク

スに進入して、掩蔽豪の外にいるユニットに蹂躙

攻撃を行うことはできます。  

 

21.1.1 掩蔽豪と視認 

地形の特徴として、掩蔽豪は LOS をブロックし

ませんが、視認の目的で掩蔽豪は阻止地形と見な

されます。  

 

掩蔽豪は、それが存在するヘクスとは別に視認さ

れなければなりません。  

 

掩蔽豪を含むヘクスに隣接する統制状態の友軍ユ

ニットは、掩蔽豪とそれを含むヘクスの両方を視

認することができます。  

 

21.1.2 後方からの掩蔽豪への攻撃 

直接射撃表を使用する射撃ユニットは、（前に述べ

たように）掩蔽豪の上にいるか、または鞄爆弾を

使用していない限り、掩蔽豪の前方 3 ヘクス以外

の方向から掩蔽豪内のユニットに射撃することは

できません。 逆に、砲撃表を使用する射撃ユニッ

トは、射程と LOS の要件が満たされている限り、

どの方向からでも掩蔽豪を目標にすることができ

ます。 これらの飛翔体は掩蔽豪の正面に向かって

爆発します。  

砲兵と迫撃砲は、掩蔽豪内とそのヘクス内の掩蔽

豪の外側にいるユニットの両方を攻撃します。 攻

撃ダイロールは 1 回ですが、それぞれに応じて目

標修正値を調整してください。  

 

21.2 タコツボ 
タコツボマーカーがあるヘクス内の

ユニットは、タコツボ内にいるものと

見なされます。 特に制限されていな

い限り、タコツボ内のユニットは無制

限の射界を持ちます。 タコツボは建物や小屋に置

くことができます。 これらは土嚢のような準備／

改良された野戦構築物を表し、タコツボの目標修

正値をそれがある地形の目標修正値に加えます

（最大で +4 です）。 車輌と機関銃以外の火器チ

ームは、タコツボを含むヘクスに初期配置されて

いる場合にのみタコツボの恩恵を得ます。  

 

タコツボの目標修正値 + 1 は、そのヘクスの目標

修正値に加えられます。 タコツボが開豁地形にあ

る場合でも、ユニットは、正の目標修正値として、

回復において +2 のボーナスを得ることができ

ます。  

 

タコツボ（わざわざ言いたくはないのですが）を

池、小川、河川、海岸、または海洋ヘクスに置くこ

とはできません。  

 

21.3 鉄条網 
鉄条網は、敵の攻撃を妨害し、（訳注：

味方の反撃を有利にするように）誘導

するために使用されます。 徒歩ユニ

ットが鉄条網ヘクスに入るためには、

4 MP のコストがかかります。 これは合計であっ

て、ヘクスの他の地形に加えてではありません。 

したがって、林に設置された鉄条網は、開豁地に

設置された鉄条網と同様に、4MP のコストがかか

ります。  

 

車輛が鉄条網ヘクスに入るための進入コストは、

地形効果表に記載されています。 ユニットは常に、
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すべての MP を使用すれば 1 ヘクスは移動できる

ことを忘れないでください。  

 

21.3.1 鉄条網の破壊 

移動タイプが装軌式（T）の車輛が鉄条網ヘクスを

通って移動すると鉄条網は除去されます。 他の移

動タイプの車輛が通っても鉄条網は除去されませ

ん。 鉄条網は、車輛がヘクスを出るときに除去さ

れます。  

 

21.4 地雷原 
地雷原マーカーは、マーカーに印刷さ

れた火力（通常は 1）でヘクスに入る

敵ユニットを攻撃します。 1 つのヘ

クスに最大 2 個の地雷原マーカーを

スタックさせることができますが、それぞれが敵

ユニットを個別に攻撃します。 17.2 節で概説さ

れている小火器対車輛手順を使用して、ハッチを

開いた、またはハッチを閉じた装甲車輌に対する

地雷原の攻撃を解決します。  

 

言い換えれば、地雷原の火力 + 1d6 と、車輛の最

も低い装甲値 + 1d6 を比較します。 非装甲また

は部分的に非装甲である車輛に対する地雷原の攻

撃では、17.3 節で概説されている手順を使用しま

す。 地雷原は車輛の非装甲部分を攻撃すると見な

します。 地雷原ヘクスで脱出や降車を行うユニッ

トも地雷原に攻撃されます。  

 

建物に地雷原を置くことはできません。 友軍ユニ

ットが地雷原ヘクスに入っても攻撃されませんが、

ヘクスに入るには追加の MP を支払わなければな

りません。  

 

22.0 シナリオ共通ルール 

ユニットが盤上に進入するとき、最初のヘクスを

含む、入る全てのヘクスの MP を消費しなければ

なりません。 インパルスごとに 1 つのユニット

（またはユニットのスタック）だけが盤上に進入

することができます。 ユニットは、そのタイプの

移動が可能であれば、プレイヤーが希望する任意

のモード（匍匐、移動、突撃移動など）で進入する

ことができます。  

 

イベントに従うと、ユニットが敵占領ヘクスに登

場しなければならない場合、それらのユニットは

所有者の選択した隣接ヘクスに登場します。 特に

指定がない限り、増援は特定のターンに進入しな

ければなりません。 彼らは予備として保持するこ

とはできませんし、後で展開させることもできま

せん。  

 

シナリオの勝利条件で特に記載されていない限り、

半個分隊は分隊の勝利ポイントの半分のポイント

となります。  

 

特別な指定がない限り、勝利条件が判定される前

にシナリオの全ターン数を実行しなければなりま

せん。 言い換えれば、突然の勝利はありません。  

 

22.1 支配 
多くの場合、シナリオの勝利条件は、ヘクスまた

は複数ヘクスの支配を条件にしています。 ヘクス

の支配とは、一方の陣営の統制状態の MMC また

は英雄がヘクスを最後に占領した、あるいは統制

状態の MMC または英雄がヘクスを最後に通過し

たことと定義されます。 複数階建物の異なるレベ

ル、掩蔽豪、および洞窟はすべて、1 ヘクス内の

別のヘクスであるとみなされます。  

 

勝利ポイント（VP）ヘクスで白兵戦が継続した状

態でシナリオが終了した場合、白兵戦に先立って

ヘクスを支配していた側がシナリオの VP を得ま

す。  
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プレイの例：基本的な歩兵

戦闘 
以下は、Lock 'n Load Tactical システムにおける

歩兵戦闘の例です。 これは 1 ターンを構成する

3 つのフェーズすべての基本的な流れを詳細に解

説します。 この状況では、アメリカ軍第 82 空挺

師団の部隊がドイツ軍の占領地域を奪取しようと

しています。 コッホ中尉が指揮するドイツ軍小隊

の 2 つの分隊は、D6 ヘクスの軽構築物建物(LC)

を保持しています。 彼らは MG34 支援火器を装

備した支援分隊を持っていますし、50mm 迫撃砲

火器チームが建物の近くの草地にタコツボを掘っ

てこもっています。 アメリカ軍の指揮官、クラー

クソン中尉は、4 個の分隊を持っており、2 個は

BAR 分隊支援火器を装備しています。 さらに 1

人の衛生兵（図 1 参照）がいます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

ターン 1 回復フェーズ 

ほとんどすべてのシナリオはイニシアチブを持つ

と指定された陣営から開始しますが、ここではイ

ニチシアチブ判定を行うことにします。 プレイヤ

ーはそれぞれ 1d6 をロールします。 より高い結

果を出した方がイニシアチブを取ります。 ドイツ

軍プレイヤーは 3 を、アメリカ軍プレイヤーは 5

をロールしました。 アメリカ軍がイニチアチブを

取りました。 アメリカ軍が最初に回復を行います

が、いずれの陣営も回復を必要とするユニットは

なく、支援火器(SW)の交換や、拾うことができる

位置にいるユニットもありません。  

 

ターン 1 作戦フェーズ 

アメリカ軍が最初のインパルスを行います。 アメ

リカ軍プレイヤーはマップ上のドイツ軍ユニット

を見ることができますが、それらのいずれもまだ

視認されていないため、射撃できません。 アメリ

カ軍プレイヤーはクラークソン中尉がいるヘクス

F7 をアクティブにします。 クラークソン中尉は、

MG34 を装備したドイツ軍分隊がいる低い草地

ヘクスであるヘクス C6 に対して視認を試みます。 

間にある 2 つのヘクスはともに開豁地ですが、低
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い草地は LOS を妨害するので、アメリカ軍プレ

イヤーはそのヘクスを視認するために 1d6 で 1-

3 をロールする必要があります。 クラークソン中

尉の指揮修正値(LM)を 1d6 のロールから引くこ

とができます。 アメリカ軍プレイヤーは 3(3 - 1 

= 2)をロールしたため、ヘクス C6 は視認されま

した（視認マーカーを置きます）。 クラークソン

中尉には Ops Complete マーカーを載せますが、

彼はまだ、今視認したばかりのヘクスに対して射

撃するために、彼の指揮修正値を適用することが

できます。 そして、彼はこの同じインパルスの間

に隣接ヘクスのユニットをアクティブにすること

ができます。  

 

F7 の空挺分隊のペアは、たった今視認したヘクス

C6 のドイツ軍分隊に射撃を行います。 1 個の分

隊が射撃を先導し、完全な固有火力(IFP)である 2

を、2 個目の分隊が固有火力の半分(2 の 1/2 = 1)

を火力に加えます。 クラークソン中尉の指揮修正

値(1)も火力に追加され、合計火力は 4(2 + 1 + 1)

になります。 直接射撃表(DFT)上の他のダイロー

ル修正値(DRM)はこの射撃に影響しません。 アメ

リカ軍のプレイヤーは 1d6 + 4 をロールしまし

た。 ドイツ軍プレイヤーは 1d6 + 目標修正値を

ロールしますが、低い草地の目標修正値は 0、タ

コツボは +1 となります。 したがって 1d6 + 1 

をロールします。  

 

アメリカ軍プレイヤーは 5 + 4 = 9 

ドイツ軍プレイヤーは 2 + 1 = 3 

 

ドイツ軍プレイヤーは、1d6 をロールし、アメリ

カ軍の修正後ダイロール(9)と自身の修正後ダイ

ロール(3)の差(6)を加えて、直接射撃表(DFT)の

適切なコラムで損害判定を行います；この場合、

統制状態の MMC 列を使用します（ヘクス内に複

数のユニットがある場合は、DC 6 が各ユニット

につきロールされます。） 

 

ドイツ軍プレイヤーは 4 + 6 の合計 10 をロール

します.分隊の士気値は 5 です。 ロールの 10 は

士気 5 の倍以上ですから、分隊は損耗して、混乱

した半個分隊に置き換えられます。 クラークソン

中尉のヘクス F7 の 3 個のアメリカ軍ユニットは

すべて射撃済みマーカーを載せられ、クラークソ

ン中尉に載せられていた Ops Complete マーカ

ーは除去します（図 2 参照）。 

 

図２ 

 

クラークソン中尉と彼の 2 個の分隊に載せられた

射撃済みマーカーは、彼らがいる妨害ヘクスであ

る林ヘクス F7 が視認されることを意味します。 

クラークソン中尉と（すべての指揮官）は隣接す

るヘクスにいるユニットをアクティブにできるた

め、アメリカ軍のインパルスは続きます。 そこに

はまだ多くの統制状態のドイツ軍がいることを知

っているため、アメリカ軍プレイヤーは代わりに

パスすることを選んで、F8 にいる分隊を後のイン

パルスで使うことにしました。  

 

ドイツ軍プレイヤーは 50mm 迫撃砲火器チーム

(WT)をヘクス C7 でアクティブにします。 迫撃

砲は 2〜30 ヘクスの射程を持っているので、3 ヘ

クス離れたアメリカ軍に射撃することができます。 

火器チームは、射程(3 ヘクス)と LOS(開豁地)の
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要求を満たし、妨害地形ヘクス F7 で射撃したば

かりのアメリカ軍は射撃済みマーカーのために視

認されます。  

 

迫撃砲の攻撃は以前の射撃と全く同様に解決され

ますが、2d6 をロールし、プレイヤーは最も良い

ロールを選ぶことが出来ます。 迫撃砲の固有火力

2 を良い方のロールに加えます。 アメリカ軍のプ

レイヤーは 1d6 をロールし、林ヘクスの目標修正

値+1 を加えます。  

 

ドイツ軍プレイヤーは 3 と 4 をロールし、 彼は

4 を選びました。 したがって 6(4 + 2)の修正後

ダイロールを得ました。 アメリカ軍プレイヤーは、

ダイロールで 5 + 1 をロールします。 結果は等

しいので、迫撃砲射撃は効果がありませんでした。 

迫撃砲には射撃済みマーカーを載せ、F7 には効力

射(FFE)マーカーを置きます。 このターンの後の

インパルスでこのヘクスに入るユニット(ドイツ

軍またはアメリカ軍)があれば、それは迫撃砲攻撃

の対象となります。  

 

さて、アメリカ軍のインパルスです。 彼は賭けに

出て、F8 の分隊を迫撃砲チームがいるヘクスへ進

めることを決めました。 分隊はドイツ軍ユニット

の機会射撃(OF)を受けずにヘクス E8 に入ります

が、ヘクス D8 に入ると D6 の建物(LC)から射撃

を受けます。  

 

ドイツ軍プレイヤーは、射撃を先導する分隊の固

有火力に支援分隊の固有火力を 1/2 に切り上げ

た(1：1/2 の切り上げで 1）火力を加え、さらに

コッホ中尉の指揮修正値 1 を追加します。 アメ

リカ軍分隊は現在移動しているのでさらに 1 を加

えて、合計火力は 4(1 + 1 + 1 + 1)です。 アメリ

カ軍は開豁地で補足されたため、目標修正値は付

かず、従ってダイロールは修正されません。  

 

ドイツ軍プレイヤーは 6 + 4 = 10 

アメリカ軍プレイヤーは 2 + 0 = 2 

損害判定 8（10 - 2）です！ ああ。  

アメリカ軍プレイヤーは 1 + 8 = 9 をロールしま

す。 9 は分隊の士気値 6 以上（かつ 2 倍未満）

であり、直接射撃表の結果で分隊は混乱となりま

した。 彼らは移動を継続できず、移動ずみマーカ

ーを載せられます。  

 

ちょっと待って！  アメリカ軍プレイヤーは

MMC の損害判定で 1 をロールしたので、英雄が

混乱分隊から誕生する可能性があります。 プレイ

ヤーは再び 1d6 をロールし、結果が偶数の場合

は、英雄が誕生します。  

 

プレイヤーは 4 をロールし、英雄が誕生しました。 

第 82 空挺師団の英雄とカップからスキル・カウ

ンターが無作為に選ばれます。  

 

英雄レイヤーと破壊的ス

キル・カウンターが選ばれ、

混乱した分隊がいるヘク

ス(D8)に置かれます。 英雄を誕生させた混乱分

隊は 2 移動力(MP)を使っただけなので、レイヤー

は分隊を後に残して彼の移動力 6 まで移動を続け

ることができます。 英雄は英雄のように行動する

必要があり、レイヤーはドイツ軍の迫撃砲火器チ

ームが隣接するタコツボに突っ込みます。  

 

白兵戦は比率ベースです。 攻撃側と防御側の火力

が決定され、比率で比較します。 英雄レイヤーは

固有火力 2 で、破壊的スキルがあるため、彼は自

分の火力に 1 を加えることができます。 したが

って、彼は合計 3 火力を持っています。 ドイツ軍

の迫撃砲は、機関銃でない火器チームであり、名

目上の火力 1 で防御しますが反撃はできません。 

しかし、白兵戦では、もしその陣営に英雄がいれ

ば、攻撃時（防御側の反撃ではなく）に比率が 1

コラム有利にシフトするので、比率は 4：1 にシ

フトします。 アメリカ軍プレイヤーは 4：1 の撃

破ナンバー4 以上を 2d6 でロールする必要があ

ります。 プレイヤーは 7 をロール、ドイツ軍の火

器チームは除去されます。 ドイツ軍の火器チーム

が機関銃火器チーム、MMC または白兵突撃能力
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のある SMC であった場合、彼は反撃を受けたで

しょう。 実際には、迫撃砲火器チームは反撃でき

ないので、火器チームはマップから除去され、英

雄レイヤーはそのヘクスの白兵戦マーカーの下に

残ります（図 3 参照）。  

 

図 3 

 

ドイツ軍プレイヤーのインパルスで、彼はパスし

ます。  

 

その後、アメリカ軍プレイヤーは、F5 の BAR 分

隊支援火器を所持した分隊をヘクス E5 に突撃移

動させ、突撃で使用できる 2 移動力のうち 1 移動

力だけを費やします(移動力の半分)。 分隊に突撃

移動マーカーを載せます。 空挺分隊に機会射撃を

行えるドイツ軍はいないので、アメリカ軍は D6

の建物(LC)にいるドイツ軍に射撃します。 分隊の

固有火力は 2、BAR の火力は 1 です。 目標に隣

接することで得る+2 DRM を追加して合計 5(2 + 

1 + 2)になりますが、突撃移動を使用した後の射

撃ではユニット（またはスタック、適用できると

き）の火力から 2 を引くため合計火力は 3 となり

ます。 アメリカ軍プレイヤーは 1d6 + 3 をロー

ルします。 ドイツ軍は、+3 の目標修正値を持つ

建物(LC)で、1d6 +3 をロールします。  

 

アメリカ軍プレイヤーは 5 + 3 = 8 

ドイツ軍プレイヤーは 4 + 3 = 7 

 

損害判定 1(8-7 = 1)です。 すべてのドイツ軍ユ

ニットは、先に述べたように損害判定 1 をロール

しなければなりません。 コッホ中尉が最初に判定

します。 モラルが 7 の場合、彼は損害判定 1 に

よって混乱することはありません. 彼の指揮修正

値 1 は、2 つの分隊の損害判定から引くことがで

きます。 1 個目の分隊は 3 をロールし成功しま

すが、2 個目の分隊は 6 をロールしました。 6 は

分隊の士気 5 よりも大きいため混乱となります。 

カウンターを混乱側に裏返します。 アメリカ軍分

隊には、射撃済みマーカーが載せられ、突撃移動

マーカーは残ります。  

 

アクティブ化できるユニットが残っていないので、

ドイツ軍プレイヤーはパスします。 その後、アメ

リカ軍プレイヤーは次のターン開始時の回復フェ

ーズで混乱分隊を支援するために、衛生兵をF8か

ら D8 に移動させます（図 4 を参照）。 すべての

ユニットがアクティブ化したので、作戦フェーズ

は終了します。  
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図 4 

 

ターン 1 管理フェーズ 
すべての射撃済み、移動済み、突撃移動、視認、効

力射、白兵戦マーカーを取り除きます。  

 

 

ターン 2 回復フェーズ 
イニシアチブ判定ロールを行います。 両陣営のプ

レイヤーは 5 をロールしたので、前回のターンに

イニシアチブを持っていた側にイニシアチブが残

ります。 アメリカ軍がイニシアチブを取りました。 

ヘクス F8 の衛生兵は混乱した分隊の回復を試み

ることができます。 そのためには、分隊ではなく

衛生兵が士気チェック(MC)に成功しなければな

りません。 衛生兵は目標修正値を提供しない開豁

地形にいるので、DRM はありません。 彼は 2d6

で 6 以下（彼の士気）をロールしなければなりま

せん。 彼は 8 をロールし、分隊は混乱したまま

で、開豁地に残されます。  

 

ドイツ軍プレイヤーが回復を試みます。 彼の 2 つ

の混乱 MMC のうち、コッホ中尉がいるヘクスの

分隊だけが回復を試みることができます。 混乱し

た分隊は 5 の士気値を持ちますが、コッホ中尉の

指揮修正値を適用してロールから 1 を引くことが

でき、正の目標修正値を持つ建物(LC)にいるため

さらに 2 を引くことができます。 したがって、混

乱した分隊は 8 以下のロールで回復しますが、ド

イツ軍プレイヤーは 10 をロールし、分隊は混乱

したままです。  

 

ターン 2 作戦フェーズ 
アメリカ軍プレイヤーのインパルスであり、彼は

重要な決定をします。 彼の分隊のうちの 2 個は

開豁地にいますが、ドイツ軍はマップ上に統制状

態の火力をそれほど保持していません。 この基本

的な歩兵戦闘の例はここで終わりますが、それ（訳

注：アメリカ軍プレイヤーの重要な決定のこと）

を試してみて、アメリカ軍が D6 の建物（LC）を

奪取できるかどうかを見てください。  

 

 

 

プレイの例：基本的な戦車

戦闘 
このプレイの例（EoP）では、戦車と歩兵を含む

戦闘が提示されています。 この例における状況は、

M10 ウルヴァリン戦車駆逐車の支援を受けた、ア

メリカ軍の M4A1 シャーマン戦車の小隊がドイ

ツ軍の待ち伏せを受けました。 先頭のシャーマン

戦車は撃破され、その残骸は残り 2 両のシャーマ

ンの前方の道路上にあります。 １両のシャーマン

は戦車指揮官のデライアス軍曹が指揮し、M10

（図 5 参照）が続きます。 作戦フェーズの始まり

であり、アメリカ軍プレイヤーがイニシアチブを

持っています。  
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図５ 

 
アメリカ軍のインパルス 
デライアス軍曹車は現在、車列の先頭にあり、彼

は砲塔上の開いたハッチから体をさらしています。 

（ハッチが開いた状態が旋回砲塔付き車輛のデフ

ォルト状態です。 砲塔マーカーは、砲塔が車輛前

方射界と異なる向きの場合にのみ使用されます）

隣接するヘクス F5 にいるドイツ軍半個分隊を自

動的に視認しますが、彼は、自身にとってより危

険な目標である、開豁地形である 3 ヘクス先のヘ

クス D4 にいる Pz IV H 戦車も視認しています。 

彼は敵戦車に射撃を行うことにしました。 最初に

やることは、砲弾が目標に命中したかどうかを判

定することです。  

 

アメリカ軍プレイヤーは、シャーマ

ン・カウンターの裏にある命中判定

表をチェックします。 目標は 3 ヘ

クス離れているので、 射程「7」の

列に収まっています。 7 ヘクス以下の射程の目標

に対して、命中ナンバー8 で、2d6 をロールしま

す。 しかし、考慮すべき砲撃表（OFT）ダイスロ

ール修正値（DRM）があります。 シャーマンのハ

ッチは開いており、デライアス軍曹には指揮修正

値１があるため、合計 2 をダイスロールから引く

ことができます。 しかし、射撃が E5 の残骸ヘク

スを通っているため、ダイスロールに 1 が加えら

れます。 したがって、最終的な砲撃表 DRM は -

1 であり、アメリカ軍プレイヤーは Pz IV H に対

して命中を得るために 9 以下のロールを出さなけ

ればなりません。 アメリカ軍プレイヤーは 6 を

ロールして IV 号戦車に命中させました。  

 

砲塔付き車輛に対しては、砲弾が目標の砲塔と車

体のどちらに命中したのかを判定する必要があり

ます。 命中判定ロールが 2 以上で偶数の場合、砲

弾は目標の砲塔に当たります。 命中判定ロールの

結果が 6 だったので、砲弾は Pz IV H の砲塔に当

たりました。 今度は、砲弾が、PZ IV H の砲塔正

面装甲を貫通しかたどうかを判定します。 Pz IV 

H カウンターの左下にある 6 つの数字の連なりの

天辺にある / の右側にある数字が砲塔正面装甲

値です。  

 

この射程では、「7」の列を使用します。 シャーマ

ンの貫徹値は 4（3 つ縦に並んだ数字の一番下）

です。 アメリカ軍プレイヤーは 1d6 + 4 をロー

ルします。 彼は 2 をロールしたので、修正後貫徹

値（MPV）は 6 です.Pz IV H の砲塔正面装甲値

は 3 なので、ドイツ軍プレイヤーは 1d6 + 3 を

ロールします。 彼は５をロールして、修正後装甲

値（MAV）は８です。 MAV（8）は MPV（6）

より大きいので、砲弾は Pz IV H を貫通しません

でした。 しかし、ドイツ軍プレイヤーは、Pz IV 

H の士気チェックを行わなければなりません。 

2d6 ロールから MAV と MPV の差（8 - 6 = 2）

を引いて、Pz IV H の士気チェック（MC）を行い

ます。 士気チェックに失敗した場合、混乱します。 

成功した場合、射撃は効果なしです。 ドイツ軍プ

レイヤーは10をロールし、-2の修正を適用して、

8 でした。 Pz IV H のモラルは 6 のため、戦車

は混乱しました。 混乱マーカーを戦車の上に載せ、

射撃済みマーカーをデライアス軍曹のシャーマン

に載せます。  

 

Pz IV H が破壊されなかったので、補足中マーカ

ーをシャーマンに載せ、捕捉 -1 マーカーを Pz IV 
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H に載せます。 どちらの戦車も移動しない場合、

またはデライアス軍曹の戦車が敵の射撃によって

何らかの影響を受けることがなければ、次の命中

判定ロールで -1 の砲撃表修正値を受けることが

できます。 Pz IV H はハッチを閉じているので、

シャーマンは機関銃で Pz IV H を射撃できません。  

 

デライアス軍曹は、隣接するヘクスにいる戦車ユ

ニットをアクティブにすることもできます。 ヘク

ス G6 のシャーマンは、ヘクス F5 のパンツァー

ファウストを装備したドイツ軍の半個分隊に対し

て射撃することを決めました。 シャーマンはハッ

チを閉じているので、車体機銃とその主砲だけを

射撃することができます。 まず 4 火力の車体機

銃を射撃します。 歩兵 EoP で例示したのと同じ

プロセスを使用して、アメリカ軍プレイヤーは

1d6 + 4 をロールし、ドイツ軍プレイヤーは 1d6 

+ 1 をロールします（+1 は目標がいる林ヘクスの

目標修正値です）。 アメリカ軍プレイヤーは 3 + 

4 = 7 をロールし、 ドイツ軍プレイヤーは 4 + 1 

= 5 をロールしました。 ドイツ軍プレイヤーは修

正値２（7－５＝２）で損害判定を行わなければな

りません。 半個分隊の士気値は 5 ですが、彼は 4 

+ 2 = 6、つまり ロール > 士気値（5） でした。 

統制状態の MMC の直接射撃表コラムに従って、

半個分隊は混乱します。  

 

次に、シャーマンは半個分隊に榴弾を撃ちます。 

射程が２ヘクスのときの命中ナンバーは 8 ですが、

目標が林にいるためロールに 1 を加えます。 ア

メリカ軍プレイヤーは 5 + 1 = 6 をロールして（8

より小さいので）、榴弾は命中しました。 目標は

車輛ではなく歩兵であるため、シャーマンの榴弾

火力（3）+ 1d6 対 防御側 1d6（目標修正値は

命中判定ロールに含まれています）で攻撃を解決

します。 アメリカ軍プレイヤーは 5 + 3 = 8 をロ

ールし、ドイツ軍プレイヤーは 2 をロールしまし

た。 これによって、すでに混乱している半個分隊

は + 6 修正値（8 -2 = 6）を付けた損害判定ロー

ルをしなければなりません。 ドイツ軍プレイヤー

は、2 + 6 = 8 をロールして（半個分隊の士気値

5 より大きいため）、直接射撃表の混乱した MMC

コラムを参照し、損耗の結果を得ます。 これによ

り半個分隊は除去されます。 半個分隊が携行して

いた支援火器はヘクスに残り、射撃済みマーカー

をシャーマンに載せます（図 6 参照）。  

 

図 6 

 

ドイツ軍のインパルス 
M10 ウルヴァリンは上部開放型の装甲車輛であ

るため、小火器攻撃の影響を受けやすくなってい

ます。 ヘクス G3 の MG34 支援火器を装備した

ドイツ軍分隊はこの有利な点を利用します。 ドイ

ツ軍分隊は明確な LOS を持ち、目標まで 4 ヘク

スの距離のため、分隊の 1 固有火力と MG34 の

2 火力の両方で射撃を行うことができ、合計火力

は 3 になります。 ドイツ軍プレイヤーは 1d6 + 

3 をロールし、アメリカ軍プレイヤーは 1d6 + 

M10 の最も低い装甲値（砲塔後部の 1）をロール

します。 ドイツ軍プレイヤーは 5 + 3 = 8 を、ア

メリカ軍プレイヤーは 3 + 1 = 4 をロールしまし

た。 4 < 8 であるため、アメリカ軍プレイヤーは

修正値 4（8 – 4 = 4）を付けた損害判定ロールを

行い、直接射撃表の装甲戦闘車輛のコラムを使用

します。 彼は 4 + 4 = 8 をロールして（M10 の

士気値 6 より大きいため）、車輛は混乱しました。 

ドイツ軍分隊には射撃済みマーカーを載せます。  
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アメリカ軍のインパルス 
M10 は、アメリカ軍プレイヤーにとって最後の非

アクティブユニットですが、混乱した車輛は射撃

ができず、統制状態の敵ユニットに向かって移動

することもできません。 アメリカ軍プレイヤーは

パスします。  

 

ドイツ軍のインパルス 
コッホ中尉と彼の分隊はヘクス D6 の軽構築建物

内でデライアス軍曹のシャーマン戦車に対する近

接突撃の機会を覗っています。 コッホ中尉は彼の

分隊を炎上する別のシャーマンの残骸があるヘク

ス F5 へ率いて、そこから彼らは隣のヘクスにい

るデライアス軍曹のシャーマンへ近接突撃を行う

つもりです。 まず、コッホ中尉と彼の分隊は近接

突撃前の士気チェックに成功しなければなりませ

ん。 このヘクスには正の目標修正値を提供する残

骸が含まれているので、各士気チェックロールか

ら 2 を引くことができます。 コッホ中尉が最初

に士気チェックを行い、彼は成功しました。 これ

で、彼の指揮修正値 1 も分隊の士気チェックロー

ルから引くことができるようになりました。 この

士気値 5 の分隊が士気チェックに成功するには 8

以下の修正後ロールが必要です。 分隊は８をロー

ルしました。 これは指揮官のリーダーシップがど

れほど重要であるかを証明するものです。 コッホ

中尉と彼の分隊はデライアス軍曹の戦車がいるヘ

クスに入ります。  

 

近接突撃では、ユニットは個別に車輛を攻撃しま

す（複数の MMC または近接突撃が可能な SMC

が近接突撃を実行する場合、指揮官は自分の指揮

修正値を 1 個の近接突撃にだけ加えることができ

ます）。 分隊は、固有火力 1、携行しているパン

ツァーファウストの榴弾火力 1、コッホ中尉の指

揮修正値 1 で戦車を攻撃します。 したがって、

1d6 + 3 対 1d6 +シャーマンの最も低い装甲値

（車体背面の 2）でロールします。 ドイツ軍プレ

イヤーは、3 + 3 = 6 対アメリカ軍プレイヤーは

3 + 2 = 5 をロールしました。 6 > 5 です。 デラ

イアス軍曹と彼の戦車は撃破されました。 残骸マ

ーカーがヘクスに置かれ、ドイツ軍ユニットには

白兵戦(Melee)マーカーが載せられます（図 7 参

照）。 Pz IV H 上の補足マーカー-1 も除去されま

す。  

 

図 7 

 

アクティブにするユニットがなくなると、作戦フ

ェーズが終了します。 管理フェーズでは、射撃済

みマーカーと白兵戦(Melee)マーカーを盤上から

除去します。  

 

次のターンの回復フェーズは正念場です。 両陣営

は友軍戦車の回復が必要で、イニシアチブロール

の結果が、残りのシャーマンの乗員の運命と同様

に、コッホ中尉と彼の分隊の生死を決めるのです。  

 

プレイを続けて、何が起こるかを見てください。  
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用語集 
1d6: Roll of one die 

2d6: Roll of two dice 

AP: Administrative Phase 

APC: Armored Personnel Carrier. 

AM: Assault Move 

ATG: Anti-Tank Gun 

ATR: Anti-Tank Rifle 

BC: Bailout Check 

CA: 近接突撃 

DC: Damage Check 

DFT: Direct Fire Table 

DRM: Die-Roll Modification 

DT: Double-time 

FFE: Fire For Effect 

FP: Firepower 

GO: Good Order 

HC: Heavy Construction (Building) 

HEAT: High Explosive Anti-Tank 

HE: High Explosive 

IB: Identification Badge 

INFANTRY: Generic term that includes 

all MMC and SMC counters. 

IFP: Inherent Firepower; the FP printed 

on a counter. Example: a U.S. Army 

Squad’s IFP is 2. 

KN: Kill Number (Melee) 

LC: Light Construction (Building) 

LC: Low Crawl (Movement) 

LM: Leadership Modifier 

LOS: Line of Sight 

LR: Leadership Range 

MAV: Modified Armor Value 

MF: Movement Factor 

MG: Machine Gun—normally 

interchangeable with LMG, but also used 

to denote machine-gun Weapon Teams 

(3/4” counters). 

MMC: Multi-Man Counter (Squad, Halfsquad, 

Crew, Weapon Team) 

MC: Morale Check 

MP: Movement Point(s) 

MPV: Modified Penetration Value 

MT: Melee Table 

NME: Non-Melee Eligible 

O: Denotes an Off-road vehicle. 

OC: Operations (Ops) Complete 

OF: Opportunity Fire 

OFT: Ordnance Fire Table 

OP: Operations Phase 

ORDNANCE: Ordnance is a weapon that 

has a to-hit table on the back of the 

counter. They include Support Weapons 

(Bazooka or Panzerfaust), Weapon 

Teams (75mm ATG), and vehiclemounted 

weapons (M4A1 tank’s 75mm 

cannon).These weapons use the OFT to 

determine modifications to their To Hit 

die rolls. 

P: Denotes a vehicle that can carry 

passengers inside—up to one Half-squad, 

one SW, and one SMC. 

PO: Denotes a vehicle that can carry 

passengers outside—up to one Halfsquad, 

one SW, and one SMC. 

PP: Denotes a vehicle that can carry 

passengers inside—up to one Squad, two 

SWs, and two SMCs. 

PPO: Denotes a vehicle that can carry 

passengers outside—up to one Squad, 

two SWs, and two SMCs. 

R: Denotes a Road vehicle. 

RP: Rally Phase 

RPG: Rocket-Propelled Grenade 

RR: Recoilless Rifle 

SMC: Single-Man Counter (Leader, Hero,  

Sniper, Medic) 

SR: Self-Rally 

SSR: Special Scenario Rule 

SM: Stealth Movement 

SW: Support Weapon 

T: Denotes a Tracked vehicle. 

TEC: Terrain Effects Chart 

TM: Terrain Modifier, also known as 

terrain Target Modifier 

UNIT: Generic term that includes all 

moveable units—tanks, MMCs, etc. 

VP(s): Victory Point(s) 

WT: Weapon Team 
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 損害判定 

 直接射撃 

ル ー ル 早 見 表 

 

 

建物や森ヘクスから射撃できません 

機会射撃はできません 

ハッチ開／閉の両状態の AFV を攻撃できます（ルール変更､17.4） 

目標ヘクスに効力射（FFE）マーカーをおきます 

最初の砲撃後にヘクスに入ったユニットも攻撃されます 

 盤上 迫撃砲 テーブル 

統制状態の指揮官／斥候は、視認に成功した後、間接射撃を 

要請できます 

 
大きい方のダイを選択します 

間接射撃の場合、妨害地形と指揮修正値は影響しません 

最も低い

 小火器 対 非装甲車輌 

 
混乱した搭乗者は、降車しなければなりません 

混乱しなかった搭乗者も、降車することができます 

車輛と搭乗者の両方が対象です 

 小火器 対 装甲車輌 

車輛と車輌に跨乗する搭乗者が対象です。上部 

開放型車輌の場合は、全搭乗者が対象です 

混乱した搭乗者は、降車しなければなりません 

混乱しなかった搭乗者も、降車することができます 

最も低い

 蹂躙攻撃 

 
蹂躙攻撃を生き残った統制状態のユニットは

直ちに近接突撃を実行できます（１７．１） 

 
車輛が近接突撃を生き残り、ヘクスに留まる場

合、ユニットは１ヘクス退却しなければなりません 

混乱した火器チームは除去されます 

 
目標は開豁地（またはその他の開豁地形）、茂み、

草地、または麦畑にいなければなりません 

その地形の進入コスト+4MPが必要です 

 近接突撃 

 

ユニットは近接突撃前 MCに成功しなければなりません 

目標車輌がいるヘクスに、統制状態の敵歩兵ユニットがいる

場合、近接突撃はできません 

  

  車輛は破壊されます 

近接突撃ユニットは直前のヘクスにもどります 

  各近接突撃は、それぞれ個別におこないます 

  正の TM を持つヘクスから近接突撃する場合 -2  

 
１個の対戦車火器 

１ユニットだけを支援できます 

最も低い値 

 砲兵器 対 装甲車輌 

 

 
ロール 2は常に命中、ロール 12は常に外れです。 

２ かつ偶数の場合、砲塔に命中 

 
車輛は破壊されます 

 
不発、効果なしです 

 
車輛 

 成功：車輌は混乱します 

失敗：乗員は脱出し、そして 

 
車輛 

 

 

失敗：車輌は混乱します 

目標が生き残ったら、目標に補足マーカーを置き 

ます 

 
車輛は破壊されます 

成功：効果なしです 

 砲兵器 対 歩兵 

 
ロール 2は常に命中、ロール 12は常に外れです。 

 

 

目標が生き残ったら、目標に補足マーカーを置きます 

目標は移動した 

 合同射撃 

 
 

支援する英雄、機関銃、火炎放射器、鞄爆弾の 

火力は半分になりません 

 

 端数切り上げ 

 
先導部隊 

 
支援部隊 

 白兵戦 
 
突撃移動を使用して白兵戦に参加できません 

 
攻撃側に英雄がいると右に１コラムシフトできます 

 
目標ユニットは除去されます 

 

 

 
攻撃側 

 
目標 

 撃破№ 

防御側は損害を適用する前に反撃することが 

できます 

 
比率 

 
撃破№ 

添え字 Mを持つユニットは火力に+1できます 

 狙撃兵による狙撃 

 

  単独でいる狙撃兵は、砲兵、迫撃砲、敵の狙撃兵

による射撃以外の全ての射撃に対して 

 
狙撃兵はヘクス内の 1 個のユニットだけを攻撃でき

ます、複数いる場合目標はランダムに決めます 

 砲兵器 対 非装甲車輌 

 
目標は破壊されます、そして 

 
目標が生き残ったら、目標に補足マーカーを置きます 

 
ロール 2は常に命中、ロール 12は常に外れです。 

 
ダイロール 

攻撃側ロール 

防御側ロール 

命中ロール 

火力 

適切な指揮修正値 

士気値 

HEAT弾 

榴弾火力 

 
貫徹値 

装甲値 

損害判定 

士気チェック 

脱出判定 

DFT修正値 

OFT修正値 

目標修正値 

妨害地形 
１妨害地形に付き１、最大２ 

 アイコンの凡例 

比率 

命中： 

命中： 

 盤外砲兵 

 
ハッチ開／閉の両状態の AFV を攻撃できます（ルール変更､17.4） 

指揮官／斥候は１ターンに１回 LOS内の目標ヘクスに砲撃を

要請できます 

シナリオによる制限 

 

   

 
１＝北 ２＝北東 ３＝南東 ４＝南 ５＝南西 ６

＝北西 
LOS内で１ヘクス目標ヘクスを調整できます 

 射弾観測マーカーを置くためにロールします 

端数切り上げ 偏差： 
 

方向： 

支援砲撃を中止できます 

 

 

最初の攻撃解決の後でヘクスに進入したユニットも攻撃されます 

射弾観測が LOS内にあるとき、指揮官／斥候は 

射撃は目標ヘクスと周囲６ヘクスすべてに影響します 

目標ヘクスに効力射(FFE)マーカーを置きます 

 
追加の支援要請は受理されました 

追加の支援要請は拒否されました 

 アメリカ軍は をロールします 
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 スタック制限 
 １ヘクスに 3個分隊＋２車輌＋２人の SMC 

スタック制限はどの時点でも適用されます 

 疾走移動 

 
火器チームは疾走移動できません 

移動の開始から終了まで統制状態の指揮官とスタックしなければなりません 

ユニットの移動力が+2 されます、但し、指揮官の移動力は超えません 

 士気チェック 

 で、士気チェックに成功 

 イニチアチブ判定 

 

 各プレイヤーは をロールします 

大きいロールを出した方がイニシアチブを得ます 

同ロールなら、前ターンのニチシアチブが続きます 

 匍匐 
 

 

１ヘクスの移動にインパルス全体を使います 

次に述べる項目以外では、自動的に視認されません： 

火器チームは匍匐できません 

開豁地形にいる 

敵ユニットに隣接している 

 ステルス移動 
 黄色の四角で囲まれた移動力     を持つユニットは、移動力の半分まで 

（端数切り上げ）移動した後、突撃移動のペナルティ付きで射撃できます。 

斥候の場合、ペナルティはありません 

 
次に述べる項目以外では、自動的に視認されません： 

 射撃を行った 

統制状態の敵ユニットの LOS内にある開豁地形にいる 

 ステルス移動を使って白兵戦に参加できます 

 夜戦 

 2ヘクス以内であれば、通常どおり見て、視認し、射撃できます 

2ヘクスを超える位置にいる目標が射撃済みマーカーを載せられている 

場合、以下のペナルティ付きで射撃できます： 

 照明弾 
 指揮官／英雄は、自身がいる位置から 3 ヘクス以内にある任意のヘクス

に照明弾を打ち上げることができます 

 
照明弾マーカーが置かれたヘクスとその周囲６ヘクスに対して夜戦の制限

を無効にします 

照明弾マーカーは続く管理フェーズで除去されます 

 で、打ち上げに成功（注意：常に２と言うわけではありません） 
 脱出判定 

 
偶数：混乱した操作班を車輌のあるヘクスに置きます 

奇数：操作班は除去されました 

 煙幕の展開判定 
 統制状態の MMCだけが自身のいるヘクスか隣接ヘクスに 

煙幕を展開できます 

 で、展開に成功（注意：常に２と言うわけではありません） 

 視認判定 

 目標ヘクスが阻止地形の場合： 

 

 目標ヘクスが妨害地形の場合： 

視認成功 ≦ ２ 

視認成功 ≦ ３ 

 ロール： 

 
斥候はダイロール -2 

 回復判定 

 
統制状態の指揮官または英雄が同じヘクスにいなければ

なりません* 

＊車輛と自己回復能力を持ったユニットは除きます 

 指揮官が最初に回復を試みます 

ユニットが士気チェックに成功するには 

 地形が正の目標修正値を持つとき 

 英雄の誕生判定 

 
分隊または半個分隊の損害判定ロールで１が出たとき 

はいつでも英雄が誕生する可能性があります 

 

 をロールして、偶数がでたら： 

英雄とスキルをランダムに選びます 

 拡張射程 

 
黒い四角で囲まれた射程        を持つユニットは、印刷された射程の 

２倍まで射撃できます 

 印刷された射程を超えると       （端数切り上げ） 

 突撃移動 

 
赤い四角で囲まれた移動力    を持つユニットと車輌は突撃移動ができ 

ます、適切なユニットと一緒の場合、指揮官も突撃移動ができます 

 同じインパルスまたは後のインパルスに射撃できます 

 1/2移動力（端数切り上げ）まで移動した後、ペナルティ付きで射撃できます 

 

 
直接射撃： 

砲兵器：     で示されるとおりです 

ルール早見表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイのアウトライン［2.0］ 

回復フェーズ(3.0) 
・イニシアチブを決めるために 1d6 をロールします 

・適切なユニットを回復／癒し、半個分隊 2 個を 1 個分隊に統合します 

・統制状態の MMC／SMC は支援火器を拾い上げることができます 

作戦フェーズ(4.0) 
・移動、射撃、その他の行動をとるために交互にインパルスを実行します 

・3 回パスが続くとフェーズは終了します 

管理フェーズ(9.0) 
・管理マーカー（視認マーカーを含みます）を除去します 

・煙幕マーカー（7.0）を裏返す／除去します、照明弾マーカーを除去します(20.2) 

・効力射(FFE)マーカーを除去します(18.1, 18.2) 

視認(10.1) 
・ 阻止地形では 1d6 で 2 以下 

・ 妨害地形では 1d6 で 3 以下 

-指揮修正値(LM) 

+1 LOS が妨害地形を 1 ヘクス通る毎 

選択：-1 目標が車輌の場合 

白兵戦(8.0) 
攻撃側：IFP + 適切な支援火器 対  

防御側：IFP + 適切な支援火器 

・ 全ての LM を加え 2d6 をロール、損害を適 

用する前に防御側も反撃できます 

・ 攻撃側に英雄がいる場合、右に 1 シフトできます 

砲兵器(14.0) 
損害を与えるには命中させなければなりません（ユニット

の裏にある命中表を参照） 

近接突撃(17.1) 
各ユニットは近接突撃前士気チェックに成功しなければ

なりません(1.5) 

・ MMC／英雄は 1d6 + FP + HE(支援火器) + 

士気修正値 

・ 車輌は 1d6 + 最も引く装甲値 

攻撃ダイロール > 防御ダイロール の場合、車輌は除

去されます！ 

 

蹂躙攻撃(15.3) 
開豁地形（水域以外のその他の開豁地形）、茂み、

草地、その他モジュール固有の該当する地形。車輌はそ

の蹂躙するヘクスに入るコストに加えて 4MP 消費します。 

・車輌は 1d6 + 2 + HE + 機関銃 + 戦車指揮官

の指揮修正値；*の付いた機関銃はハッチを開いている

場合の加えることができます；防御側は 1d6 をロールし

ます 

・車輌の修正後ダイロール > 防御／目標の修正後ダ

イロール：全ての防御側ユニットは損害判定をおこなわ

なければなりません 

直接射撃(5.0) 
１．攻撃側：FP + 1d6 + DFT 修正値 

２．防御側：1d6 + 目標修正値(TM) 

３．損害判定 

  ・攻撃側の修正後ダイロールと防御側の修正後

ダイロールの差を 1d6 に加えます 

  ・防御ユニットの士気値と比較します 

  （DRM:-ヘクス内の指揮官の指揮修正値） 


