
なぜ戦略級か？
ルール冒頭にもある通り、本ゲームのデザ

イン目標は「バルバロッサ作戦における独ソ

両軍の戦略レベルでの諸問題を、単純な形

でSG化する」ことにありました。バルバロッサ

の作戦面を扱ったゲームは既に内外で数多

く出版されているのですが、戦略面の問題を

きちんと再現したゲームがひとつも見当たら

ないように、僕には思えたのです。

戦略レベルでの諸問題とは、わかりやすく

言えば「両軍の最高首脳部が感じた（であ

ろう）不安と悩みの原因」ということになりま

す。独ソ両軍のそうした問題について、リ

サーチの過程で僕が得た結論は、次のような

ものでした。

《ドイツ軍》
1）情報の欠如
2）兵站計画の不備
3）戦略目標の不統一

《ソ連軍》
1）作戦対応能力の欠如
2）軍事力の不安定
3）生産設備の疎開

本ゲームの基本システムは、以上の6点を

中心に考案されたものです。

シングルブラインド方式の導入

「もしソ連軍戦車の数が君（グデーリ

アン）の著書にある通り（1万台）なら

ば、私はこの戦争を始めなかったろう」

（ヒトラー、8月4日）

「我々は最初、赤軍兵力を200個師団

と見積もっていた。ところが今や360

個師団を数えている。1ダースの敵を

倒しても、またすぐに次の1ダースが

やってくるのだ」

（ハルダー、8月11日）

独ソ戦に関する文献を読めば、我々もこう

した「独軍首脳の不安」をうかがい知ること

ができます。にもかかわらず、こうした状況を

再現したゲームはこれまでひとつもありません

でした。

一方のソ連側では、前線からの報告や「赤

い礼拝堂」「ドーラ」「ルシー」等の情報網か

らの通報により、独軍部隊の位置や作戦計

画についての詳しい情報を入手してはいまし

たが、実際にはほとんどそれらを役立てること

ができませんでした。この時期のソ連軍は、

独裁政権下での統帥システムの硬直と、奇

襲によって引き起こされた指揮系統の混乱に

よって、独軍の迅速な進撃に対する対応能

力を完全に失っていたのです。

この2つの状況を再現する為に導入したの

が「シングルブラインド」システムです。このア

イデアは、ウォーゲーマー誌第41号に掲載さ

れていたブラインドシステムの研究記事から

ヒントを得たものです。

ドイツ軍は第2ターン以降、ソ連軍の正確な

兵力とその位置を知ることができません。確

認した敵部隊を撃破しても撃破しても、決し

て安心することができないのです。ソ連側は、

ドイツ軍の正確な位置を知ってはいるもの

の、部隊の作戦対応能力が著しく低い為、前

線部隊が対応する前にどんどん事態が進展

してしまいます。

相手に与えた損害を正確には知ることが

できないという戦闘解決システムは、前例とな

るゲームが存在しない為かなり特殊なものに

なってしまいました。手順は確かに面倒です

が、司令官の不安を再現する意味では適当

だと思います。

本ゲームにおけるZOCは、対峙する敵部

隊の拘束力を表すものとしてルール化してあ

ります。赤軍は、ドイツ軍の装甲集団を拘束

する力は持ちませんが、後方補給線を遮断

することはできます。

余談になりますが、GDWのブラインドシス

テムにZOCがないのは「なくても成立する」

というよりは「あると面倒になる」というのが本

当の理由でしょう。
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『バルバロッサの場合』は、ホビージャパン社発行の
シミュレーション・ゲーム雑誌『タクテクス』誌が主催
した第2回オリジナル・ゲーム・コンテストで入賞し、
同誌第65号付録として1989年に出版されました。
以下のデザイナーズ・ノートは、その際に掲載された

ものを再録したものです。特定の要素を扱ったゲーム
について「ひとつもありません」などと断定してしまっ
ていますが（笑）、これを書いた当時私はまだ21歳。
「若気の至り」と、大目に見ていただければ幸いです。



ドイツ軍の兵站
M.v.クレフェルトの名著『補給戦』を読む

と、ドイツ軍の戦略レベルでの兵站計画がい

かに脆弱なものであったかがわかります。冷

静であるべき参謀本部がこうした問題を放置

したまま侵攻作戦を発動させていた事実は、

ドイツ軍の敗因を考える上で忘れることがで

きません。

SSGの“北方軍集団（Army Group

North）”は、こうした状況を再現する良くで

きた補給システムを持っています。このゲー

ムの兵站駒は、一世代前のゲーム（テーマ的

に近い所ではJP“レニングラード包囲戦

（Siege of Leningrad）”等）に見られる補

給駒のルールを一歩進めたもので、独軍プレ

イヤーは3個ある兵站駒を鉄道沿いに進めて

いきます。ただし1ターンに動かせるのは「1個

を2ヘクス」か「2個を1ヘクスずつ」かのどち

らかで、しかも兵站駒1個は1個軍にしか補

給を送れません。

第4装甲集団は最初調子よく進撃するの

ですが、側面を歩兵部隊で確保しながら前

進する為には残りの兵站駒も進めていかね

ばならず、結果として装甲部隊は何度も停止

させられ、「輸送列車が（歩兵軍に）盗まれ

た」（ヘープナー）、「ワインに水が注がれた」

（マンシュタイン）等の言葉が見事に再現され

るシステムとなっています（それもその筈、デ

ザイナー氏は参考文献として前掲書をあげ

ているのです）。

史実におけるドイツ軍の補給統制は、「兵

站総監部在外機関（Aussenstelle ～ des

Generalquartiermeisters）」と呼ばれる特

設の組織が中心となって、軍集団ごとに管理

されていました。本ゲームでは、これを参考に

前述の兵站ルールからヒントを得、軍集団司

令部駒に補給基地としての役割を持たせ、

それを鉄道沿いに進めてゆく抽象的なシス

テムを考案しました。1ターンに進める鉄道ヘ

クス数が限られていることと、各ターンに集積

できる戦略行動ポイントの量が変動すること

により、独軍の兵站面での不安を再現しよう

と考えたのですが、どうでしょう。

「戦略行動ポイント」とは、鉄道線を中心と

した「戦略輸送能力」を表す概念です（ただ

し、1ポイントの意味する能力は、独軍とソ連

軍では異なります）。

ドイツ軍の前線部隊の補給状態は、この

「輸送能力」に応じて判定されるわけですが、

「補給範囲」のルールがある為に、装甲集団

はその能力いっぱいまで進撃することができ

ません。「このことはすなわち、作戦はある時

代の技術的手段で行い、補給は他の時代の

技術的手段で行おうとしたために起こった結

果だった」（クレフェルト、前掲書）

ソ連軍の戦闘継続能力
開戦から最初の冬にかけてのソ連軍の奮

戦は、独ソ戦の進展と結末を知る我々の目

から見れば、あたかも「これに耐え抜けば反

撃できる」という試練のように考えがちです。

しかし実際には、この時点でソ連軍の勝

利を保証する要素は何もなく、状況はソ連邦

にとってかなり深刻なものでした。また、戦前

の「粛清」によって多数の有能な指揮官が失

われてしまった為、新たに動員された部隊も

きわめて不安定な状態のまま、前線に投入さ

れていきました。

こうした状況を再現するため、本ゲームでは

師団単位の動員システムと、「対独戦時レベ

ル」のルールを導入しました。サイコロを振っ

て師団数を判定するシステムは、状況として

の動員兵力の不確実性を再現する意味で

も、ブラインドシステムの有効性を活かす意味

でも、有効であろうと思います（この師団数に

は、新たに動員した師団のほか、既に配備さ

れている師団の西方移送も含んでいます）。

注: 今回の第2版では、軍管区のグルー
プごとに計7回サイコロを振る、師団

単位の動員システムはやめ、軍ユニッ

トの数をサイの目と操業状態の工場

数で判定する、より簡略化された動員

システムを用いています。

また、編成した軍を方面軍単位で前線に

投入する方法は、従来の「鉄道移動」のルー

ルよりも史実に近いシステムです。

戦闘解決に大きな影響を及ぼす「対独戦

時レベル」とは、要するにソ連軍の「軍隊とし

ての不安定さ」を再現するシステムだと考え

てください。ルールとしてはぎこちないものに

なってしまいましたが、実質的にはソ連軍ユ

ニットに対する戦力未確認ルール（PGGシ

ステム等）に近いものです。

工場疎開

「工場疎開の事業は、その戦略的重

要性において他の大会戦に劣るもの

ではなかった」

（ジューコフ、回想録）

1940年12月5日に参謀総長ハルダーが提

出した作戦案を見ると、ソ連邦の最重要工業

地帯であるモスクワ、レニングラード、ウクライ

ナの3つを戦略目標とみなして各軍集団を進

撃させる、となっています。一方ソ連側では、

開戦3日目の6月24日には早くもソ連政府内

に「疎開委員会（Sovet po evakuatsii）」

が設置され、西部地域の工場群を東方へと

疎開させる大事業が始められていました。

10月15日にドイツ軍が、ドニェツ工業地帯

のマケイエフスキイ精錬工場を占領した時、

その工場資材を満載した683輌の貨車はす

でに東へ出発したあとでした。こうした事実

を知った上で前線の兵士を想うとき、我々は

戦争の空しさといったことを思い出さずには

いられません。

ソ連側の公式記録（複数）によれば、41年

11月までに大工場1360を含む1523の工場

が、150万輌にのぼる貨車に積み込まれて、

ウラル（667）、西シベリア（244）、東シベリア

（78）、ヴォルガ河流域（226）、中央アジア／

カザフスタン（308）へと再配置されたとなって

います。しかし実際には、疎開が間に合わな

かった場合（ミンスク、リガ等）や、疎開の機会

を逸してしまった場合（レニングラード等）も少

なくはありませんでした。工場疎開のタイミン

グは、ソ連邦の戦時経済にとっても、また国民

の士気に対しても重要な問題でした。
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WWW（3W）の秀作“Sturm Nach

Osten（東方への突撃）”（ウォーゲーマー誌

第19号付録、シックス・アングルズ別冊第8号

として日本版が発売中）における工場疎開の

システムは、1ターン目に工場の駒を裏返し、2

ターン目に鉄道で疎開、3ターン目に表に戻

して生産再開という簡単なものでした。疎開

の決定から実行までに1ターンの空白を必要

とするこの方法は、史実におけるタイミングの

問題をうまく表現しているように思えたので、

本ゲームの疎開ルールにもそのまま流用して

しまいました。

ただ、疎開工場が実質的な生産力を発揮

したのは1942年夏以降であった為、本ゲーム

では生産再開のルールは含まれていません。

ドイツ軍の戦略目標

「諸君はクラウゼヴィッツを知ってい

る。だが、戦争経済については御存知

でない」

（ヒトラー、8月23日）

独ソ戦史のなかで最も有名なこの言葉に

は、ドイツ軍首脳部における戦略目標の不

統一とその原因が集約されているように思え

ます。ハルダーをはじめとする軍人たちとヒト

ラーとの基本方針の違いは、すでに1940年

12月18日の「指令第21号」の段階でも見つ

けることができるのですが、ウクライナへの転

進を命令した1941年8月21日の「指令第35

号」では、その決定的な相違点が明らかに

なっています。

グデーリアン装甲集団の南進については、

兵站上の問題や部隊の展開状況など、複数

の理由が、今では指摘されています。しかし、

首都モスクワへの進撃を主張した軍人たち

と、東ウクライナの経済的資源を優先させた

ヒトラーとの間にあったのは、南進の是非以

前の、対ソ戦争に対する根本的な認識の違

いであったように思われます。

つまり、「ソ連邦の政治体制を打倒して赤

軍を粉砕すること」が軍人の目的であったの

に対し、ヒトラーの目的は「ロシアを植民地化

してその経済的資源を収奪すること」にあっ

た（らしい）のです。そして、この「目的の違

い」を放置したまま両者が同じ戦争を指導し

た結果が、史実に見られる戦略目標の不統

一であり、バルバロッサ作戦失敗の原因だっ

たのではないかと考えるのです。

この、これまで一度もゲーム化されなかった

問題をいかにして再現するかは、本ゲームの

デザイン作業のなかでも最も大きな問題でし

た。いくつかの試行錯誤の末に、勝利得点を

複数の系統に分ける方法を思いつき、それを

発展させたのが現在の「結果判定」のルー

ルです。

この結果判定法は、従来の「勝利条件」に

比べて手間がかかり、しかもプレイヤーの指

針としてはきわめて不明瞭なものとなっていま

す。けれども、もしあなたが、本ゲームのドイツ

軍をプレイすることによって、冒頭のヒトラーの

言葉を「実感」することができたなら、そして

南進についての新しい認識を得ることができ

たなら、この面倒なシステムをあえて導入した

理由をわかっていただけるものと思います。

シミュレーション・ゲームには、「書物では再

現できない歴史の一面」を（やや誇張気味で

はあれ）補う力があると、僕は今でも思ってい

ます。

サイコロについて

「バルバロッサは、世の中のすべてと

同じく『賭け』なのだ。失敗すれば、万

事終わりだ」

（ヒトラー、5月29日）

残りの細かい部分については、以上の6点

に関する説明から推測していただけるでしょ

う。ただ、ひとつ説明しておきたいのは、SGに

おける「サイコロ」の役割についてです。

「偶然という要素はもともと戦争にはつきも

のなのだ」というクラウゼヴィッツの言葉を引

用するまでもなく、戦争を扱うSGにおけるサイ

コロの存在はすでに常識となっています。

しかし、SGのサイコロが表しているのは、

「予測できない要素」だけでなく、「あれこれ

の判断を部下に任せた（権限を委任した）場

合の結果判定」という意味も含まれているの

です。

例えば、ユニットの規模が大きいゲームに

ついて、「重要な戦闘が一回のサイコロで決

まってしまう」という不満を聞くことがあります。

そこで、プレイヤー自身が細かい部隊運用を

決められるようにということで「ビッグゲーム」

が生まれたわけです。

しかし、サイコロ一回で決めるゲームの場

合は、細かい部隊運用をそのゲームシステム

に組み込まれた「部下」に任せてしまい、自

分はその結果を報告（＝サイの目）によって知

るということですから、プレイヤーの「権限」を

意識するなら、これはこれで「リアルである」と

も言えるわけです。

そんなわけで、本ゲームにおいてももちろん

ですが、「サイコロを振って結果を判定する」

というシステムの場合には、その「サイの目」

を「部下（前線指揮官、担当行政官等）から

の報告」という風に解釈すれば、より楽しくプ

レイできるのではないかと思います。

例えば、「サイの目が悪かったから負けた」

と言う代わりに「あそこの部下が無能だった

から負けたのだ」ということにしてしまえば、

ゲームに負けてもあまりくやしい思いをしない

ですむかもしれません。

極北戦線の戦況に関するルールは、ムル

マンスク港の持つ戦略的重要性を考えると、

省略するわけにはいきませんでした。とはい

え、この戦線は作戦的な選択肢がほとんど存

在しない世界です。

そこで、この戦線の部隊運用はすべて現

地の指揮官（ディートル／ファイゲとフロロフ）

に任せたものと見なして、サイの目のみで進

展する（＝報告を受ける）システムを導入しま

した。この戦線は、結果判定の経済ポイント

集計時以外には意味を持たないのですが、

これまでほとんど無視され続けてきた戦場で

もあり、「独ソ戦は北極圏でも戦われていたの

だ」ということだけでも知っていただければ、

それで充分だと思っています。

それでは最後に、皆さんがこのゲームを楽

しんで下さることを祈りつつ、僕の敬愛するデ

ザイナーであるジョン・ヒル氏の言葉を借りて、

この原稿を締めくくりたいと思います。これは、

デザイン作業中常に念頭に置いていた言葉

です。 ■

すぐれたゲームデザインとは、指揮官の

「心の中の問題」を表現することである。
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