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1.0 はじめに 

Panzer Grenadier は、第二次世界大戦中に戦われた戦術レベルの戦

闘をシミュレートするゲーム・シリーズです。シリーズの各ゲームに

は多数のシナリオが含まれ、プレイヤーは数多くの中隊、大隊、連隊

規模の戦闘をシミュレートする事が出来ます。 

 

ルールの各セクションには数字が付けられており、重要な説明を行う

各セクション内の項には、さらに 2 番目以降の数字が付けられて、例

えば 2.2 のように区分されています。また、セクションにサブセクシ

ョンを含む場合には 2.24 のようにさらに区分しています。 

 

ルールのある項が関連する他の項を参照する場合には、（2.2）のよう

に項番号が挿入されています。これによって、容易に関連するルール

を参照する事が出来ます。 

 

このルールは以前のバージョンのルールを改良、明確化しており、以

前のバージョンの全てのルールに優先します。これまでに出版された

ゲームで特別ルールとされていたプレイと地形に関する多くのルール

を標準ルールに取り込んでいます。このルールブックで規定するルー

ルと以前に出版されたゲームでルールが食い違う場合、このルールブ

ックを優先します。しかし、シナリオ・インストラクションが部隊の

能力やシナリオの状況をより良くシミュレートする目的で基本ルール

を変更している場合、シナリオ・インストラクションでプレイすべき

です。 

 

例：このルールブックでは浅い森と深い森に関して定義しています

が、これは以前に出版された ELSENBORN RIDGE 等のルールを

改良したものです。もう 1 つ例を挙げると、いくつかのゲームでは M

18 ヘルキャットが同じターンに移動と射撃を行うことを許していま

す。 

 

1.1 ルール概要． 

このセクションにはゲームを始めるに前にざっと目を通しておくと良

い事柄が記述されています。正式なゲームの詳細については他のルー

ル・セクションを参照してください。 

 

カウンター：各々の戦闘ユニットは歩兵小隊あるいは戦車小隊（30～

50 人または 4～5 輌の戦車）、あるいは砲兵中隊（2～4 門の砲）を表

しています。また、戦闘ユニットを輸送するトラックや馬車のような

非武装の輸送ユニットもあります。 

 

指揮官：指揮官はこのゲームにおいて最も重要なカウンターです。指

揮官カウンターには階級とカウンター中央に大きく士気値が印刷され

ています。左下には同じヘクスにいる友軍ユニットの直接射撃力に加

えることのできる戦闘修正値が、右下には同じヘクスあるいは隣接ヘ

クスにいる全ての味方ユニットの士気値に加えることができる士気修

正値が印刷されています。戦車はそれら自身で指揮官を持ちますが、

別のカウンターとしては登場しません－プレイヤーは密かに戦車指揮

官を個別の戦車ユニットに割り当てます。 

 

射撃力：どの戦闘ユニットもカウンター上に印刷された 1 つかそれ以

上の射撃力を持ちます。どの射撃力もハイフンで区切られた 2 つの値

で表現されます。ハイフンの左側の数字は射撃力で、ハイフンの右側

の数字は射程です。黒文字の数字は直接射撃力、白文字は砲撃力、黄

色地に赤文字は対戦車射撃力です（いくつかのゲームでは色体系が幾

分異なっており、ゲーム特別ルールで説明されています。しかし判別

は容易でしょう）。直接射撃と砲撃は兵員ユニットに損害を与え、対

戦車射撃は車両に損害を与えます。火炎放射器を装備したユニットの

直接射撃力は赤色で印刷されています。 

 

移動力：ユニットの移動力はカウンターの右上に印刷されています。

これは、毎ターンに移動のために支払う事ができる移動ポイント（M

P）を表しています。異なる地形タイプのヘクスに入るためには異な

る MP が必要です。詳細は地形効果表（TEC）を参照してください。

通常、指揮官は 4MP を持ちます。 

 

イニシアチブ：各ターンの初めに、両陣営のプレイヤーはサイコロを

1 個振ります。結果に自陣営の現在のイニシアチブ値（シナリオ・イ

ンストラクションで指示されています）を加えます。合計の大きい方

が勝ち、最初のアクション・セグメントを実施します。イニシアチブ

を得たプレイヤーは相手プレイヤーがアクション・セグメントを実施

する前に 2 回以上のアクション・セグメントを実施できる場合があり

ます。 

 

アクション・セグメント：アクション・セグメントでは、プレイヤー

は 1 つのユニットか、ユニットのスタックか、指揮官のいるヘクスと

その隣接ヘクスにいるその指揮官と同じタイプ（通常あるいは戦車）

の全てのユニットか、階級順に連続して隣接する指揮官をアクティブ

に出来ます（それに加えて、それらの指揮官のいるヘクスとその隣接

ヘクスにいる全てのユニット）。アクティブにされたユニットはその

アクション・セグメントで移動か射撃のどちらかを行えます。 

 

移動：指揮官によってアクティブにされたユニットは、そのユニット

に損害を与える可能性がある敵ユニットに近づくような移動をするこ

とができ、そしてもし敵ユニットの隣接ヘクスでアクティブ化を開始

した場合、敵ユニットのいるヘクスに進入することが出来ます。指揮

官によってアクティブにされたのではないユニットも移動することは

出来ますが、そのユニットに損害を与える可能性がある敵ユニットに

近づくような移動は出来ません。 

 

視認：ユニットは自身で視認している射程内の敵ユニットを射撃する

ことが出来ます。砲撃を行うユニットはそのユニット自身が敵ユニッ

トを視認する必要はありません：そのユニットのために指揮官がかわ

りに視認することが出来ますが、その他のユニットは代わりに視認す

ることは出来ません。平地にいるユニットは 12 ヘクス以内にいる敵

ユニットによって視認されます。制限地形（8.2）にいるユニットは

規定のヘクス数以内（1~5 ヘクス、詳細は TEC を参照）にいるユニ

ットにだけ視認されます。より高い地形は照準線（LOS）を遮りま

す。またいくつかの制限地形も LOS を遮る十分な高さを持っていま

す（8.3）。 

 

合同射撃：スタックしているユニットはその直接射撃力や砲撃力を合

計して、1 つの大きな火力の攻撃にすることが出来ます。隣接ヘクス

にいるユニットは戦闘修正値をもつ指揮官によってアクティブにされ

た場合だけ合同射撃に参加出来ます。対戦車射撃力を合計することは  
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出来ません。 

 

直接射撃と砲撃：射撃を行うプレイヤーは目標ヘクスを宣言してか

ら、射撃を行うユニットの火力を合計します。使用するタイプの射撃

に応じた射撃表を参照して、射撃ユニットの合計火力と同じかそれを

超えないコラムを見つけます。それから射撃表に記載されたコラム修

正に従ってコラムを増減します。そして、サイコロを 2 つ振ります。

最後に、射撃結果を解決するために、射撃表上のコラムと出た目の交

差する欄を参照します。 

 

対戦車射撃：同時に 1 個のユニットだけが対戦車射撃によって敵車両

を射撃出来ます（対戦車射撃の場合、合同射撃は出来ません）。射撃

を行うプレイヤーはサイコロを 2 つ振り、射撃を行うユニットの対戦

車射撃力をサイコロの目に加え、目標車両の装甲値をサイコロの目か

ら引きます（トラックやジープのような非装甲の自動車は装甲値を持

たないので、装甲値-1 を持つものとみなします）。それから対戦車射

撃表に記載された適用可能なサイの目修正に従って結果を増減しま

す。もし、修正後の結果が 10 以上なら、その車両は損害を受けるか

除去されます（そのユニットに輸送されているユニットや指揮官も同

じ運命をたどります）。 

 

突撃：敵ユニットに隣接するヘクスで指揮官によってアクティブにさ

れたユニットは、敵ユニットのいるヘクスに移動出来ます。これによ

って突撃が発生します。突撃ではそのヘクスにいる両陣営の全てのユ

ニットが射撃を行います。各プレイヤーはそのヘクス内の味方ユニッ

トの直接射撃力を合計し、突撃戦闘表で適切なコラムを見つけます。

そして、コラム修正を適用してからサイコロを 1 個振ります。結果は

そのヘクス内の全ての敵ユニットに影響を及ぼします。 

 

損害：戦闘結果は、敵ユニットを減少戦力面に裏返す（1 ステップ・

ロス）、除去する、士気チェックを要求する、効果なし、の 4 つがあ

ります。 

 

士気チェック：戦闘によって損害を受けたユニットや指揮官は士気チ

ェックを要求されます。士気チェックをするには、個別のユニットに

対してサイコロを 2 つ振り、結果をそのユニットの士気値（そのヘク

スか隣接ヘクスにいる指揮官の士気修正値を加えることが出来ます）

と比較します。もし、結果が修正後のユニットの士気値以下であれば

損害はありませんが、修正後の士気値より大きければ、そのユニット

は混乱（Disrupted）か士気喪失（Demoralized）のどちらかになり

ます。混乱したユニットや指揮官は移動力が減少し、戦闘能力は半分

になります。士気喪失したユニットや指揮官は回復を試みることを除

いてほとんど何も出来ません。混乱や、士気喪失になったユニット

は、将来のターンに良好な状態（統制状態）への回復を試みることが

出来ます。士気喪失ユニットが回復に失敗すると潰走（自身に損害を

与える可能性がある敵から逃げる行為）します。 

 

ゲームに勝つ：各シナリオにはプレイするゲーム・ターン数が指定さ

れています。指定されたゲーム・ターンがプレイされる前に一方また

は双方の陣営が勝利条件を満たし、かつそれ以上のプレイが異なる結

果をもたらさないのであれば、（そして、あなたがプレイの継続を望

まない限り！）ゲームは終了します。それ以外の場合最終ターンが完

了した時点でゲームは終わり、勝利のレベルを判定します。 

1.2 用語の定義 

アクション・セグメント：1 個の上級指揮官の命令によって、1 個の

ユニット、1 個の指揮官、1 個のスタックあるいはユニットのグルー

プと下級指揮官をアクティブにする事です。アクティブになったユニ

ットは射撃か移動のどちらかを行う事が出来ます（回復は移動アクシ

ョン、突撃は射撃アクションです）（3.13）。 

 

アクティブ・プレイヤーとアクティブ・ユニット：現在のアクショ

ン・セグメントを実施しているプレイヤーを「アクティブ・プレイヤ

ー」と呼びます。アクティブ・プレイヤーが現在のアクション・セグ

メントにアクションを行わせているユニットを「アクティブ・ユニッ

ト」と呼びます。 

 

対戦車（AT）射撃：対戦車射撃力を持つ 1 個の友軍ユニットが、敵

車両ユニット 1 個に対して行う射撃の事です。いくつかの航空機と兵

員ユニットは特別な対戦車射撃を行うことが可能です（11.4 と 11.5

を参照）。 

 

装甲値：敵の対戦車射撃に対する車両の防御能力の事です。ユニット

の装甲値はユニット上に描かれた車輌イラストの前面に茶色地に黄色

の文字で印刷されています。数値が大きい程、防御力が高くなりま

す。装甲値が印刷されていない車輌は装甲値-1 を持ちます（通常はト

ラックとジープです）。 

 

装甲戦闘車両（AFV）：装甲値が印刷されたユニットの事です（装甲

値は 0 でもかまいません）。AFV は自走砲、装甲車、特殊工兵車輌、

装甲兵員輸送車、その他それに類する車輌を含みます。戦車指揮官は

これら（AFV）をアクティブに出来ます。 

 

装甲兵員輸送車（APC）：オープントップ AFV の第一の目的は歩兵を

戦場へ運ぶことですが、それらはまた武装しているため副次的に戦闘

ユニットとしての能力を持ちます。APC は輸送ユニットとしてスタッ

クします（3 個までの APC ユニット／輸送ユニットとそれらに積載

／牽引される 3 個の重火器／徒歩ユニット、3 個までの APC 以外の

（APC／輸送ユニットに積載／牽引されていない）戦闘ユニットが同

じヘクスにスタック出来ます。合計で 9 個のユニットが同じヘクスで

スタック出来ます。）。APC は通常の指揮官と戦車指揮官の両方がアク

ティブに出来ます。シナリオ・ブックにはどのユニットが APC であ

るのかが記載されています（通常はハーフトラックやイギリス軍の 

ブレン・キャリア のような類似の車両です）。 

 

突撃：同じヘクスにいる味方ユニットと敵ユニットとの間で行われる

近接戦闘の事です。 

 

突撃ヘクス：味方戦闘ユニットと敵戦闘ユニットの両方がいるヘクス

の事です。 

 

砲撃：迫撃砲、ロケット砲や大部分の野戦砲のように、射撃ユニット

から目標が見える場合でも見えない場合でも射撃が可能な曲射式の砲

による射撃の事です。砲撃はその目標ヘクス全体に効果を及ぼしま

す。目標ヘクスは射撃を行うユニット自身か味方の指揮官により視認

（8.0）されていなければなりません。しばしば間接射撃と呼ばれま

す。 
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クローズトップ AFV：シナリオ・ブックで指定された、APC とオー

プントップ AFV 以外の全ての AFV の事です。 

 

コラム修正とサイの目修正：状況によって、直接射撃表、砲撃表、突

撃戦闘表で使用するコラム（列）を移動させるか、あるいは対戦車射

撃表でサイコロを振って出た値を増減させます。コラム修正の適用

は、コラム修正値（コラム修正+2 はコラムを右に 2 つ移動します）

と等しいコラム数だけコラムを右か左に移動する事で行います。サイ

の目修正は、サイコロを振った結果を増やしたり減らしたりする事で

行います。各射撃タイプに適用するコラム修正値またはサイの目修正

値は各射撃表を参照してください。 

 

戦闘結果：目標ユニットと指揮官に士気チェックやステップ・ロスを

強いる直接射撃表、対戦車射撃表、砲撃表、突撃戦闘表上で示される

結果の事です。 

 

戦闘ユニット：直接射撃力や砲撃力、対戦車射撃力を持つユニットの

事です。非武装の輸送ユニットと指揮官は戦闘ユニットではありませ

ん。 

 

支配：ヘクスは、最後にそのヘクスを自陣営だけで占有した戦闘ユニ

ットの所有プレイヤーによって支配されます。両陣営の 1 個以上のユ

ニットが同じヘクスにいる場合、そのヘクスはどちらの陣営にも支配

されていません。 

シナリオで、ゲーム開始時に一方の陣営がボード上に初期配置され

他方の陣営がボード端から進入してくる場合、ボード上の全てのヘク

スはシナリオ開始時にボード上に初期配置する陣営によって支配され

ます。 

シナリオで、ゲーム開始時に両方の陣営がボード上に初期配置され

る場合、シナリオで特に指示されていない場合、各ヘクスはそのヘク

スを占有するかそのヘクスのより近くにいる戦闘ユニットを所有する

陣営の支配となります。両陣営のユニットから等距離にあるヘクス

は、シナリオ・インストラクションに従って先に初期配置する陣営の

支配となります。 

シナリオで、ゲーム開始時にどちらの陣営のユニットもボード上に

配置されない場合（両陣営のユニットがプレイ中に進入してくる場

合）、どちらかの陣営の士気喪失していない戦闘ユニットが物理的に

そのヘクスを占有するまで、そのヘクスはどちらの陣営にも支配され

ていない状態のままとなります。 

 

訳注：士気喪失したユニットはヘクスを支配出来ません。 

 

士気喪失（Demoralized）：士気喪失したユニットや指揮官は、兵士

が戦意を喪失した状態になっているため攻撃が出来ず、回復を試みる

ことを除く（訳注：回復と潰走だけを行えます）いかなるアクション

も実行出来ません。ユニットや指揮官は戦闘結果により士気喪失とな

ります、あるいは望めばアクティブにされている間に自発的に士気喪

失となれます（そうすることで（訳注：混乱した）指揮官は士気喪失

したユニットと共に潰走出来ます。6.53 を参

照）。士気喪失したユニットは自身の士気状態

を回復させる試みをしなければなりません。プ

レイヤーはまだアクティブにされていない士気

喪失したユニットがいる時はアクティブ化をパ

スすることは出来ません。 

 

直接射撃：射撃を行うユニット自身が視認した 1 個のヘクス全体に対

する射撃です。 

 

混乱（Disrupted）：混乱したユニットの兵士達は散り散りになってい

ます、そのため移動力と射撃力が減少します。

混乱した指揮官の移動力は減少します。また混

乱した指揮官はスタックしているユニットにし

か影響を及ぼすことが出来ません。 

 

射撃力：カウンター上にハイフンで区切られた 2 つの数字がありま

す。ハイフンの左側の数字はユニットの射撃能力でハイフンの右側の

数字はユニットの射程です。大きいほど良い数字です。直接射撃力は

黒文字、砲撃力は白文字、対戦車射撃力は黄色地に赤文字で印刷され

ています。カウンター上に 2 つのタイプの射撃力値が印刷されている

場合もあります。 

 

徒歩：車輌を使用しない、人間や動物の歩き／走りによる移動タイプ

です。徒歩には自転車部隊と騎兵を含みます。 

 

端数：いくつかのルールでは半分や 1/4 にした数字が必要になりま

す。全ての端数はユニットごとに切り上げます。例えば、2.5 や 2.25

は 3 となります。 

 

友軍：同じ陣営のユニットの事です。例えば、全てのドイツ軍ユニッ

トは、実際に友好的かどうかに関わらず他のドイツ軍ユニットと友軍

になります。 

 

統制状態：混乱にも士気喪失にもなっていないユニットや指揮官は統

制状態です。通常、全てのユニットは統制状態でシナリオを開始しま

すが、プレイ中に混乱や士気喪失、それらの状態から統制状態への回

復が起こりえます。 

 

非アクティブ・プレイヤーとユニット：現在のアクション・セグメン

トを実施していない側のプレイヤーが非アクティブ・プレイヤーで

す。そのプレイヤーの側の全てのユニットは非アクティブ・ユニット

です。非アクティブ・ユニットは機会射撃を実施出来ます（13.0）。 

 

イニシアチブ：イニシアチブはその陣営の行動準備能力を表していま

す。高いイニシアチブ値を持つ陣営は先に行動出来ます。イニシアチ

ブは戦闘で発生する損害によって減少します（3.0 ステップ A）。 

 

指揮官：他のユニットをアクティブにしたり、命令を与えたりする 1

人の兵士を表しています。どの指揮官カウンターも 2 面持っており、

各面は別々の指揮官を表しています。どの指揮官も階級、士気値、戦

闘修正値、士気修正値を持っています。移動力に関することを含めた

指揮官に関する詳細は 6 章を参照して下さい。 
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移動タイプ：ユニットは次の 6 つのタイプの内の 1 つのタイプで移動

します： 機械化、自動車化、牽引、徒歩（5.1 ）、航空、海上。 

 

移動力：ユニットが 1 回のアクション・セグメントに移動できる最大

距離を移動ポイント（MP）で示したものです。ユニットの移動力は

カウンターの右上に印刷されています。牽引面（Limbered）の右上

に ”Ｔ” が印刷されているユニットは移動するために牽引されなけれ

ばなりません。 

 

夜間ターン：暗闇によって全ての地形で視認距離が 1~2 ヘクス（8.1

2）に減少するターンの事です。夜間ターンの間はユニットの移動は

制限されます（5.5）、そして直接射撃表、砲撃表、対戦車射撃表上で 

-1 のコラム修正を受けます。 

 

オープントップ AFV：上部装甲のない AFV は直接射撃や砲撃でステ

ップ・ロスを受けることがあります。これには全ての APC と、この

シリーズの各シナリオ・ブックで指定されたユニットを含みます。 

 

訳注：クローズトップ AFV は直接射撃と砲撃でステップ・ロスの損

害を受けません。 

 

機会射撃：非アクティブ・ユニットが移動している 1 個のアクティ

ブ・ユニットに対して行う射撃の事です。ユニットは 1 個ずつ（但

し、任意の数の指揮官がそのユニットと一緒に移動出来ます）移動を

行うため機会射撃を受けるユニットは 1 回に 1 ユニットだけとなりま

す。 

 

兵員ユニット：兵員ユニットは、主に人力移動のユニットまたは自転

車のような人力駆動の車輌ユニットを含む包括的な用語で、装甲車両

や輸送車両とは対になる概念です。 

例を挙げると、（これらに限りませんが）オートバイ（MTC）、迫撃砲

（MTR）、対戦車ライフル（ATR）、歩兵（INF） 、海兵（MAR）、

落下傘兵（PARA）、騎兵（CAV） 、重機関銃（HMG）、工兵（EN

G）がそうです。 

 

重牽引車輌：シナリオ・インストラクションで指定された野戦砲ユニ

ットや他の重火器ユニットを牽引するためだけに使用される輸送ユニ

ットの事です。 

 

射程：ユニットの射撃力が効果を持つ距離をヘクス数で表したもので

す。 

 

階級（Rank）：指揮官の序列の指標です。階級の低いものから高いも

のへの順に： 伍長（CPL）、軍曹（SGT）、少尉/中尉（LT）、大尉

（CPT）、少佐（MAJ）、中佐（LTC）、大佐（COL）、准将（BGE

N）、少将（MGEN）、中将（LGEN）、大将（GEN）となります。こ

のシリーズのいくつかのゲームでは、イタリア軍、武装親衛隊、フィ

ンランド軍、ハンガリー軍指揮官のような（訳注：このゲームにおけ

る）標準的ではない階級表示を含んでいます。詳細はシナリオ・イン

ストラクションを参照してください。 

 

 

 

（訳者補足：標準的でない階級表示の例） 

訳注：海軍に所属する

指揮官の階級表示はア

メリカ海軍の階級にな

らっています。 

例：日本海軍の特別陸

戦隊の大尉は CAPTAI

N ではなく LIEUTENANT です。 

 

偵察（Recce）ユニット：2 種類あります：戦車より軽量な装甲で一

般に戦車より高速、かつ偵察・索敵任務に使用される（装甲車を含

む）AFV 偵察ユニットと、多くの場合徒歩ユニットと同様に行動する

情報偵察ユニット（I&R または RCN）です。AFV 偵察ユニットは他

のユニットを輸送出来ず、行う偵察タイプによって自動車化移動か機

械化移動かが決まります。どちらの偵察タイプの場合も戦闘ユニット

としてスタックします。また、どちらの偵察タイプも特別な視認能力

があります（8.23）。 

 

安全なヘクス：町、森、その他ユニットが敵ユニットによって視認さ

れず、直接射撃や対戦車射撃（損害を与えうる射撃タイプ）を受け

ず、また敵ユニットに突撃を受けないヘクスの事です。士気回復に失

敗した士気喪失ユニットは最も近い安全なヘクスに向か言って逃げな

ければなりません（14.31）、あるいは安全なヘクスでアクティブ化を

開始した場合はそこに留まらなければなりません（14.32）。 

 

視認：目視によって敵ユニットを観測する行為の事です。全てのユニ

ットは自分のいるヘクスや隣接ヘクスにいる敵ユニットを視認する事

が出来ます。これを超える距離の場合、視認できる距離は地形や天

候、その他の要因によって変化します（8.1）。指揮官だけが、（砲兵

ユニット）自身が直接目標を視認していない砲兵ユニットの代わりに

目標を視認することが出来ます。 

 

ステップ：ほとんどの戦闘ユニットは 2 段階の戦力を持っています。

それぞれの戦力段階を「ステップ」と呼びます。ユニットは様々な要

因によりステップを失いますが、通常は戦闘によってステップを喪失

します。ユニットがステップを 1 段階失うと、カウンターを減少した

戦力の面に裏返すか、あるいは元々1 ステップしかないユニットや既

に 1 ステップを失っているユニットはボード上から除去します。シナ

リオで特に指示されていなければ、ユニットは完全戦力面（高い戦力

面）を上にして配置します。 

 

防御拠点：強化された防御拠点を表す移動力を持たない兵員ユニット

の事です。時々、砲郭（casemate または casement）など他の用語で

表されることがあります。 

 

戦車：装甲値が印刷された全面に装甲が施された AFV で、対戦車射

撃力と通常は直接射撃力も持ちます。戦車は他の戦闘ユニットと同様

にスタックし、移動タイプは機械化移動を使用します。多くのシナリ

オで戦車ユニットのステップ・ロスをイニシアチブ値の調整や勝利条

件の判定に使用します。そのようなステップ・ロスの対象にはユニッ

トの上に装甲シンボルが印刷された全てのユニットを含みます。です

から、自走砲、偵察車輌、APC はそのようなステップ・ロスに含めま

せんが、一方で英軍の Crab や Crocodile のような工兵車輌と同様に
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戦車駆逐車は含めます。 

 

輸送ユニット：兵員と指揮官の輸送、あるいは重火器の牽引に使われ

る車両の事です。これは馬車やトラック、重牽引車輌、ソリを含んで

います。APC は輸送ユニットとしての振る舞いを持った戦闘ユニット

です（4.3）。 

 

重火器ユニット：対戦車砲、野戦砲、対空砲ユニットの事です、その

ほとんどのユニットは移動するために輸送ユニットによって牽引され

なければなりません（5.6）。 

 

訳注：歩兵砲、山砲、重迫撃砲も重火器です。歩兵砲、山砲は牽引の

他に自力による移動が可能です。 

 

2.0 内容物 および 構成． 

2.1 カウンター． 

ほとんどのカウンターは本ゲーム・シリーズでカバーされている戦闘

に参加した軍事ユニットを表しています。その他のカウンターは防御

陣地や煙幕、地雷原、士気状態、ユニットがこのターンに移動か射撃

を行った事などを表すマーカーです。 

 

 

カウンターに印刷されている情報の説明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニット・クラス（主要なもの）： 

 

 

2.2 ゲーム・ボード． 

ゲーム・ボードは、チェス盤のマスと同じ様に使用される 6 角形のマ

ス（これを「ヘクス」と呼びます）で区切られています。各ヘクスに

はユニットの初期配置を補助するために番号が振られています。ま

た、ゲーム・ボードは重要な地形特性を表現しており、地形効果表

（TEC）は移動や戦闘におよぼす地形の影響を規定しています。ゲー

ム・ボード端の半分のヘクスもゲームで使用し、2 枚のゲーム・ボー

ドに挟まれて出来たヘクスは、初期配置や勝利条件の判定の際にどち

らのゲーム・ボードにも存在するものとして扱われます。 

 

2.3 シナリオ． 

シナリオ・セットアップ・インストラクション（本ゲーム・シリーズ

のそれぞれのシナリオ・ブックに記載されています）には両陣営のユ

ニット一覧（訳注：戦闘序列）、初期配置する位置、使用するゲー

ム・ボードとその向き、歴史的背景、勝利条件、シナリオやゲームの

ための特別ルールが記載されています。 

 

2.4 スケール． 

各ターンは実際の 15 分を表し、各ヘクスの対辺間の距離は 200m で

す。ユニットは歩兵小隊（兵士 15～40 人）や操作班を含む砲兵中隊

と小隊（16～28 人および 2～4 門の砲）、車両小隊（3～5 輌）を表し

ています。指揮官は 1 人の兵士で、航空機は 3～12 機を表していま

す。 
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3.0 プレイの手順 

プレイするシナリオを決めた後、プレイヤーはシナリオ・インストラ

クションに従って自陣営のユニットを初期配置します。各プレイヤー

は複数回の「アクション・セグメント」からなる「アクション」を実

行します。各ターンは 3 つのフェーズで構成されており、以下に示す

順序で実施しなければなりません： 

 

A） イニシアチブ決定フェーズ 

各プレイヤーはサイコロを 1 個振ります、そして現在のイニシアチブ

値（シナリオ・インストラクションで指示されています）を結果に加

えます。合計値が大きいプレイヤーがイニシアチブを獲得します。合

計値が同じときはサイコロを再度振り、イニシアチブ決定をやり直し

ます（同様に、現在のイニシアチブ値を結果に加えます）。 

 

勝者の合計から敗者の合計を引き、差を 2 で割ります（端数は切り上

げます）。この値が、敗者がアクションを実施する前に勝者が実施す

る事のできるアクション・セグメント（3.1）の回数となります（端

数は切り上げて 1 とします）。 

 

例： プレイヤーＡ（イニシアチブ値 3）はサイコロの目で 5 を出して

合計が 8、プレイヤーＢ（イニシアチブ値 2）はサイコロの目で 3 を

出して合計が 5 となりました。プレイヤーＡは差 3 で勝利となりまし

た、その結果プレイヤーＡはプレイヤーＢがアクションを行う前に 2

回（3 を 2 であると 1.5 ですが切り上げて 2 にします）のアクショ

ン・セグメントを実施する事が出来ます。 

 

プレイヤーのイニシアチブ値は通常、そのプレイヤーが所有するユニ

ットがシナリオ・インストラクションで決められたステップ・ロス数

分の損害を受けると低下します。しかし、0 より小さくなることはあ

りません。 

 

B） アクション・フェーズ 

イニシアチブを獲得したプレイヤーはイニシアチブ決定フェーズで決

定された回数のアクション・セグメント（3.1）を実施します。それ

から、相手プレイヤーがアクション・セグメントを 1 回だけ実施しま

す。そして、両プレイヤーは、そのターンが完了するまで交互にアク

ション・セグメントを 1 回ずつ実施します。プレイヤーが望めば自分

のアクション・セグメントをパスしてどのユニットもアクティブにし

ない事も出来ます。もし一方のプレイヤーがパスをした直後に他方の

プレイヤーもパスをすると、そのターンは終了となります。プレイヤ

ーは士気喪失状態でまだアクティブにされていない友軍の指揮官やユ

ニットがボード上にある時はパス出来ません。そのプレイヤーは少な

くとも 1 つの士気喪失した指揮官かユニットの回復（14.4）を試みる

ためにアクション・セグメントを行わなければなりません。 

 

選択ルールの「戦場の霧」を使用する場合、両プレイヤーが少なくと

も 3 回のアクティベーションを完了した次のアクティベーションから

（訳注：アクティブ・プレイヤーは）アクティベーション終了時にタ

ーン終了判定を行います（詳細は選択ルールを参照して下さい）。 

 

C） マーカー除去フェーズ 

両プレイヤーは 全ての “MOVED/FIRED”  マーカー、煙幕マーカ

ー、照明マーカー（選択ルールを参照）をボードから除去します。選

択ルールの集中砲火を使用する場合、現在の集中砲火を示す視認マー

カーを除去します。 

 

3.1 アクション・セグメント． 

1 回のアクション・セグメントは以下のうちのいずれか 1 つからなり

ます。 

・1 個のユニットや 1 人の指揮官の自己アクティブ化； 

 

・同じヘクスでスタックしている一部あるいは全てのユニット（指揮

官を含む、または含まない）の同時アクティブ化。もしスタックに通

常の指揮官または戦車指揮官がいる場合、その指揮官は移動と戦闘を

目的として、そのスタック内のユニットをアクティブにして命令を出

すことが出来ます、それに加えて隣接ヘクス内のユニットと下級指揮

官をアクティブにして命令を出す事が出来ます； 

 

・1 人の指揮官による自身のいるヘクスと隣接する 6 個のヘクスにい

る全てのユニットのアクティブ化と命令の発令； 

 

・1 人の指揮官による、下級指揮官のアクティブ化（3.2）による、い

くつもの連なるヘクスにいるユニットと下級指揮官のチェーンのアク

ティブ化と命令の発令。 

 

3.11 個々のユニットとスタック． 

個別のユニットは指揮官の支援を受けるか、あるいは支援を受けずに

独力でアクティブに出来ます。個別のスタック（1 つのヘクスでスタ

ックしている全てのユニット）もまた指揮官の支援を受けるか、ある

いは支援を受けずに独力でアクティブにでき、スタック内のユニット

のタイプ（AFV か非 AFV）は問いません。指揮官の支援なしでアク

ティブになったユニットは直接射撃や対戦車射撃で自身に損害を与え

る可能性がある敵ユニットに近づくような移動は出来ません（5.4）。 

 

アクティブにするスタックに指揮官がいる場合、指揮官は自分自身

と、スタック内とそのスタックに隣接する 6 個のヘクスにいる指揮官

と同タイプ（AFV か非 AFV のどちらか）の全てのユニットと全ての

下級指揮官を移動と戦闘を目的としてアクティブにする事が出来ま

す。非 AFV と AFV を含むスタックをアクティブにする場合は１回の

アクティブ化として数えます。指揮官によってアクティブにされたユ

ニットは制限事項なしに全てのアクション（3.13）を行うことが出来

ます。そのアクションには、自身に損害を与える可能性がある敵ユニ

ットに近づくような移動も含んでいます。指揮官によってアクティブ

にされたユニットはその指揮官と一緒に移動しなければならないわけ

ではありません。 

 

以前にアクティブにされたユニットは同じヘクスにいる未アクティブ

のユニットに何の影響も与えません。スタックをアクティブにする場

合、そのスタック内の全てのユニットをアクティブにする必要はあり

ません。 

 

3.12 指揮官とアクティブ化． 

統制状態の指揮官は自身のいるヘクスに加えて、そのヘクスに隣接す

る 6 個のヘクス内にいる全てのユニットと下級指揮官をアクティブに

する事が出来ます。混乱した指揮官は自身のいるヘクスにいる全ての
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ユニットと下級指揮官だけをアクティブにする事が出来ます。士気喪

失した指揮官は何もアクティブにする事は出来ません。 

 

指揮官は、自分自身をアクティブにしたのか、またはスタックの一部

としてアクティブにされたのかに関わらず、ユニットと下級指揮官を

アクティブに出来ます。 

 

指揮官は、自身のアクティブ化の開始時点でだけユニットをアクティ

ブにすることが出来ます（指揮官は移動して、自身が移動する前に、

同じヘクスや隣接ヘクスにいなかったユニットをアクティブにする事

は出来ません）。 

 

シナリオ・ブックあるいはシナリオ・インストラクションで特に指示

されていなければ、指揮官は自国の他組織のユニットをアクティブに

する事が出来ます（例：ソビエト軍親衛部隊と労農赤軍（RKKA））

しかし、例え同盟国であったとしても他国の部隊を指揮することは出

来ません。 

 

3.13 ユニット・アクション． 

アクティブにされたユニット／指揮官、グループは順番を指定せずに

アクションを実施する事が出来ます、しかし全てのアクションは実施

する前にあらかじめ宣言しておかなければなりません。アクションと

は移動か射撃のどちらかです。プレイヤーは移動の方向や射撃目標を

あらかじめ指定する必要はありません。どのユニットが移動して、ど

のユニットが射撃を行うのかを宣言するだけでかまいません。 

 

移動アクションには移動（5.0）、タコツボ掘り（16.2）、牽引砲の連結

/連結解除（5.63）、士気回復の試み（14.4）があります。射撃アクシ

ョンには直接射撃（10.0）、砲撃（9.0）、対戦車射撃（11.0）、突撃（1

2.0、突撃の開始や、突撃への参加は 1 ヘクスの移動を含みますが射

撃アクションです）があります。 

 

ユニットが移動や射撃を行ったらそのユニットの上に “MOVED/FIR

ED” マーカーを載せます。  “MOVED/FIRED” マーカーが載せられ

たユニットは、ランダム・イベント（選択ルールを参照）のイベント

によるものを除いて、そのターンに再びアクティブにする事は出来ま

せん。 

 

3.14 盤外砲兵と航空支援． 

1 個またはそれ以上の盤外砲撃力による砲撃（9.2）あるいは航空機に

よる攻撃（15.1）は、完全な 1 アクション・セグメントを要求しま

す。盤外砲撃や航空攻撃が行われているアクション・セグメントの間

は、ボード上のユニットをアクティブにすることは出来ません 

 

3.15 機会射撃． 

非アクティブ・プレイヤーはアクティブ・プレイヤーのアクション・

セグメント中に移動している敵ユニットに対して機会射撃（13.0）を

行う事が出来ます。 

 

3.2 下級指揮官のアクティブ化． 

指揮官は、自身のいるヘクスか隣接する 6 個のヘクスにいる階級が下

位（同階級やより高い階級以外）の指揮官をアクティブにする事が出

来ます。これらのアクティブにされた指揮官は順繰りと自身のいるヘ

クスか隣接するヘクスにいる他のユニットをアクティブにでき、それ

に加えて、それらのヘクスにいる彼らより下級の指揮官をアクティブ

にする事が出来ます。これらが全て同じアクション・セグメントに発

生します、そしてそのようにアクティブにされた全ての指揮官とユニ

ットは通常どおり移動や射撃が行えます。 

 

したがって、アクティブになった MAJ（少佐）は隣接ヘクスにいる

LT（中尉/少尉）をアクティブにし、その LT が LT のいるヘクスに隣

接する第 3 のヘクスにいる SGT（軍曹）をアクティブにする事が出

来ます。注意深く計画すると、たった 1 ユニットの上級指揮官をアク

ティブにする事で、広大な戦線に展開した指揮官とユニットのグルー

プを全てアクティブにする事もできるわけです。 

 

戦車指揮官（3.3）は階級がありません、そのため戦車指揮官は下級

指揮官のアクティブ化によって他の指揮官（他の戦車指揮官を含みま

す）をアクティブにすることは出来ません。そのため、戦車指揮官が

アクティブになった時は彼のいるヘクスか隣接する 6 個のヘクスにい

る AFV ユニットをアクティブにできるだけです。 

 

3.3 AFV のアクティブ化． 

戦車はそれ自身が指揮官を持っており、彼らを「戦車指揮官」と呼び

ます。戦車指揮官は通常の指揮官のように固有のカウンターとしてゲ

ームに登場しません。プレイヤーは相手プレイヤーに分からないよう

に、戦車指揮官を個別の AFV ユニットに割り当てます。 

 

3.31 戦車指揮官の能力． 

戦車指揮官は、通常の指揮官が非 AFV ユニットをアクティブにして

命令出来るように AFV ユニットをアクティブにして命令出来ます。

しかし、戦車指揮官は階級がないため、下級指揮官のアクティブ化

（3.2）によって他の戦車指揮官や通常の指揮官をアクティブにする

ことは出来ません。どの戦車指揮官も彼のいるヘクスとその隣接する

6 個のヘクス（これらの AFV が戦車指揮官を含んでいるか否かに関

わらず）にいる全ての AFV をアクティブに出来ます。戦車指揮官は

AFV にどのようなタイプのアクションも命令することが出来ます（3.

13）。 

 

3.32 戦車指揮官の制限事項． 

戦車指揮官は非 AFV ユニットや通常の指揮官をアクティブにした

り、命令したりすることは出来ません。しかし、戦車指揮官のいるヘ

クスでスタックしている非 AFV ユニットや通常の指揮官は、スタッ

クが自己アクティブ化する場合は戦車指揮官と同時にアクティブ化出

来ます（3.11､5.45）。 

 

3.33 通常の指揮官の制限事項． 

同様に、通常の指揮官は AFV（1.2）ユニット、偵察車輌（装甲車）

ユニット（1.2）、戦車指揮官をアクティブにしたり、命令したりする

ことは出来ません。しかし、通常の指揮官は APC（積載の有無にかか

わらず）と、たとえそれが AFV だとしても自走砲や工兵車輌であれ

ばアクティブに出来ます。通常の指揮官のいるヘクスでスタックして

いる AFV ユニットや戦車指揮官は、スタックが自己アクティブ化す

る場合、通常の指揮官と同時にアクティブ化出来ます（3.11､5.45）。 
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3.34 APC． 

APC は AFV と輸送ユニットのハイブリッド・ユニットです。APC

は、兵員を積載しているかどうかにかかわらず全ての友軍の通常の指

揮官と戦車指揮官によってアクティブにされることが出来ます。 

 

 

4.0 スタック 

2 個以上の友軍ユニットが同じヘクスを占める事が出来ます。これを

「スタック」と呼びます。 

 

4.1 制 限． 

どのようなヘクスでも、そこを占める事のできるユニットの最大数

は： 

・戦闘ユニット 3 個 、それに加えて 

・最大で 3 個の戦闘ユニットを牽引・積載した輸送ユニット 3 個（A

PC を含む） さらに 

・無制限の数の指揮官 

 

スタック制限はどの時点でも適用されます。ユニットは進入するとス

タック制限を超えるヘクスに入ることは出来ません。スタック制限を

越えた時はいつでも、攻撃側スタックの全てのユニットに直ちに混乱

（Disrupted）マーカーを載せます。そして相手プレイヤーは当該ヘ

クスがスタック制限を満たすようにスタック制限を越えたユニットを

隣接ヘクスへ移動させます。スタック制限を越えたユニットを移動さ

せる適切なヘクスがない場合（例：周囲を敵に囲まれている）、所有

プレイヤーがスタック制限を満たすために除去するユニットを選びま

す。 

 

突撃ヘクスにおいては、両陣営とも戦闘ユニット 3 個に加えて牽引・

積載状態の輸送ユニット 3 個（APC を含む）、さらに無制限の指揮官

をスタックさせる事が出来ます。合計すると、そのヘクスに 18 個ま

でのユニットと無制限の指揮官をスタックさせる事になります。 

 

4.2 輸送ユニットおよび指揮官． 

APC、非武装の輸送ユニットと指揮官は、戦闘時のコラム修正を決定

する際にスタックしているユニットとして数えません（4.4）。 

 

4.3 装甲兵員輸送車（APC）． 

APC は輸送ユニットとしても振る舞うオープント

ップ AFV です。APC の装甲値により APC（と輸

送されているユニット）は直接射撃表や砲撃表の大

半の結果を無視出来ます。APC は戦闘ユニットで

すが、輸送ユニットとしてスタックします。そのた

め、1 つのヘクスに 3 個までの APC か非武装の輸

送ユニット（加えて、積載されたユニット）が、3 個の APC 以外の

戦闘ユニットと一緒にスタックする事が出来ます。APC は友軍の通常

の指揮官と戦車指揮官によってアクティブにされます。 

 

4.4 スタックによるコラム修正． 

3 個の戦闘ユニットがいるヘクスは直接射撃表と砲撃表で+1 のコラム

修正を受けます。指揮官と APC と非武装の輸送ユニットはこのペナ

ルティ（+1 コラム修正）のためのユニット数として数えません。 

 

例：2 個の INF ユニットと 1 個の戦車ユニットがいるヘクスは、直接

射撃か砲撃を受けた時+1 コラム修正を受けます。3 個の INF ユニッ

トがいるヘクスも同じです。3 個の APC またはトラックに加えて 3

人の指揮官のいるヘクスは直接射撃や砲撃を受けた時+1 コラム修正

を受けません。 

 

4.5 移動への影響． 

移動中の戦闘ユニット（APC を除く）は、友軍の APC 以外の戦闘ユ

ニットが 3 個いるヘクスに入る事は出来ません。移動中の輸送ユニッ

ト（APC を含む）は、友軍の輸送ユニットが 3 個いるヘクスに入る

事は出来ません。指揮官はこの制限を受けません。 

 

 

5.0 移 動  

アクティブ・プレイヤーはアクティブにした自軍ユニットを今いるヘ

クスから隣接ヘクスへ「1 度に 1 個ずつ」移動させます。例外： 指

揮官は自身がアクティブにしたユニットと一緒に移動する事を選択で

き（士気喪失からの回復に失敗して潰走するユニットと一緒に移動す

ることを含みます、6.53､14.31）、輸送されているユニットは、その

ユニットを運んでいる輸送ユニットと一緒に移動します（5.6）。1 人

の指揮官は自分より移動力の大きな（例えば、オートバイ・ユニット

のような）非輸送ユニットに乗る事が出来ます。 

 

ユニットの移動力はカウンターの右上に印刷されています。指揮官と

騎兵指揮官は例外で、指揮官は移動力 4 を、騎兵指揮官は移動力 6 を

持っています。 

ユニットは自身の移動力から TEC で規定されている移動コスト分の

移動ポイント（MP）を支払ってヘクスに進入します。ユニットは TE

C に特別に記載されているか、あるいは道路に沿って移動するか、ま

たは橋を渡るか（5.2）をしない限り、そのヘクス内のもっとも移動

コストの高い地形の移動コストだけを支払います。ユニットはどのア

クション・セグメントにおいてもその移動力を越える事は出来ません

が、セグメント中に最低 1 ヘクスは移動出来ます。少なくとも 1 移動

力を持つユニットは、そのヘクスに入るためにかかる移動コストにか

かわらず常に 1 ヘクスの移動が出来ます。しかし、大河川等の地形で

は移動できない事もあります（5.72）。同じヘクスでアクション・セ

グメントを開始するアクティブ・ユニットは必ずしも一緒に移動する

必要はありません。 

 

5.1 移動タイプ． 

各ユニットは移動クラスを持っています。地形による移動コストは移

動クラスによって変化します。 

 

・機械化ユニット：戦車、自走砲、大半の APC、その他の移動方式

が装軌式もしくは半装軌式の車両です。装甲値と移動力の両方を持つ

（装甲車以外の）全てのユニットは機械化ユニットです。 

 

・自動車化ユニット：装甲車、トラック、オートバイ、その他の移動

方式がエンジンが付いた装輪式である車両です（従って、馬車は含み

ません）。機械化でない全ての車輌は自動車化ユニットです。 
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・牽引ユニット：輸送車両に牽引された場合だけ移動できる移動力を

持たないユニットです。牽引ユニットの裏面（牽引状態面）には移動

力の代わりに “Ｔ” の記号が付けられています。いくつかの牽引ユニ

ットは、牽引状態面で 1 移動力を持っています。これらのユニットは

牽引状態面になって輸送車両に牽引されるか、あるいは牽引状態面に

なって自力で徒歩移動する事が出来ます。 

 

・徒歩ユニット：人間や動物が脚を使って移動するユニットです。上

記の機械化ユニット、自動車化ユニット、牽引ユニット以外の全ての

ユニットは徒歩ユニットとなります。 

 

海上ユニット：水上を移動するユニットです。水上と陸上の両方を移

動するユニットはしばしば「水陸両用」と記載されますが、ゲーム内

では、その時にいるヘクスが水上なら水上車輌、陸上なら陸上車輌と

して扱います。水陸両用を除く海上ユニットは一部が陸地で一部が水

面であるヘクスに進入することは出来ません。 

 

航空ユニット： 

ボード上とボード外のヘクスを使って移動するユニットですが、空中

を移動するため地形の影響を受けません。 

 

5.2 道 路． 

道路移動の恩恵を受けるには、単に道路のあるヘクスに出入りするの

ではなく、道路の描かれたヘクスサイドを辿って移動しなければなり

ません。道路（橋を含みます）に沿って移動するユニットは、そのヘ

クスの地形コストではなく TEC に記載された道路移動の移動コスト

で移動出来ます。 

 

町や村ヘクスに道路の絵が描かれていても、道路が町や村ヘクスにつ

ながることはなく、また通り抜けることもありません。ですから町や

村ヘクスに入るユニットは常に町や村ヘクスの移動コストを払わなけ

ればなりません。 

 

5.3 同一ヘクス内の敵味方ユニット． 

ユニットは突撃（12.0）を実施する場合あるいは高度な戦車運用（選

択ルールを参照）を行う場合以外、1 つ以上の敵戦闘ユニットがいる

ヘクスに入る事は出来ません。 

 

5.31 無害な敵． 

ユニットは敵指揮官

しかいないヘクスへ

は自由に出入り出来

ます（6.71 指揮官の

戦死を参照）。ま

た、非武装のトラッ

クや馬車、ソリしかいないヘクスへも自由に出入り出来ます。移動し

てきたのが戦闘ユニットであった場合、これらの輸送ユニットは除去

されます。非武装の輸送ユニットは敵の非武装の輸送ユニットしかい

ないヘクスに自由に出入り出来ます。これらの輸送ユニットは互いに

影響しません。 

 

訳注：戦闘ユニットを積載／牽引／搭乗させた輸送ユニットは無害な

敵ではありません。 

5.32 突撃． 

突撃を行うユニットは、敵ユニットがいる隣接ヘクスに、1 ヘクスだ

け移動する事が出来ます（例外： 騎兵部隊による騎兵突撃､15.31：

戦車突撃、蹂躙攻撃、選択ルールを参照）、敵戦闘ユニットのいるヘ

クスに進入したらそこで停止し敵ユニットに突撃を実施しなければな

りません（12.0）。突撃ヘクス内でアクティブにされたユニットは突

撃ヘクスから離脱する事が出来ますが、1 ヘクスしか移動する事が出

来ません。もしユニットが突撃ヘクスから離脱する時、そのヘクスに

友軍ユニットが残っていない場合、そのヘクス内の敵ユニットはすべ

ての離脱ユニットを突撃戦闘表で攻撃出来ます（12.12 フリー・ショ

ット）。敵ユニットのいるヘクスから移動して離れるユニットは、同

じセグメントに別の敵ユニットがいるヘクスに移動する事は出来ませ

ん。 

 

5.4 戦闘移動． 

友軍の指揮官によりアクティブにされたユニットは、そのユニットを

視認しており、射程におさめていて、かつそのユニットに対して直接

射撃や対戦車射撃で何らかの戦闘結果を得られる可能性がある敵ユニ

ットに近づくような移動をする事が出来ます。ユニットは、友軍指揮

官によってアクティブにされたのではない場合は、そのような敵ユニ

ットに近づく事が出来ません。「近づくような移動」には、突撃（12.

1）のために敵ユニットのいるヘクスに進入することも含みます。ユ

ニットは友軍の指揮官によりアクティブにされたのではない限り敵戦

闘ユニットがいるヘクスに入ることが出来ません。 

 

これらの制限は、敵ユニットが既に “MOVED/FIRED” マーカーを載

せられている場合や、突撃を行っていてそのヘクス外に射撃を行う事

ができない場合にも適用されます。指揮官は彼がアクティブにしたユ

ニットと一緒に移動することを選択出来ますが、必ず一緒に移動しな

ければいけないわけではありません。 

 

5.41 例外． 

指揮官によってアクティブにされたのではない兵員ユニットでも対戦

車射撃力しか持たない敵ユニットには近づくような移動が出来ます。

戦車指揮官によってアクティブにされたのではない AFV でも直接射

撃力しか持たない（直接射撃で AFV に僅かでも損害を与える可能性

があるとしても）敵には近づくような移動が出来ます。ユニットが砲

撃力（9.0）だけを持つ敵ユニットに近づくような移動をする場合に

は指揮官は必要ありません。ユニットは友軍指揮官によってアクティ

ブにされ、かつ全ての突撃ルール（12.0）に従うのではない限り、ど

のようなタイプであれ射撃力を持つ敵ユニットのいるヘクスに進入す

ることは出来ません。 

 

ユニットが敵ユニットからの距離が同じか遠くなるような移動を行う

場合や、自身を視認していない敵ユニットに近づくような移動を行う

場合、または敵ユニットの直接射撃や対戦車射撃（自身に損害を与え

る可能性がある射撃タイプ）の射程外で敵ユニットに近づく移動を行

う場合には指揮官は必要ありません。 

 

例：敵 GREN ユニットから 3 へクス、敵 HMG ユニットから 4 ヘク

ス離れた位置にいる指揮官によってアクティブにされたのではない

（自己アクティブ化）INF ユニットは HMG に 1 ヘクス近づき、GR

EN からは遠ざかる移動は出来ません。INF が行える移動は、GREN
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から 3 へクス、HMG から 4 ヘクスの距離を維持するか、あるいは一

方との距離を維持したままもう一方から遠ざかるか、または両方から

遠ざかる移動だけで、決して近づけません。 

 

5.42 指揮官のタイプ． 

自ユニットに損害を与える可能性がある敵ユニットに向かって移動す

るには、自ユニットと同タイプの指揮官によってアクティブにされな

ければなりません。通常の指揮官は AFV をアクティブにする事は出

来ません（APC を除きます、5.43）、また戦車指揮官（6.8）は非 AF

V ユニットをアクティブにする事は出来ません。通常の指揮官と戦車

指揮官は、たとえスタックしていて彼らが同時にアクティブになれる

としても、互いにアクティブにすることは出来ません（3.11）。 

戦車指揮官には階級がないため、下級指揮官のアクティブ化によって

他の戦車指揮官をアクティブにすることは出来ません（3.2）。 1 つの

アクション・セグメントでアクティブにできる戦車指揮官は 1 人だけ

です（2 人以上がスタックしていて、自己アクティブ化をする場合は

除きます）。 

 

5.43 装甲兵員輸送車． 

APC は AFV ユニットでありかつ輸送ユニットでもあります。そのた

め APC は通常の指揮官または戦車指揮官によってアクティブにされ

る事が出来ます。 

 

5.44 指揮官の制限事項． 

混乱した指揮官は自身のいるヘクス内のユニットと下級指揮官だけを

アクティブにする事が出来ます。士気喪失した指揮官は何もアクティ

ブにする事は出来ません。これと同じ制限が、混乱した戦車指揮官と

士気喪失した戦車指揮官にも適用されます。 

 

5.45 AFV ユニットと非 AFV ユニットが一緒に行う戦闘移動． 

通常の指揮官と戦車指揮官が自己アクティブ化（3.11）した 1 つのス

タックとして一緒にいる場合、その時それらの指揮官（達）は、自身

のいるヘクスと隣接ヘクス内の全ての AFV ユニット、そして自身の

いるヘクスと隣接ヘクス内の全ての非 AFV ユニットと指揮官をアク

ティブに出来ます、さらに下級指揮官のアクティブ化によってそれ以

外のヘクスの非 AFV ユニットと指揮官もアクティブに出来ます（3.

2）。このようなユニットと指揮官は通常どおり自ユニットに損害を与

える可能性がある敵へ近づくような移動を含む移動と戦闘アクション

を行う事が出来ます。これは AFV ユニットと非 AFV ユニットが同じ

アクション・セグメントに一緒に戦闘移動を行う、あるいは一緒に突

撃ヘクスに進入するためのただ 1 つの方法です（12.1）。もしスタッ

クにアクティブにされた 1 つのタイプの指揮官しかいない場合は、ス

タック内の同タイプのユニットだけが自身に損害を与える可能性があ

る敵ユニットに向かって移動する事が出来ます。ここで注意したいの

は、戦車指揮官は下級指揮官のアクティブ化が出来ないことです。従

って、戦車指揮官は自身のいるヘクスと隣接する 6 個のヘクスの AF

V しかアクティブにする事が出来ません（3.31）。もう 1 つ注意した

いのは、APC はどのタイプの指揮官でもアクティブにできると言う事

です。これは下級指揮官のアクティブ化によってアクティブにするこ

とを含んでいます。 

 

例：1 人の軍曹（通常の指揮官）と戦車指揮官、1 個の INF ユニット

と 1 個の AFV ユニットが同じヘクスにいて、スタックとして一度に

アクティブにされました。スタックの全てのユニットは、同じアクシ

ョン・セグメントに通常通り移動と射撃が行えます（自身に損害を与

える可能性がある敵に向かって近づく移動を含みます）。 

もし AFV、伍長、そして非 AFV ユニットがそのスタックの 6 個の隣

接ヘクスのどれかにいる場合、それらのユニットはスタックの指揮官

（軍曹と戦車指揮官）によってアクティブにすることができ、そし

て、同じアクション・セグメントにスタックとして全てのユニットが

通常通り射撃と移動を行えます（戦闘移動を含みます）。伍長に隣接

している全てのヘクスにいる APC と非 AFV ユニットも同様です（3.

2）。 

 

もしスタックに戦車指揮官がいない場合、AFV をスタックの一部とし

てアクティブにすることは出来ますが、戦闘移動を行わせることは出

来ません。また、隣接ヘクスの AFV をアクティブにすることも出来

ません。もしスタックに通常の指揮官がいない場合、INF ユニットを

アクティブにする事は出来ますが、戦闘移動を行わせる事は出来ませ

ん。また、隣接ヘクスの非 AFV ユニットと通常の指揮官をアクティ

ブにする事も出来ません。スタック内に指揮官（タイプは問いませ

ん）がいれば、スタック内とその隣接ヘクス内の APC は全てアクテ

ィブにする事ができ、戦闘移動を行わせる事が出来ます。 

 

5.5 夜間移動． 

夜間ターンには、指揮官によってアクティブにされたのではない限り

（5.42）、友軍支配でないヘクスに移動する事は出来ません。 

 

5.6 輸 送． 

1 個の統制状態の輸送ユニットは、1 個の統制状態の兵員ユニット

（騎兵とオートバイ以外）か 1 個の統制状態の重火器ユニット、それ

に加えて 3 個までの指揮官を輸送する事が出来ます。積載／牽引した

時点で、輸送ユニットと積載／牽引されたユニットはスタックと移動

と戦闘において 1 個のユニットとして扱います。それらのユニットは

1 個のユニットとして全てが一緒に移動します。乗車時（積載／連結

する時）や降車時（降車／連結解除する時）には輸送ユニットと全て

の被輸送ユニットは同じヘクスにいなければなりません。混乱状態と

士気喪失状態の輸送ユニットはユニットを積載／連結することや輸送

することは出来ません。混乱状態と士気喪失状態のユニットや指揮官

は輸送ユニットに乗車／積載出来ません。 

 

5.61 兵員ユニットの輸送． 

兵員ユニット（騎兵とオートバイ以外）は乗車あるいは降車のたび

に、輸送／被輸送ユニットの双方が 1MP を支払うことで、輸送ユニ

ットに乗車することや、輸送ユニットから降車する事が出来ます。兵

員ユニットは同一アクション・セグメントに、乗車－被輸送－降車を

行う事が出来ますが、降車後に別のヘクスに移動する事は出来ませ

ん。兵員ユニットを降ろした輸送ユニットは、もし MP が残っていれ

ば兵員ユニットを降ろした後も移動を続ける事が出来ます。 

 

5.62 重火器ユニットの輸送． 

重火器ユニットは裏表の 2 面が

あり、表面は重火器が射撃のた

めに展開している事を表し、裏

面は重火器が（牽引によって）

移動できる事を表しています。
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表面に移動力の書かれているユニットだけが牽引される事なく移動す

る事が出来ます。移動力を持たず、裏面に “Ｔ” の文字のある重火器

ユニットが輸送されるためには、裏面（牽引態勢）を向けていなけれ

ばなりません。 

 

5.63 牽引のための連結と連結解除． 

重火器ユニットは、輸送ユニットと重火器ユニットの全 MP を支払う

ことで牽引態勢にして輸送ユニットに連結することが出来ます。この

ためには 1 アクション・セグメント全体が必要です。従って、輸送ユ

ニットは同じアクション・セグメントに移動と重火器ユニットの連結

の両方を行う事は出来ません。連結解除ではどちらのユニットも MP

を支払いませんが、牽引態勢の解除には重火器ユニットの 1 アクショ

ン・セグメント全体が必要です。従って、連結状態でアクション・セ

グメントを開始した重火器ユニットは連結解除と牽引態勢の解除を同

じアクション・セグメントに行え、その重火器ユニットを連結してい

た輸送ユニットは移動を行うか、または同じヘクスにいる他の重火器

ユニットの連結を同じアクション・セグメントに行う事が出来ます。 

 

迫撃砲ユニットの連結／連結解除には両ユニットの全 MP が必要で、

そしてアクション・セグメント全体が必要です（牽引面にしたら直ち

に”MOVDE/FIRED”マーカーを載せます）。迫撃砲は同じアクショ

ン・セグメントに裏返しと移動の両方を行うことは出来ません。 

 

BM-13 や Portee（砲積載トラック）のような 2 面がある戦闘車輌ユ

ニットは 1 面に移動力が印刷され、もう一方の面には移動力 0 が印刷

されています。これらのユニットは 2MP を支払って牽引（移動力が

印刷された面）面にまたは非牽引面（移動力 0 が印刷された面）に出

来ます。ですから、同じターンに移動して牽引解除あるいは牽引のた

めに連結して移動が出来ます。しかし、これらのユニットも牽引解除

と射撃、あるいは射撃と牽引を同じターンに行うことは出来ません。 

 

5.64 自走砲． 

装甲値を持つ全ての重火器ユニットは自走する事ができ、移動するた

めに牽引の必要はありません。自走砲は機械化移動または自動車化移

動ユニットであり（兵科マークで判別します）、輸送ユニットで輸送

する事は出来ません。移動力を持ち装甲値のない重火器ユニットは兵

員ユニットであり、輸送出来ます（5.61）。 

 

訳注：兵員ユニットである重火器とは中／軽迫撃砲の事を指していま

す。Weapon（s）を重火器と訳したための混乱です。 

 

5.65 損害． 

輸送ユニットが射撃を受けた場合、その輸送ユニットが輸送している

全てのユニットは輸送ユニットと同じ運命を辿ります。輸送ユニット

が敵の射撃によって士気チェックを要求された場合、輸送ユニットに

対してだけ士気チェックのサイコロを振ります。輸送ユニットは自身

に乗車している指揮官か、同じヘクスあるいは隣接ヘクスにいる指揮

官の士気修正値のボーナスを受ける事が出来ます。輸送ユニットが混

乱、士気喪失、除去となった場合、積載されているユニットも同じ損

害を受けます。 

 

通常、兵員ユニットや指揮官が対戦車射撃を受ける事はありません

が、自身を積載している輸送ユニットが対戦車射撃で破壊された場合

は兵員ユニットや指揮官も除去されます。 

逆に、APC に積載されている兵員ユニットや指揮官は APC の装甲に

よって保護されており、直接射撃や砲撃で X、2X、3X 以外の結果で

影響を受ける事はありません。 

 

5.66 強制降車． 

輸送ユニットが混乱もしくは士気喪失となった場合、この輸送ユニッ

トが積載／牽引しているユニットも同じ損害を受け、直ちに降車／連

結解除しなければなりません。重火器ユニットや迫撃砲ユニットは牽

引態勢のまま連結解除します。強制降車の結果スタック制限に違反し

た場合スタック制限違反（4.1）の罰則を受けます。 

 

5.67 制限事項． 

輸送されているユニットはいかなるタイプの射撃も行うことは出来ま

せん。射撃力を持つ輸送ユニットはユニットを積載／牽引中であって

も射撃を行う事が出来ます。敵ユニットのいるヘクスで、輸送されて

いるユニットは移動アクションとして降車／連結解除は出来ますが、

乗車／連結する事は出来ません。 

 

例： ドイツ軍プレイヤーは、INF ユニットを輸送している SPW 251

 APC で射撃アクションの実施を宣言し、突撃を開始するために敵の

いる隣接ヘクスへ進入しました。ドイツ軍プレイヤーはこの APC の

直接射撃力を、突撃の合計攻撃力に加える事は出来ますが、積載され

ている INF ユニットの直接射撃力を加える事は出来ません。次のタ

ーンに、APC は移動アクションを宣言し、積載中のユニットを降車さ

せる事にしました。これは移動アクションのため、そのターンには A

PC も INF ユニットも突撃を行う事は出来ません（敵の突撃に対する

防御を行う事は出来ます）。 

 

シナリオで特に指定がない限り、輸送タイプによって次の制限が適用

されます。 

・馬車：制限なし。 

・重牽引車輌：任意の重火器ユニットを輸送出来ます、しかし兵員ユ

ニットは輸送出来ません。 

・APC とトラック：任意の兵員ユニットを輸送出来ます。また 150

㎜より口径の小さい重火器を輸送出来ます。 

・ジープとキューベルワーゲン：任意の徒歩ユニットを輸送出来ま

す。また、37 ㎜対戦車砲、2 ポンド砲、20 ㎜対空機関砲（その他、

ゲーム特別ルールで指定されたユニット）を輸送出来ます。 

 

 

5.7 渡 河． 

ユニットは橋と浅瀬で河川を渡ることが出来ます。橋はゲーム・ボー

ドに印刷されていますが、浅瀬はシナリオ・インストラクションで指

定されます。ユニットが橋または浅瀬のあるヘクスに入るには TEC

あるいはシナリオ・インストラクションで指定されている移動コスト

を支払います。 

 

シナリオ・インストラクションによりますが、ユニットは自力あるい

は工兵の支援を受けて橋か浅瀬以外の地点で河川を渡ることが出来ま

す。河川の規模にかかわらず、渡河するユニットは河川ヘクスを離れ

た時はそこで一度移動をやめなければなりません。 
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5.71 小河川． 

徒歩と機械化ユニットは橋または浅瀬のない小河川ヘクスに TEC に

記載されている河川へクスの MP を支払って入る事が出来ます。それ

らのユニットは小河川の対岸へ、そのヘクスの通常の移動コストを支

払えば渡る事が出来ます。自動車化ユニットは工兵の支援（5.73）が

なければ、町や村にある道路や小道を除いて小河川ヘクスに入る事も

渡る事も出来ません（橋と浅瀬を除きます）。 

 

5.72 大河川． 

徒歩と機械化ユニットは橋または浅瀬のない大河川ヘクスに TEC に

記載されている河川へクスの MP を支払って入る事が出来ます。自動

車化ユニットは工兵の支援（5.73）がなければ、町や村にある道路や

小道を除いて大河川ヘクスに入ることは出来ません（橋と浅瀬を除き

ます）。徒歩と機械化ユニットは大河川の MP を支払うことで大河川

ヘクスから大河川ヘクスへ移動出来ます。しかし、ユニットが工兵で

あるか工兵の支援を受けていない限りユニットは橋か浅瀬以外の地点

で大河川を渡ることは出来ません。 

 

5.73 渡河手順． 

河を渡ろうとするユニットを支援するためには、まず工兵ユニットが

先に河川ヘクスに入らなければなりません。渡河のために工兵の支援

を必要とするユニットは、工兵ユニットがその河川ヘクスに入ったタ

ーンはそのヘクスに入ることは出来ません。工兵ユニットは統制状態

でなければならず、他のユニットの渡河を支援しているターン中は移

動せずに河川ヘクスに留まらなければなりません。渡河する各徒歩ユ

ニットや機械化ユニットは工兵のいるヘクスに進入するために通常の

MP を支払わなければなりません。自動車化ユニットは、工兵ユニッ

トの隣接ヘクスでアクティブになった時だけ工兵ユニットのいるヘク

スに進入することが出来ます。渡河を支援する工兵ユニットのいるヘ

クスに進入した全てのユニットはそのターンはそれ以上移動すること

は出来ません。 

 

続く任意のターンに、渡河するユニットは河川ヘクスから出ることを

試みる事が出来ます。もしユニットが小河川を渡河しようとしている

自動車化ユニットなら自動的に渡河し河川ヘクスを離れます。もしユ

ニットが大河川を渡河しようとしているなら、所有プレイヤーはサイ

コロを 2 つふり、結果をシナリオで指定されたユニットタイプ（徒

歩、自動車化、機械化）ごとの渡河ナンバーと比較します。シナリ

オ・インストラクションで特に指示がなければ、結果が渡河ナンバー

以下の場合、ユニットは渡河し河川ヘクスを離れることが出来ます。

もし、結果が渡河ナンバーより大きければユニットは河川ヘクスに留

まり、このターンに移動することは出来ません。次ターンに再度渡河

を試みることが出来ます。 

 

工兵ユニットはそれ自身で大河川ヘクスに入ることができ、続く任意

のターンに、徒歩の渡河判定に成功すれば河川ヘクスから離れること

が出来ます。 

 

5.74 制限． 

3 個までの戦闘ユニットに加えて 3 個までの輸送ユニット（APC を含

みます）さらに無制限の数の指揮官が工兵ユニット 1 個と一緒に同じ

河川ヘクスでスタックする事が出来ます。この 1 個の工兵ユニットは

河川ヘクス内ではスタック制限に数えませんが、直接射撃や砲撃のコ

ラム修正を決定する際にはユニット数に数えます。 

 

例：2 個あるいは 3 個の APC ではない戦闘ユニットと 1 個の工兵ユ

ニットが同じ河川ヘクスにいる場合、敵からの射撃には+1 のコラム

修正が適用されます。 

 

5.75 河川の戦闘への影響． 

河川ヘクスにいるユニットは（それが渡河を試みているかいないかに

関わらず）突撃（12.0）も含めて、通常どおり攻撃されます。もしユ

ニットが大河川ヘクスに突撃を行う場合、どちらの陣営にも工兵がい

ない時には攻撃側は最初の突撃ラウンドにおいて-2 のコラム修正を受

けます 

 

もし、渡河を支援している工兵ユニットが混乱や士気喪失になった場

合、その時点で工兵と一緒にいる全ての友軍ユニットは混乱状態にな

ります。もし士気喪失の工兵ユニットが回復に失敗してそのヘクスか

ら潰走する場合、工兵と一緒にいる他のユニットも同じように潰走し

なければなりません（もし潰走するために離脱するヘクスが突撃ヘク

スの場合、離脱した全てのユニットは”フリー・ショット”に曝されま

す､12.12）。それら全ての潰走ユニットは彼らが来た方へ引き返さな

ければなりません、渡河を試みるユニットは工兵が潰走した時は渡河

出来ません。 

 

5.8 方向の喪失． 

いくつかのシナリオでは一方あるいは両方の陣営にジャングルの中ま

たはその他の状況下において方向喪失を要求します。もし方向喪失が

要求されているなら、ユニットが新しいヘクスへ進入しようと試みる

たびに（突撃の生起は除きます）、彼らが進入しようとしているヘク

スを示した後、実際に進入するヘクスを決めるためにサイコロを２つ

振らなければなりません（図を参照）。もしその移動によりユニット

が移動ルールに違反（例：マップから出る、スタック制限超過等）す

るなら、そのユニットはその場

に留まらなければなりません。

そしてそのユニットの上に “M

OVED/FIRED” マーカーを載

せます。 

もし出た目が 7 であれば、そ

のユニットは今いるヘクスの通

常の進入コストを支払いますが

移動は出来ません。しかしユニ

ットに移動力が残っているなら

再び移動を試みてかまいません。 

 

5.9 重火器の人力移動． 

3 移動力以上の移動力を持った統制状態の徒歩ユニットはその全移動

力を使うことによって次にあげる牽引重火器と非牽引重火器を（他の

移動タイプを使う代わりに）1 へクスだけ移動させることが出来ま

す：25mm、37mm、2 ポンド対戦車砲、20mm 対空機関砲（とゲー

ム特別ルールで規定されているその他の兵器）。重火器の人力移動を

行う徒歩ユニットと人力移動させられる重火器ユニットの両方は同じ

ヘクスでターンを開始しなければならず、重火器の人力移動を終えた

ら両方に “MOVED/FIRED” マーカーを載せます。重火器の人力移動

で進入禁止ヘクスに入ることは出来ず、また敵ユニットのいるヘクス
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に入ることも出来ません。その他の重火器ユニットは人力移動出来ま

せん。 

 

 

6.0 指揮官 

指揮官はこのゲームで最も重要なユニットです。ほとんどの戦闘ユニ

ットが効果的に作戦行動を行うためには指揮官が必要です。 

 

 

 

 

 

6.1 指揮官の選択． 

シナリオ・インストラクションで指示されていない限り、プレイヤー

は各シナリオで無作為に指揮官を選択します。各プレイヤーはシナリ

オで指示された階級の自陣営の指揮官を全て不透明な容器に入れま

す。そして 1 個を取り出し、コインの様に投げ上げます（どの指揮官

カウンターにも表と裏の 2 面があり、各面は異なる指揮官を表してい

ます）。上になっている面の指揮官を使用します。シナリオで指示さ

れた各階級の指揮官を指示された数だけ選び出すまで指揮官カウンタ

ーの引き当てと使用する面の決定を続けます。 

 

6.2 指揮官のアクティブ化． 

その時点で  “MOVED/FIRED”  マーカーが置かれていない指揮官だ

けがアクティブにされる事が出来ます。 “MOVED/FIRED” マーカー

が置かれた指揮官は、友軍ユニットの士気チェックの支援（14.1）や

突撃に対する防御（12.4）の支援は出来ますが、友軍ユニットをアク

ティブにしたり（3.1） 、友軍ユニットの回復を支援したり（14.4）、

突撃（12.11）を実施する事は出来ません。  

 

6.3 移 動． 

指揮官は徒歩ユニットとして移動し、騎兵指揮官（6.9）が移動力 6

を持つ以外、移動力 4 を持ちます。シナリオ・インストラクションで

指揮官の移動について特別ルールが適用される事があります。騎兵指

揮官以外の指揮官は輸送ユニットで輸送する事が出来ます（5.6）。1

人の指揮官は自分がアクティブにしたユニットと一緒に移動する事が

でき、そして自分より移動力の大きな（オートバイ・ユニットのよう

な）非輸送ユニットに乗る事が出来ます。 

 

6.4 戦 闘． 

6.41 合同射撃． 

同じヘクスでスタックしているユニットは指揮官の支援なしに直接射

撃力または砲撃力を合計して 1 つの合同した攻撃を行う事が出来ま

す。ユニットは（直接射撃と砲撃のように）異なる射撃タイプを合同

して 1 つの攻撃にすることは出来ません（同タイプの射撃力だけを合

同する事が出来ます）。対戦車射撃力を合同して 1 つの攻撃にするこ

とは出来ません。 

 

異なるヘクスにいるユニットは、指揮官の支援なしでは直接射撃力や

砲撃力を合同して 1 つの射撃力にする事が出来ません。アクティブに

された戦闘修正値”1”を持つ統制状態の指揮官は自分のいるヘクスに加

えて 1 つの隣接ヘクスの直接射撃力または砲撃力を合同する事が出来

ます。アクティブにされた戦闘修正値”2”を持つ統制状態の指揮官は自

分のいるヘクスに加えて 2 つの隣接ヘクスの直接射撃力または砲撃力

を合同する事が出来ます。指揮官は直接射撃力と砲撃力を 1 つの射撃

力に合同する事は出来ません。指揮官はユニットに機会射撃（13.0）

として合同射撃を行わせることが出来、自身の戦闘修正値を加えるこ

とが出来ます。 

 

6.42 射撃力の増強． 

アクティブにされた士気喪失状態でない 1 人の指揮官は、同じヘクス

内にいる 1 個のユニットの直接射撃力に自身の戦闘修正値を加える事

が出来ます（例えば、戦闘修正値 1 を持つ 1 人のドイツ軍指揮官は歩

兵小隊 1 個の直接射撃力を 5 から 6 に増加させます）。突撃戦闘（12.

0）において防御する（士気喪失状態でない）複数の指揮官はたとえ

アクティブにされていなくとも彼らの戦闘修正値を防御ユニットに与

えることが出来ます。もし、あるヘクスに複数のユニットと複数の指

揮官がいる場合、各指揮官はその戦闘修正値をただ 1 個のユニットの

射撃力に加えることが出来ます、各ユニットはただ 1 人の指揮官から

戦闘修正値のボーナスを受けます。 

 

6.43 突撃． 

突撃を支援する士気喪失状態でない指揮官は、友軍ユニットに+1 の

コラム修正（突撃戦闘表を参照）を与えます。2 個以上の指揮官がい

たとしてもそれ以上のコラム修正はありません。1 個の戦闘ユニット

につき 1 人の指揮官がその戦闘修正値によってユニットの射撃力を増

加させます。 

 

6.5 士気への影響． 

6.51 士気チェック． 

指揮官は、自身がいるヘクスと隣接したヘクスにいるユニットが士気

チェックを行う際に支援を行うことが出来ます。士気チェックを行う

ユニットの士気値に士気修正の最大値を超えない範囲（14.1,14.5）で

指揮官の士気修正値を加えます。士気チェックを支援する指揮官はア

クティブにされる必要はなく “MOVED/FIRED” マーカーの置かれた

指揮官であっても士気チェックの支援を行うことが出来ます。 

 

6.52 回復． 

アクティブにされた指揮官は、彼が混乱や士気喪失状態からの回復を

目的としてアクティブにしたユニットの回復を支援する事が出来ます

（14.4）。回復を試みるユニットの士気値に士気修正の最大値を超え

ない範囲で指揮官の士気修正値を加えます。1 個のユニットは 1 個の

指揮官からしか士気修正値の支援を受けられず、複数の指揮官の士気

修正値を合計する事は出来ません。1 人の指揮官がより下級の指揮官

（達）をアクティブにした場合（3.2）、その下級指揮官（達）は彼

（ら）がアクティブにした回復を試みるユニットの士気値に彼（ら）

の士気修正値を加えることが出来ます（下級指揮官（達）をアクティ

ブにした上位の指揮官の士気修正値ではありません）。 

指揮官は回復を支援するためのアクティブ化を行わなければなりませ

ん。混乱した指揮官は回復と（同じヘクスの）回復の支援を同じアク

ション・セグメントに実施出来ます。士気喪失した指揮官は回復の支

援を行えません。 

 

6.53 ウサギを追う． 

アクティブにされた統制状態の指揮官と同じヘクスにいる士気喪失状
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態のユニットが回復に失敗し安全なヘクスに潰走する場合、指揮官は

それらのユニットと一緒に移動することが出来ます。もし、その指揮

官が統制状態でなく混乱状態の場合、安全なヘクスに潰走するユニッ

トと同行するためには自発的に士気喪失状態にならなければなりませ

ん（DISRUPTED（混乱）マーカーを DEMORALIZED（士気喪失）

マーカーに取り換え、安全なヘクスに潰走するユニットと一緒に移動

します）。 

 

6.54 統制状態、混乱、士気喪失指揮官． 

統制状態の指揮官は同じヘクスと隣接したヘクスにいるユニットの士

気チェックと回復を支援する事が出来ます。混乱した指揮官は同じヘ

クスにいるユニットだけを支援する事が出来ます。また、士気喪失し

た指揮官はどのユニットも支援する事は出来ません。 

 

6.55 指揮官による指揮官への支援． 

指揮官は、ユニットを支援するのと同様に、階級が下位の指揮官を支

援するために自身の士気修正値を使用する事が出来ます。自分自身の

士気チェックを行う指揮官は自身の士気修正値をボーナスとして受け

ることは出来ません。 

 

6.56 制限事項． 

指揮官は、回復を支援しているアクション・セグメント中は、別のヘ

クスに移動することや、射撃アクションに参加する事は出来ません

（例外：指揮官が同じヘクスにいる回復に失敗したユニットと一緒に

安全なヘクスに潰走する場合、14.31）。 “MOVED/FIRED” マーカー

を指揮官の上に載せます。 

 

6.6 コミッサール（政治将校）． 

ソ連、中国（共産党）、その他のソビ

エト圏の軍隊にはしばしばコミッサ

ールが従軍していました。コミッサ

ールは、戦死（6.7）や士気チェック

については指揮官として扱います

が、それ以外では指揮官としての働きはありません。コミッサール

は、士気喪失した（AFV を含全てのタイプの）ユニットの回復を支援

（14.4）する事ができるだけです。コミッサールは士気喪失した指揮

官の回復を支援する事は出来ません。コミッサールは単独でアクティ

ブにされ、他の指揮官に影響を与えません。 

 

6.61 移動の強制． 

コミッサールは（移動コストで計算して）最も近い友軍の士気喪失ユ

ニットへ、可能な限り最短の経路で移動しなければなりません。 

 

6.62 党の規律． 

回復を支援するためには、コミッサールはアクティブにされ、かつ士

気喪失ユニット（これらユニットもアクティブにされなければなりま

せん）とスタックした状態でアクション・セグメントを開始しなけれ

ばなりません。ユニットの士気値の代わりにコミッサールの士気値を

用いて、それぞれのユニットの回復のためにサイコロを振ります。 

 

6.63 手厚い支援． 

回復の試みに成功した場合、ユニットは統制状態になります（混乱で

はありません）。回復の試みに失敗した場合、そのユニットは 1 ステ

ップ・ロスの損害を受けて士気喪失状態に留まります。士気喪失ユニ

ットが回復の試みに失敗して安全なヘクスに潰走しなければならない

（14.31）時には、コミッサールも一緒に移動しなければなりませ

ん。しかし、コミッサールの士気自体には影響しません。 

 

訳注：指揮官の自発的士気喪失との関連で言っているものと思われま

す。 

 

6.64 自己批判． 

混乱したコミッサールも士気喪失したユニットの回復を支援出来ます

が、士気喪失したコミッサールは士気喪失したユニットの回復を支援

出来ません。 

 

6.65 必須の再教育． 

コミッサールが士気喪失ユニットとスタックしている場合、そのター

ンのいずれかの時点で、コミッサールはアクティブにされ、士気喪失

ユニットの回復を支援しなければなりません。ソビエト軍プレイヤー

は、未アクティブのコミッサールと未アクティブの AFV 以外の士気

喪失ユニットのスタックがある時にパスをする事は出来ません。コミ

ッサールと同じヘクスにいる AFV 以外の士気喪失ユニットがアクテ

ィブにされた時は、その士気喪失ユニットの回復を支援するためにコ

ミッサールもアクティブにされなければなりません。コミッサールが

支援する回復の試みに対して、コミッサールではない指揮官は士気修

正値のボーナスを適用することは出来ません。 

 

6.66 暗黙の了解． 

もしゲームに 2 人のコミッサールと 1 個の士気喪失ユニットがいる場

合、その時はその士気喪失ユニットに向かって（移動力コストで計算

して近い方の）1 人のコミッサールが移動するだけで構いません。 

 

例：ソ連軍のターンに 3 個の士気喪失ユニットがいます。ソ連軍プレ

イヤーは士気喪失ユニットから 2MP、6MP、9MP の位置にいるコミ

ッサールをアクティブにします。彼はコミッサールを最も近い士気喪

失ユニット（2MP）に向かって移動させスタックさせなければなりま

せん。続くターンで彼はコミッサールと士気喪失ユニットをアクティ

ブにし、コミッサールの士気値（この場合 9 とします）を使って回復

を試み、出目 7 により回復に成功します。このユニットは士気喪失状

態から統制状態に回復します。次のターンにコミッサールは次に近い

士気喪失ユニットに向かって移動します。もし彼がユニットの回復の

試みに失敗した場合、ユニットは 1 ステップ・ロスし、コミッサール

は次ターンにそのユニットの回復を試みるためそこに留まらなければ

なりません（ステップ・ロスによってユニットが除去されなかったと

仮定します）。 

 

6.7 指揮官の喪失． 

指揮官は 1 つ以上の原因により除去される場合があります。士気喪失

した指揮官が士気チェックで再び士気喪失となるとゲーム・ボード上

から除去されます（14.11）。自身の回復を試みてサイコロの目で 12

を出した士気喪失した指揮官は敵前逃亡し、ゲーム・ボード上から除

去されます（14.44）。さらに別な原因として、指揮官が、ステップ・

ロスを受けるユニットと同じヘクスにいる場合、指揮官は戦死あるい

は重傷となる可能性があります。全てのステップ・ロスを適用し、そ

して全ての士気チェックが完了した後で、指揮官の所有プレイヤー
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は、そのヘクスにいる各々の指揮官についてサイコロを 2 つ振りま

す。サイコロを振った結果から友軍ユニットの受けたステップ・ロス

1 つに付き 1 を引きます。修正後の結果が 2 以下の場合、その指揮官

はゲーム・ボード上から除去されます。 

 

加えて、指揮官が除去された輸送ユニットに乗車していた場合、指揮

官も除去されます；しかし、2 ステップを有する車輌に指揮官が乗っ

ていて車輌が最初のステップ・ロスを受けただけの場合、指揮官がス

テッ・ロスを受けるユニットと同じヘクスにいる場合の上記手順に従

います。輸送されている指揮官はルール 5.56（指揮官やユニットを輸

送している輸送ユニットが損害を受けた場合の規定）により不利な士

気の影響を受け（輸送ユニットが混乱したら乗車中の指揮官も混乱

し、輸送ユニットが士気喪失したら乗車中の指揮官も士気喪失するこ

と）、要求された場合自身の士気チェックをしなければなりません

（輸送ユニットがステップ・ロスしたら上記手順により乗車中の指揮

官は戦死／重傷判定をしなければなりません）。 

 

6.71 単独の指揮官． 

1 人以上の指揮官だけがいるヘクスが砲撃か直接射撃によってステッ

プ・ロスの損害を受けた場合、ステップ・ロス 1 つごとに 1 人の指揮

官を除去します（例：X＝1 人の指揮官を除去します、2X＝2 人の指

揮官を除去します、等々）。また、1 人以上の指揮官だけがいるヘクス

に敵戦闘ユニット（非武装の輸送ユニットと指揮官は除きます）が移

動して入ってきた場合、そのヘクスにいる友軍の指揮官 1 人ごとにサ

イコロを 2 つ振ります。そのサイコロの目が 9 以上なら指揮官はゲー

ム・ボード上から除去されます。9 未満ならその指揮官は隣接する友

軍支配下かまたは敵ユニットのいないヘクスに置き直されます。隣接

ヘクスの全てに敵ユニットがいる場合、その指揮官は除去されます。 

単独でいる指揮官は直接射撃表や砲撃表の「戦闘ユニットに起因す

る」コラム修正を受けません。単独でいる指揮官は「目標ヘクスに起

因する」コラム修正は受けます。 

 

6.72 最上級指揮官の戦死． 

その陣営の最上級指揮官が除去された場合、その陣営のまだアクティ

ブにされていない指揮官各々について直ちに士気チェックを行わなけ

ればなりません。この士気チェックに失敗した指揮官の上に ”MOVE

D/FIRED” マーカーを載せます。加えて、次のターン開始時に、新し

い最上級指揮官は士気チェックを行わなければなりません。新しい最

上級指揮官がこの士気チェックに成功した場合、その陣営の部隊は通

常通り行動出来ます。この士気チェックに失敗した場合、その陣営の

他の指揮官は直ちに士気チェックを行わなければならず、その士気チ

ェックに失敗したら“MOVED/FIRED” マーカーを上に載せます。

さらに、その陣営は永続的にイニシアチブ値が 1 つ減少します。しか

しイニシアチブ値が 0 より小さくなることはありません。最上級指揮

官の除去による罰則は 1 回だけしか起こりません。引き継いだ最上級

指揮官が除去されてもこの罰則は生じません。 

 

6.73 壊滅的な損失． 

もし、少佐（MAJ）あるいはそれより上の階級の指揮官が除去された

場合、そのヘクスで彼とスタックしている全ての友軍ユニットは、直

ちに士気チェックを行わなければなりません。各ユニットの士気値か

ら、除去された指揮官の士気修正値を引いて（通常の士気チェックの

様に加えるのではなく）士気チェックを行います。 

6.8 戦車指揮官． 

全てのドイツ軍 AFV、1943 年 8 月以降の全てのイギリス軍 AFV、19

43 年かそれ以降のシナリオに登場する全てのソ連軍親衛部隊 AFV、

および 1944 年かそれ以降のシナリオに登場する全てのアメリカ軍 AF

V とポーランド軍 AFV には、戦車指揮官が含まれています。その他

の軍については、シナリオ・インストラクションで、どちらの陣営に

何人の戦車指揮官がいるかが指定されています。所有プレイヤーは、

相手に分からないように戦車指揮官を戦車ユニットに割り当てます

（プレイヤーは戦車指揮官の搭乗している AFV の ID 番号を記録して

おきます）。APC、自走砲、装甲工兵車両に戦車指揮官は搭乗でき

ず、戦車指揮官を割り当てる事も出来ません。しかし、それらは戦車

指揮官と通常の指揮官によってアクティブにする事が出来ます。通常

の指揮官は AFV ユニットの士気チェックと回復を支援することは出

来ません。 

 

訳注：ユニットに ID が印刷されていない場合もあります。 

 

6.81 効果． 

戦車指揮官は自身のいるヘクスとそのヘクスに隣接する 6 個のヘクス

にいる AFV（APC を含みます）をアクティブにすることが出来ま

す。もし AFV が戦車指揮官によってアクティブにされた場合、その

AFV ユニットは突撃（12.1）を実施することが出来ます、あるいは自

身を視認し、射程内に収め、対戦車射撃によって自身に損害を与える

可能性がある敵ユニットに近づく移動が出来ます。 

 

6.82 制限事項． 

戦車指揮官は非 AFV ユニットをアクティブにすることは出来ませ

ん。戦車指揮官は階級を持たないため下級指揮官のアクティブ化（3.

2）によって他の戦車指揮官をアクティブにすることも出来ません。

砲撃のための視認（9.1）も行えず、戦闘や士気を修正する事もあり

ません。 

 

6.83 他の指揮官． 

通常の指揮官は AFV（1.2）、偵察車両（通常は装甲車（1.2））と戦車

指揮官をアクティブにしたり命令したりすることは出来ません。しか

し、通常の指揮官は APC、自走砲、AVRE や Crab のような工兵車両

を（例えそれらが AFV だとしても）アクティブに出来ます。通常の 

指揮官がいるヘクスでスタックしているどの AFV と戦車指揮官もス

タックの自己アクティブ化によって同時にアクティブになることが出

来ます。 

 

6.84 戦車指揮官と通常の指揮官の同時アクティブ化． 

もし、通常の指揮官が戦車指揮官とスタックしていて、スタックの自

己アクティブ化（3.11）を行った場合、その時は、両方の指揮官が同

時にアクティブになります（これは 1 回のアクティベーションと数え

ます）。彼らはそのヘクスと隣接ヘクス内の AFV と非 AFV ユニット

そして下級指揮官を通常通りアクティブに出来ます。それら全てのユ

ニットと指揮官は任意のタイプの移動と射撃アクション（3.11）、そ

して下級指揮官のアクティブ化（3.2）を同じアクション・セグメン

トに行うことが出来ます。これは敵ユニットへ近づく移動や突撃の実

施を含みます（5.4､12.11）。 
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6.85 偵察指揮官． 

各偵察ユニット（徒歩または車両；シナリオ・ブックで指定されてい

ます）には常に偵察指揮官がいます。偵察指揮官は戦車指揮官と同じ

能力と制限（6.82）を持ちますが、アクティブ化出来るのは偵察ユニ

ットだけです。 

 

6.9 特殊な指揮官 

6.91 騎兵指揮官． 

騎兵ユニットが登場するシナリオでは、プレイヤーはシナリオ・イン

ストラクションで特に指定されていない限り、どの指揮官カウンター

が騎兵指揮官かを決める事が出来ます。騎兵指揮官は移動力 6 を持ち

ます。騎兵指揮官は騎兵突撃（15.31）または蹂躙攻撃（選択ルール

を参照）を命令する事ができる唯一の指揮官です。その他全ての点で

騎兵指揮官は通常の指揮官のように振る舞います。 

 

訳注：騎兵指揮官は通常の指揮官と異なり輸送されることが出来ませ

ん。 

 

6.92 河川艦艇指揮官と装甲列車指揮官. 

河川艦艇と装甲列車ユニットはアクティブ化と移動（敵に近づく移動

が出来ます）目的において、全て固有の指揮官を持っています。通常

の指揮官と異なり、1 つの河川艦艇または装甲列車ユニットをアクテ

ィブにすることで、他の全ての河川艦艇または装甲列車ユニットを、

それがどこにいようとも、同時にアクティブにすることが出来ます。 

 

 

7.0 戦 闘． 

7.1 タイプ 

アクション・セグメントに射撃（ "FIRE"）を行うユニットはただ 1

つの射撃タイプの射撃を実施出来ます。射撃タイプには以下のものが

あります。 

・砲撃（9.0） 

・直接射撃（10.0） 

・対戦車射撃（11.0） 

・突撃（12.0） 

 

もう 1 つの射撃として、未アクティブのユニットは、視認している移

動中の個別の敵ユニットを攻撃するために、直接射撃や対戦車射撃

（訳注：一部のユニットは砲撃）による機会射撃（13.0）を行う事が

出来ます。ユニットはカウンターに印刷されている射撃タイプの射撃

のみ実施出来ます（7.3）。 

 

7.2 制限事項． 

7.21 視認の要求． 

ユニットが、敵ユニットに砲撃以外の射撃を行うためには、その敵ユ

ニットを視認（8.0）できなければなりません。士気喪失していない

通常の友軍指揮官は、視認距離内（8.1）にいる砲撃を実施するユニ

ットが直接視認出来ない目標を、砲撃を実施するユニットの代わりに

視認する事が出来ます。 

 

7.22 複数の射撃タイプ． 

1 個のユニットは、1 回のゲーム・ターン中に 2 種類以上のタイプ

（7.1）の射撃を行う事は出来ません。敵のアクション・フェーズ中

に機会射撃（13.0）を行ったユニットは、友軍のアクション・フェー

ズにアクティブ化や、射撃を行う事が出来ません。 

 

訳注：1 回のゲーム・ターン中に 2 種類以上の射撃タイプを行えない

規定の例外として機会射撃（13.0）があります。 

 

7.23 分割した射撃． 

ユニット 1 個はその全射撃力を 1 個の敵ユニットに対して用いなけれ

ばなりません（同一アクション・セグメントに攻撃力を分割して複数

の敵を攻撃する事は出来ません）。例外： HMG ユニットは同一アク

ション・セグメントに複数の目標を攻撃するために直接射撃力を分割

する事が出来ます。この分割した射撃力は、通常通り他のユニットの

射撃力と合同する事も出来ます（7.33）。分割された HMG ユニット

の最小射撃力は 3 火力です（したがって、ドイツ軍の 9-5HMG ユニ

ットは 3 つの異なる目標に対してそれぞれ射撃力 3 で射撃を行う事が

出来ます）。HMG ユニットが機会射撃（13.0）を行う時は射撃力を分

割する事は出来ません。 

 

7.24 射撃の妨害． 

友軍ユニットのいるヘクスに直接射撃を行うことや、友軍の非 AFV

ユニットがいるヘクスを通して直接射撃を行うことは出来ません（例

外：10.1 を参照してください）。突撃ヘクスを砲撃の目標ヘクスにす

る事は出来ます。また、突撃ヘクスに友軍の車両ユニットがいない時

には、そのヘクスに対して対戦車射撃を行うことが出来ます。 

 

7.25 装甲の恩恵． 

ユニットが装甲値（それが 0 だとしても）を持つ場合、直接射撃表や

砲撃表で X または＃X の結果以外を無視出来ます。もしユニットが A

PC なら、積載されているユニットも同様に保護されます。突撃戦闘

表ではこの装甲の特典はありません（例、M＝すべての AFV を含む

すべての目標が士気チェックを行います）。 

 

7.3 ユニットの射撃力および射程． 

ユニットの射撃力と射程はユニット・カウンター上に、ハイフンによ

って分けられた 2 つの数字として印刷されています。ハイフンの左の

数字は射撃力でハイフンの右の数字は射程です。いくつかのユニット

は複数の射撃タイプを持ちます。射撃タイプは以下のように色分けさ

れています。 

・黒文字： 直接射撃 

・縁取りされた白文字： 砲撃 

・黄地に赤文字： 対戦車射撃 

注：いくつかのゲームで

は色体系が幾分異なって

います。しかし、判別は

容易でしょう。もし迷っ

たらゲーム特別ルールで

色分けを確認して下さ

い。 

 

7.31 制限事項． 

ユニットが、ある射撃タイプの射撃を実施するためには、その射撃タ

イプの射撃力を持っていなければなりません。（例えば、対戦車射撃
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力を持っていないユニットは、対戦車射撃を実施する事は出来ませ

ん）。 

 

7.32 射程． 

敵ユニットを攻撃するためには、その敵ユニットが射程内にいなけれ

ばなりません。射撃を行うユニットのいるヘクスの中心点から目標ヘ

クスの中心点まで直線を引き、その直線が通るヘクスの数を数えま

す。このヘクス数が、射撃ユニットの射程以下でなければなりませ

ん。目標ユニットのいるヘクスは数えますが、射撃ユニットのいるヘ

クスは数えません。 

 

7.33 合同射撃． 

複数のユニット（防御拠点を含む）が、それらの直接射撃力や砲撃力

を合計してより強力な 1 つの攻撃にすることが出来ます。同じタイプ

の射撃力だけを合計出来ます。直接射撃力と砲撃力を合計することは

出来ません。対戦車射撃力はいかなる状況でも合計することは出来ま

せん。同じヘクスにスタックしているユニットはいつでも合同射撃を

行えます（指揮官はいてもいなくてもかまいません）。隣接ヘクスに

いるユニットは戦闘修正値を持つ指揮官にアクティブにされた場合だ

け合同射撃を行えます。指揮官は自分のいるヘクスの射撃に加えてそ

の戦闘修正値に等しい数の隣接ヘクスの射撃を合同出来ます（6.4

1）。 

 

1 つのアクション・セグメントに 3 個までの盤外砲撃力を合計して 1

つの砲撃とすることが出来ます。盤外砲撃力はゲーム・ボード上のユ

ニットと火力を合計することは出来ません。 

目標まで異なる距離にいるユニットで合同射撃を行う場合（例えば、

あるユニットが敵の隣接ヘクスにおり、別のユニットが 2 ヘクス離れ

た位置にいる場合）、射撃表上で最も不利なコラム修正を適用しま

す。 

例：戦闘修正値 1

を持つソ連軍大尉

がソ連軍 INF1 ユ

ニットとスタック

しており、そして

隣接ヘクスにはソ

連 HMG がいま

す。大尉はドイツ

軍の SPW251 に

対して直接射撃力

で合同射撃を行う

ために両ユニット

（INF と HMG）

をアクティブにし

ます。射撃を合同

しない場合、INF には不利なコラム修正がないため 4 火力のコラムを

使用し、HMG は 3 へクス以上離れた敵への射撃による不利な-1 コラ

ム修正が適用され（7 火力のコラムではなく）INF と同じ 4 火力のコ

ラムを使用します。合同する場合 12 火力（HMG の 7 火力、INF の

4 火力、指揮官の戦闘修正値１を加える）に-1 コラム修正が適用され

7 火力のコラムを使用します。 

 

 

7.4 射撃の効果． 

全てのタイプの戦闘は次のうちの 1 つの結果をもたらします（適切な

戦闘結果表を参照して下さい）。 

 

－ 効果なし 

M：影響を受けたユニットは士気チェックを行います（14.1） 

M#：M と同様ですが、士気チェックで振ったサイコロの出目に#を加

えます。 

#：#で示されるステップ数分のステップ・ロスを適用します。－適用

についてはチャートを参照して下さい。 

 

7.41 直接射撃と砲撃． 

直接射撃と砲撃による攻撃は、目標ヘクス内の全ユニットに影響を与

えます。ただし、AFV は例外です。AFV（と APC に積載されたユニ

ット）は、サイコロを振って出た結果が X か＃X の時だけ損害を受け

ます。 

 

訳注：非 AFV ユニットにはステップ・ロス、AFV には士気チェック

となります。 

 

7.42 対戦車射撃． 

対戦車射撃は、射撃を受けた個々の車両ユニット（とその車両に積載

されたユニット）だけが損害を受けます。 

 

7.43 突撃． 

突撃射撃は、突撃ヘクス内にいる突撃に参加した全ての敵ユニットに

影響を及ぼします。突撃による最初のステップ・ロスは最も士気状態

が良いユニットに適用します。 

 

7.44 機会射撃． 

機会射撃は、射撃を受けた個々の移動中のユニット（とそれが積載し

ているユニットと指揮官）だけが損害を受けます。直接射撃力を持つ

ユニットと戦車の優位性（11.2）を持つ AFV は 1 ターンに 2 回の機

会射撃を（2 回の異なる敵のアクティベーション中に）行うことが出

来ます。 

 

訳注：1 回の敵のアクティベーション中には 1 回の機会射撃が可能で

す。 

 

7.45 射撃結果． 

射撃タイプに対応した戦闘結果表により射撃の結果を決定します。射

撃結果は、目標ユニットが「ステップ・ロス（7.6）を被る」と言う

ものから「士気チェック（14.1）を行う」、「目標ユニットに何ら損害

を与えない」ものまであります。ステップ・ロスは、機会射撃（13.

0）の場合か、直接射撃表や砲撃表に指示がある場合を除き、所有プ

レイヤーがそのヘクスにいる任意のユニットに適用します。 

 

7.46 MOVED/FIRED マーカー． 

ユニットは、（どのようなタイプの射撃でも）射

撃を実施すると、そのユニットの上に “MOVED/

FIRED” マーカーを載せて、このターン中にはも

うアクションを実施する事ができない事を示しま

す（例外：突撃ヘクスから全ての敵ユニットが離
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脱する時の”フリー・ショット”、12.12）。ユニットがそのターンに 1

回目の機会射撃を行った場合、その上に 2 枚の “MOVED/FIRED” マ

ーカーを載せます。そのターンに 2 回目の機会射撃を行ったら 2 枚目

の “MOVED/FIRED” マーカーを取り除き 1 枚目のマーカーを残しま

す。これはこのユニットがこのターンに移動したり、射撃したり、ア

クティブ化したりすることが出来ないことを示すためです。 

 

7.5 コラム修正とサイの目修正． 

ある条件下では、直接射撃表や砲撃表、突撃戦闘表で使用するコラム

がシフトすることがあります。また、対戦車射撃のサイコロの目を修

正することがあります。 

 

7.51 コラム修正の適用． 

コラム修正が適用できる場合、コラム修正値と同じ数だけコラムを移

動させます。例えば、+2 のコラム修正値は、コラム 5 で実施する砲

撃をコラム 12 の砲撃に変更します。射撃タイプに応じたコラム修正

一覧については各射撃表を参照してください。直接射撃表だけは＋の

コラム修正と－のコラム修正の上限がありますが、どんな射撃も最低

コラムより低くなることはありません。対戦車射撃にサイの目修正が

適用できる場合、修正値をサイコロの目に足したり引いたりします。 

 

7.52 1 つの攻撃で別々のコラム修正を適用する場合 

ある状況下では、攻撃ヘクス内のあるユニットにはコラム修正を適用

しても、同じヘクス内の他のユニットには適用しないことがありま

す。このような場合、攻撃結果を決めるためのサイコロは 1 回だけ振

りますが、異なる目標ユニットの戦闘結果を決定するために異なるコ

ラムを使用します。 

 

例：直接射撃力 11 を持つ SS HMG ユニットがソ連軍 INF ユニット

と 76.2mm 砲ユニットとトラックユニットのいるヘクスを射撃しま

す。射程は 2 ヘクスのため、HMG ユニットは INF ユニットを直接射

撃表の 11 のコラムで攻撃し、76.2mm 砲ユニットを 22 のコラム（砲

兵に対する射撃の+2 コラム修正を適用）で攻撃します。ドイツ軍プ

レイヤーはサイコロを 1 回だけ振り、結果は 4 でした。これは INF

ユニットとトラックユニットには M1、76.2mm 砲ユニットには X の

結果となります。76.2mm 砲ユニットは除去され、この除去により I

NF ユニットの士気チェックが M1 から M2 に変わります（より厳し

い方を適用します）。トラックユニットの士気チェックも INF ユニッ

トと同様に M1 から M2 に変わりますが、砲の除去によってトラック

も強制的に除去されます（直接射撃表の戦闘結果の記述を参照して下

さい）。 

 

7.6 ステップ・ロス． 

（2 ステップ持つ）完全戦力のユニットが 1 ステップ・ロスを受ける

と減少戦力面に裏返されます。減少戦力面のユニットが 1 段階のステ

ップ・ロスを受けると除去されます。減少戦力面のないユニットが 1

段階のステップ・ロスを受けた場合も除去されます。2 ステップ以上

のステップ・ロスを受けたユニットは除去されます。輸送ユニットが

除去された場合、積載されているユニットや指揮官も同時に除去され

ます。スタックや個々のユニットがステップ・ロスの損害を受けた

ら、ステップ・ロスの適用後 M2 の士気チェックをしなければなりま

せん。 

 

7.61 直接射撃および砲撃． 

直接射撃と砲撃は目標ヘクス全体に影響を及ぼします。直接射撃表か

砲撃表で X の結果が出た場合、次の損害（カテゴリ 1 と 2 両方）を生

じさせます。 

 

１． 目標ヘクス内の戦闘ユニットのどれか 1 つに 1 ステップ・ロス

を適用します（クローズトップ AFV を除く）、かつ 

２． 目標ヘクス内の馬車、トラック、そりユニットのどれか 1 つに

1 段階のステップ・ロスを適用します。 

 

全てのケースで、ユニットの所有プレイヤーは、そのヘクス内にいる

1、2 のカテゴリに属するどのユニットが損害を受けるのかを選択しま

す。もし目標ヘクスに 1、2 どちらかのカテゴリのユニットがいない

場合は、いない方のカテゴリの損害は無視します（例、馬車、トラッ

ク、そりがいない場合、カテゴリ 2 の損害は無視します）。2X や 3X

の結果が出た場合、射撃はカテゴリ 1、2 の両方のユニットに 2 ステ

ップまたは 3 ステップのステップ・ロスを生じさせます。ユニットの

所有プレイヤーは、2 番目のステップ・ロスと 3 番目のステップ・ロ

スでそのヘクス内にいる 1、2 のカテゴリに属するどのユニットが損

害を受けるのかを選択します。もしオープントップ AFV がそのヘク

スにいる場合は、少なくとも 1 ステップ・ロスの損害はオープントッ

プ AFV が受けなければなりません。 

 

クローズトップ AFV は直接射撃と砲撃でステップ・ロスを受けるこ

とはありません。しかし、クローズトップ AFV のいるヘクスが X、2

X、3X の損害を受けた場合、そのヘクス内の全てのクローズトップ A

FV は M の士気チェックをしなければなりません。クローズトップ A

FV 以外で生き残ったその他全てのユニットはステップ・ロス適用後

に M2 の士気チェックをしなければなりません。 

 

例：完全戦力（2 ステップ）のドイツ軍 INF ユニットとティーガー戦

車と SPW 251 APC そして 2 個の馬車のいるヘクスが 2X の損害を受

けました。この場合、ドイツ軍 INF ユニットは 1 ステップ・ロス、A

PC は除去（カテゴリ 1 に 2 ステップ・ロス）、2 台の馬車も除去（カ

テゴリ 2 に 2 ステップ・ロス）されます。ティーガー戦車と減少戦力

面の INF ユニットがそのヘクスに残ります。ティーガー戦車ユニッ

トは M の士気チェックを、（減少戦力面の）INF ユニットは M2 の士

気チェックを行います。 

 

7.62 対戦車射撃． 

対戦車射撃で出た戦闘結果は、射撃を受けた個々のユニットだけが損

害を受けます。 

 

7.63 突撃． 

突撃戦闘表で ”1” の結果が出た場合、射撃は次の損害（カテゴリ 1、

2 両方）を生じさせます。 

 

1．突撃ヘクス内の敵戦闘ユニット（タイプは問いません）のどれか 1

つに 1 ステップ・ロスを適用します。かつ、 

2．突撃ヘクス内の馬車、トラック、そりユニットのどれか 1 つに 1

段階のステップ・ロスを適用します。 

 

上記カテゴリ 1、2 において、最初のステップ・ロスは士気状態のも
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っとも良いユニットに適用しなければなりません。それぞれのカテゴ

リで、統制状態のユニットは、その突撃ヘクスに友軍の混乱や士気喪

失のユニットがいる場合、それらより先に最初のステップ・ロスの損

害を受けなければなりません。それぞれのカテゴリで、その突撃ヘク

ス内の全てのユニットが混乱か士気喪失の場合、まず混乱ユニットか

らステップ・ロスの損害を受けなければなりません。その突撃ヘクス

内の全てのユニットが士気喪失の場合は、所有プレイヤーが最初のス

テップ・ロスの損害を受けるユニットを選択します。 

 

突撃戦闘表で ”2” または ”3” の結果が出た場合、射撃はそれぞれの

カテゴリに対して 2 ステップまたは 3 ステップのステップ・ロスの損

害を生じさせます。ユニットの所有プレイヤーは 2 ステップ目と 3 ス

テップ目の損害を受ける各カテゴリのユニットを選択します。もし突

撃ヘクスに AFV（クローズトップまたはオープントップ）がいる場合

は、少なくとも 1 ステップ・ロスの損害を AFV が受けなければなり

ません。もし突撃ヘクスに 1、2 どちらかのカテゴリのユニットがい

ない場合は、いない方のカテゴリの損害は無視します。 

 

例：あるヘクスにドイツ軍の INF ユニット、混乱した HMG ユニッ

ト、ティーガー戦車ユニット、SPW 251 APC ユニット、2 個のトラ

ックユニットがいます。全てのユニットは完全戦力です。今、連合軍

ユニットがそのヘクスに突撃を行い、 ”1” の結果を出しました。ドイ

ツ軍プレイヤーは 1 個のトラックユニットを除去します、そして IN

F、ティーガー戦車、APC のいずれかを選択して 1 ステップ・ロスを

適用します。ドイツ軍プレイヤーは HMG にステップ・ロスを適用出

来ません、なぜなら HMG は混乱していますが、他は統制状態だから

です。 

 

もし、連合軍プレイヤーが ”2” または ”3” の結果を出した場合、ド

イツ軍プレイヤーは 2 個のトラックを除去します。それから 2 ステッ

プ・ロス目と 3 ステップ・ロス目を望むユニットに適用します。最初

のステップ・ロスは混乱した HMG 以外に適用しなければなりませ

ん。そして少なくとも 1 ステップ・ロスはティーガー戦車か APC に

適用しなければなりません。 

 

全てのステップ・ロスを適用した後、生き残った各ユニットは M2 の

士気チェックを行わなければなりません。 

もし、突撃ヘクス内に突撃に参加していないアクティブなユニットが

いる場合、どのステップ・ロスもそれらのユニットに適用してはなり

ません（12.3）。 

 

7.64 機会射撃． 

機会射撃では、その射撃の目標となっている移動中の 1 ユニットだけ

が損害を受けます。したがって、機会射撃による損害（ステップ・ロ

スを含む）は、その移動中の目標ユニットと同じヘクスにいる移動し

ていない他のユニットに適用してはなりません。直接射撃を使用する

ユニットや戦車の優位性（11.2）を持ったユニットが対戦車射撃を使

用する場合、それらのユニットは 1 ターンに 2 回の機会射撃を実施す

ることが出来ます。 

 

 

 

8.0 視 認． 

視認は敵ユニットを射撃するためにその敵ユニットを目視で確認する

ことです。視認は戦闘ユニット（1.2）だけが実行出来ますが、ある

状況では指揮官も視認することが出来ます。各々の射撃タイプ（直接

射撃、砲撃、対戦車射撃、機会射撃）は視認に対する要求が若干異な

ります。直接射撃は目標ヘクス全体に影響を及ぼします。直接射撃を

行うためには、その目標ヘクス内にいる少なくとも 1 個の敵ユニット

が視認（視認を行っている友軍ユニットから見える）されていなけれ

ばなりません。ユニットが 1 個でも視認されると、そのヘクスは射撃

を受け、そしてそのヘクス内にいる全ユニットが視認されているかど

うかに関わらず通常通り損害を受ける事となります（8.2､例外:7.64）

 砲撃は目標ヘクス全体に影響を及ぼすこと、砲撃を行うためには、

その目標ヘクス内にいる少なくとも 1 個の敵ユニットが視認（視認を

行っている友軍ユニットから見える）されていなければならない点は

直接射撃と同様ですが、砲撃では射撃を行う戦闘ユニットか友軍の指

揮官が視認を行えれば砲撃を実施出来ます。対戦車射撃と機会射撃は

個々の目標ユニットがそのユニットに対して射撃を行うユニット自身

によって視認されていなければなりません。そのヘクス内の他のユニ

ットが視認されているかどうかは関係ありません（8.2）。敵ユニット

を視認している戦闘ユニットや指揮官が視認距離外に移動した場合、

その敵ユニットはそれ以上視認されません（視認情報を他者に引き継

ぐことは出来ません；例外 8.22） 

 

8.1 視認距離． 

視認距離とは、ユニットがいるヘクスから敵ユニットを見る事が可能

な距離の事で、ヘクス数で表します。日中、平地にいるユニットは全

ての方向で 12 ヘクス先まで見る事が出来ます。制限地形（8.2）と等

高線（8.4）は視認距離を減少させます。また制限地形は制限地形内

にいるユニットを秘匿するか照準線（LOS 8.4）を妨害します。丘の

上や他の高度にいるユニットは視認距離が増加します（8.33, 8.34）、

が相手から自身が視認される距離は増加しません。天候や 1 日の時間

帯により視認距離は減少します（シナリオ・インストラクションを参

照してください）。夜間の視認距離は通常 1~2 ヘクスです。いくつか

のシナリオには視認に関する特別ルールがあります。 

 

8.11 日没から夜明けまで. 

夜から昼への移行または昼から夜へ移行する時間帯の視認距離の変化

を示します。シナリオ・インストラクションで昼または夜となる時間

が示されます。昼または夜となる時間を基準にして以下のリストから

視認距離を決めます。 

 

・夜明けの 60 分前：視認距離は 1~2 ヘクスで、夜間ルールが適用さ

れます。 

・夜明けの 45 分前：視認距離は 2 ヘクスで、夜間ルールが適用され

ます。 

・夜明けの 30 分前：視認距離は 4 ヘクスで、夜間ルールは適用され

ません。 

・夜明けの 15 分前：視認距離は 8 ヘクスで、夜間ルールは適用され

ません。 

・日中：視認距離は 12 ヘクスです。 

・日没の 60 分前：視認距離は 12 ヘクスです。 

・日没の 45 分前：視認距離は 8 ヘクスで、夜間ルールは適用されま
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せん。 

・日没の 30 分前：視認距離は 4 ヘクスで、夜間ルールは適用されま

せん。 

・日没の 15 分前：視認距離は 2 ヘクスで、夜間ルールが適用されま

す。 

・夜間：視認距離は 1~2 ヘクスで、夜間ルールが適用されます。 

 

8.12 夜の闇． 

シナリオ・インストラクションで特に指定がなければ、ゲーム開始時

に（訳注：夜間の）視認距離を決めるためにサイコロを 1 個振りま

す。出目が 1~4 なら視認距離は 1ヘクスで、5~6 なら視認距離は 2 ヘ

クスです。 

 

8.2 制限地形． 

地形効果表（TEC）は、ある距離まで近づかない限りその地形によっ

て秘匿されているユニットを見ることが出来ない様々なタイプの地形

をリストアップしています。そのような地形を「制限地形」と呼びま

す。全ての制限地形が LOS を阻止するわけではありませんが、大部

分は LOS を阻止します。例をあげると、畑、藪、草原は LOS を阻止

しない制限地形ですが、町と森は LOS を阻止します。詳細について

は地形効果表を参照して下さい。シナリオで特別な地形タイプを追加

している場合があります。 

 

8.21 制限地形の視認． 

制限地形にいるユニットは、そのヘクスから地形効果表で示された距

離内（但し、夜間、天候、シナリオ・インストラクションにより指定

されている場合、それより短くなる場合があります）にいる敵ユニッ

トにだけ視認されます。そうでない場合はそのユニットがいるヘクス

への LOS はブロックされます（8.41）。TEC やシナリオ・インスト

ラクションで異なる指定がされていない場合、制限地形にいるユニッ

トと指揮官に対する視認距離は 3 ヘクスです。 

 

8.22  ”SPOTTED” （視認）マーカー． 

制限地形にいるユニットが敵の LOS（8.4）内で

射撃を行うと、秘匿は取り払われユニットは視認

されます。射撃を行ったユニットの上に ”SPOTT

ED” マーカーを載せ、そのヘクスの射撃を行って

いない他のユニットの下に置きます。ユニットの

上に ”SPOTTED” マーカーが残っている限り視認に関してそのユニ

ットは平地にいるものとみなします。もしそのユニットまで LOS が

通るなら、日中であれば、12 ヘクス以内にいる別のユニットはそのユ

ニットを見る事が出来ます。しかし、その場合でもユニットは戦闘目

的で地形効果を得ることが出来ます。 

 

射程内の敵ユニットは ”SPOTTED” マーカーの載ったユニットのい

るヘクスを直接射撃か砲撃によって攻撃出来ます。そのヘクス内の全

てのユニットは（視認されているかいないかにかかわらず）通常どお

り射撃の影響を受けます。しかし、対戦車射撃の場合は ”SPOTTED”

 マーカーの載ったユニットだけが攻撃されます。もし ”SPOTTED” 

マーカーの載ったユニットが、敵ユニットから地形効果表で規定され

たヘクス数より離れた別の制限地形ヘクスに移動した場合や敵の LOS

外に出た場合はそのユニットから ”SPOTTED” マーカーを取り除き

ます。 

 

突撃ヘクスにいる両陣営のユニットは視認された状態のため ”SPOTT

ED” マーカーを載せます。 

 

視認されていたユニットが別の制限地形に移動した場合、視認された

状態ではなくなるためその移動中に再度視認されない限り機会射撃を

受けません。機会射撃は視認されたヘクスにユニットが進入した時に

だけ発生します。 

上の図で、ドイツ軍工兵ユニットが制限地形である深い森ヘクスにい

て視認されています。ドイツ軍工兵が位置 X に移動したら 0802 のソ

連軍ユニットから 4 へクス離れた制限地形にいるため視認されなくな

ります。しかし、新しいヘクスは 0404 のソ連軍ユニットから視認さ

れるため依然として視認されたままです。もしドイツ軍工兵が位置 Y

へ移動したらそれ以上視認されなくなります。 

 

8.23 特殊な視認能力. 

徒歩と車両の両方の偵察ユニット（1.2）は 2 つの特別な視認能力を

持っています。最初の能力は、制限地形にいる敵ユニットの視認距離

が TEC で他のユニットや指揮官に定めている視認距離より 1 ヘクス

大きくなります。例、町へクスにいる敵ユニットは通常 3 ヘクス以内

で視認されますが、偵察ユニットは 4 ヘクスで視認出来ます。2 つ目

の能力は、ターン毎に視認可能（※）な 1 つの敵ユニットの上に ”SP

OTTED” マーカーを置くことが出来る点で、これはあたかもその敵

ユニットが射撃により秘匿状態を失う様なものです。これらの ”SPO

TTED” マーカーは前述の条件により除去されます。 

 

訳注：※日中であれば、LOS が通り 12 ヘクス以内にいると言うこと

であると思われます。 

 

8.24 地形の図柄． 

制限地形がヘクス全体の 1/4 以上を占めて描かれている場合、そのヘ

クスに制限地形があるものとみなします（ごく小さなでっぱりは制限

地形ではありません）。ほとんどの場合、制限地形がヘクスの 1/4 以

上を占めているかどうかは明らかですが、もしプレイヤー同士の合意
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が得られない場合、そのヘクスは制限地形を含むものとしなければな

りません。 

 

8.3 高度． 

マップは基本面からの高さの増加による高度変化をメートル単位で表

す等高線を含んでいます（あるいはワジや小渓谷のようなより低い高

度の場合もあります）。 

 

8.31 等高線. 

各等高線は 20m の高度差を表しています。等高線を含むヘクスを

「斜面ヘクス」と呼びます。LOS が通るかどうかの判定目的で斜面ヘ

クスはヘクス全体を等高線の高さにあるヘクスとみなします。斜面ヘ

クスには遮蔽効果がなく、LOS をブロックするにも関わらず制限地形

ではありません。急斜面は斜面と似ていますが、より急激な高度変化

を表しており、より困難な地形です。より高い地形にいるユニットは

戦闘において有利な修正を得ます。射撃表を参照して下さい。 

 

殆どのゲーム・ボードには、より高い高度にあるヘクスを囲んだ等高

線があり、これは「丘」と呼ばれます。これらの内側にある斜面でな

いヘクスは森のような他の地形が存在しない限り平地とみなします。 

 

8.32 LOS をブロックする地形. 

地形効果表（TEC）は、植生や建造物あるいはその他の障害物によっ

て、同じ高度レベルにいる観測者と目標にとって LOS をブロックす

る十分な高さを有している地形を規定しています。ゲームにおける L

OS 判定の目的で、それらの地形はそれが存在する高度レベルに 20m

の高さを加えるものとみなします。 

例：上の図で、位置 A（ヘクス 0903）の林は 20m の高さがあり、20

m の高度に存在するため合計すると 40m の高さを持った障害物とな

ります。位置 B（ヘクス 1004）の町も同様です。一方で、位置 C

（ヘクス 1205）の林は地面（高度 0m）に存在するため 20m の高さ

を持った障害物です。 

 

8.33 視認距離の増加． 

視認するユニットのいるヘクスが視認されるヘクスより 1 高度レベル

高くなる毎に、そのヘクスからの視認距離は 6 ヘクス増加します。そ

のため、高度 40m にいるユニットは高度 0m にいる 24 ヘクス（12＋

（2×6））離れたユニットを視認出来ます。この視認距離の増加効果

は夜間ターンや天候、その他の理由により視認距離が減少している場

合には適用されません。より低い地形にいるユニットからより高い地

形にいるユニットへの視認距離が増加することはありません。 

 

 

8.34 町ヘクス． 

通常、ユニットや指揮官は地表レベル（高度 0m）から視認します。

しかし、（村ヘクスではなく）町ヘクスから視認する場合は、町ヘク

スを町がある地形より 20m 高い地形として扱います。そのため、も

し 20m の等高線上のヘクスに町ヘクスがある場合、LOS と視認距離

に関しては 40m の高度となります。0m の高度にある町は 20m の高

度として計算します。この高度のみなし増加は視認目的に限り、射撃

に関しては適用しません。しかし、砲兵や迫撃砲ユニットはこの高度

のみなし増加を使って自身が射撃するために目標ユニットを視認する

ことが出来ます。 

 

8.4 照準線（LOS）． 

敵ユニットを視認するためには、アクティブにされたユニットや指揮

官から目標まで照準線（LOS）を通せなければなりません。LOS が

通せるかどうかは、そのアクティブ・ユニットのいるヘクスの中心点

から目標ヘクスの中心点までを直線で結んで判定します。LOS はどの

ような地形ヘクスにも進入出来ますが、地形の種類によって LOS が

通過できるか出来ないかが決まります。 

 

8.41． 

LOS は次の場合ブロックされます。視認を行うユニットがいるヘクス

と目標ヘクスが同じ高度にあり、かつ： 

 

・LOS をブロックする制限地形が２つのヘクスの間にある； 

 

・２つ以上のより高い斜面ヘクスが２つのヘクスの間にある； 

 

・LOS が LOS をブロックする制限地形またはより高い斜面が両側に

あるヘクスサイド上を通る； 

 

・２ヘクス以上の果樹園、ヤシ林、林、浅いジャングル、あるいはそ

れに相当する地形が 2 つのヘクスの間にある： 

 

8.42． 

LOS は次の場合ブロックされます。視認を行うユニットがいるヘクス

と目標ヘクスが異なる高度にあり、かつ： 

 

・より高い位置にいるユニットより高い１つまたはそれ以上の斜面ヘ

クスが２つのヘクスの間にある； 

 

・より高い位置にいるユニットと同じ高さである１つまたはそれ以上

の斜面ヘクスが２つのヘクスの間にあり、かつ斜面ヘクスがより高い

位置にいるユニットより、より低い位置にいるユニットに近い（等距

離の場合は近いとみなしません）場合； 

 

・より高い位置にいるユニットより高い位置にある LOS をブロック

する制限地形（例：町、森）が２つのヘクスの間にある； 
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・より高い位置にいるユニットと同じ高さである LOS をブロックす

る制限地形（例：町、森）が２つのヘクスの間にあり、かつその制限

地形がより高い位置にいるユニットより、より低い位置にいるユニッ

トに近い（等距離の場合は近いとみなしません）場合； 

 

8.43． 

LOS は盛り上がっていない妨害地形（例：畑、藪、背の高い草地）を

通過します。 

 

8.44. 

ユニットは LOS をブロックしませんが、ユニットの存在が直接射撃

を禁止することがあります（7.24）。 

 

8.45． 

LOS は通常どちら側からでも通ります。一方がその距離で視認を妨げ

る制限地形ヘクス（8.21）にいる場合を除いて、こちら側から相手を

見る事ができる場合には、相手側もこちら側を見る事が出来ます。 

 

8.46． 

LOS がヘクスの頂点を通る場合、その頂点に隣接しているどちらかの

ヘクスを通るものとします（どちらを通るかは視認するプレイヤーが

選択します）。その選択はそのターンの残りの間効果を持ちます。 

 

例：ドイツ軍の HMG ユニットはフランス軍の CAV ユニットを視認

する事が出来ます。LOS がヘクスの頂点を通過しているために、その

頂点を共有するどちらかのヘクスを通る事ができるからです。もちろ

ん町ヘクスを越える事は出来ません。HMG ユニットはフランス軍の

INF ユニットを視認する事は出来ません。LOS が視認する HMG と

目標である INF より高い町ヘクス（制限地形）を通るためです。 

 

次に LOS が通るかどうかを明確化するための例を示します。まず図

を見て下さい： 
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観測者 目標 LOS? 視認？ 理  由 観測者 目標 LOS? 視認？ 理  由 

A B y y 
制限地形から 3 へクス以内 

C L y n 
町 0808 はより高い L に近いが 3 ヘク

スより遠い制限地形にいる。 

A C n n 0504 の森でブロック D A y n 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 

A D y n 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 D K n n 0608 の町でブロック 

A E y y 
ブロックするものなし；斜面は遮蔽効

果なし 
D L y n 

町 0608 は D→L の中間の位置にある

が 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 

A J y n 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 E G y y E→G 間の町はブロックしない 

B A y y 制限地形から 3 へクス以内 E H y y 町 0608 はより高い E に近い 

B C y y 制限地形から 3 へクス以内 E K n n 町 0709 で LOS がブロックされる。 

B E y y 
ブロックするものなし；斜面は遮蔽効

果なし 
E L n n 

町 0710 で LOS がブロックされる。 

B F y n 
森 0906 はより高い F に近いが 3 ヘク

スより遠い制限地形にいる。 
F A n n 

森 0504 で LOS がブロックされる。 

B G y y  F G n n 森 1006 で LOS がブロックされる。 

B H y y B→H に制限地形はない。 F H n n 森 0906 で LOS がブロックされる。 

B K y n 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 F L n n 森 1006 で LOS がブロックされる。 

C A n n 
0504 の森でブロック 

G K y y 
斜面 0908 は G→K の中間にあるため

LOS をブロックしない。 

C B y y 
制限地形から 3 へクス以内 

J G y y 
J は町にいるので 20m の高さで視認

している。 

C D y n 3 ヘクスより遠い制限地形にいる。 J K y y LOS は 0708 を通るものと見なす。 

C F y n 

森 0905 はより高い F に近いが 3 ヘク

スより遠い制限地形にいる。 

L E y y 

L は町にいるので 40m の高さで視認

している。町 0609 は L→E の中間に

あるため LOS をブロックしない。

LOS はヘクス 0510 ではなく 0509 を

通るものと見なす。 

 

ユニットが存在する高度レベル ユニットが視認を行う時のみなし高度レベル 
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9.0 砲撃． 

砲撃値を持つアクティブ・ユニットは、射程内にいる視認された敵ユ

ニットのいるヘクスに対して攻撃を行う事が出来ます。目標ヘクスに

いる全てのユニットが影響を受けます。 

 

9.1 目標の視認． 

砲撃を実施するユニットは、それ自身が目標を視認している必要はあ

りません。シナリオ・インストラクションで特に指示のない限り、友

軍の士気喪失していない通常の指揮官が砲撃を行うユニットの代わり

に目標を視認する事が出来ます。砲撃のための視認では、その指揮官

をアクティブにする必要はありません（未アクティブの指揮官や “M

OVED/FIRED” マーカーが既に置かれている指揮官でも砲撃のため

の視認を行う事が出来ます）。可能であれば指揮官 1 人が、同じター

ン中に異なるいくつもの砲撃のために視認を行う事が出来ます。戦車

指揮官（6.8）は砲撃のための視認を行う事は出来ません。突撃ヘク

スにいる指揮官は、砲撃のための視認としてその突撃ヘクスのみ視認

出来ます。輸送されている指揮官も通常通り砲撃のための視認を行え

ます。 

 

9.2 盤外砲兵． 

シナリオ・インストラクションで特に指示されていない限り、そのシ

ナリオで使用可能な各盤外砲撃力は、視認された目標に対して 1 ター

ンに 1 回の砲撃を実施する事が出来ます（射程に制限はありませ

ん）。 

 

9.3 合同射撃． 

同じヘクスでスタックいる砲兵ユニットは指揮官の支援なしに砲撃力

を合計する事が出来ます。隣接したヘクスにいる砲兵ユニットは、そ

のどれかのヘクスに戦闘修正値を持つ統制状態の指揮官がいる時だ

け、砲撃力を合計する事が出来ます（6.41､7.33）。 

 

盤外砲兵支援は 3 つまでの砲撃力を 1 つに合計する事が出来ますが、

ゲーム・ボード上にいるユニットの砲撃力と合計する事は出来ませ

ん。 

 

例： シナリオ・インストラクションで、アメリカ軍プレイヤーに "3

×20" の盤外砲撃力が与えられています。これを砲撃力 60 の 1 つの

砲撃としてもよく、また 1 つを 40 もう 1 つを 20、あるいは別々に砲

撃力 20 ずつの 3 つの砲撃とする事も出来ます。この砲撃力は、ゲー

ム・ボード上にいるどの砲兵ユニットとも合計する事は出来ません。 

 

9.4 手 順． 

砲撃を実施するヘクス毎にアクティブ・プレイヤーはそのヘクスを砲

撃する全てのユニットの砲撃力を合計します。それから、このアクシ

ョン・セグメントにそのヘクスに砲撃を行う全てのユニットの砲撃力

の合計に等しいか、あるいはそれを超えない砲撃表のコラムを求め

て、そしてコラム修正（7.5）を適用します。アクティブ・プレイヤ

ーはサイコロを２つ振り、求めたコラムとサイコロの目が交差した欄

で戦闘結果を決定します。それから目標ヘクス内の全てのユニットに

（もしあれば）戦闘結果を適用します。 

 

 

9.5 友軍による誤射． 

目標ヘクスかそれに隣接するヘクスに友軍ユニットがいる場合、その

友軍ユニットにも損害が及ぶ事があります。 

例外：砲兵ユニット自身が自身の砲撃で損害を受けることはありませ

ん。 

 

9.51 同一ヘクス． 

突撃ヘクスに砲撃が行われた場合、友軍ユニットと敵ユニットの両方

が損害を受けます。砲撃のサイコロ振りを 2 回（各陣営に 1 回ずつ）

行います。コラム修正は各陣営で別々に決定します。 

 

9.52 隣接ヘクス． 

砲撃の行われたヘクスの隣接ヘクスに友軍ユニットがいる場合、その

ユニットの所有プレイヤーは該当するヘクスそれぞれについてサイコ

ロを 2 つ振ります。ドイツ軍、イギリス軍、アメリカ軍の砲撃の場合

は、サイコロの目に 1 を加えます。射撃ユニットが目標ヘクスを視認

している場合はサイコロの目に 1 を加えます。修正後のサイコロの目

が 2~5 なら、そのヘクスは友軍の誤射を受けます。これにより複数の

隣接ヘクスに損害が出る事もあります。もし友軍の誤射を受けた隣接

ヘクスに友軍ユニットと敵ユニットの両方が存在する場合、友軍ユニ

ットだけが攻撃を受けます。（注： このルールは、友軍の誤射によ

り、視認していない敵ユニットを図らずも
．．．．

攻撃してしまうということ

を防止するためのものです。） 

 

友軍の誤射を受けたヘクスでは、友軍ユニットに対してサイコロを２

つ振り通常通り砲撃を解決します。射撃ユニットが目標ヘクスを視認

している場合、砲撃表上で-1 コラム修正を適用します。その他適切な

修正を加えます。 

 

9.53 初期目標． 

隣接ヘクスが友軍の誤射を受けた場合でも、最初に目標としたヘクス

は通常通り砲撃を受けます（砲撃は目標ヘクスに必ず命中します）。 

 

 

10.0 直接射撃． 

アクティブにされたユニットは、射程内の視認されている敵ユニット

がいるヘクスに対して、直接射撃力を使用する事が出来ます。直接射

撃は目標ヘクス内の全ての敵ユニットに影響します。 

 

10.1 射撃の妨害． 

直接射撃は、ユニットのいないヘクスや敵ユニット（だけ）がいるヘ

クス、または友軍の AFV だけがいるヘクスを通して実施する事が出

来ますが、射撃を行うユニットが HMG か AFV あるいは対空砲ユニ

ットでない場合は、友軍の非 AFV ユニットのいるヘクスを通して直

接射撃を行う事は出来ません。これらのユニット（HMG か AFV あ

るいは対空砲ユニット）は、射線が下記 1 と 2 の条件を満たすヘクス

を少なくとも 1 つ通る時、全てのタイプの友軍ユニットのいるヘクス

を通して射撃を実施することが出来ます。 

 

1．友軍ユニットがいないヘクス、かつ 

2．そのヘクスが射線上の目標ヘクスと全ての友軍ユニットの間にあ

る。 
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このルールはより高い位置にいる射撃ユニットが友軍ユニットのいる

ヘクスを通してより低い位置にいる敵を射撃する場合にも適用されま

す。 

例： SS HMG ユニットはソ

連軍 SMG と INF ユニットに

対して射撃を行おうとしてい

ますが、友軍の SS ENG ユニ

ットのいるヘクスが射線上に

あります。HMG は SMG に射

撃を行う事が出来ます。なぜ

なら、ENG と SMG の間には

友軍ユニットのいないヘクス

が 1 つあるからです。しかし

INF には射撃出来ません。こ

れは、射線上に友軍 ENG の

いるヘクスがあり、かつ ENG

と INF の間に友軍ユニットのいないヘクスがないからです。仮に SS 

HMG ユニットと SS ENG ユニットの間に友軍ユニットがいても違

いはありません。重要なことは、目標ヘクスと射線上にいる最も遠い

友軍ユニットの間に友軍がいないヘクスが 1 つあることなのです。 

 

10.2 手 順． 

それぞれの直接射撃について、アクティブ・プレイヤーは個々のユニ

ットが射撃を行うのか、あるいは複数ユニットが合同射撃を行うのか

を決めます。決めた後、その攻撃で射撃を行う全ユニットの直接射撃

力を合計します。それから直接射撃表でユニットの合計射撃力と等し

いか、あるいは越えない値のコラムを見つけます。さらに、コラム修

正（7.5､10.3）を適用します。それからサイコロを 2 つ振り、直接射

撃表で見つけたコラムとサイコロの目が交差した欄で戦闘結果を決定

します。最後に、目標ヘクス内の全ユニットに（もしあれば）戦闘結

果を適用します。 

 

10.3 最大コラム修正． 

直接射撃を解決する際に用いるコラム修正は、3 コラムを超えて増加

（右シフト）することはなく、また 2 コラムを超えて減少（左シフ

ト）することもありません。コラム修正の増加・減少分を全て差引し

た後でこの最大／最小コラム修正を適用します。このようなコラム修

正に上限のある射撃タイプは直接射撃だけです。 

 

例： 射撃力 4 を持つイタリア軍歩兵ユニットが、隣接したイギリス

軍砲兵ユニット 3 個を攻撃しました。攻撃は、コラム修正の合計が＋

5（隣接した攻撃で修正+2、ユニット 3 個が目標ヘクスにいるために

修正+1、目標が砲兵ユニットのため修正+2）になりますが、直接射撃

表のコラム 16 で解決されます（最大コラム修正が適用されて 3 コラ

ム分の上昇のみとなるからです）。 

 

10.4 制限事項． 

突撃ヘクス内のユニットは直接射撃を行えません－それらのユニット

が行えるのは突撃戦闘（12.0）か突撃ヘクス内の敵ユニットに対する

対戦車射撃（11.0）だけです。 

 

 

11.0 対戦車（AT）射撃． 

対戦車射撃は射程内にいる個々の敵車両ユニットを目標とし、その目

標ユニットがいるヘクス内の他のユニットには決して損害を与えませ

ん。トラック、ジープと AFV ユニットだけが対戦車射撃を受けます

（いくつかのゲームでは、特別ルールでその他のユニットも対象にな

ることがあります）。突撃ヘクスにいる対戦車射撃力を持つユニット

は、突撃力の合計に自身の直接射撃力を加える代わりにそのヘクス内

の敵車両に対して対戦車射撃を行うことが出来ます。 

 

11.1 手 順． 

各々の対戦車射撃について、アクティブ・プレイヤーはどのユニット

がどのユニットを目標として射撃を行うかを決定します。サイコロを

2 つ振り、射撃を行うユニットの対戦車射撃力を加え、目標ユニット

の装甲値を引き、対戦車射撃表に記載されている全てのサイの目修正

を適用します。そして、対戦車射撃表を参照して戦闘結果を決定しま

す。 

 

11.11 トラック． 

トラックは装甲防御力を持ちませんが、対戦車射撃のサイの目修正の

目的に限り装甲値-1 を持つものとして扱います。 

 

11.11 クロスファイア（十字砲火）． 

対戦車射撃表には、目標ユニットが同一ターンに隣接していない 2 個

以上のヘクスを通して攻撃を受けた場合の修正+2、が記載されていま

す。これは、そのターン中に（同一アクション・セグメントである必

要はありません）その車両ユニットに対して行われた最初の対戦車射

撃の後に隣接ヘクス以外（訳注：当然ですが最初の対戦車射撃のヘク

スも対象外です）から行われる対戦車射撃に適用されます。またこの

修正は、最初のユニットが射撃した後で、2 番目のユニットの射撃が

実施される前に目標ユニットが移動した場合には適用されません。 

 

クロスファイアによるサイの目修正を受けるためには、2 番目以降の

対戦車射撃は実際に隣接ヘクスでないヘクスだけ（隣接ヘクスと非隣

接ヘクスのヘクスサイドを通

ってもいけません）を通って

いなければなりません。 

 

ステップ・ロスを与える可能

性がない対戦車射撃もクロス

ファイアによるボーナスを得

るための射撃となります。 

 

例： ソ連軍 T34C ユニット

が SS PzⅢJ ユニットに対し

て既に対戦車射撃を実施して

いる場合、ソ連軍 Grant から

の対戦車射撃はクロスファイ

アのボーナスを受けられませ

ん。これは射線が（最初の射撃の射線が通ったヘクスに対する）隣接

ヘクスのヘクスパインを通っているからです。しかし T-70 の射撃に

は+2 の修正が適用されます。なぜなら射線が隣接ヘクスを通ってい

ないからです。 
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11.2 戦車の優位性． 

いくつかの装甲ユニットは、訓練の成果による高い練度、優秀な装備

と経験によって腕が立つ部隊であると見なされます。下記のリストに

示すユニットのうち対戦車射撃力を持っているユニットは 1 ターンに

2 回の対戦車射撃を実施出来ます（アクション・セグメントまたは機

会射撃として射撃を行えます。各 1 回と言うことではありません）。

この 2 回の対戦車射撃は同じ目標に対して実施する必要はありませ

ん。 

 

以下のユニットが戦車の優位性を持っています。 

・完全戦力（減少戦力面でない）のドイツ軍 AFV ユニット； 

・1943 年以降のシナリオに登場する完全戦力のソビエト軍親衛部隊

AFV ユニット。； 

・1944 年以降のシナリオに登場する完全戦力のアメリカ軍、イリギ

ス連邦諸国軍、自由フランス軍、ポーランド軍 AFV ユニット。 

・その他、ゲーム特別ルールで指定されたユニット。 

 

11.3 射程の延長． 

2 以上の対戦車射撃力を持つユニットは、カウンターに記載されてい

る額面射程の 100％から 150％の距離にいる目標を射撃出来ます（端

数は切り上げます）。その場合、対戦車射撃力は 1/2 になります。 

 

例：対戦車射撃力 3-7 をもつ III 号戦車 G 型は対戦車射撃力 2（3 の

半分である 1.5 を切り上げます）、射程 11（元々の 7 に 3.5 を加えて

切り上げ）となります。 

 

11.4 航空機による対戦車射撃． 

いくつかの航空機は特別な対戦車射撃能力（黒丸で囲まれた数値）を

持っています。攻撃に際してこれらの航空機は通常通り（15.11）直

接射撃力を使って目標ヘクスを攻撃します。それに加えて、目標ヘク

スに車両ユニットがいる場合、航空機の所有プレイヤーはユニット上

に印刷された特殊な対戦車射撃能力と同じ数のサイコロを（直接射撃

を解決した後で）振ります。目標ヘクスにいる車輌ユニットに対し

て、6 を出したサイコロ 1 個につき 1 ステップ・ロスを適用します。

ステップ・ロスを与える毎に攻撃プレイヤーがサイコロを 1 個振りま

す。出目が 1-3 なら車輌の所有プレイヤーがどの車輌ユニットをステ

ップ・ロスさせるかを選び、4-6 なら航空機の所有プレイヤーがどの

車輌ユニットをステップ・ロスさせるかを選びます。 

 

11.5 歩兵の携行対戦車火器． 

いくつかのゲームでは、印刷された自身の直接射撃力に加えて突撃戦

闘（12.0）で使用できる短射程の携行対戦車火器を有する徒歩ユニッ

トが指定されています。携行対戦車火器を有する徒歩ユニットは直接

射撃力か対戦車射撃力を使用出来ますが、両方を使用することは出来

ません（戦車が直接射撃か対戦車射撃を選択することに似ていま

す）。徒歩ユニットが携行する対戦車火器の対戦車射撃力は 6 で射程

は 0（同じヘクスしか狙えません）です。突撃の攻撃側、防御側の双

方で対戦車射撃を行う徒歩ユニットそれぞれにつきサイコロを 1 個振

ります。出目が 1-3 の時、ユニットの対戦車射撃の実施は失敗しその

ユニットの戦闘は終了となります。出目が 4-6 の時、ユニットの対戦

車射撃は実施され、通常通り対戦車射撃（11.1）を解決します。但

し、対戦車射撃表で規定されたサイの目修正値は適用しません。携行

対戦車火器による対戦車射撃に適用される唯一のサイの目修正は、突

撃ヘクスに敵兵員ユニットがおらず車輌だけがいる場合に付く+1 だ

けです（迫撃砲は兵員ユニットとみなしません）。減少戦力面のユニ

ットと混乱、士気喪失ユニットは携行対戦車火器による対戦車射撃を

実施出来ません。 

 

 

12.0 突 撃 ． 

突撃戦闘は、同じヘクスにいる敵味方両方のユニットの間で起こりま

す。 

 

12.1 突撃移動． 

12.11 ヘクスへの進入． 

同タイプ（通常または戦車）の指揮官によってアクティブにされた統

制状態のユニット、あるいは任意のタイプの指揮官によってアクティ

ブにされた統制状態の APC ユニットだけが隣接した敵ユニットのい

るヘクスへ移動する事が出来ます。この移動は移動ではありますが戦

闘を引き起こすための行動であり射撃アクティベーションを要求しま

す。これを「突撃移動」と呼びます。ユニットは、突撃したい敵ユニ

ットに隣接した状態でアクティブにされた場合に限り、その敵ユニッ

トのいるヘクスへ移動（突撃）することが出来ます（例外：騎兵突

撃､15.31；戦車突撃または蹂躙攻撃、詳細は選択ルールを参照）。突

撃ヘクスにひとたび進入したらそこで移動をやめなければなりませ

ん。これにより突撃戦闘が始まります（または既に始まっている突撃

戦への増援となります）。突撃を行ったユニットが「攻撃側」、相手が

「防御側」となります。この「攻撃側」は続くアクション・セグメン

トや続くターンで変わります、例えば、最初の突撃戦闘のセグメント

を生き残った防御側は、自身のアクション・セグメントで反撃を行う

ことが出来ます、その時「防御側」は攻撃側となります。「攻撃側」

は突撃ヘクスに両陣営のユニットがいる限り自陣営になったり敵陣営

になったりします。突撃ヘクスでアクティブにされたユニットや既に

存在する突撃ヘクスへ進入したユニットについて突撃戦闘は任意であ

り強制されません。それらのユニットは士気の回復や突撃ヘクスから

の離脱、あるいは単に何もしない、あるいは何か他の行動を行うとい

うことも選択出来ます（12.3）。スタック制限（4.1）は陣営ごとに適

用されます。 

 

12.12 ヘクスからの離脱． 

アクティブ・ユニットは突撃ヘクスから離脱する事が出来ますが、そ

の場合は隣接ヘクスにだけ移動出来ます。敵のいるヘクスへ離脱する

事は出来ません（何も輸送していない非武装の敵輸送ユニットや敵指

揮官はこの敵に含めません）。 

 

全ての戦闘ユニットが突撃ヘクスから離脱した場合（離脱を援護する

戦闘ユニットがいなくなった場合）、全ての離脱ユニット（最後に離

脱したユニットだけでなく）は突撃ヘクスにいる敵ユニットにより突

撃を受けます（突撃戦闘表を用います）。これが「フリー・ショッ

ト」です。この離脱ユニットに突撃するユニットはアクティブである

必要はなく、この突撃を行っても “MOVED/FIRED” マーカーを載せ

ません、そして既に “MOVED/FIRED” マーカーが載っていても、離

脱ユニットに対する突撃は行えます。離脱ユニットに対する突撃は 1

つのグループとして攻撃を行います、従ってサイコロを振るのは 1 回

だけです。また、離脱ユニットに対する突撃にはマイナスのコラム修
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正は適用されませんが、プラスのコラム修正は適用されます。離脱ユ

ニットはフリー・ショットに対して反撃出来ません。 

 

対戦車射撃力を持つユニットはフリー・ショットのために通常の突撃

戦闘値の代わりに対戦車射撃力を使用することが出来ます。 

 

12.13 士気に関する制限事項． 

混乱したユニットは敵戦闘ユニットのいるヘクスに入る事は出来ませ

んが、自身のいるヘクス内の敵ユニットには突撃を行う事が出来ま

す。士気喪失したユニットは、突撃ヘクスに入ることや、自身のいる

ヘクス内の敵ユニットに突撃を行う事は出来ませんが、その通常の直

接射撃力の 1/4 を使って突撃してくるユニットから防御する事が出来

ます。突撃ヘクスでアクティブ化を開始した士気喪失ユニットは、必

ず士気の回復を試みなければなりません。もし回復に失敗した場合は

そのヘクスから離脱しなければなりません（そのユニットの最大移動

力に関わらず、1 ヘクスだけ移動出来ます）。この士気喪失ユニットの

離脱の際に突撃ヘクスに離脱を援護する友軍の戦闘ユニットがいない

場合は敵ユニットからフリー・ショット（12.12）を受けます。隣接

したヘクス全てに敵ユニット（何も輸送していない非武装の輸送ユニ

ットや指揮官はこの敵に含めません）がいる時には、この士気喪失ユ

ニットは除去されます。 

 

12.2 突撃戦闘を強制される場合． 

アクティブ・ユニットが敵ユニットしかいないヘクスに進入した場合

は、直ちに突撃戦闘を解決しなければなりません。このアクション・

セグメントに突撃ヘクスに進入する予定のアクティブ・ユニットが全

て突撃ヘクスに移動し終えてから突撃を解決します。そのヘクス内の

両陣営の全てのユニットは突撃に参加しなければなりません。 

 

12.3 突撃戦闘が任意の場合． 

アクティブにされたユニットが、そのユニットのアクティブ化の開始

時点で既に敵味方両陣営のユニットのいるヘクスに進入するか、両陣

営のユニットが突撃ヘクスでターンを開始する場合、アクティブ・プ

レイヤーはこのターンにこれらのユニットで突撃を実施するかどうか

を決める事が出来ます。突撃を実施する場合、このターンに突撃ヘク

スに進入したユニットと、そのターンを突撃ヘクス内で開始したまだ

アクティブにされていない士気喪失状態でないユニットと指揮官は、

望めば突撃に参加出来ます。全てのユニットが突撃に参加する必要は

ありませんが、そのヘクス内の全ての敵ユニットは射撃力を 1 つに合

計して防御します。 

 

12.4 突撃手順． 

各プレイヤーはそのヘクス（対戦車射撃は受けません、12.52）にい

る自陣営のユニットの直接射撃力を混乱（14.2）や士気喪失（14.3）

によるペナルティと士気喪失していない指揮官の戦闘修正値によるボ

ーナス（6.42）を合計します。それぞれのプレイヤーは突撃戦闘表

で、そのヘクス内の修正後の合計直接射撃力と等しいか、あるいは越

えないコラムを見つけます。そして、全てのコラム修正を適用します

（最大／最小コラム修正と言う制限はありません）。それから各プレ

イヤーはサイコロを 2 つ振り、適切なコラムとサイコロの目が交差す

る欄で戦闘結果を決定します。結果は同時に適用します（例外： 12.

43 先制射撃）。突撃を受けた防御側のユニットは防御のためにアクテ

ィブにされる必要はないため、この防御戦闘で “MOVED/FIRED” マ

ーカーを載せない事に注意して下さい。 

 

装甲は突撃戦闘表による戦闘解決では何の防御も与えません。ですか

ら、徒歩ユニットと対戦車射撃力を持たない車輌ユニットも突撃戦闘

では AFV に損害を与えることが可能です。 

 

12.41 コラム修正． 

射撃に対する町や森などの地形によるマイナスのコラム修正は現在の

攻撃側（アクティブ・ユニット）にだけ適用されます。例えば、枢軸

軍プレイヤーが「町」地形である突撃ヘクスで自軍ユニットをアクテ

ィブにした場合、（突撃）射撃において－2 のコラム修正が適用されま

すが、防御側である連合軍の（突撃）射撃には適用されません。その

後のアクション・セグメントで同じ連合軍ユニットがアクティブにさ

れ残った枢軸軍ユニットを（突撃）射撃する場合、今度は連合軍ユニ

ットに-2 のコラム修正が適用されます。 

 

タコツボ（16.2）によるマイナスのコラム修正は実際にタコツボに入

っている防御側ユニットを攻撃した場合にだけ適用されます。陣地塹

壕によるマイナスのコラム修正は敵ユニットが突撃ヘクスに進入する

前に陣地塹壕に入っていた防御側ユニットを攻撃した場合にだけ適用

されます。 

マイナスのコラム修正で突撃戦闘表の使用コラムが 1 より小さくなる

ことはありません。士気状態（例：全ての敵ユニットが士気喪失状態

なら+1）を含むコラム修正は戦闘ユニットだけ（指揮官や非武装の輸

送ユニット以外）を対象にします。 

 

諸兵連合効果によるコラム修正を受けるためには少なくとも 1 つの士

気喪失していないクローズトップ AFV と 1 つの士気喪失していない

歩兵科（重機関銃（HMG または WPN）ユニットを除く）のユニッ

トが必要です。クローズトップ AFV は対戦車射撃力と直接射撃力

（または砲撃力）の両方を持っている必要があります。他の友軍ユニ

ットが同じヘクスにいても影響しません。この修正値は AFV が戦車

の優位性（11.2）を持っている場合にだけ適用されます。 

 

12.42 最小戦力． 

直接射撃力を持たない全ての戦闘ユニット（牽引砲や迫撃砲等のユニ

ット、但し非武装の輸送ユニットは該当しません）は、突撃戦闘にお

いて直接射撃力 1 を持ちます。指揮官には突撃戦闘力はありません

が、突撃ヘクス内のどれか 1 つのユニットの射撃力に戦闘修正値（6.

42）を加える事が出来ます、さらに、士気喪失していない指揮官の存

在による+1 コラム修正も適用出来ます。非武装の輸送ユニットだけ

が敵ユニットと同じヘクスにいる場合、その非武装の輸送ユニットは

除去されます。 

 

12.43 先制射撃． 

タコツボや、陣地塹壕にいる敵ユニットに突撃を行う場合には、この

防御陣地にいる防御側ユニットの攻撃（先制射撃）を最初に解決しま

す。攻撃側による突撃を解決する前に、防御側による戦闘結果（ステ

ップ・ロスや士気チェック）を先に攻撃側に適用します。防御側の先

制射撃に生き残った士気喪失していない攻撃側ユニットだけが攻撃出

来ます。士気喪失したユニットのアクティベーションは終わりです。

タコツボや陣地塹壕で防御しているユニットと、そうでないユニット

の両方がいるヘクスでは、防御側プレイヤーは、防御陣地で防御され
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ているユニットだけによる先制射撃を行うか（その場合防御陣地の外

にいるユニットは射撃出来ません）、そのヘクス内の全ユニットを用

いて攻撃側と同時に突撃を解決するのかを選択する事が出来ます。先

制射撃は一度きりでなくタコツボや陣地塹壕にいるユニットが防御側

になる時にはいつでも発生します。 

 

タコツボや陣地塹壕にいるユニットが突撃ヘクスで攻撃する場合、防

御陣地による特典（先制射撃とコラム修正）を受けることは出来ませ

ん。しかしそれらのユニットの “DUG IN” マーカーは除去しませ

ん。また、陣地塹壕にいる状態も保持されます。続くアクティベーシ

ョンで再び敵ユニットが彼らを攻撃した場合、先制射撃とコラム修正

の特典を受けることが出来ます。 

 

AFV が徒歩ユニットから突撃を受けた場合、AFV がまだ突撃戦闘を

行っておらず、攻撃側と AFV が開豁地でターンを開始したのであれ

ば、AFV は先制射撃の特典を得ます。AFV は攻撃側が突撃を生起し

たラウンドだけ先制射撃の特典を得ます。一度、彼らが同じヘクスを

占めたら続くラウンドでは先制射撃の特典を得ることは出来ません。 

 

12.5 制限事項． 

12.51 指揮官． 

突撃ヘクスにいる指揮官だけが突撃ヘクスにいるユニットを支援する

ことが出来ます。隣接ヘクスにいる指揮官は突撃ヘクスにいるユニッ

トを支援することは出来ません。突撃ヘクスにいる指揮官は、突撃ヘ

クスに隣接したヘクスにいるユニットに対して、この突撃ヘクスに進

入する様に命令する事は出来ますが、突撃ヘクスに進入しなかったユ

ニットに対して他にはいかなる支援も出来ません。 

 

12.52 突撃ヘクス内で可能な射撃タイプ． 

突撃ヘクス内にいるユニットはヘクスの外にいる目標に対して射撃出

来ません。それらのユニットは直接射撃や砲撃を行う事は出来ませ

ん。突撃ヘクス内にいるユニットは対戦車射撃を行う事は出来ます

が、同じヘクス内にいる敵 AFV ユニットに対してのみ実施する事が

出来ます（この射撃に対するサイの目修正はありません）。また突撃

ヘクス内のユニットは、突撃を開始しようとして進入してくる敵ユニ

ットや、突撃ヘクス内に増援として進入してくる敵ユニットに対して

機会射撃を行う事も出来ません（例外：15.31 騎兵突撃、蹂躙攻撃：

選択ルールを参照して下さい ）。  

 

訳注：騎兵突撃が実施されるヘクスにいる目標ユニットはそのヘクス

に敵ユニットがいない場合だけ騎兵ユニットに対して機会射撃を実施

出来ます。 

 

12.53 突撃ヘクスへの射撃． 

突撃ヘクスの外にいるユニットは突撃ヘクス内に直接射撃を行うこと

は出来ません。突撃ヘクスの外にいるユニットは突撃ヘクス内に砲撃

を行うことが出来ます。この砲撃は突撃ヘクス内の敵ユニットと味方

ユニットを（2 つの攻撃として）別々に砲撃します。コラム修正の計

算は敵に対する砲撃と味方に対する砲撃を別々に行います。突撃ヘク

ス内のユニット数を決める時、攻撃される側の戦闘ユニットの数だけ

を数えます。突撃ヘクス内に友軍車両がいない場合に限り、突撃ヘク

ス内の敵車両に対して対戦車射撃を行えます。 

 

12.54 ユニットのタイプ． 

突撃を開始するためにそのヘクスへ移動した HMG ユニット（または

WPN ユニット）と対空砲ユニットの直接射撃力は、友軍の HMG

（あるいは WPN）でない歩兵科のユニットが少なくとも 1 個は突撃

に参加してないと、半分になります。 

 

12.55 突撃の終了. 

突撃戦闘は一方の陣営が全滅するか、一方の陣営の全てのユニットが

そのヘクスを離脱したら直ちに終了します。 

 

12.56 敵を見失う. 

アクティブ化開始時にあるヘクスに突撃を企図してアクティブにされ

たユニットがいて、しかし同じアクティベーションの他の行動の結果

（例：他ユニットによる直接射撃）突撃の目標ヘクス内に敵ユニット

がいなくなってしまった場合、突撃を宣言したユニットには 2 つの選

択肢があります： 

１） 空になった目標ヘクスに進入してアクティブ化を終える（この移

動は射撃アクションのため機会射撃のトリガーになりません）。

あるいは 

２） 適切な目標に射撃を行う。 

 

 

13.0 機会射撃． 

このターンにまだアクティブにされていないユニットは、射程内を移

動している個々の視認されている敵ユニットに対して直接射撃力や対

戦車射撃力、限定されたケースでは砲撃力を使って射撃を行う事が出

来ます。直接射撃や砲撃が可能な各々のユニットは、1 ターンに 2 回

までの機会射撃を行う事が出来ます。スタックや妥当な指揮官がいる

場合は複数へクスからなる複数のユニットが、移動中の敵ユニットに

対して通常通り直接射撃力（または砲撃力）を合計する事も出来ます

（7.33）。「戦車の優位性」（11.2）を持つ AFV は、1 ターンに 2 回ま

での（対戦車）機会射撃を行う事が出来ます。対戦車射撃力を持つそ

の他のユニットは、1 ターンに 1 回の（対戦車）機会射撃を行う事が

出来ます。 

1 ターンに 2 回の機会射撃を行えるユニットはそれぞれの射撃で同じ

ユニットを目標にする必要はありません。ユニットが直接射撃力、砲

撃力、対戦車射撃力のうち２つ以上の能力をもつ場合、2 回の機会射

撃の各回で任意の射撃タイプで機会射撃を実施することが出来ます。 

（例：戦車の優位性を持つ戦車ユニットは 1 回を直接射撃力で、もう

1 回を対戦車射撃力で機会射撃を行うことが出来ます）。 

 

13.1 手 順． 

非アクティブ・プレイヤーは、目標ユニットの移動中に、どのユニッ

トが機会射撃を行うのかを決めます。直接射撃、砲撃や対戦車射撃の

手順にしたがって攻撃を解決します。1 ターンに 2 回の機会射撃が可

能なユニットは（13.0）、1 回目の機会射撃後に  “MOVED/FIRED” 

マーカーを 2 枚載せます、そして 2 回目の機会射撃終了後に 2 枚目の

  “MOVED/FIRED” マーカーを取り除いてマーカーを 1 枚だけを残

します。これは、そのユニットがこのターンにもう射撃ができず、そ

してアクティブにする事ができないことを示しています。1 ターンに

1 回だけ対戦車射撃が可能なユニットが（対戦車）機会射撃を行う場

合、機会射撃後に 1 枚の  “MOVED/FIRED”  マーカーをユニットの
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上に置き、このターン中にはもう射撃を行う事や、アクティブにする

事ができない事を示します。 

注：2 回の機会射撃が可能なユニットが 1 回の機会射撃を実施した場

合、通常通りのアクティブ化は出来ません。出来ることは 2 回目の機

会射撃を行うかパスするかだけです。 

 

13.11． 

移動するユニット（とそのユニットと共に移動する指揮官）と単独で

移動する指揮官は、その移動経路上にある、敵の射程内となるどのヘ

クスにおいても攻撃を受ける可能性があります。この移動には潰走も

含みます。そのユニットの移動中に、非アクティブ・プレイヤーはユ

ニットを移動させているプレイヤーに、機会射撃のために移動を一時

中断するよう告げなければなりません。機会射撃はそのユニットが新

しいヘクスに移動する前に解決しなければなりません。機会射撃を行

うプレイヤーは、目標ユニットがどこで移動を終えるのか確かめてか

ら機会射撃を宣言することは出来ません。 

 

例：プレイヤーA は 1 個のユニットを移動させています。彼は最初の

ヘクスに移動し、一旦停止してプレイヤーB に機会射撃を行うか尋ね

ます。もし射撃を行わないのなら、次のヘクスへ移動するか降車のよ

うな別の移動アクションを行い、再びプレイヤーB に機会射撃を行う

か尋ねます。これをユニットのアクションが完了するまで続けます。

プレイヤーB はプレイヤーA が次の移動を始めた後でやり直しを求め

ることは出来ません。 

 

13.12． 

機会射撃は移動中の個々の敵ユニットにだけ影響を与えるため、敵ユ

ニットが 3 個いるヘクスに対する射撃の+1 コラム修正は適用されま

せん。地形修正については、進入した地形の修正が適用されます。 

 

13.13． 

機会射撃により士気チェックを行わなければならなくなった移動中の

ユニットは、一緒に移動している統制状態の指揮官（6.3）や、その

時点で同じヘクスか隣接したヘクスにいる移動中でない統制状態の指

揮官の支援を受ける事が出来ます。ユニットと共に移動している指揮

官はユニットと共に戦闘結果の影響を受けます。 

 

13.14． 

士気チェックに失敗した移動中のユニット（14.1）は直ちに移動を中

止して ”MOVED/FIRED” マーカーを載せなければなりません。士気

チェックに成功したユニットやステップ・ロス（7.6）の損害を受け

たものの士気チェックに成功したユニットは移動を継続出来ます。 

 

 

13.2 制限事項． 

13.21． 

1 回のアクション・セグメント中に、移動中のユニットが同じ敵ユニ

ットから攻撃を受けるのは、ある特定の 1 ヘクスにおいて 1 度だけと

なります。ユニットが移動して入ったヘクスで複数ユニットによる射

撃が行われる事がありますが、2 度の射撃が可能なユニットは、移動

中のユニットが新しいヘクスに入るか、あるいはそのヘクスで別の移

動アクションを行わない限り 2 回目の射撃を行う事は出来ません。も

し、その移動中のユニットが新しいヘクスに入らなかった場合や、別

の移動アクションを行わなかった場合、2 度の射撃が可能なユニット

は射程内にいる別の移動中のユニットに 2 回目の射撃を行うことが出

来ます。 

例：歩兵を載せた１

台のトラックユニッ

トがスタックしてい

る２個の INF ユニッ

トの射程内を移動し

ています。トラック

ユニットが進入した

最初のヘクスで２個

の INF ユニットはト

ラックユニットに対

して機会射撃を実施

出来ます（２個の個

別射撃か１個の合同

射撃が可能です）。I

NF ユニットはトラックユニットが視認された射程内の別へクスに進

入するか積載／乗車／降車等の移動アクションを取らない限りそのト

ラックに対して２回目の機会射撃を行えません。 

 

13.22． 

複数ユニットによる機会射撃は望む順序で実施する事が出来ます。機

会射撃は 1 度につき 1 つ指定すればよいので、プレイヤーは、1 つの

機会射撃の結果を見てから次の機会射撃を決める事が出来ます。 

 

13.23． 

混乱したユニットは半分の火力で機会射撃を行うことが出来ます（1

4.2）。士気喪失したユニットは機会射撃を行う事は出来ません（14.

3）。 

 

13.24． 

突撃ヘクス内のユニットや突撃ヘクス内に進入しようとしているユニ

ットに対して機会射撃を行う事は出来ません。しかし、騎兵突撃（1

5.31）のために突撃ヘクスの隣接ヘクスに進入してきた騎兵ユニット

や戦車突撃や蹂躙攻撃（選択ルールを参照）を行うユニットに対して

は機会射撃を行えます。機会射撃は回復、タコツボ掘り、強制的な降

車と言う移動アクションに対しては実施出来ません。 

 

13.25. 

移動力を持ち（通常 1 か 2）牽引されておらず敵を自身で視認してい

る迫撃砲ユニットは機会射撃を実施出来る唯一の砲兵ユニットです。

この場合、砲撃表を使用し適用可能な修正を適用しますが、これまで

に述べた全ての制限は適用されます。 

 

 

13.3 例外事項． 

別のヘクスへの移動ではありませんが、自発的な乗車／積載／降車

（5.61）と牽引／牽引解除（5.63）は機会射撃の対象となります。自

発的でない降車（5.66）は機会射撃の対象になりません。 
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14.0 士気． 

全てのユニットと指揮官は士気値を持っています。各々の指揮官の士

気値はカウンターに印刷されています（カウンター中央の大きな数字

です）。 その他のユニットは完全戦力時の士気値と減少戦力時の士気

値を持っています。これらの士気値はシナリオ・インストラクション

で指示されます（スラッシュの左の数字は完全戦力時の士気値、右の

数字は減少戦力時の士気値です）。 

 

14.1 士気チェック． 

戦闘結果で士気チェックを要求された場合、ユニットの所有プレイヤ

ーは損害を受けたユニットや指揮官のそれぞれについてサイコロを 2

つ振り、全ての適用可能なサイの目修正を加えて合計値を出します

（例えば、戦闘結果が M2 の場合はサイコロの目に 2 を加えます）。

もし修正後の合計値が、ユニット／指揮官の（指揮官の支援による修

正後の）士気値以下だった場合、その士気チェックは成功した事にな

りユニット／指揮官は何の影響も受けません。もし合計値がユニット

／指揮官の士気値を 1 か 2 だけ越えた場合、士気チェックは失敗した

事になり、混乱（14.2）となります。もし合計値がユニット／指揮官

の士気値を 3 以上越えた時も士気チェックに失敗した事となり、士気

喪失（14.3）となります。ユニット／指揮官の士気チェックで振った

サイコロの目が 12 だった場合、そのユニット／指揮官は自動的に士

気喪失になります。 

 

例： 2 個のフランス軍歩兵小

隊と指揮官 1 人が士気チェック

を要求されました（結果は M

で、より不利になるサイの目修

正はありません）。指揮官は士

気値 9 と士気修正値 1 を持って

おり、歩兵小隊は士気値 8 を持

っています。最初にフランス軍

プレイヤーは指揮官の士気チェ

ックを行い、サイコロの目は 7 が出て、指揮官は士気チェックに成功

しました。フランス軍プレイヤーは指揮官の士気修正値 1 を歩兵小隊

の士気値に加えて、歩兵小隊の士気値を 9 に出来ます。1 個目の歩兵

小隊の士気チェックの結果は 10 が出ました。これは歩兵小隊が混乱

となることを意味します。そして 2 個目の士気チェックの結果は 12

が出ました、これは士気値を 3 以上越えているために歩兵小隊は士気

喪失となります。また、これは士気チェックとして振ったサイコロの

目が 12 であるため自動的に士気喪失になります。 

 

14.11 士気チェック失敗の累積． 

既に混乱している指揮官やユニットが別の士気チェックに失敗すると

士気喪失となります。士気喪失した指揮官やユニットが再び士気喪失

となると（別の士気チェックで士気値を 3 以上超えて失敗した時）、

ユニットの場合 1 ステップ・ロスの損害を受け、指揮官の場合は除去

されます。士気喪失した指揮官やユニットが士気値を 1 か 2 だけ超え

て士気チェックに失敗しても追加の損害はありません。 

 

14.12 指揮官への信頼． 

ユニットよりも、指揮官の士気チェックを先に行い、かつ階級の高い

ものから順に行います。指揮官の士気チェック失敗は直ちに適用され

るため、もし指揮官が士気喪失になった場合、このセグメントではそ

の指揮官の士気修正値を他のユニットに加える事はできなくなりま

す。 

 

14.2 混 乱． 

混乱したユニットや指揮官は： 

・射撃力が全て半分になります。 

・1 ターンに 1 ヘクスしか移動出来ません。 

・敵ユニットのいるヘクスに入る事が出来ません。 

 

14.3 士気喪失． 

士気喪失したユニットや指揮官は： 

・突撃に対する防御を除いて、いかなるタイプの射撃も出来ません。

突撃に対する防御を行う時、直接射撃力は通常の 1/4 となります。 

・士気値が 1 つ減少します。 

・アクティブにされた時に、士気回復（14.4 ）を試みなければなり

ません。 

・回復に失敗した場合、士気喪失ユニットは、そのユニットを視認

し、射程に収めていて、直接射撃か対戦車射撃あるいは突撃（14.35 

例外 14.33）で自身に損害を与える可能性がある敵戦闘ユニットから

潰走しなくてはなりません（14.31）。 

 

例：士気喪失状態の AFV ユニットは突撃ヘクスに一緒にいる場合を

除いて敵歩兵ユニットから潰走する必要はありません。そのターン中

に潰走したユニットには “MOVED/FIRED” マーカーを載せます。 

 

14.31 潰走． 

回復に失敗した士気喪失状態のユニット／指揮官は、自身に損害を与

える可能性がある敵ユニットから遠ざかるように移動しなければなり

ません。最も近い町や森ヘクスに向かって、あるいは敵ユニットがそ

の士気喪失ユニットを視認できないヘクスか、または直接射撃や対戦

車射撃（損害を与える可能性がある射撃タイプ）で射撃出来ないヘク

スへ向かって移動しなければなりません。これらのヘクスを「安全な

ヘクス」と呼びます。この移動は最も近い安全なヘクスに向かって全

移動力を使って移動しなければなりません（等距離に安全なヘクスが

複数ある場合は選択出来ます）。最も近い安全なヘクスに可能な限り

速やかに到達するよう試みなければなりません（最大移動力で常に移

動しなければなりません）。例外： 士気喪失ユニットや指揮官が、陣

地塹壕のあるヘクスにいる場合、潰走する必要はありませんが、プレ

イヤーの任意で安全なヘクスに向かって潰走することが出来ます。1

4.35 も参照して下さい。 

 

統制状態の指揮官と同じヘクスにいる士気喪失ユニットが回復に失敗

して潰走する場合、指揮官は任意で統制状態を維持したまま潰走ユニ

ットと共に潰走出来ます。指揮官が混乱状態の場合、士気喪失ユニッ

トと共に潰走することを望むなら指揮官は自発的に士気喪失状態にな

らなければなりません（6.35）。 

 

もし潰走中のユニットや指揮官が最初のターンに安全なヘクスに到達

する事が出来ず、そしてその後のターンで回復に失敗した時は、最も

近い安全なヘクスに到達するまで最大移動力で潰走を続けなければな

りません。 
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14.32 身を隠す． 

ひとたび安全なヘクスに到達した潰走中の士気喪失ユニットや指揮官

はそこで移動をやめ、回復するまでその安全なヘクスに留まらなけれ

ばなりません。もし敵ユニットが士気喪失ユニットや指揮官を視認で

きる位置に移動してきて直接射撃や対戦車射撃で損害を与えることが

可能になった場合に、士気喪失ユニットや指揮官がアクティブにされ

回復に失敗したら、そのユニットは新しい安全なヘクスに向かって潰

走しなければなりません。 

 

14.33． 

潰走中の士気喪失ユニットや指揮官は、そのターン中に敵ユニットの

直接射撃や対戦車射撃により損害を受ける可能性がある場合、その敵

ユニットから遠ざかる様なヘクスにだけ移動する事が出来ます。これ

ができない時は、その様な敵ユニットから同距離のヘクスに移動する

事は出来ます。もしこれもできない場合は、今の場所に留まらなけれ

ばなりません。 

 

14.34． 

士気喪失した移動力 0 の重火器ユニットが回復の試みに失敗して潰走

しなければならなくなった時は除去となります（操作班が重火器を放

棄した事になります）。 

 

14.35． 

突撃ヘクス内で回復に失敗した士気喪失ユニットは、突撃ヘクスを離

脱しなければなりません。その場合 1 ヘクスだけ移動出来ます（12.1

3）。後にアクティブにされた際に回復に失敗したら、全移動力で安全

なヘクスに向かって潰走しなければなりません。 

 

14.4 回 復． 

回復の試みに成功することがユニットや指揮官の低下した士気状態を

改善する唯一の手段です。プレイヤーは士気喪失したユニットや混乱

したユニットの士気状態の改善を試みる事ができ、これを「回復」と

呼びます。ユニットはアクティブにされた指揮官の支援で回復を試み

るか、あるいはユニット自身で回復を試みることが出来ます。回復を

試みるユニットや回復を支援する指揮官はアクティブにされなければ

ならず、またそのターンには他のアクションを実施する事は出来ませ

ん。回復を試みたユニットとそれを支援した指揮官には（回復が成功

したかどうかに関わらず）  “MOVED/FIRED” マーカーを載せま

す。回復を支援した指揮官は、回復に失敗した士気喪失ユニットと一

緒に潰走する場合以外は、そのアクション・セグメントに移動するこ

とが出来ません（6.53）。一般に、混乱した指揮官に対して最初に回

復を試み、続いてユニットの回復を試みると良いでしょう。何故な

ら、回復した指揮官は同じアクション･セグメントにユニットの回復

を支援できるからです。士気喪失した指揮官はアクティベーション全

体を使って自身の回復を試みなければならないため、このオプション

が使えません。 

 

14.41 手順． 

まず、回復を試みるユニットの士気値を決定します。回復を支援する

アクティブにされた指揮官 1 人の士気修正値と陣地塹壕等の地形によ

るボーナス（14.45）をユニットの士気値に加えてから（士気修正の

最大値を越えることは出来ません（14.5））、サイコロを 2 つ振りま

す。サイコロの目の合計が、ユニットの修正後の士気値未満
．．

なら回復

に成功します。士気喪失ユニットは混乱となり、混乱ユニットは統制

状態となります。 

 

訳注：士気チェックの場合、振ったサイコロの目が修正後の士気値以

下で士気チェックに成功となりますが、回復の場合は修正後の士気値

未満で回復に成功となります。 

 

14.42 回復の強制． 

全ての士気喪失ユニットは、そのターンのいずれかの時点において、

回復を試みなければなりません（いつ実施するかは所有プレイヤーが

決めます）。したがって、プレイヤーは、このターンにまだアクティ

ブにされていない士気喪失ユニットがいる場合、「パス」することは

出来ません（必ず回復を試みなければなりません）。 

 

14.43 完全戦力への自動回復． 

士気喪失ユニットや指揮官は、回復を試みて振った修正前のサイコロ

の目が 2 だった場合、直ちに（混乱をスキップして）統制状態に回復

します。 

 

14.44 指揮官の逃亡． 

士気喪失した指揮官は、回復を試みて振った修正前のサイコロの目が

12 だった場合には直ちに除去されます。最上級指揮官の戦死（6.72）

と壊滅的な損失（6.73）は指揮官が戦死した場合だけでなく逃亡した

場合にも適用されます。 

 

14.45 有利な回復． 

陣地塹壕か町ヘクスで回復を試みるユニットや指揮官の士気値には 1

を加えます。しかし、士気修正の最大値を超えることはありません

（14.5）。輸送ユニットがこの有利な回復を行えるのは町へクスにい

る場合だけです。 

 

14.5 士気修正の最大値． 

士気チェックと回復判定を目的として、ユニットや指揮官が何らかの

士気修正の累積または環境による効果として 10 を超える士気値に修

正することは出来ません。 

 

14.6 降伏． 

いくつかのシナリオにおいて、シナリオ・インストラクションで示さ

れたある種のユニットは降伏の結果として除去されます。降伏は、士

気喪失していない直接射撃力を持った敵ユニットが 1 つまたは複数の

士気喪失ユニットの隣接ヘクスか同じヘクスでアクティベーションを

開始した時にはいつでも起こりえます。その時、非アクティブ・プレ

イヤーはサイコロを 2 つ振らなければなりません。結果が降伏判定を

行う士気喪失ユニットがいるヘクス内でその時点で最も士気値の高い

ユニットよりも大きければ、そのヘクス内の全てのユニットと指揮官

は士気喪失しているかどうかにかかわらず直ちに降伏し除去されま

す。結果がそのヘクス内のその時点で最も高い士気値のユニットと同

じか小さければ降伏せず非アクティブ・ユニットに影響はありませ

ん。降伏判定のサイコロ判定を強要するアクティブ・ユニットは敵が

降伏したかどうかにかかわらず自身のアクティベーションの間通常の

アクションを行うことが出来ます。同じヘクスにいる指揮官はユニッ

トの士気値を増加させることが出来ますが、隣接ヘクスにいる指揮官

は士気値を増加させることは出来ません。同じユニットが降伏判定を
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強要されるのは 1 ターンに 1 回だけです。 

 

 

15.0 特殊なタイプのユニット． 

いくつかのシナリオでは特別なタイプのユニットが登場します。プレ

イするシナリオに登場する特別なタイプのユニットに適用するルール

だけを使用します。 

 

15.1 航空機． 

航空機はシナリオ・インストラクショ

ンかランダム・イベント表（選択ルー

ルを参照）の指定によって登場しま

す。どの航空機カウンターも両面を持

っており、表面と裏面で別々の航空機

を表しています。航空機の射撃力はカウンターに印刷されています。

全ての航空機は、カウンター上あるいはシナリオ・インストラクショ

ンで特に指示されていない限り、直接射撃力を持っています。いくつ

かの航空機は特別に対戦車射撃力を持っています（11.4）。 

 

そのターンに航空機を受け取るプレイヤーは、全ての友軍航空機カウ

ンターを不透明なカップに入れ、シナリオ・インストラクションで指

定された数分のカウンターを引きます。それから、（コインの様に）

航空機カウンターを投げ上げて、そのターンにどちらの面を使用する

のかを決定します。 

 

15.11 航空攻撃． 

航空機ユニットは無制限の射程を持っておりゲーム・ボード上のどの

ヘクスでも攻撃する事が出来ます。しかし、航空機ユニットは制限地

形にいる視認されていない敵ユニットや隠匿ユニット（選択ルールを

参照）を攻撃することは出来ません。各航空機ユニットは 1 ターンに

1 ヘクスを攻撃する事が出来ます。航空機の所有プレイヤーは目標と

なるヘクスを選び、そのヘクスそれぞれに少なくとも 1 個の航空機ユ

ニットを置きます。1 アクション・セグメント中に、1 個のヘクスに

対して最大 3 個までの航空機ユニットを置く事が出来ます。置いた各

航空機ユニット１つにつきサイコロを 1 個振ります。サイコロの目が

1 か 2 なら航空機は目標を見失い、ゲーム・ボードから取り除かれ

て、このターンに攻撃を行えません。サイコロの目が 3～6 ならその

ヘクスを攻撃します。地上ユニットと盤外砲撃は 1 個以上の航空機が

攻撃を行っているアクション・セグメントの間は、アクションを行え

ません。 

 

航空機は対戦車戦闘において極めて効果的な兵器です。オープントッ

プ AFV を含むヘクスに対する航空攻撃（直接射撃）で X の結果を得

たら、射撃プレイヤーはオープントップ AFV をステップ・ロスの対

象として選択することが出来ます（通常の損害適用の場合と異なり、

その AFV の所有プレイヤーはどのユニットにステップ・ロスを適用

するか選択出来ません）。航空攻撃（直接射撃）で 2X または 3X の結

果を得たら、ステップ・ロスのうち 1 ステップ分をオープントップ A

FV に限らず任意の AFV に適用出来ます。 

 

いくつかの航空機は特別に対戦車射撃力も持っています（11.4）。 

 

15.12 友軍機による誤爆． 

航空機が目標を見失った場合には、友軍の誤射手順（9.5）にしたが

い、どの隣接ヘクスにいる友軍ユニットが誤爆を受けるのかを決定し

ます。この場合は直接射撃表のかわりに砲撃表を使用します。 

 

15.13 損害． 

航空機によって攻撃されるそれぞれのヘクスについて、そのヘクスを

攻撃（成功）する航空機の射撃力を合計し、コラム修正を適用してか

らサイコロを 2 つ振り、直接射撃表を参照します。航空攻撃は隣接ヘ

クスに対する射撃による+2 コラム修正を得ます。航空攻撃を終えた

航空機ユニットは、ゲーム・ボードから取り除きます。いくつかの航

空機は特別な対戦車射撃能力（ユニット上に印刷されている黒丸で囲

まれた数字）を持っています。航空機は直接射撃か対戦車射撃のどち

らか一方を実行出来ます。両方を行うことが出来ません。 

 

15.14 対空砲 （AA）． 

目標ヘクスから 3 ヘクス以内に士気喪失していない牽引状態でない敵

対空砲ユニットがいる場合には、たとえその対空砲ユニットに ”MOV

IED/FIRED” マーカーが載せられていたとしても航空攻撃で使用する

コラムを 1 つ下げます。3 ヘクス以内に 2 つ以上の対空砲ユニットが

いても受けられるコラム修正は 1 つだけです。航空機が対空射撃によ

って損害を受ける事はありません。 

 

15.2 装甲列車および河川艦艇． 

装甲列車と河川艦艇は、移動においては全て指揮官が搭乗しているも

のと見なしますが、この指揮官は他のユニットをアクティブにする事

や、砲撃のために視認する事は出来ません。戦闘においては AFV と

して扱い、対戦車射撃により破壊されます。敵ユニットは通常どおり

装甲列車に突撃（12.0）を実施することが出来ますが、河川艦艇に突

撃を実施できるのは河川艦艇だけです。敵地上ユニット（工兵ユニッ

トを含む）は河川艦艇のいる大河川ヘクスに入る事は出来ません。 

 

装甲列車ユニットと河川艦艇ユニットは同一アクション・セグメント

に移動と射撃の両方を行う事ができ、最初に移動してから射撃を行い

ます。機会射撃を行った後でも移動する事が出来ます。これらのユニ

ットが機会射撃を行った後、3 枚の “MOVED/FIRED” マーカーを載

せて、これらのユニットがまだ移動できることを示します。これらの

ユニットが移動を終えた後に 2 枚の “MOVED/FIRED” マーカーを取

り除きます。 

 

15.21 装甲列車． 

装甲列車は線路ヘクスに沿って（シナリオ・イン

ストラクションで指定されます）しか移動出来ま

せん。移動力は 6 です。 

 

 

 

15.22 河川艦艇． 

河川艦艇は全てが水面である大河川ヘ

クス上しか移動出来ません。ユニット

上に特に指定がなければ移動力は 5 で

す。 
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15.3 騎 兵． 

15.31 騎兵突撃． 

騎兵指揮官にアクティブにされた騎兵ユニット

は、自身で視認した目標の 2 ヘクス離れた位置か

ら突撃移動（12.1）を行う事が出来ます。騎兵突

撃は目標ヘクスを視認できるヘクスに沿って実施

されなければなりません。これを「騎兵突撃」と

呼び、突撃戦闘表で+1 のコラム修正を受ける事が出来ます。騎兵突

撃は突撃ですから射撃アクション（3.13）です。もし騎兵ユニットが

目標とする敵ユニットの隣接ヘクスでアクティブにされた場合はその

ヘクスに騎兵突撃を行えません。騎兵は自身が持っている射撃力で射

撃を実施する事や、通常の突撃を実施する事も出来ます。 

 

非アクティブ・ユニットは、騎兵突撃を行う騎兵ユニットが突撃ヘク

スに入る前に移動した最初のヘクスにいる時だけ機会射撃を実施する

事が出来ます。騎兵突撃を受けるユニットは、自分のいるヘクスに他

の敵ユニットがいる場合は、騎兵突撃に対する機会射撃を行えませ

ん。 

 

15.32 馬匹運搬車． 

騎兵ユニットを輸送する事は出来ません。 

 

15.33 騎兵蹂躙攻撃 

騎兵蹂躙攻撃の選択ルールを使用する場合、騎兵は蹂躙攻撃を実施出

来ます。 

 

15.4 懲罰部隊． 

士気喪失していない懲罰部隊ユニットはいつでも最も近い所にいる視

認した敵ユニットに向かい懲罰部隊ユニットの全移動力を使って、移

動力の観点から最短のコースを通って移動（接近）しなければなりま

せん。視認出来る敵ユニットがいない場合は、ボード上にいる最も近

い敵ユニットに、もしまだボード上に敵ユニットがいない場合は敵の

進入路である最も近いボード端に向かって全移動力で移動し、敵部隊

が全滅するまで突撃を続行します。 

 

敵の隣接ヘクスにいる士気喪失した懲罰部隊ユニットと混乱した懲罰

部隊ユニットは回復を試みなければなりません。これは懲罰部隊ユニ

ットが敵ユニットに突撃するために全力で移動（接近）しなければな

らないことを定めたルールの唯一の例外です。懲罰部隊ユニットは他

のユニットと同じように指揮官と政治将校の支援を受けることが出来

ます。 

 

どの懲罰部隊ユニットもターン中のいずれかの時点で必ずアクティブ

にされなければなりません（いつアクティブにするかは所有プレイヤ

ーが決めます）。例外：ターンを終了させる戦場の霧ルール（選択ル

ールを参照）は懲罰部隊ユニットにも適用されます。 

ですから、このターンにまだアクティブにされていない懲罰部隊ユニ

ットを所有するプレイヤーやパスすることが出来ません。 

 

15.5 火炎放射器． 

火炎放射器には火炎放射器工兵と火炎放射戦車があります。火炎放射

器工兵ユニットは火炎放射器を装備しています。火炎放射器の射程は

0 です、つまり火炎放射器工兵が実行出来る戦闘は突撃だけです（12.

0）。アクティブな士気喪失していない火炎放射器工兵ユニットが、1

個以上の先制射撃の権利（12.43）を有した敵ユニットに突撃を行う

場合、火炎放射器の存在が先制射撃の特典を打ち消すため、両陣営の

攻撃を同時に解決します。火炎放射器ユニットが突撃や砲撃ではなく

直接射撃の目標となった場合、燃料タンクの爆発による不利な+1 コ

ラム修正がつきます（7.52）。火炎放射器工兵は地雷原への進入と地

雷除去に関しては工兵として扱いません。火炎放射器工兵はそれ以外

の点では通常の工兵として扱います。 

 

火炎放射戦車は、突撃戦闘に参加する場合カウンターに印刷されてい

る火力値に加えて+3 コラム修正を得ます（他の全てのコラム修正に

加えます。また通常のコラム修正の最大値は適用されません）。各突

撃戦闘の後で、火炎放射器の所有プレイヤーは火炎放射器の燃料切れ

を判定するためにサイコロを 1 個振ります。出た目が 5 か 6 の場合、

その火炎放射戦車はそれ以降+3 コラム修正を受けることが出来なく

なります。そのように燃料切れになった火炎放射戦車は燃料補給のた

めにボード外へ出ることが出来ます。自陣営が支配するボード端から

脱出しなければならず、しかも完全な 6 ターンの間ボード外に留まら

なければなりません。7 ターン目にボード上に再び進入出来、+3 コラ

ム修正を受けることが出来る様になります。アクティブな士気喪失し

ていない火炎放射器戦車ユニットが、1 個以上の先制射撃の権利（12.

43）を有した敵ユニットに突撃を行う場合、火炎放射器の存在が先制

射撃の特典を打ち消すため、両陣営の攻撃を同時に解決します。 

 

 

16.0 特別ルール． 

16.1 防御拠点と砲郭． 

防御拠点カウンターと砲郭カウンターは準備された防御位置を表して

います。全ての防御拠点は移動力 0 で輸送することも出来ない 1 ステ

ップのユニットです。防御拠点と砲郭に装甲値はありません、従って

直接射撃・砲撃・突撃によってのみ攻撃を受けます。防御拠点は同じ

ヘクスにいる他のユニットに防御上の特典を与えません、しかし、

（防御拠点は）戦闘修正において半永久的なタコツボとして扱います

（16.2）。防御拠点が士気喪失し回復に失敗したら除去されます。防

御拠点はスタック制限に含まれず、1 ヘクスに 3 ユニットがスタック

している場合の不利なコラム修正を考える場合にもユニットとして数

えません。防御拠点は突撃に対する防御を行う時、先制射撃の特典を

得ることが出来ます（同じヘクスにいる他のユニットに特典はありま

せん）防御拠点は地雷原マーカーと同様の方法で引いてきて配置しま

す（16.6）。 

 

16.2 タコツボ 

アクティブにされた士気喪失していないユニット

と指揮官は、地形効果表でタコツボ掘りが不可と

なっている地形またはシナリオ・インストラクシ

ョンで指定された地形を除くどのヘクスでも「タ

コツボを掘る」事が出来ます。タコツボ掘りに

は、タコツボを掘っている各ユニットについて 2

回の完全なアクション・セグメントが必要です。各々のセグメント

に、タコツボ掘りを行ったユニットには “MOVED/FIRED” マーカー

を載せます。タコツボ掘りにはそのユニットの全移動力を使います、

そして 1 回のアクティベーションとして数えます。タコツボ掘りを開
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始した最初のアクション・セグメントの終了時に、そのユニットの下

に  “DUG IN”  マーカーを置き、タコツボ掘りの 2 回目のアクショ

ン・セグメント終了時に、そのユニットの上に  “DUG IN” マーカー

を置きなおします。 “DUG IN”  マーカーが上に置かれたユニット

は、タコツボに入っている事による全ての恩恵（地形効果）を得る事

が出来ます（戦闘結果表の防御時のコラム修正と、突撃時の先制射

撃、12.43）。 

指揮官はユニットと同じ方法でタコツボを掘って入るか、タコツボに

入っているユニットとスタックすることでタコツボに入ることが出来

ます。 

 

16.21． 

タコツボ掘りの最初のセグメントの後かつ 2 回目のセグメントの前に

ユニットが士気喪失や混乱になったり、（訳注：2 回目のセグメント

で）敵ユニットに対して射撃を行ったり、攻撃側として突撃に参加し

たり、移動したりすることによってタコツボ堀りが中断された場合は 

 “DUG IN”  マーカーを取り除きます。その後のアクション・セグメ

ントにタコツボ掘りを再開するには、新たに丸々2 ターンのプロセス

を始めなければなりません。 

 

16.22． 

タコツボのコラム修正は、目標ヘクス内で実際にタコツボに入ってい

るユニットに対してだけ適用されます。目標ヘクスにタコツボに入っ

ているユニットと、入っていないユニットの両方がいる場合、アクテ

ィブ・プレイヤーはルール 7.52 に従って 2 つの異なるコラムで攻撃

を解決します（サイコロを振るのは 1 回だけです）。 

注意：タコツボに入っている友軍ユニットがいるヘクスでは、指揮官

は常にタコツボに入っているものと見なします。 

タコツボに入っている指揮官はその状態を他の戦闘ユニットに委譲す

る事は出来ません。 

 

16.23． 

騎兵ユニットと輸送ユニットはタコツボに入る事は出来ません。しか

し、APC はタコツボ（車両用の豪）に入ることが出来ます。 

 

訳注：これらのユニットはタコツボを掘ることも入ることも出来ない

と言うことです。 

 

16.24． 

タコツボに入っていた全てのユニットがそのヘクスから出た場合、指

揮官が単独でタコツボに残る場合を除いて、 “DUG IN”  マーカーを

ゲーム・ボードから取り除きます。 

 

16.25． 

タコツボによる恩恵を他のユニットに譲渡することは出来ません。タ

コツボの恩恵を得るためには、そのユニット自身がタコツボを掘らな

ければなりません。 

 

16.26 地形効果表で示された適切な地形（地形効果表を参照して下さ

い）にいるユニットは、混乱、士気喪失、あるいは突撃に攻撃側とし

て参加することでタコツボ掘りが中断されなければ突撃ヘクス内でタ

コツボ掘りを試みることが出来ます（16.2, 16.21）。 

 

16.3 残 骸． 

AFV ユニットが橋、道路あるいは町ヘクスで 1

ステップを失った場合、残骸マーカーをそのヘク

スに置きます。 

 

 

16.31 残骸の影響． 

1 個の残骸があるヘクスに車両ユニットが移動して入るには追加で 1

MP を支払います。2 個の残骸のあるヘクスに車両が入るには追加で

5MP を支払います。車両は、残骸が 3 個あるヘクスに入る事は出来

ません。AFV がいるヘクスで突撃による損害の結果、残骸が 3 個に

なった場合、どれか 1 個の残骸を除去しないかぎりそれ以上の自発的

な移動は行えません。しかし、潰走は通常どおり行えます（14.31）。 

 

16.32 残骸の除去． 

2 以上の装甲値を持つ AFV ユニットは 1 個の残骸を除去する事が出

来ます。AFV は残骸のあるヘクスで移動も射撃も行わずに連続した 2

回のターンを費やさなくてはなりません。残骸を除去するためには、

AFV が各ターンに統制状態でアクティブにされなければなりません。

残骸除去を行う各ターンに、その AFV の上に  “MOVED/FIRED”  

マーカーを載せます。残骸除去の最初のセグメントの後かつ 2 回目の

セグメントの前に AFV ユニットや戦車指揮官が士気喪失や混乱にな

ったり、敵ユニットに対して射撃を行ったり、攻撃側として突撃に参

加したり、移動するなどの理由で残骸除去が中断された場合（16.21

を参照）、その後のアクション・セグメントに残骸除去を再開するに

は、新たに丸々2 ターンのプロセスを始めなければなりません。 

 

16.4 陣地塹壕． 

陣地塹壕マーカーは、そこにいるユニットに直接射撃や砲撃に対する

有利なコラム修正と突撃戦闘において防御側に先制射撃の特典を与え

ます（12.41､12.43）。陣地塹壕はゲーム開始時にゲーム・ボード上に

置かれ、シナリオをプレイしている間に新たに陣地塹壕が構築される

ことはありません。陣地塹壕を配置可能な地形については地形効果表

を参照して下さい。 

 

16.41． 

陣地塹壕マーカーは、陣地塹壕に入っていたユ

ニットがそのヘクスからいなくなっても、除去

されません。次に陣地塹壕ヘクスに入ったどち

らの陣営のユニットもその陣地塹壕の特典を得

る事が出来ます。 

 

16.42． 

AFV、騎兵、輸送ユニットも陣地塹壕マーカーのあるヘクスに入る事

は出来ますが、陣地塹壕による防御の特典は得られません。 

 

16.5 ゲーム・ボードへの進入および退出． 

ユニットは、シナリオ・インストラクションで指示されている場合、

ゲーム・ボードへ進入する事や、ゲーム・ボードから退出する事が出

来ます。 

 

16.51 ゲーム・ボード内への進入． 

シナリオの進行中にゲーム・ボードに進入してくるユニットは、通常
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どおりのスタック制限に従ってゲーム・ボード外にセットアップして

おかなければなりません。ユニットの進入が予定されている時、あた

かもそれらのユニットがボード上にいるかのようにヘクス列を拡張し

て考え、指揮官中心にグループ化し、通常どおりそれらのユニットを

アクティブ化します。ボード外においても通常通りヘクスを数え、M

P を支払ってゲーム・ボード上にユニットを進入させます（ボード外

の移動コストは道路や尾根ヘクスから進入する場合以外は平地の移動

コストを使用します。道路や尾根に沿って進入する場合は道路や尾根

の移動コストを使用します）。 

 

例、6 個のトラックユニットが同じ道路ヘクスから進入するものとし

ます。最初のスタックの 3 ユニットは 1/2 移動コストで進入し、次の

スタックは 1MP を支払って進入します（進入するための 1/2MP と盤

外移動の 1/2MP で合計 1MP です。同様に 6 個のトラックユニットが

道路外で進入する場合、最初のスタックは 2 移動コストで進入し、次

のスタックは 4 移動コストで進入します）。 

 

ゲーム・ボードに進入するユニットはゲーム・ボード端のヘクスに直

接進入して突撃を生起することが出来ます。 

 

16.52 ゲーム・ボードからの退出． 

シナリオ・インストラクションで許可されている場合を除いてユニッ

トはゲーム・ボードから退出する事は出来ません。ボードから退出し

たユニットは再びプレイに登場する事は出来ませんが、シナリオ・イ

ンストラクションで特に指示されていなければ破壊されたユニットと

して数えません。ユニットが退出を強いられている状況で退出できな

い場合（ユニットの退出を認めていないシナリオにおける士気喪失ユ

ニットの盤外への潰走のように）、そのユニットはゲーム・ボード端

のヘクスに留まる事になります。 

 

16.53 世界の最果てにあらず． 

進入と退出が認められている全てのヘクスに敵ユニットがいる場合、

アクティブ・プレイヤーは敵ユニットの隣接ヘクスへ進入（から退

出）させることが出来ます。この場合、ユニットの進入ターンは 1 タ

ーン延期されます。 

 

16.6 地雷原． 

いつくかのシナリオ

は地雷原を含んでい

ます。地雷原マーカ

ーは 1、2、3 ポイ

ントの攻撃回数値を

持つか、あるいはダ

ミー（DECOY）です。シナリオ・インストラクションで特に指示さ

れていなければ、地雷原を持つプレイヤーは全ての地雷原マーカーを

不透明なカップに入れ、それからシナリオで指定された数だけランダ

ムに取り出します。その後で、所有プレイヤーは地雷原の攻撃回数値

を見る事ができ、シナリオ・インストラクションで許可された位置に

（数字や”DECOY”と印刷された面が見えないように）裏向きに配置

します。 

 

16.61 効果． 

ユニットが 1 個もしくは複数の地雷原のあるヘクスに進入した場合、

地雷原マーカーを数字面（数字や”DECOY”と印刷してある面）にし

ます。所有側プレイヤー（地雷原を敷設したプレイヤー）はそのヘク

スに進入してきたユニットのそれぞれについてサイコロをその数字の

個数分だけ振ります。サイコロの目が 6 ならユニットは 1 段階のステ

ップ・ロスの損害を受け、士気喪失となりユニットはそのヘクスで停

止しなければなりません。5 なら士気喪失となりユニットはそのヘク

スで停止しなければなりません。3 から 4 の場合、ユニットはそのヘ

クスで停止しなければなりません。サイコロの目が 1 か 2 なら何の損

害も受けません。そのヘクスで停止させられたユニットは次のターン

にそのヘクスから出ることが出来ます（士気喪失からの回復に失敗し

て潰走する場合を含みます。14.31）。 

 

16.62 損害の累積． 

2 ステップを持つ完全戦力のユニットに対して 2 個以上サイコロの目

で 6 の結果が出た場合、そのユニットは除去されます。2 個サイコロ

の目で 5 の結果が出るたびに、そのユニットは士気喪失の累積（14.1

2）により 1 ステップ・ロスの損害を受けます。 

 

16.63 工兵． 

その地雷原ヘクスに進入したユニットに工兵ユニットが含まれている

か、工兵ユニットが既にいる地雷原ヘクスに他のユニットが進入した

場合、サイコロを振る個数から 1 を引きます。そのヘクスに進入した

のが工兵ユニットだけの場合はサイコロを振る個数から 2 を引きま

す。工兵ユニットの効果でサイコロを振る回数が 0 になった場合、そ

の地雷原ヘクスに進入するユニットは地雷原を無視出来ます。 

 

16.64 ダミー地雷原の除去． 

ダミーの地雷原マーカーはダミーである事が判明した時点で除去され

ます。 

 

16.65 地雷原の除去． 

工兵ユニットが、地雷原のあるヘクスに 3 ターンの間中断されずに

（16.21 を参照）留まっていると、（その 3 ターン目の最後に）地雷

原の攻撃回数値を 1 だけ減らす事が出来ます（そのヘクスに複数の地

雷原がある場合には所有側プレイヤーが選択します）。もし 2 個の工

兵ユニットが地雷原の除去を行った場合、3 ターン毎に地雷原の攻撃

回数値を 2 減らすことが出来ます。従って、工兵ユニットは十分長く

地雷原ヘクスに留まれば、そのヘクスから全ての地雷原を除去するこ

とが出来ます。 

 

16.66 指揮官と非武装の輸送ユニット． 

地雷原の所有プレイヤーは敵の指揮官と非武装の輸送ユニットに対し

て地雷原を有効にするかどうか選択することが出来ます。有効にしな

いと決めたら、地雷原マーカーは（攻撃回数値やダミー）明らかにさ

れず、輸送ユニットや指揮官は通常通り移動出来ます。有効にすると

決めた場合、サイコロの目で 5 か 6 が出ると指揮官は除去されます。

その他全ての手順と結果は通常の地雷原ルールに従います。 

 

16.67 地雷に友なし． 

ユニットは友軍が敷設した地雷原による攻撃（16.61）を受けませ

ん。しかし、その地形に進入する際の移動コストが +1 されます。そ

して、ユニットが地雷原ヘクスで射撃を受けた時や、地雷原ヘクスで

突撃された場合、地雷原による修正値が適用されます。どちらの陣営

 



 

PG 4TH ED. RULES  ©AVALANCHE PRESS 
 

であっても地雷原ヘクスへ潰走を強制される場合は 16.61 により通常

どおり不利な影響を受けます。 

 

16.7 洞窟． 

一個のユニットは洞窟内か洞窟外にいることが出来ます。シナリオ・

インストラクションでゲーム開始前にマップ上に配置出来る洞窟マー

カーの数が指定されます。配置した洞窟は移動出来ません。ルールは

洞窟内に入ることが出来る陣営を制限する場合があります。 

 

16.71 洞窟内と洞窟外. 

洞窟マーカーの下にユニットを置くことで、そのユニットが洞窟内に

いることを示します。洞窟があるヘクスにいる複数のユニットの存在

場所は洞窟内、洞窟外、その組み合わせとなります。しかし、洞窟が

あるヘクスでもスタック制限は通常どおり適用されます。 

 

16.72 制限. 

直接射撃と砲撃を洞窟内に行うこと、または洞窟から外に行うことは

出来ません。そのため洞窟内にいるユニットは突撃（12.0）によって

のみ攻撃されます。洞窟内のユニットに突撃を行う攻撃側には-2 コラ

ム修正が適用されます。 

 

16.73 洞窟から追い出す. 

突撃中に一方のプレイヤーが、彼が相手に与えた損害より大きな損害

を受けた場合（士気チェックは含めません、ステップ・ロスだけを数

えます）、そのプレイヤーの全てのユニットと指揮官は、通常の突撃

ヘクスからの離脱と同様に、完全に洞窟ヘクスから離脱しなければな

りません。その時、フリー・ショットを受けます（12.12）。洞窟内に

タコツボを掘ることは出来ません。 
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17.0 選択ルール  

17.01 再編成 

プレイヤーは同じ国籍、同じタイプ、同じ士気状態の 2 つの減少戦力

ユニットを統合して 1 つの完全戦力ユニットに再編成することができ

ます。 両方のユニットは、少佐（Major）以上の階級を持つ指揮官に

よってアクティブ化され、同じヘクスでアクティベーションを開始

し、すべての移動力を再編成に使用しなければなりません。 ユニッ

トの 1 つを取り除き、もう一方を完全戦力の面に裏返して、その上に

Moved/Fired マーカーを置きます。 

 

17.02 集中砲撃 

いずれかのアクティベーション中に、所与の盤外砲兵または盤上砲兵

ユニットが直前のターンに砲撃した（煙幕と照明弾は含みません）同

じヘクスに対して砲撃する場合、射撃プレイヤーは目標ヘクスに直ち

に 2 つの視認マーカーを置いて集中砲撃中であることを示します。 

他のアクティベーションで同じヘクスを砲撃する追加の盤上の砲兵ユ

ニットまたは盤外砲兵ごとに追加の視認マーカーを置きます。 その

アクティベーション中、そのヘクスに対する砲撃を通常どおり解決し

ます。 それに加えて、現在のターンの後のアクティベーションで集

中砲撃ヘクスに進入するユニットまたは指揮官（友軍か敵かは問いま

せん）に対する新しい攻撃を解決します。 マーカー除去フェーズに

集中砲撃を示すすべての視認マーカーを取り除きます。 

 

効果：集中砲撃下にあることを示す 2 つ以上の視認マーカーが置かれ

たヘクスにいるすべてのユニットと指揮官は、通常の砲爆撃手順で攻

撃されます（1 回だけです、マーカーを複数置くことによる追加の攻

撃はありません）。 彼らはそのヘクスを出てそこに再び進入しない限

り、そのターンのその後のアクション・フェーズに攻撃されることは

ありません。 アクション・フェーズ中、集中砲撃はそのヘクスに進

入した個々のユニットと指揮官にのみ影響を与えます。 ヘクス内の

移動していないユニットは影響を受けません。 

 

いずれかのアクティベーション中に集中砲撃ヘクスに入る各ユニット

と指揮官（友軍か敵かは問いません）は、そこに視認マーカーを置い

た盤上の砲兵ユニットまたは盤外砲兵によって直ちに攻撃されます。 

このヘクスに進入するユニットまたは指揮官に対する砲撃は、砲撃表

を使って解決しますが、そのヘクス内の移動していないユニットまた

は指揮官は攻撃しません。 ただし、目標ヘクスに 3 つの戦闘ユニッ

トがスタックしている場合の+1 修正については、ヘクス内の移動し

ていないユニットも含めて数えます。 

 

射撃側プレイヤーは、同じ集中砲撃ヘクスに視認マーカーを置いた同

じヘクスまたは隣接ヘクスにいる盤上の砲兵または盤上砲兵の火力を

合同するか、または砲撃を個別に解決することができます。 射撃側

プレイヤーは、盤上砲兵ユニットの火力と盤外砲兵の火力を合同する

ことはできません。 盤上の砲兵ユニットと盤外砲兵は別々に砲撃を

解決します。 

 

集中砲撃は敵味方を識別しません。 そのヘクスに進入する両陣営の

ユニットと／または指揮官が攻撃されます。 移動するユニットまた

は指揮官が集中砲撃によって混乱または士気喪失しなかった場合、

MP が十分残っていれば集中砲撃ヘクスを出ることができます、ある

いは集中砲撃ヘクスに残ることもできます。集中砲撃による士気チェ

ック（14.1）に失敗した移動ユニットまたは指揮官は、直ちに移動を

中止し、集中砲撃ヘクスに残らなければなりません。 ステップロス

（7.6）を被った 2 ステップを持つユニットが、士気チェックに失敗

しなかった場合、移動を継続することができます。回復に失敗して現

に潰走している士気喪失ユニット（14.31）は、集中砲撃下（2 個以上

の視認マーカーが置かれている）のヘクスに進入することはできませ

ん。 さらに、集中砲撃ヘクスを、士気喪失ユニットが「安全なヘク

ス」として使用することはできません。 

 

制限事項：あるヘクスに煙幕や照明弾を射撃した砲兵は、その射撃を

集中砲撃のための 2 回連続した砲撃としてカウントすることはできま

せん；そのような（訳注：集中砲撃のための 2 回連続した砲撃）すべ

ての攻撃は砲撃を使用したものでなければなりません。 集中砲撃を

行っている盤上砲兵ユニットがそのターンの後半に混乱した場合、そ

の集中砲撃の攻撃力は半分になります。 集中砲撃を行っているユニ

ットが除去された場合、士気喪失した場合、または現在のターン中に

突撃された場合、直ちに集中砲撃を示す視認マーカーを除去します

（このターンにヘクスに進入するユニットまたは指揮官は影響を受け

ません）。 

 

17.03 優秀なユニットによる移動射撃 

優秀な AFV は、2 回の対戦車射撃の代わりに、アクティブ化した

時、移動／射撃または射撃／移動を宣言することができます。 その

アクティベーション中、ユニットは印刷された移動力の半分まで移動

し、-1 の修正値で 1 回射撃することができます（訳注：対戦車射撃で

す）。 その後、Moved/Fired マーカーを置かれます。 このオプショ

ンは、1944 年以降、または 1944 年より前に行われるシナリオで士気

値 8/8 またはそれ以上の士気値を持つユニットのためのものです。 

 

17.04 超過分のイニシアチブ 

プレイヤーが、相手プレイヤーがアクション・セグメントを実行する

前に 3 回以上のアクション・セグメントを実行するのに十分なだけの

イニシアチブ（3.0）を勝ち取った場合、プレイヤーは 1 回分のアク

ション・セグメントを取って置き、そのターンの残りの部分で 2 回の

連続したアクション・セグメントを実行するためにいつでもそれを使

用することができます。 取って置いたアクション・セグメントをい

つ使うのか、あらかじめ指定する必要はありません。 他のプレイヤ

ーのターンを「中断」して、それを使用することはできません。 プ

レイヤーは、戦場の霧判定でサイコロを振った結果としてターンの終

了が指示された後でもこの取って置いたアクション・セグメントを実

行することができます。 

 

17.05 拡張突撃 

騎兵突撃（15.31）と同様に、戦車指揮官（兵員が搭乗した APC を含

みますが、兵員を跨乗させた戦車は除きます）によってアクティブ化

された AFV ユニットは、2〜3 ヘクス離れた場所から拡張突撃を行う

ことができます。 AFV は、開始位置から目標まで LOS を持ってい

なければならず、その LOS を辿って目標突撃ヘクスに進まなければ

なりません。 非アクティブな敵ユニットは、拡張突撃を実行する

AFV ユニットが突撃ヘクスに入る前に進入した任意のヘクスで AFV

に対して機会射撃を実行することができます。 他の敵ユニットが拡

張突撃の時点ですでにその突撃ヘクスにいる場合、突撃を受けている
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ユニットは機会射撃を実行できません。 拡張突撃を行う APC に兵員

が搭乗している場合、拡張突撃と同じアクティベーションで自発的に

降車することはできません。 その後のアクティベーションで、降車

させることができます。 

 

17.06 戦争の霧 

双方のプレイヤーがそれぞれ 3 回のアクティベーションセグメントを

実行した後、各プレイヤーは自身の後続の各アクティベーションセグ

メントの最後に 3 個のサイコロを振ります。 夜のターンでは結果に 1

を加えます。 3 個のサイコロの合計が 16 以上の場合、ターンは即座

に終了し、それ以上のアクション（まだアクティブにされてない回復

の試みを行っていないユニットによる回復の試みを含みます）を行う

ことはできません。 次のターンに進みます。 

 

17.07 戦隊単位のアクティベーション 

シナリオの指示やプレイヤー相互の同意によって指定された場合、プ

レイヤーはユニットを戦隊単位でアクティブ化することができます。

戦隊の構成は、それを試みる時に所有者によって選択されます。 

 

条件：戦隊単位でユニットをアクティブ化するには、以下のすべての

要件を満たす必要があります： 

 

7 かそれより高い士気値を持ち、かつ現在のイニチアチブ値が 2 かそ

れより高くなければなりません。 その戦隊には、士気喪失していな

い少佐かそれより上級の指揮官が含まれていなければなりません。 

その戦隊の下級指揮官はすべて非士気喪失状態でなければなりませ

ん。識別を容易にするために、このような戦隊のユニットを 90 度回

転させて他のユニットと区別してください。 

手順：プレイヤーは 2 個のサイコロを振り、 修正後の合計が上級指

揮官の士気値以下であれば、戦隊単位のアクティブ化の試みは成功

し、戦隊がアクティブになります。  

 

サイコロの目は次の要因で修正されます： 

 

+1 除去された友軍指揮官 1 人につき 

+1 除去された友軍ユニットにつき（トラック、馬車、重牽引車輛は

このユニット数にカウントしません、また戦車は 2 倍にカウントしま

せん） 

+1 戦隊内のステップ・ロスを受けたユニットにつき 

-1 戦隊内にステップ・ロスを受けたユニットがいないとき 

-1オーストラリア軍、イギリス軍、フィンランド軍、グルカ兵、イタ

リア軍の黒シャツ部隊 

 

日本軍、ニュージーランド軍、アメリカ海兵隊、1942 年以降のソ連

軍親衛部隊、1943 年以降のアメリカ軍、1945 年より前のドイツ軍

（すべての組織）は、戦隊単位のアクティブ化に失敗した場合、戦隊

内のすべての指揮官は Moved/Fired とみなされますが、ユニットはそ

うみなされません。 

 

使用法：プレイヤーが戦隊単位のアクティブ化に成功した場合、彼は

その戦隊のユニットの一部または全部を通常どおりに移動または射撃

させることができます（あるいは、まったく行動させないこともでき

ます）。 しかし、実際に移動や射撃をしなかったとしても、アクショ

ン・フェーズの終わりには、すべての戦隊の指揮官とユニットは

Moved/Fire マーカーでマークされます。 

 

追加の特典：1 回のアクション・セグメントでより大きな部隊を使用

できることに加えて、戦隊としてアクティブ化されたユニットは、指

揮官なしで隣接する 2 つのヘクスからの合同射撃として直接射撃また

は砲爆撃を実行できます。 

 

17.08 秘匿ユニット 

一部のゲームではシナリオ特別ルールで秘匿が指定されていますが秘

匿ユニットの使用は常にオプションです。 秘匿ユニットを含む以前

に出版されたシナリオで、プレイヤーは以下のルールを使用するか、

無視してマップ上にすべてのユニットを配置してプレイすることがで

きます。 

 

位置の記録：プレイヤーは秘匿ユニットをボード上に置くのではな

く、その位置を書き留めます。 秘匿ユニットを見つけようとしてい

る敵ユニットの視認距離は、通常の 1/4 の距離に減少します（小数点

以下は切り捨てられます；最低 1 ヘクス）。 そのため、昼間の開豁地

形内で秘匿されているユニットは、3 ヘクス以内（通常は 12 ヘクス

で視認）にいるユニットにしか視認されず、町ヘクスにいる秘匿ユニ

ット（通常は 3 ヘクス以内であれば視認されます）は、 隣接ユニッ

トからしか視認されません。 

 

暴露：秘匿ユニットは、敵ユニットが視認に成功するか、自身が射撃

や移動を行うとその特殊な状態を失い、ボードに配置されなければな

りません。 

 

秘匿ユニットの指定がない場合：シナリオで秘匿状態の部隊が指定さ

れていない場合、一方の陣営がシナリオの開始時にタコツボに入って

いることが許されている場合、部隊と指揮官の 1/3（端数は切り上げ

ます）を秘匿状態にできます。 

 

ソロプレイ：秘匿ユニットを使ってプレイするとき、ソロプレイヤー

は以下を使用できます。秘匿ユニットの潜在的な存在位置を実際の秘

匿ユニットの 2 倍にします（したがって、あなたが 12 個のユニット

を持っている場合、通常なら 1/3 つまり 4 個のユニットを秘匿できま

すが、この時潜在的な存在位置を 8 個所指定できます）。それらのヘ

クスの場所を紙に書き留めるか、視認マーカーでマークします（ユニ

ットを潜在的にスタックさせる場合は、マーカーの配置ヘクス数は少

なくなります）。 

 

秘匿ユニットと、秘匿ユニットと同じ数の Moved/Fired マーカーを一

緒にカップに入れます（対戦車ユニットと直接射撃ユニットで別々の

カップを使用することができます）。 

 

あなたの移動ユニットの 1 つが潜在的な秘匿場所の 1 つを LOS 内か

つ視認距離内に入れると、カップから 1 個以上のカウンター（秘匿ユ

ニットの配備方法に応じて）を引きます。 

 

引いたカウンターが射撃可能なユニットであれば、機会射撃を使用

し、暴露されたユニットをマップ上に置きます。そうでない場合は、

マーカーを破棄します。いずれの場合も、マップから視認マーカーを
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除去するか、その場所を記録した紙から消してください。その後、暴

露されたユニットは正常に行動させることができます。 

 

17.09 限られた情報 

スタック全体が友軍の混乱／士気喪失していないユニット／指揮官に

隣接しているか、スタックに視認マーカーが置かれている場合を除い

て、プレイヤーは相手のスタックを調べること（一番上のユニットの

下にあるユニットを見ること）はできません。 

 

17.10 兵站と補給 

補給不足：アクション・セグメントの終わりに「戦場の霧」として振

ったサイコロの目が 3 または 4 だった場合、その陣営は補給不足にな

ります。 後のゲーム・ターンで、同じプレイヤーがいずれかのアク

ション・セグメントの終わりに「戦争の霧」として振った別のサイコ

ロの目が 3 または 4 だった場合、その陣営は深刻な補給不足なりま

す。 補給の不足または重大な補給の不足に陥っている場合、シナリ

オの残りの期間（そのターンの残りの期間だけでなく）に次のような

影響を受けます。 

 

補給不足の影響： 

そのプレイヤーのイニシアチブ値は直ちに 1 減少します（最小値は 0

です(3.0)）。 

すべての機械化ユニットと自動車化ユニットは、移動力が 2 減少しま

す。 

直接射撃と砲撃で -1 コラム修正が適用され、対戦車射撃では -1 サ

イの目修正を受けます。 突撃には何の影響もありません。 

 

深刻な補給不足の影響：機械化ユニットと自動車化ユニットが移動や

射撃を実行する度に、あるいは火器ユニットが射撃する度に、1 個の

サイコロを振ります。 結果が 1または 2 の場合、そのユニットは燃

料や弾薬がなくなり、移動や射撃の後にプレイから取り除かれます。 

他のすべてのユニットは、ゲームの残りの期間、火力値が半分になり

ます。 このようにして除去されたユニットは、勝利条件の目的では

カウントされませんが、イニシアチブ値（3.0）の減少にはカウント

されます。 

 

マルチプレイヤーゲーム：マルチプレイヤー・ルールを使用している

場合、その陣営全体ではなく、「戦場の霧」として振ったサイコロの

目で 3 または 4 を出した個々のプレイヤーのみが、補給不足になりま

す。 

 

17.11 険しい地形に嵌まる 

いくつかの地形は非常に険しく、荒く、それを横断しようとしている

車両や海軍ユニットが外部の助けなしでは絶望的な移動不能状況に捕

らえられることがあります。 

 

手順：ユニットが TEC によって、あるいはシナリオ特別ルールで嵌

まり込む可能性のある地形であると指定されたヘクスに進入する場

合、そのヘクスに入る移動ユニット毎に 1 個のサイコロを振ります。 

特に明記されていない限り、装輪式車両の場合は 1〜3、海軍ユニット

または装軌式車両の場合は 1 または 2 の結果を出すと、後続のターン

で脱出に成功しない限り移動できなくなります。 水田／塩沼、湿

地、水域を移動する水陸両用車の場合は結果に 1 を加えます。 

険しい地形に嵌まったユニットに 3 つの Moved/Fired マーカーを置

きます。 マーカー除去フェーズでは、マーカーの残りが 1 つになる

まで、毎ターン 1 つを取り除いていきます。 3 回目のマーカー除去フ

ェーズで、上記のようにもう 1 度険しい地形に嵌まるかどうかを判定

するサイコロを振ってください。 その結果、ユニットを移動させる

ことができれば、次のターンに正常に移動することができます。 ユ

ニットがまだ移動できない場合は、その車両に 3 つの Moved/Fired

マーカーを置きます。 必要に応じてこの手順を繰り返します。 

 

効果：険しい地形に嵌まったユニットは、装甲値が 1 減少します。 

輸送車輛が険しい地形に嵌まった場合、兵員を降車させることができ

ます。重火器の牽引解除のためには、脱出判定に成功しなければなら

ず、自身が険しい地形に嵌まった場合、牽引も牽引解除もできませ

ん。 険しい地形に嵌まったユニットに対して突撃するユニットは +1

コラム修正を受けることができます。 

 

険しい地形に嵌まったユニットも、射撃または回復を試みることがで

きますが、そのようにした場合は、Moved/Fire（訳注：険しい地形に

嵌まったことを示す）マーカーを取り除くことはできません。 

 

嵌まる可能性がある地形：鉄条網、マングローブ、海軍ユニットの場

合は大河川、水田／塩沼、岩地、砂丘、砂場、急斜面、森などの地

形。 

 

17.12 マルチプレイヤーゲーム 

Panzer Grenadier は一方の陣営を複数のプレイヤーでプレイするこ

とができます。 これを行うには 2 つの方法があります。 

 

地区司令：これは、より大きなマルチプレイヤーゲームに適したオプ

ションです。 ゲームの開始時に、プレイヤーはボードを地区に分割

します。 地区は、ボードごとに、または合意した他の方法で分割す

ることができます。 各陣営は、各地区の司令になるようにプレイヤ

ーを割り当てます。 したがって、ボード 1 が地区 1 である場合、地

区 1 には枢軸軍地区司令と連合軍地区司令がいることになります。 

 

各ターン、各地区の相対する地区司令は、他のプレイヤーと同時にま

たは独立して互いに戦います。 ある地区のすべてのユニットがアク

ティブ化されると、2 人の地区司令は、他のすべての地区司令がアク

ティベーションを完了しているかどうかを確認するために一時プレイ

を停止します。 すべての地区のすべてのユニットがアクティブ化さ

れると、次のターンに進みます。 これにより、プレイヤーは他のプ

レイヤーがアクションを完了するのを待つことなく、大規模なマルチ

プレイヤーゲームの各ターンを素早く進めることができます。 

 

各地区司令は、その地区内のすべての友軍ユニットを指揮し、別の地

区から自分の地区に入ってくる友軍ユニットの指揮をとります。 ユ

ニットは、突撃を生起したり増援として参加したりすることを除い

て、担当地区の外側にいる目標を射撃することはできません。 この

ルールによって、プレイヤーがお互いの行動に干渉することを防ぎま

す。 これはまた、戦場の状況による地区司令同士の通信の限界をシ

ミュレートします。 
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戦隊指揮官：これは、小さめのマルチプレイヤーゲーム、または戦闘

で特定のユニットを指揮したいプレイヤーにとっては、好ましい方法

です。 陣営のユニットと指揮官のすべてをその陣営のプレイヤー間

で、必要な方法で分割します。 各プレイヤーは自分が割り当てられ

た指揮官とユニットだけを指揮し、ボード上のどこに移動しても指揮

します。 ゲームのプレイは通常どおり、各陣営が一度に 1 つのアク

ション・セグメントを行い、アクティブ化したユニットを指揮してい

るプレイヤーが望むように移動して戦います。 プレイヤーがユニッ

トをアクティブにするとき、他のプレイヤーのユニットをアクティブ

にすることはできません。 

 

最上級指揮官：プレイを開始する前に、各陣営のどのプレイヤーがそ

の陣営の最上級指揮官（CO）になるのかを決めるためにサイコロを

振ります。 地区司令ゲームでは、CO はボード上の指揮官カウンター

では表しません。プレイヤー自身が CO です。戦隊指揮官ゲームで

は、CO の役割を獲得したプレイヤーは、その陣営の最高位の指揮官

を指揮します。 ある陣営に最高位の指揮官が 2 人以上いる場合は、

最高位の指揮官の 1 人を先任者として指定します。 各ターンの開始

時に、CO プレイヤーは地区司令と戦闘計画について話し合い、彼ら

に高位の命令を与えることができます。 

 

地区司令ゲームでは、CO は地区司令にユニットを別の地区に送るよ

う指示することができます。 また、各ターンの開始時に、彼は配下

の地区司令達に航空ユニットと盤外砲兵を割り当てることができま

す。 各地区司令は、彼に割り当てられた航空ユニットと盤外砲兵を

通常通りに使うことができます。 

 

戦隊指揮官ゲームでは、CO プレイヤー自身が盤外砲兵と航空ユニッ

トを指揮し、いつ、どこで使用するかを決定します。 また、どのプ

レイヤーが各友軍アクション・セグメントにユニットをアクティブに

するかを決定します。 

 

最上級指揮官の戦死：戦隊指揮官ゲームでは、最も階級の高い指揮官

が戦死した場合、次に階級が高い生存している指揮官が新しい最上級

指揮官になります。同じ階級の指揮官が複数いる場合は、 生き残っ

ている戦闘ユニットのステップ数を最も多く持っている指揮官が新し

い CO です（それも同じ場合はサイコロを振って決めます）。 

 

17.13 蹂躙攻撃 

蹂躙攻撃は「移動アクティベーション」と見なされます。 AFV また

は騎兵ユニット（兵員を搭乗させた APC を含みますが、兵員が跨乗

した戦車は除きます）は、それぞれ戦車指揮官または騎兵指揮官によ

ってアクティブ化されなければならず、2~3 ヘクス離れている位置か

らのみ蹂躙攻撃を行うことができます（目標ヘクスに隣接した位置か

ら蹂躙攻撃を開始できません）。 蹂躙攻撃ヘクスの後にあるあらかじ

め指定した 1 個の離脱ヘクスに進入するのに十分な MP を持っていな

ければなりません（この離脱ヘクスに敵ユニットがいてはならず、離

脱ヘクスはそのユニットが蹂躙攻撃可能なヘクスでなければなりませ

ん）。 AFV または騎兵は、その蹂躙攻撃開始位置から目標ヘクスまで

の LOS を持っていなければならず、その LOS をたどって蹂躙攻撃ヘ

クスに進みます。 まだアクティブにされていない相手ユニットは、

蹂躙攻撃ユニットが蹂躙攻撃ヘクスに入る前に進入した任意のヘクス

で機会攻撃を行うことができます。 蹂躙攻撃は、既存の突撃ヘクス

に対して実行できません。 

 

蹂躙攻撃を実行する AFV または騎兵が目標ヘクスに入ったら、両陣

営が-1 のコラム修正（または対戦車射撃に -1 サイの目修正がつきま

す、徒歩ユニットが携行する特殊な対戦車火器の場合は代わりにイニ

シャルダイロールに-1 サイの目修正がつきます（11.5））を受けるこ

とを除いて通常どおり突撃を解決します。 蹂躙攻撃を実行している

AFV または騎兵が士気喪失になると、移動を停止し、Moved/Fired

マーカーを載せます。 そのヘクスは、アクション・セグメントの最

後に、将来の戦闘のための通常の突撃ヘクスになります。 蹂躙攻撃

ユニットが混乱した場合、指定した離脱ヘクスまで移動して移動を停

止し、Moved/Fired マーカーを載せます。 それ以外の結果が出た場

合、それは指定した離脱ヘクスに移動し、まだ MP が残っていれば通

常どおり移動を継続することができます。 

 

17.14 事前計画砲撃 

非牽引状態でシナリオを開始したすべての盤上砲兵ユニット、および

すべての盤外砲兵は、部隊を盤上に配備する前に予め計画された 1 つ

の目標ヘクスを持つことができます。 プレイヤーは、そのような事

前に計画された砲撃したい目標ヘクスを砲兵ユニットまたは盤外砲兵

ごとに記録しておく必要があります。 その砲兵は他の目標の代わり

にそのヘクスに射撃が許可されている場合、視認状態や視界にかかわ

らず、そのヘクスに射撃することができます。 事前に計画されたヘ

クスへの砲撃は友軍の誤射ロールに+1 のサイの目修正を受けます。 

 

17.15 ランダムイベント 

このシリーズのいくつかのゲームにはランダムイベント表が含まれて

います。 イニシアチブ決定フェーズ中に、両陣営のプレイヤーがイ

ニシアチブ決定のために振った修正前のサイコロの目で同じ値を出す

と、ランダムイベントが発生することがあります。 プレイヤーは再

びどちらがイニシアチブを得るのかを決めるためにサイコロを振り直

し、各プレイヤーは別にサイコロを 1 個振ってそのターンのランダム

イベントを決定します。 結果を合計し、シナリオ・ブックのランダ

ムイベント表を参照してください。 

 

17.16 索敵射撃 

視認されていないユニットが盤上の砲兵の射程内にある場合、または

秘匿ユニットを使用するシナリオでは、以下の手順を使用してそれら

のヘクスに対して砲撃を試みることができます。 その（ユニットで

はなく）ヘクスは通常（8.0）どおり視認されなければなりません。 

合同射撃を行うかどうかを通常通り決定します（9.3）。 射撃ユニッ

トが選択されたら、攻撃のために 1 個のサイコロを振ります。結果が 

1 または 2 の場合、砲撃は効果がありません。射撃ユニットに

Moved/Fired マーカーを載せます。 結果が 3〜5 の場合、ヘクスは通

常の砲撃力の半分で攻撃されます。 結果が 6 の場合、完全な砲撃力

で攻撃が行われます。 

 

17.17 廃墟 

どのセグメントでも、プレイヤーが 30 火力以上による単一の直接射

撃または砲爆撃で町ヘクスを対象としている場合には、射撃プレイヤ

ーは射撃を解決した後にサイコロを 1 個振ります。 結果が 6 の場

合、町は廃墟になったものと見なされます。 この状態を示すため
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に、その町ヘクスに残骸マーカーを置きます。 町ヘクスは 1 ゲーム

につき 1 回しか廃墟になることはありません。 廃墟になった町は、

すべての目的において通常の町のヘクスとして扱われますが、次の場

合を除きます： 

 

廃墟になった町に入るユニットは、次の MP コストを支払います：徒

歩ユニットは 2MP、装輪式ユニットは進入禁止、装軌式ユニットは

4MP です。1 つの車輛ユニットのみが廃墟となった町ヘクスに入るこ

とができますが、もし別の残骸マーカーがそこに置かれた場合、残骸

除去手順で残骸を除去しない限り、車輛ユニットは残りのゲームの

間、そのヘクスに入ることができません。 廃墟になった町を示す残

骸マーカーを取り除くことはできません。 

 

17.18 発煙弾と照明弾 

シナリオ特別ルールで禁じられていない限り、砲撃を実行可能なすべ

ての迫撃砲、盤上砲兵ユニット、番外砲兵は榴弾の代わりに、制限が

付きますが発煙弾または照明弾を射撃する能力があります。発煙弾や

照明弾を射撃した砲兵ユニットや盤外砲兵は、同じターンに砲撃や直

接射撃を行うことはできません（Moved/Fired マーカーを置くか、番

外砲兵であればメモを取っておきます）。 照明弾は、Illumination 

round または Star shell と呼びます。 

 

弾薬量の制限：シナリオの各陣営には、ゲーム・ターン数の 10％に

等しいターン数分（端数は切り上げ）の発煙弾／照明弾の射撃能力が

あります。 したがって、12 ターンのゲームでは 2 回の発煙弾／照明

弾の射撃が可能ですが、36 ターンのゲームでは 4 回の射撃が可能で

す。 使用状況を記録するには、射撃ユニットの下に煙幕または照明

弾マーカーを 1 個置くことで、1 回分の使用状況を示すか、番外砲兵

の場合、紙に使用状況を記録します。 

 

手順：射撃を行う砲兵ユニットまたは盤外砲兵毎に、アクティブ・プ

レイヤーは射程内の目標ヘクスを指定し、2 個のサイコロを振りま

す。 結果が 5 以上の場合、射撃プレイヤーは目標ヘクスに煙幕マー

カーまたは照明弾マーカーを置きます。 60mm（またはそれより小

さい）迫撃砲の場合、結果から 1 を引き、射撃ユニットが目標ヘクス

を直接視認している場合は 1 を足します。 

 

煙幕の効果：煙幕 (Smoke) マーカーは、あらゆる高度で LOS をブ

ロックします。 煙幕マーカーが置かれたヘクスは制限地形（8.2）と

なり、煙幕ヘクス内にいるユニットに対する直接射撃には -1 コラム

修正が、対戦車射撃には -1 サイの目修正がつきます。 ただし、煙幕

ヘクス内のユニットによるすべての射撃もまた、同じペナルティを受

けます（直接射撃に -1 コラム修正、対戦車射撃時に -1 サイの目修正

が付きます）。 

 

照明弾の効果：照明弾マーカーは、対象のヘクスとその周辺ヘクスに

明るく照らし出されたエリアを作り出します。 主照明エリア内のユ

ニット（図で示されているように目標ヘクスの 2 ヘクス以内）は、夜

間視認ルールではなく通常の視認ルールを使用して視認され、最大視

認距離は 8 ヘクスになります。 二次照明領域（図で網掛けのヘク

ス）も同じ規則に従いますが、最大 4 ヘクスの視認距離となります。 

これらの視認距離は最大値であり、地形や気象条件によって減少する

可能性があります。 

 

 

例：夜間に、目標の照明ヘクスへ妨害されない LOS を持つ 6 ヘクス

離れたユニットは、そこにいる目標を視認して、必要に応じて射撃す

ることができます。 

 

消失：マーカー除去フェーズに、盤上からすべての煙幕と照明弾マー

カーを取り除きます。 

 

17.19 戦略移動 

敵ユニットの LOS 外のユニットは、通常の 2 倍の移動力で移動する

ことができます。 秘匿ユニットが戦略移動を行うユニットを機会射

撃する場合、直接射撃または砲撃で +2 コラム修正または、対戦車射

撃で +2 サイの目修正が付きます。 

 

17.20 戦車跨乗兵（タンクデサント） 

自転車、オートバイ、馬のような独自の輸送手段を持たない統制状態

の兵員ユニットと 3 人までの指揮官を統制状態の戦車ユニットに乗せ

て運ぶことができます。 完全戦力の戦車ユニットは、1 個の完全戦力

または減少戦力ユニットと指揮官を運ぶことができますが、減少戦力

の戦車ユニットは、1 個の減少戦力ユニットと指揮官を輸送すること

ができます。 

 

兵員ユニットと指揮官は、戦車ユニットとスタックした状態でアクテ

ィベーションを開始しなければならず、両方のユニットはすべての移

動力を戦車への跨乗に費やします。 戦車から降車するには戦車と跨

乗兵の移動力の半分（端数は切り上げ）を使用し、その後でもし十分

な移動力が残っていれば、移動の継続が可能です。 跨乗兵がいる戦

車は、突撃（12.0）または蹂躙攻撃を開始できず、装備している火器

を射撃することもできません。 戦車跨乗兵は、5.6 と 5.65 の制限と

ペナルティを被っており、直接射撃表と砲撃表で示されているような

脆弱性を持っています。 

 

17.21 可変夜間の視認範囲 

ゲームの開始時（8.12）に夜間の視認性を決定するために 1 個のサイ

コロを振る代わりに、月や星の光に影響を与える雲をシミュレートす

るために、各ターンの開始時に 1 個のサイコロを振ります。 

  

目標ヘクス 

視認距離 8 ヘクス 

視認距離 4 ヘクス 



 

PG 4TH ED. RULES  ©AVALANCHE PRESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Credits 

Original Game Design: Mike Bennighof 

Fourth Edition Rules: John Stafford 

Game Series Development: John Stafford 

Editing: Mike Bennighof 

Rules Layout and Design: Susan Robinson 

Rules Illustrations: Guy Riessen, Susan Robinson 

Playtest, Advice and Assistance: John Alsen, Andrew Heath, Vince Hughes, Brian L. Knipple,  

Duane Parsons, Mike Perryman, Ottavio Ricchi, Alan Sawyer 

 

© 2014 Avalanche Press™, Ltd. • 1820 First Ave. S., Suite H, Irondale, AL 35210 USA 

www.AvalanchePress.com 



 

PG 4TH ED. RULES  ©AVALANCHE PRESS 
 

訳について 

この文章は Avalanche Press 社の Panzer Grenadier シリーズ・ルー

ル第 4 版を翻訳したものです。 

翻訳はボランティアによってなされたものであり、Avalanche Press

社は翻訳物にたいしていかなる責任も負っていません。 

 

翻訳者が注釈をつけた方が良いと思った箇所に訳注を付けてありま

す。訳注は水色で記述されています。 

 

翻訳物中で使用している各イメージは Panzer Grenadier シリーズの

各ゲームのイメージの一部を使用しています。 
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