
1.0 はじめに
ベルリン陥落 1945は、1945年4月から5月に繰り広げられ

た、第二次大戦のヨーロッパ戦線における最後の戦い、すなわち

ソ連軍のベルリン攻略作戦を再現する作戦級ゲームです。

1.1 ゲームの進め方
ベルリン陥落 1945は、二人用のゲームです。一方のプレイ

ヤーがドイツ軍を指揮し、もう一方のプレイヤーがソ連軍（および

ポーランド軍・アメリカ軍）を指揮します。このゲームは、ゲームター

ンと呼ばれる一連の手順に沿ってプレイされます。一回のゲーム

ターンは実際の2日間に相当し、各プレイヤーはこのゲームターン

の手順に従って、自軍部隊の移動や戦闘を行います。

そして、ゲームターンの手順を10回行ったところでゲームは終

了し、勝利条件のルールを参照して、ゲームの勝敗を判定します。

2.0 ゲームの備品
2.1 ゲームマップ

A1サイズのゲームマップには、実際のベルリン攻防戦が繰り広

げられた東部ドイツ地域の地形が描かれています。マップに重ね

て印刷されている六角形のマス目（ヘクス）は、将棋などと同様、

駒の位置確認などに用いられます。

このゲームのマップには、二つの縮尺が用いられています。地

図の大半をカバーする領域は「作戦マップ」と呼ばれ、各ヘクスの

対辺間距離は実際の5.5kmに相当します。一方、地図の北西角

部分に印刷されている領域は、作戦マップのベルリン市街部分を

拡大したもので、「ベルリン市街マップ」と呼ばれ、各ヘクスの対辺

間距離は実際の900mに相当します。

作戦マップから市街マップへは、ヘクスの辺（ヘクスサイド）が

黄色に着色された「転移ヘクス」を通じて進入することができま

す。ただし、いったん市街マップに登場したユニットは、ゲーム中

二度と作戦マップに戻ることはできません。また、作戦マップ上の

ヘクス2321と2322は、ゲームでは使用されません。この領域に入

ったユニットは、自動的に市街マップ上に登場しているからです。

ベルリン市街マップに印刷されたヘクスのうち、転移ヘクスを除

く全てのヘクスは「ベルリン市内ヘクス」と呼ばれます。また、作戦

マップに印刷されたヘクスのうち、転移ヘクスを除く全てのヘクス

は「作戦ヘクス」と呼ばれます。

ゲームマップの端には、このほか「ゲームターン表示欄（Game-

Turn Record Track）」、「地形凡例（Terrain Key）」、「初期配
置記号一覧（Deployment Keys）」、「北部ドイツ平原ボックス
（North German Plain Box）」、「ソ連軍支援ポイント＆追加VP
表示欄（Soviet Support Points and Bonus VPs Track）」が印

刷されています。

2.2 駒
厚紙打ち抜きの駒は、実際のベルリン攻防戦に参加した両軍

の戦闘部隊を表しています。駒に印刷されている数字やシンボル

は、その部隊の部隊名や所属、兵科、部隊規模、攻撃能力、移動

能力などを表しています。これらの部隊駒は、以後ルールブック全

体を通じて「ユニット」と呼ばれます。

2.21 ユニットの読み方

◆部隊名とは、そのユニットが表している戦闘部隊の名称です。
◆所属とは、そのユニットの上位部隊（ドイツ軍の場合は師団、ソ
連軍の場合は軍）の名称です。

◆部隊規模のシンボルの意味は、以下の通りです。
XXX = 軍団

XX = 師団

X = 旅団

III = 連隊

II = 大隊

KG = 戦隊（カンプグルッペ）

BG = 戦闘団

2.22 兵科一覧
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◆総統（ヒトラー）ユニットは、駒には印刷されていませんが、
ゼロ攻撃力と1防御力、ゼロ移動力を持ちます。

2.23 略号一覧

《ドイツ軍》

Alkt = アルケット（突撃砲工場）
Bec = 第88SS擲弾兵連隊「ベッカー」
Ber = ベルリン
Böh = ベーマン
Br, Brn, Bran =ブランデンブルク
Clau = 装甲師団「クラウゼヴィッツ」
d.Ry = 第49SS装甲擲弾兵連隊「デ・ルイテル」
Dan = 第24SS装甲擲弾兵連隊「ダンマルク」
Döb = 第303歩兵師団「デーベリッツ」
DR = 第2SS装甲師団「ダス・ライヒ（帝国）」
Falk =ファルケ
FG =擲弾兵師団「フューラー・グレナディア（総統擲弾兵）」
FHH =フェルトヘルンハレ
Fj = 降下猟兵
FLJ = 歩兵師団「フリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーン」
Folk =フォルクマン
Frnk =フランクフルト（アン・デア・オーデル）
Fru = 第10SS装甲師団「フルンズベルク」
Führor = 総統（アドルフ・ヒトラー）
FüB = SS装甲師団「フューラー・ベグライト」
FvS = 歩兵師団「フェルディナント・フォン・シル」
G.Sy = 第48SS装甲擲弾兵連隊「ゲネラル・ザイフファルト」
GB = 第309歩兵師団「グロスベルリン」
GD =グロスドイッチュラント
Gör = ゲールリッツ
HG = ヘルマン・ゲーリング
HJ =ヒトラー・ユーゲント
HvS = 第11SS装甲大隊「ヘルマン・フォン・ザルツァ」
J = 猟兵
Jan30 = 第32SS擲弾兵師団「1月30日」
Jüt = ユーターボーク
Keit =カイテル
Klo =クローゼック
Kra =クラウス
Kur =クルマーク（または第87SS擲弾兵連隊「クルマーク」）
LAH =第1SS装甲師団「ライプシュタンダルテ・SS・アドルフ・

ヒトラー（アドルフ・ヒトラー親衛旗）」
Lang = 第27SS装甲擲弾兵師団「ランゲマルク」
Lw = ルフトヴァッフェ（ドイツ空軍）
Lehr = 教導（レーア）
M = 海軍

Mltk =モルトケ
Mü, Mün =ミュンヘベルク
Ned = 第23SS装甲擲弾兵師団「ネーダーラント」
Nib = 第38SS装甲擲弾兵師団「ニーベルンゲン」
Nord = 第11SS装甲擲弾兵師団「ノルドラント」
Nrg = 第23SS装甲擲弾兵連隊「ノルゲ」
OKH =ドイツ陸軍総司令部
Ostsee =オストゼー（バルト海）
Pol = 第25SS擲弾兵師団「警察」
Pots = 歩兵師団「ポツダム」
PG = 装甲擲弾兵
Pz = 装甲
r = 補充
S = 保安
Sch =シェートル
Sci = 第86SS擲弾兵連隊「シル」
Sgtr = 帝国労働者師団「シュラゲター」
Shst = 歩兵師団「シャルンホルスト」
Sle =シュレージェン
Stau =シュタウジンガー
Ste =シュテッティン
T.Kö = 帝国労働者師団「テオドール・ケルナー」
Tot = 第3SS装甲師団「トーテンコップフ（髑髏）」
UvH = 歩兵師団「ウルリヒ・フォン・ヒュッテン」
V = 国民擲弾兵
v.Wt =フォン・ヴァルテンブルク
VaK = 国民砲兵軍団
Voigt =フォイヒト
VS = 国民突撃兵（民兵）
Waln = 第28SS装甲擲弾兵師団「ヴァローニエン」
1001 Näch = 装甲猟兵戦隊「千一夜」
4Pol = 第4SS擲弾兵師団「警察」
z.b.V. = 特殊任務

《ソ連軍》

A = 軍
BF = 白ロシア方面軍
G = 親衛
Pol = ポーランド
S = 打撃
T = 戦車
UF =ウクライナ方面軍

2.24 ユニットの色

《ドイツ軍》

国防軍 =フィールドグレイ

空軍 =ブルー

海軍 =ダークブルー

武装親衛隊（SS）=ブラック

《ソ連軍》

第1白ロシア方面軍 =レッド

第2白ロシア方面軍 =オレンジ

第1ウクライナ方面軍 =ライトオレンジ

ソ連軍支援ユニット=ライトレッド

ポーランド軍 =ブラウン

アメリカ軍 =グリーン
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2.25 マーカー一覧

2.3 用語の解説
攻撃力： ユニットが敵ユニットを攻撃する時に使用する戦力です。

半減で端数が出た場合は、切り上げます。

防御力： ユニットが敵ユニットから攻撃を受けた時に使用する戦力

です。半減で端数が出た場合は、切り上げます。

敵： 敵プレイヤーが指揮する全てのユニットは、所属や国籍に関係

なく、自軍ユニットにとっての敵であると見なされます。

味方： あるプレイヤーが指揮する全てのユニットは、所属や国籍に

関係なく、互いに味方ユニットであると見なされます。

車輌ユニット： 装甲／戦車、装甲擲弾兵／機械化、騎兵、装甲猟兵、

司令部、突撃砲、重装甲／重戦車、重突撃砲の兵科を持つユニッ

トは、すべて「車輌ユニット」と見なされます。車輌ユニットは、駒

の下半分が、アイボリー（クリーム色）に塗られています。

徒歩ユニット： 車輌ユニット以外で、1以上の許容移動力を持つユ

ニットは、すべて「徒歩ユニット」と見なされます。徒歩ユニットは、

駒の下半分が、濃い地色に塗られています。

許容移動力： 1回の移動フェイズ中に、そのユニットが消費できる移

動ポイント数の上限を表しています。半減で端数が出た場合は、

切り上げます。

ソ連軍： 特にことわり書きがない限り、このゲームのルールにおける

「ソ連軍」という用語は、ポーランド軍とアメリカ軍を含みます。

2.4 備品一覧
本ゲームには、以下の備品が含まれます。

◆ゲームマップ： A1判　1枚

◆駒シート： 2枚（計480個）

◆チャート： 4枚

◆ルールブック本体：本誌

なお、このゲームをプレイするためには、6面体サイコロ1個と10面
体サイコロ1個が別途必要となります。
10面体は、オーバーランを解決する際にのみ、使用します。これ以

外の全ての判定は、6面体を使用します。

3.0 ゲームの手順
ベルリン陥落1945は、ゲームターンと呼ばれる手順に沿って

進められます。各ゲームターンは、10個の「フェイズ」によって構成

されています。各フェイズの手順を行っている側のプレイヤーのこ

とを「フェイズ・プレイヤー」と呼びます。

ゲームターンにおける各フェイズの順序は、以下の通りです。

3.1 ゲームターンの手順

1. ソ連軍通常移動フェイズ
（第1ターンには行われません）

地図上にあるソ連軍ユニットは、それぞれの許容移動力の範

囲内で移動力を消費して、移動を行うことができます。ソ連軍の

増援ユニットは、このフェイズに地図上へと登場します。

また、作戦マップ上で移動を行うソ連軍ユニットは、条件さえ満

たせば、オーバーランを行うことができます。

2.ドイツ軍第1対応移動フェイズ
ドイツ軍プレイヤーは、作戦マップ上にある自軍車輌ユニットの

うち、いずれか2ユニットを選んで、移動させることができます。

あるヘクスに、同じ所属記号を持つ複数のユニットがいれば、そ

れら全てをまとめて「1ユニット」として計算できます。

ただし、フェイズ開始時に敵ZOCにいた車輌ユニットを、この

フェイズに移動させることはできません。

また、徒歩ユニットや、ベルリン市街マップ上にいる車輌ユニッ

トは、このフェイズに移動させることができません。

3. ソ連軍戦闘フェイズ
ソ連軍ユニットは、ここで隣接するドイツ軍ユニットを攻撃するこ

とができます。個々の戦闘は、双方の参加ユニットの戦力比を算

定した後、サイを1個振り、出た目を戦闘結果表に当てはめて解

決します。プレイヤーは、戦闘結果に従って、参加ユニットの退却

やステップロス、戦闘後前進などをただちに行います。

4. ソ連軍攻囲移動フェイズ
ソ連軍プレイヤーは、ベルリン市街マップ上にある自軍ユニット

に、移動を行わせることができます。ここで移動を行うユニットは、

同じターンのソ連軍移動フェイズに移動を行ったユニットであって

もかまいません（つまり、二度目の移動を行えます）。

ただし、作戦マップ上にいるユニットを、このフェイズに移動させ

ることはできません。

5. ソ連軍攻囲戦闘フェイズ
ソ連軍プレイヤーは、ベルリン市街マップ上にある自軍ユニット

に、攻撃を行わせることができます。ここで攻撃を行うユニットは、

同じターンのソ連軍戦闘フェイズに攻撃を行ったユニットであって

もかまいません（つまり、二度目の攻撃を行えます）。

ただし、作戦マップ上にいるユニットを、このフェイズに攻撃させ

ることはできません。

6. ソ連軍突破移動フェイズ
ソ連軍プレイヤーは、自軍車輌ユニット（ベルリン市街マップ上

にあるユニットは除く）をここで再び移動させることができます。

ただし、フェイズ開始時に敵ZOCにいた車輌ユニットを、この
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フェイズに移動させることはできません。

作戦マップ上で移動を行うソ連軍車輌ユニットは、この移動

フェイズ中にも、オーバーランを実行できます。

7.ドイツ軍通常移動フェイズ
地図上にあるドイツ軍ユニットは、それぞれの許容移動力の範

囲内で移動ポイントを消費して、移動を行うことができます。ドイツ

軍の増援ユニットは、このフェイズに地図上へと登場します。

ただし、ドイツ軍のユニットは、ゲームを通じて、オーバーランを実

行できません。

8.ドイツ軍戦闘フェイズ
ドイツ軍ユニットは、フェイズ3と同様に（立場を入れ替えて）、こ

こで隣接するソ連軍ユニットを攻撃することができます。

9.ドイツ軍第2対応移動フェイズ
ドイツ軍プレイヤーは、フェイズ2と同様に、作戦マップ上にある

自軍車輌ユニットのうち、いずれか2ユニットを選んで、移動させ

ることができます。

移動できるドイツ軍車輌ユニットの制限は、フェイズ2の場合と

同じです。同じゲームターン中に移動や戦闘を行ったユニットでも、

条件さえ満たせば、ここでまた移動できます。

10. 補給・補充フェイズ
ソ連軍プレイヤーは、地図上に存在する自軍ユニットのそれぞ

れについて、補給状態を判定します。

ドイツ軍プレイヤーは、一定の制限内で自軍の全滅ユニットを

再編することができ、また「ゲームターン表示欄」の現行ターンの

ボックスに記された数だけ、国民突撃兵（フォルクスシュトルム＝

VS）ユニットをベルリン市街マップに登場させることができます。

最後に、両軍の混乱状態にあるユニットから、混乱マーカーを

取り除きます。

補給・補充フェイズの終了と共に、1ゲームターンの手順が完了

したことになります。ゲームマップ上の「ゲームターン表示欄」上に

置かれているゲームターン・マーカーを1マス進め、第10ターンが

終了するまで、新しいゲームターンの手順を行います。

4.0 スタッキングと支配地域
（ZOC）

1ヘクスに置くことのできるユニットの数には、上限があります。

あるヘクスに駒を積み重ねることを「スタックする」といい、この制

限のことを「スタック制限」と呼びます。

プレイヤーは、作戦マップ上の各ヘクス（転移ヘクスも含む）に

は最大4スタック価まで、ベルリン市街ヘクスには最大2スタック価
までの自軍ユニットをスタックすることができます（例外: 4.14項）。
また、ほとんどのユニットは、自身のいるヘクスの周囲6ヘクスに

「支配地域（ZOC）」と呼ばれる効果を及ぼします。

4.1 スタッキング制限
4.11 各ユニットの兵科記号の下には、スタック価を表す丸（●）

が記されています。●が1個なら1スタック価、2個なら2スタック価
という具合です。

総統（ヒトラー）、工場、要塞、補給集積所、陸軍最高司令部の各

ユニットは、0スタック価で、スタック制限の適用外となります。
4.12 ソ連軍の支援部隊ユニット（5.7項）は、0スタック価ですが、
1ヘクスには1ユニットしか置くことができません。これらのユニッ
ト1個は、いずれかのソ連軍戦闘団ユニット（2スタック価）1個と
のみ、スタックできます。ただし、ソ連軍軍団ユニット（4スタック価）
とはスタックできません。

4.13 ドイツ軍の国民突撃兵ユニット（8.4項）は、原則として0
スタック価で、2スタック価分のドイツ軍ユニットのいるヘクスに追
加で1個、スタックできます。ただし、同一ヘクスに複数の国民突

撃兵ユニットがスタックしている場合、2個目と3個目のユニットは、

それぞれ1ユニットで1スタック価として計算します。
4.14 ソ連軍の狙撃兵軍団ユニットは、本来は4スタック価です
が、ベルリン市街マップの「ベルリン市内へクス（2.1項）」において

は、特例として、2スタック価のユニットとして行動できます。
ただし、ベルリン市内ヘクスを移動する際、他の狙撃兵軍団ユ

ニットと隣接する形で、移動を終了することはできません。

また、狙撃兵軍団ユニットは、支援部隊ユニット（4.12項）とス

タックできません。

4.15 転移ヘクス（赤い破線のヘクスサイドで囲まれたヘクス）

は、基本的に、作戦マップ上のヘクスとして扱われます。ただし、

転移ヘクス内にいるユニットは、作戦マップとベルリン市街マップ

の両方において、同じヘクス番号を持つヘクスを同時に占めてい

るものと見なされます。

4.16 あるフェイズ中に、ひとつのヘクスを通過できるユニットの数

に制限はなく、プレイヤーは一時的にスタック制限を超過して、自

軍ユニットを移動させたり退却させたりすることができます。

ただし、各フェイズの終了時には、スタック制限の範囲内になく

てはなりません（退却時の制限に関しては、6.63項を参照）。また、

戦闘フェイズ中に発生する戦闘後前進については、たとえ一時的

にせよ、スタック制限を超過して行うことはできません。

4.17 国籍の異なるユニット同士は、一時的には同じヘクスでス

タックすることができます（一方が他方のいるヘクスを通過できま

す）が、フェイズ終了時には、同じヘクスにいてはなりません。

4.18 もし、あるフェイズの終了時に、スタック制限の超過が発覚

した場合、ただちに超過分のユニットを全滅したものと見なして除

去しなくてはなりません。どのユニットを除去するかは、相手側の

プレイヤーが選ぶことができます。

4.2 支配地域（ZOC）
4.21 作戦マップ上とベルリン市街マップ上において、ユニット（転

移ヘクスも含む）は、周囲6ヘクスに「支配地域（ZOC）」と呼ばれ

る効果を及ぼします。

ただし、総統、工場、補給集積所、司令部の各ユニットは、ZOC

を持ちません。これらのユニットは、駒の右上に三角の印が印刷

されています。

ZOCは、味方のユニットには何の効果も及ぼしません。

4.22 ソ連軍とポーランド軍の軍団規模ユニットは、「強ZOC」を

持ちます。ソ連軍の戦闘団・連隊・旅団ユニットと、アメリカ軍の師

団ユニット、および4.21項に示された例外以外のドイツ軍ユニット

は、「弱ZOC」を持ちます。

4.23 ユニットが、移動中に敵の「強ZOC」へと入ったら、そこで

停止しなくてはなりません。移動中に敵の「弱ZOC」へと入っても、

即座に停止する必要はありませんが、そこから出るためには、追

加の移動力を消費しなくてはなりません（5.22項を参照）。
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4.24 ZOCを及ぼす能力を持つ両軍のユニットないしスタックが

互いに隣接している場合、これらのユニットはすべて敵ZOCにい

るものと見なされます（例外：4.25項および4.26項を参照）。

4.25 転移ヘクスにいるユニットのZOCは、隣接する全ての作戦

マップ上のヘクスおよび隣接するベルリン市街マップ上の「ベル

リン市内ヘクス」に及びます。ただし、ベルリン市内ヘクスにい

るユニットのZOCは、隣接するベルリン市内ヘクスには及びます

が、隣接する転移ヘクスには及びません。

転移ヘクスに隣接する作戦マップ上のヘクスにいるユニットの

ZOCは、隣接する全ての作戦マップ上のヘクスおよび隣接する転

移ヘクスに及びます。

例： ヘクス1320（ベルリン市街ヘクス）にいるユニットの

ZOCは、ヘクス1219、1220、1321、1420（以上市内ヘク

ス）に及びますが、2420（転移ヘクス）には及びません。

ヘクス2420（転移ヘクス）にいるユニット（防御力3）の

ZOCは、ヘクス2320、2421（以上転移ヘクス）、2419、

2520、2521（以上作戦ヘクス）、1019、1119、1219、1320、

1420（以上市内ヘクス）に及びます。

ヘクス2419（作戦ヘクス）にいるユニットのZOCは、ヘ

クス2319、2418、2519、2520（以上作戦ヘクス）、2320、

2420（以上転移ヘクス）に及びます。

4.26 ユニットのZOCは、全面海／湖ヘクスサイドを越える対岸へ

は及びません。なお、ベルリン市街マップ上のシュプレー河

（Spree River）ヘクスサイドは、橋が架かっているものを除き、全

ての点において「全面海／湖ヘクスサイド」と見なされますが、作

戦マップ上のシュプレー河は通常の「大河ヘクスサイド」と見なさ

れることに注意してください。

また、ベルリン市街マップ上のシュプレー河のうち、橋の架かっ

ているヘクスサイドは、川ヘクスサイドと見なされます。

4.27 混乱状態にあるユニット（6.66項）は、一時的にZOCの効

果を失います。このことを表すため、「混乱マーカー」の右上には、

三角の印が印刷されています。

また、移動開始時に敵ZOCにいない混乱状態のユニットは、敵

ZOCのヘクスに移動して入ることができません。

4.28 自軍ユニットの存在（ただし自軍ZOCではないことに注意）

は、退却（6.63項）と補給（8.15項）に関してのみ、敵の「弱ZOC」

の効果を打ち消すものとします。ただし、移動（5.22項）に関して

は、敵ZOCの効果を打ち消しません。

敵の「強ZOC」については、自軍ユニットが存在しても、その効

果を一切打ち消すことができません。

5.0 移動
何らかの形式の自軍移動フェイズにおいて、プレイヤーはその

フェイズで移動を行う資格を持つ自軍ユニットを、一定の制限の

範囲内で移動させることができます。

移動を行うユニットは、移動力を消費しながら、隣接するヘクス

沿いに1ヘクスずつ移動していきます（例外：5.62項）。

各ユニットは、移動力の範囲内で好きなように方向転換しなが

ら、移動できます。

また、移動中のソ連軍ユニットは、条件さえ満たせば「オーバー

ラン」と呼ばれる攻撃を行うこともできます（7.0項を参照）。

ただし、オーバーランを行えるのは、作戦マップ上のみで、ベル

リン市内ヘクスに対するオーバーランは、行えません。また、ドイツ

軍ユニットは、オーバーランを行えません。

5.1 移動の手順
5.11 プレイヤーは、自軍の移動フェイズ中に、移動資格を持つユ

ニットのうちの一部または全部を、移動させることができます。移動

資格を持つユニットは、1ユニットずつ個別に、移動力を消費しな

がら移動します。

5.12 ユニットの移動は「移動力」と呼ばれる数値を基準にして

行われます。移動力を使って移動を行う際には、これから入るヘ

クスの地形と、その時に越えるヘクスサイドの地形に注意しなくて

はなりません。また、地形ごとに必要な移動力の数値は、徒歩ユ

ニットと車輌ユニットでは異なっています。

これらの数値は「地形効果表」に列記されています。

例： 徒歩ユニットが隣接する都市ヘクスに進入するために

は、2移動力の消費が必要です。また、車輌ユニットが小河

川ヘクスサイドを越えて森林ヘクスに進入するためには、4

移動力（小河川で2、森林で2）の消費が必要です。

5.13 ユニットは、1回の移動フェイズで1回のみ、移動を行えます。

ただし、1回のゲームターン中に2回以上の移動を行える場合があ

ることに注意してください（5.16項および5.17項を参照）。

5.14 ユニットは、未使用の移動力値を他のユニットに譲り渡した

り、次のゲームターンへと持ち越したりすることができません。

5.15 移動を行っているユニットからプレイヤーの手が離れて、別

のユニットの移動が開始された時点で、先に動いたユニットの、そ

の移動フェイズ中の移動は完了したものと見なされます。

5.16 ドイツ軍対応移動フェイズにおいて、ドイツ軍プレイヤーは、

ベルリン市内ヘクスや敵ZOCにいない自軍車輌ユニットの一部

を移動させることができます（5.5項を参照）。

ソ連軍突破移動フェイズにおいて、ソ連軍プレイヤーは、ベルリ
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ン市街マップ（転移ヘクス含む）や敵ZOCにいない自軍車輌ユ

ニットのうち、望むだけのユニットをここで再び移動させることがで

きます（ZOCのない敵ユニットに隣接していても可）。

5.17 ベルリン市街マップ（転移ヘクス含む）にいる両軍のユニッ

トは、自軍通常移動フェイズ中に移動を行うことができます。

また、ベルリン市街マップ（転移ヘクス含む）にいるソ連軍のユ

ニットは、ソ連軍攻囲移動フェイズにおいても、再度移動を行うこと

ができます。

ソ連軍攻囲移動フェイズで移動を行うユニットは、同じゲーム

ターンのソ連軍通常移動フェイズに作戦ヘクスから転移ヘクスに

移動して入ったユニットであってもかまいません（5.45項に注意）。

5.18 「遅滞マーカー」が置かれているソ連軍ユニットが、自軍移

動フェイズで移動を行う際、そのユニットが移動を開始する瞬間

に、マーカーを裏返し、そこに記された数字と同数の移動力を、即

座に（移動開始前に）失います（6.8項を参照）。

例えば、ユニットの許容移動力が「5」で、マーカーに記された
数字が「ー2」であれば、そのユニットは、その移動フェイズ（のみ）
には「3移動力」分だけ移動できます。

5.19 補給切れ状態や、混乱状態にあるソ連軍ユニットは、各移

動フェイズ中に消費できる移動力が半分（端数切り上げ）になりま

す（8.1項を参照）。

5.2 移動の制限
5.21 移動中のユニットは、敵ユニットの存在するヘクスへと入る

ことができません（例外：7.0項／オーバーラン）。

5.22 移動中のドイツ軍ユニットが、敵の「強ZOC」が及んでいる

ヘクスに進入したら、即座にそこで停止しなくてはなりません。そ

のユニットは、同じ移動フェイズ中には、それ以上の移動は行えま

せん。

移動中のユニットが、敵の「弱ZOC」が及んでいるヘクスに進

入しても、即座に停止する必要はなく、移動力がまだ残っていれ

ば、移動を継続できます。ただし、敵の「弱ZOC」のヘクスから

出る際に、移動先のヘクスの地形による移動力に加えて、追加で

3移動力を消費しなくてはなりません。
ユニットは、敵の「弱ZOC」から別の敵のZOC（強弱を問わず）

へと直接入るような移動も行えます。

移動開始時に、敵の「強ZOC」にいたドイツ軍ユニットは、移動

先のヘクスの地形による移動力に加えて、追加で3移動力を消
費すれば、そこから出ることができます。この場合、移動先の隣接

ヘクスは敵の「弱ZOC」であってもかまいませんが、敵の「強

ZOC」であってはなりません。言い換えれば、敵の「強ZOC」から

別の敵の「強ZOC」へと、直接移動することはできません（いった

ん「強ZOC」でないヘクスへと移動した後、別の敵の「強ZOC」

へ入るような移動は行えます）。

また、敵の「弱ZOC」から別の敵の「弱ZOC」へと、大河ヘク

スサイドを越えて、直接移動することはできません。

5.23 1以上の移動力を持つユニット（混乱状態のユニットも含

む）は、自軍の通常移動フェイズ（対応移動、突破移動、攻囲移

動は含まない）中に、最低でも1ヘクスだけは移動することがで

きます。

この場合、敵のZOCから出る形の移動は行えますが、敵の「強

ZOC」から別の「強ZOC」のヘクスへ直接移動することはできま

せん。敵の「強ZOC」または「弱ZOC」から、別の敵の「弱ZOC」

へと移動することはできます。

5.24 他の味方ユニットのいるヘクスを通過して移動する場合で

も、特に（味方ユニットが存在することによる）追加の移動力を消

費する必要はありません。また、ユニットのZOCは、味方ユニットの

移動には何の影響も及ぼしません。

5.25 ある移動フェイズ中に、あるヘクスを通過して移動できるユ

ニットの数には制限がありません。ただし、移動フェイズ終了時に

あるヘクス内に存在できるユニット数は、スタッキング制限の範囲

内でなくてはなりません（4.1項を参照）。

5.26 作戦マップ上にいる両軍のユニットは、移動中に赤い矢印

（→）のあるヘクス（例：ヘクス0316）から、ゲームマップの範囲外

にある「北部ドイツ平原（NGP）ボックス」へと移動することができ

ます。この場合、赤い矢印のヘクスに隣接する地図外に平地ヘ

クスがあるものと見なして、そこへ移動することにより、NGPボック

スへと移動したものと見なされます。ヘクス0516、0616、1518から

地図外へ出るユニットは、道路の移動特典を利用できます。

いったんNGPボックスに入ったユニットは、再び作戦マップやベ

ルリン市街マップに復帰することができません。

5.27 ソ連軍ユニットは、地図上に印刷された「方面軍境界線ヘ

クスサイド」（例：ヘクス1113/1213のヘクスサイド）を越えて、移

動や退却、戦闘後前進を行うことができません。

ただし、第1白ロシア方面軍と第1ウクライナ方面軍の境界は、

ヘクス2520/2521のヘクスサイドから地図東端へと連なる線だけ

で、そこから北や西には、境界線がないことに注意してください。

5.28 ユニットは、NGPボックスへと移動して入る場合を除き、地

図の範囲外へと移動して出ることはできませんし、全面海／湖ヘ

クスサイドを越えて移動することもできません。

また、駒に印刷された移動力がゼロのユニットは、いかなる場合

においても、移動や退却、戦闘後前進を行えません。

5.29 ソ連軍の補給集積所ユニットは、鉄道線の通っているヘク

スサイドを越えてのみ移動できます。この場合、1ヘクス移動する

ごとに1移動力を消費します（大河ヘクスサイドを含め、地形は無

視します）が、この補給集積所の移動は、鉄道移動（5.6項）とは

見なされません。また、ソ連軍補給集積所ユニットは、移動中に敵

ZOCへと入ったり、NGPボックスに入ることができません。

5.3 移動に対する地形の影響
5.31 ヘクスやヘクスサイドの地形による移動力消費は、累積しま

す。例えば、車輌ユニットが大河ヘクスサイドを越えて森林ヘクス

に移動する場合、森林の2移動力と大河の＋5移動力を合計し
て、7移動力を消費しなくてはなりません。
5.32 もし、移動する際に越えるヘクスサイドが道路ヘクスサイド

である場合には、進入先のヘクスの地形（およびそのヘクスサイド

の地形）を無視して、道路による移動力だけを消費して、移動を

行うことができます（例外：5.33項）。

この特典は、通過するヘクスサイドに道路が通っている場合に

のみ適用されるものであり、ただ単に移動先のヘクスに道路が存

在するだけでは、この特典を利用することはできません。

なお、オーバーラン（7.0項）の実行時や、敵の弱ZOCから別の

弱ZOCへと移動する際には、道路の特典を利用できません。

5.33 もし、ドイツ軍通常移動フェイズ開始時にいかなるソ連軍

ユニット（およびソ連軍占領マーカー）もベルリン市街マップ（転移

ヘクス含む）に存在していない場合、ドイツ軍プレイヤーは、計8ヘ

クスの転移ヘクスを互いに接続している道路ヘクスと見なして、

移動に使用することができます。

この場合、道路に沿った移動で転移ヘクスに入ったユニットは、

そこで停止する必要がなく、さらに作戦マップ上での移動を継続
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することができます。ただし、もし1ユニットでもベルリン市街マップ

に存在すれば（あるいは、1個でもソ連軍占領マーカーがいずれ

かの転移ヘクスに置かれていれば）、ドイツ軍はこのような特典を

利用することができません。なお、このような条件は、ゲーム中変動

することに注意してください。

5.34 ソ連軍ユニットが作戦ヘクスから転移ヘクスへと移動する

際には、道路の特典を利用することができます。ただし、ドイツ軍

ユニットがそのような移動を行う場合、進入先のヘクスに「ソ連軍

占領マーカー」が置かれていない場合に限り、道路の特典を利用

することができます。

5.35 ベルリン市街マップ上に描かれている「線路」は、鉄道とは

見なされません。これらの線路には移動上の特典はなく、またユ

ニットの鉄道移動（5.6項）に使用することもできません（ただし、

5 .68項を参照）。

5.36 ベルリン市街マップ上に描かれている「シュプレー河」は、

移動と戦闘の全ての点において全面海／湖ヘクスサイドと見なさ

れます。ただし、橋の架かっているヘクスサイドだけは、全ての点

において「川ヘクスサイド」と見なされます。

5.37 陣地の追加移動力（＋1）は、ソ連軍ユニットのみが消費し

ます。ドイツ軍ユニットは、消費しなくても構いません。

5.4 地図間の移動
5.41 道路や鉄道を利用せずに、作戦ヘクスから転移ヘクスへと

移動して入るユニットは、そのヘクスの地形に関係なく、3移動力
を消費するものとします。これは、移動するユニットが徒歩ユ

ニットでも車輌ユニットでも変わりません。

5.42 ある転移ヘクスを占めているユニットは、作戦マップとベル

リン市街マップの両方の転移ヘクスを、同時に占めているものと

見なされます。敵ユニットの存在する転移ヘクスに移動して入っ

たり、オーバーランを行ったりすることはできません。

5.43 自軍の移動フェイズ（車輌ユニットの場合は、自軍対応移

動ないし突破移動フェイズも含む）中に、転移ヘクスから作戦ヘ

クスへと移動する場合、追加の移動力消費は必要ありません

（5.44項を参照）。自軍の攻囲移動フェイズ中に、転移ヘクスから

「ベルリン市内ヘクス」へと移動する場合も、追加の移動力消費

は必要ありません。

なお、転移ヘクスからベルリン市内ヘクスへはZOCの効果が

及ぶものの、ベルリン市内ヘクスから転移ヘクスへはZOCの効果

が及ばないことに注意してください（4.25項を参照）。

5.44 作戦ヘクスから転移ヘクスへと移動して入ったユニットは、

そのフェイズ中の移動をそこで終了しなくてはなりません（例外：
5.33項、5.68項）。

5.45 いかなるユニットも、ベルリン市内ヘクスから転移ヘクスへ

と移動して入ることはできません。つまり、いったんユニットを市街

ヘクスに投入してしまったら、プレイヤーは二度とそのユニットをベ

ルリンの市街戦から引き抜くことはできなくなります。

5.46 転移ヘクスに存在するユニットが、ソ連軍攻囲移動フェイズ

中に、作戦ヘクスへと移動して入ることはできません。

5.47 ある転移ヘクスにソ連軍ユニットが進入したなら、そのヘク

スには「ソ連軍占領マーカー」が配置されます。このマーカーは、

進入したソ連軍ユニットが別のヘクスへと移動した後も置き続け

られますが、ドイツ軍ユニットの移動には何の影響もなく、もしドイ

ツ軍ユニットが「ソ連軍占領マーカー」のみが置かれているヘク

スに進入したなら、即座にマーカーは取り除かれます。

5.48 ソ連軍通常移動フェイズおよびソ連軍攻囲移動フェイズに

おいて、転移ヘクスにいるソ連軍の戦車軍団、機械化軍団、騎兵軍

団ユニットが、ベルリン市内ヘクスに入るためには、同じ兵科の戦

闘団ユニット2個と支援部隊ユニット1個に分割しなくてはなりませ

ん（5.7項を参照）。

5.5 ドイツ軍対応移動
5.51 各ゲームターンのドイツ軍第1対応移動フェイズとドイツ軍

第2対応移動フェイズに、ドイツ軍プレイヤーは作戦マップ上にある

自軍車輌ユニットのうち、それぞれ2ユニットを選んで、移動させ

ることができます。

5.52 上記5.51項の条件を判定する際、同じ所属記号を持つ複

数のユニットが、同じヘクスでスタックしている場合、それらの（同

一所属の）ユニット全てを「1ユニット」と計算することができます。

5.53 ドイツ軍対応移動フェイズ開始時に敵ZOC（強弱問わず）

にいたユニットや、混乱状態にあるユニットは、このフェイズには移

動できません。

5.54 ベルリン市内ヘクスにいるユニットは、このフェイズに移動さ

せることができません。

5.55 ドイツ軍の徒歩ユニットは、このフェイズに移動できません。

5.6 鉄道移動（ドイツ軍のみ）
5.61 1以上の移動力を持つドイツ軍ユニット（許容移動力3の

砲兵連隊ユニットを除く）は、通常の移動を行う代わりに、鉄道移

動を行うことができます。ドイツ軍砲兵ユニットと、移動力ゼロのド

イツ軍ユニット、ソ連軍、ポーランド軍、アメリカ軍の各ユニットは、

鉄道移動を行うことができません。

5.62 鉄道移動を行うユニットは、その移動フェイズの最初から最

後まで、鉄道線のあるヘクスから離れることができません。つまり、

鉄道移動を行うユニットは、ひとつながりの鉄道線の沿ってのみ、

そのフェイズの移動を行えるわけです。

5.63 移動フェイズ開始時に、敵ZOCにいたユニットは、鉄道移

動を行うことができません。また、鉄道移動を行うユニットは、移動

の途中で敵ZOCの鉄道ヘクスに入ることができません。

5.64 あるユニットが、1回の移動フェイズ中に、鉄道移動によって

移動できる鉄道ヘクス数（移動距離）には制限がありません。

5.65 鉄道移動を行えるのは、ドイツ軍の通常移動フェイズ中のみ

です。ドイツ軍対応移動フェイズや攻囲移動フェイズ中には、いか

なる鉄道移動も行われません。

5.66 転移ヘクスと作戦ヘクスを結ぶヘクスサイドを通過している

鉄道線は、敵ZOCが及んでいない限り、鉄道移動のために使用

することができます。つまり、鉄道移動を行うユニットは、鉄道移動

で作戦ヘクスから転移ヘクスに入ったり、転移ヘクスから作戦ヘ

クスに入ったりすることができ、また転移ヘクスで移動フェイズを開

始したユニットが作戦ヘクスへと鉄道移動を行うこともできます。

5.67 ドイツ軍プレイヤーは、自軍の通常移動フェイズ中に最大

4個の自軍ユニットを鉄道移動で移動させることができます。この

場合、師団・連隊・旅団規模の車輌ユニットは、鉄道移動に関して

のみ2ユニットとして計算します。

ドイツ軍の増援が登場する場合、登場ヘクスに鉄道が存在すれ

ば、鉄道移動で地図上に登場させることができます。ただし、第2

ターンに鉄道で登場する第344歩兵師団は、鉄道移動の個数制限

には数えません（9.16項を参照）が、それ以外の増援ユニットが鉄

道移動で地図上に登場するなら、個数制限に数えられます。

5.68 もし、ドイツ軍通常移動フェイズ開始時にいかなるソ連軍ユ

ニット（およびソ連軍占領マーカー）もベルリン市街マップ（転移ヘ
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クス含む）に存在していない場合、ドイツ軍プレイヤーは、計8ヘク

スの転移ヘクスを互いに接続している鉄道ヘクスと見なして、鉄

道移動に使用することができます。

この場合、鉄道移動で転移ヘクスに入ったユニットは、そこで

停止する必要がなく、さらに作戦マップ上での鉄道移動を継続す

ることができます。ただし、もし1ユニットでもベルリン市街マップに

存在すれば（あるいは、1個でもソ連軍占領マーカーがいずれか

の転移ヘクスに置かれていれば）、ドイツ軍はこのような特典を利

用することができません。なお、このような条件は、ゲーム中変動す

ることに注意してください。

5.69 ベルリン市街マップに描かれた鉄道線路は、この戦いの期間

には主に西側連合国空軍の爆撃によって破壊ないし分断されてい

ました。したがって、これらの「線路の絵」は、全ての点において「鉄

道線」とは見なされず、移動に関する特典も一切持ちません。

また、作戦マップ上の鉄道線が、大河や川のヘクスサイドを越

えていても、それらの地形の効果を打ち消しません。

5.7 ソ連軍軍団ユニットの分割
5.71 ソ連軍の軍団規模の車輌ユニットは、そのままではベルリン

市内ヘクスへと移動して入ることができません。ベルリン市内ヘク

スへ移動するには、以下の要領で、軍団規模ユニットを、戦闘団

ユニットと支援部隊ユニットに「分割」しなくてはなりません。

5.72 ソ連軍通常移動フェイズおよびソ連軍攻囲移動フェイズに

おいて、転移ヘクスにいるソ連軍の軍団規模の車輌ユニットを、

ベルリン市内ヘクスに移動させる場合、ソ連軍プレイヤーはまず、

該当する軍団ユニットを、同じ兵科と地位（親衛部隊か一般部隊

か）の戦闘団ユニット2個および支援部隊ユニット1個と置き換え

ます。そして、この3つのユニットを順に、ベルリン市内ヘクスへと

移動させます。

5.73 個々の軍団ユニットは、以下の要領で、同じ部隊名を持つ

戦闘団ユニット2個に分割できます。

親衛戦車軍団（20-18-8） ＝ 9-4-9戦闘団+9-3-9戦闘団

親衛機械化軍団（19-19-8） ＝ 9-5-9戦闘団+9-4-9戦闘団

親衛騎兵軍団（14-10-7） ＝ 6-2-8戦闘団2個

戦車軍団（18-16-8） ＝ 7-3-9戦闘団2個

機械化軍団（19-19-8） ＝ 7-4-9戦闘団2個

5.74 上記の戦闘団2個に加えて、軍団ユニットにつき1個の支援

部隊ユニットが追加されます。支援部隊ユニットには、重戦車連

隊、重自走砲連隊、重砲旅団の3種類があります。

5.75 ソ連軍プレイヤーは、1個軍団を分割するごとに、いずれか

の支援部隊ユニット1個を選び、それを戦闘団ユニット2個と同じ

転移ヘクスに置きます。

この場合、使用可能な支援ユニットの中から、好きなものを1個

選ぶことができます。ただし、いったん地図上に投入されて全滅し

た支援ユニットは、以後ゲーム終了まで、再使用できません。

5.76 いったんベルリン市内ヘクスに移動したら、ソ連軍の戦闘

団ユニットや支援部隊ユニットは、二度と転移ヘクスに移動や退

却、戦闘後前進で入ることはできません。

5.77 既に1ステップを失って裏返されているソ連軍の軍団規模の

車輌ユニットが、転移ヘクスからベルリン市内ヘクスに移動する場

合、5.73項に示された戦闘団ユニット2個のうちの1個と、支援部

隊ユニット1個に置き換えられます。

5.78 いったんベルリン市内ヘクスに移動したら、ソ連軍の支援

部隊ユニットは、登場時に一緒だった軍団の戦闘団を離れて、別

の戦闘団ユニットとスタックしてもかまいません。支援部隊ユニット

には、所属の方面軍はありません。

5.79 狙撃兵軍団ユニットが、ベルリン市内ヘクスに入る際には、

部隊の分割は行いません。また、狙撃兵軍団ユニットには、支援

部隊ユニットは割り当てられず、支援部隊ユニットと同じヘクスで

スタックすることもできません。

6.0 戦闘
自軍戦闘フェイズにおいて、プレイヤーは、自軍ユニットを用い

て、隣接する敵ユニットを攻撃することができます。これを「攻撃」

と呼びます。個々の攻撃を行うか否かは、フェイズ・プレイヤーが

自由に決めることができます。

なお、戦闘解決の手順においては常に、地図上の全般的な戦

況とは関係なく、その戦闘フェイズの手順を行う側のプレイヤー

（フェイズ・プレイヤー）を「攻撃側」、その相手側のプレイヤーを

「防御側」と呼びます。

6.1 攻撃を行えるユニット
6.11 戦闘は、原則として戦闘フェイズ中にのみ発生します（例
外：7.0項／オーバーラン）。また、戦闘は互いに隣接する両軍ユ

ニットの間でのみ発生します。

6.12 プレイヤーが、敵ユニットに対する攻撃の実施を強制される

ことはありません。例えば、ある攻撃を実施する場合に、その目標

となっている防御側ユニットに複数の攻撃側ユニットが隣接して

いたとしても、どのユニットを攻撃に参加させるかは攻撃側プレイ

ヤーが決めることができます。攻撃に参加しなかったユニットは、

その戦闘の影響を受けません。

6.13 あるヘクスの防御側ユニットは、その周囲6ヘクスのどの方

向からでも、敵の攻撃を受ける可能性があります（ただし6.16項を

参照）。ただし、ベルリン市内ヘクスにいるユニットは、いかなる場

合でも、転移ヘクスにいる敵ユニットを攻撃できません。

6.14 攻撃側のユニットは、1回の自軍戦闘フェイズ（ソ連軍の場

合はソ連軍攻囲戦闘フェイズも）中に1回のみ、攻撃を行えます。

また、防御側のユニットは、1回の敵戦闘フェイズ中に1回のみ、敵

の攻撃を受けます（例外：7.0項／オーバーラン）。

6.15 攻撃力値がゼロのユニットは、いかなる攻撃も行えません。

ドイツ軍の総統ユニットとソ連軍補給集積所ユニットは、いかなる

攻撃も行えませんが、1防御力を持っています。

6.16 ベルリン市街マップ上でも、両軍の戦闘は発生します。ただ

し、いかなるユニットも、全面海／湖ヘクスサイドを越えて攻撃を

行うことはできません。なお、ベルリン市街マップに印刷されている

「シュプレー河」は、全ての点において全面海／湖ヘクスサイドと

見なされますが、橋の架かっているヘクスサイドだけは、全ての点

において「川ヘクスサイド」と見なされます。

6.17 補給切れ状態にあるユニットは、攻撃力と防御力が半分

（端数切り上げ）になります。

6.18 ソ連第2白ロシア方面軍（2BF）の所属ユニットは、第1ター

ンと第2ターンにはいかなる攻撃も行えません。

6.19 異なる方面軍に所属する複数のユニットが、方面軍境界線

ヘクスサイドを挟んで同じドイツ軍ユニットを単一の攻撃として攻

撃することは可能です。ただし、戦闘結果の適用の際に、それら

のソ連軍ユニットが、方面軍境界線ヘクスサイドを越えて退却や

戦闘後前進を行うことはできません。
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6.2 複数ユニットの戦闘
6.21 同一のヘクスにいる複数の防御ユニットが敵の攻撃を受け

る場合、その防御力を合計して、単一の存在として攻撃しなくて

はなりません。つまり、攻撃側はそのようなスタックの中にある敵ユ

ニットを個別に攻撃することができないのです。

6.22 ある攻撃を行うユニットと同じヘクスでスタックしているユ

ニットは、同じ攻撃に参加する必要はなく、他の敵ユニットに対す

る攻撃に参加してもかまいませんし、まったく攻撃を行わなくても

かまいません。

6.23 ひとつの攻撃で目標となるのは、敵ユニットないしスタックの

いる1ヘクスのみです。したがって、たとえ全ての攻撃側ユニット

が全ての防御側ユニットと接していたとしても、複数のヘクスにい

る敵ユニットを同時に攻撃することはできません。

6.24 あるユニットの攻撃力や防御力を、分割して使用すること

はできません。例えば、攻撃力5のユニットを、2と3に分けて別々
のヘクスに対して攻撃させることはできません。

6.25 転移ヘクスにいるユニットは、隣接する転移ヘクス、作戦ヘ

クス、ベルリン市内ヘクスに対する攻撃を行うことができます。

ただし、ベルリン市内ヘクスにいるユニットは、いかなる場合で

も、転移ヘクスにいる敵ユニットを攻撃できません。

6.3 戦闘の解決
個々の戦闘は、以下の要領で解決されます。

1. 攻撃側は、攻撃に参加する全ての自軍ユニットと、その攻撃の目
標となるヘクスを宣言します。

2. 攻撃側は、攻撃に参加する自軍ユニットすべての攻撃力を合計
し、防御側は、その攻撃の目標ヘクスにいる自軍ユニットすべて

の防御力を合計します。

3. 上記2の手順で合計した双方の合計を比較し、それを「戦闘結

果表」上にある簡単な比率に直します。その際、端数は全て防

御側が有利になるように切り捨てます。

例: 攻撃力の合計が12で防御力の合計が5である場合、10：5

＝2：1となり、攻撃側の2攻撃力は端数として切り捨てられます。

4. このゲームでは、戦闘解決に2種類の異なる戦闘結果表を使用

します。ソ連軍が行う攻撃を解決する際には「ソ連軍戦闘結果

表」を、ドイツ軍が行う攻撃を解決する際には「ドイツ軍戦闘結果

表」を、それぞれ使用します（例外: 9.3項、ドイツ第12軍）。

5. 防御側のいるヘクスの地形を調べ、地形による戦闘修正を適用
します。戦闘修正は、上記3の手順で算出した戦力比の欄（コ
ラム）を、左右にずらすことで適用されます。また、個々の戦闘修

正は、累積して適用されます。

例: 例えば、手順3で算出した戦力比が2：1で、戦闘修正の合計

が「左に2コラムシフト」である場合、戦力比のコラムを左に2列
ずらして、1：1のコラムを使用して戦闘を解決します。なお、1：3

より低い戦力比は1：3として、8：1より高い戦力比は8：1として解

決します。

6. 攻撃側は6面体のサイコロを1個振り、出た目を戦闘結果表に当

てはめて、戦闘結果を調べます。サイの目と、最終的な戦力比

のコラムが交差する所に記されているのが、その戦闘の結果で

す。戦闘結果は、次の戦闘を解決する手順を始める前に、ただ

ちに適用・実行します。

なお、「ソ連軍戦闘結果表」と「ドイツ軍戦闘結果表」では、

戦闘結果の内容が異なっていることに注意してください。

7. 以上のような要領で、戦闘をひとつずつ解決していきます。ある
戦闘フェイズ中に行われる攻撃を、どのような順番で解決してい

くかは、攻撃側が決定することができます。

6.4 戦闘修正
6.41 防御側のいるヘクスの地形は、戦闘の解決に影響を及ぼ

す可能性があります。個々の地形が持つ戦闘解決への影響は、

地形効果表に列記されています。

6.42 戦闘結果表の「戦力比」は、防御側ヘクスの地形によって、

使用する列が異なります。「ソ連軍戦闘結果表」では、地形ごとに

使用する列が示されていますが、「ドイツ軍戦闘結果表」では、平

地以外は全て「平地以外」の列を使用して解決します。

6.43 もし、防御側がドイツ軍で、なおかつ防御ヘクスに陣地の絵

が描かれている場合、戦力比のコラムを左に1列ずらすことがで

きます。この特典を得ることができるのは、ドイツ軍が防御側の場

合のみであり、ソ連軍ユニットが陣地のヘクスで防御しても、戦闘

修正を得ることはできません。

6.44 もし、攻撃ユニットの全てが大河ヘクスサイド越しに攻撃を

行っている場合、防御側は戦力比のコラムを左に3列ずらすこと

ができます。もし、攻撃ユニットの全てが川ヘクスサイド越しに攻

撃を行っている（あるいは一部が大河、残り全てが川ヘクスサイド

越しに攻撃を行っている）場合、防御側は戦力比のコラムを左に

1列ずらすことができます。

6.45 もし、攻撃側ユニットのうち1ユニットでも、川や大河でない

ヘクスサイド越しに攻撃を行っているなら、6.44項の戦闘修正は

適用されません。例えば、ヘクス1611と1711にいるソ連軍ユニッ

トが、ヘクス1712にいるドイツ軍ユニットを攻撃する場合、1711と

1712の間のヘクスサイドは平地なので、ドイツ軍プレイヤーは大河

による戦闘修正を適用することができません。

6.46 ソ連軍が第1ターンのソ連軍戦闘フェイズに攻撃を行う際、

防御側ユニットの上に「砲撃支援マーカー」が置かれていれば、

戦力比のコラムを右に3列ずらすことができます（6.9項を参照）。

6.47 これらの戦闘修正は、全て累積して適用されます。

6.48 戦力比の修整を行う場合、まず最初に手順3の戦力比を
算出し、その上で右や左への修整を適用します。例えば、攻撃側

の戦闘力合計が10、防御側の戦闘力が1で、左に2列の修整を

適用する場合、「10:1→8:1」ではなく、「8:1→6:1」となります。

6.48 ドイツ軍が行う攻撃の場合、手順3の戦力比の時点（つま
り修整の適用前）で、戦闘結果表の一番左の欄に満たない場合、

そのような攻撃は実行できません。

6.5 戦闘結果
6.51 戦闘結果は、アルファベット記号と数字の組み合わせで表

示されています。ただし、「ソ連軍戦闘結果表」と「ドイツ軍戦闘

結果表」では、結果とその読み方が異なっています。

「A」と「D」の結果は、それぞれ「攻撃側」と「防御側」を指します。

6.52 「ソ連軍戦闘結果表」で、数字（1～3）で示された戦闘
結果は、指示された側のユニットが失わなくてはならないステップ

（戦力段階）数を表しています。どのユニットにステップの損失を

適用するかは、ユニットの所有プレイヤーが選べます。

ソ連軍とポーランド軍の軍団規模ユニットと、アメリカ軍の師団
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規模は、表と裏の2ステップを持っており、表の状態のユニットが

1ステップを失うと、ただちに駒を裏返されます。

それ以外の全てのユニット（ドイツ軍の全ユニットを含む）は、

1ステップのみを持っており、このようなユニット（および裏面になっ

た軍団ユニット）が1ステップを失うと、ただちに全滅したものと見

なされて、ゲームから除去されます。

もし、指定されたステップの損失を全て適用する前に、戦闘に

参加したユニットが全滅してしまった場合には、適用されなかった

損害は無視されます（ただし6.75項に注意）。

6.53 「ソ連軍戦闘結果表」で、数字の戦闘結果の後に「R」が
付いている場合、指示された側の（生き残った）全てのユニットが、

ただちに2ヘクス退却することを示しています（6.61項に注意）。

もし、何らかの理由で2ヘクスの退却を行えない場合は、退却

するスタックの中から1ステップを失うことで、そのスタックが「1ヘ

クスの退却」分の戦闘結果を満たしたものと見なされます（ステッ

プを失うユニットは、相手側プレイヤーが選びます）。

ただし、退却を行えるヘクスが存在するなら、「R」の戦闘結果
は可能な限り退却で満たさなくてはなりません。

相手側は、車輌ユニットは最大2ヘクス、徒歩ユニットは1ヘク
スの戦闘後前進（6.7項）を行えます。

6.54 「ソ連軍戦闘結果表」で、「EX」の戦闘結果は、戦闘に
参加したユニットの中から、それぞれ1ステップを失わせることを
示しています。両軍とも、生き残ったユニットは退却や戦闘後前進

を行えません。

6.55 「ソ連軍戦闘結果表」で、「DE」の戦闘結果は、防御側
の全てのユニットが全滅して、ただちに地図上から除去されるこ

とを示しています。

攻撃側は、車輌ユニットは最大3ヘクス、徒歩ユニットは1ヘク
スの戦闘後前進（6.7項）を行えます。

6.56 「ソ連軍戦闘結果表」と「ドイツ軍戦闘結果表」で、「ー」
の戦闘結果は、双方のユニットに何の損害も生じなかったことを

示しています。

6.57 「ドイツ軍戦闘結果表」で、「AR」の戦闘結果は、攻撃を
行ったドイツ軍ユニットの全てが、ソ連軍プレイヤーの手で、2ヘク
スの退却を行わなくてはならないことを示しています。

もし、何らかの理由で2ヘクスの退却を行えない場合は、退却

するスタックの中から1ステップを失うことで、そのスタックが「1ヘ

クスの退却」分の戦闘結果を満たしたものと見なされます（ステッ

プを失うユニットは、ソ連軍プレイヤーが選びます）。

防御側のソ連軍ユニットは、車輌ユニットは最大2ヘクス、徒歩

ユニットは1ヘクスの戦闘後前進を行えます。

6.58 「ドイツ軍戦闘結果表」で、「＊」の戦闘結果は、目標と
なった防御側のソ連軍ユニットに、「遅滞マーカー」が1個置かれ
ることを示しています。

戦闘結果が「＊＊」の場合、目標となった防御側のソ連軍ユ
ニットに、「遅滞マーカー」が2個置かれることを示しています。
戦闘結果が「＊＊R」の場合、目標ユニットに「遅滞マーカー」

を2個置いた上、ドイツ軍プレイヤーの手で2ヘクスの退却を行わ
なくてはならないことを示しています。

戦闘結果が「＊＊1」の場合、目標ユニットに「遅滞マーカー」

を2個置いた上、1ステップを失わせることを示しています。
戦闘結果が「＊＊1R」の場合、目標ユニットに「遅滞マーカー」

を2個置き、1ステップを失わせた上、ドイツ軍プレイヤーの手で
2ヘクスの退却を行わなくてはならないことを示しています。

6.59 ソ連軍は、ゲーム開始時に「12支援ポイント」を持ってい

ます。ソ連軍ユニットがステップの損失を強いられた場合、それと

同数の支援ポイントを消費することで、数字の戦闘結果を満た

すことができます。

この場合、支援ポイントの数値が1以上残っているなら、必ずポ
イントの消費で、数字の戦闘結果を満たさなくてはなりません。

ソ連軍プレイヤーが保有する支援ポイントの数は、地図上の

「ソ連軍支援ポイント&追加VP表示欄」上の「ソ連軍支援ポイント

マーカー」で管理します。

ソ連軍が、支援ポイントの全てを使い切ったら、以後はソ連軍

が戦闘結果で課せられた数字や「EX」の結果を、全てユニット
のステップロスで適用しなくてはなりません。

6.6 退却
6.61 退却は常に、2ヘクスを単位として適用されます。退却は常
にユニットの所有プレイヤーの手で行われ、どのヘクスに退却するか

は所有プレイヤーが決めることができます。

ただし、ドイツ軍の攻撃で戦闘結果を適用する際には、退却は相

手側プレイヤーの手で行われ、どのヘクスに退却するかは相手側

プレイヤーが（6.62項と6.63項の範囲内で）決めることができます。

6.62 退却を行うユニットは全て、それぞれが2ヘクスずつを退却
しなくてはなりません（ただし6.53項に注意）。つまり、ステップ損

失の場合とは異なり、各ユニットが個別に2ヘクスずつ退却しなく
てはならないわけです。戦闘解決時にスタックしていたユニットを、

別々のヘクスに退却させてもかまいません。

退却を行ったユニットには、ただちに混乱マーカーが1個置かれ

ます（6.66項を参照）。退却を開始する時点で既に混乱マーカー

が置かれているユニットは、味方ユニットの存在しない敵の弱

ZOCのヘクスへの退却を一切行えません。

6.63 退却を行うユニットは、敵ユニットの存在するヘクスや、敵

の強ZOCのヘクス（味方ユニットの有無は問わず）へと退却して

入ることができません。

もし、退却中のユニットが、味方ユニットの存在しない敵の弱

ZOCに進入した場合、敵ZOCを1ヘクス退却するたびに、退却
ユニットは1ステップを失わなくてはなりません。このようにして失
われたステップは、戦闘結果の数字を満たすものとは見なされま

せん。また、このような退却を2ヘクス以上行う場合には、敵ZOC
を1ヘクス退却するごとに、退却するユニットが1ステップを失うも
のとします。

ただし、スタックの状態で敵の弱ZOCのヘクスを退却する場

合、スタック全体から、1ヘクスにつき1ステップを損失するだけで構

いません。

また、移動の場合（5.26項を参照）と同様、ユニットが赤い矢印

のヘクスを通じてNGPボックスへと退却することはできますが、そ

れ以外の地図外へと退却して出ることはできませんし、いったん

NGPボックスに退却して入ったユニットは、再び作戦マップやベル

リン市街マップに復帰することができません。さらに、そのユニット

が通常の移動で越えることのできないヘクスサイドを越えて、退却

することもできません。

なお、退却を行うユニットは、退却の途中であれば、一時的にス

タック制限（4.1項を参照）に違反してもかまいませんが、退却の終

了時には、スタック制限の範囲内になくてはなりません。

6.64 退却は移動に似てはいますが、移動力の消費は必要あり

ません。また、2ヘクスの退却を行うユニットは、退却先のヘクスが

もといたヘクスから2ヘクス分離れていなければ、2ヘクスの退却

を行ったとは見なされません。
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さらに、攻撃側ユニットが退却を行う場合、防御側ユニットのい

る（いた）ヘクスに隣接しないヘクスで、退却を終了しなくてはなり

ません。防御側ユニットが退却する場合には、いずれかの攻撃側

ユニットに隣接するヘクスで退却を終了してもかまいません。

6.65 あるユニットが味方ユニットのいるヘクスへと退却した後、

そのヘクスが同一の戦闘フェイズ中に敵の攻撃を受けた場合、

退却したユニットの防御力は戦力比の算出には含まれません。ま

た、その戦闘でもし自軍に何らかの戦闘結果が出たなら、退却し

て入ったユニットはその戦闘結果を適用する前に全滅します。

6.66 混乱: 戦闘の結果として退却したユニットは、自動的に混乱

状態となります。混乱状態にあるユニットの上には「混乱マーカー」

を置いて、その状態を表示します。

2回以上、混乱の結果が重なっても、その効果に変わりはなく、

追加のペナルティを受けることもありません。

混乱状態にあるユニットは、各ゲームターンの補給・補充フェイ

ズの終了時に、自動的に混乱状態から回復し、混乱マーカーはた

だちに取り除かれます。混乱状態からの回復には、補給状態や

敵ZOCは影響せず、どのような状態にあるユニットでも、自動的に

回復できます。

6.67 混乱状態にあるユニットは、攻撃を行えなくなりますが、防

御力はそのままです。また、半分の移動力（端数切り上げ）を用

いて、自軍通常移動フェイズに移動を行うこともできます。

混乱状態にあるユニットは、隣接ヘクスへとZOCを及ぼす能力

を失い、対応移動や突破移動、攻囲移動の各フェイズ中には一

切の移動を行えません。また、混乱状態にあるユニットはオーバー

ランや戦闘後前進を行えず、ドイツ軍の混乱ユニットは鉄道移動

を行うこともできません。

6.68 作戦ヘクスで退却を開始したユニットは、敵ユニットのいな

い転移ヘクスに退却して入ることができます。この場合、ユニット

はそこで退却を停止し、それ以上の退却は行わなくてもかまいま

せん。もし、数字の結果をまだ全て適用していなければ、残ってい

る数字の結果は無視できます（ステップロスで満たさなくてもかま

いません）。

転移ヘクスで退却を開始したドイツ軍ユニットは、他の条件が

満たされている限り、作戦ヘクス、他の転移ヘクス、ベルリン市内

ヘクスのいずれかに退却できます。ベルリン市内のヘクスも、退却

に関しては「1ヘクス」として計算します。ただし、転移ヘクスでで

退却を開始したソ連軍ユニットは、作戦ヘクスか、他の転移ヘク

スのどちらかに退却できますが、ベルリン市内ヘクスには退却で

きません。

ベルリン市内ヘクスで退却を開始するユニットは、他のベルリ

ン市内ヘクスに対してのみ、退却を行えます。転移ヘクスには、退

却できません。

6.69 退却は、移動に似てはいますが、移動力の消費は一切必

要ありません。

ただし、ユニットに印刷された許容移動力がゼロのユニットは、

退却を行えません。このようなユニット（のみ）は、戦闘結果の「R」
が出ても、その結果を無視して、そのヘクスに留まり続けます。

6.7 戦闘後前進
6.71 もし、ある戦闘の結果を適用して、一方の参加ユニットの全

てが退却するか全滅するかして、それらの占めていたヘクスが空

になった場合、相手プレイヤーはその戦闘に参加した自軍ユ

ニットの一部または全部を、その空いたヘクスへと進入させること

ができます。これを「戦闘後前進」と呼びます。

戦闘後前進は、移動に似てはいますが、移動力の消費は一切

必要ありません。ただし、移動力がゼロのユニットや、混乱状態に

あるユニットは、戦闘後前進を行えません。

6.72 戦闘の結果、一方のユニットが退却した場合、戦闘後前進

を行うユニットは、敵ユニットが退却したヘクスに沿って前進でき

ます。これらのヘクスを「退却路」と呼びます。

6.73 戦闘後前進の実行は、強制ではありませんが、戦闘後前進

を行うか否かの決定と実行は、次の戦闘を解決する手順を始め

る前に行わなくてはなりません。また、戦闘後前進を行ったユニッ

トは、たとえ別の敵ユニットに隣接したとしても、その戦闘フェイズ

中には攻撃も防御も行うことはできません。

6.74 防御側ユニットが2ヘクスの退却を行った場合、攻撃側の

車輌ユニットは最大2ヘクス、徒歩ユニットは1ヘクスの戦闘後前進

を行えます。ただし、1ヘクス目の前進は、敵ユニットが占めてい

たヘクスでなくてはならず、また車輌ユニットの2ヘクス目や3ヘク

ス目の前進は、退却路のヘクスでなくてはなりません（複数ある場

合は、そのいずれか）。

攻撃側ユニットが退却した場合、防御側ユニットは車輌・徒歩を

問わず、攻撃側のいたヘクスに対する戦闘後前進は行えますが、

2ヘクス以上の前進は行えません。

6.75 防御側ユニットが「DE」で全滅して除去された場合、攻撃

側の車輌ユニットは最大3ヘクス、徒歩ユニットは1ヘクスの前

進を行えます。この場合、車輌ユニットの2ヘクス目と3ヘクス目の

前進は、移動可能なヘクスであれば、どの方向へと進んでもかま

いません。

敵ユニットが、数字の結果で全滅した場合、攻撃側の車輌ユ

ニットが前進できるヘクス数は「数字の結果から、実際にステッ

プロスで適用した数の差分」が上限となります（最低でも1ヘクス

は前進できます）。徒歩ユニットは、1ヘクスの前進を行えます。

6.76 戦闘後前進を行うユニットは、敵の「弱ZOC」を無視して前

進することができます。ただし、前進中のソ連軍の車輌ユニット

が2ヘクス目以降で敵ZOCのヘクスに入ったら、そこで停止しな

くてはなりません。

また、ソ連軍の車輌ユニットが戦闘後前進を行う場合、陣地や

市街、大都市、小都市、湿地の各ヘクスや転移ヘクスに入ったら、

それが1ヘクス目の前進であっても、そこで停止しなくてはなりま

せん（掃討作戦が必要となるため）。

6.77 戦闘後前進を行うユニットは、最初のヘクスに入る際には、

大河ヘクスサイドを越えることができますが、それが1ヘクス目の

前進であっても、そこで停止しなくてはなりません。また、車輌ユ

ニットが2ヘクス目や3ヘクス目の戦闘後前進を行う場合、道路が

存在しなければ、大河ヘクスサイドを越えることはできません。

6.78 戦闘フェイズ中に戦闘後前進を行うユニットは、転移ヘクス

に前進することができますが、ベルリン市内ヘクスへと前進して入

ることはできません。

また、攻囲戦闘フェイズ中に戦闘後前進を行うユニットは、転移

ヘクスや作戦ヘクスへと前進して入ることはできません。

6.79 オーバーランの解決過程では、戦闘後前進は行われませ

ん（7.43項を参照）。

6.8 遅延マーカー
6.81 このゲームには、計28個の「遅延マーカー」が用意されて

います。これらのマーカーは、ドイツ軍が行う結果として、ソ連軍ユ

ニットに対して適用されます。

6.82 ゲーム開始時には、遅延マーカーを、それぞれ不透明な容
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器に入れて、よく混ぜておきます。そして、ドイツ軍が行った攻撃で、

防御側に「＊」の結果が出たら遅延マーカーを1個、「＊＊」の結
果が出たら遅延マーカーを2個、ドイツ軍プレイヤーが容器からラ
ンダムに引き、裏面の内容を見ないようにして、攻撃目標となった

ソ連軍ユニットに置きます。

6.83 遅延マーカーを置かれたソ連軍ユニットは、次のターンの

ソ連軍通常移動フェイズで「移動を開始する瞬間」に、そのマー

カーを裏返し、そこに記された数字と同じ数だけ、移動力を消費

してから、移動しなくてはなりません。もし、マーカーに記された数

字と同数の移動力を消費したら、隣接ヘクスに移動できなくなっ

た場合は、そこで移動を完了したと見なされます。

遅延マーカーが2個置かれている場合、両方の数字を合計し

て、許容移動力から差し引きます。

もし、マーカーに記された数字を差し引いた結果、使用できる移

動力がゼロになれば、その移動フェイズ中には移動を行えません。

ただし、1以上の移動力が残っていれば、5.23項に従い、最低

1ヘクスの移動を行えます。

6.84 遅延マーカーの裏返しは、移動を行うソ連軍ユニットごと

に、個別に行います。全てのソ連軍ユニットの上にあるマーカーを

「全部裏返してから」ユニットの移動を行うことはできません。

6.85 ソ連軍ユニットに置かれた遅延マーカーは、次のターンのソ

連軍通常移動フェイズにおいて、マーカーを裏返された瞬間に、

ユニットから取り除かれ、容器に戻されます。この時、移動を行わ

なかった（つまり未確認のマーカーが置かれている）ユニットに置

かれた遅延マーカーもすべて取り除かれ、容器に戻されます。

一度使用されたマーカーは、何度でも再使用されます。

6.9 砲撃支援マーカー
6.91 ソ連軍プレイヤーは、計4個の「砲撃支援マーカー」を持ち

ます（ソ連軍展開表を参照）。初期配置を行う際、各砲撃支援

マーカーは、同じ軍に所属する、いずれかの軍団ユニットの上に載

せられます。

6.92 砲撃支援マーカーの置かれた軍団ユニットは、第1ターン

のソ連軍攻撃フェイズに攻撃を行う際、戦力比のコラムを右に3列
ずらすことができます。

6.93 隣り合う軍に所属するソ連軍の軍団ユニットが、同じ攻撃

に参加する場合でも、1つの攻撃に適用できる砲撃支援マーカー

は1個のみです。

6.94 砲撃支援マーカーは、第1ターンのソ連軍攻撃フェイズにし

か使用されず、このフェイズの終了時にゲームから取り除かれます。

7.0 オーバーラン（ソ連軍のみ）
自軍移動フェイズにおいて、ソ連軍プレイヤーは移動中の自軍

ユニット（またはスタック）に「オーバーラン」を行わせることができ

ます。オーバーランとは、移動中に発生する戦闘の一種で、敵ユ

ニットの存在するヘクスへと突入する試みを指します。

もし、目標ヘクスにいる敵ユニットが、退却ないし全滅すれば、

オーバーランは成功です。その場合、オーバーランを実行したユ

ニット（スタック）は、自動的にそのヘクスへと進入し、もし移動力

が残っていれば、さらにそこから移動を継続することができます。

なお、オーバーランは解決の方法など多くの点で戦闘に似ては

いますが、あくまで移動の一形態であると見なされます。

従って、方面軍境界線ヘクスサイドを越えるようなオーバーラン

は、実行できません。

また、ドイツ軍プレイヤーは、オーバーランを一切行えません。

7.1 オーバーランの手順
1. 敵ユニットのいる隣接ヘクスに対してオーバーランを行うユニット
は、その敵ユニットのいるヘクスへと進入するために必要な、地形

による移動力に加え、追加3移動力を消費しなくてはなりませ
ん。目標の敵ユニットが、ZOCを持たないユニットであっても、一

律で追加3移動力を消費します。

2. フェイズ・プレイヤーは、オーバーランを行うユニット（ないしスタッ
ク）の攻撃力を合計し、また目標ヘクスにいる敵ユニットの防御

力を合計します。

3. 戦闘解決の手順（6.3項を参照）と同じ要領で、オーバーランを

行うユニットが目標ヘクス内にいる敵ユニットを攻撃します。ただ

し、ただし、オーバーランを解決する際には常に、6面体ではなく

10面体のサイコロを使用します。また、オーバーランの解決にお

いては、通常戦闘の場合とは若干異なる修正を適用します（7.3

項を参照）。

4. もし、目標ヘクス内の敵ユニットが退却するか全滅するかして、
そのヘクスが空になった場合、オーバーランを実行したユニット

（スタック）はただちにそのヘクスへと進入します。

そして、もし移動力が残っていれば、そこからさらに移動を継続

することができます。

7.2 オーバーランの制限
7.21 オーバーランを行えるのは、ソ連軍プレイヤーのみです。ソ

連軍通常移動フェイズおよびソ連軍突破移動フェイズにおいて、

作戦ヘクスおよび転移ヘクスに対する敵ユニットに対してのみ、

オーバーランを行えます。

言い換えれば、ベルリン市内ヘクスに対するオーバーランは、

行えません。

7.22 もし、目標ヘクスに複数の敵ユニットが存在する場合、1回

のオーバーランでそれら全てのユニットを攻撃するものとします。

ただし、1回のオーバーランで複数の目標ヘクスを攻撃することは

できません。

オーバーランの実行に際しては、目標ヘクスに隣接している敵

ユニットのZOCは、一時的に無視することができます。言い替えれ

ば、敵の弱ZOCから敵弱ZOCへと直接移動するような形での

オーバーランを実行できます。

7.23 ある移動フェイズ中に、特定の目標ヘクスや敵ユニットに対

して実行できるオーバーランの数には制限がありません。また、あ

るユニットが1回の移動フェイズ中に行える数にも特に制限はあり

ません。

ただし、オーバーランを1回行うためには、進入先ヘクスの地形

による移動力に加えて、追加3移動力の消費が必要であることに
注意してください。

7.24 移動中のユニットは、一時的にスタック制限を超過して、味

方ユニットのいるヘクスを「通過」することができますが、スタック

制限を超過した状態のヘクスから、オーバーランを実行することは

できません。

なお、複数のユニットが、オーバーランを一緒に実行することは、

起こり得ません（移動はユニットごとに個別に行うため）。

7.25 もし、目標ヘクスの敵ユニットをそこから一掃することに失
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敗した場合、オーバーランを実行したユニットは、発起点となった

ヘクスに留まり、そのフェイズ中の移動をそこで終了しなくてはな

りません。また、もしオーバーランを実行したユニットが退却した場

合、残りの移動力には関係なく、そのフェイズ中の移動をそこで終

了し、さらにそこで混乱状態となります。

7.26 もし、目標ヘクスの敵ユニットが退却または全滅して、その

ヘクスが空になり、さらにオーバーランを実行したユニットが退却

しなかった場合、オーバーランを実行したユニット（スタック）はた

だちにそのヘクスへと進入します。

そして、攻撃側が何の戦闘結果も適用されず、まだ移動力が

残っていれば、そこからさらに移動を継続することができます。攻

撃側に対する結果が「ー」以外なら、移動中のユニットはそこで
移動を終了しなくてはなりません。

オーバーランの結果が「EX」の場合、双方に損害を適用した
後、目標ヘクスが空になったら、実行したユニットはその空いたヘ

クスに進入した後、そこで移動を停止します。

7.27 オーバーランに成功したユニット（スタック）が、空になった

目標ヘクスへと進入する際には、追加の移動力消費は必要なく、

敵ZOCの効果も無視できます。ただし、戦闘後前進の場合とは異

なり、オーバーランに成功したユニット（スタック）は、必ずその空い

た目標ヘクスへと進入しなければなりません。また、敵のオーバー

ランに生き残った防御側のユニットは、たとえオーバーランを実行

したユニットが全滅ないし退却しても、戦闘後前進を行うことはで

きません。

7.28 補給切れ状態にあるユニットは、半減した攻撃力と半減した

移動力でオーバーランを行うことができます。ただし、混乱状態に

あるユニットは、オーバーランを行うことができません。

7.29 大河ヘクスサイド（道路や鉄道が通っているか否かに関わ

らず）を越えるオーバーランや、小都市・大都市・山地・湿地ヘク

スと転移ヘクスに対するオーバーラン、移動を禁じられているヘ

クスに対するオーバーランを行うことはできません。

オーバーランの実行に際して、敵ユニットのいるヘクスへの進

入に必要な移動力を算定する時には、道路の特典（5.32項を参

照）を使用できません。

7.3 オーバーランの修正
7.31 もし、防御側のドイツ軍ユニットが陣地ヘクスにいる場合、ド

イツ軍プレイヤーは、陣地による戦闘修正（6.43項）に加えて、そ

のヘクスにいる全てのドイツ軍ユニットの防御力を2倍にして戦闘

を解決しなくてはなりません。この特典は、オーバーランに対して

のみ適用されるものです。

7.32 もし、川ヘクスサイドの対岸にある目標ヘクスに対してオー

バーランを行う場合には、川による戦闘修正（6.44項）に加えて、

そのヘクスにいる全ての防御側ユニットの防御力を2倍にして戦

闘を解決しなくてはなりません。

7.33 ルール6.4項に記された戦闘修正は、オーバーランの解決

においても全て適用されます。

7.4 オーバーランにおける退却と前進
7.41 退却を行うユニットは、一時的にスタック制限を超過するよ

うな形で、他の味方ユニットの存在するヘクスを通過して退却す

ることができます。ただし、スタック制限を超過する形で退却を終

了することはできません（6.63項を参照）。

7.42 オーバーランを受けて退却する防御側のユニットは、その

オーバーランを実行したユニットに隣接する（つまり両側の）ヘク

スへと退却して入ることができません（上の例1を参照）。

また、オーバーランを実行したユニットは、目標ヘクスに隣接す

るヘクスには退却できません（上の例2を参照）。

オーバーランを実行したユニットが全滅しても、防御側（オー

バーランを受けた側）のユニットは、空いたヘクスへと前進するこ

とはできません。

7.43 オーバーランを実行したユニットは、たとえ目標ヘクスの敵

ユニットが全滅したとしても、目標ヘクスより先まで戦闘後前進を

行うことができません。

7.5 ベルリン市街マップでのオーバーラン
7.51 ベルリン市街マップ上では、オーバーランは発生しません。

7.52 作戦マップの転移ヘクスにいるソ連軍ユニットは、隣接する

作戦ヘクスに対して、7.29項の制限の範囲内で、オーバーランを

行うことができます。

8.0 補給と補充
各ゲームターンの補給・補充フェイズにおいて、ソ連軍プレイ

ヤー（のみ）は、地図上に存在する自軍ユニットの補給状態を判

定します。補給を受けているユニットは、ユニットの持つ戦闘能力

や移動能力をフルに使用できますが、補給切れとなっているユ

ニットは、戦闘能力や移動能力が半減します。

また、両プレイヤーはここで、ゲーム中に失われたステップを、一

定の制限下で地図上に復帰させる（補充する）ことができます。

8.1 ソ連軍の補給判定
8.11 補給・補充フェイズの開始時に、ソ連軍プレイヤーは地図上

にある自軍ユニットのそれぞれについて、個別に補給状態を判定

します。

ここで補給切れと判定されたユニットは、たとえ自軍移動フェイ

ズ中に補給を受けられる場所まで移動したとしても、次のゲーム

ターンの補給・補充フェイズ開始時まで、補給切れの状態が継続

します。

補給切れ状態にあるユニットの上には「補給切れマーカー」を
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置いて、その状態を示します。補給切れマーカーは、以後の補

給・補充フェイズで補給を受けていると判定されれば、取り除かれ

ます。補給を受けているユニットと補給切れ状態のユニットが

同一ヘクスでスタックする場合、補給を受けているユニットは、補

給切れ状態のユニットの上に置きます。

8.12 補給集積所を除くソ連軍ユニットが補給を受けるために

は、ソ連軍補給源ヘクスか、またはそこから補給を受けている状

態にあるソ連軍補給集積所ユニットまで、最大8ヘクスの長さの

「補給線」を設定できなければなりません。

この場合、ユニットは自身と同じ方面軍に所属する補給集積所

ユニットに対しては補給線を設定できますが、異なる方面軍の補

給集積所ユニットに補給線を設定することはできません。

なお、地図の東端のヘクスは全て、ソ連軍補給源ヘクスである

と見なされますが、第1ターンの補給・補充フェイズには、ヘクス番

号の下2ケタが01であるヘクスのみ、補給源として使用できます。

8.13 ソ連軍補給集積所ユニットが補給を受けるためには、ソ連

軍補給源（地図東端）まで途切れなく続いている鉄道線ヘクスに

いなくてはなりません。この場合の鉄道線（補給ユニット自身がい

るヘクスも含む）は、敵ユニットや敵ZOCのヘクス（たとえ味方ユ

ニットが存在しても）を通過することはできません。

8.14 補給線とは、ユニットから自軍補給源または同じ方面軍の

補給集積所ユニットまで、途切れなく続いているひとつながりのヘ

クス列を指します。補給線は、8ヘクスという長さの上限さえ守っ

ていれば何度でも方向転換してかまいませんが、ユニットが移動

を禁じられているヘクスやヘクスサイドを通過して設定することは

できません。

8.15 補給線は、敵ユニットのいるヘクスや、味方ユニットのいな

い敵ZOCのヘクスを通過して設定することはできません。ただし、

味方ユニットのいるZOCのヘクスを通過して設定することはでき

ます。

8.16 補給切れ状態にあるユニットは、戦闘やオーバーランの解

決に使用する際の攻撃力と防御力が半分（端数切り上げ）になり

ます。また、補給切れユニットは、各移動フェイズに使用できる移

動力が半分（端数切り上げ）になります。

8.17 ベルリン市内ヘクスにいるソ連軍ユニットが補給を受けるた

めには、まずソ連軍占領マーカーの置かれているいずれかの転移

ヘクスまで補給線を設定した後、そこからさらに8.12項に従って、

いずれかの方面軍に所属する補給集積所ユニットまでの補給線を

設定しなくてはなりません。この場合、市内ヘクスから転移ヘクス

までの補給線の長さには上限がありませんが、転移ヘクスから補

給集積所までの長さは8ヘクス以内でなくてはなりません。

つまり、ソ連軍占領マーカーの置かれている転移ヘクスが補給

を受けている状態にあれば、ベルリン市街マップ内でその転移ヘ

クスまで長さ無制限の補給線を設定できるユニットはすべて補給

を受けているものと見なされます。

ベルリン市内ヘクスにいるソ連軍ユニット（軍団、戦闘団、支援

ユニット）は、本来の所属には関係なく、どの方面軍の補給集積所

（から補給線を設定できる転移ヘクス）に対しても補給線を設定

できます。

8.18 ドイツ軍初期配置コード（つまりゲーム開始時の戦線）のヘ

クスよりも東側に存在するソ連軍ユニットは、地図東端まで長さ無

制限の補給線を設定できれば、たとえ通常の補給線を設定できな

くても、防御に関してのみ補給を受けているものと見なされます

（つまり、防御力半減のペナルティを免れます）。

8.2 ドイツ軍の補給判定
ドイツ軍プレイヤーは、このゲームにおいては自軍ユニットの補給

状態を判定する必要はありません。この戦いの時期において、ドイ

ツ軍ユニットは慢性的な補給不足に悩まされており、そのような要

素は既にユニットの戦力数値の評価に反映しているからです。

8.3 補充（ドイツ軍のみ）
8.31 各ゲームターンの補給・補充フェイズにおいて、ドイツ軍プレ

イヤーは、ゲーム中に失われたユニットのステップを再びゲームに

復帰させることができます。これを「補充」と呼びます。

8.32 もし、補給・補充フェイズの開始時に、ドイツ軍補給集積所

ユニットがユーターボーク（ヘクス3625）に存在し、なおかつその

ヘクスから地図西端のいずれかのヘクスまで、長さ無制限の補給

線（8.14項、8.15項）を設定できていれば、ドイツ軍プレイヤーは

全滅した自軍ユニットの中から、合計4防御力に相当する「歩兵」

ユニットを選んで、補充することができます。

この場合、1-2-5、1-1-5、1-1-5、0-1-5の4ユニットでもかまいま

せんし、1-2-5と2-2-5の2ユニットでもかまいません。

ただし、国民突撃兵ユニット（8.4項）とロシア第600歩兵師団の

歩兵連隊ユニット（9.4項）は、補充ユニットの対象に選ぶことがで

きません（SSの歩兵や空軍の歩兵は選べます）。

こうして補充された徒歩ユニットは、ユーターボークのヘクスか、

そこに隣接するいずれかのヘクスに即座に配置されます。この配

置は、スタック制限の範囲内で行われなくてはならず、ソ連軍ユ

ニットのいるヘクスや、ドイツ軍ユニットのいないソ連軍ZOCのヘ

クスには配置できません。ユーターボークのヘクスがソ連軍の

ZOCであっても、隣接ヘクスがそうでなければ、ソ連軍のZOCで

ないヘクスに登場させられます。

もし、スタック制限の範囲内で、全ての補充ユニットを配置でき

ない場合、超過分の徒歩ユニットは全滅したと見なされ、再び除

去されます（後のターンに持ち越すことはできません）。

8.33 もし、補給・補充フェイズの開始時に、アルケット自走砲工場

がシュパンダウ（ヘクス2324）に存在し、なおかつそのヘクスから

地図西端のいずれかのヘクスまで、長さ無制限の補給線（8.14項、

8.15項）を設定できていれば、ドイツ軍プレイヤーは全滅した自軍

ユニットの中から、合計2防御力に相当する「装甲」「突撃砲」「装

甲猟兵」ユニットを選んで、補充することができます。

この場合、1-1-9と0-1-9の2ユニットでもかまいませんし、1-2-9

の1ユニットだけでもかまいません。こうして補充された車輌ユニッ

トは、シュパンダウのヘクスに即座に配置されます。ただし、この

時点でスタック制限が超過したなら、超過分の補充ユニットは失

われたものと見なされ、ゲームに復帰することはできません。

8.34 ソ連軍ユニットは、補充を受けることができません。

8.4ドイツ軍国民突撃兵ユニット
8.41 各ゲームターンの補給・補充フェイズにおいて、ドイツ軍プレ

イヤーは、「ゲームターン表示欄」の現行ターンのボックスに記され

た数だけ、国民突撃兵（フォルクスシュトルム＝VS）ユニットをベル

リン市街マップに登場させることができます。

8.42 ゲーム開始時には、計25個の国民突撃兵ユニットを、不透

明な容器に入れて、よく混ぜておきます。そして、ターンごとに定め

られた数だけ、カップからランダムに引き、ベルリン市街マップに登

場させます。

8.43 国民突撃兵ユニットを、ベルリン市街マップに登場させる際

は、ソ連軍ユニットのいるヘクスや、総統官房ヘクス（0825）から長
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さ無制限の「補給線」（8.14項、8.15項）を設定できないヘクス、転

移ヘクスには配置できません（ソ連軍のZOCが及んでいるヘクス

には、他の味方ユニットがいなくても、配置できます）。

また、スタック制限（4.1項）を超過するような形で、追加の国民

突撃兵ユニットを置くことはできません。

8.44 国民突撃兵ユニットを、ベルリン市街マップに登場させる際

は、常に駒の「表面」（戦闘力の代わりに「?」が記されている面）

を上にして配置します。両プレイヤーとも、そのユニットが初めて

戦闘に参加するまで、裏面に印刷されている数値を見ることはで

きません。

8.45 「表面」の国民突撃兵ユニットが、初めて戦闘に参加する

（攻撃・防御問わず）時、戦力比の計算を行う前に、駒を裏返して、

その戦闘で使用する攻撃力または防御力を確認します。

いったん「裏面」になった国民突撃兵ユニットは、以後ゲーム終

了時まで（または全滅するまで）、「裏面」の状態で地図上に留ま

ります。全滅した国民突撃兵ユニットは、補充（8.3項）の対象に

はできません。

なお、ユニットの中には、「表面」よりも「裏面」の状態の方が、許

容移動力値が低いものもありますが、そのようなユニットは、「裏面」

になった後、その低い許容移動力値で移動を行うものとします。

9.0 増援部隊
両プレイヤーとも、ゲーム中に増援部隊を受け取ります。増援部

隊は、ゲームマップの欄外に示された登場予定表に従い、該当す

るゲームターンの通常移動フェイズ中に地図上へと登場します。

9.1 増援部隊の登場
9.11 増援部隊は、基本的に所有プレイヤーの通常移動フェイズ

中に登場します（例外：9.6項を参照）。

9.12 増援部隊は、指定されたターンに必ず登場しなくてはなりま

せん。つまり、所有プレイヤーの判断で、登場を遅らせることはでき

ません。

9.13 増援部隊は、敵ユニットのいるヘクスには登場できません

が、敵ZOCのヘクスには登場できます。もし、指定された登場ヘ

クスの全てが、敵ユニットによって占められていたなら、その増援

ユニットは失われたものと見なされて、ゲームに登場することはで

きなくなります。ただし、そのようなユニットは、勝利得点の算定に

おいては、全滅ユニットとは見なされません。

9.14 増援として登場したユニットは、登場した移動フェイズから、

通常のユニットと同じように移動を行うことができます。

9.15 ソ連軍の増援ユニットは、登場したゲームターンの補給・補

充フェイズまでの間、自動的に補給を受けている状態にあるもの

と見なされます。

9.16 第2ゲームターンの増援として登場するドイツ軍第344歩兵

師団（2ユニット）は、登場ヘクス「SW」から、鉄道移動を用いて
ゲームに登場します。この増援ユニットの登場は、ドイツ軍の鉄道

移動ユニット数の制限（5.67項）には含まれません。

9.2 ドイツ軍増援部隊の登場予定表
9.21 ドイツ軍プレイヤーは、以下の増援部隊を受け取ります。

第1ゲームターン：
◆第18装甲擲弾兵師団（4ユニット）＝北部ドイツ平原（NGP）ボッ
クスに登場（9.22項を参照）

第2ゲームターン：
◆第10SS装甲師団「フルンズベルク（Frnz）」（3ユニット）＝登場ヘ

クス「S」のいずれかのヘクスに登場
◆第344歩兵師団（2ユニット）＝登場ヘクス「SW」から鉄道で登
場（9.16項を参照）

◆装甲猟兵戦隊「モルトケ（Mltk / 1-2-9）」＝ヘクス3220に登場

第3ゲームターン
◆第4SS擲弾兵師団「警察（4Pol）」（ 2ユニット）＝NGPボックス
に登場

◆第1空軍装甲師団「ヘルマン・ゲーリンク（HG）」（3ユニット）＝登

場ヘクス「S」のいずれかのヘクスに登場

第4ゲームターン
◆第27SS装甲擲弾兵師団「ランゲマルク（Lang）」（3ユニット）＝

NGPボックスに登場

第5ゲームターン
◆装甲猟兵戦隊「ヒトラー・ユーゲント（HJ / 0-1-7）」＝NGPボッ
クスに登場

第6ゲームターン
◆第7装甲師団（3ユニット）＝NGPボックスに登場

第7ゲームターン
◆第3海軍歩兵師団（3ユニット）、第549国民擲弾兵師団（2ユニット）、

第2降下猟兵旅団（1-1-5）＝NGPボックスに登場

9.22 北部ドイツ平原（NGP）ボックスに登場すると指示されてい
る増援ユニットは、いったんゲームマップ端の「北部ドイツ平原

（NGP）ボックス」に登場しますが、このボックスに登場したユニッ

トがゲームマップ内に登場できるか否かは、同じボックス内にいる

ソ連軍ユニットの数によって決まります。

もし、その時点でNGPボックスにいるソ連軍ユニットの数が、ドイ

ツ軍ユニットの数と同じか、それよりも多ければ、NGPボックスのド

イツ軍ユニットは地図上へと登場することができません。けれども、

もしその時点でのドイツ軍ユニットの数がソ連軍ユニットの数より

も多ければ、その差に等しい数のドイツ軍ユニットを選んで、登場

ヘクス「N」のいずれかのヘクスから、地図上に登場させることが
できます。

なお、この場合に登場できるユニットは、そのターンに登場した

増援部隊の中から優先的に選ばなくてはなりません。

例： 第4ターンのドイツ軍移動フェイズ開始時に、ドイツ軍4

ユニットとソ連軍5ユニットがNGPボックス内にありましたが、

ドイツ軍はこのターンにランゲマルク師団の3ユニットを

NGPボックスに登場させ、これによって同ボックス内のドイツ

軍ユニット数は7個となりました。

ドイツ軍プレイヤーは、この時点でのユニット数の差に等

しい2ユニットを、ランゲマルク師団の3ユニットの中から選

んで、登場ヘクス「N」のいずれかのヘクス地図上に登場さ

せることができます。もし、ボックス内のソ連軍ユニット数が6

ユニットであれば、ドイツ軍は1ユニットのみ、地図上に登場

させることができます。

9.23 北部ドイツ平原（NGP）ボックスには、目安として8ユニット
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分の枠が印刷されていますが、ボックスに進入できるユニットの数

には、制限がありません。

9.3 ヴェンク将軍の第12軍
9.31 通常の増援部隊に加えて、ドイツ軍は「ドイツ第12軍」に所

属する、追加の増援部隊を受け取ります。

9.32 ユニットの上部に、赤い帯が入っているユニット（計11個）

は、ドイツ第12軍の所属ユニットです。

◆歩兵師団「ウルリヒ・フォン・ヒュッテン（UvH）」

◆歩兵師団「フェルディナント・フォン・シル（FvS）」

◆歩兵師団「シャルンホルスト（Shst）」

◆歩兵師団「ポツダム（Pots）」

◆帝国労働者師団「テオドール・ケルナー（T.Kör）」

◆帝国労働者師団「シュラゲター（Sgtr）」

◆第38SS装甲擲弾兵師団「ニーベルンゲン（Nib）」

◆第106装甲旅団

◆第210突撃砲旅団

◆装甲師団「クラウゼヴィッツ（Clau）」

◆装甲猟兵旅団「ヘルマン・ゲーリング（HG）」

これらのユニットは、ゲーム開始時には、不透明なカップに入れ

て、よく混ぜておきます。

9.33 ドイツ軍プレイヤーは第7ゲームターンに4個、第8ゲーム

ターンに4個、ドイツ第12軍の所属ユニットを受け取ります。ドイ

ツ軍プレイヤーは、該当ターンの自軍通常移動フェイズ開始時に、

ドイツ第12軍ユニットの入ったカップから、指定された数のユニッ

トをランダムに引きます。

9.34 ドイツ第12軍の追加増援ユニットは、登場ヘクス「W」のい
ずれかのヘクスから地図上に登場します。

9.35 第7ターンと第8ターンに登場しなかった、ドイツ第12軍のユ

ニットは、ゲームには使用しません。

9.36 ドイツ第12軍の所属ユニットは、移動・退却・戦闘後前進の

いずれにおいても、転移ヘクスやベルリン市内ヘクスへと進入で

きません。

9.37 ドイツ第12軍の所属ユニットだけで、ソ連軍ユニットに対す

る攻撃を行う場合、戦闘結果表は「ドイツ軍戦闘結果表」ではな

く「ソ連軍戦闘結果表」を用いて解決します。戦闘結果の読み方

も全て、「ソ連軍戦闘結果表」に示されている形で適用します。

もし、攻撃側のドイツ軍ユニットが、ドイツ第12軍の所属ユニット

とそうでないユニットの混在なら、戦闘結果表は「ドイツ軍戦闘結

果表」を用いて解決します。

9.4 ウラーソフのロシア解放軍の反乱
第2ターンとそれ以降の各ゲームターンのドイツ軍通常移動フ

ェイズ開始時に、ドイツ軍プレイヤーは地図上に存在する第600歩

兵師団（ROA＝ロシア解放軍／兵科マークが赤く塗られていま

す）の動向を判定するために、6面体のサイを1個振ります。
もし、出た目が1～3ならば、師団は通常のドイツ軍ユニットとし

て扱われます。もし、出た目が4～6ならば、ロシア人の師団長がド

イツ軍の指揮系統から離脱する決定を行ったものと見なされ、第

600歩兵師団に所属する全てのユニットを地図上から除去しま

す。こうして除去されたユニットは、全滅したとは見なされません

が、以後ゲームに復帰することはありません。

いったん第600歩兵師団の撤退が発生すれば、以後は上記の

判定を行いません。

9.5 ソ連軍増援部隊の登場予定表
ソ連軍プレイヤーは、以下の増援部隊を受け取ります。

第2ゲームターン：
◆第1親衛騎兵軍団、第7親衛機械化軍団、第1ポーランド戦車軍

団＝登場ヘクス「SE」のいずれかのヘクスに登場

第3ゲームターン：
◆第2白ロシア方面軍（2BF）補給集積所ユニット、第1親衛戦車軍団、

第8親衛戦車軍団、第3親衛騎兵軍団＝登場ヘクス「NE」のいず
れかのヘクスに登場

第4ゲームターン：
◆第28軍（第3親衛狙撃兵軍団、第20、第128狙撃兵軍団）、第1ウ

クライナ方面軍（1UF）補給集積所ユニット＝登場ヘクス「SE」の
いずれかのヘクスに登場

第5ゲームターン：
◆第1白ロシア方面軍（1BF）補給集積所ユニット＝登場ヘクス「E」
のいずれかのヘクスに登場

9.6 アメリカ軍部隊
9.71 第6ゲームターンのソ連軍通常移動フェイズに、ソ連軍プレ

イヤーは計4個のアメリカ軍ユニット（第9、第69、第104歩兵師団

および第3機甲師団）を、登場ヘクス「SW」のいずれかのヘクスに

登場させることができます。

9.72 これらのアメリカ軍ユニットは、以下の3点を除いて、通常の

ソ連軍ユニットと同様に扱われます。

●アメリカ軍ユニットは、ソ連軍およびポーランド軍ユニットと一

緒に攻撃を行うことができません。

●アメリカ軍ユニットは、エルベ河ヘクスサイドを越えて、移動や

退却、戦闘後前進を行うことができません。ただし、エルベ河ヘ

クスサイドの対岸にいるドイツ軍ユニットを攻撃することはでき

ます。

●アメリカ軍ユニットは、ゲーム中常に、補給を受けているものと

見なされます。
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10.0 ゲームの準備
ソ連軍プレイヤーが先に、自軍の初期配置ユニットを地図上に

配置します。地図上に配置される全てのソ連軍ユニットは、完全

戦力（表面）の状態で配置されます。

ソ連軍プレイヤーの配置が完了したなら、ドイツ軍プレイヤーは

自軍ユニットの配置を行います。

ドイツ軍の初期配置ユニットは、10個のグループ（A、B、C、D、

E、F、G、H、J、その他）に分かれており、A～Jのユニットは、それ

ぞれの初期配置コードに対応するヘクスに配置されます。

10.1 ソ連軍の初期配置
10.11 ソ連軍初期配置ユニットの種類と配置されるヘクス番組

は、別紙「ソ連軍展開表」に示されています。

10.12 配置ヘクス番号に※印が付いている場合、そのヘクスに
配置されるユニットには補給切れマーカーが置かれます（ただし

8.18項に注意）。

10.2 ドイツ軍の初期配置
10.21 ドイツ軍初期配置ユニットの種類と配置されるヘクス番

組は、別紙「ドイツ軍展開表」に示されています。

10.22 初期配置コード（A～J）が指定されているユニットは、地

図上の該当するアルファベットが表示されている配置エリア（グ

レーの線が引かれているヘクス）に配置されます。

配置エリアの各ヘクスは、該当する初期配置コードを持つドイ

ツ軍ユニットによって占められているか、またはそのZOCが及んで

いなくてはなりません。なお、ドイツ軍ユニットの初期配置コードは、

駒の裏面にも印刷されています。

10.3 ソ連軍の支援ポイント
ソ連軍プレイヤーは、ゲーム開始時に支援ポイント（6.59項）を

15ポイント分持っています。ゲームマップ端の「ソ連軍支援ポイン

ト&追加VP表示欄」上の12のマスに支援ポイントマーカーを置
き、ゲーム中にポイントを消費するごとに、この表示欄上のマー

カーを動かしていきます。ただし、ソ連軍プレイヤーがゲーム中に

追加の支援ポイントを受け取ることはありません。

10.4 マーカーとカップの準備
ゲームターン・マーカーを、ゲームマップ端の「ゲームターン表示

欄」の1のマスに置き、フェイズ・マーカーを「フェイズ表示欄」の

「ソ連軍戦闘フェイズ」のマスに置きます。

不透明なカップを計3個用意し、それぞれに「遅延マーカー

（28個）」、「ドイツ軍国民突撃兵ユニット（25個）」、「ドイツ第12

軍ユニット（11個）」を入れて、よく混ぜて置きます。

以上で、ゲームの準備は完了です。

11.0 勝利条件
第10ゲームターンの終了後、両プレイヤーは、勝利条件のルー

ルを参照して、ゲームの勝敗を判定します。両プレイヤーは、それ

ぞれ自軍が獲得した勝利得点（VP）を合計し、ソ連軍のVP合計

からドイツ軍のVP合計を引いた数値を11.2項の表に当てはめ

て、勝利したプレイヤーとその勝利レベルを判定します。

11.1 勝利得点（VP）
11.11 ソ連軍の勝利得点は、地図上にある特定のヘクスの占

領・支配によってのみ獲得します。ドイツ軍の勝利得点は、ゲーム

終了時に地図上で生き残っている自軍ユニットの数によってのみ

獲得します。

11.12 ソ連軍ユニットが、勝利得点の数値が記されたヘクス（黄

色のヘクスが内側にあるヘクス）に進入（移動・退却・戦闘後前

進を問わず）すれば、その瞬間に、そのヘクスは「ソ連軍占領下」

に入ったものと見なされます。該当するヘクスに「ソ連軍占領マー

カー」を置いて、この状態を表示します。

いったん「ソ連軍占領マーカー」の置かれたヘクスに、ドイツ軍

ユニットが進入（移動・退却・戦闘後前進を問わず）すれば、マー

カーは即座に取り除かれます。

11.13 ソ連軍プレイヤーは、以下のヘクスを支配することによっ

て、示された勝利得点を獲得します。

VP ヘクス
25 ライヒスターク（国会議事堂・0626）
15 ポツダム（2726）
5 帝国官房（総統地下壕・0825）
5 ブランデンブルク門（0726）
5 動物園（ツォー）（0829）
5 シュテッティン（0407）
10 フランクフルト・アン・デア・オーデル（2908）
10 ツォッセン（3220）
10 ベーリッツ（2928）
5 ヴリーツェン（1812）
5 ゼーロウ（2310）
5 コットブス（4110）
5 トルガウ（4827）
10 ドレスデン（5917、5918、6016、6017の

各ヘクスごとに）

11.14 ドイツ軍プレイヤーは、ゲーム終了時に地図上で「生き

残っている」自軍ユニットごとに、以下の要領で勝利得点を獲得

します。

VP ユニットの種類
25 総統ユニット
0 第12軍の構成ユニット
0 国民突撃兵ユニット
1 歩兵ユニット（第12軍以外）、海軍歩兵ユニット、

対戦車砲ユニット、高射砲ユニット、
特殊任務ユニット

2 上記以外のドイツ軍ユニット

11.15 ドイツ軍のユニット（総統ユニットを除く）が、ゲーム終了

時に「生き残っている」と見なされるためには、初期配置コード（A

～J）より西側にある北端・西端・南端のヘクス（作戦マップの場

合）まで、長さ無制限の「補給線」（8.14項、8.15項）を設定できな

くてはなりません。

ベルリン市街マップにいるドイツ軍ユニット（総統ユニットを除

く）に関しては、そのユニットのいるヘクスから、まずいずれかのド

イツ軍ユニットが占めている転移ヘクスまで補給線（長さ無制限）

を設定し、そこから上記の地図端ヘクスまで補給線（長さ無制限）

を設定できるなら、「生き残っている」と見なされます。

総統ユニットだけは、補給線の設定に関わらず、単にマップ上
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に生き残っていれば、勝利得点の対象となります。

ドイツ軍の勝利得点のための補給線を判定する際には、ドイツ

軍ユニットの占めているヘクスにはソ連軍の「強ZOC」は及ばな

いものと見なすことができます。

なお、NGPボックス内にいるドイツ軍ユニットは、ゲーム終了時
に「生き残っている」とは見なされません。

11.16 ソ連軍の追加勝利得点
第1ターンから第3ターンまでの間に、ソ連軍が地図上の勝利得

点ヘクスを占領した場合、ソ連軍プレイヤーはそのようなヘクスご

とに、追加で10VPを獲得することができます。
この追加勝利得点は、該当する勝利得点ヘクスに記されたVP

の数値とは関係なく、一律です。

また、この追加勝利得点は、勝利得点ヘクス1つにつき1回の

み、最初に占領された瞬間に獲得します。ドイツ軍が該当するヘク

スを「奪回」しても、ソ連軍が得た追加勝利得点は失われません。

ソ連軍プレイヤーが獲得した追加勝利得点は、地図上の「ソ連

軍支援ポイント＆追加VP表示欄」上の、ソ連軍追加VPマーカー

で表示します。

11.17 エルベの出逢い
第6ゲームターンとそれ以降の補給・補充フェイズ終了時に、

補給を受けている状態のソ連軍ユニットがアメリカ軍ユニットと隣

接（大河ヘクスサイド越しでも可）した状態にあれば、ソ連軍プレ

イヤーは追加のVPを獲得することができます。

もし、ソ連軍プレイヤーがこのVP獲得に成功したなら「エルベ

の出逢いマーカー」をゲームターン表示欄の該当するターンのマ

ス目に置いて、その状態を表示します。

獲得できる追加VPの数は、以下の通りです。

VP ターン数
5 第6ターン
4 第7ターン
3 第8ターン
2 第9ターン以降

この勝利得点の判定は、ゲームを通じて一度だけ、上記の条

件を初めて満たしたターンに行われるもので、それ以降にこのよう

な出来事が発生しても、勝利得点の対象にはなりません。

11.2 勝利レベル
両軍の獲得した勝利得点を合計した後、ソ連軍の合計からド

イツ軍の合計を差し引いて、その差を以下の表に当てはめます。

そこに示されている結果が、ゲームの勝敗とそのレベルです。

合計 勝利レベル
10以下 ドイツ軍戦略的勝利
11～20 ドイツ軍作戦的勝利
21～30 ドイツ軍戦術的勝利
31～40 引き分け
41～50 ソ連軍戦術的勝利
51～60 ソ連軍作戦的勝利
61以上 ソ連軍戦略的勝利

12.0 選択ルール
両プレイヤーが合意すれば、以下のルールを使用してプレイす

ることもできます。

12.1 ベルリン地下鉄道
12.11 ベルリン市街マップには、茶色の点線が描かれていますが、
この線はベルリンの地下鉄を表しています。当時のベルリン市街

の地下には、数多くの地下鉄が縦横に走っており、ソ連軍はこの

地下トンネルを利用して前進することを試みました。以下のルール

は、この事例をゲームに反映させるためのものです。

12.12 ベルリン市街マップ上で発生した戦闘を解決する際、もし

攻撃側ユニットと防御側ユニットの間のヘクスサイドに地下鉄が

走っていれば、攻撃側は戦力比のコラムを1列右にずらして解決

することができます。

12.13 地下鉄による戦闘の修正は、両軍とも、適用することがで

きます。ただし、適用するかどうかは、攻撃を行うプレイヤーの任

意です。

12.14 ベルリン市街マップ上で発生した戦闘を解決する際、地下

鉄の修整が適用されたなら、ドイツ軍プレイヤーは、6面体のサイを
1個振り、爆破が発生したか否かの判定を行わなくてはなりません。

出た目が1～4ならば、ヒトラーの命令による地下鉄の爆破が
発生し、シュプレー河や運河の水が地下道に流れ込んだものと見

なされ、以後ゲーム終了まで地下鉄すべての効果は失われます。

出た目が5か6ならば、爆破は失敗したものと見なされます。こ
の場合、ベルリン市街マップ上で発生した戦闘を解決する際、地

下鉄の修整が適用されるごとに、爆破が発生するまで、何度でも

判定のサイコロを振ります。

12.15 もし、地下鉄の爆破に成功したなら、ゲームターン表示欄
上の該当ゲームターンの欄に「地下鉄爆破マーカー」を置いて、

その状態を表示します。

12.2 ヒトラーの呪縛
12.21 両プレイヤーが合意すれば、ドイツ軍ユニットの行動に関

して、以下の制限を適用してプレイすることができます。

このルールは、もしヴァイクセル軍集団司令官ハインリーチが、

ヒトラーの死守命令を厳密に前線部隊に実行させたら、という状

況を再現するものです。

12.22 第1ターンと第2ターンにおいて、ドイツ軍初期配置ユニッ

トのうち、初期配置コード（A～J）が指定されているユニットは、

最初に配置されたヘクスから移動して出ることができません。

ただし、退却や戦闘後前進であれば、この制限を無視して、そ

のヘクスから出ることができます。

12.23 ドイツ軍プレイヤーは、第1ターンから第4ターンまでの間、

作戦マップ上のユニット（転移ヘクスにいるものも含む）を、ベルリ

ン市内ヘクスへと進入させることができません。

12.24 このルールを使用する場合、ソ連軍プレイヤーがゲーム

開始時に与えられる「支援ポイント」（6.59項を参照）の数が、

10に減少します。

12.3 ドイツ軍第6SS装甲軍
12.31 両プレイヤーが同意すれば、ドイツ軍の初期配置に、ドイ

ツ第6SS装甲軍のユニットを追加することができます。

これにより、もしヒトラーが、アルデンヌから引き抜いた第6SS装

甲軍のSS装甲師団群を、ハンガリーで1945年3月に実施された
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「春の目覚め作戦」に投入せず、ベルリン決戦に備えて温存して

いたら、という仮想設定で、このゲームをプレイすることができます。

12.32 ユニットの上部に、黄色い帯が入っているユニット（計20

個）は、ドイツ第6SS装甲軍の所属ユニットです。

◆第6SS装甲軍司令部

◆第1SS装甲師団「ライプシュタンダルテ・SS・アドルフ・

ヒトラー（LAH）」

◆第2SS装甲師団「ダス・ライヒ（DR）」

◆第3SS装甲師団「トーテンコップフ（Tot）」

◆第12SS装甲師団「ヒトラー・ユーゲント（HJ）」

◆第6装甲師団

◆第710歩兵師団

◆「総統擲弾兵（FG）」師団

◆第356師団戦闘団

◆カイテル（Keit）戦闘団

◆フォルクマン（Folk）戦闘団

◆シュタウジンガー（Stau）戦闘団

12.33 第6SS装甲軍ユニットの配置を行う際は、まず同軍の司

令部ユニットを、いずれかの転移ヘクスに配置します。そして、同

軍に所属するユニット（計19個）は、司令部から6ヘクス以内にあ

る、作戦マップ上のいずれかのヘクスに、スタック制限の範囲内で

配置します。

12.34 いったんゲームが始まったら、第6SS装甲軍所属のユニッ

トは、以下の8点を除いて、通常のドイツ軍ユニットと同様に扱わ

れます。

◆ドイツ軍対応移動フェイズには移動できません。

◆ベルリン市内ヘクスへと、移動や退却、戦闘後前進で進入す

ることができません（転移ヘクスに入ることはできます）。

◆ドイツ軍通常移動フェイズ開始時に、同軍司令部ユニットか

ら6ヘクスの「補給線」（8.14項、8.15項）を設定できなけれ

ば、そのフェイズ中には許容移動力の数値が半分（端数切

り上げ）になります。

◆ドイツ軍戦闘フェイズ開始時に、同軍司令部ユニットから6ヘ
クスの「補給線」を設定できなければ、そのフェイズ中には攻

撃力の数値が半分（端数切り上げ）になります。

◆ソ連軍の攻撃を受けた瞬間に、同軍司令部ユニットから6
ヘクスの「補給線」を設定できなければ、そのフェイズ中には

防御力の数値が半分（端数切り上げ）になります。

◆上記の判定を行う際、第6SS装甲軍司令部ユニットが、初期

配置コード（A～J）より西側にある北端・西端・南端のヘクス

まで、長さ無制限の「補給線」（8.14項、8.15項）を設定で

きなければ、その司令部は地図上に存在しないものと見なさ

れます。

従って、所属ユニットまで6ヘクスの補給線を設定できても、
移動力や攻撃力、防御力の低下は免れません。

◆第6SS装甲軍所属のユニットだけで、ソ連軍ユニットを攻撃す

る場合、ドイツ軍戦闘結果表ではなく、ソ連軍戦闘結果表を

用いて判定します。攻撃を行うドイツ軍に、第6SS装甲軍の

ユニットと、それ以外のユニット（第12軍を含む）が混在して

いるなら、ドイツ軍戦闘結果表を用いて解決します。

◆第6SS装甲軍所属のユニットは、ドイツ第12軍所属のユニット

と同様、勝利得点の対象にはなりません。

12.35 第6SS装甲軍のユニットをゲームに導入する場合、ソ連軍

プレイヤーは、第1白ロシア方面軍（1BF）と第2白ロシア方面軍

（2BF）の方面軍境界線を、全く無視してプレイできます。両方面
軍の所属ユニットは、互いにこの境界線を越えて、移動や退却、

戦闘後前進を行えます。

ただし、ソ連軍ユニットの補給に関しては、同じ方面軍の補給

集積所からしか受けられません。

また、第6SS装甲軍のユニットをゲームに導入する場合、第3

ターンに登場する第2白ロシア方面軍の増援ユニット（補給集積

所を含め計4ユニット）は、第2ターンのソ連軍移動フェイズに登場

します。そして、「第2白ロシア方面軍の所属ユニットは第1ターン

と第2ターンには攻撃できない」という制限ルール（6.18項）は無視

します。

12.36 第6SS装甲軍のユニットをゲームに導入する場合、ソ連軍

プレイヤーがゲーム開始時に与えられる「支援ポイント」（6.59項

を参照）の数が、17に増加します。
12.37 第2白ロシア軍の所属ユニットは、転移ヘクスに進入（移

動・退却・戦闘後前進）できません。ただし、転移ヘクスにいるドイ

ツ軍ユニットに対する攻撃は行えます（第1白ロシア軍の所属ユ

ニットとの共同攻撃もできます）。

12.38 第6SS装甲軍の司令部以外の所属ユニットの全てが、全

滅して地図上から除去されれば、その瞬間に、第6SS装甲軍の司

令部ユニットも地図上から除去されます。

12.39 このルールを使用する場合、ソ連軍プレイヤーは、25VP
を追加で獲得できます。

12.4 支援ポイントの入札制
12.41 両プレイヤーが合意すれば、各プレイヤーが担当する陣

営（ドイツ軍またはソ連軍）を、以下の方法で決定することができ

ます。

12.42 各プレイヤーは、ゲームの準備を始める前に、ソ連軍の支

援ポイントの数値を紙に記入します。そして、双方が書き終わった

ら、数字を見せ合い、より少ないポイントを記入した側のプレイヤー

が、ソ連軍を担当します。

12.43 両プレイヤーの書いた数値が同じなら、再度この作業を

やり直します。

12.44 ソ連軍を担当する側となったプレイヤーは、相手側のプレ

イヤーが紙に書いた数値から、自分の書いた数値を引いた差と同

数だけ、追加の勝利得点として獲得します。

12.5 ジューコフとコーニェフの境界線短縮
12.51 両プレイヤーが合意すれば、3615/3716のヘクスサイドか

ら、2520/2521のヘクスサイドまで（両者も含む）の、第1白ロシア

方面軍と第1ウクライナ方面軍の境界線を、無いものと見なしてプ

レイすることができます。

これは、本書巻頭のヒストリカル・ノートにある通り、スターリンが

ルビンから先の境界線を消したという事実に基づき、ソ連軍の行

動制限を多少緩和するためのルールです。

12.52 このルールを使用する場合、ドイツ軍プレイヤーは、

25VPを追加で獲得できます。
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