日本語版

Ver.1.04

Mon t élimar
目
1.0 はじめに
2.0 ゲーム中の用語／定義
3.0 ゲームの備品
3.1 ゲーム地図
3.2 カウンター

次
13.0 指揮官
13.1 指揮官の移動
13.2 指揮官の効果
13.3 指揮官の除去

14.0 ヒーロー

3.3 図表類

14.1 高名なヒーロー

3.4 略語

14.2 名もなきヒーロー

4.0 プレイの手順
5.0 アクションと活性化

15.0 輸送部隊
16.0 航空戦力

5.1 活性化の方法

16.1 航空優勢

5.2 活性化されたユニットの行動

16.2 対地支援

5.3 活性化要約チャート

6.0 移動アクション
6.1 スタック
6.2 地形

7.0 照準線
7.1 照準線の設定
7.2 射撃ゾーン

8.0 射撃アクション

17.0 夜間ターン
17.1 照明弾

18.0 増援
19.0 師団ディスプレイ
19.1 派兵ポイントと直接指揮
19.2 師団の部隊練度

20.0 無作為イベント
21.0 両用砲とドイツ軍の対戦車、および対空砲

8.1 射撃の種類

21.1 両用砲

8.2 射撃アクションの手順

21.2 ドイツ軍の対戦車砲と対空砲

8.3 火力への修正

22.0 ドイツ軍の脱出

8.4 射撃の解決

22.1 交通渋滞

8.5 射撃の結果

22.2 脱出マーカー

8.6 臨機射撃

22.3 脱出ヘクス

8.7 間接射撃
8.8 火炎放射器による攻撃

9.0 白兵戦アクション
9.1 白兵戦の手順
9.2 突撃準備マーカーの配置
9.3 白兵戦の実施
9.4 白兵戦の解決
9.5 白兵戦の修正

10.0 回復アクション

23.0 フランス国内軍（FFI）ユニット
23.1 国内軍ユニット
23.2 国内軍の不意打ちユニット
23.3 Sudre 戦闘団（選択ルール）

24.0
25.0
26.0
27.0

ドイツ軍カンプグルッペ
列車砲
ドイツ軍フォーメーションの配属
勝利

27.1 勝利ポイントの記録

10.1 回復の方法

27.2 勝利ヘクス

10.2 制圧下／釘付け／混乱マーカー

27.3 ドイツ軍の撤退

11.0 工兵アクション
11.1 防御施設の構築

12.0 支援火器
12.1 支援火器の配備
12.2 支援火器の配備解除
12.3 支援火器の使用

27.4 ドイツ軍の損害

28.0
29.0
30.0
31.0
32.0

コニャックとバーボン
バトラー任務群
戦車跨乗歩兵
参考文献
クレジット

Montélimar - The Anvil of Fate

1.0 はじめに

2.0 ゲーム中の用語／定義

1944 年 8 月 15 日、連合軍は南フランスへと侵攻する「ド

以下に記載するのは CSS:Montélimar で用いられる特殊

ラグーン作戦」を開始した。Truscott 少将に率いられ

なゲーム用語で、ゲームを通して利用される。
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たアメリカ第Ⅵ軍団は、フランス西部を防衛しているド
イツ軍の主力を孤立させ、ノルマンディー橋頭堡から突

カップ【The Cup】
：そのターンに引かれる全てののチッ

破してくる自軍と手を結ぶため、45 マイル幅の南フラ

トを入れておくための空の容器。

ンスの海岸に上陸した。この南の橋頭堡は 2 日間で確立
されると、アメリカ軍は内陸への侵攻を開始した。敵の

アクション【Action】
：活性化ユニットが実行可能な作

抵抗は散発的で、まれに強力な抵抗は受けたが、アメリ

戦行動の内の１つ。活性化されたユニットの種類によっ

カ軍と後続のフランス軍は幹線道路 N-7 沿いに Rhone

て、可能な作戦行動（移動、射撃、白兵戦、回復、工兵

渓谷へと北上すると、鉄道と道路の要衝である Aix-en-

アクション、またはパス）は異なる。「第２アクション」

Provence へと直ちに向かった。そして 8 月 19 日ここ

も参照。

を占領すると、Truscott 少将は臨時の部隊を編成し、
Butler 任務群（Task Force Butler）と名付けた。この

アクションフェイズ【Action Phase】：プレイの手順の

部隊はおおよそ連隊規模で、ドイツ軍の主要退路を断つ

中の１つで、全ての活性化はここで行われる。

べく主力から先行した。そして、部隊は Montélimar 北
方の高地に防御拠点を構え、主力の到着までその場所を

活性化【Activation】
：カップの中からチットが引かれ

維持することとなった。このためドイツ軍は、南と東か

た時点で開始され、全てのアクションが実行された後、

ら連合軍主力が到着して合流する前に、あらゆる手段を

新たなチットが引かれるまで続く。

講じて TF Butler を排除し、ドイツ本国へ向けた競争
活性化ユニット【Active Unit】：ある師団、あるいは

に勝たなくてはならなかった。

フォーメーションのがチットが引かれた場合、その師団、
結果的に、両軍が互いに勝利を主張することとなった。

フォーメーションに所属する全てのユニットが活性化ユ

連合軍はドイツ軍に対し 2100 名の損害を与えるととも

ニットとなり、アクションを行うことができる。「直接

に、数千の捕虜と大量の重火器を捕獲した。一方で連合

指揮」も参照。

軍の損害は 1200 名だったが、ドイツ軍の大半は脱出に
成功し、最大の危機は脱することができた。

白兵戦【Assault Action】
：攻撃側の部隊が防御側の部
隊の存在する場所へ進入し、防御側部隊をそこから撃退

Montélimar: Anvil of Fate は、Company Scale

する一連の行動。白兵戦はアクションの内の１つである。

System の 3 番目のゲームで、1944 年と 1945 年におけ
る西ヨーロッパの開放の戦いを扱った最初のゲームでも

妨害地形【Blocking Terrain】：照準線の障害となる地

ある。このゲームは Saipan や Guam と同様のシステム

形

を用いているが、プレイに関しては全く異質なものを提
供してくれるだろう。このルール冊子には、シリーズ共

チット【Chits】：各ターンにおけるプレイの順番を決め

通のルールと、このゲーム固有の特別ルールの両方が記

るため、カップの中に入れられて無作為に引かれるマー

載されている。そして、Montélimar 固有の特別ルール

カーのこと。チットの表面にはゲームで共通のロゴが印

には、

のマークがけられている。

刷され、裏面にはそのチットの内容を意味することが印

ま た、

マ ー ク が つ い た 部 分 の ル ー ル は Company

刷されている。
Scale System 全体への変更で、Guam: Return to Glory

縦隊【Column】
：軍事的隊形の１つで、移動ポイント消

と Saipan: Bloody Rock の両方にも適用される。ただし、

費することができる（移動アクションを行う行うことが

Saipan から変更された点に関してはマークを付けてい

できる）。通常、ユニットは裏面に縦隊が印刷されてい

ないので、Guam のルールをダウンロードして、Saipan

る（表面には散開隊形が印刷されている）。

からの変更点は確認して欲しい。
色帯（白帯以外）【Colored–Stripe】：ユニット、あるい
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はマーカーには、それらが同一のフォーメーションに所

師団【Division】
：複数のフォーメーションをまとめた

属することを示す目印として、色帯が印刷されている。

グループ。同一の師団に所属するユニット、およびマー

同じ色の帯が印刷されているユニット、マーカーは同じ

カーは、全て同一の背景色になっている。ゲームにおけ

フォーメーションに所属するとともに、同じ師団に所属

る師団は、必ずしも軍事用語における師団とは一致して

している。

いない。「帯なしユニット」、「白帯ユニット」も参照。

指揮レーティング【Command Rating】：このレーティ

師団ディスプレイ【Division Display】
：ゲーム上の様々

ングは、師団全般の指揮能力を表していて、師団の装備

な情報を管理するための個別の表。それぞれのプレイ

とともに指揮官の資質を意味している。

ヤーは、ゲーム中に相手の師団ディスプレイを見ること
ができる。

防御力【Defensive Value】
：ユニットや支援火器の防御
における能力を表した数値。小さいほど良い（‒1 の方

工兵アクション【Engineering Action】：CSS における

が +1 より優れている）。

工兵アクション。Montélimar では構築可能な防御施設
の数に制限がある。

散開隊形【Deployed】
：軍事的隊形の１つで、戦闘任務
を効率的に行うためのもの。通常、ユニットは表面に散

射撃アクション【Fire Action】
：Montélimar における

開隊形が印刷されている（裏面には縦隊が印刷されてい

射撃アクションは、敵ユニットに対する射撃同様に、ス

る）。

タックしている自軍ユニットに射撃能力を付加すること
も含まれる。

直接指揮【Direct Command(DC)】：個別の戦闘ユニッ
トに対して直接命令を下すことの抽象概念。各師団の汎

射撃ゾーン【Fire Zone】：あるユニットが赤、黄、青、

用トラック上に直接指揮マーカーを置くことで管理され

あるいは白のボックスで囲まれた火力を用いて射撃可能

る。個々の師団は、19DC を超えてトラック上に持つこ

なヘクスは、そのユニットの射撃ゾーン内にあるものと

とはできない。直接指揮は、ユニットに追加の活性化を

される。黒のボックスで囲まれた火力を持つユニット

可能にする。また、ゲーム上の他の行為でも使用される。

（間接射撃ユニット）は、射撃ゾーンを持たない。ユニッ
トの存在するヘクスへの砲煙、および敵ユニットの隣接

混乱【Disorganized(DG)】
：ユニット（あるいは複数の

は、そのユニットの射撃ゾーンを隣接ヘクスのみに制限

ユニットによるグループ）の戦闘遂行能力の低下を表す。

する。

混乱の度合いが上昇すると（そのヘクスに置かれたマー
カーのレベルが上昇すると）、ユニット（グループ）の

フォーメンション【Formation】：同一編成に属するユ

統率が失われていく。混乱レベルの数値が増えるに従っ

ニットの集まり。大半は、軍事組織でいうところの旅団、

て、ユニットの混乱の度合いは深刻になっていく。混乱

連隊に相当する。複数のフォーメーションによって師団

はヘクス単位で管理され、同一の混乱レベルがヘクス内

が構成される。

の全てのユニットに適用される。混乱ポイントは蓄積さ
れ、同一ヘクスで最大 4 ポイントまで蓄積される。

防御施設【Fortification】
：タコツボ、塹壕、トーチカ、
掩蔽壕。

派兵ポイント【Dispatch Points(DP)】
：フォーメーショ
ン、あるいは師団による任務達成のための計画、準備を

ゲーム日付【Game Day】
：1 日は 0700 時ターンから始

表す抽象概念。各紙団の汎用トラック上で管理される。

まり、2 回目の夜間ターンで終了する。

個々の師団は、9DP を超えてトラック上に持つことは
できない。DP はフォーメーション、あるいは師団のチッ

ゲームターン【Game Turn】
：日中の 1 ターンは、おお

トをゲームターン開始時、およびアクションフェイズ中

よそ 2 時間に相当する。夜間ターンは 2 ターンあり、そ

にカップに投入することを可能にする。また、ゲーム上

れぞれが 4 ～ 6 時間に相当する。

の他の行為でも使用される。
汎用トラック【General Records Truck】
：師団ディス
派兵レーティング【Dispatch Rating】：派兵レーティン

プレイには 0 ～ 19 の欄があり、そこに師団の各マーカー

グは、師団が攻撃を策定する際に動員可能な戦力を表す

（部隊練度、直接指揮、DP、疲労）が置かれ、状況が記

とともに、その地域で得られている情報量も表している。

録される。
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装甲目標【Hard Target】：装甲に守られた目標。全て

は、同一師団内の全てのフォーメーションに属すること

の装甲目標は、ユニットに印刷された防御力が、黒ある

ができる。
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いは黄色のボックスで囲まれている。防御力が黒のボッ
クスで囲まれている装甲目標は、ゲーム上では「戦車」

臨機射撃【Opportunity Fire】
：非活性化ユニットによっ

として扱われる。

て起こされるアクション。自軍の非活性化ユニットの射
撃ゾーン内で敵ユニットが移動アクションを行った場

ヒーロー【Hero】
：戦闘において特別な意味を持つ個人。

合、あるいは白兵戦を仕掛けられた場合に臨機射撃が引

ヒーローは実際の戦闘に影響を与える特殊能力を持つ。

き起こされる。

指揮下【In–Command】：ユニットは自身のフォーメー

釘付け【Pinned】
：ユニットが戦闘結果による潰走チェッ

ション、または師団司令部の指揮範囲内に存在するか、

クに失敗した場合に発生する。釘付け状態のユニットは、

指揮官ユニットとスタック、または隣接している場合、

釘付けマーカーに記されている通り、一部の能力を失う。

指揮下にあるものとされる。
計画突撃【Prepared Assault】
：両軍のプレイヤーが行
間接射撃【Indirect Fire】：黒のボックスで囲まれた火

う白兵戦の方法。

力を持つユニットによって行われる射撃。間接射撃は、
リアクション・プレイヤー【Reaction Player】：イニシ

観測者を伴って行われる。

アチブ・プレイヤーではないプレイヤー。
イニシアチブ・プレイヤー【Initiative Player】：イニ
シアチブ・プレイヤーは、シナリオによって定められる。

第２アクション【Second Action】：ユニットが第 1（フ

イニシアチブ・プレイヤーになると、ゲーム上の各種手

リー）アクションを行った後に行うアクション。第 2 ア

番において、優位に立つことができる。

クションを行う場合、ユニット毎に DC を消費する。特
にルールに規定のない限り、第 2 アクションでは第 1 ア

カンプグルッペ【Kampfgruppen】
：ドイツ軍プレイヤー

クションと同じ種類のアクションを行うことができる。

が使用することができる、特殊な形態の活性化チット。
観測者【Spotter】：間接射撃を行うユニットと同一師団
指揮官【Leader】
：師団、およびフォーメーションの統

に所属するユニットで、間接射撃の目標となるヘクスへ

率者。指揮官は戦闘を優位に導くことができる。また、

照準線を引くことができるもの。

ユニットとスタック、あるいは隣接することによって、
そのユニットを指揮下にすることができる。

非装甲目標【Soft Target】
：いかなる射撃に対しても、
装甲による恩恵を受けることのできないユニット。こう

徒歩ユニット【Leg Unit】：移動力が黒、または赤以外

したユニット（マーカー）の防御力はいかなる色のボッ

で印刷されているユニット。

クスにも囲まれていない。

照準線【Line of Sight(LoS)】
：観測者から目標まで引か

状態マーカー【Status Markers】
：各種防御施設、混乱、

れる直線。照準線は妨害されることがある。

制圧下、釘付け、準備突撃、砲煙マーカーがある。必要
であれば、プレイヤーはこれらのマーカーを自由に自作

マーカー【Marker】
：ユニット以外の全てのカウンター。

して構わない。

支援火器、指揮官、ヒーロー、防御施設、砲煙、師団ト
ラック、ユニット状態マーカー（混乱、釘付け、制圧下

支援火器【Support Weapon（SW）
】
：これらのマーカー

等）がある。

は、ユニットに各種能力を付加することができる。支援
火器には "SW" と印字がなされている。

移動アクション【Movement Action】：移動ポイントの
消費を伴うアクション。移動アクションを行うためにユ

制圧下【Suppressed】
：戦闘により、不自由な状況にお

ニットは、縦隊でなくてはならない。移動アクションは、

かれてること。制圧下のユニットは、制圧下マーカーに

臨機射撃を引き起こす。

記されているように、能力の制限を受ける。

帯なしユニット【No–Stripe Units】
：これらのユニット

継続射撃【Sustained Fire】
：1 回の白兵戦、および活性
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化に対して、複数回の臨機射撃を可能にする支援火器（の

3.1 ゲーム地図

能力）。ただし、この能力を使用した戦闘解決のダイス
の目で 7 以上が出ると支援火器は故障する。

ゲーム地図における 1 ヘクスの差し渡しは 500m。プレ
イ可能なヘクスの中心には点が印刷されており、その点

戦車【Tanks】
：戦車は装甲目標の特別なタイプで、防

で地形の種別が判別できるとともに、照準線を引く際に

御力が黒のボックスで囲まれている。

も用いられる。中心部に点の打たれていないヘクスは、
プレイに使用することができない。

装軌ユニット【Tracked Unit】：移動力が赤で印刷され
たユニット。
部隊練度【Troop Quality】
：あるグループ（多くは師団）

50

0メ

の士気や能力の変化を数値化したもの。数値が大きいほ
ど優れている。
部隊練度チェック【Troop Quality Check(TQC)】：ダ
イスを振って、ユニットのその時点での部隊練度以下を
出せば、TQC に成功する。

ヘクスの中心点
で地形の種類が
決まる

ユニット【Unit】：主として中隊規模に編成された戦闘
部隊。ユニットには、火力の欄に "+" あるいは " － " の
記号が記されることはない。
装輪ユニット【Wheeled Unit】：移動力が黒で印刷され
たユニット。
白帯ユニット【White–Striped Unit】
：これらのユニッ
トは、カップから属する師団のチットが引かれた場合、
あるいは直接指揮チットが引かれた場合に活性化するこ
とができる。白帯のついたマーカーは、白帯のユニット
に対してのみ使用できるという制限も課せられる。

3.0 ゲームの備品
CSS: Montélimar には以下の備品が含まれている。
・22 インチ× 34 インチのゲーム地図が
・5/8 インチカウンターのシート
・英文ルール

1冊

・シナリオ集

1冊

・師団ディスプレイ

5枚

6枚

4枚

・戦闘結果表／地形効果表

同じものが 2 枚

・時間（ターン）／天候ディスプレイ
・プレイの手順

1枚

・10 面体ダイス

2個

1枚

・ゲームの箱
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3.2 カウンター
ユニット
散開隊形（表）

1

5

7

2

4

3
1

縦隊（裏）

8
6

4

ユニットの帯：フォーメーションの識別

5 ユニット ID

通常は 中隊／大隊／連隊 の表記がされており、ここでの
例は第 143 連隊第 2 大隊の E（Easy）中隊を指している。

6 防御力
ここに何も記載されていない場合、防御力は 0（の非装甲目標）
とみなされる。防御力は小さい方が良い。
防御力が黒、または黄色のボックスで囲まれている場合、
そのユニットは装甲目標とみなされる。また、防御力が黒
のボックスで囲まれているユニットは戦車である。

フォーメーション帯（色帯）
師団直属帯（白帯）
師団内で自由に配属（帯なし）

7 ユニット・シンボル

2 火力ボックス（射撃の種類）

大半のものは歴史的興味からつけられているが、工兵のシ
ンボルだけは特別な意味を持つ。工兵シンボルを持つユ
ニットのみが特殊な工兵アクションを行うことができる。

赤：小火器射撃
黄：榴弾／火炎放射器射撃

アメリカ軍工兵

ドイツ軍工兵

黒：間接射撃（小さい数字は射程）
白：榴弾射撃と対装甲射撃をプレイヤーが任
意に選択

8 師団の色

青：対装甲射撃のみ。これらのユニットと支
援火器は、装甲目標に対してのみ射撃可

連合軍
ユニット

3 火力
０〜８の間の値が定められており、射撃アクションの際にこの
修正前の数字が火力の基準となる。

4 移動力

第3
歩兵師団

第 36
歩兵師団

第 45
歩兵師団

Butler
任務群

自由
フランス軍

Sudre
戦闘団

第 198
歩兵師団

第 11
装甲師団

第 338
歩兵師団

第 189
歩兵師団

散開隊形：移動不可
散開隊形：枠で囲まれた移動力は、何らかの車両の
保有を意味している。

ドイツ軍
ユニット

縦隊：赤または黒以外：徒歩移動
その他ドイツ軍小フォーメーション
第 18、63、71 高射砲連隊、第 669 工兵大隊

縦隊：赤：装軌移動
縦隊：黒：装輪移動

© 2018 Compass Games, LLC.
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支援火器
2

7

8

1

5

1
2

3

防御施設

4

部隊練度修正
防御力修正

6

3

状態マーカー

すべての支援火器はこのシンボルを持つ
ユニットと同様に、支援火器もフォーメーション識別の帯
を持つ。色帯はフォーメーションに所属し、白帯は師団直
属で、帯なしはその師団の全てのフォーメーションに所属
可能
支援火器のシンボル。歴史的興味によるもの

4

ユニット、またはヘクスに加えられる防御力

5

追加火力（可能なら射撃の種類も変更することができる）

6

ユニットの背景の色で、その支援火器がどの師団に所属す
るものかが判別できる

7

支援火器の種類

8

支援火器の持つ特殊な能力

火力修正
部隊練度
修正
移動力
修正

火炎放射器能力
継続射撃能力

チット

使い捨て火器
チット
（表）

指揮官と司令部
表

裏

師団活性化
チット
（帯なし）

2

1

指揮官は同じヘクスにいるユニットの火力（1）と部隊練度（2）

（識別用帯あり）

直接指揮チット

（両軍 1 枚ずつあり）

司令部の指揮
範囲

ドイツ軍プレイヤー用
戦闘団チット

司令部ユニットが持つ恒久的な部隊練度
（TQ 修正は無視する）

白兵戦マーカー

砲煙マーカー

部隊練度修正

ヘクス内の全てのユニットの部隊練度を修正

防御力修正

ヘクス内の全てのユニットの火力を修正
ヘクス内の全てのユニットの移動力を修正

© 2018 Compass Games, LLC.

風チット

（全ての砲煙マー
カーを除去）

フォーメーション
活性化チット

を修正する。名前のついた指揮官を失ったら、裏返して代替
（Replacement）指揮官にする
全滅した司令部ユニットは、潰
走ユニットボックスに置かれる

チット
（表）

イベント
チット

Montélimar - The Anvil of Fate
3.4 略語

その他のマーカー等

Ab：大隊
AFAB：自走砲大隊

配属
マーカー

AT：対戦車
Aufk：捜索（偵察）
BAZ：バズーカ砲

師団
ディスプレイ
マーカー

CC：戦闘団（コンバット・コマンド）
Eng：工兵
F-GrR：要塞擲弾兵連隊
FAB：野砲大隊

輸送部隊
（15.0 参照）

Fahrrad：自転車
FFI：フランス国内軍（レジスタンス）
FH：砲兵
Fk：対空砲

火災
＆鎮火
マーカー

コニャック
＆バーボン
マーカー

FR：高射砲連隊
Fus：フュージリアー
Grw：迫撃砲

フランス国
内軍（FFI）
不意打ち

GrR：擲弾兵連隊

勝利ポイント
マーカー

HMG：重機関銃
Hpt：大尉
HQ：司令部

列車砲

HT：ハーフトラック

航空支援
マーカー

HW：重火器
ID：歩兵師団
IR：歩兵連隊
LKW：トラック

天候／日付
／ターン
マーカー

Med：中型
MRT：機械化偵察部隊
Obst：大佐
PGR：装甲擲弾兵連隊
Pio：工兵

3.3 図表類
地形効果表

PzD：装甲師団
師団
ディスプレイ

PzFst：パンツァーファウスト
PzJ；戦車猟兵
PzR：装甲連隊
R-GrR：予備擲弾兵連隊
R；連隊
RA：砲兵連隊
RC：胸甲騎兵連隊
RCA：アフリカ戦列騎兵連隊
REC：偵察
Rgt：連隊
RT：偵察部隊
SdK：ハーフトラック

戦闘結果表
＆プレイ補助

ゲーム・ターン／
天候／勝利ポイント
記録表

SW：支援火器
TF：任務群（タスクフォース）

© 2018 Compass Games, LLC.
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4.0 プレイの手順

フォーメーションの配属先の師団を変更することが
できる。
部隊練度が 3 以下のアメリカ軍師団、およびドイツ

1. 準備フェイズ

軍師団は、その師団に所属するフォーメーション、
およびカンプグルッペの活性化チットをカップに入

A) 天候決定（0700 時ターンのみ）

れることができない。

ダイスを振り、天候表（Weather Table）でその日

部隊練度が 2 以下のアメリカ軍師団、およびドイツ

の天候を決定する。

軍師団は、その師団に所属するフォーメーション、
カンプグルッペ、およびその師団の活性化チットを
カップに入れることができない。

天候の影響：

E) 疲労

好天（clear）− 影響なし
雨（Rain）− 最大視認距離が 3 ヘクスに減少し、

・日中ターンに師団の活性化チットをカップに入れ

全ての射撃の火力に -1 の修正が適用される。ま

た場合、その師団の疲労レベルが 1 増加する。

た、次の日の天候決定のダイスの目に +1 の修正

・夜間ターンに師団の活性化チットをカップに入れ

が適用される。雨の日のターンには、カップの

た場合、その師団の疲労レベルが 2 増加する。

中に航空支援のチットを入れることができない。

・そのターンに師団の活性化チットをカップに入れ
なかった場合、その師団の疲労レベルは 1 減少す

B) 師団の疲労判定（0700 時ターンのみ）
疲労レベルが 3 以下のアメリカ軍師団、およびドイ

る。

F) 派兵ポイントの獲得

ツ軍師団は、部隊練度が 1 上昇する（ただし師団の
上限値まで）。疲労レベルが 5 以上のアメリカ軍師

各プレイヤーは派兵ポイントの獲得のために、師団

団、およびドイツ軍師団は、部隊練度が 1 低下する

毎にダイスを振ることができる。師団毎にダイスを
1 個不振り、出た目がその師団の派兵レーティング

（最小 0 まで）。

以下であったら、師団の DP を 3 増加させる。出た

C) コニャックとバーボンを分配する

目が派兵レーティングを超えた場合は、師団の DP

（0700 時ターンのみ）

を 1 増加させる。師団の DP は、9 を超えることは
ない。

D) 派兵ポイントの消費

G) このターンに登場する増援の配置

各プレイヤーは、派兵ポイントを消費することに
よって、そのターンで使用するチットをカップに入

2. アクション・フェイズ

れることができる。2DP を消費することによって師
団の活性化チット 1 枚を、1DP を消費することに

A) 準備フェイズのステップ D でカップに入れられた

よってフォーメーション、またはカンプグルッペの

チットに加え、各プレイヤーの直接指揮チット、風

活性化チット 1 枚を、カップに入れることができる。

（Wind）チット、無作為イベント（Random Event）

師団、フォーメーション、およびカンプグルッペの

チットを、それぞれカップに入れる。また連合軍

活性化チットのための派兵ポイントは、活性化チッ

プレイヤーは、派兵ポイントを消費することなく、

トの所属する師団から消費されなくてはならない。

Butler 任務群の師団／フォーメーションチットを

必要な派兵ポイントを消費することのできない師団

カップに入れることができる。

は、そのターンに活性化チットをカップに入れるこ

B) 0700 時 タ ー ン の 場 合、 地 図 上 に あ る 照 明 弾

とはできない。

（Illumination Round）マーカーをを取り除く。
ド イ ツ 軍 プ レ イ ヤ ー は 2DP を 消 費 す る こ と で、

C) イニシアチブ・プレイヤーは、2DP を消費すること

© 2018 Compass Games, LLC.
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によって、プレイ可能なフォーメーション、または
カンプグルッペの活性化チットを 1 つ、チット引き
の前に使用することができる。そして、直ちにフォー
メーション、またはカンプグルッペは活性化される
（ただしチットは、1 のステップ D で投入されてい
ない、かつ未だこのアクションフェイズで使用され

11

し、第 2 アクションを行う。
l) スタック超過を確認し、該当ヘクスに混乱
（DG）を適用する。
ⅵ ) 直接指揮チットが引かれたら、以下の手順に従
う：
a) ドイツ軍の直接指揮チットが引かれた場合、

ていないものでなくてはならない）。イニシアチブ・

任意のドイツ軍脱出マーカーを動かすことが

プレイヤーがこの行動を選択しなかった場合、リア

できる（22.2 参照）。

クション・プレイヤーが同様の行動を選択すること

b) 自軍の各師団に対してダイスを振り、出た目

ができる。何れのプレイヤーもこのような行動を選

を半分にしたもの（端数切り捨て）と師団

択しなかった場合、カップからチットが 1 枚引かれ

の指揮レーティングを合計した数を、師団の

る。

DC に加える。ただし、各師団の DC は 19 を
超えることはない。

ⅰ ) 風チットが引かれた場合、地図上にある砲煙

c) 活性化されているユニット上にある全ての集

（Barrage）と照明弾のマーカーは、全て取り除

中射撃、継続射撃、臨機射撃不可マーカーを
取り除く。また、活性化されているユニット

かれる。
ⅱ ) イベントチットが引かれた場合、ダイスを 1
個 振 っ て 無 作 為 イ ベ ン ト 表（Random Event
Table）でイベントを決定し、その内容を行う

は縦隊から散開隊形への（またはその逆の）
転換をすることができる。
d) 活性化のために 1DC を消費したユニットは、
1 つずつ何らかのアクションを行う。

（20.0 参照）。
ⅲ ) 師団、あるいはフォーメーションの活性化チッ

e) アメリカ軍の直接指揮チットが引かれた場

トが引かれた場合、以下の手順に従う：

合、フランス国内軍ユニットを活性化させる

a) 師団が活性化された場合、対地攻撃を行う

ことができる。ただし、各ユニットを活性化
させる毎に 2DC を消費する必要がある。

（16.0 参照）。
b) 活性化された全ての指揮官を、自身の指揮す

ⅶ ) カップの中からチットが無くなったら、それ以

るヘクスと移動させることができる（13.1 参

上の活性化をは行えず、最終フェイズへ進む。

照）。

カップの中にチットが残っている場合は、アク

c) 支援火器の配備を行う（12.1 参照）。
d) 活性化された支援火器の中で、師団ディス
プレイ上の再割り当て支援火器（Reallocate

ションフェイズのステップ 2C へと戻る。

3. 最終フェイズ

SW）ボックスにあるものを、使用可能支援
火器（Available SW）ボックスに移す。

A) 勝利条件を満たしているかを確認する。

e) 活性化されている支援火器で地図上にあるも
のを、その師団の再割り当て支援火器ボック

B) ゲームが終了するかを確認する。

スに移す。
f) 活性化されているユニット上にある全ての集
中射撃（Concentrated Fire）、継続射撃、臨

C) 上記の何れも発生しない場合、ターンマーカーを次
のターンに進め、全ての手順を繰り返す。

機射撃不可マーカーを取り除く。
g) 全ての白兵戦を行う。ここで白兵戦、間接射
撃を実施したユニットは、この活性化の残り
の期間は、非活性化状態として扱う。
h) 活性化されているユニットに隣接するヘクス
に、新たな白兵戦マーカーを配置する。

5.0 アクションと活性化
ユニットがどのように活性化され、なにをできるかにつ

i) 活性化されているユニットを散開隊形から縦

いては CSS の根幹を為している。通常、カップからチッ

隊へと転換する（あるいは逆の転換をする）。

トが引かれ、そのチットが師団、またはフォーメーショ

j) 活性化されたそれぞれのユニットで（移動、

ンの活性化チットだった場合、あるいは直接指揮チット

射撃、工兵、回復）アクションを行う。
k) 指揮下にあるユニットに対して 1DC を消費

だった場合に、プレイヤーはユニットを活性化させ、何
らかのアクションを行うことができる。アクションには

© 2018 Compass Games, LLC.
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移動や射撃、白兵戦、回復、構築作業（工兵アクション）
がある。そして、活性化されたユニットによるアクショ

3) 直接指揮チットが引かれた場合、1DC を消費するこ

ンを終了したら、再度新しいチットをカップから引くこ

とによって、任意の 1 ユニットを活性化することが

とになる。

できる（そのユニットはどの師団のユニットでも構
わず、指揮下にある必要もない）。活性化されたユニッ

5.1 活性化の方法

トは任意のアクションを行うことができるが、アク
ションは 1 回のみで、直接指揮により活性化された

活性化には 2 つの方法がある。師団、あるいはフォーメー

ユニットは第 2 アクションを行うことはできない。

ションの活性化チットをカップから引かれた場合と（一
方のプレイヤーには、2DP を消費することにより、任

活性化されていないユニットは、何れのアクションも行

意のフォーメーションを 1 つ活性化することもできる）、

うことはできない（例外：臨機射撃－ 8.6 参照）。

直接指揮チットがカップから引かれた場合である。そし
てこれらは、行動フェイズ中にのみ行われる。

5.2 活性化されたユニットの行動

1) 師団の活性化チットが引かれた場合、その師団に所

通常、ユニットが活性化されたなら、まず 1 つのユニッ

属する全てのユニットが活性化され、何らかのアク

ト、または複数ユニットによるスタックが第 1 アクショ

ションを行うことができる。また、師団の全てのユ

ンを行い、可能なら引き続き第 2 アクションを行う。そ

ニットは、その師団の DC を消費することにより第 2

の後、他の活性化されたユニットのアクションを順次

アクションも行うことができる。ただしそれらのユ

行っていく。1 つのユニットのアクションが終了してか

ニットは、第 2 アクションを行う時点で、指揮下に

ら他のユニットのアクションを行うという基本事項に

なくてはならない。同じ師団に所属する全てのユニッ

は、時折例外が発生する。

トは、その背景色が統一されている。
プレイヤーが白兵戦を行う場合、白兵戦を望む全てのユ
2) フォーメーションの活性化チットが引かれた場合（あ

ニットが同時に白兵戦を行う。白兵戦が終了すると白兵

るいは DP を消費することによって活性化した場合）、

戦を行った全てのユニットは非活性化状態になり、その

そのフォーメーションに所属する全てのユニットが

活性化中の他のアクションを行うことはできない。プレ

活性化される（同一師団の他のフォーメーションは

イヤーが射撃アクションを行う場合、射撃を行うユニッ

活性化されない）。また、フォーメーションに所属

トと散開隊形でスタックしている他のユニットは、その

する全てのユニットで白兵戦を行わなかったものは、

射撃に参加することができる。そうして射撃に参加した

所属する師団の DC を消費することにより第 2 アク

全てのユニットは、射撃をアクションを行ったユニット

ションも行うことができる。ただしそれらのユニッ

とともに、アクションを行ったものとみなされる（ただ

トは、第 2 アクションを行う時点で、指揮下になく

し、第 2 アクションを行う権利は未だ有している）。

てはならない。
アクションのそれぞれについては後述するが、ユニット
ユニットが指揮下にあるためには、以下の何れかの条

は射撃（射撃アクション：8.0 参照）、移動（移動アクショ

件を満たしていなくてはならない。①自身の所属する

ン：6.0 参照）、白兵戦（白兵戦アクション：9.0 参照）、

フォーメーションの司令部、あるいは師団司令部の指

回復（回復アクション：10.0 参照）、構築作業（工兵ア

揮範囲内に存在する。②その師団に所属する指揮官とス

クション：11.0 参照）の何れかのアクションを行うこと

タック、あるいは隣接している。指揮下になるための条

ができる。ユニットはパスすることによって、何のアク

件を複数満たしていても、追加の恩恵を受けることはな

ションも行わないという選択をすることもできる。

い。
白帯のユニットは師団の活性化チットが引かれた場合に
のみ活性化され、フォーメーションの活性化チットに
よって活性化されることはないことに注意すること。帯
なしのユニットについては、その師団の活性化チット、
あるいはその師団のいずれかのフォーメーションの活性
化チットによって活性化される。

© 2018 Compass Games, LLC.

Montélimar - The Anvil of Fate
5.3 活性化要約チャート

師団の活性化

チットの
種類

最初に
すること

活性化の
対象

第 2 アクションの
可否

師団
活性化
チット

白兵戦
アクション

その師団の
全てのユニット

指揮下のユニッ
ト毎に 1DC の
消費で可

フォーメーション
活性化
チット

白兵戦
アクション

その
フォーメーションの
全ユニット

指揮下のユニッ
ト毎に 1DC の
消費で可

直接指揮
チット

師団の 1DC を消費す
DC
ることによって、所
獲得のための 属する 1 ユニットを
ダイス振り 活性化（指揮下にあ
る必要なし）
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Montélimar には、通常 8 個の師団が登場する。連合軍には第
3 歩兵師団、第 36 歩兵師団、および第 45 歩兵師団。ドイツ軍
には第 11 装甲師団、第 338 歩兵師団、および第 189 歩兵師団。
これに加え連合軍には、Butler 任務群（ゲーム上は師団とし
て扱われる）
、および（使うのであれば）Sudre 戦闘団が登場
する。ゲームにおける師団は、必ずしも軍事用語上の師団とは
一致しないことを思い出して欲しい（ゲーム中の用語／定義：
2.0 参照）。

不可

ここで例として第 11 装甲師団を挙げる。カッ
プから師団のチットが引かれた場合、全ての連
隊（色帯つき）と師団直属部隊（白帯つき）が
活性化される。これに加え、師団に所属する帯
なしの部隊も活性化される。師団のチットが引
かれた際、以下のものが活性化される：
8 個ユニットに指揮官と司令部を加えた 10
個のカウンター。

フォーメーションの活性化
フォーメーションの活性化チットがカップか
ら引かれた場合、あるいは任意のフォーメー
ションを活性化させた場合、そのフォーメー
ションに所属する全てのユニットとマーカー
を活性化することができる。同じフォーメー
ションに所属するユニットとマーカーには、
同じ色の帯が印刷されている。これに加え、
帯なしユニットとマーカーも活性化すること
ができる。
ここでは第 11 装甲師団／第 15 装甲連隊のチッ
トが引かれた、あるいはドイツ軍プレイヤー
が 2DC を消費して活性化させたとする。この
時、以下のものが活性化される。
第 1 大隊の 4 個パンター中隊。
第 2 大隊の 4 個Ⅳ号戦車中隊。
第 11 装甲師団／第 15 装甲連隊の指揮官。
連隊司令部。
上記に加え、2 つの帯なしマーカー（ここで
は指揮官とヒーロー）
。
これら全てのユニットとマーカーは、1 つの
アクションを行うことができる。そして第 2
アクションの開始時に指揮下にあるユニット
は、
DC を消費することによって、
第 2 アクショ
ンを行うことができる。
ここに記された以外の第 11 師団に所属するユ
ニットは活性化されず、ゲームにおいては何
ら機能しない。

© 2018 Compass Games, LLC.

11 個ユニットに 4 つの支援火器、4 つの連
隊トラック、5 つの連隊ハーフトラック、
そして指揮官と司令部の合計 26 個カウン
ター。
11 個ユニットに 4 つの支援火器、4 つの連
隊トラック、5 つの連隊ハーフトラック、
そして指揮官と司令部の合計 26 個カウン
ター。
4 個ユニットに 3 つの連隊ハーフトラック、
そして指揮官と司令部の合計 9 個カウン
ター。
4 個ユニットに 1 つの支援火器、2 つの連
隊トラック、1 つの連隊ハーフトラック、
そして指揮官と司令部の合計 10 個カウン
ター。
3 個ユニットに 2 つの連隊ハーフトラック、
そして指揮官と司令部の合計 7 個カウン
ター。
白帯カンターは全部で 7 個：3 個砲兵ユニッ
トに 3 個師団トラック、そして師団司令部。
帯なしユニットとマーカーも活性化され
る。この師団には指揮官とヒーローの２つ
がある（実際にはこの指揮官マーカーは師
団司令部要員で、ヒーローは実際の指揮官
の地位にあるのだが）。

上記の全てのユニットとマーカーは、第 11 装
甲師団のチットがカップから引かれると活性化
される。これに加え、第 2 アクションの際に
第 11 師団のユニットが指揮下にあるのならば、
DC を消費することによって、第 2 アクション
を行うことができる。

14
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直接指揮による活性化
部隊の疲労レベルや派兵ポイントには関係なく、（それぞれのプレイヤーに 1 つずつ与えられる）2 つの直接指揮チットは常にカップ
の中に入れられる。このチットにより、プレイヤーは各ゲームターン中にいくつかのユニットを確実に活性化させることができる。
このチットが引かれたらプレイヤーは、ユニットを活性化させる前に直接指揮（DC）の合計を増加させるためのダイスを 1 個振る。
ここで出た目の半分（端数切り捨て）と師団の指揮レーティングが、DC の合計に加えられる。
例えば、第 11 装甲師団の指揮レーティングは 7 である。そしてダイスの目は 7 であった。7 の半分は 3 である（端数切り捨て）。3（ダ
イスの目の半分）と 7（指揮レーティング）の合計は 10。すでに第 11 師団の汎用トラック上に 5DC があった場合、プレイヤーは次回
直接指揮チットが引かれるまでに、15DC を消費することができる。

同様の手順を、プレイに参加している（師団司令部が地図上に存在している）自軍の師団毎に行う。師団司令部が地図上に存在してい
ない師団については、DC を蓄積することはできない。
自軍の全ての師団について上記手順を終えたならば、地図上の任意のユニットを、そのユニットの所属する師団から 1DC 消費するこ
とによって活性化させることができる。プレイヤーは全ての DC を消費するまで、あるいは後の使用のために汎用トラック上に DC を
残して終了するまで、活性化を続けることができる。プレイヤーは対地攻撃を行うため、あるいは師団／フォーメーションの活性化時
の第 2 アクションのためにも DC を消費することが可能で、柔軟な部隊運用のためにある程度の DC を保持しておくことは重要である。
ドイツ軍の直接指揮チットが引かれ、ドイツ軍プレイヤーはダイスを振って全ての師団に対し DC を増加させた。その後、ドイツ軍プ
レイヤーはユニットの活性化を行った。第 110 連隊の第 1 大隊第 3 中隊はアクションを行った。ドイツ軍の第 11 装甲師団の DC は 1
消費された（残りは 14）。活性化されたユニットは縦隊へと転換し、ヘクス 59.52 へと移動した。この時、DC を消費しない限り、第 7
および第 6 大隊の何れも縦隊へ転換できないことに注意すること。

ドイツ軍プレイヤーが望む全てのユニットに対し DC を消費し、
活性化を完了したならば、カップから新しいチットが引かれる。
プレイヤーズ・ノート：DC は対地攻撃や師団／フォーメーショ
ンの活性化時の第 2 アクションのためにも多く必要となるので、
常にある程度の DC を残しておくことを勧める。
プレイヤーは、ドイツ軍の方が高い指揮レーティングを有するの
対し、連合軍は高い派兵レーティングを有していることに気づく
であろう。これは、連合軍が決められた計画に沿って行動するこ
とに対し、ドイツ軍の方が臨機応変に行動し、イニシアチブを握
る能力が高いことを表している。

© 2018 Compass Games, LLC.
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ころの ZOC to ZOC 移動の場合）。

6.0 移動アクション

活性化されたユニット（活性化時にスタックしていたな

移動アクションとは、縦隊のユニットが移動ポイントを

らばスタック全体のユニット）は、師団、あるいはフォー

消費することによって新しいヘクスへと移動するための

メーションの活性化チットが引かれることによる活性化

アクションである。それぞれのユニットはユニット毎に、

の開始時、あるいは直接指揮による活性化の開始時に、

あるいは（活性化時にスタックしていて一緒に移動する

縦隊から散開隊形へ、あるいはその逆の隊形変換を行う

のならば）スタック毎に移動することができる。実際の

ことができる。隊形変換を行う唯一の機会は、この時だ

移動という行為は、隣接するヘクスへ進入するための移

けである。ユニットによる隊形変換は、アクションの直

動ポイントを消費した時点を指し、必要な移動ポイント

前、あるいはアクションの代わりに行われる。

を消費した後に、新しいヘクスへと進入する。この概念
は他のルールとの関係上重要なものとなる（例：臨機射

6.1 スタック

撃）。
プレイヤーは各ヘクスに 3 ユニットまでなら、何ら罰則
敵の射撃ゾーン内で行われる移動アクションは、敵ユ

を被ることなくユニット（マーカーは含まれない）をス

ニットによる臨機射撃を引き起こすが、その移動アク

タックさせることができる。（敵、あるいは自軍による）

ションが行われるヘクス内に、他に散開隊形の自軍ユ

何れかの活性化の終了時、3 ユニットを超えてスタック

ニットが存在している場合、臨機射撃は引き起こされな

しているユニット毎に、そのヘクスは 1 混乱を被る。た

い。ただし、例外として移動アクションを行って進入す

だし、これは活性化の終了時毎に累加されるものではな

る隣接ヘクスに、離脱しようとしているヘクスに射撃

い。例えば、あるヘクスで活性化の終了時に 2 ユニット

ゾーンを及ぼしている敵ユニットと同じユニットが射撃

のスタック超過が発生した場合、そのヘクスは 2 混乱を

ゾーンを及ぼしている場合がある（他のゲームでいうと

被るが、続く活性化の終了時にもスタック超過状態が継

スタックの例

異なるフォーメーションによるスタックの罰則例

下図の例は活性化の終了時、全てのユニットの移動
が終了した状態である。

左の例の数ターン後、ドイツ軍の 3 ユニットは移動して 2 ユニットが残され、
追加で適用されていた混乱レベルも、回復により 1 レベルを残すのみとなって
いた。そしてここに新たなユニットが移動してきて、活性化の終了時には第
759 連隊の第 7 中隊、第 933 連隊の第 5 中隊、そして第 338 工兵大隊の第 3 中
隊がスタックすることとなった。

ドイツ軍プレイヤーは第 5、第 1、第 7、および第 2
中隊を、1 レベルの混乱状態にある第 6 中隊がすで
に存在するヘクスへと移動させた。活性化の終了時、
スタック超過の罰則が適用される。ドイツ軍プレイ
ヤーは 3 ユニットのスタック制限に対し、2 ユニッ
トのスタック超過の罰則として追加 2 レベルの混乱
が適用され、このヘクスの混乱レベルは 3 になる。
これは活性化終了時の状態であり、ここで追加され
た混乱レベルは、これらのユニットが再度活性化さ
れるまで回復できないことに注意すること。

ここで再度スタック超過状態（5 ユニット）となり、これに加え異なるフォー
メーションのユニットがスタックすることとなった。このため、スタック超過
による追加 2 レベルの混乱、異なるフォーメーションのユニットがスタックす
ることによる追加 1 レベルの混乱が適用された。異なるフォーメーションのユ
ニットがスタックした場合、たとえ 3 つ以上のフォーメーションがスタックし
ても、追加の混乱は 1 レベルまでであることに注意すること。また、（同じ師
団に所属する）白帯ユニットは、異なるフォーメーションのユニットとしては
扱わないことにも注意すること。、最終的にこのヘクスには 4 レベルの混乱マー
カーが置かれる。

© 2018 Compass Games, LLC.
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続していても、追加の混乱を被ることはない。また、混

平地ヘクスの中心点は白である。

乱マーカーは回復により取り除くことができる。
・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
上記に加え、活性化の終了時に異なるフォーメーション
のユニットがスタックしていると（色帯付きのユニット
に限られ、同一師団に所属する白帯ユニットは自由にス
タックすることができる）1 混乱を被る。この混乱はス
タック超過による混乱と累加する。ただし、異なるフォー

費する
・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する
・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

メーションが何種類スタックしていても 1 混乱のみ被
り、活性化終了時に一旦混乱を被ったら、他の活性化終

平地ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に

了時に混乱が累加することはない。

対して防御力を下げる効果もない。

6.1.1 混乱マーカー

林【Woods】

混乱マーカーの効果は、マーカーの置かれたヘクスの全

林ヘクスの中心点は暗緑色で黒く縁取られている。

てのユニットに適用される。そのヘクスからユニットが
移動しても、混乱の効果は移動したユニットと残された
ユニットの両方で継続する。新たに進入したヘクスの混
乱レベルが移動してきたユニットの混乱レベルより低い
場合、そのヘクスの混乱レベルは進入してきたユニット
の混乱レベルまで引き上げられる。同様に、移動してき
たユニットの混乱レベルよりも進入先のヘクスの混乱レ

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する
・装輪ユニットは進入するために 8 移動ポイントを消
費する
・装軌ユニットは進入するために 6 移動ポイントを消
費する

ベルが高い場合、移動してきたユニットの混乱レベルは、
そのヘクスの混乱レベルまで引き上げられる。

林ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対し
て防御力を 2 減少させる。

ユニットが潰走状態になった場合、所属する師団の潰走
ユニット（Routed Units）ボックスに移され、そのユニッ

ブドウ畑【Vineyard】

トからは全ての混乱、釘付け、制圧下マーカーは除去さ
れる。また、潰走ユニットが元々いたヘクスから全ての

ブドウ畑ヘクスの中心点は明緑色で白く縁取られてい

自軍ユニットがいなくなった場合、そこにある全ての混

る。

乱、釘付け、制圧下マーカーも除去される。
・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消

6.2 地形

費する
・装輪ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消

それぞれのヘクスには、地形の種類毎に異なる色の点が
中心に描かれている。ヘクスの地形の種類はその点の色
で識別され、ヘクスに描かれている模様には左右されな

費する
・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

い。例えばヘクスの中心点の色が白の場合、そのヘクス
の地形は、ヘクスに描かれている模様に関係なく平地と

ブドウ畑ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃

して扱われる。

に対して防御力を 1 減少させる。

ヘクスに中心点が描かれていない場合、そのヘクスへは
進入することができない。

沼地【Marsh】

6.2.1 ヘクスの地形の種類

沼地ヘクスの中心点は青で黒く縁取られている。

平地【Clear】

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

© 2018 Compass Games, LLC.

17

Montélimar - The Anvil of Fate
・装輪ユニットは沼地ヘクスに進入することはできな
い。

町ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対し
て防御力を 2 減少させる。

・装軌ユニットは沼地ヘクスに進入することはできな
い。

都市【City】

沼地ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に

都市ヘクスの中心点は黒で白く縁取られている。またヘ

対して防御力を 2 増加させる。

クス全体が暗緑色で縁取られている。

村【Village】

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

村ヘクスの中心点は茶色で黒く縁取られている。

・装輪ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消
費する

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消

・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消

費する

費する

・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

都市ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対

・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消

して防御力を 3 減少させる。

費する
装輪／装軌ユニットは、都市ヘクスで散開隊形になるこ
村ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対し

とはできない。常に縦隊でいなくてはならない。

て防御力を 1 減少させる。
プレイ除外区域【Grayed-Out hexes】
町【Town】
いくつかのヘクス、およびいくつかのヘクスの一部はプ
町ヘクスの中心点は焦げ茶色で黒く縁取られている。

レイ除外区域に指定され、灰色で塗りつぶされている。
その例としてヘクス 29.08 がある。灰色に塗りつぶされ

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

た部分はプレイから除外されるが、それがヘクスの一部
でしかない場合、同じヘクスの他の部分へは進入が可能

・装輪ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消
費する

で、プレイ可能な区域となる。このルールの例として、
河川の両岸に土地が有るヘクスを利用して、ユニットが

・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

自由に河川を越えることを妨げる目的がある。プレイ除
外区域にかかるヘクスサイドは越えることができない。
次のページの例を参照すること。

平地

林

ブドウ畑

沼地

村

町
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同一ヘクスに複数の種類の道路／鉄道が存在する場合、

プレイ除外区域の例
ヘ ク ス 29.08 の I 中 隊 が 移 動 を 開 始 す る。 ユ ニ ッ ト は ヘ ク
ス 28.08 や 30.09 へ進入することはできるが、ヘクス 29.09 と
28.09 へは進入することができない。
プレイ除外区域はこれらのヘクスへの移動を妨害する。
G 中隊も同様に移動を開始する。このユニットには進入可能な
ヘクスが 5 ヘクス（29.09、29.10、30.11、31.09、31.10）あるが、
プレイ除外区域によって妨害されるため、ヘクス 30.09 へ進入
することはできない。

移動を行うプレイヤーが、何れの道路／鉄道を利用する
かを自由に選択することができる。ただし、利用する道
路／鉄道を変更する場合、そのヘクスの地形に応じたコ
ストを消費しなくてはならない。
道路の種類
小道【Trail】
（例：ヘクス 25.35）：茶色の線で描かれた
道。小道を利用して移動するユニットは全て、2 移動ポ
イントを消費する。ユニットが小道のあるヘクスで移動
を開始し、小道から外れることなく移動を終了すると、
追加で 2 移動ポイントを得ることができる（言い換える
と、小道沿いで移動すれば追加 1 ヘクスを移動すること
ができるとうこと）。
舗装道路【Paved Roads】（例：ヘクス 24.42）：黒い線
で描かれた道。舗装道路を利用して移動するユニットは
全て、1/2 移動ポイントを消費する。
鉄道【Railroads】（例：ヘクス 22.04）：黒い破線で描か
れた道。鉄道を利用して移動するユニットは全て、1 移
動ポイントを消費する。列車砲ユニットは、常に鉄道上
に留まらなくてはならない（25.0 参照）。
脱出路【Evacuation Roads】
（例：ヘクス 13.49）：赤い

道路／鉄道【Roads】

線で描かれた道。脱出路は移動に関して、全て舗装道路
と同様に扱われる。ドイツ軍が勝利ポイントを獲得する

CSS: Montélimar には 4 種類の道路／鉄道が存在する。

ために、脱出路が連合軍の射撃ゾーンに晒されていない

これらは基本的に同じ機能を持つ。道路に沿って新たな

かを判定する必要がある。この判定に使われる以外、脱

ヘクス進入する場合、そこに存在する地形を無視して道

出路に特に意味はない。

路移動による移動ポイントの消費で移動することができ
る。ユニットは道路を利用せずに移動することもできる。

6.2.2 ヘクスサイドの地形の種類

その場合はヘクスの中心点の色に該当する地形のコスト
に従って、移動ポイントを消費する。道路ヘクスでもそ

ヘクスサイドの地形は、その模様が完全にヘクスサイド

れらに沿って進入しない限り、元の地形のコストに従っ

を覆っていなくても、そのヘクスサイド全体に効果が適

て移動ポイントを消費しなくてはならない。道路／鉄道

用されるものとする。

は、照準線には影響を与えない。
道路を利用して移動するには、ユニットは縦隊でなくて

小川

はならない。散開隊形のユニットは、常にそのヘクスの

斜面

地形のコストに従って移動ポイントを消費しなくてはな
らない。

急斜面

稜線
小道

舗装道路

鉄道

脱出路

小川
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小川【Stream】
小川はヘクスサイド沿いに水色で描かれている（例：ヘ

降り

ド

イ
スサ

クスサイド 76.49/76.50）。小川ヘクスサイドは妨害地形

ヘク

ではない。また、ヘクスの防御力に影響を与えることは

斜面

ない。

斜面

登り

斜面

・徒歩ユニットは小川ヘクスサイドを越えるために追
加 1 移動ポイントを消費する。
・装輪ユニットは小川ヘクスサイドを越えることはで

降り斜面ヘクスサイドを越えて行われた直接射撃は、火
力に +1 の修正を受ける。

きない。
・装軌ユニットは小川ヘクスサイドを越えることはで

全てのユニットが登り斜面ヘクスサイドを越えて白兵戦

きない。

を行う場合、白兵戦解決のダイスの目に -2 の修正を受
河川【River】

ける。

河川はヘクス全体にかかるように幅のある青で描かれて

全てのユニットが降り斜面ヘクスサイドを越えて白兵戦

いる。ヘクスサイド 13.27/13.28（小川）とヘクスサイ

を行う場合、白兵戦解決のダイスの目に +2 の修正を受

ド 14.28/14.29（河川）で描かれ方の違いを例示する。

ける。

河川ヘクスサイドは妨害地形ではない。また、ヘクスの

急斜面【Steep Slopes】

防御力に影響を与えることはない。全てのユニットは道
路を利用しないで、河川ヘクスサイドを越えることはで

急斜面ヘクスサイドは、斜面がこげ茶色で描かれている。

きない。

急斜面の例はヘクスサイド 19.42/19.43 である。

斜面【Slopes】

・徒歩ユニットは急斜面ヘクスサイドを越えて同一レ
ベル、または低い入れレベルへ移動する場合、追加 1

斜面ヘクスサイドは、斜面が白で描かれている。斜面の

移動力の消費を必要とする。また、高いレベルへ移動

例はヘクスサイド 50.27/50.26 である。

する場合、追加 3 移動力を消費する。装輪／装軌ユニッ
トは道路／鉄道を利用しない限り、急斜面ヘクスサイ

斜面ヘクスサイドには登り斜面と降り斜面もある。

ドを越えることはできない。
・支援火器を配備されているユニットは、道路／鉄道

視認するユニット、あるいは目標となるユニットのいる

を利用しない限り、急斜面ヘクスサイドを越えること

ヘクスに存在するのでない限り、斜面ヘクスサイドは同

はできない。
・視認するユニット、あるいは目標となるユニットの

じレベルの照準線を妨害する。

いるヘクスに存在するのでない限り、急斜面ヘクスサ
斜面ヘクスサイドを越える際に、追加の移動ポイントの

イドは照準線を妨害する。登りの急斜面を越える白兵

消費は必要としない。斜面ヘクスサイドを越えての射撃

戦や直接射撃は防御力を 3 減少させる。また、降りの

は、何ら影響を被らない。

急斜面や同じレベルの急斜面を越える白兵戦や直接射
撃は防御力を 1 減少させる。

異なるレベルを挟んで存在する斜面ヘクスサイドは、登

急斜面ヘクスサイドを越える際の白兵戦への修正は、

り斜面／降り斜面ヘクスサイドとして扱う。

全てのユニットが急斜面ヘクスサイドを越えて白兵戦
を仕掛けた場合にのみ適用される。

登り斜面ヘクスサイド（降り斜面ヘクスサイドは関係な

・支援火器を配備されたユニットは、急斜面越しに白

い）を越えて移動するユニットは、追加 1 移動ポイント

兵戦を仕掛けることができるが、急斜面を越えて前進

を消費する。

する場合は、支援火器を、師団ディスプレイの再割り

登り斜面ヘクスサイドを越えて行われた直接射撃は、火

当て支援火器ボックスに移さなくてはならない。

力に -1 の修正を受ける。

© 2018 Compass Games, LLC.
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稜線【Ridge】
隣接ヘクスから敵ユニットがいなくなったら、稜線マー
稜線ヘクスサイドは、茶色の線で描かれている。

カーは除去される。稜線マーカーはユニットが活性化さ
れた際に除去することができる。ただし何らアクション

・徒歩ユニットは道路／鉄道に沿って移動するのでな

を行う必要はなく、自由に取り除くことができる。プレ

い限り、稜線ヘクスサイドを越える際に追加 2 移動ポ

イヤーが稜線マーカーを取り除いた場合、相手プレイ

イントの消費を必要とする。

ヤーは直ちに稜線マーカーを置くことができる。

・支援火器が配備されているユニットは、道路／鉄道
に沿って移動しない限り、稜線ヘクスサイドを越える

稜線マーカーを置かれたユニットにはいくつかの効果が

ことはできない。

適用される。稜線ヘクスサイド越しに射撃、あるいは白

・装輪／装軌ユニットは道路／鉄道を利用しない限り、
稜線ヘクスサイドを越えることはできない。

兵戦を受けた場合は有利な修正を受けるが、稜線ヘクス
サイドを越えないで受けた射撃、および白兵戦について

・視認するユニット、あるいは目標となるユニットが

は、不利な修正を受ける。この影響は、どの稜線ヘクス

稜線に隣接したヘクスにいるのでない限り、稜線ヘク

サイドに絡んで稜線マーカーが置かれたかは関係なく、

スサイドは照準線を妨害する。

全ての戦闘において適用される。

・稜線ヘクスサイドを越しに直接射撃、白兵戦、ある
いは臨機射撃を受けた場合、防御力は 2 減少する。

稜線マーカーが置かれたユニットには、以下の効果が適

稜線ヘクスサイドを越える際の白兵戦への修正は、全

用される。

てのユニットが急斜面ヘクスサイドを越えて白兵戦を

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ

仕掛けた場合にのみ適用される。

イド越しに白兵戦、または（直接、および臨機）射撃
を受けた場合、部隊練度に +1、および防御力に -1 の

稜線ヘクスサイドに隣接する自軍ユニットに対し、敵ユ

修正を（それぞれ）受ける。これは稜線マーカーが置

ニットが稜線ヘクスサイド越しに隣接してきた場合、プ

かれていないユニットに対して行われた稜線ヘクスサ

レイヤーは直ちに自軍ユニット上に稜線マーカーを置く

イド越しの射撃、および白兵戦への－ 2 修正に累加し

ことができる。稜線マーカーを置くことで、臨機射撃を
引き起こすことはない。この時プレイヤーが稜線マー

て適用される。
・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ

カーを置くことを選択しなかった場合、敵プレイヤーが

イド越しに（直接、あるいは臨機）射撃を行った場合、

稜線マーカーを置くことができる。

火力に +2 の修正を受ける。通常の -1 の修正は適用

稜線マーカーの使用例
ドイツ軍プレイヤーは F 中隊を攻撃
するために、第 7 中隊をヘクス 18.40
へと移動させた。アメリカ軍プレイ
ヤーは稜線の利用を宣言し、アメリカ
軍ユニットの上に稜線マーカーを置い
た。
これによってアメリカ軍は第 7 中隊か
らの射撃、および白兵戦（第 7 中隊の
みから攻撃された場合）に対し稜線の
地形効果を得ることとなった。しかし
ドイツ軍プレイヤーは、続いて第 6 中
隊をヘクス 19.38 へと移動させた。
上記の行動により、第 7 中隊は射撃に
対し –3 の不利な修正を受けるが、第
6 中隊は（稜線を越えずに稜線マー
カーの載ったユニットへの射撃で）
+2 の修正を受けることになる。
そして第 6 中隊単独、あるいは第 6、
第 7 中隊協同でアメリカ軍へ白兵戦を
仕掛けると +2 の修正を受ける。
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されない。また、間接射撃は影響を受けない。

7.1.2 照準線と高度差

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ
イド越し以外の箇所から白兵戦、または（直接、およ

互いのユニットが異なるレベルに存在する場合、話はも

び臨機）射撃を受けた場合、敵ユニットは部隊練度に

う少し複雑になる。

+2、および火力に +2 の修正を（それぞれ）受ける。
これは他の修正に累加して適用される。この修正は、

まずゲームにおいて、レベル 1 ～レベル 3 までの高度が

稜線ヘクスサイドを越えないで白兵戦仕掛けたユニッ

ある。

トが存在すれば適用され、稜線ヘクスサイドを越えて

同一ヘクスに複数のレベルが混在している場合、ユニッ

白兵戦を仕掛けるユニットが同時に存在しても構わな
い。

レベル 1

支援火器の配備されたユニットが稜線ヘクスサイド越し
に白兵戦を行い、戦闘の結果空いたヘクスへ前進する場

レベル 2

合、その支援火器は除去されて、所属する師団の再割り
当て支援火器ボックスへと移される。

レベル 3

7.0 照準線
敵ユニットを射撃する、あるいは間接射撃の為に観測す
るには、その目標となるヘクスを視認できなくてはなら

トは常により高いレベルに存在しているものとして扱

ない。また、照準線はユニットの射程とともに射撃ゾー

う。

ンを決定する。ただし、射撃ゾーンは決して照準線より
遠くに広がることはないが、射撃ゾーンが照準線より短

ユニットがそれぞれ異なるレベルに存在する場合、その

い距離に制限されることがあることに注意すること。例

扱いは以下に要約される。

えば、敵ユニットに隣接されているユニットの射撃ゾー
ンは隣接ヘクスまでしか広がらないが、間接射撃の観測

照準線の途中に、視認側、あるいは目標側ヘクスの何れ

のための照準線は、隣接する敵ユニットに関係なく限界

かより高いレベルのヘクスが存在する場合、照準線は妨

まで広がる。基本的に照準線は、視認するユニットの存

害される。

在するヘクスの中心点から、目標となるヘクスの中心点
a) 照準線の途中に、視認側、目標側ヘクスの何れか高

まで直線を引くことによって設定される。

いレベルと同じレベルのヘクスが存在する場合、照

7.1 照準線の設定

準線は妨害される。
b) 視認側、目標側の何れか低いレベルのヘクスに隣接

7.1.1 総則

するヘクスがそのヘクスより高いレベルである場合、
そこを通る照準線は妨害される。いわゆる死角にな

視認を行おうとしているユニットの存在するヘクスの中
心点から、目標となるヘクスの中心点までを結ぶ直線を
「照準線」と言う。

るということで、例を参照して欲しい。
c) 上記 b) が適用されないが、視認側、目標側ヘクスの
何れか高いレベルと同じレベルの妨害地形のヘクス
サイド（斜面、急斜面、稜線ヘクスサイド）を通し

a) 視認する側のヘクスと目標ヘクスの両方が同一レベ

て照準線が引かれる場合、そのヘクスサイドが視認

ル（高度）に存在し、間に妨害地形が存在する場合、

側、あるいは目標側のヘクスと接しているのでない

その照準線は妨害される。ただし、目標ヘクス自体

限り、照準線は妨害される。

が妨害地形で、他に妨害地形が存在しない場合、照
準線は妨害されない。

d) 妨害地形ヘクスサイドに沿って照準線が引かれる場
合、それは妨害される。

b) 照準線がヘクスサイドに沿って引かれる場合、隣接

e) 視認側と異なるレベルのヘクスに妨害地形が存在す

するヘクスの一方が妨害地形で、もう一方が妨害地

る場合、上記 a) ～ d) に該当しない限りそのヘクスを

形でない場合、照準線は妨害されない。

通す照準線は妨害されない。
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また、照準線には以下の決まり事がある：

照準線（7.1.2）の例
ケース A：第 110 連隊の第 6 中隊の照準線を確認する。彼は I
中隊（ヘクス 10.33）を視認することはできるが、第 133 大隊（ヘ
クス 12.34）は、お互いの間に自分達より高いレベルの地形が
存在するため、視認することはできない。なので第 133 大隊
も第 6 中隊を視認することはできない。
ケース B：アメリカ軍の B 中隊はドイツ軍の第 7 中隊を視
認することはできるが、第 5 中隊を視認することはできない。
アメリカ軍中隊からドイツ軍第 5 中隊へと引かれる照準線は、
視認側より目標側が低いレベルに存在し、視認側に隣接する
ヘクスは目標側のヘクスより高いレベルに存在するため、ヘ
クス 11.31 に死角を作り出している。そして、第 5 中隊はその
死角に存在している。もちろん第 5 中隊もアメリカ軍中隊を
視認することはできない。
ケース C：アメリカ軍の K 中隊は、照準線が急斜面ヘクスサ
イドを通過し、そのヘクスサイドが視認側と目標側ユニット
の何れにも隣接していないため、ドイツ軍の第 7 中隊を視認
することはできない。
ケース D：アメリカ軍の E 中隊は、照準線が妨害地形ヘクス
サイドに沿って引かれるため、ドイツ軍の第 6 中隊を視認す
ることができない。

・視認側から目標側に照準線が引けた場合、他にルー
ル上の規定がない限り、自動的に反対方向に向けても
引くことができる。
・好天の日中ターンに照準線は最大で 8 ヘクスまで引
くことができるが、雨のターンには 3 ヘクスまでにな
る。また、夜間ターンは 1 ヘクスまでしか引くことが
できない。
・砲煙、および砲撃マーカーは、そのマーカーのある
ヘクス内のユニットの照準線を 1 ヘクスに制限する。
・敵ユニットが照準線を妨害することはない。
・ユニットは常に隣接ヘクスを視認することができる。

7.2 射撃ゾーン
射撃ゾーンは、2 つの概念によって構成される。それは
敵ユニットが視認されていて、そのユニットが射撃を受
ける可能性があるかということである。敵ユニットが自
軍ユニットより 2 ヘクス以遠の距離に存在し、照準線が
妨害されていなくても、自軍ユニットの射程が 1 ヘクス
しかない場合、敵ユニットは射撃を受ける可能性が無い

以下にアメリカ軍の照準線について要約する：

ので、射撃ゾーン内に存在することにはならない。同様

K 中隊はドイツ軍の第 6 中隊を視認することができる
B 中隊はドイツ軍の第 6、および第 7 中隊を視認することがで
きる
I 中隊はドイツ軍の第 6 中隊のみを視認することができる
E 中隊はいかなるドイツ軍も視認することができない
第 133 野砲大隊はいかなるドイツ軍も視認することができな
い（そしてアメリカ軍プレイヤーにとって重要なのは、全て
のドイツ軍から視認されないということである）

に、敵ユニットが自軍ユニットより 2 ヘクス以遠の距離
に存在し、照準線が妨害されている場合は、例え自軍ユ
ニットの射程が何ヘクスあっても、敵ユニットは射撃
ゾーン内に存在することにはならない。
他にも以下の決まり事がある：
・自軍ユニットに敵ユニットが隣接している場合、自
軍ユニットの射撃ゾーンは隣接ヘクスにのみ（1 ヘク
スだけ）広がる。
・ユニットの上に砲煙、あるいは砲撃マーカーが置か
れている場合、そのユニットの射撃ゾーンは 1 ヘクス
までに制限される。
・間接射撃ユニットは自身の射撃ゾーンを持たない。
・射撃が不可能なユニットは（いかなる理由であって
も）、射撃ゾーンを持たない。
・集中射撃マーカーを置かれているユニットは、射撃
ゾーンを持たない。

8.0 射撃アクション
射撃アクションは、活性化されたユニットが行うことの
できるアクションの 1 つである。プレイヤーは射撃を行
う（単独、あるいはスタックの）ユニットを選択し、次
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に目標（射撃ゾーン内にあるヘクス、あるいは特定の装

目標ヘクスに装甲目標が存在しない場合、射撃の対象は

甲目標ユニット）を選択したら火力に諸々の修正を加え

「ヘクス」となり、そのヘクス内の全てのユニットに射

てダイスを振る。ダイスの目が修正後の火力以下だった

撃の結果が適用される。目標ヘクスに装甲目標しか存在

場合、戦闘結果表（Combat Result Table）で射撃の種
類とダイスの目の交差するところを見る。そこに記され
た結果によりヘクスの混乱レベルが上昇したり、制圧、
潰走チェック、全滅といった結果を被る。
射撃を行うヘクスは、そのヘクスに何ユニットが存
在していても、1 回のアクションで 1 回のみ直接射撃、
または間接射撃を行うことができる。

8.1 射撃の種類
射撃には 3 種類の直接射撃と 1 種類の間接射撃がある。
直接射撃の種類：
・小火器射撃（火力が赤いボックスで囲まれているもの）
・榴弾／火炎放射器射撃（火力が黄色のボックスで囲
まれているもの）
・対戦車射撃（火力が青いボックスで囲まれているもの）
注：火力が白いボックスで囲まれているものは、プレイ
ヤーが任意に榴弾射撃か対戦車射撃かを選択することが
できる。
ユニットに射程が記されていない全てのユニットは、射
程が 1 ヘクスであるとみなす。
間接射撃ユニットは、火力が黒いボックスで囲まれてい
る。
間接射撃ユニットは個別の装甲目標を射撃することはで

目標選択の例
第 157 連隊の第 1 大隊には、射撃の目標として選択可能なド
イツ軍ユニットがいくつか存在していた。
ヘクス 39.37 には歩兵第 6 中隊と、ハーフトラックに乗車した
第 7 中隊が存在している。そして歩兵中隊は非装甲目標で、ハー
フトラックは装甲目標である。アメリカ軍プレイヤーは、（装
甲目標がヘクス内に存在することによる -2 の修正を受けて）
ヘクスを目標とするか、装甲目標自体（ハーフトラック）を
目標とするかを選択することができる。
ヘクス 40.37 には（縦隊の）2 個歩兵中隊とタコツボが存在し
ている。アメリカ軍プレイヤーは（装甲目標が存在しないの
で）、ヘクスを目標とすることのみが可能で、折角の対戦車砲
による +3 の修正を生かすことはできない。ドイツ軍ユニット
は何れも縦隊なので、アメリカ軍プレイヤーはどちらのユニッ
トを目標とするかを選択することができる（ただし、どちら
のユニットも防御力が同じなので、ここでその選択に意味は
ないが）。アメリカ軍プレイヤーは射撃で潰走の結果を得るこ
とにより、ドイツ軍ユニットを退却させることができる。
ヘクス 41.37 には、ドイツ軍の 2 個中隊（一方が散開隊形で、
一方が縦隊）と（支援火器として）火炎放射器が存在している。
ここでもアメリカ軍は、ヘクスを目標とすることのみが可能
だが、（攻撃側プレイヤーは自身が選択することにより、敵支
援火器を防御の修正に加えることができれば：8.3.1 の 2 番目
の項目を参照）火炎放射器が存在することにより +1 の修正を
受けることができる。ただし、どちらのユニットが目標にな
るかは、一方のユニットが散開隊形にあるので、防御側が選
択することになる。
ヘクス 41.38 にはドイツ軍の優秀なパンター中隊が存在してい
る。このヘクスに対して射撃を行う場合、アメリカ軍プレイ
ヤーはこの装甲目標に対する射撃に限られる（非装甲目標が
存在していない）。

きない。また、対戦車射撃ユニットは、ヘクスを目標と
して射撃することはできないことに注意すること。

8.2 射撃アクションの手順
射撃アクションを行うためには、射撃を行うユニッ
トの射程内にあって、その射撃ゾーン内で照準線を引く
ことのできるヘクスを選択する。プレイヤーは 1 回の活
性化において、同一目標に対して同一ヘクスから行うこ
とのできる（直接、あるいは間接）射撃は 1 回のみである。
ただし 1 つのヘクス、あるいは 1 つの装甲目標は、射撃
の実施可能なユニットが複数のヘクスに存在すれば、複
数回射撃を受けることがある。
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しない場合、プレイヤーは射撃の目標として 1 ユニット
のみを選択する（そしてそのユニットに対してのみ結果
が適用される。ただし、そのユニットが潰走チェックに
失敗した場合、そのヘクスの他の全てのユニットは釘付
け状態になる）。

f) 射撃ユニットが集中射撃を行っている場合、1 を加え
る（8.3.6 参照）。
g) 目標がヘクスである場合、そのヘクスに倉庫目標が
存在すると、–2 の修正が加えられる。
h) 雨の効果（‒1）、および夜間の効果を適用する（8.3.7
参照）。

同一ヘクス内に装甲目標と非装甲目標が混在している場
合、射撃側のプレイヤーは、ヘクス（非装甲目標）を目

8.3.1 目標ヘクス／目標装甲ユニットの防御力

標とするか、装甲目標を目標とするかを選択する。戦闘
結果を求めるダイスを振ったときに 0 の目が出た場合、
その射撃における火力へのいかなる修正も無視して、ダ

・目標が装甲目標ユニットの場合、そのユニットの防
御力を使用する。

イスの目が 0 の場合の結果を適用する。またダイスの目
が 9 の場合、火力への修正如何に拘わらず結果は失敗と

・目標がヘクスの場合：
a) そのヘクスに 1 つでも散開隊形のユニットがいる

なり、何ら効果は及ぼされない。

場合、防御側プレイヤーがどのユニットの防御
射撃を行ったユニットに加え、射撃ユニットと同じ射撃

力を使用するかを選択し、そのユニットが射撃

に参加することになったユニット（8.3.4）も、射撃アク

の目標ユニットとなる。この時防御側は、支援

ションを実行したものとみなされる。ユニットを直接指

火器を 1 つ防御力に加えることができる。

揮（師団／フォーメーションの第 2 アクション、および
直接指揮チットによるもの）によって活性化し、他のユ

あるいは

ニットを同じ射撃に参加させたい場合、それらのユニッ
トにも DC を消費しなくてはならない（第 2 アクション

b) 目標ヘクスに縦隊ユニットしかいない場合、目
標ユニットは攻撃側プレイヤーが選択すること

の場合は指揮下になくてはならない）。

ができる。この時攻撃側は、目標となったユニッ

8.3 火力への修正

トと同じヘクスにある指揮官、ヒーローを、お
よび支援火器を攻撃側プレイヤーの任意に防御

射撃ユニットとその目標ヘクス（ユニット）が決まった

力として加えることができる（義務ではない）。

ら、火力への修正を計算する。

時として（火炎放射器のように）一部のマーカー

修正は常に火力に対して行われ、ダイスの目に修正が適

には、目標ヘクスの防御に際して不利になるも

用されることはないことに注意すること。なのでマイナ

のがある。

スの修正は防御側に有利にはたらき、プラスの修正は防
御側に不利にはたらく。プレイヤーはマイナスの修正を

・上記の a)、b) 何れでも目標がヘクスで、そのヘクス

加えることになったら火力を減じることになり、マイナ

に装甲目標が存在する場合、防御力に ‒2 の修正が加

スの修正を引くことになったら、火力を増加させること

わる。

になる。

8.3.2 射撃における支援火器、指揮官、ヒーロー
a) 目標がユニットの場合、そのユニットの防御力を適
用する。また、目標がヘクスの場合、適用可能なユニッ

射撃ユニットが散開隊形にある場合、その射撃ユニット

トの防御力を適用する（8.3.1 参照）。

に 1 ユニットの支援火器を加えることができる。これに

b) 射撃を行うユニットと一緒にいる支援火器、指揮官、
ヒーローの修正を適用する（8.3.2 参照）。
c) 射撃ユニット、および防御ユニットに置かれている
状態マーカーと防御施設の影響を適用する（8.8.3 参

加え、射撃ユニットが散開隊形でも縦隊でも、1 人の指
揮官と 1 人のヒーローを射撃に加えることができる。た
だし、上記のいずれも射撃ユニットと同じフォーメー
ションに所属していなくてはならない。

照）。
d) 射撃ユニットスタックして参加可能なユニットを加
e) 目標ヘクスの地形による防御効果を適用する（8.3.5
参照）。

また、加えられた支援火器と元の射撃ユニットで射撃の
種類が違う場合、射撃の種類は支援火器のものに統一さ

える（8.3.4 参照）。

れる。指揮官は射撃の種類を変更することはない（その
ため、指揮官の火力ボックスには色がついていない）。
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また、火力を加えるために支援火器は、元の射撃ユニッ
トと同じか、それ以上の射程を有していなくてはならな

射撃の例

い。

ここでは前と同じ例を使用して、ヘクス 39.37 へのアメリカ軍
による攻撃の火力を計算する。

8.3.3 状態マーカー

目標には装甲目標と非装甲目標が存在している。アメリカ軍
プレイヤーは何れに対しても射撃を行うことができるが、両
方に対して行うことはできない。

状態マーカーは射撃ユニットの火力、目標ヘクス／目標
装甲ユニットの防御力に影響を与える。これらには、混
乱、釘付け、砲煙、および防御施設マーカーが含まれ
る。射撃ユニットのヘクスの状態マーカーは射撃ユニッ
トに、目標ヘクスの状態マーカーは目標の防御力に影響
を与える。

8.3.4 他のユニットによる火力の増強
射撃ユニットが散開隊形にある場合、同一ヘクスで散開
隊形にある他のユニットも、その射撃に参加することが
できる。元の射撃ユニット以外の散開隊形のユニット 1
ユニットにつき、射撃ユニットの火力に 1 が加えられ
る。例えば、散開隊形の射撃ユニット以外に 2 ユニット
の散開隊形のユニットが存在する場合、射撃ユニットの
火力が 2 増加する。射撃に追加で参加することのできる
ユニットは、2 ユニットまでである。なお、こうして射
撃に参加したユニットも、射撃アクションを行ったもの
とみなされる。また、こうして射撃に参加するユニット
は、元の射撃ユニットと同じかそれ以上の射程を有して
いなくてはならない。

8.3.5 防御側の地形効果
地形効果表を参照し、防御側ユニットのいる地形の防御
力をユニットの防御力に加える。目標ヘクスのヘクスサ

25

アメリカ軍プレイヤーは、C 中隊で装甲目標を射撃することに
した。もちろんどの歩兵中隊で射撃を行っても、全て直接射
撃の火力が 4 なので同じだが。ここでこの 4 火力には、以下
の修正が入る（下記の a 〜 h は 8.3 に記載された a 〜 h に該当
する）：
a) 目標の防御力 (0)
b) 対戦車方（AT）ユニットは装甲目標に対する青の火力をも
ち、支援火器として (+3) の修正を得る（そして戦闘結果表
上で対装甲射撃の欄を使用する）
c) 射撃側にも目標側にも状態マーカーは載せられていない (0)
d) 射撃を行うユニット以外に 2 個アメリカ軍ユニットが存在
している (+2)
e) 目標側の地形は平地 (0)
f) 集中射撃を行う (+1)
g) 装甲目標に対する射撃なので修正は適用されない (0)
h) 雨が降っておらず天気は良好である (0)
修正後の火力は以下の通りである：
4+(0)+(+3)+(0)+(+2)+(0)+(+1)+(0)+(0)=10
これは素晴らしい射撃である（8 を超えたら全て同じだが）。
戦闘結果表の右側にある対装甲射撃の欄を使用し、戦闘のダ
イスの目で 9 が出ると何ら損害を与えない。ダイスの目が 0、
および 2 〜 3 の場合、目標ユニットは潰走チェックを行わな
くてはならない。ダイスの目が 1 の場合も潰走チェックを行
うが、TQC のダイスの目から 1 が引かれる。
戦闘のダイスの目で 4 〜 8 が出ると、ハーフトラックは破壊
される（乗車していた歩兵も同様である）。射撃の結果同一ヘ
クスに存在する歩兵（第 6 中隊）にも与える唯一の影響は、
潰走チェックに失敗した場合の釘付けの結果である。

イドに地形効果が存在し、そのヘクスサイドを照準線が
通過している場合、その地形効果もさらに加えられる（間
接射撃は除く）。

8.3.6 集中射撃【Concentrated Fire】
射撃ユニットが散開隊形の場合、その火力を 1 増加させ
るために、集中射撃マーカーを使うことできる。プレイ
ヤーは射撃側ヘクスに集中射撃マーカーを置く。マー
カーはこの時の活性化中はそのヘクスに置かれ続ける。
その後、そのヘクスのユニットが師団／フォーメーショ
ンチット、あるいは直接指揮チットによって活性化され
た場合、マーカーは除去される。このとき活性化される
ユニットは、そのヘクス内の 1 ユニットだけでかまわな
い。集中射撃マーカーが置かれているヘクスは射撃ゾー
ンを持たず、臨機射撃を行うこともできない。
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上記に加えアメリカ軍の砲兵は集中射撃による効果

い）。

的な射撃が可能で、アメリカ軍の間接射撃（のみ）は集
中射撃で火力に 1 を加えることができる（ここで加えら

R** – 潰走チェック：TQC のダイスの目から 2 を引い

れた火力は砲煙マーカーの種類にも影響する）。間接射

て潰走の判定を行う。判定に失敗したユニットが縦隊な

撃ユニットの上に集中射撃マーカーが置かれる。追加さ

ら潰走し、それ以外の場合、そのヘクスは釘付け状態に

れる 1 火力は、このヘクスから行われる個々のユニット

なる。

の間接射撃に影響を与えるが、異なったヘクスを目標と
することはできない。集中射撃マーカーを除去するため

R* – 潰走チェック：TQC のダイスの目から 1 を引いて

には、完全な活性化が必要になる。マーカーの置かれて

潰走の判定を行う。判定に失敗したユニットが縦隊なら

いるヘクスは、通常の集中射撃マーカーが置かれた場合

潰走し、それ以外の場合、そのヘクスは釘付け状態にな

と同様の影響を受ける。

る。

8.3.7 雨天／夜間

R – 潰走チェック：TQC により潰走の判定を行う。判
定に失敗したユニットが縦隊なら潰走し、それ以外の場

・雨天のターン中、全ての火力は 1 減少する

合、そのヘクスは釘付け状態になる。

・夜間のターン中、全ての火力は 1 減少する
（上記の効果は何れも累加する）

E – 全滅【Eliminated】：目標ユニットはプレイから除
去される。

8.4 射撃の解決

戦闘結果の適用は、戦闘結果表に記載された順番に（左
射撃ユニットの修正後の火力が決定したらダイスを振

から）適用される。例えば、潰走チェックを行う前に混

り、出た目が修正後の火力以下であったなら、戦闘結果

乱の結果がそのヘクスに適用される。

表上の該当する射撃の種類の欄から結果を求める。
何らかの理由で全滅した司令部は、該当する師団ディス
ダイスの目が修正後の火力を超えていたら、その射撃は

プレイの潰走ユニットボックスに置かれる。

失敗し、目標ヘクス／ユニットへの効果はなしとなる。
ダイスの目が 0 の場合、修正後の火力がいくつであって
も、ダイスの目が 0 の欄の結果を適用する。またダイス
の目が 9 の場合、修正後の火力に関係なく、常に射撃は
失敗とみなされる。
火力の修正を得るために支援火器を使用しているとき、
射撃のダイスの目が 9 の場合、その支援火器は故障した

8.5.1 潰走チェック

ものとみなされ、師団の再割り当て支援火器ボックスに
置かれる。これらの支援火器は、後にプレイへの復帰は

目標ヘクスが潰走チェックを行う時点で、そのヘクスに

可能である。

複数の縦隊ユニットが存在する場合、攻撃側プレイヤー
がその中から潰走チェックを行うためのユニットを選択

8.5 射撃の結果

する。目標が特定の装甲目標ユニットの場合、そのユニッ
トが潰走チェックを行う。

S – 制圧【Suppressed】
：防御側ユニットの全てが制圧
下になる（そのヘクスに制圧マーカーが置かれる）。

ダイスを振って以下の修正を適用する：

DG1, 2, 3, 4 – 混乱【Disorganized】
：混乱レベルは累

a) 戦闘結果に＊が 1 つあったら 1 を。2 つあったら 2 を

加し、現在のレベルに新しい結果（混乱レベル）が加え

引く

られる。混乱のレベルが 4 を超えた場合、超えたレベル

b) 目標となったヘクスの防御力を適用する

1 につき、そのヘクスのユニットが 1 ユニット除去され

c) 目標ヘクスに存在する指揮官、およびヒーローの部

る（除去されるユニットは防御側プレイヤーが選択し、

隊練度修正を引く（射撃目標がヘクスか、特定ユニッ

必ずしもその時目標となったユニットである必要はな

トであるかは関係ない）
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d) 目標ユニットの防御力を適用し（併せて防御施設の

復帰させたユニットは、その復帰自体がアクションとし

防御力も適用する）、状態マーカーによる部隊練度修

て扱われるが、可能なら第 2 アクションを行うことはで

正も適用する

きる。

修正後のダイスの目が判定を行ったユニットの部隊練度

ユニットの復帰は、常に任意であり強制されることはな

以下だった場合判定は成功し、なにも起きない。

い。

修正後のダイスの目が判定を行ったユニットの部隊

8.5.3 戦闘結果の他の影響

練度を超えてしまった場合、そのユニットは潰走する。
ユニットは釘付けと制圧の両方の効果を受けることはな
ユニットが潰走した場合、そのユニットの所属する師団

い。釘付け状態のユニットがさらに釘付けの効果を被っ

司令部まで通過可能な経路がたどれる場合（移動の種類

た場合、そのユニットは制圧の効果を受ける。射撃によっ

は無視してかまわない）、そのユニットの所属する師団

て混乱レベル 4 を超えて混乱の効果を被った場合、その

ディスプレイの潰走ユニットボックスに置かれる。潰走

超えた分の効果は、ユニットの除去に置き換えられる。

ユニットボックスに置かれたユニットには、それまで置
かれていた状態マーカーは除去される。潰走ユニットか

釘付け、あるいは制圧下にあるヘクスがさらに制圧

ら司令部までたどるルート上には（その時点でいるヘク

の効果を受けた場合、そのヘクス内の全てのユニットは

スを除き）、敵の射撃ゾーンが存在していてはいけない。

除去される。

潰走ユニットが司令部までルートをたどれない場合、ユ
ニットは除去される。

状態マーカーの詳細については、10.2 にて後述する。

ユニットが潰走した場合、同じヘクス内の残りのユニッ

8.5.4 戦闘結果の影響一覧

トは釘付け状態になる。
戦闘
結果

火力

移動力
への影響

部隊練度
への影響

白兵戦
への影響

全て取り除かれる。

DG

–1

–1

なし

なし

ユニットの潰走によって支援火器の超過状態（支援火器

2DG

–1

–1

–1

なし

3DG

–2

半分

–1

なし

4DG

–3

半分

–2

実行不可

S

不可

移動不可

–1

実行不可

P

–3

なし

なし

実行不可

ユニットの潰走によって、元のヘクスにユニットが存在
しなくなった場合、そのヘクスにあった状態マーカーは

の数がユニットの数を上回る）になったら、所有プレイ
ヤーは任意の超過分支援火器を、それらが属する師団の
再割り当て支援火器ボックスへと移さなくてはならな
い。
判定におけるダイス目が 0 の場合は常に成功とみなさ
れ、9 の場合は常に失敗とみなされる。

8.5.2 潰走ユニットのプレイへの復帰
ユニットを活性化した場合（師団／フォーメーション

8.6 臨機射撃

チットによるものでも、直接指揮チットによるものでも

臨機射撃は非活性化ユニットによって行われる。移動や

かまわない）、潰走ユニットボックスからプレイに復帰

白兵戦によって敵ユニットが臨機射撃を引き起こしたと

させることができる。司令部以外のユニットは、師団司

き、臨機射撃を引き起こしたユニットを射撃ゾーン内に

令部と同じヘクスか隣接するヘクスへ置かれる。潰走し

納めている非活性化ユニットによって、それら敵ユニッ

た司令部ユニットは、師団指揮官と同じヘクスか隣接す

トに対する射撃アクションが行われる。白兵戦の結果に

るヘクスへ置かれる。ユニットを復帰させるヘクスは、

よる戦闘後前進では臨機射撃は引き起こされない。

敵の射撃ゾーン内にあってはならない。復帰可能なヘク
スが無い場合、ユニットは復帰させることができない。

臨機射撃は当該ヘクス毎に、非活性化側プレイヤーの任
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意の順番で行われる。臨機射撃は通常の射撃と同様に行

Fire）マーカー置く（例外：継続射撃で後述する）。こ

われる（同様の修正が適用される）。臨機射撃は敵射撃

のマーカーは、そのヘクスからユニットがいなくなった

ゾーン内のヘクスを離脱する際（ヘクスに進入する際で

場合、あるいはそのヘクス内のユニットが活性化された

はなく）に行われる。離脱するヘクスに、他に散開隊形

場合に除去される。マーカーを除去するには、そのヘク

のユニットがいる場合、臨機射撃は引き起こさない。た

ス内の 1 ユニットでも活性化されれば良い。

だし、同一ユニットの射撃ゾーン内のヘクスからヘクス
へと直接移動した場合、臨機射撃を引き起こす。

集中射撃マーカーを置かれているユニットは、臨機射撃
を行うことはできない（継続射撃も行うことはできな

通常、非活性化状態の同一ヘクスからは、1 回しか臨機

い）。非活性化ユニットが臨機射撃を行うことは全くの

射撃を行うことができない。臨機射撃を行ったヘクスに

任意である（火力を保持し、より良い目標を狙っても構

はこのことを表すため、臨機射撃不可（No Opportunity

わない）。臨機射撃は移動によって引き起こされる他の
行為よりも先に解決される。

臨機射撃の例
アメリカ軍プレイヤーが活性化し、ヘクス 38.42 からの移動を
行うことにした。まず F 中隊がヘクス 38.43 へと移動を行う。
この移動によって敵ユニットの射撃ゾーン内のヘクスから離
脱するが、同じ敵ユニットの射撃ゾーン内のヘクスへの移動
ではなく、かつ、離脱するヘクスに散開隊形の自軍ユニット
がいるので、この移動は臨機射撃を引き起こさない。

プレイヤーは、臨機射撃の際に集中射撃を行うことはで

次に E 中隊がヘクス 38.41 へと移動を行う。このヘクスはヘ
クス 39.41 にいるドイツ軍ユニットの射撃ゾーン内にある。そ
して E 中隊が離脱するヘクスも同じドイツ軍ユニットの射撃
ゾーン内にある。なので、この移動は臨機射撃を引き起こす。

ユニットや支援火器の中には、継続射撃

ドイツ軍は 20mm 機関砲による射撃を行い、継続射撃が可能
なために、継続射撃マーカーが置かれた。

度でも臨機射撃を行うことができる。こ

アメリカ軍の E 中隊はヘクス 38.40 へと移動を継続した。この
移動は敵の射撃ゾーン内のヘクスを離脱し、元いたヘクスに
は散開隊形の自軍ユニットも存在しないので、ここでも臨機
射撃を引き起こす。ドイツ軍による射撃はダイスの目が 8 で
あった。そのため継続射撃マーカーが除去され、代わりに臨
機射撃不可マーカーが置かれた。ただし、この射撃自体は通
常通り解決される。

行った後には、（臨機射撃不可マーカーを置く代わりに）

このターン、その後ドイツ軍の直接指揮チットが引かれ、ド
イツ軍プレイヤーが第 3 中隊を活性化した。ヘクス内のユニッ
トが活性化されたため、臨機射撃不可マーカーは除去され、
再びこのヘクスからの臨機射撃が実施可能となった。

れたならば、（そのヘクスに継続射撃が可能なユニット

きない。

8.6.1 継続射撃【Sustained Fire】
継続射撃能力
を示している

の可能なものがある。これらのユニッ
ト（および配備された支援火器）は、敵
の活性化フェイズ中や白兵戦の時に、何
れらのユニットや支援火器が臨機射撃を
継続射撃マーカーが置かれる。
臨機射撃を行うヘクスに継続射撃が可能なユニットがい
る場合、最初の臨機射撃の後に、そのヘクスに継続射撃
マーカーが置かれる。そして、再度臨機射撃の機会が訪
や支援火器ある限り）臨機射撃を行うことができる。た
だしそのようなユニット（支援火器）がいなくなったな
らば、継続射撃マーカーは除去され、代わりに臨機射撃
不可マーカーが置かれる（そして臨機射撃は行えない）。

臨機射撃

継続射撃が可能なユニットが臨機射撃を行い、ダイスの
目で連合軍なら 6 以上、ドイツ軍なら 8 以上が出た場合、
その射撃は通常通り解決されるが、そのヘクスには臨機

臨機射撃

射撃不可マーカーが置かれる。そして、そのマーカーが
除去されない限り、臨機射撃を行うことはできない。
支援火器のあるヘクスから臨機射撃を行った場合、最初
の臨機射撃の後にそのスタックの上に継続射撃マーカー

臨機射撃不可

を置く。その後も射撃の解決の際のダイスの目で連合軍
なら 6 以上、ドイツ軍なら 8 以上を出さない限り、何度
でも臨機射撃を行うことができる。もちろん支援火器は
そのヘクスにあって継続射撃のために使用されなくては
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ならない。

8.7.1 間接射撃の解決

また、臨機射撃のダイスの目で 9 が出た場合、支援火器

間接射撃を行うためにユニットは活性化されていて、目

は故障したものとみなされ、師団の再割り当て支援火器

標を視認していなくてはならない。間接射撃ユニットが

ボックスに置かれる。そして他の支援火器同様に、再度

目標ヘクスを直接視認している場合、その目標ヘクスを

配備される（12.0 参照）。

射撃することができる。間接射撃ユニットが目標を視認

29

できない場合、観測者を利用して射撃を行うことができ
継続射撃マーカーは、そのヘクスからユニットがいなく

る。同一師団に所属するユニットで、目標ヘクスを視認

なった場合、あるいはそのヘクス内のユニットが活性化

することができるユニットがいる場合、間接射撃を行う

された場合に除去される。マーカーを除去するには、1

ことができる。目標は間接射撃ユニットの射程内にいな

ユニットでも活性化されれば良い。

くてはならない。観測者は活性化されている必要はなく、
指揮下にある必要もない。

8.7 間接射撃

間接射撃の例
アメリカ軍の第 160 野砲大隊は、間接射撃によってヘクス
15.53 を射撃することにした。まず、射撃を行うユニット、あ
るいは同じ師団に属するユニットが目標を視認することがで
きるのか？ C 中隊が目標に隣接していて、視認することがで
きる。アメリカ軍プレイヤーは、第 160 大隊に火力を加える
べく、同じヘクスの第 171 野砲大隊も使用する（射撃アクショ
ンを実行する）ことにした。ただし、集中射撃は行わない。

火力が黒いボックスで囲まれたユニット
は、常に間接射撃を行うことができる。
間接射撃の扱いは直接射撃に似ている
が、射撃に関する修正や、どの敵ユニッ
トに対して射撃が可能かといった、いく
つかの相違点がある。間接射撃ユニット
の表面は散開隊形を表しており（黒い
ボックスで囲まれた火力が記されてい
る）、間接射撃を行うには散開隊形になくてはならない。
多くの間接射撃ユニットは、縦隊でもユニットの移動力
に "No" と記されている。これらのユニットが移動する
場合には、輸送部隊が必要になる（15.0 参照）。
縦隊で移動力が記されている場合には、通常のユニット

砲煙マーカーの種類の決定に際しては、修正前の 5 火力が適
用される。実際の射撃では都市ヘクスへの射撃により –3 の修
正が加わる。ここでユニットの防御力による +1 の（アメリカ
軍に好都合な）修正は、間接射撃には適用されないことに注
意すること。最終的な火力は 2 となり、アメリカ軍プレイヤー
は、戦闘結果表の左側の欄を使用して、2 以下の目を出さなく
てはならない。
ダイスの目が 2 以下でないと効果はないいが、その効果とは
関係なく、ダイスの目が 9 以外であれば、ヘクス 15.53 には重
砲煙マーカーが置かれる。

と同様に移動することができる。また縦隊のユニットは、
ピストルやライフル等の小火器によって武装されている
ものとみなされ、直接射撃を行うことができる。一部の
間接射撃ユニットは、一旦縦隊になってしまうと、散開
隊形に戻れなくものがある。21.2 を参照すること。
（火力が黒いボックスで囲まれている）完全な間接射撃
ユニットは、臨機射撃を行うことができない。
ゲームの中には、間接射撃火力と直接射
撃火力の両方を持つ物がある。これら
のユニットは直接射撃火力と射程によっ
て、射撃ゾーンを展開する。ユニットを
所有するプレイヤーは、各アクション毎にユニットがど
ちらの火力を使用するかを選択することができる。ただ
し 1 回のアクションでは一方の火力しか使用できない
（21.1 参照）。
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目標ヘクスは敵ユニットが占めていても、自軍ユニット
が占めていても、ユニットがいなくても構わない。

マーカーが置かれる
・ 間 接 射 撃 火 力 が 5 以 上 の 場 合： 重 砲 煙 "Heavy
Barrage" マーカーが置かれる

間接射撃は第 1 アクションと第 2 アクションの何れ
かで行うことができる。両方で行うことはできない。同

1 つのヘクスには 1 枚の砲煙マーカーしか置かれない。

一ヘクスに直接射撃ユニットもいる場合、活性化する毎

すでに砲煙マーカーの置かれているヘクスにより高レベ

にどちらの射撃方法を使用するかを選択する。

ルの砲煙マーカーを置く結果になった場合、元々あった
砲煙マーカーを新しいものに置き換える。

間接射撃は常にヘクスを目標として行われ、決して個別
の装甲目標に対して行われることはない。

砲煙マーカーによる状態の変化や移動力の減少は、その
ヘクスにいる全てのユニット（敵味方に関係なく）、あ

間接射撃を解決するには間接射撃ユニットの火力に修正

るいはそのヘクスに進入したユニットに直ちに適用され

を加え、ダイスを振って戦闘結果表の黒い欄に照らし合

る。修正によって端数が生じた場合は、全て切り捨てら

わせた結果を適用する。直接射撃と同様にダイスの目が

れる。移動力に対する影響は、まず状態マーカーによる

0 の場合、修正後の火力がいくつであっても、ダイスの

ものを適用する。仮にヘクスに混乱レベル 3 のマーカー

目が 0 の欄の結果を適用する。またダイスの目が 9 の場

が置かれている場合、まず混乱の影響により移動力が半

合、修正後の火力に関係なく、常に失敗とみなされる。

減し、その後砲煙マーカーによる影響が適用される（例
えば移動力が 5 のユニットに混乱レベル 3 のマーカーと

間接射撃は、自軍ユニットの占めるヘクス、敵ユニット

中砲煙マーカーが置かれている場合、そのユニットには

が占めているが適切でないヘクス（例：全ての敵ユニッ

1 移動力が残る。）CSS において、最低でも 1 ヘクス移

トが装甲目標）、あるいは空のヘクスのように有効な目

動することのできるルールはない。

標が存在していないヘクスへ対しても行うことができ
る。この時はなんら戦闘結果は生じないが、（ダイスの

例えば移動力 5 のユニットに混乱レベル 3 のマーカーが

目が 9 でなければ）砲煙マーカーが置かれる。

置かれている場合、中砲煙マーカーの置かれているヘク
スに 1 移動ポイントを消費して進入すると、そのユニッ

8.7.2 砲煙

トに移動力は残らない。つまり移動力 5 は混乱による半
減（切り捨て）で 2 になり、1 移動ポイントを消費した

間接射撃ユニットが間接射撃を行った場合、通常その目

後に中砲煙マーカーの影響で移動力は半減（切り捨て）

標ヘクスには砲煙マーカーが置かれる。ただし、砲撃の

されて 0 になる。

解決のダイスの目で 9 を出した場合は唯一の例外とな
る。この場合砲煙マーカーは置かれない。目標ヘクスに

砲煙マーカーはそのヘクスにいるユニットに対し、射撃

自軍ユニットがいる場合、視認可能な敵ユニットがいな

ゾーンを隣接ヘクスのみに制限する。砲煙マーカーはま

い場合、あるいは空のヘクスに対して戦闘結果表上の効

た、全てのユニットに対し妨害地形として機能する。

果は何ら生じない。ダイスの目で 9 が出て、砲煙マーカー

つまり砲煙マーカーのあるヘクスを通して照準線を引く

を置けなくなるかどうかを判定するだけである。

ことはできないが、砲煙マーカーのあるヘクスから外を
見ることはできる。

どの砲煙マーカーを置くかは、間接射撃ユニットの修正
前の火力に追加ユニットによる火力（8.7.4 の g の場合）

全ての砲煙マーカーは、カップから風チットが引かれる

を加えたもので決まる。

と除去される。

アメリカ軍プレイヤーが集中射撃を行った場合、そ
の修正も砲煙マーカーの種類を決定する際に適用される

全てのタイプのユニットは、直接射撃アクションによっ

が、他の修正については一切適用されない。

て自身のヘクス、あるいは隣接ヘクスに煙幕マーカーを
置くことができる。これは戦線後方に照準線を通させな

・間接射撃火力が 2 以下の場合；煙幕 "Smoke" マーカー

いための便利な手法である。

が置かれる
・間接射撃火力が 3 の場合：軽砲煙 "Light Barrage" マー
カーが置かれる

上記に加えドイツ軍の戦車ユニット（のみ）は、移
動アクションを行う際に、離脱するそれぞれのヘクスに

・間接射撃火力が 4 の場合：中砲煙 "Medium Barrage"

煙幕マーカーを置くことができる。これは離脱するヘク
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（望むならば）単に煙幕マーカーを置くだけで良い。
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d) 目標ヘクスに装甲ユニットのみしか存在しない場合：
‒4

村、町、および都市ヘクスに対し間接射撃を行って

e) 目標ヘクスの地形効果

ダイスの目で 0 を出した場合、（他の射撃による結果に

f) 目標ヘクス内の防御施設

加え）火災を発生させる。火災が発生した後の手順につ

g) 間接射撃を行うユニットとスタックしている活性化
された間接射撃ユニット毎に +1。これらのユニット

いては 8.8.1 に従うこと。

は、間接射撃を行うユニットと同じかそれ以上の射

8.7.3 照明弾

程を有していなくてはならない。
h)

アメリカ軍の間接射撃ユニットによる集中射撃

夜間ターンにおける（照明弾ではない）通常の間接射撃
は、自軍ユニットに隣接するヘクスに対してのみ行われ

上記以外の修正（例：ユニットの防御力）は、間接射撃

るが、例外として、照明弾マーカーが置かれたヘクスに

には適用されない。

対する射撃がある。
釘付け状態、あるいは制圧下にあるユニットは、間接射
照明弾マーカーを置くためには、活性化された任意の間

撃を行うことができない。

接射撃ユニットを選択し、そのユニット、あるいは観測
者が配置ヘクスを視認している必要がある（視認距離に

8.7.5 間接射撃ユニットと縦隊

夜間の修正が入ることに注意）。
活性化された間接射撃ユニットが隣接ヘクスの敵ユニッ
目標ヘクスが空でも、自軍ユニットが占めていても、敵

トを射撃する場合、ただちに裏返して縦隊にならなくて

ユニットが占めていてもかまわない。照明弾の配置は、

はならない。縦隊になったユニットは、（可能ならば；

射撃アクションとして扱われる。照明弾を打ち上げるた

21.2 参照）敵ユニットが隣接していない場合、再度活性

めにはダイスを 1 個振り、出た目が 9 の場合は失敗した

化された時に散開隊形に戻すことができる。

とみなされる。それ以外の目の時は、目標ヘクスに照明
弾マーカーを置くことができる。照明弾マーカーを置い

間接射撃ユニットが縦隊面を持たない場合、ユニットが

たヘクスは照明弾に照らされ、証明されているヘクスは

裏返ることを要求された時点で除去される。

昼間ターンと同様に扱われる。照明されているヘクスに
対して射撃が行われた場合、夜間ターンにおける –1/ の

8.8 火炎放射器による攻撃

修正を受けることはない。また照準線についても好天時
なら 8 ヘクスまで、雨天時なら 2 ヘクスまで引くことが

火炎放射器能力を持つユニットによって直接射撃を行っ

できる。照明弾の置かれているヘクス内の敵ユニットに

た場合、あるいは火炎放射器能力を持つ支援火器を使用

対して（視認されているということを除き）、特に上記

して直接射撃を行った場合、目標ヘクスに火災の発生す

以外の効果はない。

る可能性がある。

照明弾は、夜間ターンにのみ置くことができる。

以下の地形のヘクスに対して攻撃を行った場合に火災の
可能性がある：

照明弾マーカーは、風チットが引かれるか、最初の昼間
ターンを迎えるかした場合（何れか早い方）に、除去さ

・ブドウ畑

れる。

・林
・村

8.7.4 間接射撃への修正

・町
・都市

以下に記した修正のみが、間接射撃に適用される：
ブドウ畑ヘクスと林ヘクスは、射撃の解決のダイスの目
a) 間接射撃ユニットの上に置かれた状態マーカー

が 0 ～ 2 の場合に火災が発生する。

b) 間接射撃ユニットの上に置かれた砲煙マーカー
c) 目標ヘクスに装甲目標が存在する場合： ‒2

村、町、および都市ヘクスは、射撃の解決のダイスの目

あるいは

が 0 の場合に火災が発生する。
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火災が発生した場合、そのヘクスに火災（On-Fire）が

後の活性化で新しい突撃準備マーカーを置くことに注意

置かれ、下記の火災のルールが適用される。

すること。白兵戦は行うまでに少し間が空く。プレイヤー
が白兵戦を中止した場合、以下の手順は行われない。

8.8.1 火災

9.1 白兵戦の手順

火災が発生したヘクスには火災（OnFire）マーカーが置かれる。

A. 白兵戦を行うプレイヤーは、白兵戦を中止すること
ができる。その場合、ステップ K に進む。突撃準備マー

火災マーカーには以下の効果がある：

カーが置かれたヘクスに敵ユニットが存在しない場
合、ステップ J に進む。白兵戦を中止しなかった場合、

・全ての射撃に対して、そのヘクスが妨害地形となる。

攻撃側プレイヤーは、白兵戦を行うユニットを明示

・火災マーカーの置かれたヘクスにユニットは進入す

しなくてはならない。

ることができない。
・

B. 白兵戦を行うプレイヤーは、活性化中の間接射撃ユ

活性化されたユニットが自身の活性化を火災ヘ

クスで終了した場合、そのユニットは潰走する。
・天候が雨になったら、全ての火災マーカーは取り除
かれる。

ニットを使用して（アメリカ軍プレイヤー、ドイツ
軍プレイヤーともは最大で 3 ユニットまで：複数の
ヘクスから同一目標ヘクスへ射撃を行う場合はそれ
らの合計で 3 ユニットまで）、間接射撃を行うことが
できる。そして間接射撃を行ったユニット毎に、ス

風チットが引かれた場合、ブドウ畑、あるいは林ヘクス

テップ G での攻撃側のダイスの目に 1 を加えること

に置かれたそれぞれの火災マーカーについてダイスを

ができる。

振り、ダイスの目が 0 ～ 2 の時、マーカーを鎮火（Fire

C. 白兵戦を行う全てのユニットを縦隊にする。

Cleared）面に裏返す。その後鎮火マーカーの置かれて

D. 防御側プレイヤーは、スタックしている自軍のユニッ

いるヘクスは、ゲームの残り期間を通じて平地（Clear

トが全て縦隊であれば、敵の射撃ゾーンでない進入

Terrain）として扱われる（マーカーに記されている

可能な隣接ヘクスへ後退することができる。 後退先

"CT" はそのことを意味している）。

のヘクスは敵の射撃ゾーン内であってはならず、後
退したユニットには制圧下マーカーが置かれる。後

上記のダイスの目が 8 か 9 の時、火災は延焼する。その

退する場合は、全てのユニットが後退し、かつ同じ

火災ヘクスの北西、あるいは南西に隣接するヘクスが延

ヘクスへ後退しなくてはならない。後退が行われた

焼可能な地形（ブドウ畑、林、村、町、都市）だった場

場合は、ステップ J へ進む。

合、新たなヘクスに火災マーカーが置かれる。延焼可能

E. 防御側プレイヤーは、攻撃側の 1 つのヘクスに対し

なヘクスが複数ある場合、ダイスを振ってでた目が 0 ～

臨機射撃を行う（継続射撃が可能なら、さらなる臨

4 なら北西に、5 ～ 9 なら南西に向けて延焼する。

機射撃を行うことができる）。

9.0 白兵戦アクション
白兵戦は 2 段階の手順で行われる。最初に

F. 白兵戦の解決のための戦力比を計算する。
G. 両プレイヤーがダイスを振り、諸々の修正を適用す
る。
H. 白兵戦で失われた指揮官を除去する（あるいは代替

突撃準備（Prepared Assault）マーカーを

指揮官と交代させる）。

活性化された自軍ユニットに隣接するヘク

I. 両軍のダイスの目の差を求め、結果を適用する。

スに置く。その後、以前に置かれていた突

J. 攻撃側は白兵戦によって空になった防御側のヘクス

撃準備マーカーに隣接するユニットが活性

へ、最低でも 1 ユニットは白兵戦に参加したユニッ

化された場合、それらのユニットは白兵戦

トを前進させなくてはならない。

を行うことができる。この時の活性化は、

K. 突撃準備マーカーを取り除く。

師団／フォーメーションチットによるもの

L. 白兵戦に参加した全てのユニットは活性化によるア

でなくてはならない。直接指揮チットによる活性化では、

クションを終了し、その活性化の間、追加のアクショ

白兵戦を行うことはできない。白兵戦はアクションとし

ンを行うことはできない。

て扱われ、白兵戦を完了したユニットは、活性化を終了
したものとして扱われる。プレイヤーは、まず以前に置
かれた突撃準備マーカーに関する白兵戦を実行し、その
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9.2 突撃準備マーカーの配置

へ移される。

突撃準備マーカーは、師団／フォーメーションチットが

9.4 白兵戦の解決
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引かれた際に置くことができる。ただしそれは、以前に
置かれた突撃準備マーカーに係わる白兵戦が完了した後

攻撃側のプレイヤー（のみ）は、活性化された間接射撃

でなくてはならない。活性化されている師団（あるいは

ユニットによって、攻撃先のヘクスをを射撃することが

フォーメーションの所属する師団）が 1DP を消費する

できる。白兵戦に参加する間接射撃ユニットは、白兵戦

ことにより、活性化されているユニットに隣接するヘク

を行うユニットと同じチットによって活性化さていなく

スへ、突撃準備マーカーを 1 つ置くことができる。マー

てはならない。そして、このとき両軍とも最大で 3 ユニッ

カーの置かれるヘクスは、敵軍、あるいは自軍ユニット

トまで間接射撃を行うことができる（9.5 のステップ g

の占めているヘクス、あるいはユニットの存在しないヘ

を参照）。間接射撃を行ったユニットとスタックしてい

クスの何れでもかまわない。活性化されているユニット

る他の間接射撃ユニットにより、間接射撃の火力に +1

に隣接し、そのユニットが移動アクションで進入可能な

の修正（8.7.4 のステップ g 参照））を加えたユニットも、

ヘクスならかまわない（実際に移動は行わない）。突撃

この 3 ユニットの内にカウントする。

準備マーカーに隣接する自軍ユニット（マーカーを置く
際にいたユニットである必要はない）がいなくなった場

次いで、突撃準備マーカーを置かれているヘクスのユ

合、突撃準備マーカーは直ぐに取り除かれる。プレイに

ニット（のみ）が、白兵戦を行うユニットに対して臨機

おいて突撃準備マーカーは、マーカーに隣接するユニッ

射撃を行う（ただし、臨機射撃不可のマーカーが置かれ

トが準備突撃状態にあることを表す以外の機能は持たな

ていない場合）。突撃準備マーカーによって、攻撃側ユ

い。敵プレイイヤーは、マーカーの置かれたヘクスから

ニットはこの射撃に対し追加の防御修正を得る。臨機射

離脱してかまわず、また、そのヘクスへ戦力の増強を行っ

撃は通常と同じように解決され、継続射撃の可能な支援

てもかまわない。

火器が配備されたユニットでない限り、攻撃側の 1 つの
ヘクス（あるいは１つの装甲目標）に対してのみ射撃は

9.3 白兵戦の実施

行われる。継続射撃が可能な場合、それぞれの攻撃側ヘ
クスに（あるいは装甲目標）対して臨機射撃が可能であ

師団／フォーメーションチットがカップから引かれ、以

るが、支援火器の故障ルールは通常通り適用される。故

前に配置した突撃準備マーカーに活性化されたユニット

障が発生した場合、その故障が発生した射撃を解決した

が隣接している場合、白兵戦は行われる。白兵戦の実施

後で地図上から除去される。そして、それ以上の臨機射

は任意で、白兵戦を中止して突撃準備マーカーを除去す

撃は不可能となり、突撃を受けたヘクスには臨機射撃不

ることができる。白兵戦を中止しない場合、突撃準備マー

可マーカーが置かれる。

カーに隣接している活性化された全てのユニットは、白
兵戦を行わなくてはならない。複数のユニットが複数の

攻撃側プレイヤーの間接射撃と、防御側プレイヤーの臨

突撃準備マーカーに隣接している場合、全てのユニット

機射撃が終了したら、実際の白兵戦が解決される。

が同じヘクスに対して白兵戦を行う必要はなく、また、
同じヘクスにいる全てのユニットが同一目標へ白兵戦を

白兵戦の解決のダイスの目に適用される全ての修正を計

行う必要はない。ただし、全てのユニットは何らかの形

算したら、両プレイヤーがそれぞれダイスを振って、出

で白兵戦に参加しなくてはならない。

た目にその修正を加え（あるいは引いて）、最終的な値
を決定する。修正後の値が両プレイヤーで同じだった場

白兵戦を行った全てのユニットは、その活性化における

合、攻撃側の各ヘクスと防御側のヘクスに、それぞれ混

アクションは終了したものとみなされる（その活性化中、

乱レベル 1 のマーカーを置き、白兵戦は終了して白兵戦

他のアクションを行うことはできない）。ユニットは、

手順のステップ K へと進む。両者の値に差が出た場合、

実際に進入可能ヘクスに対してのみ白兵戦を行うことが

低い方の目を出した側に、その差に等しいレベルの混乱

できる（このとき制圧下、釘付け、重砲煙マーカー等に

マーカーを置き（攻撃側に混乱マーカーが置かれる場合

よる影響も考慮に入れるものとする）。攻撃先のヘクス

は、攻撃側プレイヤーが混乱ベルの合計を攻撃側ヘクス

進入することのできない支援火器は、白兵戦の際には元

に自由に割り振る）、結果を適用する。どちらかのプレ

のヘクスに置いていかなくてはならない。全ての白兵戦

イヤーがダイスの目で 9 を出し、そのプレイヤーが指揮

が完了した時点で、元のヘクスに支援火器のみが残され

官の修正を利用していたら、その指揮官は代替指揮官と

ていたら、その支援火器は再割り当て支援火器ボックス

交代させる（すでに代替指揮官であった場合は除去す
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ラスになることに注意。逆にプラスの修正を引くと、

る）。

結果的にマイナスになることに注意。）

9.5 白兵戦の修正

c) 防御側に戦車ユニットが含まれる場合：+2

攻撃側プレイヤーには以下の修正が適用される：

e) 防御側ユニットに置かれている状態マーカーによる

d) 防御側ユニットが戦車のみの場合： –2
部隊練度修正を加える

a) 白兵戦に参加したユニットの数と、防御側のユニッ
トの数の比を求め、端数は防御側に有利なように切
り捨てる。そして、その比率に基づく修正を攻撃側
のダイスの目に加える（あるいは引く）。

f) 指揮官／ヒーローの部隊練度修正を加える
g) 白兵戦に参加しているユニットの中で、もっとも低
い部隊練度を加える
h) ドイツ軍プレイヤーが防御側のヘクスに支援火器と
してパンツァーファウストを持っている場合、ダイ
スの目に 3 を加えることができるが、パンツァーファ

１：３以下

‒５

２：１

‒１

１：２

‒４

３：１

０

ウストは使い捨て支援火器のため、修正を適用した

１：１

‒３

４：１

+１

場合は除去される。

３：２

‒２

５：１以上

+２
注：c) と d) は何れか一方のみを適用

b) 白兵戦に戦車が参加している場合：+2
c) 白兵戦が戦車のみで行われている場合： –2
d) 突撃準備マーカーに記された部隊練度修正を加える
e) 白兵戦を行うユニットに置かれている状態マーカー

10.0 回復アクション
ユニットにはプレイの中で様々な状態マーカーが置か

による部隊練度修正を加える
f) 指揮官／ヒーローの部隊練度修正を加える

れ、ユニットの能力に変化が生じる。状態マーカーの影

g) 先の手順で間接射撃を行ったユニットの数を加える

響は、ヘクス内の全てのユニットに等しく影響する。防

h) 白兵戦に参加しているユニットの中で、もっとも低

御施設（洞窟、タコツボ、塹壕、トーチカ）は、そのヘ
クスからユニットがいなくなったら除去される。砲煙

い部隊練度を加える
i) ドイツ軍プレイヤーが攻撃側の何れかのヘクスに支援

マーカーは、カップから風チットが引かれたら除去され

火器としてパンツァーファウストを持っている場合、

る。突撃準備マーカーは、白兵戦の手順に従って除去さ

ダイスの目に 2 を加えることができるが、パンツァー

れる。集中射撃、臨機射撃不可、および継続射撃マーカー

ファウストは使い捨て支援火器のため、修正を適用

は、ユニットが活性化されたら除去される。

した場合は除去される。
j) 攻撃側に火炎放射器能力を持つユニット、あるいは火
炎放射器能力を持つ支援火器がある場合、ダイスの
目に 3 を加える。

制圧下、釘付け、および混乱マーカーは、回復アクショ
ンによってのみ取り除くことができる。

10.1 回復の方法

注：b) と c) は何れか一方のみを適用
回復アクションは、ユニットが活性化されていれば行う
防御側プレイヤーには、以下の修正が適用される：

ことができる。たとえ敵の射撃ゾーン内でも行うことが
できる。活性化されたユニットが 1 ユニットでもいれば、

a) 地形効果（防御施設によるものを含む）による修正

回復によって状態マーカーを除去したり、レベルを下げ
たりすることができる。1 回の活性化につき、1 ヘクス

を引く
※元の修正がマイナスの場合、引いたらプラスになるこ

では 1 回だけ回復アクションを行うことができる。プレ

とに注意。逆にプラスの修正を引くと、結果的にマ

イヤーは回復アクションの実行を宣言するだけで、対象

イナスになることに注意。

となる状態マーカーを除去したり、レベルを下げたりす

b) 防御側 1 ユニットの防御力を引く（全てのユニット

ることができる。

が縦隊の場合、どのユニットのものを使用するかは
攻撃側プレイヤーが選択する。散開隊形のユニット

回復アクションにより、制圧下、または釘付けマーカー

が存在する場合は、防御側プレイヤーがユニットを

を除去することができる。あるいは、混乱レベルを 1 レ

選択する。元の修正がマイナスの場合、引いたらプ

ベルを下げることができる（例：DG3 マーカーを DG2
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白兵戦の例
ドイツ軍ユニットは、以前の活性化の際にヘクス 47.41
に対する準備突撃を宣言し、ここでカップから第 111 連
隊のフォーメーションチットを引いた。赤帯の付いたユ
ニットは全て活性化され、帯の付いていない指揮官ユ
ニットも活性化され、白兵戦に参加することとなった。
ドイツ軍は活性化されていないため 6./ Ⅱ /110 ユニッ
トを白兵戦に参加させることはできない。最初は 9.1 項
により、間接射撃ユニットが射撃を行うことができる。
Gr.w./111（迫撃砲）が射撃を行って、結果を適用する。
射撃のダイスの目が 9 だった場合は、軽砲煙マーカーが
置かれる。また、ドイツ軍プレイヤーはこの間接射撃に
より、白兵戦の解決のダイスの目に追加で 1 の修正を得
る。
次に、白兵戦を行う全てのユニットは縦隊になる。
この時点で防御側は、臨機射撃を行うことができる。通
常はヘクス 46.41 か 46.42 の何れかに対してのみ臨機射
撃を行うことができるが、アメリカ軍は防御を行うヘク
スに継続射撃を可能な支援火器を有しているので、ヘク
ス 46.42 に対する射撃を行った後に継続射撃マーカーを
防御側のヘクスに置き、再度射撃を行う。射撃のダイス
の目が 5 を超えた場合、支援火器は除去され、その師団
の再割り当て支援火器ボックスへ移される。
この後ドイツ軍によって、白兵戦の解決が始まる。白兵
戦が実行されると 9.5 項に従った修正が適用され、最終
的な修正を得ることになる。
攻撃側には以下の修正が適用される：
a) 4 個中隊対 2 個中隊で 2 対 1 の比率（-1）
b) 白兵戦に戦車は参加していない（0）
c) 白兵戦は戦車単独によるものではない（0）
d) 突撃準備マーカーによる修正（+2）
e) 攻撃側ユニットに状態マーカーは置かれていない（0）
f) 指揮官による修正（+3）
g) 1 個迫撃砲による射撃（+1）

b) 白兵戦に戦車は参加していない（0）

h) 第 11 装甲師団の部隊練度は 6 で、師団の部隊練度に

c) 白兵戦は戦車単独によるものではない（0）

影響を与えるユニットはいない（+6）

e) 混乱レベル 3 による部隊練度への修正 1（-1）
f) 指揮官による修正（+2）

攻撃側のドイツ軍はダイスを振り、(-1)+(0)+(0)+(+2)+(0)

g) 第 3 師団の部隊練度は 5 で、師団の部隊練度に影響

+(+3)+(+1)+(+6) で合計 13 を出た目に加える。

を与えるユニットはいない（+5）

防御側には以下の修正が適用される：

防御側のアメリカ軍はダイスを振り、(+3)+(0)+(0)+(0)+(-

a) 町の地形効果（+2）とタコツボの効果（+1）

1)+(+2)+(+5) で合計 9 を出た目に加える。

b) 全てのアメリカ軍ユニットに防御修正はない（0）
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マーカーに置き換える）。

につき 1 ヘクスでは 1 回の回復アクションしか行うこと
ができない。釘付け状態のユニットは、白兵戦を行うこ

ヘクス内に制圧下、あるいは釘付けマーカーが存在する

とができない。

場合、回復アクションではそれらの除去を優先させなく
てはならない。混乱マーカーと同じヘクスに制圧下、あ

10.2.3 混乱マーカー

るいは釘付けマーカーが存在している場合、制圧下、釘
付けマーカーを除去する前に混乱レベルの回復を行って

混乱マーカーにはレベル 1 からレベル 4 が存在し、レベ

はならない。

ルが上がるに従って、ユニットに与える影響が増大する。
1 回の回復アクションによって、混乱レベルを（4 から

制圧下マーカーと釘付けマーカーは、同一ヘクスに置か

3、3 から 2 のように）1 レベルだけ下げることができる。

れることはない。制圧下にあるヘクスが釘付けの結果を

回復アクションによって混乱レベルを下げるには、1 ユ

被った場合、釘付けの結果は無視する。

釘付け、あ

ニットが回復アクションを行うだけでかまわないが、1

るいは制圧下にあるヘクスがさらに制圧の結果を被った

回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の回復アクションし

場合、そのヘクス内の全てのユニットは除去される。

か行うことができない。混乱マーカーの効果はヘクス内

10.2 制圧下／釘付け／混乱マーカー

の全てに適用され、そのヘクス内のユニットが移動した
場合は混乱マーカーもユニットと一緒に移動し、元のヘ
クスに他のユニットが残されていれば、そのヘクスにも

10.2.1 制圧下マーカー

新たに同じレベルの混乱マーカーが置かれる。他のヘク
スから混乱状態のヘクスへユニットが進入してきた場

制圧下マーカーは、回復アクションで他

合、新たに進入してきたユニットにも、そのヘクスの混

のマーカーを除去する前に除去しなくて

乱の効果が適用される。混乱マーカーの置かれたユニッ

はならない。制圧下マーカーを置かれた

トが移動をして、他のユニットの存在するヘクスへ進入

ユニットは、いかなる射撃も移動も行う

した場合、そのヘクスに元々存在したユニットにも混乱

ことができない。また、そのユニットの

の効果が適用される。移動するユニットと進入先のヘク

部隊練度が 1 低下する。制圧下にあるユ

スの両方が混乱している場合、それらは、より高い方の

ニットが行うことのできる唯一のこと

混乱レベルに統一される。こうした混乱の効果は、これ

は、回復アクションによって制圧下マーカーを除去する

らのヘクスを通過するだけで適用される（そのヘクスで

ことである。臨機射撃も行うことはできない。制圧下

移動を終了する必要はない）。混乱レベル 4 にあるユニッ

マーカーの効果は、ヘクス内のユニット全てに適用され

トは、白兵戦を行うことができない。

る。回復アクションによって制圧下マーカーを除去する
には、1 ユニットが回復アクションを行うだけでかまわ

混乱レベルは 4 が最高で、混乱レベル 4 のヘクスがさら

ないが、1 回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の回復ア

なる混乱の結果を被った場合、新たに被った混乱レベル

クションしか行うことができない。制圧下のユニットは、

毎に、1 ユニットが除去される。

白兵戦を行うことができない。

釘付け、あるいは制

圧下にあるヘクスがさらに制圧の結果を被った場合、そ

移動力減少の効果は、混乱の影響によるものを先に適用

のヘクス内の全てのユニットは除去される。

し、その後、砲煙の影響によるものを適用する。それぞ
れの影響を適用する毎に端数を切り捨てる。そしてこの

10.2.2 釘付けマーカー

ゲームでは、最低 1 ヘクスは移動することができるとい
うルールは存在しない。

釘付けマーカーは、回復アクションに
よって混乱レベルを回復させる前に除去

例えば、移動力 5 のユニットが混乱レベル 3 にあり、そ

しなくてはならない。釘付けマーカーを

のヘクスに中砲煙マーカーが置かれているとする。ユ

置かれたユニットは火力が 3 低下し、一

ニットは混乱レベル 3 の影響により移動力は 2 に減少し、

切の移動を行うことができない。釘付け

その後中砲煙マーカーの影響で移動力は 1 に減少する。

マーカーの効果は、ヘクス内の全てのユ
ニットに適用される。回復アクションに
よって釘付けマーカーを除去するには、1 ユニットが回
復アクションを行うだけでかまわないが、1 回の活性化
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回復アクションの例
第 36 歩兵師団の活性化チットが引かれた。
第 141 連隊の I 中隊と L 中隊はともに制圧下で、1 レベルの混乱状態にあり、移動を行おうとしている。
制圧下のマーカーを先に取り除かなくてはならないので、I 中隊は回復アクションを行い、制圧下マーカーを取り除い
た。1 つのヘクスでは 1 回しか回復アクションを行うことはできないので、I 中隊の第 2 アクションや L 中隊の最初の
アクションでは、混乱マーカーを取り除くことはできない。
I 中隊は第 2 アクションで移動を行い、第 142 連隊の I 中隊がいるヘクスへ進入した。ここで異なるフォーメーションがスタックし
たために追加で 1 レベルの混乱を被るが、これは活性化の終了時に適用されるため、この時点では適用されない。
L 中隊も同じヘクスへと移動したが両方とも同じ混乱レベルなので、追加の混乱は適用されない。最後に L 中隊は回復アクション
を行い、そのヘクスから混乱マーカーは取り除かれた。そして活性化の終了時に異なるフォーメーションのユニット同士がスタッ
クしていることにより、このヘクスは追加の混乱を被る。

L 中隊と混乱マーカーは、
最初のアクションでヘク
ス 55.12 へ移動。

I 中隊は最初のアク
ションで制圧下から回
復し、第 2 アクション
でヘクス 55.12 へ移動
した。

11.0 工兵アクション

L 中隊は第 2 アクションで
混 乱 状 態 か ら 回 復。 異 な る
フォーメーション同士のス
タックによる追加の混乱は、
活性化の終了時に適用され
る。

化につき 1 ヘクスでは 1 回の工兵アクションしか行うこ
とができない。工兵アクションでは移動ポイントを消費
することはないので、臨機射撃を引き起こすこともない。

Montélimar において工兵部隊は、もっぱら戦闘部隊と
して利用されていた。だが、工兵アクションによって、

散開隊形にある工兵ユニットのみが、塹壕を掘ることが

タコツボや塹壕を掘ることができる。

できる。このことは 1 回の工兵アクションとして扱われ
るが、部隊練度チェックを必要とする。ダイスを振って

11.1 防御施設の構築

出た目が修正後の部隊練度以下が出ると、そのヘクスに
塹壕マーカーを置くことができる。ダイスの目が０の場

防御施設の（状態）マーカーには、タコツボ（Foxhole）

合は常に成功し、9 の場合は常に失敗する。プレイヤー

と塹壕（Trench）がある。

は、同じヘクスにタコツボと塹壕の両方のマーカーを置
くことはできない。塹壕が掘られたら、そのヘクスにあ
るタコツボマーカーと置き換える。塹壕を掘るには、そ
のヘクスで 1 ユニットが工兵アクションを行うだけでか
まわないが、1 回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の工

これらが置かれたヘクスは、そのヘクスの防御力をマー

兵アクションしか行うことができない。工兵アクション

カーに印刷された分だけ減少させる。塹壕は、そのヘク

では移動ポイントを消費することはないので、臨機射撃

スに存在しているユニットの部隊練度にも影響を与え

を引き起こすこともない。

る。タコツボと塹壕は、任意のヘクスに掘ることができ
る。徒歩ユニット（移動力が白で記されているもの）で

タコツボ、および塹壕マーカーは、そのヘクスから自軍

散開隊形にあるものは、タコツボを掘ることができる。

ユニットがいなくなったら、プレイから除去される。

この行為に部隊練度チェックは必要ない。1 回の工兵ア
クションを行うことによって、タコツボマーカーが置か
れる。タコツボを掘るには、そのヘクスで 1 ユニットが
工兵アクションを行うだけでかまわないが、1 回の活性
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下回った場合、プレイヤーは超過した分の支援火器を除

12.0 支援火器

去し、再割り当て支援火器ボックスへと移さなくてはな
らない。

支援火器は師団、連隊、あるいは大隊に属しており、ユ

12.2 支援火器の配備解除

ニットの火力の増強や、支援火器マーカーの左側中段に
記載された能力の付加を行う。プレイヤーは通常、支援

プレイヤーがヘクスから支援火器の配備を自発的に解除

火器マーカーをヘクスに配置し、そのヘクス内のユニッ

する場合、配備の時と逆の手順をとる。活性化されたユ

トが行う射撃戦闘で使用することができる。支援火器は

ニットが非白兵戦アクションを行う前に、配備されてい

使用することによって故障することがある。また、支援

るユニット（ヘクス）と所属する師団／フォーメーショ

火器はユニットへの配備を解除して、他のユニットに（あ

ンの司令部との間を連続した（徒歩ユニットが）通過可

るいは再度同じユニットに）配備することができる。す

能なヘクスで結べていなくてはならない。両者を結ぶヘ

べての支援火器マーカーには、支援火器であることを意

クスは、配備されていたヘクスを除き、敵の射撃ゾーン

味する "SW" の文字が印字されている。

内にあってはならない。以上の条件を満たしたら、プレ
イヤーは支援火器を除去し、それを再割り当て支援火器

全ての支援火器にはこのシンボルがある

ボックスへと移すことができる。
支援火器は、プレイヤーが望まないにも拘わらず、配備

火炎放射
支援火器

継続射撃
支援火器

使い捨て
支援火器

を解除されることがある。先にも記したが、同じヘクス
に存在するユニットの数が支援火器マーカーの数を下
回った場合、超過した分の支援火器を（所有プレイヤー

12.1 支援火器の配備

の選択で）除去し、所属する師団の再割り当て支援火器
ボックスに移さなくてはならない。これ以外にも、射撃

徒歩ユニットの存在するヘクスにのみ、支援火器を配備

の際にダイスで 9 の目を出した場合、その射撃に支援火

することができる。支援火器を受け取るために徒歩ユ

器の効果を利用していたら支援火器は故障したものとみ

ニットは活性化されていなくてはならず、非白兵戦アク

なされ、所属する師団の再割り当て支援火器ボックスに

ションを行う前に支援火器の受領を試みる。ユニットと

移される。継続射撃を行った支援火器も同様に、アメリ

一緒に置かれている支援火器は、そのとき活性化されて

カ軍ならダイスの目で 6 以上を出した場合、ドイツ軍な

いるフォーメーションの一部として扱われる。帯なしの

らダイスの目で 8 以上を出した場合、所属する師団の再

支援火器は所属する師団の何れかのフォーメーションが

割り当て支援火器ボックスに移される。

活性化された時に活性化され、師団に所属する何れかの
両プレイヤーとも支援火器が除去される状況になった場

徒歩ユニットに配備される。

合、（自発的な解除の様に）支援火器の存在するヘクス
支援火器を（単独の、あるいは複数の）徒歩ユニットに

から司令部まで連続したヘクスを引けないと、支援火器

配備するには、配備されるユニット（ヘクス）と所属す

は再割り当て支援火器ボックスに移されることなく、永

る師団／フォーメーションの司令部との間を連続した

遠にプレイから除去される。

（徒歩ユニットが）通過可能なヘクスで結べる必要があ
り、この条件を満たすと師団ディスプレイ上の使用可能

支援火器が除去されるヘクスに各種状態マーカーがあっ

支援火器（Available Support Weapons）ボックス内に

ても、それらのマーカーは再割り当て支援火器ボックス

ある支援火器を該当ヘクスに置くことができる。両者を

へは移らない。

結ぶヘクスは、配備先のユニットが存在するヘクスを除
き、敵の射撃ゾーン内にあってはならない。

12.3 支援火器の使用

プレイヤーは、配備先のヘクスに存在するユニットと同

支援火器はユニットと一緒に移動することができる。支

じ数まで、支援火器を配備することができる。つまり（ス

援火器は配備されている（スタックしている）何れかの

タック超過を考慮しないならば）、各ヘクスには最大で

ユニットが移動する際に、一緒に移動することができる。

3 つまでの支援火器を配備することができる。何らかの

ただし、支援火器の数はヘクス内に存在するユニットの

理由によってヘクス内のユニットの数が支援火器の数を

数を超えてはいけないことに注意すること。
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支援火器は射撃戦闘に参加することができる。プレイ

ならないが、帯なしの指揮官は、その指揮官の所属する

ヤーは射撃を行う際に、そのヘクスにある任意の支援火

師団麾下の何れのユニットの上にも置くことができる。

器を 1 つ参加させることができる。プレイヤーは、射撃

ただし、指揮官を移動させるには、現在指揮官のいるヘ

するユニットと同じフォーメーションに所属する支援火

クスから移動先のヘクスまで、徒歩移動によって通過可

器を参加させることができる。プレイヤーは支援火器に

能なヘクスによってつながってなくてはならない。この

記された火力を射撃に加えることが可能で、さらに射撃

時、移動元と移動先のヘクスを除き、通過するヘクスが

の種類を支援火器のもの（小火器射撃、榴弾／火炎放射

敵の射撃ゾーン内にあってはならない。

器射撃、対装甲射撃）に変更することができる。
指揮官はまた、スタックしているユニットが活性化され
散開隊形にあるユニットのみが、支援火器を使用するこ

た際に、一緒に移動することができる。指揮官は、直接

とができる。

指揮によって活性化されたユニットと一緒に行動するこ
とはできるが、直接指揮によって指揮官自身を活性化さ

射撃を受けているヘクスに散開隊形のユニットいる場

せて移動することはできない。指揮官が地図上に単独で

合、防御側のプレイヤーは、防御力に修正を加えるため

存在する事態が発生した場合、その指揮官が指揮する他

の支援火器を 1 つ選択することができる（支援火器が存

のユニットの上に直ちに移し替えられる（移動先の候補

在する場合、必ず 1 つは選択しなくてはならない）。射

が複数ある場合は、移動先を所有するプレイヤーが選択

撃を受けるヘクスに散開隊形のユニットがいない場合、

する）。この時、先に述べたように移動先のヘクスまで

防御力に修正を加えるための支援火器を選択することは

通過可能な経路を辿れなければならず、それができない

できない。防御側のユニットが全て縦隊の場合、攻撃側

場合は地図外に置かれ、指揮下のユニットが再度プレイ

のプレイヤーは望むのならば、修正を加えるための防御

に登場するまで地図外にとどまる。指揮官に指揮下のユ

側の支援火器を 1 つ選択することができる（これを防御

ニットが存在しなくなった場合（今後も登場予定の無い

側は拒否できない）。個別の装甲目標ユニットが射撃を

場合）、指揮官はプレイから完全に除去される。

受ける場合、防御側プレイヤーは防御力の修正を受ける
ために支援火器を 1 つ選択することはできない（攻撃側

13.2 指揮官の効果

も同様である）。
・指揮官のいるヘクス、および隣接するヘクスにいるユ
パンツァーファウスト（PzFst）は使い捨ての支援火器

ニットは指揮下になり、第 2 アクションのための DC

である。そのためカウンターにはそのことを表すシンボ

を消費することができる。

ルが表記されている。ドイツ軍プレイヤーがこの支援火
器を攻撃か白兵戦に使用したならば、使用後にプレイか

・指揮官は同一ヘクスにスタックしているユニットで
適用可能なものに対し、部隊練度修正を加える。
・指揮官は同一ヘクスにスタックしているユニットで

ら除去される。

適用可能なものに対し、射撃時に火力修正を加える。
ただし支援火器と異なり、射撃の種類を変更すること

13.0 指揮官

はできない。

13.3 指揮官の除去
指揮官はユニットを指揮し、部隊練度に修正を加える。
また、同一フォーメーションに所属するユニットの火力

指揮官は、プレイヤーが白兵戦の解決の際にダイスの目

を向上させる。指揮官は多くの点について支援火器と同

で 9 を出した場合、その場に存在する 9 の目を出したプ

様に扱われるが、いくつかの例外が存在する：

レイヤー側の指揮官が（白兵戦を仕掛けたか、仕掛けら
れたかには関係なく）除去される。除去の対象となった

13.1 指揮官の移動

指揮官に代替指揮官が存在する場合、指揮官マーカーを
裏返して代替指揮官面にする。すでに指揮官マーカーが

指揮官はプレイの手順において、特別なタイミングで移

代替指揮官面になっていた場合、その指揮官はプレイか

動する。指揮官を移動させるには、現在指揮官のいるヘ

ら完全に除去される。

クスから、指揮官と同一フォーメーションに所属する他

指揮官のいるヘクスが射撃（臨機射撃、直接射撃、

のユニットの上に置き換えるだけで良い。白帯付きの指

間接射撃）を受けて、射撃のダイスの目が 0 だった場合、

揮官は、他の白帯付きのユニットの上に置かれなければ

指揮官は除去される。除去の対象となった指揮官に代替
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指揮官が存在する場合、指揮官マーカーを裏返して代替

フォーメーションのユニットが存在していたり、ス

指揮官面にする。すでに指揮官マーカーが代替指揮官面

タック超過の状態にあったりしていてはいけない）。

になっていた場合、その指揮官はプレイから完全に除去
される。

上記の能力を使う度にダイスを振り、5 以下の目が出た
ら、Greg はプレイから除去される。

14.0 ヒーロー

Patric Adams 少尉
Adams は 増 援 予 定 表 に 従 っ て 登 場 し、
第 3 歩兵師団の使用可能ヒーローボック

ヒーローはゲーム開始時から存在する場合と、増援で登

スに置かれる。このボックス内にいる時

場する場合があるが、使用可能になった時点でルールに

に第 7 歩兵連隊が活性化されると、連合軍プレイヤーは

定められた能力を発揮する。1 つの戦闘には、1 人のヒー

第 7 歩兵連隊のユニットに隣接する何れか 1 つのヘクス

ローのみが参加することができる。

にいるドイツ軍ユニットに対し、降伏勧告を行うことが
できる。降伏勧告を受けたヘクス内のドイツ軍ユニット

ヒーロー・マーカーには、必ず "Hero" と記されている。

は TQC を行なわなくてはならず、これに失敗するとそ
のヘクス内の全てのユニットは降伏し、プレイから除去

ヒーローは（使用後に除去されるのでない限り）自身と

される。Adams はゲーム中にこの能力を 1 開始か使う

同じフォーメーションに所属する地図上のユニット、あ

ことができず、使用した後はプレイから除去される。

るいは地図外でプレイに復帰しようとしているユニット
と一緒に置かれる。あるヘクス内のユニットが全て除去

Audie Murphy 少尉

された後にヒーローが残っていた場合、そのヒーローは

Murphy は増援予定表に従って登場し、

同一フォーメーションに所属する他のユニットと同じと

第 3 歩兵師団の使用可能ヒーローボック

ころに置かれる。

スに置かれる。彼がボックス内にいる限
り、第 15 歩兵連隊の全てのユニットは、以下の恩恵を

ヒーローにはマーカーに名前が記載された高名なヒー

受ける。

ロー以外に、無作為イベントで登場する名もなきヒー
ローが存在する。

1) 連隊の部隊練度は、第 3 師団のものより 2 上昇する。
2) 全ての直接射撃、および臨機射撃において、火力が 1

14.1 高名なヒーロー

増加する。

Stephen Raymond Greg 少尉

上記の能力を使う度にダイスを振り、1 以下の目が出た

Greg は 増 援 予 定 表 に 従 っ て 登 場 し、

ら、Murphy はプレイから除去される。

第 36 歩 兵 師 団 の 使 用 可 能 ヒ ー ロ ー

Wend von Wietersheim 中将

（Available Heros）ボックスに置かれる。
このボックス内にいる時に第 143 歩兵連隊が活性化され

von Wietersheim が 使 用 可 能 ヒ ー ロ ー

ると、連合軍プレイヤーは以下にある彼の能力を利用す

ボックスに置かれている場合、全ては平

ることができる：

常通りに行われる。またその場合、第 11
装甲師団の指揮官カウンターも、通常の指揮官として

1) 連合軍プレイヤーは、第 36 歩兵師団の第 143 連隊に

扱われる。ドイツ軍プレイヤーは、使用可能ヒーロー

隣接する任意のドイツ軍 1 ユニットを降伏させること

ボックスに置かれている von Wietersheim をヒーロー

ができる。降伏したユニットはプレイから除去される。

として使用することができる。プレイヤーがこの選択を

2) 連合軍プレイヤーは、第 143 連隊所属の迫撃砲が射撃

し、第 11 装甲師団、あるいは所属する何れかのフォー

を行った場合、ダイスの目を 0 に変更することができ

メーションが活性化されていたら、第 11 装甲師団の指

る。これは、最初に振って出た目を確認してからで良

揮官カウンターを代替指揮官面に裏返し、ヒーローであ

い。

る von Wietersheim を、第 11 装甲師団の司令部、ある

3) 連合軍プレイヤーは、第 143 連隊のユニットがいる任

いは活性化されてるユニットの上に置く。そして他の指

意のヘクスから、全ての混乱、釘付け、制圧下マーカー

揮官同様に移動することができる。第 11 装甲師団の指

を除去することができる（ただし、そのヘクスに他の

揮官には、これ以降代替指揮官は追加されることなく、
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von Wietersheim を使用可能ヒーローボックスに戻すこ

部隊は、地図上で使用される（輸送する）か、所属す

ともできない。

る師団の師団ディスプレイの使用可能輸送部隊ボック
ス（Transport Pool）に置かれるかの何れかである。輸

von Wietersheim が第 11 装甲師団の司令部とスタック

送部隊は増援としても登場する。増援で登場した輸送部

している場合、司令部の指揮範囲が 2 ヘクス広がり、師

隊は、師団ディスプレイ上の使用可能輸送部隊ボックス

団の部隊練度が 1 上昇する（これは師団の部隊練度の上

に置かれる。輸送部隊を利用するためには、輸送部隊

限も上昇させる）。

が（師団／フォーメーションチット、あるいは直接指揮
によって）活性化されなくてはならない。輸送部隊が活

von Wietersheim が 第 11 装 甲 師 団 の 司 令 部 以 外 の ユ

性化されている場合、プレイヤーはその輸送部隊と同じ

ニットとスタックしている場合、直接射撃、および臨機

フォーメーションに属している散開隊形にあるユニット

射撃の火力を 2 増加させる。

を積載することができる。輸送部隊が師団直属（白帯付
き）の場合、その師団に所属する全てのユニットを積載

Walter Ernst Emil Rolin 大佐

することができる。そして、積載されるユニットの上に

Rolin 大佐は増援予定表に従って登場し、

輸送部隊を置く。積載されるユニットは活性化されてい

第 338 歩兵師団の使用可能ヒーローボッ

る必要はなく、輸送部隊のみが活性化されていれば良い。

クスに置かれる。彼がボックス内にいる

輸送部隊への積載行為は、完全な 1 回の移動アクション

限り、第 338 歩兵師団のユニットは夜間の射撃において

として扱われる。輸送部隊から積載物を降ろす行為も完

-1 の修正を受けない。また、それぞれの夜間ターンの

全な 1 回の移動アクションとして扱われ、積載している

開始時、第 338 歩兵師団のユニットが視認可能な任意の

ユニットの上から輸送部隊を取り除くと、師団ディスプ

ヘクスに照明弾マーカーを 3 つまで自由に置くことがで

レイ上の使用可能輸送部隊ボックスに戻される。輸送部

きる（8.7.3 参照）。

隊から降ろされたユニットは散開隊形になり、後の活性
化チットで通常通り活性化することができる。輸送部隊

上記に加えドイツ軍プレイヤーは、（派兵ポイントを消

から降ろされたユニットは活性化しているとはみなされ

費することによって）突撃準備マーカーを 1 つ置き、直

ず、降ろされた際の活性化中には何らアクションを行う

ちに白兵戦を行うことができる（突撃準備マーカーに隣

ことはできない。

接した状態で再度の活性化を迎える必要はない）。
装輪、および装軌ユニットを積載することはできない。

14.2 名もなきヒーロー

輸送部隊によって運ばれている間、輸送部隊の能力（火
名前の付いていないヒー

力、防御力等）が運ばれいてるユニットにも適用される。

ローは、無作為イベント

輸送部隊と積載物は、スタックや目標としては 1 つのユ

によって登場する。無作

ニットであるとみなされる。

為イベントでヒーローが発生したら、プレイヤーは任意
の自軍ユニットのスタックを選択し、そこにヒーロー

積載と荷卸（乗車と下車）は、それぞれ臨機射撃を引き

マーカーを置く。このヒーローマーカーは一緒にいるユ

起こす。臨機射撃を行うプレイヤーは、その臨機射撃が

ニットとともに移動する。ヒーローマーカーは、一緒に

積載や荷卸の前に行われたか、後に行われたかを選択す

いる任意の 1 ユニットの能力を、マーカーに記されてい

ることができる。輸送部隊は射撃の解決に修正を与える

るだけ修正することができる。ヒーローによる修正を利

可能性があるので、射撃が解決されるまでそのヘクスに

用することは任意だが、修正を利用する場合はダイスを

留まらなくてはならない。臨機射撃を解決した後にその

振る前に宣言しなくてはならない。この時のダイスの目

ヘクスに輸送部隊が残っている場合は、如何なる状態

が 4 以下だった場合、ヒーローはプレイから除去される。

マーカーも伴うことなく、使用可能輸送部隊ボックスに
戻すことができる。

15.0 輸送部隊

ユニットが輸送中であることを表すには、そのユニット

CSS: Montélimar においては、両軍に輸送部隊が配備さ

1 つのユニットと一緒に、1 つの支援火器を輸送部隊で

れている。ゲーム開始時からプレイに登場している輸送

運ぶことができる。ただし、支援火器を単独で運ぶこと

を輸送部隊の直ぐ下に置いておく。
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はできない。また、最低でも 1 ユニットが乗車している

が生き残ったら、その残ったマーカーによって、連合軍

場合、これに加えて指揮官とヒーローは無制限に乗車す

の航空支援マーカーを攻撃することができる。ドイツ軍

ることができる。

プレイヤーはダイスを振って 4 以下の目が出れば、目標
となった連合軍の航空支援マーカーを除去することがで

輸送部隊がプレイの途中で除去された場合、積載してい

きる。これらの戦闘が終了したら、両軍プレイヤーとも

たユニットも一緒に除去される。

生き残った航空支援マーカーを、その時地図上に登場し
ている師団の師団ディスプレイ上にある、対地支援利用

ユニットが乗車した後や下車した後、輸送部隊は第 2 ア

可能ボックス（Air Strike Available box）に置く。そ

クションで移動することができる。

してここに置かれたそれぞれのマーカーが、その師団に
対する対地支援に利用される（16.2 参照）。

輸送部隊が潰走した場合、輸送部隊は使用可能輸送部隊
ボックスに置かれ、輸送中のユニットはその師団の潰走

対地支援を行うことによって砲煙マーカーを置くこ

ボックスに置かれる。

とができる。

1 回の活性化中に 1 つの輸送部隊は、積載と荷卸の両方

16.2 対地支援

を行うことはできない。
航空支援の方法には、妨害任務と対地攻撃の 2 通りの方
法がある。

16.2.1 妨害任務

16.0 航空戦力

縦隊で道路に沿って移動アクションを行っている敵ユ
ニットを、対地支援を利用可能な師団のユニットが視認
できる場合、その敵ユニットに対して対地支援による攻

Montélimar の戦いにおける航空戦力は

撃を行うことができる。この時の攻撃は航空支援マー

無作為で混沌としていた。ゲームにおけ

カーに記載されている火力によって行われ、一切の修正

る航空戦力は対地支援という形で、無作

は適用されない。また、攻撃はヘクスに対しても、個別

為イベントにより登場する（20.0 参照）。

の装甲目標に対しても行うことができる。ただし、この

対地支援イベントが発生したら、連合

攻撃には航空支援を利用する師団が 1DC を消費する必

軍 と ド イ ツ 軍 の 両 軍 は 航 空 支 援（Air

要がある。

Support）マーカーを受け取る。航空支

16.2.2 対地攻撃

援マーカーは全部で連合軍は 6 個、ドイ
ツ軍は 4 個ある。そしてこの数が、最大で利用できる航
空支援の数である。2 回目以降の対地支援イベントが発

師団の活性化チットが引かれた場合、その師団が利用可

生した場合、その時（先の航空優勢によって除去された

能な航空支援マーカーによって、そのマーカーに記載の

ために）プレイから除外されていたマーカーも全てプレ

火力を使い攻撃を行うことができる。この時の攻撃には

イに復帰し、新たな空戦への投入が可能となる。

観測部隊を必要とせず、地図上のいかなる地点でも攻撃
することができる。また、この攻撃には一切の修正は適

16.1 航空優勢

用されない。また、攻撃はヘクスに対しても、個別の装
甲目標に対しても行うことができる。ただし、この攻撃

対地支援イベントが発生した場合、最初に空戦が行われ

には航空支援を利用する師団が 1DC を消費する必要が

る。まず、それぞれの連合軍の航空支援マーカーが、ド

ある。

イツ軍の航空支援マーカーに対して射撃を行う。プレイ
ヤーによる攻撃は１つずつ行われる。複数のマーカーに
よって１つの敵マーカーを攻撃しても構わない。連合軍
プレイヤーはダイスを振って 6 以下の目が出れば、目標
となったドイツ軍の航空支援マーカーを除去することが
できる。この攻撃によってドイツ軍の航空支援マーカー
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風チットが引かれた場合、地図上の全て
の照明弾マーカーは除去される。ある
いは昼間ターンを迎えた場合も、照明弾

Montélimar では 2100 時ターンに始まる、1 日に 2 回の

マーカーは除去される。

夜間ターンがある。

18.0 増援

この 2 回の夜間ターンの間、以下の影響が出る：
・最大視認距離 1 ヘクスまでに制限される
・全ての火力が 1 減少する（-1 される）。この時雨が降っ
ていれば全ての火力が 2 減少する（-2 される）
・両軍プレイヤーとも、照明弾を使用することができ

増援はプレイの手順に記されたタイミング（準備フェイ
ズのステップ G）で登場し、増援予定表に記載されたヘ
クスへ置かれる。師団／フォーメーションが増援でプレ
イに登場すると、師団／フォーメーションの活性化チッ

る
・夜間ターン中、対地支援を利用することはできない。

トが利用可能になる。また、師団や／フォーメーション

師団ディスプレイ上に航空支援マーカーがある場合、

に所属するユニットがプレイに登場したら、DP や DC

夜間ターンの開始時に全て取り除かれる。

についてダイスを振ることが可能になる。

17.1 照明弾

自軍の増援が登場するヘクスから 6 ヘクス以内には、敵

夜間ターンの間、間接射撃のための視認

を行うことも、間接射撃を行うこともできない。また、

は、自軍ユニットに隣接したヘクスに限

不意打ちユニットを置くこともできない。増援登場ヘク

られる。それ以外のヘクスを視認するた

ス上にいる自軍ユニットに対し、敵ユニットはいかなる

めには、照明弾を利用する必要がある。

種類の射撃も行うことはできない。また、増援登場ヘク

ユニットは進入することができず、対地支援による攻撃

スにいる自軍ユニットは、射撃を行うことができない。
照明弾を打ち上げるには、照明弾の目標となるヘクスを
射程内に収める間接射撃ユニットを 1 つ選択し、そのヘ

増援登場ヘクスでスタックすることはできない。

クスが通常の昼間ターンであれば視認可能な状態であれ
ば良い。あるいは、その目標ヘクスが通常の昼間ターン

増援登場ヘクス上のユニット、支援火器、指揮官、およ

であれば視認可能な観測ユニットが存在すれば良い。雨

びヒーローは、地図上に存在するものとみなされる。

天の場合、視認距離に対して影響を与える。照明弾の打
ち上げは 1 つのアクションとみなされる。照明弾を打ち

増援登場ヘクス上のユニットは、常に指揮下にあるもの

上げる際にはダイスを振り、9 以外の目であれば目標ヘ

とみなされる。

クスに照明弾マーカーが置かれる。ダイスの目が 9 で
あった場合、目標ヘクスに照明弾マーカーは置かれない
（ただし、アメリカ軍プレイヤーは、他のアクションで
再度同一ヘクスへ照明弾の打ち上げを試みることは可能

19.0 師団ディスプレイ

である）。照明弾マーカーの置かれたヘクスは被照明エ
リアとして扱われる。被照明エリアに対する射撃は、夜

ゲームに登場する個々の師

間における ‒2、あるいは ‒1 の修正は受けない。また、

団 は、 様 々 な ポ イ ン ト や

被照明エリア（ヘクス）は、視認や戦闘での修正につい

能力を記録しておくための

ては昼間ターンと同様に扱われる（ただし、雨天の効果

（師団）ディスプレイを持
つ。これらはまた、利用可

は適用される）。

能な支援火器や潰走状態の
被照明エリアにいるユニットは、視認以外については何

ユニット、利用可能な対地支援、ヒーローについての管

ら影響は受けない。

理にも用いられる。ディスプレイは全部で 4 枚あり、そ
のうち 3 枚では 2 つの師団が管理され、残りの 1 枚では

照明弾は、夜間ターンにのみ打ち上げが可能である。

3 個師団が管理される。
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各師団の指揮能力は、ディスプレイに記載されている。

正があっても、部隊練度が 8 を超える場合は、超えた分

これらは、ゲームのプレイ中にプレイヤーがどれだけの

の修正は無視する。

DP や DC を利用可能かを決定する。累積されるポイン
ト等は、ディスプレイ下部にある汎用トラック（General

上記に加え、師団の部隊練度は活性化チットの利用に影

Rcords Track）で管理・記録される。

響を与える。

19.1 派兵ポイントと直接指揮

・師団の部隊練度が 3 以下の場合、そのターンにフォー
メーションの活性化チットを利用することができな

個々の師団の指揮能力は、ディスプレイ上で確認するこ

い。

とができる。そして、蓄積された DC と DP が汎用トラッ
・師団の部隊練度が 2 以下の場合、そのターンにその師

クで確認することができる。

団、およびフォーメーションの活性化チットを利用す
自軍の直接指揮チットがカップから引かたらそれぞれの

ることができない。

師団に対してダイスを振り、出た目の半分（端数切り捨
て）を、その時地図上に師団司令部が存在するそれぞれ
の師団の指揮レーティングに加える。そして、ここで
求められた数値を師団の DC の合計に加える。ただし、

20.0 無作為イベント

DC は最大で 19 までしか蓄積することができない。こ
毎ターン、イベント（Event）チットがカッ

れ以上に獲得した DC は失われる。

プに入れられる。そしてイベントチット
派兵レーティングは、準備フェイズのステップ D で使

が引かれたらダイスを振り、無作為イベ

用する。この時ダイスを振って派兵レーティング以下の

ント表（Random Event Table）で何が

目が出たら、汎用トラックの DP に 3 を加える。ダイス

起きたかを確認する。

の目が派兵レーティングを超えてしまったら、DP に 1
を加える。ただし、最大で 9 ポイントまでしか蓄積する

無作為イベント表

ことができず、これを超えた分は全て失われる。
0：アメリカ軍将校によるイニシアチブの発揮：アメリ
小さな規模の戦闘をシナリオによっては、ディスプレイ

カ軍プレイヤーは、麾下の任意の師団の DP に 3 を加え

に記されているものとは違うレーティングを使用するこ

ることができる。

とがあるので、シナリオの特別ルールに注意すること。
1：ドイツ軍将校によるイニシアチブの発揮：ドイツ軍

19.2 師団の部隊練度

プレイヤーは、麾下の任意の師団の DP に 4 を加えるこ
とができる。

それぞれの師団には、最大の部隊練度が定められている。
例えば Butler 任務群は、最大部隊練度が 7 である。こ

2：対地支援：昼間ターンで、かつ雨が降っていない場

の数値は初期値であって、変更後の部隊練度は部隊練度

合、連合軍は 6 個の、ドイツ軍は 4 個の航空支援マーカー

（Current Troop Quality）マーカーによって表される。

を受け取る。使用方法については 16.0 を参照すること。

部隊練度を使用するときは、このマーカーによって示さ

天候が雨の場合、あるいは夜間ターンの場合、このイベ

れている値を使用するが、初期値を下回ることがある。

ントは無視する。

ゲームの進行において部隊練度は再度上昇することがあ
るが、特にルールで定められない限り、その値が初期値

3：脱出恐慌：Montélimar 市のいずれかのヘクスに、交

を上回ることはない。何らかの理由で初期値を上回った

通渋滞（Traffic Jam）マーカーを 1 つ置く。そして市

場合、その上回った分は無視される。個々のユニットの

内における移動コストは倍になり、都市ヘクス同士を繋

部隊練度は師団の部隊練度を基礎にして決定されるが、

げている道路の移動に関する効果は無視される。交通渋

様々な修正によって個々のユニットの部隊練度は、師団

滞マーカーが置かれている間、Montélimar の都市ヘク

の部隊練度の初期値を上回ることがある。

スの防御力は（-3 ではなく）+1 になる。

部隊練度の最大値が 8 を超えることは無い。いかなる修

上記に加え、ダイスを 1 個振る。出た目が 0 ～ 6 の場合、
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脱出（Evacuation）マーカーを増援ヘクス 16.10 に置く。

の火力を持つユニットが存在する。

ダイスの目が 7 か 8 の場合、脱出マーカーを増援ヘクス
03.60 に置く。ダイスの目が 9 の場合、脱出マーカーを

これらのユニットはルール上、基本的には直接射撃ユ

増援ヘクス 01.12 に置く。脱出イベントに関する詳細は

ニットであるとして扱われる。これらのユニットは 1 回

22.0 を参照すること。

の活性化で、1 ヘクスから 1 回の（直接、あるいは間接）
射撃を行うことができる。そして、たとえ敵ユニットが

脱出道路（Evacuation Road）に連合軍ユニットが存在

隣接しても、自動的に縦隊になることはない。これらの

せず、連合軍の射撃ゾーン内にも晒されていない場合、

ユニットは通常の間接射撃ルールに従って、（1 回の活

ドイツ軍プレイヤーはシナリオの記載に従って勝利ポイ

性化で、1 ヘクスから 1 回だけだが）間接射撃を行うこ

ントを獲得することができる。

ともできる。

次に脱出恐慌以外のイベントが発生したら、交通渋滞

21.2 ドイツ軍の対戦車砲と対空砲

マーカーは取り除かれる。

この戦役でドイツは崩壊寸前になっており、重装備の扱
4：連合軍のヒーロー：連合軍のヒーローマーカーを 1 枚、

いに難儀していた。このルールはこうした問題を再現す

任意の自軍ユニットの上に置く。

るものである。ドイツ軍プレイヤーはこれらのユニット
を縦隊にすると、その時点で重装備は放棄されたものと

5：ドイツ軍のヒーロー：ドイツ軍のヒーローマーカー

みなされ、二度と散開隊形に戻ることはできない。これ

を 1 枚、任意の自軍ユニットの上に置く。

らのユニットは縦隊面に記載された能力のみを持つ、通
常のユニットとして扱われる。これらのユニットは輸送

6：ドイツ軍の補給不足：ドイツ軍の全ての師団、およ

部隊で運ぶことができる（そして、そのためには散開隊

びフォーメーション活性化チットを取り除く。そのター

形でなくてはならない）。

ンの残りの間、ドイツ軍プレイヤーはこれらのチットを
利用することができない。
対空砲

対戦車砲

7：アメリカ軍無線の不通：ドイツ軍プレイヤーは、地
図上に存在する任意のアメリカ軍師団を選び。その師団
の部隊練度を 1 下げることができる。

22.0 ドイツ軍の脱出

8：自暴自棄のドイツ軍：連合軍プレイヤーは、地図上
に存在する任意のドイツ軍師団を選び。その師団の部隊

この戦いでの最終目標は、（連合軍にとっては）ドイツ

練度を 1 下げることができる。

軍の脱出阻止と、（ドイツ軍にとっては）可能な限り多
くの自軍を助けることである。ゲームにおいてこれらの

9：ドイツ軍による情報戦：ドイツ軍プレイヤーは、任

ことは、両方とも地図北端からのドイツ軍の脱出と、無

意のドイツ軍師団の派兵ポイントを 3 上げるか、任意の

作為イベントによる脱出で表現されている。ドイツ軍ユ

連合軍師団の派兵ポイントを 3 下げるか、その何れかを

ニットが地図端からすることによって得られる勝利ポイ

行うことができる。

ントは、各シナリオの特別ルールに記載されている。こ
の章では、無作為イベントによる脱出について記す。

21.0 両用砲とドイツ軍の対
戦車、および対空砲

22.1 交通渋滞
無 作 為 イ ベ ン ト が 発 生 し た ら、 ま ず
Montélimar 市の何れかのヘクスに交通
渋滞マーカーを置く。32 個の連なった

21.1 両用砲

Montélimar 市の全てのヘクスは、進入の

ゲームの中には、直接射

市の全てのヘクスは、防御力が（-3 ではなく）+1 になる。

撃用と間接射撃用の 2 つ

32 個の都市ヘクスの間では、道路移動の効果を利用す

ための移動コストが倍になる。これに加え Montélimar
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ることができない。Montélimar 市に置かれた交通渋滞

ることができる。脱出をしたユニットは、プレイには二

マーカーは、脱出恐慌以外のイベントが発生したら取り

度と復帰することはできない。

除かれる。つまりそれまでは上記の影響は継続する。

23.0 フランス国内軍
（FFI）ユニット

22.2 脱出マーカー
このゲームには、3 つの脱出マーカーが
用意されている。無作為イベントが発生
したらダイスを振って、それによって決
まったヘクスにこの内の 1 つを置く。イベントの発生に

フランス国内軍とは、アメリカ軍とともに戦ったフラン

よってこれら全てのマーカーが地図上に置かれたら、連

スのレジスタンスのことである。このルールでは、（自

合軍プレイヤーはその内の 1 つを除去することができる

由フランス軍に所属する）Sudre 戦闘団については言及

（そして勝利ポイントを得ることがある）。ここで除去さ

しない。国内軍には 2 種類のユニットが存在する。1 つ

れたマーカーは、再び増援ヘクスへ置くために利用する

は増援として登場する通常のユニットで、これらは他の

ことができる。

連合軍ユニットと同じ様に行動する。もう 1 つは国内軍
の不意打ちユニットで、これらは無作為イベントによっ

脱出マーカーは、ドイツ軍が直接指揮チットを引くと移
動することができる。この移動には DC は必要としない。
ただし移動をする場合には、他のユニットが直接指揮に

て登場する。

23.1 国内軍ユニット

よって移動する前に移動しなくてはならない。
フランス国内軍ユニットには、Faure 大
このマーカーが唯一行うことのできるアクションは、移

尉に率いられた FFI-1 ～ FFI-5 のユニッ

動アクションである。また、常に道路、または鉄道上に

ト、および司令部ユニットの 6 ユニット

いなくてはならない（小道は除く）。そして、常に道路、

が存在する。ただし、これらの部隊には

または鉄道に沿って移動しなくてはならない。交通渋滞

フォーメーションチットは存在しない。この部隊のユ

マーカーが Montélimar に置かれている場合、道路移動

ニットはアメリカ軍の直接指揮によってのみ活性化さ

の効果を利用することはできないが、その場合でも移動

れ、その DC は Butler 任務群から消費し、Butler 任務

は道路に沿う形で行われなければならない。

群が解散している場合は、第 36 歩兵師団から消費する。
また、直接指揮によって国内軍ユニットを活性化する場

マーカーがヘクス 29.01 の脱出ヘクスへ到達したら、ド

合、1 ユニットあたり通常の 1DC ではなく 2DC を消費

イツ軍プレイヤーはマーカーを地図上から取り除き、再

しなくてはならない。これらのユニットは全て 5 の部隊

度イベントが発生した時に利用することができる。そし

練度を持ち、これは決して変わらない（Butler 任務群

てドイツ軍プレイヤーは勝利ポイントを得る。

や第 36 歩兵師団の部隊練度の変動による影響は受けな
い）。

22.3 脱出ヘクス

23.2 国内軍の不意打ちユニット

ヘ ク ス 29.01 は Valence（ 地 図 北
端の 8 マイル先）に繋がっており、

ドイツ軍のユニットが、同じ師団の他の

そこにはドイツ軍にとっての自由

ユニットから 5 ヘクスより遠く離れたヘ

が待っている。

クスに進入した場合、連合軍プレイヤー
は、その移動を行ったユニットに隣接す

いかなる連合軍ユニットも、ヘクス 29.01 の 3 ヘクス以

るヘクスに、不意打ちユニットを 1 ユニット置くことを

内に進入することができない（これでゲーム的な妨害を

試みることができる。不意打ちユニットが置かれるヘク

阻止する）。

スに、他の連合軍ユニットがいても構わない（ただし、
スタック超過や異なるフォーメーション同士のスタック

ドイツ軍ユニット、およびマーカーがこのヘクスに到達

による罰則は被る）。ユニットを置く際にはダイスを 1

したら地図上から取り除き、シナリオの特別ルールに記

個振り、ダイスの目が 5 以下であったら、そのヘクスに

載された勝利ポイントを、ドイツ軍プレイヤーは獲得す

国内軍の不意打ちユニットを置くことができる。連合軍
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プレイヤーは不意打ちユニットを 5 個まで置くことがで

な部隊編成を行って戦闘に参加した。このような理由か

きる。また、新しい場所に不意打ちユニットを置くため

ら、Butler 任務群はゲーム開始時から編成されているが、

に、既に地図上にあるユニットを取り除いて再利用する

ドイツ軍はゲーム中にカンプグルッペを編成することが

こともできる。この場合連合軍プレイヤーは、新たな不

できる。

意打ちユニットを置くためのダイスによる判定の前に、
地図上から不意打ちユニットを取り除かなくてはならな

第 11 装甲師団、第 198 歩兵師団、および第 338 歩兵師

い。

団は、それぞれ 1 枚ずつのカンプグルッペマーカーを所
有している。カンプグルッペマーカーは（師団やフォー

不意打ちユニットは通常の国内軍ユニットと同じ方法で

メーションのような）活性化チットで、他のフォーメー

活性化することができる。ただし、決して縦隊になるこ

ションチットのようにカップに投入され、全く同じ制限

とはできず、輸送することもできない。

を受ける。プレイの手順のステップ 1.D に 1DP を消費

23.2 Suder 戦闘団（選択ルール）

することで、カップに投入される。また、2DP を消費
することでアクションフェイズ中に直接活性化すること
もできる。フォーメーションチットと異なるのは、それ
によってどのユニットが活性化されるかだけである。

Suder 戦闘団（CC Suder）は、自由フラ
ンス軍の第 1 機甲師団に所属するフォー
メーションの 1 つである。このフォーメー

カンプグルッペチットが活性化されたら、ドイツ軍プ

ションは Butler 任務群の代わりに使われ

レイヤーはそのチットを地図上の任意のヘクスに置く。

る可能性を多分に秘めていた。結局アメリカ軍の指揮官

チットが置かれたヘクスから 2 ヘクス以内に存在する

はフランス軍を完全には信用せず、アメリが軍部隊によ

全てのドイツ軍ユニットは活性化され、アクションを 1

るその場限りの任務群を編成した。この選択ルールを使

回だけ行うことができる（第 2 アクションは無い）。活

用することにより、シナリオ集の中のシナリオ 8 で、連

性化された全てのユニットは、（本来所属する連隊、師

合軍プレイヤーは Butler 任務群の代わりに、Suder 戦

団に関係無く）1 つのフォーメーションに所属するもの

闘団を使用することができる。これは単純に Butler 任

としてスタック、攻撃、白兵戦等を行うことができる。

務群の代わりに Suder 戦闘団のユニットを投入し、自

フォーメーションが異なることによる罰則は、後にヘク

軍の師団の様に扱うだけで良い。この選択ルールを使

ス内のスタック構成を変更しない限り受けることはな

用する場合、Butler 任務群のユニットは一切登場せず、

い。

ここに所属していたユニットは第 36 歩兵師団に所属の
ユニットとして登場する。

25.0 列車砲

24.0 ドイツ軍
カンプグルッペ

このゲームにはドイツ軍の 3 つの列車砲
（Caesar、Gneisenau、Scharnhorst） が
登場する。これらは第 669 工兵大隊に所
属し、より大きなフォーメーションに配

アメリカ軍とドイツ軍では、特別任務を

属される（26.0 参照）。これらのカウンターには、鉄道

遂行するための部隊編成について、異な

によってのみしか移動することができないことを表す特

るアプローチをしていた。アメリカ軍は

殊なシンボルが記載されている。そして、鉄道ヘクスか

大きな部隊編成を好み、それはしばしば

ら決して離れることはできない。

連隊規模に及んだ。そしてまとまった部隊として、長期
に渡って戦っていた。Butler 任務群は、戦争全体で見

3 つの列車砲は全て巨大な砲を有していたが、射界が著

てもその好例である。Butler 任務群は数次の戦闘のた

しく制限されていた。このこと以外は、通常の間接射撃

めに、より大規模な部隊からのいいとこ取りで編成され

ユニットと変わりはない。この射界の制限により、列車

た。

砲のいるヘクスの鉄道の南端／南西端と、同じヘクスの
鉄道の北端／北東端を結び、その結んだ線の北／北東へ

ドイツ軍では考え方が異なっていた。彼らは短期の戦術

の延長線上に存在するヘクスに対してしか射撃を行うこ

的な任務を達成するために、その時その時でより小規模

とができない（射程は無限である）。この線上に存在す
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る全ての敵ユニットは射撃を受ける可能性がある（ただ

マーカーを新しい師団のディスプレイへ移す。これらの

し、活性化や観測者など、他の間接射撃に関するルール

フォーメーションは、同一師団に対し 2 つまでしか配属

は適用される）。ここで定められた射線がヘクスサイド

することができない。

に沿っていた場合、そのヘクスサイドに隣接する両方の
配属されたフォーメーションの部隊練度

ヘクスが、射撃の対象となる。

は、配属先の親師団と同じになる。

26.0 ドイツ軍フォーメー
ションの配属

これらのフォーメーションがプレイに登場し、その時点
で配属可能な師団が存在していない場合、そのフォー
メーションは実際にはプレイに登場せず、所属する全て
のユニットは全滅したものとみなされる。

このゲームには、ドイツ軍プレイヤーがドイツ軍の師団

27.0 勝利

へ配属させることのできる連隊規模のフォーメーション
が 4 つ存在する。これらのフォーメーションは、配属可
能なユニットがプレイに登場したら、必ず何れかの師団
に配属されなくてはならない。これらのフォーメーショ
ン配属先を表すために、配属先の師団ディスプレイの配

27.1 勝利ポイントの記録

属フォーメーション（Attached Formation）ボックスに、

大半のシナリオでプレイヤーは、ターン

該当するフォーメーションの配属（Attached）マーカー

記 録 表（Turn Record Display） 上 に あ

を置く。フォーメーションの配属先師団を変更する場合

る 勝 利 ポ イ ン ト 記 録 表（Victory Point

は、準備フェイズのステップ D で 2DP を消費し、配属

Track）で勝利ポイントを記録する。両
プレイヤーは、29 ポイントまで勝利ポイ
ントを獲得することができる。それ以上
の勝利ポイントを獲得した場合は、超え
た分だけ相手プレイヤーの勝利ポイント
を減らすことができる。一方のプレイヤーの勝利ポイン
トが 29 で、もう一方のプレイヤーの勝利ポイントが 0
になった場合、その時点でゲームは終了し、勝利ポイン
トを 29 獲得したプレイヤーが勝者となる。
ユニットの除去によって勝利ポイントが獲得できる場
合、除去されて潰走ボックスに置かれている司令部も、
勝利ポイントの計算に関しては除去されたものとみなさ
れる。

27.2 勝利ヘクス
地図上でいくつかのヘクスは、勝利ヘクス（Victory
Hex）に指定されている。これらは赤、黄、および緑の
3 色に色分けされている。この色は、プレイするシナリ

列車砲の射界の例

オの時期によって異なる価値を持っており、詳しくは各

列 車 砲 の Caesar は、 ヘ ク ス 18.15、18.14、18.13、
19.12、およびその北の延長線上に存在するヘクスの敵
ユニットに対して射撃を行うことができる。この射撃
は通常の間接射撃として解決される。
列車砲の Gneisenau は、ヘクス 19.13、20.13、およびそ
の北東の延長線上に存在するヘクスの敵ユニットに対
して射撃を行うことができる。

シナリオの勝利条件（Victory Condition）に記載され
ている。通常、ドイツ軍にとっては地図南方の勝利ヘク
スが重要になり、アメリカ軍にとっては地図北方の勝利
ヘクスが重要になる。勝利ヘクスに自軍ユニットがいる
場合、勝利ポイントの獲得判定時（あるいはゲーム終了
時）にプレイヤーが勝利ヘクスを支配しているとみなさ
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直しをすることができる。ただし、これ以上の振り直し
をすることはできない。

27.3 ドイツ軍の撤退

各 ゲ ー ム 日 付 の 最 初 の タ ー ン（0700 時 タ ー
連合軍プレイヤーは、ドイツ軍の適切なタイミングでの

ン）、両プレイヤーはバーボン、およびコニャックマー

撤退を阻止することによって、勝利ポイントを獲得する

カーを受け取り、そのゲーム日付の間使うことができる。

ことができる。一方、ドイツ軍プレイヤーは地図外に脱
出マーカーやユニットを離脱させることによって、勝利

ダイスの振り直しをする場合、アメリカ軍プレイヤーが

ポイントを獲得することができる。ヘクス 29.01 に進入

先に宣言しなくてはならない。また、その宣言は他のダ

することによってドイツ軍ユニットは撤退し、直ちにプ

イス振りや他のアクションの実行の前でなくてはならな

レイから取り除かれる。撤退したユニットは、決してプ

い。アメリカ軍プレイヤーがダイスの振り直しを宣言し

レイに復帰することはない。

なかった場合、ドイツ軍プレイヤーが振り直しを宣言す
ることができる。

27.4 損害の記録

選択ルール：だが、偉大な作戦指揮を楽しむための手助
連合軍プレイヤーは、ドイツ軍ユニット（のみ）を除去

けとなる

することにより勝利ポイントを格闘することができる。
マーカーを除去しても、勝利ポイントは獲得できない。

ア メ リ カ 軍 プ レ イ ヤ ー に は、 プ レ イ の 際 に "Bulleit

司令部が除去されて潰走ボックスに置かれている場合、

Frontier Whiskey Barrel Strength" というバーボンを

勝利ポイントの計算に関しては除去されたものとみなさ

飲むことを勧める。タフィーとオークの香りが、偉大な

れる。

ヒントをもたらしてくれるだろう。

全てのシナリオにおいて、シナリオ終了時により多く

ド イ ツ 軍 軍 プ レ イ ヤ ー に は、 プ レ イ の 際 に "HINE

の勝利ポイントを獲得したプレイヤーが、あるいは 27.1

Bonneuil 2005" というコニャックを飲むことを勧め

の条件を達成したプレイヤーが勝利プレイヤーとなる。

る。高いだけの価値はある。

シナリオ終了時に両プレイヤーの獲得した勝利ポイント
が同じ場合、ドイツ軍プレイヤーが勝利プレイヤーとな

29.0 バトラー任務群

る。

28.0 バーボンとコニャック

Butler 任務群（Task Force Butler）が未
だ解散していない状況下においては、以
下の特別ルールがフォーメンションチッ

多くのシナリオにおいてアメリカ軍プレ

トに対して適用される。毎ターン連合軍

イヤーにはバーボン（Bourbon）マーカー

プレイヤーは、派兵ポイント消費することなく、Butler

が、ドイツ軍プレイヤーにはコニャック

任務群（TF Butler）チットをカップに投入することが

（Cognac）マーカーが与えられている。

できる。このチットは疲労のルールに関して、師団チッ

このマーカーを使うことによって各プレ

トと同様に扱われる。カップからこのチットが引かれた

イヤーは、1 日に 1 回だけ自分にとって

ら、このチットはフォーメーションチットとみなされ

好ましくないダイスを振り直す（振り直

る。そして（イニシアチブの状況に応じて）、2DP を消

させる）ことができる。1 回のダイス振

費することによって Butler 任務群を、チットを引かず

り（判定）に対して、バーボン、およびコニャックマー

に活性化することもできる。これらの選択は Butler 任

カーは 1 回だけ使うことができる（1 回のダイス振りに

務群が解散するまで利用可能である。Butler 任務群の

対して、両プレイヤーが使うこともできる）。言い換え

代わりに Sudre 戦闘団が使用されていたら、このルー

れば、あるダイスの目に対して、アメリカ軍プレイヤー

ルと同じルールが Sudre 戦闘団に適用される。師団チッ

がバーボンマーカーを使ってダイスの振り直しを行った

トとしてカップに投入しなければ、Butler 任務群チッ

とする。その振り直したダイスの目に不満のあるドイツ

トをフォーメーションチットの様に使用することができ

軍プレイヤーが、コニャックマーカーを使って再度振り

る。
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8 月 24 日の 0700 時ターンに Butler 任務群が解散したら、

ヘクスに対するものでも戦車自体に対するものでもかま

Butler 任務群はもはや使用することはできない。Butler

わない（両方はできない）。

任務群に所属していたユニットと Butler 指揮官は、以
降全て第 143 歩兵連隊の所属として扱われる。Butler

一度下車してしまうと、徒歩ユニットと戦車ユニットの

任務群チットはプレイから除外され、もう使用すること

2 ユニットとみなされ、スタック超過の罰則を受ける可

はできない。

能性がある。

Sudre 戦闘団は、8 月 23 日の夜間Ⅰターンにプレイか
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ルール校正：Jon Gautier, Mark Popofsky, Jeff Sandelin,
Ross Mortell

The 36th Infantry Division: From the Alamo to Operation
Anvil: http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-36th-

VASSAL モジュール作成： Nigel Rabbetts

infantry-division-from-the-alamo-to-operation-anvil/
進行管理：Sonia Starkweather
11th Panzer Division: http://users.skynet.be/niemacks_
place/ OOB/Heer/Panzer%20For mations/Panzer%20

協力：Allison Hungate Wood, Ken Dingley, Bill

Divisions/11%20 Panzer%20Division.htm#oob

Thomas and Billy Thomas

Panzer Grenadier: http://www.panzergrenadier.org/

謝辞： 我々のホビーの偉大なる革新者の 1 人、Eric Lee

regiment3d. html

Smith 氏に感謝する。彼のデザインした偉大なるゲーム
"Panzer Command" こそが、このゲームの基礎となって

Lone Sentry.com: http://www.lonesentry.com/articles/ttt09/

いる。
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プロデュース：Ken Dingley and Bill Thomas for
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The Luftwaffe, 1933-45: http://www.ww2.dk/
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Organizational Histor y of the Ger man Ar mored
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カウンターについて１：カウンターシート 6 の右下には、
CSS:Guam の訂正カウンターが含まれている。これは
キャンペーンゲームの際に不足していた防御施設のマー
カーとして使用される。

カウンターについて 2：以下のドイツ軍ユニットは、本
来縦隊の面にも火炎放射器能力のシンボルがついていな
くてはならない。
表

裏
裏面にもこのシン
ボルが必要

カウンターについて 3：Butler 任務群の 4 つのハーフト
ラックは装軌ユニットのため、移動力が赤で表記されて
いなくてはならない。

正しい表記のユニットについては、CSS の次回作ゲー
ムに入れる予定である。
日本語ルール作成：守谷

香也

ルールの矛盾点や疑問点は Adam Starkweather 氏に確
認してありますが、更なる疑問点等がありましたら、下
記アドレスまでお問い合わせください。
kaya-m@ninus.ocn.ne.jp
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