
18.0 仮想設定
（ゲーム・バリアント）

歴史シミュレーション・ゲームの醍醐味は、実

際の状況設定に基づいて作戦手腕や戦略眼を

競うだけでなく、史実とは異なる仮想設定でゲー

ムをプレイすることにより、歴史がどのように変わ

り得たのかを地図上で検証することでも味わう

ことができます。

「実際にはこうだったが、もし一方の軍がこう

いう戦略案を選んでいたら」あるいは「もし一方

の軍が、史実とは異なる部隊編成で戦いに挑ん

でいたら」といった、現実に多少なりとも起こり得

た状況設定を試してみることで、バルジの戦いに

ついての認識をより深めることができるでしょう。

以下に述べるバリアント（仮想設定）は、各項

目ごとに独立しており、プレイヤーの合意によっ

て、導入するか否かを選ぶことができます。また、

プレイに変化を持たせたい場合、両プレイヤーが

サイコロを1個ずつ振り、出た目を以下の表に当

てはめ、使用するバリアントを選ぶこともできます。

設定1. 連合軍の早期警戒

この設定は、連合軍が効果的な諜報活動

によって、ドイツ軍のアルデンヌ攻勢を事前に

察知した状況を想定しています。

◆ルール11.11項に示された、ドイツ軍の第

1ターン（12月16日AM）における攻撃の

サイの目修正が「－2」ではなく「－1」に

なります。

◆連合軍プレイヤーは、全ての自軍増援ユ

ニットを、増援表（およびユニット）に示さ

れたスケジュールよりも1ターン早く登場

させることができます。

◆連合軍プレイヤーに課せられた、11.13項

と11.14項の移動制限は、無視されます。

ただし、11.16項の制限（橋梁爆破）は、

そのまま適用されます。

設定2. 連合軍首脳部の混乱

この設定は、連合軍首脳部がドイツ軍の攻勢

意図を素早く察知することに失敗した状況を想

定しています。実際に、連合軍がこのような判断

ミスに陥る可能性は充分にありました。

◆第6ターン（12月18日PM）とそれ以降に

登場する予定の連合軍増援ユニットは、

全て増援表（およびユニット）に示された

スケジュールよりも1ターン後のターンに

登場します。例えば、「20PM」と記されて

いるユニットは、第11ターン（12月21日

AM）に登場します。

設定3. パットンのためらい

この設定は、南部の戦線に展開していたアメ

リカ第3軍司令官パットン中将が、自らの指揮部

隊をアルデンヌ地域へと派遣することを渋った状

況を想定しています。当時、パットンはドイツの

ザール地方への進撃を準備していましたが、史

実では包囲されたバストーニュの救出を優先し、

配下の機甲部隊をこの地方に向かわせました。

◆第4機甲師団、第10機甲師団、第5歩兵

師団、第26歩兵師団、第80歩兵師団の

各ユニット（計15ユニット）は、それぞれ

増援表（およびユニット）に示されたスケ

ジュールよりも2ターン後のターンに登場

します。

設定4. 米第2歩兵師団の不在

この設定は、アメリカ軍の第2歩兵師団がエ

ルゼンボルン付近に存在しなかった状況を想定

しています。史実では、ドイツ軍はこの師団が地

図外の北部地域に展開しているものと考えてい

たため、予想外の米軍兵力に驚き、エルゼンボ

ルンの攻略に多大な損害を被る結果となりまし

た。しかし、この師団は第99歩兵師団のヴァー

ラーシャイト交差点（ヘクス4703）制圧を助ける

ため、この戦区に派遣されていたのです。

◆第2歩兵師団の3ユニット（第9、第23、第

38歩兵連隊）を、第1ターンの初期配置

ユニットから除去します。これらのユニット

は、ゲームには登場しません。

◆第1ターン（12月16日AM）の初期配置に

おいて、第99歩兵師団の3ユニット（第

393、第394、第395歩兵連隊）の配置場

所は「ヘクス4405から3ヘクス以内」へと

変更されます。

設定5.ドイツ軍の総力攻撃

この設定は、連合軍の増援部隊が本格的に

到着する前に、ヒトラーとドイツ軍首脳部が初期

の突破成功を拡大するため、手持ちの全予備

兵力を投入したという状況を想定しています。

◆ドイツ軍の増援ユニットは、全て増援表

（およびユニット）に示されたスケジュール

よりも4ターン早いターンに登場します。

例えば「20PM」と記されているユニット

は、第6ターン（12月18日PM）に登場しま

す。ただし、第3ターンにパラシュート降下

で登場するフォン・デア・ハイテの空挺連

隊ユニットは、第1ターンに登場します。

設定6.ミドルトンの防衛計画

この設定は、米第8軍団長ミドルトン少将の防

衛計画に基づき、防備の手薄な第28歩兵師団

の戦区を強化するために、第2歩兵師団をオウ

ル川の流域に指し向けるという方針が実現した

状況を想定しています。

◆第1ターン（12月16日AM）の初期配置に

おいて、第2歩兵師団の3ユニット（第9、

第23、第38歩兵連隊）の配置ヘクスを、

展開表に示されたヘクスではなく「オウル

川（Our River）ヘクスサイドを含む西岸

で、ヘクス番号の末尾がxx17～xx25の

いずれかのヘクス」に変更します。これら

は、スタック制限の範囲内で配置します。

◆第1ターン（12月16日AM）の初期配置に

おいて、第99歩兵師団の3ユニット（第

393、第394、第395歩兵連隊）の配置場

所は「ヘクス4405から3ヘクス以内」へと

変更されます。
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設定7. SS装甲軍団の配置変更

この設定は、ドイツ軍がより効果的な地点に第

1SSおよび第12SS装甲師団を展開していた状

況を想定しています。史実では、これらの師団

の配置場所はヒトラー総統の気まぐれで決定さ

れていました。

◆第1ターン（12月16日AM）の初期配置に

おいて、第1SS装甲師団と第12SS装甲

師団の全ユニット（計6ユニット）は、第6

装甲軍の配置エリアだけでなく、第5装甲

軍や第7軍の配置エリアに配置してもか

まいません。ただし、敵ZOCのヘクスや、

西方防壁から1ヘクス以内のヘクスには

配置できません。

設定8. 小規模な攻勢案

この設定は、ドイツ軍西方総軍司令官フォン・

ルントシュテット、B軍集団司令官モーデルおよび

第5装甲軍司令官フォン・マントイフェルの意向

に基づき、「アントワープ攻略」という史実のヒト

ラー案よりも小規模で、より現実的な攻勢案を実

行した状況を想定しています。この攻勢戦略案

は、アーヘン突出部（地図外北部）に布陣する

米軍部隊の挟撃を第一の目標とし、さらにリエー

ジュ付近で大きな包囲環を形成して、米軍を包

囲殲滅することを第二の目標にしていました。

◆両軍の選択増援部隊（17.3項）は、全く

ゲームに登場しません。

◆ドイツ軍は、増援ユニットのうち、第9、第

167、第246国民擲弾兵（歩兵）師団と、

第15装甲擲弾兵師団、第9SS装甲師団

を、ゲームに登場させることができません。

◆連合軍は、増援ユニットのうち、第1、第9、

第83歩兵師団と、第2機甲師団を、ゲー

ムに登場させることができません。

◆この設定を使用した場合、ドイツ軍は、決

定的勝利を獲得する権利を失います。

設定9. ルクセンブルク作戦

この設定は、ヒトラーの参謀によって立案され

た初期計画案が採用された状況を想定してい

ます。この計画案は、パットン中将の率いる米第

3軍の背後遮断を主目標としていましたが、結

局ヒトラー自身によって却下されました。

◆第1ターン（12月16日AM）の初期配置に

おいて、第1SS装甲師団と第12SS装甲

師団の全ユニット（計6ユニット）は、第6

装甲軍の配置エリアだけでなく、第5装甲

軍や第7軍の配置エリアに配置してもか

まいません。ただし、敵ZOCのヘクスや、

西方防壁から1ヘクス以内のヘクスには

配置できません。

◆シナリオ14.0「ターニング・ポイント」にお

いて、ドイツ軍の決定的勝利に必要な地

図外への突破の領域は、14.41項に示さ

れた地図西端と北端ではなく、地図南橋

のヘクス3333～2333の増援登場ヘクス

へと変更されます。

設定10. 英第30軍団到着せず

この設定は、イギリス軍の司令官モントゴメリー

元帥がアルデンヌにおけるドイツ軍の攻勢を重大

視せず、イギリス第30軍団を増援として送る必要

がないと判断した状況を想定しています。当時、

イギリス軍第30軍団はルール地方に対する新た

な攻勢を準備中でしたが、この攻勢計画はアル

デンヌとは反対方向に向いていました。

◆指揮官以外のいずれかのドイツ軍ユニッ

トが、補給下でムーズ川の西岸ヘクスに

進入するか、または米軍の全滅ユニット数

が35個に達するまで、全てのイギリス軍

増援ユニットはゲームに登場できません。

また、これらのユニットは応戦ユニットにも

指定できません。

◆もし、上記の条件が満たされたなら、その

ターンおよびそれ以前に登場を予定して

いた全てのイギリス軍ユニットが、地図上

に登場させられます。イギリス軍の増援ユ

ニットは、増援表で定められた（ユニットに

印刷された）増援登場ヘクスから地図上

に登場します。

設定11.ドイツ空軍の大活躍

この設定は、ドイツ空軍が史実をはるかに上

回る能力を有していた状況を想定しています。

実際には、バルジの戦いの期間中におけるドイ

ツ空軍の活動は惨憺たるもので、連日にわたる

大量出撃（最大で1日に850回）にもかかわらず、

その大部分は地上戦の最前線よりもはるか東

方で迎撃され、地上支援任務を実施できたのは

全体の1割程度でした。バルジの戦いの期間中、

この戦域に展開するドイツ空軍の各飛行隊は、

連合軍の優勢な航空戦力によって完全に無力

化されてしまっていたのです。しかし、ヒトラーは

この時、1500機の航空機を予備として保有して

いました。史実では、それらの予備機は1945年

の正月における連合軍の飛行場に対する空襲

「ボーデンブラッテ作戦」に使用され、作戦開始

から24時間にわたって連合軍の迎撃機と互角

の戦いを演じることができました。

◆好天ターンの開始ターンと、その次のター

ン中に発生する連合軍の攻撃において、

11.12項に示されたサイの目「－1」の修

正を適用できなくなります。また、これらの

2ターン中に発生するドイツ軍の攻撃に

おいて、ドイツ軍は11.12項に示されたサ

イの目「－1」の修正を適用します。

設定12. 北風作戦の早期実施

この設定は、ドイツ軍の補助攻勢「北風作戦」

が、史実よりも早い時期に、史実よりも充実した

戦力で実施された状況を想定しています。史実

では、この攻勢は本ゲーム地図のはるか南東地

域のボージュ山脈（アルザス地方）で、アメリカ

第7軍に対して1945年1月に実施されましたが、

ほとんど成果は上げられずに終わりました。

◆連合軍プレイヤーは、増援ユニットのうち、

第35、第84歩兵師団と第11機甲師団

（計9ユニット）をゲームに登場させること

ができません。また、ドイツ軍プレイヤーは、

選択増援ユニット（17.32項を参照）の

ルールを使用している場合、第11装甲師

団と第17SS装甲師団（計5ユニット）を

ゲームに登場させることができません。

設定13. モントゴメリーの撤退案

この設定は、ドイツ軍の奇襲を受けた米軍の

戦線を、いったんムーズ川まで後退させるべきだ

という、モントゴメリー元帥の提案が採用された

状況を想定しています。実際には、この提案は

米軍首脳部の強硬な反対によって、アイゼンハ

ワーに却下されました。

◆連合軍プレイヤーは、いずれかの自軍

プレイヤー・ターン開始時に「第2防衛線

への撤退」を宣言できます。この宣言は、

ゲーム中ただ1回のみ、行えます。

◆「第2防衛線への撤退」が宣言された連

合軍プレイヤー・ターンにおいては、連合

軍戦闘フェイズは行われず、代わりに2度

目の連合軍移動フェイズが行われます。

言い替えれば、連合軍プレイヤーはこの

ターンには2回続けて、自軍移動フェイズ

を実行できます。この2つの移動フェイズ

は、それぞれ独立した形で行われます。
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◆「第2防衛線への撤退」が宣言された連

合軍プレイヤー・ターンにおいて、連合軍

ユニットはその時点で使用可能な全移動

力を用いて、北、北西、南西、南のいずれ

かの方向（これらを組み合わせても可）に

移動しなくてはなりません。言い替えれば、

北東や南東の方向へは移動できません。

◆ただし、それらのユニットが、ムーズ川西岸

（ヘクス1901から0505、0614、0419を経

て0122に至る川沿いのヘクス列）、セモ

ワ川西岸（ヘクス0125から0226、0326、

1130を経て1933に至る川沿いのヘクス

列）、アンブレーヴ川北岸（ヘクス2601か

ら2503、2804、3508、3905を経て4506

に至る川沿いのヘクス列）、スール川／

ザウアー川南岸（ヘクス2929から3426、

3926、4027、4227、4627を経て5029に

至る川沿いのヘクス列）のいずれかのヘ

クスに入ったなら、そこから先の移動を行

うかどうかは連合軍プレイヤーが選ぶこと

ができます（移動力一杯まで移動しなくて

もかまいません）。これらの川を越えた後

の移動に関しても、移動方向の制限は適

用されます。

◆移動開始時に敵ZOCに囲まれていて、移

動を行えないユニットは、全移動力での移

動を強制されません。

◆「第2防衛線への撤退」が宣言された連

合軍プレイヤー・ターンにおける移動で

も、通常隊形から戦略移動隊形への隊形

変換は行えます。ただし、戦略移動隊形か

ら通常隊形への隊形変換は、行うことが

できません。

◆ムーズ川西岸、セモワ川西岸、アンブレー

ヴ川北岸、スール川／ザウアー川南岸の

ヘクスを除き、連合軍が陣地構築を行う

こともできません。

設定14. 東部戦線での大攻勢

この設定は、東部戦線のソ連軍が史実（1945年

1月12日）よりも早く、大規模な攻勢を開始した

状況を想定しています。

◆ドイツ軍プレイヤーは、第10ターン（12月

20日PM）とそれ以降の全ての増援ユ

ニットを、ゲームに登場させることができな

くなります。また、ドイツ軍の選択増援ユ

ニット（17.32項を参照）も、一切登場させ

ることができません。

設定15. 連合軍の大規模反攻

この設定は、連合軍首脳部がドイツ軍の攻勢

に対して、史実よりも大規模な反撃を実施した

状況を想定しています。実際に、連合軍がこの

ような方策をとる可能性は充分にありました。

◆連合軍の全ての増援ユニットは、指定さ

れた増援登場ヘクスか、またはそれと同じ

地図端（北、西、南）にあるいずれかの地

図端ヘクス（増援登場ヘクスであるか否

かは問いません）から登場することができ

ます。どのヘクスから登場するかは、連合

軍プレイヤーが選ぶことができます。この

際、同一の師団に所属するユニットを、

別々のヘクスから登場させてもかまいま

せん。

◆ただし、地図北端から登場するユニットは、

ヘクス4501から5001の地図端ヘクスか

ら登場することはできません。また、道路

以外のヘクスから登場する増援ユニット

は、当然のことながら、戦略移動隊形で登

場することができません。

設定16. 東部戦線予備の転用

この設定は、ヒトラーが東部戦線の予備兵力

を引き抜き、アルデンヌの戦いに投入した状況を

想定しています。アントワープを目指す攻勢とい

う作戦計画をヒトラーが披露した時、彼の側近

たちは口を揃えて、東部戦線の予備兵力を転

用しない限り、成功の可能性はきわめて低いと

指摘していました。

◆ドイツ軍プレイヤーは、第3ターン（12月17

日AM）の増援として、ヘルマン・ゲーリン

グ装甲師団（3ユニット）と第3SS装甲師

団（3ユニット）をゲームに登場させること

ができます。これらのユニットは、ユニット

に示された増援登場ヘクスから地図上へ

と登場します。

◆この設定を使用した場合、設定5「ドイツ

軍の総力攻撃」も同時に使用されるもの

とします。

設定17. 第66師団の早期到着

この設定は、アメリカ軍の第66歩兵師団が史

実よりも早く戦場に到着した状況を想定してい

ます。この師団は、12月初頭に西部戦線へと投

入される予定でしたが、乗船していた輸送船レ

オポルドヴィル号がドイツ軍の魚雷攻撃を受けた

ために到着が遅れました。

◆連合軍プレイヤーは、第17ターン（12月

24日AM）の増援として、第66歩兵師団

（3ユニット）をゲームに登場させることが

できます。これらのユニットは、地図西端

にあるいずれかの増援登場ヘクスから地

図上へと登場します。

設定18.ドイツ軍戦略予備の投入

この設定は、ドイツ軍が現実的に考えられる

限りで最も強大な兵力でアルデンヌ攻勢を開始

した状況を想定しています。史実では、第2SS

装甲軍団の2個装甲師団（第2SSおよび第9SS）

は前線から60キロ以上東方で予備として待機

していましたが、もしこれらの師団を最前線へと

投入していたら、第一撃の攻撃力が増加した反

面、攻勢意図を連合軍に察知される可能性も高

まったはずでした。

◆ドイツ軍プレイヤーは、自軍の初期配置ユ

ニットに、第2SS装甲師団（3ユニット）と

第9SS装甲師団（3ユニット）を追加する

ことができます。この2個師団は、どの軍

配置エリアに配置してもかまいません。た

だし、敵ZOCのヘクスや、西方防壁から1

ヘクス以内のヘクスには配置できません。

◆この設定を使用した場合、設定5「ドイツ

軍の総力攻撃」と設定16「東部戦線予

備の転用」も同時に使用されるものとし

ます。

◆この設定を使用した場合、連合軍プレイ

ヤーはゲーム開始の直前にサイコロを1

個振ります。出た目が1～4ならば、そのま

ま（ドイツ軍が有利な状況で）ゲームを開

始します。出た目が5か6ならば、ドイツ軍

の大攻勢は事前に察知されたものと見な

され、設定1「連合軍の早期警戒」も同

時に使用されるものとします。
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19.0 ルールの改訂
（日本版の追加ディベロップ）

本ゲーム「バルジの戦い」の復刻再版に際し

ては、OSG社版のオリジナル・ルールを最大限に

尊重した上で、ルールの説明不足や矛盾点など

について、全体の整合性を考慮しながら追加の

明確化とルールの補足を盛り込みました。しか

し、ルールを検証するためにプレイを繰り返した

結果、それらの明確化や補足だけでは解消でき

ない問題点がいくつか明らかになりました。

以下のルール改定案は、日本版発行人が独

自に考案したものであり、導入するか否かは両

プレイヤーで相談された上で判断してください。

19.1 奇襲効果の強調

オリジナル版で用意されているドイツ軍の

奇襲効果ルールは、ドイツ軍の攻撃に対す

るサイの目修正と、連合軍ユニットの移動お

よび橋梁爆破の制限というものでしたが、補

充の適用については特に制限がありません。

しかし、初日の交戦で損害を被って混乱状

態に陥っているはずの米軍の前線部隊が、

すぐに補充の兵員を受けてステップを回復

できるというのも不自然な話です。

また、初日における米軍部隊の移動につ

いても、史実と比較するとやや柔軟であるよ

うです。ドイツ軍の初期配置も、標準ルール

では自由度が高いので、ゲームバランスは

これで一応とれているのですが、もし奇襲に

よる連合軍の混乱をよりドラマチックにされ

たい場合、以下のルールを使用してください

（移動制限のルールは、OSG社が後に発表

した公式コメントを参考にしています）。

19.11 連合軍プレイヤーは、第1ターン（12月

16日AM）から第4ターン（12月17日PM）まで

の間、補充ポイントを使用して地図上の自軍

ユニットのステップを回復させたり、全滅した

ユニットを復帰させたりすることができません。

19.12 第1ターン（12月16日AM）の連合軍

移動フェイズにおいて、連合軍プレイヤーは、

直前のドイツ軍プレイヤー・ターン中に攻撃を

受けた自軍ユニットのみを、移動させることが

できます。ただし、それらのユニットは最大で

1ヘクスのみ、移動できます。

19.13 第2ターン（12月16日PM）の連合軍

移動フェイズにおいて、連合軍プレイヤーは、

機甲ユニット、機甲騎兵ユニット、および第1

ターンないし第2ターンにドイツ軍の攻撃を受

けた自軍ユニットのみを、移動させることがで

きます。ただし、敵の攻撃を受けた歩兵および

工兵ユニットの移動力は、半分（端数切り上

げ）になります。

19.2 橋梁爆破の数的制限

オリジナル版では、奇襲効果のある最初

の2ターンを除き、連合軍プレイヤーは無制

限に橋梁爆破を試みることができるように

なっています。例えば、ゲーム序盤に登場す

る2個空挺師団を橋梁爆破部隊としてバラ

撒けば、ドイツ軍はムーズ川へ到達できる道

をほぼ確実に断たれてしまうことになります。

しかし、史実では連合軍首脳部がドイツ軍

の攻勢意図を見極めるのに数日を要してお

り、彼らが最前線から70キロも離れた場所

の重要な橋梁（連合軍の補給部隊も使って

いた道路）を大量に爆破する命令を即座に

下せたかどうかは疑問です。また、敗走した

米軍部隊が森林にまだ残っている状態で全

ての橋梁を爆破するというのは、他国と比較

して部下の人命を重視するアメリカ軍の方

針とは相容れないように感じられます。

19.21 1回の自軍建設／破壊フェイズにお

いて、各プレイヤーが試みることのできる橋梁

爆破の回数は、最大で5回までとします。

19.22 もし、その橋梁を爆破することにより、

いずれかの自軍ユニットに対する補給線が完

全に断たれるのであれば、プレイヤーはそのよ

うな橋梁爆破を行うことができません。

19.3 強行渡河のペナルティ

オリジナル版では、ドイツ軍の装甲師団の

3個連隊はわずか半日（1ターン）を費やすだ

けで、川ヘクスサイドを越え、何事もなかった

かのように再び「強力な装甲師団」として移

動や戦闘を行うことができます。

しかし実際には、ドイツ軍の装甲師団は

強行渡河と引き替えに重装備を失っており、

戦力の回復には数日を要していました。

19.31 ユニットが全移動力を消費して川ヘ

クスサイドを移動した場合（5.12項を参照）、

そのユニットには「強行渡河マーカー」が置か

れます。「Motz Across」と書かれている側が

車輌ユニット、「Foot Across」と書かれてい

る側が徒歩ユニット用です。強行渡河マー

カーの置かれたユニットは、続く戦闘フェイズ

には全く攻撃を行えません。

19.32 強行渡河マーカーが置かれた次の自

軍移動フェイズにおいて、その車輌ユニットの

所有プレイヤーは、ユニットの移動を行う前に

サイコロを1個振ります。そのユニットは、出た

目と同じ数の移動力を、移動開始の前に消費

したものと見なされます。例えば、移動力が

「6」の車輌ユニットに対して、サイの目が「2」

であった場合、そのユニットは残りの4移動力

のみを使って移動を行えます。この判定を

行った後、強行渡河マーカーは該当ユニットか

ら取り除かれます。

19.33 移動力低下の判定を行うのは、車輌

ユニットだけです。強行渡河マーカーのある

徒歩ユニットの場合は、次の自軍移動フェイ

ズの開始時に、無条件でマーカーを取り除く

ことができます。

19.34 強行渡河マーカーの置かれているユ

ニットが敵の攻撃を受けた場合、防御力が半

分（端数切り捨て）になっているものと見なし

て解決します。強行渡河マーカーの置かれ

ているユニットは、通常どおりに退却を行えま

すが、いかなる戦闘結果であっても、強行渡

河マーカーは次の自軍移動フェイズまで置き

続けられます。

19.35 移動フェイズ開始時に強行渡河マー

カーの置かれているユニットは、架橋作業や

陣地の構築を一切行えず、また戦略移動隊形

になることもできません。

19.36 強行渡河マーカーの有無は、ユニット

の補給状態による影響を一切受けません。言

い替えれば、強行渡河マーカーの置かれて

いるユニットが補給切れとなっても、強行渡河

マーカーはそのまま置き続けられます。ただ

し、移動フェイズ開始時に補給切れないし孤
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立状態のユニットは、強行渡河（全移動力を

消費して川ヘクスサイドを越える行為）を行う

ことができません。

19.37 強行渡河マーカーの置かれている補

給切れ状態の車輌ユニットが、19.32項の判

定を行い、半減した移動力値よりもサイの目

の方が大きかった場合、超過分は無視され、

単に全移動力を（再び）消費しただけで（他

のヘクスに移動できず）、強行渡河マーカー

が取り除かれます。

19.4 戦略移動部隊の接敵

オリジナル版では、戦略移動隊形にある

ユニットは移動中に敵ZOCに進入できない

という規定がありますが、その一方で「戦略

移動隊形のユニットはZOCを失う」という

ルールがあるため、道路網が入り組んだ地

点では、両軍の戦略移動隊形のユニットが

複雑に隣接したまま走り回るという不自然

な事態が発生します。

19.41 戦略移動隊形にあるユニットは、移動

中に敵ユニットに隣接するヘクスへと進入す

ることができません。

19.5 突破部隊の補給線確保

オリジナル版で用意されているドイツ軍の

突破ルールでは、地図外へと脱出する装

甲／装甲擲弾兵ユニットの個数と、脱出す

る瞬間の彼らの補給状態についての規定

はありますが、彼らが突破後にどのような境

遇に陥るのかという点についての言及が全

くありません。

突破したユニットは、周辺地域にいる敵の

増援部隊を地図外で拘束する効果は持ちま

す。ですが、背後を敵に断たれても何のペ

ナルティもないから、生還の可能性を無視し

て無造作に地図外へ突破させるというのは、

菊水作戦のような特攻出撃を連想させ、ドイ

ツ軍プレイヤーの視点から見るとかなり不自

然であるように思われます。

19.51 連合軍ユニットがゲーム中に、ドイツ

軍突破マーカーの存在する増援登場ヘクス

に進入（移動、退却、前進）した場合、その突

破マーカーは即座に地図上から除去されま

す（10.18項を変更）。もし、特定の地図端（北

端、西端、南端）にあったドイツ軍突破マー

カーが全て地図上から除去された場合、または

地図東端の道路ヘクスから特定の地図端に

あるいずれかの突破マーカーまでの「後方補

給線」（8.21項を参照）が引けなくなった場合、

その地図端から脱出した全ての突破ユニット

は即座に「孤立」状態になります。さらに、突

破ユニットボックス内で孤立状態となっている

ユニットは、装甲や装甲擲弾兵であっても、補

給判定フェイズの降伏判定（17.1項）の対象

となります。

19.52 もし、特定の突破ユニットボックス内

にいるドイツ軍ユニットが孤立状態に陥った

場合、連合軍プレイヤーは、応戦兵力として地

図外に拘束される自軍増援ユニットの判定に

関して、通常の「敵攻撃力合計に等しい攻撃

力を持つユニット」（5.45項を参照）ではなく

「敵攻撃力合計の半分に等しい攻撃力を持つ

ユニット」という条件でユニットを選ぶことがで

きます。この際、孤立したドイツ軍ユニット攻

撃力はユニットごとに半減し、端数は全て切

り上げます。

19.53 上記19.52項の条件変更は、既に拘

束されている連合軍の応戦兵力に対しても適

用されます。例えば、ドイツ軍の装甲連隊1個

（攻撃力6）が北端の突破ユニットボックスに

存在し、連合軍プレイヤーが攻撃力4の戦車

旅団2個を応戦兵力としていた場合、ドイツ軍

ユニットの攻撃力が3に低下したことで、2個

旅団のうちの1個が拘束状態から解放され、

一番近い連合軍移動フェイズに増援として

（ユニットに記された増援登場ヘクスから）地

図上に登場することができます。

19.54 突破ボックス内にいるドイツ軍ユニット

が孤立状態に陥った後、再び別のドイツ軍ユ

ニットがその地図端からの突破に成功して、

ドイツ軍突破マーカーが地図上に置かれ、そ

のマーカーのあるヘクスから地図東端の道路

ヘクスまでの「後方補給線」が回復したなら、

孤立状態になっていた突破ユニットは再び補

給下の状態となります。この場合、19.51項～

19.53項の条件が失われたなら、連合軍プレ

イヤーは改めて、応戦兵力の判定を行わなく

てはならなくなります。

19.6 退却方向の優先順位

オリジナル版のルールでは、単純にドイツ

軍は東の方向、連合軍は西の方向にのみ、

退却できるとなっています。しかし、この制限

を逆手に取れば、非常にゲーム的な手法で

敵ユニットを全滅に追い込むことができま

す。具体的に言えば、敵の背後にある2ヘク

スから攻撃すれば、全周包囲しなくても、敵

は退却路を失って全滅してしまいます。

19.61 退却を終了した時点で通常の補給線

を設定できるヘクスと、そうでないヘクスが存

在する場合、必ず「補給線を設定できるヘク

ス」で退却を終了しなくてはなりません（その

ようなヘクスが複数あれば、退却側プレイヤー

が選べます）。例えば、2ヘクスの退却を行う

際、敵ZOCでない隣接ヘクスへと退却すれ

ば、そのユニットが通常の補給線を設定でき

なくなるような場合、「通常の補給線を設定で

きるヘクス」で退却を終了するために、一時

的に6.95項の優先順位で下位にあるヘクス

（敵ZOC）へと退却してもかまいません。

19.62 この改訂ルールを使用する場合、

6.93項の方向制限は両軍とも無視します。

19.7 ルール諸規定の修正

オリジナル版で用意されているルールは、

基本的によく練られているのですが、もう

一歩進めるとより地図上での展開がリアル

になるのではないか、と思われる点について

の修正案を、以下にご紹介します。

19.71 森への戦闘後前進

車輌ユニットが2ヘクス以上の戦闘後前進

を行う場合、森ヘクスへと入ったら、そこで前

進を停止しなくてはなりません。言い替えれば、

森ヘクスを2ヘクス以上、前進することはできま

せん。ただし、道路のあるヘクスサイドを越え

て前進する場合には、この制限に関しては「森

ヘクスへの進入」とは見なされません。

19.72 橋梁爆破の追加制限

橋梁ヘクスサイドを含むヘクスのどちらかに

敵ユニットが存在するか、または橋の両岸のヘ

クスに敵ZOC（味方ユニットの有無は問いま

せん）が及んでいる場合、その橋梁を爆破す

るためには、橋梁ヘクスサイドを含む（つまり

橋のどちらか一方の）ヘクスに爆破の試みを

行うユニットが存在していなくてはなりません。

19.73 地図外への退却と戦闘後前進

退却を行うユニットは、自軍側の地図端ヘ

クスから、地図外へと退却して出ることができ

ます。この場合の「自軍側地図端」とは、連

合軍は西端、ドイツ軍は東端を指します。この

ようにして地図外への退却を行ったユニット

は、必ず次の自軍移動フェイズ中に、補給下

の増援ユニットとして、地図外に出たヘクスか

ら一番近い増援登場ヘクス（敵ユニットや敵

ZOCでないヘクス）に登場しなくてはなりませ

ん。なお、いかなるユニットも、戦闘後前進で地

図外へと出ることはできません。
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