各種図表類
Charts and Table

戦闘結果表（8. 0 参照）

ヘクスへの射撃

単一装甲目標への射撃

ダイスの目
小火器射撃
榴弾／火炎放射器射撃
間接射撃

対装甲射撃

注意事項
・ダイスの目で 0 が出ると常に命中し、9 が出ると常に失敗する。
・ダイスの目で 9 が出ると支援火器は故障する（12.2 参照）。
・火力が白いボックスで囲まれている場合、榴弾射撃と対装甲射撃を選択することができる。

白兵戦修正（9.5 参照）

直接射撃修正（8.3 参照）
a. 目標となったユニットの防御力を適用する。あるいは目標がヘクスの場合、選ばれ
たユニットの防御力を適用（8.3.1 参照）
b. 射撃ユニットと一緒にいて参加可能な支援火器、指揮官、およびヒーローによる修
正を適用（8.3.2 参照）
c. 射撃ユニット、および防御ユニット双方の上に置かれている状態マーカーによる修
正を適用（8.3.3 参照）
d. 射撃ユニットと同じヘクスにいる参加可能なユニットよる修正を適用
e. 目標ヘクスの地形効果を適用
f. 射撃ユニットが集中射撃を行う場合、1 を加える
g. 雨天による修正（‐1）、および夜間による修正を適用
h. 目標がヘクスで、そのヘクスに装甲目標が存在する場合は 2 を引く

プレイの手順（4.0 参照）

攻撃側プレイヤーは、以下の修正をダイスの目に適用する
a. 比率：
戦闘に参加する攻撃側と防御側にユニットの数の比率を計算
し、端数は切り捨てる。求められた比率に該当する修正を攻
撃側（のみ）のダイスの目に適用

2. アクション・フェイズ
a. 全てのチット（選ばれたもの、自動的なもの）のカップへ
の投入
b. 照明弾の除去（0700 時ターンのみ）
c. イニシアチブ・プレイヤー、リアクション・プレイヤーの
順にフォーメーション活性化チットの使用を決定。あるい
はカップからチットを引く。

間接射撃修正（8.7.4 参照）
a. 状態マーカーによる影響を射撃ユニットに適用
b. 砲煙マーカーの影響を射撃ユニットに適用
c. 目標ヘクスに装甲目標がいる場合は -2 の修正、あるいは
d. 目標ヘクスに装甲目標しかいない場合 -4 の修正
e. 防御側に地形効果を適用
f. 防御施設の効果を適用
g. 間接射撃に参加する追加 1 ユニット毎に +1
h. アメリカ軍砲兵が集中射撃を行う場合 +1

｝何れか 1 つを適用

白兵戦の手順
戦闘結果一覧（8.5 参照）
ヘクスの混乱レベルを増加させる
潰走チェックを行う
ヘクスは制圧下になる
目標ユニットは（全滅）除去される
TQC のダイスの目から１または２を引く

a. 白兵戦の中止を決定
b. 間接射撃の実施
c. 白兵戦を行うユニットを縦隊に転換
d. 防御側の退却
e. 臨機射撃
f. 戦力比の計算
g. ダイスを振って修正を適用
h. 指揮官の除去 / 交代
i. 結果の適用
j. 攻撃側の戦闘後全身
k. 準備突撃マーカーの除去
l. 白兵戦の終了

｝

何れか 1 つを
適用

b. 白兵戦に戦車が参加している場合は +2
c. 白兵戦が戦車のみで行われている場合は‐2
d. 準備突撃マーカーに記された TQ 修正を適用
e. 適用可能な状態マーカーの効果を全て適用
f. 指揮官／ヒーローの TQ 修正を適用
g. 白兵戦前に射撃を行った間接射撃ユニットの数を加える
h. 白兵戦に参加しているユニットの中の一番低い TQ を加える
i. ドイツ軍プレイヤーがパンツァーファウストを使用したら
+2
j. 支援火器に火炎放射器能力があれば +3

a. 地形効果を適用
b. ユニットの防御力を適用
何れか 1 つを
c. 防御側に戦車ユニットが含まれる場合は +2
適用
d. 防御側ユニットが戦車のみの場合は‐2
e. 適用可能な状態マーカーの効果を全て適用
f. 指揮官／ヒーローの TQ 修正を
g. 白兵戦に参加しているユニットの中の一番低い TQ を加える
h. 防御側がパンツァーファウストを使用したら +3

｝

以下の修正を適用して、修正後の部隊練度を決定する

チットの種類

最初にすること

活性化の対象

師団の
活性化

第 2 アクションの可否

白兵戦アクション

その師団の全てのユニット

指揮下のユニットに
1DC の消費で可

フォーメーションの
活性化

白兵戦アクション

そのフォーメーションの全てのユニット

指揮下のユニットに
1DC の消費で可

直接指揮

DC 獲得のための
ダイス振り

師団の 1DC を消費することによっ
て、所属する 1 ユニットを活性化（指
揮下にある必要なし）

不可

カップの中からチットが無くなり、どちらのプレイヤーもフォーメーション活
性化チットを使用しない場合、アクション・フェイズは終了する。

3. 終了フェイズ
a. 自動的勝利を達成しているかを判定
b. ゲームが終了するかを確認
c. 上記の何れも発生しない場合は、次の時間へとターン・
マーカーを進め、再び準備フェイズから始める。

無作為イベント（20.0 参照）

防御側プレイヤーは、以下の修正をダイスの目に適用する

潰走修正（8.5.1 参照）

活性化要約チャート（5.0 参照）

1. 準備フェイズ
a. 天候決定（0700 時ターンのみ）
b. 師団の疲労判定
c. バーボンとコニャックの分配
d. 派兵ポイントの消費
e. 疲労の増加／減少
f. 派兵ポイントの獲得
g. 増援の配置

a. 戦闘結果に * があれば 1 を引き、** があれば 2 を引く
b. 目標ヘクスの地形効果を適用
c. 指揮官、あるいはヒーローの TQ 修正を適用
d. 目標ユニットの防御力を適用
e. 目標ヘクスの防御施設の修正を適用
f. 目標ヘクスの状態マーカーによる修正を適用
ダイスを振って出た目が修正後の TQ を超えていた場合、ユニットは潰
走する。また、そのヘクスには釘付けマーカーが置かれる。

0.
1.
2.
3.

連合軍の任意の師団に 3DP を加える
ドイツ軍の任意の師団に 4DP を加える
対地支援を受け取る（16.0 参照）
脱出！ ...Mntélimar 市街に渋滞が発生。脱出マーカーを
受け取る
4. 連合軍のヒーロー登場！
5. ドイツ軍のヒーロー登場！
6. ドイツ軍の補給不足
7. 無線の不通
8. 自暴自棄のドイツ軍
9. ドイツ軍による情報戦

