
総統指令第21号
バルバロッサの場合

ドイツ国防軍は、対英国戦終結の前

に迅速な一作戦によって、ソヴィエトロ

シアを打倒する準備を進めなければなら

ない（Fall Barbarossa: バルバロッサ

の場合）。

1.0 はじめに
Fall Barbarossa（バルバロッサの場

合）は、1941年6月22日に開始されたドイツ軍

のソ連邦侵攻作戦をテーマに、当時の独ソ

両軍が抱えていた戦略レベルでの諸問題を

考察しつつゲームを楽しむ、シミュレーション・

ゲームです。このゲームは、基本的には2人で

対戦することを想定してデザインされていま

すが、オプションとしてドイツ軍を1人でプレイ

するための「1人プレイ用ルール」も用意され

ています（26ページを参照）。

アドルフ・ヒトラーを受け持つプレイヤーは、

強力な装甲集団（装甲軍）を中心に「軍」単

位で作戦を遂行し、ソ連邦に大打撃を与え

つつ、広大な領土を占領することを目指しま

す。また、イョシフ・スターリンを担当するプレ

イヤーは、ソ連全土で国民を動員してドイツ

軍の侵攻に対処する一方、長期戦を戦い抜

くための戦時体制を速やかに確立しなくて

はなりません。

このゲームは、2人で対戦する際には両プ

レイヤーがそれぞれ自分専用の地図と進行

表（チャート）を持ち、間に「ついたて」を立て

て、互いの情報がわからないようにしてプレイ

します。そのため、このゲームのルールシステ

ムが正常に機能するかどうかは、両プレイ

ヤーの相手プレイヤーに対する「誠意」にか

かっています。

皆さんが、対戦の「結果」よりも「過程」を

楽しんで下さることが、全てのルールの前提

となっていることに留意して下さるよう、お願

いいたします。

2.0 ゲームの概要
このゲームは、一般的なウォーゲームと同

様「ゲームターン」と呼ばれる手順を繰り返

すことによって進められます。1回のゲーム

ターンは、実際の1か月に相当するものと考え

てください。また、地図上の六角格子（ヘクス）

の対辺間の距離は、実際の約80キロメートル

に相当します。

2.1 このゲームはまず、独ソ双方のプレイ

ヤーが、自分の地図と進行表を相手の目

の届かない場所に置くところから始まりま

す。両プレイヤーは、ゲーム中いかなる場

合においても、相手プレイヤーの地図と進

行表を見ることができません。

互いの情報を制限するため、双方の地

図と進行表の間に「ついたて」を立てます

（一般的なゲームのボックスを利用した

「ついたて」の作り方は、28ページで紹介

しています）。

2.2 両軍がゲーム中に行うさまざまな行動

は、前線部隊の移動や戦闘を表す「作戦

行動」と、後方での活動を表す「戦略行動」

の2つに分類されます。

また、ゲームに用いる駒も、作戦行動を

行う「作戦ユニット」、戦略行動に用いる

「戦略駒」、敵部隊の所在を表す「敵軍表

示駒」、状況等を表示する「状況表示マー

カー」の4種類に分類されます。

2.3 ドイツ軍は、その圧倒的な優位性を最大

限に活かして「軍」単位で作戦行動を行い

ます。枢軸軍（ドイツ軍とルーマニア軍の両

方を指す用語）の各「軍」は、それぞれ最大

15個の「師団」を保有しており、各「軍」の

保有師団数は「ドイツ軍進行表」上で管

理・表示されます。

各作戦ユニットの戦闘力は、ある程度定

められていますが、保有する師団数が著し

く減少した場合には、戦闘力は低下ないし

消滅してしまいます。

枢軸軍の作戦ユニットには、「ドイツ軍歩

兵軍」「ドイツ軍装甲軍」「ルーマニア歩兵

軍」の3種類があります。

史実では、1941年9月までは「装甲軍

（Panzerarmee）」ではなく「装甲集団

（Panzergruppe）」という用語が用いられ

ていましたが、このゲームのルールでは便宜

上「装甲軍」で統一します。

ソ連軍は、作戦行動に関してはドイツ軍よ

りも不利な立場にあります。ソ連軍の場合

も、作戦行動は「軍」単位で行いますが、保

有師団数や戦闘力に相当するものは持ち

ません。ソ連軍の「軍」も、大体6～9個師団

で構成されているものと考えてください。

ソ連軍の作戦ユニットは、「各科統合軍」

と「打撃軍」の2種類があります。

ソ連軍作戦ユニットのうち、部隊名に「S」

と書かれていないもの（数値は1/2）は、全

て「各科統合軍（Obshchevoiskovaya

Armiya）」です。

2.4 各作戦ユニットは、自軍の「作戦フェイ

ズ」中に、作戦行動ポイント（OP）を消費す

ることによって、作戦行動を行います。例え

ば、1OPを消費して平地を1ヘクス移動、

2OPを消費して敵ユニットを攻撃、という具

合です。

ただし、作戦ユニットの種類によって、作

戦行動を行えるフェイズと行えないフェイズ

があることに注意してください。

例えば、ドイツ軍第1作戦フェイズで作戦

行動を行えるのは、ドイツ軍の装甲軍ユ

ニットだけです。

2.5 ドイツ軍は、実行する作戦行動の全て

を、ソ連側に伝えなくてはなりません。つま

り、枢軸軍作戦ユニットの位置は、全てソ

連側に「筒抜け」になっているのです。

一方、ソ連側は、枢軸軍のユニットと隣

接する場合を除き、自軍の作戦行動や作

戦ユニット、戦略駒の位置をドイツ軍側に

伝える義務はありません。つまり、後方にい

るソ連軍の作戦ユニットや戦略駒の状況

を、ドイツ軍プレイヤーは知ることができない

のです。

2.6 両軍の戦略司令部（ドイツ軍の軍集団

司令部とソ連軍の方面軍司令部）は、戦

略駒ではあるものの、自軍の作戦行動にも

大きな影響を及ぼします。
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2.7 ドイツ側からソ連側に伝えられる情報

は「3つの単語（3W）」に集約した上で伝

達されます。一方、ソ連側からドイツ側に伝

えられる情報は「2つの単語（2W）」に集

約した上で伝達されます（例外: ソ連軍が

行う攻撃の場合のみ、「3つの単語（3W）」

に集約した上で伝達されます）。

3Wと2Wに関する詳しい規則は、各項

目で後述します。

2.8 ゲームターンの最後にある各軍の「戦

略フェイズ」では、プレイヤーがそれぞれ自

軍の戦略行動を行います。

ドイツ軍の戦略行動には、予備師団の

到着や投入、戦略補給の実施、極北戦線

の戦況判定などがあります。ソ連軍の戦略

行動には、軍の動員と投入、方面軍司令

部の創設、工場の疎開と生産、撤退や降

伏の判定などがあります。

これらの戦略行動の中には、戦略行動

ポイント（SP）の消費を伴うものがあるので、

注意が必要です。

2.9 以上が、このゲームの主な内容です。

これらを踏まえた上で以下のルールをお読

みになれば、より理解が容易になるでしょう。

3.0 ゲームの備品
3.1  地図

このゲームで使用するA3サイズの地図

は、ドイツ軍用とソ連軍用で各1枚が用意され

ています。ワルシャワが下になるような向きで

ヘクス記号（A3、G5など）が印刷されている

ものがドイツ軍用、モスクワが下になるような

向きでヘクス記号が印刷されているものがソ

連軍用の地図です。各プレイヤーは必ず、自

軍用の地図を使用します。

ヨーロッパ・ロシアの主要地域を収めた地

図に重ねて印刷されている六角格子（ヘク

ス）には、それぞれ固有のヘクス記号が打た

れています。この記号は、ゲームを進める上

で重要な役割を担います。

地図上の各種地形および欄外に印刷され

ている図表類については、各項目で詳しく述

べます。

3.2  駒

このゲームで使用する200個の駒は、地図

と同様「ドイツ軍用」「ソ連軍用」の2つに分

けられます。また、両軍の駒はさらに「作戦ユ

ニット」「戦略駒」「敵軍表示駒」「状況表示

マーカー」の4つに分類されます。

3.21 ドイツ軍用駒

3.22 ソ連軍用駒
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3.23  兵科記号

3.24  部隊名略号

R＝ルーマニア軍
S＝打撃軍

3.25  司令部略号

N＝北方軍集団
C＝中央軍集団
S＝南方軍集団
NW ＝北西方面軍
W ＝西部方面軍

SW ＝南西方面軍

S ＝南部方面軍

Len＝レニングラード方面軍
Kal ＝カリーニン方面軍
Bry ＝ブリャンスク方面軍
Cen＝中央方面軍
Res＝予備方面軍

3.26  駒の色
ドイツ軍／枢軸軍:

グレー系、黒系

ソ連軍: 赤系

3.3  進行表

ドイツ軍とソ連軍の各プレイヤーに、各1枚

の「進行表」が用意されています。この進行

表には、プレイに必要な図表や表示欄が収め

られており、各表示欄には専用の「状況表示

マーカー」を置いて使用します。

3.4 その他

このゲームをプレイするためには、上記の

備品に加えて、6面体サイコロ2個（独ソ両軍

にそれぞれ1個ずつ）と、両プレイヤーの間を

仕切る「ついたて」状のものが必要です（28

ページを参照）。

4.0 ゲームの手順
このゲームは、「ゲームターン」と呼ばれる

手順を計8回プレイすることで終了します。

各ゲームターンを構成する手順は、以下の

通りです。

1. 天候確認フェイズ
（オプション: 5.4項を参照）

2. ドイツ軍第1作戦フェイズ

3. ドイツ軍第2作戦フェイズ

4. ソ連軍第1作戦フェイズ

5. ドイツ軍第3作戦フェイズ

6. ソ連軍第2作戦フェイズ

7. ドイツ軍戦略フェイズ

8. ソ連軍戦略フェイズ

5.0  天候
5.1  天候の種類

このゲームの標準ルールでは、各ゲーム

ターンの天候はあらかじめ決定しており、地

図上の「ゲームターン表示欄」の各ボックス

の色で表されています。

第1ターン（1941年6月）から第4ターン（9

月）までは「好天」、第5ターン（10月）は「降

雨」、第6ターン（11月）から第8ターン（1942

年1月）までは「降雪」です。

5.2  降雨

天候が「降雨」のターンには、ソ連軍第1作

戦フェイズとドイツ軍第3作戦フェイズは省略

してプレイします。

5.3  降雪

天候が「降雪」のターンには、戦闘を解決

する際に、ソ連軍に有利な修正が適用されま

す（両軍の進行表を参照）。また、天候が

「降雪」のターンには、地図上の大河ヘクスサ

イドの効果が無視され、湿地ヘクスの地形は

「森林」と見なされます。
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5.4  天候の不確定化（オプション）

両プレイヤーが合意すれば、第4ターン（9

月）から第6ターン（11月）までの各ターンの

天候を不確定化することができます。

このオプション・ルールを採用する場合、ソ

連軍プレイヤーは該当する各ゲームターン開

始時の「天候確認フェイズ」にサイコロを振り、

ソ連軍進行表上の「天候判定表」を調べま

す。そのターンの「月」とサイの目が交差する

ところにある記号が、そのターンの天候です。

ソ連軍プレイヤーは、判定した天候を、次

の「2W」に集約してドイツ側に伝えます。

『天候・××』

「××」の部分に、判定した天候（好天、降

雨、降雪）が入ります。両プレイヤーは、自軍の

地図上の「天候表示欄」上に「天候マー

カー」を置いて、そのターンの天候を示します。

なお、第1ターンから第3ターンまでと、第7

ターンから第8ターンまでの天候は、オプショ

ン・ルールを導入しても不確定化しません（標

準ルールと同じです）。

6.0  作戦行動
作戦行動は、独ソ両軍の前線部隊の活動

を表すものです。

6.1  作戦行動を行えるユニット

両軍の作戦ユニットのみが、作戦行動を行

えます。各作戦ユニットは、作戦行動をひとつ

行うたびに、作戦行動ポイント（OP）を消費

します。

作戦ユニットが、各作戦フェイズ中に消費

できるOPの量は、それぞれのユニット自身に

印刷されていますが、作戦ユニットの種類や

戦略補給の有無（枢軸軍の場合）によって違

っているので、注意が必要です。

戦略補給を受けられなかった枢軸軍の作

戦ユニットは、駒を裏返されて「補給不足状

態」となります（10.63項を参照）。補給不足

状態（裏面）の作戦ユニットは、各作戦フェイ

ズに消費可能なOP値が低下します。

6.2  作戦行動の種類

作戦行動には「移動」と「攻撃」の2種類

があります。移動とは、作戦ユニットが今いる

ヘクスから隣のヘクスへと移ることです。攻

撃とは、作戦ユニットが隣のヘクスにいる敵ユ

ニットを攻撃することです。

作戦行動をひとつ行うのに必要なOPの値

は、各軍の進行表の「作戦行動ポイント消費

量一覧」に列記されています。定められたOP

さえ消費するのであれば、1つの作戦フェイズ

中に移動や攻撃を好きなように組み合わせて

行ってもかまいません（例外: 8.32項）。

6.3  作戦行動の実行

作戦行動は、1ユニットずつ順に、別々に行

います。ある作戦ユニットがそのフェイズの作

戦行動を完了してから、次のユニットを動か

します。

6.4  作戦行動の伝達

ドイツ軍は、作戦行動を1つ行うごとに、それ

をソ連側に伝えなくてはなりません。ソ連軍

は、特定の作戦行動を行う場合にのみ、情報

をドイツ側に伝えなくてはなりません。

ゲームの進行を円滑にするため、ドイツ側

からソ連側へと伝えられる情報は全て「3つ

の単語（3W）」に集約されます。一方、ソ連

側からドイツ側に伝えられる情報は「2つの単

語（2W）」に集約されます（例外: ソ連軍が

行う攻撃の場合のみ、「3つの単語（3W）」に

集約した上で伝達されます）。

これらの情報のやりとりは非常に重要です

ので、各項目を注意してお読みください。

6.5  支配地域（ZOC）

6.51 作戦ユニットは、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。ZOCは、敵ユニッ

トの移動（7.13項、7.14項）、敵部隊の確

認（7.32項）、退却（8.4項）、補給線の設

定（9.5項）等に影響を及ぼします。

6.52 ZOCは、全面海／湖ヘクスサイドを

越えては及びません。また、退却路（8.42

項）、補給線（9.52項）、連絡線（11.95項）

の例外を除き、自軍ユニットの存在が敵

ZOCの効果を打ち消すことはありません。

6.53 戦略駒は、原則としてZOCを持ちま

せんが、例外的にドイツ軍の軍集団司令部

駒は、敵部隊の確認（7.32項）にのみ使用

できるZOCを持つものとします。

6.6  作戦ユニットの行動管理

ソ連軍地図上にある両軍の作戦ユニット

の裏には、★印が付いています。ソ連軍プレ

イヤーは、随時ユニットを裏返すことによって、

その作戦フェイズ中に既に作戦行動を行っ

たユニットを識別・管理してください。

7.0  移動
作戦ユニットは、1ヘクス移動するごとに定

められたOPを消費します。

7.1  移動の制限

7.11 作戦ユニットが、平地または森林を

1ヘクス移動する際に、1OPを消費します。

これ以外の地形のヘクスに移動して入る

ためには、2以上のOP消費が必要となりま

す。各地形のヘクスへの移動（進入）に必

要なOPの値は、各プレイヤーの進行表上

の「作戦行動ポイント消費量一覧」に示さ

れています。

7.12 作戦ユニットは、他の作戦ユニット

（敵・味方を問わず）のいるヘクスに移動し

て入ることができません（例外: ソ連軍の

移動、7.35項）。

ただし、戦略駒（敵・味方を問わず）の

いるヘクスへは、移動して入ることができま

す（追加のOP消費は必要ありません）。

敵の作戦ユニットが、自軍の戦略駒の

いるヘクスに進入すれば、その瞬間に、戦

略駒は破壊されたと見なされて、地図上か

ら除去されます（破壊された両軍の戦略

司令部駒は、自軍の戦略フェイズで復帰

できます）。

7.13 ドイツ軍の作戦ユニット（ルーマニア

軍は含まない）は、敵ZOCのヘクスから、隣

の敵ZOCのヘクスへと直接入るような移

動を行うことができます。これを「突破移動」

と呼びます（7.4項を参照）。

ドイツ軍の歩兵軍ユニットは、突破移動

を1回行うたびに、追加で1OPを消費しな

くてはなりません（従って、1回の作戦フェ

イズで複数回の突破移動を行うことはでき

ません）。ドイツ軍の装甲軍ユニットの場合

は、突破移動を行う際の追加OPは必要な

いので、1回の作戦フェイズに最大で3回の

突破移動を行えます。

7.14 自軍の作戦フェイズ開始時に、敵

ZOCのヘクスにいたソ連軍とルーマニア

軍のユニットは、そのフェイズ中には移動を

行えません（例外: 海上移動、7.53項）。ま

た、敵ZOCでないヘクスにいるユニットが、

移動して敵ZOCのヘクスへと入る場合、追

加のOP消費は必要ありません。

7.15 ドイツ軍の装甲軍ユニットは、大河ヘ

クスサイドを越える際、定められた追加OP

を消費しなくてはなりません（ただし、降雪
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ターンには大河ヘクスサイドは凍結して無

効になることに注意）。

ドイツ軍とルーマニア軍の歩兵軍ユニッ

トと、ソ連軍の各科統合軍、打撃軍ユニッ

トは、大河ヘクスサイドを越える際に追加

のOP消費は必要ありません。

7.16 作戦ユニットは、全面海／湖ヘクス

サイドを越えて移動することができません

（例外: 7.5項）。

7.2  枢軸軍の移動

7.21 ドイツ軍プレイヤーは、自軍（ドイツ軍、

ルーマニア軍）の作戦ユニットを1ヘクス移

動させるごとに、その情報を次のような

「3W」でソ連側に伝達します。

『移動・第×軍・ヘクス＃＃』

「移動」とは作戦行動の種類を示し、

「第×軍」とは作戦行動を行っているユニッ

ト名を、「ヘクス＃＃」とは移動先の（これか

ら入る）ヘクスの記号を示しています。

7.22 この情報を得たソ連軍プレイヤーは、

自分の地図上にある該当ユニットの「敵軍

表示駒」を、該当ヘクスに移動させます。

この際、移動を行った敵軍表示駒が、い

ずれかの（まだ枢軸軍と隣接していなかっ

た）ソ連軍作戦ユニットと新たに隣接した

なら、その作戦ユニットは敵に「確認」され

たと見なされ、ドイツ側に伝えられます。そ

の情報は、次のような「2W」でドイツ側に伝

達されます。

『確認・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、新たに確認されたソ連

軍作戦ユニットのいるヘクスの記号を示し

ています。もし、1回の移動で複数のソ連軍

作戦ユニットと新たに隣接したなら、ソ連軍

プレイヤーは該当ユニットの数だけ、上記

の「2W」をドイツ側に伝えます。

7.23 この情報を得たドイツ側は、該当する

ヘクスに「敵軍表示駒」を置きます。該当

するヘクスが複数あれば、その全てに1個

ずつ、「敵軍表示駒」を置きます。枢軸軍

の作戦ユニットが、1ヘクス移動するたび

に、上記の手順を繰り返します。

7.24 もし、枢軸軍の作戦ユニットが移動し

ても、新たなソ連軍作戦ユニットと隣接しな

かった場合、ソ連軍プレイヤーは次のような

「2W」をドイツ側に伝達します。

『第×軍・確認なし』

「第×軍」とは作戦行動を行っている敵

ユニット名を示しています。

7.25 枢軸軍の作戦ユニットが移動を行っ

た結果、既に確認していたソ連軍作戦ユ

ニットから離れてしまった場合、そのユニッ

トに対する確認状態は喪失したと見なさ

れ、該当ヘクスの敵軍表示駒は（他の自

軍ユニットがそれに隣接していない限り）

地図上から取り除かれます。

7.26 ドイツ軍の確認の対象になるのは、ソ

連軍の作戦ユニットのみです。ソ連軍の戦

略駒（方面軍司令部、工場、陣地など）は、

たとえ隣接ヘクスに枢軸軍ユニットが進入

しても、存在の有無や内容をドイツ側に伝

える必要はありません（12.2項を参照）。

7.3 ソ連軍の移動

7.31 ソ連軍プレイヤーは、ドイツ軍ユニット

を示す敵軍表示駒に隣接しない形で移動

を終了する場合、その内容をドイツ側に知

らせなくてもかまいません。

7.32 枢軸軍ユニット（軍集団司令部も含

む）のZOC内にいるソ連軍作戦ユニット

は、全てドイツ側に確認されていなくてはな

りません。

もし、移動開始時には敵ZOCにいな

かったソ連軍の作戦ユニットが、移動の結

果いずれかの枢軸軍ユニットと隣接する

ヘクスに移動し、枢軸軍のZOCに入った

場合、そのソ連軍作戦ユニットは敵によっ

て新たに確認されたものと見なし、ドイツ側

に伝えなくてはなりません。その情報は、次

のような「2W」でドイツ側に伝達されます。

『確認・ヘクス＃＃』

この「2W」の意味は、7.22項の場合と

同じです。

7.33 この情報を得たドイツ側は、該当する

ヘクスに「敵軍表示駒」を置きます。

7.34 ソ連軍作戦フェイズ開始時に、受給

状態にある方面軍司令部の補給範囲内

（12.42項）にいないソ連軍作戦ユニット

は、そのフェイズには、現在の位置より西側

にあるヘクスへ移動することができません。

例えば、ヘクスG12にいるソ連軍作戦ユ

ニットが、方面軍司令部の補給範囲外で

ある場合、F12、G13、H12の各ヘクスへは

移動することができません。

7.35 ソ連軍の作戦ユニットが移動する際、

他の作戦ユニットの存在するヘクスを「通

過」する形で移動することができます

（7.12項の例外）。

ただし、そのような移動を行う場合、通過

されるヘクスのソ連軍作戦ユニットは、ドイ

ツ側に確認されていない（言い換えれば枢

軸軍ユニットと隣接していない）ユニットで

なくてはなりません。また、他の作戦ユニッ

トの存在するヘクスで、作戦ユニットの移

動を終了させることはできません。

他の作戦ユニットの存在するヘクスを通

過して移動を行ったユニットが、2ヘクス目

に枢軸軍のZOCに入った場合、7.32項に

従って情報をドイツ側に伝達します。

7.4  突破移動

7.41 ドイツ軍作戦ユニット（ルーマニア軍

は含まない）のみが、敵ZOCから敵ZOCへ

と直接移動することができます。これを「突

破移動」と呼びます。

7.42 突破移動を行う際の情報伝達は、通

常の移動の場合と同じです。

7.43 敵ZOCにいたドイツ軍作戦ユニット

が、隣接する敵ZOCでないヘクスに移動

した際、新たにソ連軍の作戦ユニットが確

認されて、結果的に敵ZOCから敵ZOCへ

と直接移動したことになる場合があります。

このような場合、移動の「3W」を伝達し

た時点で確認されていないソ連軍作戦ユ

ニットのZOCは考慮する必要がなく（従っ

て突破移動とは見なされず）、突破移動に

伴う追加のOP消費（ドイツ軍歩兵軍の場

合）は必要ありません。

7.5 ソ連軍黒海艦隊

7.51 ソ連軍は、1ターンに自軍の作戦ユ

ニット1個を海上移動させることができます。

海上移動は、ソ連軍第2作戦フェイズに

のみ行えます。海上移動を行うソ連軍作

戦ユニットは、そのフェイズ開始時に、いず

れかの港湾ヘクスにいなくてはなりません。

7.52 海上移動とは、ある港湾ヘクスから

別の港湾ヘクスへと、直接移動することを

指します。海上移動を行うソ連軍作戦ユ

ニットは、その行動に2OPを消費します。

7.53 フェイズ開始時に敵ZOCの港湾ヘク

スにいたソ連軍作戦ユニットでも、海上移

動を行えます（7.14項の例外）。

ただし、敵ZOCの港湾（ソ連軍の戦略

駒の有無は問わず）や、ドイツ側が占領し

ている（失陥マーカーが置かれている）港

湾、他の作戦ユニットのいる港湾で、海上

移動を終了することはできません。
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7.54  撤収

ソ連軍の作戦ユニットは、海上移動に

よって地図外（黒海東部）へと「撤収」す

ることができます。撤収を行うユニットは、

海上移動と同じ手順で、ソ連軍地図上の

「ツァプセ」ボックス（Y11）に置きます。

ツァプセボックスに撤収したユニットは、

同じターンのソ連軍戦略フェイズ終了時

（11.103項）に戦略予備ボックスへと移さ

れ、以後は通常の戦略予備状態の軍と

同様に扱われるものとします（つまり、次の

ターンのソ連軍戦略フェイズで、地図上へ

と再配置されます）。

8.0  攻撃
作戦ユニットは、定められたOPを消費する

ことにより、隣接する敵ユニットを攻撃できます。

ドイツ軍の攻撃は、攻撃側1ユニットと防御

側1ユニットの間で実行されます。

ソ連軍の攻撃は、1個または複数の攻撃側

ユニットと防御側1ユニットの間で実行され

ます。

8.1  攻撃の制限

8.11 枢軸軍の作戦ユニットは、2OPを消

費することにより、攻撃を実行できます。

8.12 ソ連軍の作戦ユニットは、天候が「好

天」および「降雨」のターンには、2OPを消

費することにより、攻撃を実行できます。た

だし、天候が「降雪」のターンには、1OPの

消費で、攻撃を実行できます。

8.13 作戦ユニットは、全面海／湖ヘクス

サイドを越えて、隣接する敵ユニットを攻撃

することができません。

8.14 枢軸軍の場合、その時点での基本

戦闘力が「0」の作戦ユニット（保有師団

数が3個以下）は、攻撃を行うことができま

せん。また、修正後の戦闘力（8.22項を参

照）が「0」となる場合も、そのような攻撃を

行うことができません。

8.2 ドイツ軍の攻撃

8.21  攻撃の宣言

ドイツ軍は、既に確認しているソ連軍の

作戦ユニット1個に対して攻撃を行うごと

に、それをソ連側に伝えなくてはなりませ

ん。その情報は、次の「3W」に集約して伝

達されます。

『攻撃・×戦闘力・ヘクス＃＃』

「攻撃」とは作戦行動の種類を示し、

「×戦闘力」とは攻撃を実行する枢軸軍作

戦ユニットの現時点での戦闘力値（8.22

項を参照）を、「ヘクス＃＃」とは攻撃目標

の敵軍表示駒（ソ連軍作戦ユニット）のい

るヘクスの記号を示しています。

8.22  戦闘力値の算出

攻撃を行う作戦ユニットの戦闘力値は、

次のようにして算出します。

1）まず、ドイツ軍進行表の「保有師団数

表示欄」を見て、攻撃を行う作戦ユニッ

トの「基本戦闘力」を調べます。

基本戦闘力は、0～4の間で設定さ

れており、保有師団数が7個以上なら

4戦闘力ですが、6個師団なら3戦闘

力、5個師団なら2戦闘力、4個師団なら

1戦闘力、3個師団以下なら0戦闘力で

す（8.14項に注意）。

2）次に「攻撃時戦闘力修正一覧」を見

て、戦闘力値に修正を加えます。「＋2」

とは、戦闘力値に2が加算されることを

示し、「－1」とは戦闘力値から1を差し

引くことを示しています。

これらの修正は、該当する項目が複

数ある場合、累積して適用されます。

3）この時点で戦略補給を受けていない

（つまり駒を裏返しにされている）作戦ユ

ニットが攻撃を行う場合、「補給不足状

態」の修正が適用されます。

また、攻撃を実行する瞬間に、攻撃ユ

ニットのいるヘクス（防御側ヘクスではな

いことに注意！）が、所属する軍集団司

令部の制空範囲内にいなければ、「制

空範囲外」の修正が適用されます。

4）攻撃を行う装甲軍ユニットのいるヘ

クスと目標ヘクスの間のヘクスサイドが

「大河ヘクスサイド」であれば、「大河越

え」の修正が適用されます。

なお、天候が「降雪」のターンには、大

河ヘクスサイドの効果は無効になること

に注意してください。

例: 保有師団数が10のドイツ軍第2装甲軍

が、制空範囲外で攻撃を行う場合、戦闘

力値の修正は「＋2」と「－2」で相殺さ

れ、最終的な戦闘力は「4」となります。

保有師団数が8のルーマニア第3軍が、

大河ヘクスサイドを越えて攻撃を行う場

合、「ルーマニア軍」の修正（－1）が適用

されますが、歩兵軍は「大河越え」の修正

がゼロなので、最終的な戦闘力値は「3」

となります。

8.23 ソ連軍の損害判定

この情報を得たソ連側は、ただちに防御

ユニット（攻撃を受けているソ連軍作戦ユ

ニット）の損害と、ドイツ軍の損害レベルを

判定します。

《A. 防御ユニットの損害判定》

1）まず、ソ連軍進行表の「防御戦闘解

決表」を見て、サイを振ります。次に、「防

御戦闘修正一覧」を見て、サイの目に修

正を適用します。これらの修正は、該当

する項目が複数ある場合、累積して適

用されます。

2）攻撃を受けた瞬間に、防御ユニットが、

いずれかの受給状態にある方面軍司

令部の補給範囲内にいなければ（つま

り4ヘクス以内の補給線を方面軍司令

部まで設定できなければ）、「補給範囲

外」の修正が適用されます。

ただし、防御ユニットのいるヘクスに、

稼働状態（表面）の工場群駒が存在し

ているなら、この「補給範囲外」の修正

は適用されません。

3）攻撃ユニット以外の敵作戦ユニットが、

防御ユニットに隣接しているなら、その数

と種類に応じて、「攻撃支援」の修正が

適用されます。

攻撃ユニットと同じ軍集団に所属す

るドイツ軍の装甲軍または歩兵軍なら、

1ユニットにつき「－2」の修正が適用さ

れます。攻撃ユニットと異なる軍集団に

所属するドイツ軍の装甲軍または歩兵

軍なら、1ユニットにつき「－1」の修正が

適用されます。

南方軍集団に所属する枢軸軍ユ

ニットが攻撃する場合、防御ユニットに

ルーマニア軍歩兵軍が隣接していれ

ば、1ユニットにつき「－1」の修正が適用

されます。北方軍集団や中央軍集団に

所属するドイツ軍ユニットが攻撃ユニット

の場合、防御ユニットにルーマニア軍歩

兵軍が隣接していても、修正は適用され

ません。

なお、攻撃支援のユニットが「補給不

足状態（駒の裏面）」であっても、修正の

数値は同じです。

4）修正後のサイの目と、ドイツ側から伝え

られた戦闘力値が交差する所にある数

字が、ソ連軍の「損害レベル」です。

5）この「損害レベル」と、その時点での

「対独戦時レベル」（11.10項）を較べる

ことによって、防御ユニットの損害が判
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定されます。

6）ソ連軍損害レベルよりも対独戦時レベ

ルの方が高ければ、防御ユニットは損害

なしと見なされます（そのまま現在のヘ

クスに留まります）。

7）ソ連軍損害レベルと対独戦時レベル

が同じならば、防御ユニットは「退却」

（8.4項）を強制されます。

8）対独戦時レベルよりもソ連軍損害レベ

ルの方が高ければ、防御ユニットは全滅

します。

9）防御ユニットが退却または全滅した場

合、8.27項に従ってその旨を伝えます。

ただし、全滅したか退却したかという

情報は伝える必要がなく、ただ「目標ヘ

クスにいた部隊は、そこには居なくなっ

た」ことのみを伝えればよいわけです。

《B. 枢軸軍損害レベルの判定》

1）続いてソ連側は「枢軸軍損害レベル

判定表」を見てサイを振ります。出た目

と、防御ユニットの被った戦闘結果（影

響なし、退却、全滅のいずれか）が交差

する所にあるアルファベットが、「枢軸軍

損害レベル」です。

2）この判定に際しては、防御ユニットが

退却を免除された場合（8.43項）や、退

却の過程で全滅して除去された場合

（8.45項）も「退却」の戦闘結果と見なし

ます。

8.24  枢軸軍損害レベルの伝達

ソ連側は、枢軸軍の損害レベルを、次の

「2W」に集約して伝達します。

『第×軍・損害レベル＃』

「第×軍」とは攻撃ユニットを、「損害レベル

＃」とは判定した枢軸軍損害レベル（A～

E）を、それぞれ示しています。

8.25  枢軸軍の損害判定

この情報を得たドイツ側は、「攻撃時損

害判定表」を見てサイを振ります。出た目

と、ソ連側から伝えられた損害レベルが交

差する所にある数字が、攻撃ユニットの失

う師団数です。ドイツ側はただちに、該当

するユニットの保有師団数から、損失した

師団数を引きます。

8.26 ドイツ軍が攻撃を1つ行うごとに、8.21

項から8.25項の手順を繰り返します。

8.27  確認解除

何らかの理由により、既にドイツ側に確

認されていたソ連軍の作戦ユニットが、該

当するヘクスから居なくなってしまった（退

却または全滅により）場合、ソ連側はその

旨をドイツ側に伝えなくてはなりません。

その情報は、次の「2W」に集約して伝

達されます。

『確認解除・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、該当するユニットのもと

いたヘクス記号を示しています。この情報

を得たドイツ側はただちに、該当するヘク

スにある敵軍表示駒を取り除きます。

8.28  戦闘後前進

もし、枢軸軍の損害レベルが「A」または

「B」で、なおかつソ連軍の防御ユニットが

「確認解除」となった場合、枢軸軍の攻撃

ユニットは攻撃目標となった空のヘクスに

進入することができます。これを「戦闘後

前進」と呼びます。

戦闘後前進は、実行するユニットを所有

するプレイヤーの任意であり、実行するか

否かは所有プレイヤーが選ぶことができま

す。ただし、実行するのであれば、次の作

戦行動の手順に着手する前に、実行しな

くてはなりません。

戦闘後前進を実行する際、追加のOP

消費は必要ありません。また、前進して入

るヘクスの地形や、その際に越えるヘクス

サイドの地形は、戦闘後前進には何の影

響も及ぼしません。敵ユニットのZOCも、戦

闘後前進には何の影響も及ぼしません。

戦闘後前進を実行する場合、ドイツ側は

その旨をソ連側に伝えなくてはなりません。

その情報は、次の「3W」に集約して伝達

されます。

『戦闘後前進・第×軍・ヘクス＃＃』

「第×軍」とは、前進する攻撃ユニットの

名称で、「ヘクス＃＃」とは、その攻撃ユニッ

トが前進して入るヘクス（直前まで防御ユ

ニットのいたヘクス）の記号を示しています。

もし、枢軸軍ユニットが戦闘後前進を行

い、それによって新たなソ連軍作戦ユニッ

トと隣接した場合、ソ連側はその旨をドイ

ツ側に伝えなくてはなりません。その情報

は、次の「2W」に集約して伝達されます。

『確認・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、該当するユニットのもと

いたヘクス記号を示しています。この情報

を得たドイツ側はただちに、該当するヘク

スの全てに「敵軍表示駒」を置きます。

もし、1回の戦闘後前進で複数のソ連軍

作戦ユニットと新たに隣接したなら、ソ連軍

プレイヤーは該当ユニットの数だけ、上記

の「2W」をドイツ側に伝えます。

また、攻撃ユニットが戦闘後前進を行っ

た結果、それまで確認していたソ連軍作戦

ユニットとの隣接状態が解除されたなら、

ソ連側はその旨をドイツ側に伝えなくては

なりません。

『確認解除・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、その攻撃ユニットが前

進して入るヘクスの記号を示しています。

8.29  保有師団数ゼロの軍

ゲーム中に損害を被り、ある枢軸軍作戦

ユニットの保有師団数がゼロになってし

まった場合、その軍ユニットは即座に全滅

します。もし、このような事態が生じた場合、

ドイツ軍プレイヤーは次の「3W」に集約し

て伝達します。

『全滅・第×軍・ヘクス＃＃』

「第×軍」とは、全滅したユニットの名称

で、「ヘクス＃＃」とは、そのユニットが全滅時

点でいたヘクスの記号を示しています。

枢軸軍の作戦ユニットが全滅したら、該

当する軍を示す作戦ユニット（ドイツ軍用

地図上）と敵軍表示駒（ソ連軍用地図上）

を即座に取り除きます。いったん全滅した

枢軸軍の作戦ユニットは、ゲーム中二度と

復活しません。

8.3 ソ連軍の攻撃

8.31 ソ連軍作戦フェイズの開始時におい

て、枢軸軍作戦ユニットと隣接しており、な

おかつ攻撃の実行に必要なOPを消費で

きるソ連軍の作戦ユニットは、隣接する枢

軸軍ユニットに対する攻撃を行えます。

1つの枢軸軍作戦ユニットに対して、攻

撃を実行できるソ連軍ユニットの数には制

限はありませんが、隣接していないユニット

は攻撃を行えません（従って、敵ユニットを

取り巻く6つのヘクスに各1個軍、計6個軍

が最大のユニット数です）。

ただし、攻撃を実行するソ連軍の作戦

ユニットは、攻撃を行う瞬間に、いずれかの

受給状態にある方面軍司令部の補給範囲

内にいなくてはなりません（12.43項を参

照）。

ある攻撃に参加するソ連軍作戦ユニッ

トは、全てが同時に、攻撃に必要なOP値

を消費するものと見なします。
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ソ連軍の攻撃は、第1または第2ソ連軍

作戦フェイズの「開始時」、つまりいずれか

のソ連軍作戦ユニットが「移動」を開始

する前に、全て実行・解決しなくてはなりま

せん。

いずれかのソ連軍作戦ユニットが「移

動」を開始したなら、もはやソ連軍はその

作戦フェイズ中には新たな攻撃を実行す

ることができません。

8.32  攻撃の実行に必要なOP

天候が「好天」または「降雨」のターン

には、ソ連軍作戦ユニットが攻撃を行うの

に必要なOPは「2」です。天候が「降雪」

のターンには、ソ連軍作戦ユニットが攻撃

を行うのに必要なOPは「1」です。

ただし、天候が「降雪」のターンに攻撃

に参加したソ連軍作戦ユニットは、使用可

能な1OPが残っていても、その作戦フェイ

ズ中には移動や二度目の攻撃は行えませ

ん（攻撃解決と共に行動終了と見なされ、

駒を裏返されます）。

8.33  攻撃の宣言

ソ連側は、枢軸軍の作戦ユニット1個を

攻撃するごとに、それをドイツ側に伝えなく

てはなりません。その情報は、次の3Wに集

約して伝達されます（この場合のみ2Wで

ないことに注意）。

『攻撃・第×軍・○個軍』

「攻撃」とは作戦行動の種類を、「第×軍」

とは攻撃目標の枢軸軍作戦ユニット、「○

個軍」とはその攻撃に参加するソ連軍作

戦ユニットの数を表しています。

8.34  枢軸軍の損害判定

この情報を受けたドイツ側は、ただちに自

軍の防御ユニットの損害と、ソ連軍の損害

レベルを判定します。

《A. 防御ユニットの損害判定》

1）まず「防御戦闘解決表」を見て、サイ

を振ります。次に、表の隣りにある修正

一覧を見て、出目に修正を加えます。

2）修正後のサイの目と、その攻撃に参加

したソ連軍の軍ユニット数の交差する

所にある数字が、防御ユニットの失う師

団数です。ドイツ側はただちに、該当す

る軍ユニットの保有する師団数から、損

失した師団数を引きます。

3）もし、結果の数字と共に「R」という記

号があるなら、攻撃目標となったユニット

は、即座に1ヘクスの退却を行わなくて

はなりません（8.4項を参照）。

《B. ソ連軍損害レベルの判定》

1）続いてドイツ側は「ソ連軍損害レベル

判定表」を見てサイを振ります。出た目

と、防御側ユニット（枢軸軍）が失った師

団数が交差する所ににある数字が「ソ

連軍損害レベル」です。

8.35 ソ連軍損害レベルの伝達

ドイツ側は、ソ連軍の損害レベルを次の

3Wに集約して伝達します。

『損害・攻撃ユニット・レベル＃』

「レベル＃」とは、判定したソ連軍損害レ

ベル（A～E）を示しています。

8.36 ソ連軍の損害判定

この情報を得たソ連側は、攻撃に参加

した自軍作戦ユニット1個ごとに「ソ連軍

攻撃時損害判定表」を見てサイを振りま

す。次に、出た目を表の隣りにある修正一

覧を見て、出目に修正を加えます。修正後

のサイの目と、ドイツ側から伝えられた損害

レベルが交差する所にある結果を、ただち

に適用します。

「退却」と示されていれば、該当ユニット

を1ヘクス退却させます。「全滅」と示され

ていれば、該当ユニットを地図上から取り

除きます。この場合も、攻撃時（8.23項の9）

と同様、全滅したか退却できたかという情

報は伝える必要はなく、8.27項に従って

「確認解除・ヘクス＃＃」の2W情報のみ

をドイツ側に伝えます。

この損害判定は、攻撃に参加した全て

のソ連軍作戦ユニットごとに、別々に判定

します。

8.37 ソ連軍が攻撃をひとつ行うごとに、

8.33項から8.36項までの手順を繰り返し

ます。そして、その作戦フェイズ中における

全ての攻撃を解決し終えたら、攻撃を行わ

なかったソ連軍作戦ユニットの移動を行い

ます。

いったん作戦ユニットの移動を開始した

なら、そのソ連軍作戦フェイズ中には、新た

な攻撃は行えません。

8.38  戦闘後前進

もし、ソ連軍の損害レベルが「A」または

「B」で、なおかつ枢軸軍の防御ユニットが

退却するか全滅するかして、防御側のヘ

クスが空となった場合、ソ連側は退却も全

滅もしていない攻撃ユニットの中から1個

のみ選び、攻撃目標となった空のヘクスに

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、実行するユニットを所有

するプレイヤーの任意であり、実行するか

否かは所有プレイヤーが選ぶことができま

す。ただし、実行するのであれば、次の作

戦行動の手順に着手する前に、実行しな

くてはなりません。

戦闘後前進を実行する際、追加のOP

消費は必要ありません。また、前進して入

るヘクスの地形や、その際に越えるヘクス

サイドの地形は、戦闘後前進には何の影

響も及ぼしません。敵ユニットのZOCも、戦

闘後前進には何の影響も及ぼしません。

戦闘後前進を実行する場合、ソ連側は

その旨をドイツ側に伝えなくてはなりませ

ん。その情報は、次の「2W」に集約して伝

達されます。

『戦闘後前進・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、その攻撃ユニットが前

進して入るヘクスの記号を示しています。

この情報を得たドイツ側はただちに、該

当するヘクスに「敵軍表示駒」を置きます。

8.39 1回のソ連軍作戦フェイズ中に、1つ

の枢軸軍ユニットは1回のみ、ソ連軍の

攻撃対象となります。戦闘解決の手順を

終了後、ソ連軍用地図上にある、攻撃を受

けた枢軸軍作戦ユニットを裏返して、この

フェイズ中には新たな攻撃の対象にできな

いことを示します。

8.4  退却

戦闘結果として退却を強要された作戦ユ

ニットは、以下の制限の範囲内で、ただちに

隣接するヘクスに移されます。8.44項に示さ

れた場合を除き、作戦ユニットの退却は常に

1ヘクスのみです。

8.41  退却の優先順位

退却を強制されたユニットは、可能な限り、

以下の優先順位（上から）に従うヘクスへ

と退却しなくてはなりません。

1）所属軍集団司令部（枢軸軍の場合）

または受給状態の方面軍司令部（ソ連

軍の場合）の補給範囲内にあるヘクス

2）他の味方作戦ユニットのいないヘクス

3）所属軍集団司令部（枢軸軍の場合）

または受給状態の方面軍司令部（ソ連

軍の場合）に近づくヘクス

8.42 次のようなヘクスへは、退却を行えま

せん。

1）全面海／湖ヘクスサイドを越えるヘクス

2）敵ユニットのいるヘクスや敵ZOCが及

16 Six Angles



んでいるヘクス

3）ソ連国外のヘクス（ソ連軍作戦ユニッ

トの場合のみ）

ただし、上記2の場合、自軍作戦ユニット

のいるヘクスは、例外的に敵ZOCの効果を

打ち消すものと見なされます（また、8.45項の

例外も参照）。

8.43 大都市のヘクスや、要塞駒と同じヘ

クスにいるソ連軍（のみ）の作戦ユニット

は、防御戦闘時（のみ）に、退却を強制され

ても無視することができます。

ただし、要塞駒が除去されたら、そのヘ

クス（セヴァストポリ）は以後要塞とは見な

されません。枢軸軍のユニットや、攻撃を

実行しているソ連軍作戦ユニットは、これら

のヘクスにいても、退却を免除されません。

8.44 他の味方作戦ユニットのいるヘクス

への退却を強要された場合、まずそのヘク

スへ退却して入った後、さらに1ヘクスの退

却を行わなくてはなりません。その際の規

定は8.41項と8.42項と同じ（8.43項は除

く）ですが、再び他の作戦ユニットのいる

ヘクスに退却することはできません。

8.45 ソ連軍およびルーマニア軍ユニット

の場合、8.43項の場合を除き、何らかの理

由で指示された退却を行えなければ、即座

に全滅して除去されます。

ドイツ軍ユニットの場合、何らかの理由

で指示された退却を行えなければ、退却

の代わりに2個師団を即座に（戦闘結果に

追加する形で）失います。

また、ドイツ軍作戦ユニットの場合は、自

軍作戦ユニットのいない敵ZOCのヘクスに

退却できます（8.42項の例外）が、この場

合も2個師団を即座に（戦闘結果に追加

する形で）失います。

8.46 死守命令

ドイツ軍プレイヤーが望めば、退却可能

なヘクスが存在する場合であっても、退却

の代わりに「所属師団の追加損失」で「R」

の結果を満たすことができます。

この場合、ドイツ軍プレイヤーはサイコロ

を1個振り、出た目を半分にします（端数は

切り捨てます）。そして、その結果の数字

と同数の師団を、追加で失います。

例えば、サイの目が4なら2個師団、3な

ら1個師団を失います。サイの目が1なら、

損失師団は無いものと見なします。

9.0  戦略行動
戦略行動とは、独ソ両軍の後方部隊の活

動を表すものです。戦略行動は、自軍の戦

略フェイズで実行します。

9.1  戦闘行動の種類

9.11 ドイツ軍戦略フェイズで行われる戦略

行動は、以下の通りです。

1） 軍集団司令部の受給確認（★）
2） 戦略行動ポイントの集積

3） 戦略予備師団の到着

4） 戦略予備師団の配備（☆）
5） 軍集団司令部の移転（★、☆）
6） 作戦ユニットの補給線確認（★、※1）
7） 戦略補給の実施（☆）
8） 軍集団予備師団の投入

9） 作戦ユニット所属師団の転属

10）極北戦線の戦況判定（★）
（★）＝ソ連側との情報交換あり
（☆）＝戦略行動ポイント（SP）の

消費を伴う

9.12 ソ連軍戦略フェイズで行われる戦略

行動は、以下の通りです。

1） 戦略行動ポイントの集積

2） 方面軍司令部の創設

3） 方面軍司令部の撤退

4） 方面軍司令部の移転と設置（※2）

5） 戦略予備軍の投入（★、☆）

6） 工場群の疎開（☆）
7） 軍の動員

8） 工場群の生産活動

9） 降伏ユニットの判定（★）

10）対独戦時レベルの判定
（★）＝ドイツ側との情報交換あり
（☆）＝戦略行動ポイント（SP）の

消費を伴う

9.2  戦略行動の実行

9.21 戦略行動は、9.1項の手順に従い、

上から順に行います。原則として、ドイツ軍

の戦略フェイズが全て終了した後、ソ連軍

の戦略行動を開始します。

9.22 両プレイヤーが合意すれば、それぞ

れの戦略フェイズを同時に行うことにして

も構いません（プレイ時間が節約できま

す）。ただし、9.12項で示した「※2」の手

順（方面軍司令部の移転と配置）が、9.11

項で示した「※1」の手順（枢軸軍作戦ユ

ニットの補給線確認）より先に行われない

よう、注意してください。

言い換えれば、ドイツ側が「作戦ユニット

の補給線確認」（10.5項）を行った後で、ソ

連側は「方面軍司令部の移転と設置」

（11.4項）の手順を実行します。

9.3  戦略行動の伝達

ドイツ軍戦略行動の1（軍集団司令部の

受給確認）、5（軍集団司令部の移転）、6

（作戦ユニットの補給線確認）、10（極北戦

線の戦況判定）と、ソ連軍戦略行動の5（戦

略予備軍の投入）、9（降伏ユニットの判定）

を行う際、定められた情報のやりとりが行わ

れる可能性があります（これらの項目には

9.11項と9.12項で★印が付いています）。

これら以外の戦略行動については、相手

に内容や結果を伝える必要はありません。

9.4  戦略行動ポイント（SP）

9.41 ドイツ軍戦略行動の2とソ連軍戦

略行動の1において、両軍はそのターン

に使用できる戦略行動ポイント（SP）の集

積を行います。戦略行動ポイントとは、主に

鉄道によって行われる、戦略規模での物資

や人員の輸送能力を表します。

9.42 両軍のSPは、各ターンごとに集積さ

れますが、使わずに残ったSPを、次のター

ンに持ち越すことはできません。

9.43 ドイツ軍戦略行動の4（戦略予備師

団の配備）、5（軍集団司令部の移転）、7

（戦略補給の実施）と、ソ連軍戦略行動の

5（戦略予備軍の投入）、6（工場群の疎

開）を行う際には、定められたSPを消費し

なくてはなりません（これらの項目には9.11

項と9.12項で☆印が付いています）。

これら以外の戦略行動を行う際には、

SPの消費は必要ありません。

9.44 「×個ごとに＃SP消費」という規定を

適用する際には、端数は繰り上げて計算し

ます。例えば、「4個師団ごとに1SPを消費」

する戦略行動を、5個師団が行ったとすれ

ば、2SPを消費する必要があります。

9.5  補給範囲

9.51  補給線

ドイツ軍軍集団司令部駒と、ソ連軍方面

軍司令部駒には「補給範囲」の数値が赤

で印刷されています。司令部駒自身のい

るヘクスから、補給範囲値と同じだけの

OPを消費して到達できるヘクスは、その司

令部の補給範囲であると見なされます。ま
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た、この架空の移動経路のことを「補給線」

と呼びます。

9.52  補給線の制限

補給線設定時の架空のOP消費は、ドイ

ツ軍の場合は歩兵ユニットの消費量を基

準に判定します（ドイツ軍進行表の「作戦

行動ポイント消費量一覧」を参照）。

補給線は、全面海／湖ヘクスサイドや、

敵作戦ユニットおよび戦略駒のいるヘク

ス、敵ZOCのヘクスを通すことはできませ

んが、補給線設定に関しては、自軍作戦

ユニットの存在するヘクスには敵ZOCは及

ばないものと見なすことができます（6.5項

の例外）。

9.53  補給の影響

ユニットの補給状況は、ドイツ軍戦略行

動の6（作戦ユニットの補給線確認）、7

（戦略補給の実施）、8（軍集団予備師団

の投入）、9（作戦ユニット所属師団の転

属）とソ連軍戦略行動の5（戦略予備軍

の投入）、9（降伏ユニットの判定）、および

両軍の作戦ユニットの参加する戦闘（攻撃

と防御の両方）に影響を及ぼします。

9.6  戦略駒の積み重ね（スタック）

9.61 ある時点で1つのヘクスに置ける戦

略駒の数には制限がありません。ただし、

両軍の戦略司令部駒は、専用の移転規

定に従わなくてはなりません（10.4項およ

び11.4項を参照）。

10.0 ドイツ軍の
戦略行動

10.1 軍集団司令部の受給確認

ドイツ軍プレイヤーはまず、各軍集団司令

部から自軍補給源まで通じる鉄道線が保持

されているかどうかを確認します。

10.11 ドイツ軍プレイヤーは、軍集団司令

部駒1個ごとに、次の「3W」をソ連側に伝

えます。

『受給確認・××軍集団・ヘクス＃＃』

「××軍集団」とは受給確認を行う軍集団

名を示し、「ヘクス＃＃」とはその司令部駒

が今いるヘクスの記号を示しています。

10.12 この情報を得たソ連側は、まず該当

する司令部の敵軍表示駒の位置を確認

し、次に該当する司令部からドイツ軍補給

源まで続く鉄道線が、自軍部隊やそのZOC

に遮断されていないかどうか調べます。

ドイツ軍の各軍集団の補給源は、北方＝

ケーニヒスベルク（G16）、中央＝ワル

シャワ（K17）、南方＝ルブリン（M16）の

各ヘクスです（ワルシャワの扱いについて

は13.44項を参照）。

もし鉄道線が通じていれば

『××軍集団・＃ヘクス』

と、通じていなければ

『××軍集団・孤立』

と、「2W」に集約して伝達します。「＃ヘク

ス」とは、受給判定の対象である司令部か

ら補給源までの鉄道線の距離（ヘクス数）

を示しています。

10.13 「＃ヘクス」という情報を得たドイツ

側は、該当する司令部駒を表側にし、受給

状態を示します。また、該当する軍集団の

「輸送距離マーカー」を、ドイツ軍進行表上

の「軍集団集積SP／輸送距離表示欄」上

の、輸送距離に相当する数字のボックスに

置きます。

10.14「孤立」という情報を得たドイツ側は、

該当する司令部の駒を裏返して、孤立状

態を示します。この状態は、次のターンの自

軍戦略フェイズ開始時まで継続します。

10.15 ソ連軍作戦ユニットとそのZOC、お

よびソ連軍戦略駒の存在は、ドイツ軍の受

給確認時に鉄道線を遮断するものと見な

します。枢軸軍の作戦ユニットが、鉄道線

ヘクスに存在しても、そのヘクスに及ぶソ

連軍のZOCを打ち消すことはできません。

10.16 1本の鉄道線は、軍集団1個のみが

使用できます。鉄道線の状況を確認する

ソ連側は、司令部から補給源まで最短距

離で、なおかつ他の軍集団とできるだけ重

ならないような鉄道線を選んで、確認を行

わなくてはなりません。

10.17 もし、どうやっても1本の鉄道線を複

数の軍集団が使用しなければならない場

合、先に受給確認の手続きを行った軍集

団に優先権があるものと判断します。もち

ろん、ソ連側が意図的に（他に選択肢が

存在するのに）こうした事態を引き起こす

ことは許されません。

10.18 司令部駒自身がソ連軍のZOCに

いる軍集団は、10.12項の判定時に、自動

的に孤立状態となります（たとえ味方の作

戦ユニットが同じヘクスにいても）。

10.2  戦略行動ポイントの集積

10.21 プレイヤーは「戦略行動ポイント集

積表」を見て、受給状態の軍集団司令部

1個ごとにサイを振ります。

10.22 次に、表の下にある修正一覧を見

て、サイの目に修正を加えます。この修正

は、10.13項で「輸送距離マーカー」を用

いて記録した、輸送距離のヘクス数を基

準にして判定します。

10.23 修正後のサイの目と、該当する軍

集団名が交差する所にある数字が、その

軍集団がこのターンに集積したSPの総量

です。各軍集団の集積SPは、まず該当す

る軍集団の「輸送距離マーカー」を裏返し

て「集積SPマーカー」の面を上にし、それ

を「軍集団集積SP／輸送距離表示欄」の、

集積SPの総量と同じ数字のボックスに置

き直すことで表示されます。

10.24 司令部が孤立状態にある軍集団

は、SPの集積を一切行えません。言い換

えれば、そのような軍集団司令部は、この

ターンにSPを必要とする戦略行動を全く

行えません。

10.25 集積されたSPは、このターンの戦略

フェイズにのみ有効です。言い換えれば、

使わずに残ったSPを、次のターンに持ち越

すことはできません。

10.3  戦略予備師団

戦略予備師団とは、ドイツ軍の増援部隊を

表すものです。新たな戦略予備師団を受け

取ることを「到着」と呼び、それを各軍集団司

令部に割り当てることを「配備」と呼びます。

10.31  戦略予備師団の到着

ドイツ軍プレイヤーは、ドイツ軍進行表上

の「戦略予備師団到着判定表」を見て、サ

イを振ります。出た目と「月（ターン）」が交

差する所にある数字が、そのターンに到着

した戦略予備師団の数です。到着した戦

略予備師団は「予備師団数表示欄」上の

「戦略予備師団数マーカー」を動かすこと

によって表示されます。

「戦略予備師団数マーカー」は、10の位
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と1の位の2つのマーカーが用意されてい

ることに注意してください。保持できる戦略

予備師団の数には制限がなく、ターンが変

わってもそのまま持ち越して累積すること

ができます。

10.32  戦略予備師団の配備

ドイツ軍プレイヤーはまず、「予備師団数

表示欄」上に示されている戦略予備師団

数を、いずれかの軍集団に配備する師団

の数だけ減らします。

次に、配備される側の軍集団の「軍集

団予備師団数マーカー」を動かし、配備さ

れた師団数だけ増加させます。これで戦

略予備師団の配備は完了です。

1回の戦略フェイズ中に、複数の軍集団

に戦略予備師団を配備することもできま

す。その場合、軍集団ごとに上記の手順を

繰り返します。

10.33 各軍集団が保有する予備師団が

9個を上回った場合、軍集団予備師団数

マーカーを裏返して「+10」の面を上にし

ます。このマーカーが「5」のボックスにある

時、保有予備師団数は「15」と見なします。

各軍集団の保有する予備師団の数は、

ターンが変わってもそのまま持ち越すこと

ができます。

10.34 戦略予備師団の配備を受ける軍

集団は、4個師団の配備を受けるごとに、

軍集団が持つ集積SPの中から、1SPを消

費しなくてはなりません（端数の師団につ

いては9.44項を参照）。SPの消費さえ行う

のであれば、1ターンに何個でも、予備師団

の配備を受けることができます（ただし

10.33項の上限に注意）。

10.35 戦略予備師団を「ルーマニア軍予

備」に配備することはできません（ルーマニ

ア軍予備については10.76項を参照）。

10.4  軍集団司令部の移転

軍集団司令部駒は、鉄道沿いにのみ移動

できます。これを「移転」と呼びます。

10.41 作戦ユニットの移動（7.2項）と同じ

手順で、ドイツ軍プレイヤーが1ヘクスずつ

「3W」を読み上げながら、軍集団司令部

駒の移転を行います。ソ連側は、この司令

部が持つ確認目的のZOC（6.53項）を考

慮しながら、確認された自軍の作戦ユニッ

トの情報を（もしあれば）「2W」に集約して

ドイツ側に伝達します（10.43項に注意）。

10.42 各軍集団司令部駒は、1ターンに

1回のみ移転を行えます。各司令部は、1回

につき最大で3ヘクスまで移転できますが、

1回移転するごと（1ヘクスごとではありませ

ん）に、軍集団が持つ集積SPの中から、

2SPを消費しなくてはなりません。

10.43 移転の途中で（またはプレイ中に）

ソ連軍作戦ユニットと隣接し、そのZOCに

進入してしまったら、その軍集団司令部は

即座に裏返されて孤立状態となり、集積し

ていたSPは全て失われてゼロになります。

10.44 軍集団司令部駒は、同じ軍集団に

所属する作戦ユニットのいるヘクスに移転

することができます。ただし、他の軍集団司

令部駒や、他の軍集団に所属する作戦ユ

ニットのいるヘクスへは、移転できません

（たとえ一時的な通過であっても）。

10.45  軍集団司令部の再建

ソ連軍作戦フェイズ中に破壊されてし

まった（12.1項を参照）軍集団司令部駒

は、移転手順の最後に「再建」することが

できます。

まず、破壊された軍集団司令部駒を裏

返し、該当する軍集団の補給源ヘクスに

置きます。次に、そこから鉄道線沿いに1ヘ

クスずつ、10.41項と同じ手順で「移転」を

行います。

再建の場合は、移転できるヘクス数には

制限がなく、ドイツ軍プレイヤーの望むヘク

スまで、鉄道沿いに進めることができます。

ただし、ソ連軍のZOCに入ってしまったら、

即座に停止しなくてはなりません。

再建や、再建直後の移転を行う際には、

SPの消費は必要ありません。また、再建さ

れた司令部が移転して進む鉄道線が、破

壊される前にいた鉄道線と同じである必要

はありません。

再建された軍集団司令部は、次のター

ンのドイツ軍戦略フェイズで受給状態と

なったら、駒を表面にすることができます。

これ以降、通常の軍集団司令部としての

機能を回復します。

10.46 ドイツ第2軍の登場

ドイツ軍プレイヤーは、毎ターンの自軍戦

略フェイズの「軍集団司令部の移転」手

順の最後に、ドイツ第2軍の作戦ユニットを

地図上に登場させるか否かの判断を行い

ます（13.2項を参照）。

10.5 作戦ユニットの補給線確認

ドイツ軍プレイヤーは、各軍集団司令部か

ら、所属する作戦ユニットまで通じる補給線

が確保されているかどうかを確認します。

この確認は、軍集団ごとに1回ずつ、計3回

行います。

10.51 ドイツ軍プレイヤーはまず、次の

「3W」をソ連側に伝達します。

『補給線確認・××軍集団・＃OP』

「××軍集団」とは、補給線確認を行う軍

集団名を示し、「#OP」とは該当する司令

部のその時点での補給範囲（4または2）

を示しています。

10.52 この情報を得たソ連側は、9.5項を

参照して、該当する軍集団司令部とそこに

所属する各作戦ユニットの間の補給線が、

自軍の作戦ユニットやそのZOC、戦略駒

によって遮断されているか否かを調べま

す。この際、補給線の長さの判定は「ヘク

ス数」ではなく「司令部から作戦ユニットの

いるヘクスまでのOP数」であることに注意

してください。

10.53 もし、所属する軍集団司令部から

の補給線が遮断されている枢軸軍の作戦

ユニットがあれば、その情報を次の「2W」

に集約してドイツ側に伝達します。

『補給途絶・第×軍』

ソ連側は、補給途絶状態にある枢軸軍

の作戦ユニットの数だけ、上記の「2W」を

読み上げます。

10.54 この情報を得たドイツ側はただち

に、該当する作戦ユニットの上に「補給途

絶マーカー」を置いて、その状態を表示し

ます。

10.55 もし、該当する軍集団に所属する

全ての作戦ユニットが、補給線を設定でき

ている場合、ソ連側は次の「2W」をドイツ

側に伝達します。

『××軍集団・補給線確認』

この情報を得たドイツ側は、そのまま次の

手順に進みます。

10.56  所属外補給

軍集団ごとの補給線確認を終了後、ド

イツ側は、1ターンに1個の作戦ユニットの

み、「所属外補給」を行うことができます。

これは、所属する軍集団司令部からの補

給線を設定できなかったユニットに対して、
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別の軍集団司令部からの補給線を設定し

ようという試みです。

10.57 所属外補給を行う場合、ドイツ側は

次の「3W」をソ連側に伝達します。

『所属外補給・第×軍・××軍集団』

「第×軍」とは所属外補給を受ける作戦

ユニットの名称を、「××軍集団」とは所属

外補給を送る軍集団司令部の名称を示し

ています。

10.58 この情報を得たソ連側は、該当す

る2つの駒の間の補給線を確認します。も

し補給線が設定可能であれば

『所属外補給・成功』

と、設定不可能であれば

『所属外補給・不成功』

と、「2W」に集約して伝達します。

10.59 所属外補給が成功した場合、ドイ

ツ側は該当する作戦ユニットと軍集団司

令部駒の上に「所属外補給マーカー」を

置きます。そして、所属外補給を受ける作

戦ユニットから、「補給途絶マーカー」を取

り除きます。

10.6  戦略補給の実施

この時点で「補給途絶マーカー」のない枢

軸軍の作戦ユニットは、所属する軍集団司令

部から、戦略補給を受けることができます（例

外: 10.62項）。

10.61 各軍集団司令部が、所属する作戦

ユニットに戦略補給を送るためには、定め

られたSPを消費する必要があります。

戦略補給を受ける歩兵軍（ドイツ軍、ルー

マニア軍とも）1ユニットにつき1SP、装甲

軍1ユニットにつき3SPを消費します。

10.62 「所属外補給マーカー」が置かれ

ている作戦ユニットは、所属する軍集団司

令部からは戦略補給を受けられませんが、

同じく「所属外補給マーカー」が置かれて

いる軍集団司令部から、戦略補給を受け

ることができます。この際の消費SPも、

10.61項と同じです。

10.63 ここで戦略補給を受けられなかっ

た作戦ユニット（補給途絶マーカーのある

ユニットも含む）は、即座に駒を裏返されて、

作戦行動能力が低下します。

駒を裏返された状態の枢軸軍の作戦

ユニットは「補給不足状態」にあると見なさ

れます。

補給不足状態は、次のターンの自軍戦

略フェイズまで継続します。ただし、ある作

戦ユニットが補給不足状態となったターン

が複数回続いても、追加のペナルティはあ

りません。

10.7  軍集団予備師団の投入

各軍集団司令部は、自身の保有する予備

師団を、所属する作戦ユニットに割り当てるこ

とができます。これを「投入」と呼びます。

10.71 プレイヤーはまず「予備師団数表

示欄」上の「軍集団予備師団数マーカー」

で表示されている、その軍集団の予備師

団数を、投入する師団の数だけ減らしま

す。次に「保有師団数表示欄」上の、投入

を受ける作戦ユニットの「保有師団数マー

カー」を、投入された師団の数だけ増やし

ます。これで完了です。

10.72 「補給途絶マーカー」が置かれて

いる作戦ユニットは、軍集団予備師団の投

入を受けられません。

また、ドイツ南方軍集団司令部は、所属

するルーマニア軍の作戦ユニットに対し

て、軍集団予備師団の投入を行えません。

いかなる場合においても、異なる軍集団

の作戦ユニットに対して、軍集団予備師団

を投入することはできません。

10.73  装甲軍への投入

装甲軍ユニットに対して、軍集団予備師

団の投入を行う場合、予備師団2個が、装

甲軍の1個師団に相当するものと見なしま

す。例えば、装甲軍の保有師団数を2個師

団分増加させたいなら、軍集団予備の4個

師団を投入しなくてはなりません。

10.74  最低師団数の維持

もし、この手順を実行する時点で、保有

師団数が6個に満たない作戦ユニットが存

在するなら、そのような作戦ユニットに優先

的に軍集団予備師団を投入して、6個師

団以上を保有する状態を保たなくてはなり

ません。

10.75 各軍集団司令部が、1ターンに投入

できる予備師団の数には、制限がありませ

ん。また、軍集団予備師団を作戦ユニット

に投入する際には、SPの消費は必要あり

ません。

10.76 ルーマニア軍予備

ドイツ軍プレイヤーは、ルーマニア軍に関

して、以下の増援規定を適用しなくてはな

りません。

10.77 ルーマニア軍は、ゲーム開始時に

9個師団の予備を持っています。これを

「ルーマニア予備師団」と呼びます。

ルーマニア予備師団の数は、ドイツ軍進

行表上の「予備師団数表示欄」上の「ルー

マニア軍予備師団マーカー」で表示されま

すが、ゲーム中に増えることはありません。

10.78 ルーマニア予備師団の投入は、

10.71項と同様に行いますが、次の3つの

制限全てを満たさなくてはなりません。

1）1ターンに投入できるのは、2個師団ま

でです。

2）ルーマニア予備師団の投入を受けら

れるのは、「補給途絶マーカー」が置か

れていないルーマニア歩兵軍のユニット

だけです。

3）南方軍集団司令部が孤立状態にあ

る場合、ルーマニア予備師団の投入は

行えません。

10.8  作戦ユニット所属師団の
転属

同じ軍集団に所属する同国籍の作戦ユ

ニット同士は、保有師団のやりとりを行うこと

ができます。これを「転属」と呼びます。

異なる軍集団に所属する作戦ユニットの

間では、師団の転属は行えません。また、ドイ

ツ軍はドイツ軍ユニット同士、ルーマニア軍は

ルーマニア軍ユニット同士でしか、師団の転

属を行えません。

10.81 プレイヤーは「保有師団数表示欄」

上で、転属を送る作戦ユニットと受ける作

戦ユニットの「保有師団数マーカー」を随

時動かすことによって、師団の転属を行い

ます。

10.82 各作戦ユニットは、一度に15個まで

の師団を保有することができます。この

制限は、毎ターンの転属手順終了時に

チェックします。

10.83 各作戦ユニットは常に、6個師団以

上を保有していなくてはなりません。もし保

有師団数が6個未満の作戦ユニットがあ

れば、ドイツ軍プレイヤーは師団の投入や

転属を行って、可能な限り6個師団以上の

状態を保つようにしなくてはなりません。

10.84 装甲軍に所属する1個師団は、歩

兵軍に所属する2個師団に相当するもの

として、師団の転属を行います。

10.85 1ターンに転属を行える師団の数

には制限がありません。

ただし、「補給途絶マーカー」が置かれ

ている作戦ユニットは、転属師団を送るこ
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とも受けることもできません。

10.86  予備師団の抽出

ドイツ軍は、転属と同じ手順で、作戦ユ

ニットの所属師団を、軍集団予備に引き戻

すことができます。これを「抽出」と呼びま

す。装甲軍ユニットから抽出される1個師

団は、軍集団予備の2個師団に相当する

と見なすことができます（10.73項の逆）。

ただし、10.33項と10.83項の規定は守ら

なくてはなりません。

10.9  極北戦線の戦況判定

ここでは、ムルマンスクとカンダラクシャ両方

面でのドイツ軍の作戦（銀狐作戦）の進展状

況を判定します。

10.91 地図上の「極北戦線戦況表示欄」

には「白狐作戦／ムルマンスク方面」と

「北極狐作戦／カンダラクシャ方面」の2つ

の欄があり、それぞれ専用の「ドイツ軍極

北部隊駒」を1個ずつ持ちます。また、各表

示欄の枠には「エリアナンバー」が記され

ていることに注意してください。

なお、「極北戦線戦況表示欄」にはソ連

軍のユニットは配置されません。

10.92 極北戦線の戦況は、以下の方法で

判定されます。

1）まず、極北部隊駒1個ごとにサイを振

ります。

2）次に、その駒が現在いるボックスと、そ

の次のボックスの間にある、緑色の矢印

に記された数字を見ます。

3）もしサイの目が、そこに記されている

数字の範囲内であれば、その部隊駒を

1マス進めることができます。

4）もしサイの目が、そこに記されている

数字の範囲より大きければ、その部隊駒

は同じマスに留めておかれます。

10.93 この戦況判定は、毎ターンに各表

示欄ごとに1回ずつ、計2回行います。

10.94 ドイツ側が判定した極北戦線の戦

況は、ただちにソ連側にも伝達されます。そ

の情報は、次の「3W」に集約して伝達し

ます。

『××方面・○○軍団・エリア＃』

「××方面」とは表示欄の名称（白狐作

戦は「ムルマンスク方面」、北極狐作戦は

「カンダラクシャ方面」）を、「エリア＃」とは該

当する部隊駒が前進後に占めているボッ

クスの番号を示しています。

10.95 この情報を得たソ連側は、ただちに

該当する表示欄上の、該当する部隊駒を

確認し、伝えられたエリアナンバーのボック

スに進めます。

10.96 6月のターンには、「北極狐作戦／

カンダラクシャ方面」の戦況判定は行いま

せん（「白狐作戦／ムルマンスク方面」の戦

況判定のみを行います）。それ以外のター

ンには、両方面の戦況判定を行います。

10.97 以上で、ドイツ軍の戦略行動は完

了します。

ドイツ軍戦略フェイズの終了時に、枢軸

軍の作戦ユニットに置かれている「補給途

絶マーカー」を全て取り除きます。

11.0 ソ連軍の
戦略行動

11.1  戦略行動ポイント
（SP）の集積

ソ連軍プレイヤーは、まずサイを振り、ソ連

軍進行表上の「戦略行動ポイント集積表」の

下にある修正を（もし該当すれば）適用しま

す。次に、修正後のサイの目を、同集積表に

当てはめます。サイの目の下にある数字が、

そのターンに集積されたSPの総量です。

集積されたSPは、ソ連軍進行表上の「集

積SP／工場疎開数表示欄」上の「集積SP

マーカー」を該当する数字のボックスに動か

して表示します。集積されたSPは、このター

ンの戦略フェイズにのみ有効です。言い換え

れば、使わずに残ったSPを、次のターンに持

ち越すことはできません。

11.2  方面軍司令部の創設

11.21 ソ連軍プレイヤーは、地図上に存在

するソ連軍作戦ユニット（戦略予備ボック

ス内にいるユニットや、敵に包囲されている

ユニットも含む）の数を合計します。次に、

その数をソ連軍進行表上の「方面軍司令

部創設表」に当てはめます。作戦ユニット

（軍）の合計数の下にある数字が、その時

点での「許容司令部数」です。

11.22 もし、その時点で地図上に存在し

ている方面軍司令部駒（戦略予備ボック

スにいるものも含む）の合計数が、許容司

令部数と同じか、それより多い場合は、新

たな方面軍司令部駒を創設することはで

きません。

11.23 もし、方面軍司令部の合計数が、

許容司令部数よりも少なければ、足りない

分だけの個数の方面軍司令部駒を創出

することができます。

11.24 創設された方面軍司令部は、ただ

ちに地図上の「戦略予備ボックス」に移さ

れます。

11.3  方面軍司令部の撤退

11.31 プレイヤーは、この時点で地図上

（戦略予備ボックスは除く）に存在する方面

軍司令部駒を、戦略予備ボックスに移すこ

とができます。これを「撤退」と呼びます。

11.32 司令部駒を撤退させるには、ただ

単にその駒を地図上から取り除き、戦略予

備ボックスに置き直せば完了です。

11.33 1ターンに撤退させることのできる方

面軍司令部の数には制限がなく、また撤

退した方面軍司令部は、同じターンのソ連

軍戦略フェイズの「方面軍司令部の移転

と設置」で、すぐに地図上に復帰できます

（11.43項を参照）。

地図北端や東端まで通じる鉄道線のヘ

クスにいない方面軍司令部は、受給状態

（12.4項を参照）になければ、地図上に存

在している意味がなくなります。従って、こ

のような（孤立した）方面軍司令部は、特

別な理由（重要な鉄道線を遮断している

など）がない限り、いったん撤退させてすぐ

に別の場所へ設置した方が得策です。

11.4  方面軍司令部の
移転と設置

地図上にあるソ連軍方面軍司令部駒は、

鉄道線沿いにのみ移動できます。この移動を

「移転」と呼びます。

11.41 方面軍司令部は、1回に何ヘクス

でも移転でき、SPの消費も必要ありません。

ただし、鉄道線が繋がっていない隣接ヘク

スへは、移転することができません。

11.42 敵作戦ユニットのZOCにいる方面

軍司令部は、敵ZOCでない隣接ヘクスへ

と、鉄道線沿いに移転できます（そこから

さらに移転を継続してもかまいません）。

移転中の方面軍司令部が、敵ZOCに

進入したり、敵軍表示駒や他の方面軍司

令部のいるヘクスへと移転することはでき

ません。また、既に枢軸軍に占領された大

都市ヘクスには、ソ連軍作戦ユニットがそ

こに進入して「大都市失陥マーカー」を除

去するまでは、移転することはできません。

ただし、ソ連軍の作戦ユニットや、方面

軍司令部以外の戦略駒がいるヘクスは、

自由に進入・通過することができます。
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11.43 移転の手順を終了後、続いてソ連

軍プレイヤーは、戦略予備ボックス内にあ

る方面軍司令部駒を地図内に投入するこ

とができます。これを「設置」と呼びます。

11.44 設置される司令部駒は、次の制限

の範囲内にあるいずれかの鉄道線ヘクス

に置かれます。

1）敵軍表示駒（軍集団司令部も含む）

から2ヘクス以内には設置できません。

2）地図東端または北端までの鉄道線が、

敵部隊ないし敵ZOCによって遮断され

ているヘクスへは、設置できません。この

場合、ソ連軍の作戦ユニットが存在して

も、敵ZOCの効果は打ち消されません。

3）既に他の方面軍司令部のいるヘクス

には、設置できません。

4）枢軸軍に占領されている（「失陥マー

カー」が置かれている）大都市や資源

産出地ヘクスにも、設置できません。

11.45 1ターンに移転や設置を行える方面

軍司令部駒の数には、制限はありません。

11.5  戦略予備軍の投入

ソ連軍プレイヤーは、戦略予備ボックス内

にある作戦ユニットを、地図上に登場させる

ことができます。これを「投入」と呼びます。

11.51 1ターンに投入できる軍ユニットの数

には、制限はありませんが、3個軍を投入す

るごとに1SPを消費しなくてはなりません。

11.52 投入される作戦ユニットは、以下の

制限の範囲内にある、地図上の方面軍司

令部の補給範囲内のヘクスに置くことが

できます。

1）受給状態にない方面軍司令部の補

給範囲内には、投入できません（12.44

項）。

2）敵軍表示駒（軍集団司令部も含む）

に隣接するヘクスには、投入できません。

ただし例外として、モスクワおよびその

隣接ヘクスであれば、敵ZOCであっても

（投入の瞬間に受給状態の方面軍司

令部の補給範囲内であれば）投入する

ことができます。

3）他の作戦ユニットが既に存在するヘ

クスや、ソ連国外のヘクスには、投入で

きません。

11.53  戦略予備の持ち越し

この手順終了後に戦略予備ボックスに

残っている方面軍司令部駒と作戦ユニッ

トは、そのまま次のターンへと持ち越すこと

ができます。言い換えれば、戦略予備ボッ

クス内にある方面軍司令部駒や作戦ユ

ニットの全てを、このターンに投入する必要

はありません。

11.6  工場群の疎開

ソ連西部地域にある工業施設の稼働を停

止させ、東方に疎開させるタイミングは、ソ連

邦の戦争遂行能力に大きな影響を及ぼした

ものと考えられます。

11.61  工場疎開の手順

ソ連軍プレイヤーはまず、解体状態（11.63

項）にある工場群駒を、東方へ疎開させる

ことができます。その工場群のある大都市

ヘクスから、地図東端までの鉄道線が遮

断されずに保持されていれば、疎開させる

ことができます（鉄道線の判定については

12.44項を参照）。

工場群を疎開させるには、まず疎開した

工場群駒を地図上から取り除き、次に「集

積SP／工場疎開数表示欄」上の「疎開

マーカー」を、疎開工場の数だけ移動させ

ます。これで完了です。

11.62  工場疎開に伴うSPの消費

1ターンに疎開させることができる工場群

の数には制限がありませんが、工場群駒

1個を疎開させるごとに1SPを消費しなく

てはなりません。

11.63  工場群の解体

工場群を疎開させるためには、まず稼働

を停止して「解体」しておかなくてはなりま

せん。ソ連軍プレイヤーは、疎開手順の終

了後、続いて地図上の工場群の解体を行

うことができます。

工場群を解体するには、単にその駒を

裏返して「解体」面を上にするだけです。

SPの消費は必要ありません。また、1ターン

に解体できる工場群駒の数には、制限が

ありません。

11.64 敵作戦ユニットのZOCにいる工場

群は、疎開や解体を行えません。また、疎

開した工場群駒を地図上に戻したり、解体

した工場群を再び表（稼働状態）に戻す

ことはできません。

11.65 ソ連政府の疎開

モスクワ（ヘクスI3）に配置されているソ

連政府駒は、既に解体された工場群駒と

同様の手順で、地図外（ヴォルガ川沿岸の

クイブィシェフ）に疎開させることができま

す。ソ連政府駒の疎開には、1SPの消費

が必要とされ、ただちに「戦略予備ボック

ス」に移されます。

一度疎開したソ連政府駒は、二度と地

図内に復帰することができません。なお、ソ

連政府が地図外に疎開すると、戦略行動

ポイントの集積判定時に不利な修正を適

用されます（ソ連軍進行表を参照）。

11.7  軍の動員

ソ連全土の軍管区における軍の動員は、

ソ連軍増強の基礎となる手順です。

11.71 ソ連軍プレイヤーは、ソ連軍進行表

上の「ソ連軍動員判定表」を見てサイを振

り、表の下にある修正一覧を見て、サイの

目に修正を加えます。

修正後のサイの目と、「月（ターン）」が

交差する所にある数字が、そのターンに動

員された軍ユニットの数です。動員された

軍ユニットは、ただちに戦略予備ボックスに

入れられます。

11.72 修正の「4ヘクスごとに」「6ヘクスご

とに」という項目を適用する場合も、9.44

項の場合と同じく、端数を繰り上げて計算

します。陥落した大都市や資源産出地を

示すため、敵軍表示駒が進入した該当

ヘクスに「大都市失陥マーカー」または

「資源産出地失陥マーカー」を置きます。

11.73 動員によって登場する軍ユニット

は、全て駒の数値が「1/2」の各科統合軍

です。打撃軍（2/2）のユニットを使用する

ことはできません（11.74項を参照）。

11.74  打撃軍

ソ連軍プレイヤーは、通常の動員に加え

て、追加の「増援」ユニットを受け取ります。

この増援ユニットは、駒の数値が「2/2」の

打撃軍で、サイの目によって判定した通常

の動員ユニットに追加して、以下のターン

に自動的に受け取ります。

10月　3個打撃軍

11月　1個打撃軍

追加増援の打撃軍ユニットも、ただちに

戦略予備ボックスに入れられます。

11.75 最終ターン（1942年1月）には、ソ連

軍プレイヤーは軍の動員を行いません。

11.8  工場群の生産活動

地図上で稼働状態にある工場群駒の数

に応じて、ソ連軍プレイヤーは追加の作戦ユ

ニットを受け取ります。

11.81 ソ連軍プレイヤーは、まず地図上で

稼働状態にある（つまり解体されていない）

工場群駒の数を計算し、その数字に「ウラ
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ル機械工場群」の工場数を示す「12」

（ソ連奥地のウラル山脈一帯に存在する

工業地帯で、戦略予備ボックスに印刷され

ています）を加算します。

次に、ソ連軍進行表上の「ソ連軍追加

動員判定表」を見て、サイを振ります。出た

目と、稼働状態の工場群の数が交差する

所にある数字が、そのターンに受け取るこ

とのできる追加動員の軍ユニットの数で

す。追加動員の軍ユニットも、ただちに戦

略予備ボックスに入れられます。

11.82 敵ZOCのヘクスにいる工場群駒

や、地図北端ないし東端まで鉄道線を設

定できない（敵に包囲されている）工場群

も、この追加動員のための計算に含めるこ

とができます。

11.83 最終ターン（1942年1月）には、ソ連

軍プレイヤーは追加動員を行いません。

11.9  降伏ユニットの判定

この時点で敵作戦ユニットのZOCにおり、

なおかつ受給状態の方面軍司令部（12.44

項）または枢軸軍にまだ占領されていない港

湾ヘクスまで、長さ無制限の「連絡線」（11.95

項）を設定できないソ連軍の作戦ユニットは、

ここで降伏してしまう可能性があります。

11.91 ソ連軍プレイヤーはまず、上の条件

に該当する作戦ユニット1個ごとにサイを

振ります。

そのユニットのいるヘクスが、森林、湿地、

高地、小都市、陣地であれば、サイの目か

ら1を引くことができます。これらの地形の

複数が該当するヘクスでも、サイの目修正

は「－1」のみです。

11.92 次に、修正後のサイの目と、その時

点での対独戦時レベルを比較します。

サイの目が対独戦時レベルと同じか、そ

れより小さければ、何も起こりません。もし、

サイの目が対独戦時レベルよりも大きけれ

ば、その作戦ユニットは即座に降伏します。

11.93 降伏したソ連軍作戦ユニットは、た

だちに地図上から除去されます。敵ZOC

内にいるソ連軍作戦ユニットが除去された

なら、ソ連軍プレイヤーは8.27項に従って、

ドイツ側にその情報を伝達します。

11.94 大都市ヘクスや要塞駒と同じヘク

スにいるソ連軍作戦ユニットは、降伏判定

を行う必要はありません（その状態にある

限り、降伏しません）。

11.95 降伏判定の際の「連絡線」は、枢

軸軍ユニットの存在するヘクスや、ソ連軍

ユニットないし駒の存在しない敵ZOCのヘ

クス、および全面海／湖ヘクスサイドを越

えて引くことはできません。

ただし、ソ連軍の作戦ユニットや戦略駒

の存在するヘクスは、敵ZOCが及んでい

ても、連絡線の設定に使用できます。

11.10  対独戦時レベル

対独戦時レベルとは、奇襲によって崩壊し

たソ連軍の組織再建、侵略軍に対するソ連

邦諸国民の戦意上昇、各部隊の戦闘継続

能力の向上等を表す概念です。

11.101 プレイヤーはまず、ソ連軍進行表

上の「対独戦時レベル判定表」を見て、サ

イを振ります。次に、表の下にある修正一

覧を見て、サイの目に修正を加えます。疎

開工場群の修正は、その数が6個を超える

ごとに適用されます（端数は繰り上げられ

ません）。

11.102 修正後のサイの目と「月」が交差

する所にある数字が、翌月の「対独戦時レ

ベル」です。対独戦時レベルは「対独戦時

レベル表示欄」上の該当する数字のボッ

クスに「対独戦時レベルマーカー」を置い

て表示します。

11.103 対独戦時レベルの判定は、毎

ターン独立した形で行います。例えば、

あるターンに対独戦時レベルが「2」であっ

ても、判定の結果次第では、次のターンの

対独戦時レベルが「1」に低下することも起

こり得ます。

11.104 対独戦時レベルの判定後、地図

上の「ツァプセ」ボックス（7.54項を参照）

に置かれているソ連軍作戦ユニット（もし

あれば）を、戦略予備ボックスに移動させ

て、ソ連軍の戦略行動は完了します。

11.105 敵軍表示駒の確認

各ターンのソ連軍戦略フェイズが終了し

たら、ドイツ軍プレイヤーは、ドイツ軍用地図

上に存在する敵軍表示駒のヘクス番号を

読み上げます。

ソ連軍プレイヤーは、それらの情報が間

違っていないか、枢軸軍ユニットに隣接し

ているソ連軍作戦ユニットの漏れがないか

を確認し、もし不備があれば、ソ連軍プレイ

ヤーは8.27項に従って、ドイツ側にその情

報を伝達します。

11.106 ターンの更新

敵軍表示駒の確認が終了したら、ソ連

軍プレイヤーは、その旨をドイツ側に伝えて、

「ゲームターン表示欄」上の「ターン（月）

マーカー」を1マス進めます。

1942年1月ターン（第8ターン）のソ連軍

戦略フェイズが完了したら、ゲームは終了

し、お互いの地図と進行表を相手に公開

して、14.0項に従いゲームの勝敗を判定

します。

12.0  戦略駒
以下は、両軍の戦略駒に関する特別ルー

ルです。

12.1  戦略駒の破壊

戦略駒は、作戦フェイズ中に発生する戦闘

結果の影響を一切受けません。しかし、同じ

ヘクスに味方の作戦ユニットがおらず、敵の作

戦ユニットがそのヘクスに進入してきた場合、

その瞬間に、該当ヘクス内にある全ての戦略

駒は破壊され、地図上から除去されます。

12.11 ドイツ軍の軍集団司令部駒は、自

身も戦略駒ですが、軍集団司令部の移転

（10.4項）を行う際、例外的に、ソ連軍の戦

略駒のみがいるヘクスへと（そうと知らず

に）進入して、それを破壊する能力を持ち

ます。ソ連軍の戦略駒がいるヘクスへと進

入しても、ドイツ軍の軍集団司令部駒には

影響ありません。

12.12 ソ連軍の作戦ユニットが、ドイツ軍

の軍集団司令部駒のいるヘクスに進入し

て、これを破壊した場合、その軍集団が保

有していた予備師団は、ただちに戦略予

備へと戻されます（破壊はされません）。

12.13 破壊された両軍の司令部駒は、そ

れぞれ10.45項と11.2項に従って、ゲーム

に再登場することができます。これ以外の

戦略駒は、いったん破壊されたら、二度と

ゲームには復帰できません。

12.2  戦略駒の確認

ドイツ側は、ソ連側の戦略駒の状況を確認

することができません。つまりソ連側は、自軍の

戦略駒の位置や、それが破壊されたか否か

の情報を、ドイツ側に伝える義務がありません。

12.3  制空範囲

枢軸軍の作戦ユニットは、攻撃を行う際、

所属する軍集団司令部の制空範囲内のヘ

クスにいなければ、戦闘力を算出する際に不

利な修正が適用されます（8.22項を参照）。

12.31 制空範囲は、補給範囲の場合とは

異なり、地形は一切関係なく、単純に司令
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部からの最短距離でのヘクス数で判定さ

れます。全面海／湖ヘクスサイドや「敵軍

表示駒」のあるヘクスを通過してもかまい

ません。

12.32 天候が「降雪」のターンには、軍集

団司令部の制空範囲はゼロになります（司

令部自身のいるヘクスも範囲外と見なされ

ます）。言い換えれば、「降雪」ターンに行

われる戦闘においては、枢軸軍ユニットは

攻撃の場合も防御の場合も、常に「制空範

囲外」の修正が適用されます。

12.4 ソ連方面軍司令部

12.41 ソ連軍の作戦ユニットが防御を行

う瞬間（枢軸軍の攻撃を受けた瞬間）に、

受給状態（12.44項）の方面軍司令部の

補給範囲内にいなければ、戦闘解決の際

に不利な修正が適用されます（ソ連軍進

行表上の「防御戦闘解決表」を参照）。

12.42 ソ連軍作戦フェイズの開始時に、受

給状態にある方面軍司令部の補給範囲内

にいないソ連軍の作戦ユニットは、西方向

への移動を行えません（7.34項を参照）。

12.43 ソ連軍の作戦ユニットが攻撃を実

行するためには、攻撃実行の瞬間（作戦

フェイズ開始時ではないことに注意）に、受

給状態にある方面軍司令部の補給範囲

にいなければなりません（8.31項を参照）。

12.44 方面軍司令部が受給状態にある

ためには、自身のいるヘクスから地図東端

または北端まで続く鉄道線が、「敵軍表示

駒」や敵作戦ユニットのZOCに遮断され

ずに、保持されていなくてはなりません。こ

の場合、ソ連軍の作戦ユニットの存在は、

敵ZOCの効果を打ち消しません。

12.45 受給状態判定の際は、1本の鉄道

線を複数の方面軍司令部駒が使用しても

かまいません（10.16項に規定された、ドイツ

軍軍集団司令部の場合とは異なります）。

12.5  防御施設駒

12.51 ソ連軍プレイヤーは、ゲーム開始時

に防御施設駒（陣地駒と要塞駒）を与えら

れています。これらの駒は、指定されたヘ

クスに配置され、ゲーム中には一切の移動

を行えません。

12.52 配置された戦略駒が、破壊（12.1

項）によって除去されたなら、もはやそのヘ

クスは陣地／要塞とは見なされず、陣地や

要塞による特典（降伏判定の修正や、退

却の免除など）も全て失われます。

12.6  独裁者駒

12.61 イョシフ・スターリン駒

スターリン駒は「脱出」を行う場合を除

いて、モスクワ（ヘクスI3）を離れることがで

きません。

もし、ソ連軍作戦ユニットがいない状態

で、枢軸軍のZOCがモスクワのヘクスに及

ぶ状況となった時、スターリン駒は「脱出」

の判定を行わなくてはなりません。

ソ連軍プレイヤーは、サイを振り、出た目

が1～5なら脱出に成功したものと見なし、

即座にスターリン駒を「戦略予備ボックス」

に移動させます。出た目が6なら、スターリ

ンは死亡または枢軸軍によって捕らえられ

たと見なされ、ゲームから除外されます。

いったん戦略予備ボックスに脱出したス

ターリン駒は、二度と地図上に復帰するこ

とができません。

12.62 アドルフ・ヒトラー駒

ヒトラー駒は、ゲームの雰囲気を高める

ための小道具として含まれており、ゲーム

には何の効果も及ぼしません。

13.0  特別ルール
以下のルールは、ゲーム中限定的に適用

される特別ルールです。

13.1  奇襲

ゲームの第1ターン（6月）のドイツ軍作戦

フェイズ（3回とも）において、枢軸軍ユニット

は地図上の大河ヘクスサイドを全て無視し

て（平地と見なして）作戦行動を行えます。

13.2 ドイツ第2軍

ドイツ軍プレイヤーは、毎ターンの戦略フェ

イズの「軍集団司令部の移転」手順が終了

した時点で、新しく「第2軍」のユニットを登

場させるか否かの決定を行います。

第2軍の投入を決定したターンには、「作戦

ユニットの補給線確認」を行う前に、以下の

手続きを行います。

13.21  まず、その時点での戦略予備師団

から、第2軍に割り当てる師団の数を決定

します。第2軍の保有師団数は「保有師団

数表示欄」上の第2軍の「保有師団数

マーカー」で表示し、それと共に第2軍に割

り当てた師団数を、戦略予備師団から減

らします。

13.22 第2軍には、6～15個の師団を割り

当てることができます（5個師団未満や16

個師団以上は割り当てられません）。この

際、4個師団を割り当てるごとに1SPを、

中央軍集団の集積SPから差し引かなくて

はなりません（端数の処理については9.44

項を参照）。

13.23 そして、ドイツ軍プレイヤーは、第2軍

の作戦ユニットを、中央軍集団司令部のい

るヘクスか、それに隣接するいずれかのヘ

クスに置き、その情報を次の「3W」に集約

してソ連側に伝達します。

『増援・第2軍・ヘクス＃＃』

「ヘクス＃＃」とは、第2軍の置かれたヘク

スを示しています。

13.24 この情報を得たソ連側は、該当す

るヘクスに第2軍の「敵軍表示駒」を置き

ます。それと共に、7.2項と同様、確認部隊

の情報を伝達します。

13.25  ドイツ側は、ソ連側からの情報をも

とに、「敵軍表示駒」を（もしあれば）第2軍

の隣接ヘクスに配置します。以上で、第2

軍の登場の手続きは完了です。これ以降、

第2軍は他の枢軸軍作戦ユニットと同様の

扱いを受けるものとします。

13.3  降雨

天候が「降雨」のターンには、ソ連軍第1作

戦フェイズとドイツ軍第3作戦フェイズの手

順を省略してプレイします。

つまり、ドイツ軍第1作戦フェイズと第2作戦

フェイズ、そしてソ連軍第2作戦フェイズのみ

をプレイします（ソ連軍の作戦フェイズが1回

だけなのに「第2」となっているのは、使用で

きる作戦行動ポイントが、スラッシュの右側の

数字だからです）。

13.4  特殊な地形

13.41 ケルチ海峡

ヘクスX5とY5の間にあるヘクスサイド

は、クリミアとタマン半島を結ぶ「ケルチ海

峡ヘクスサイド」です。

枢軸軍の補給線設定と、装甲軍の移動

およびZOCに関しては、このヘクスサイドは

「全面海／湖ヘクスサイド」と見なします。

これ以外に関しては、「大河ヘクスサイド」

と見なします。

13.42  除外領土

地色が濃く印刷されている陸地（ヘクス

B11の島側など）は、まったく存在しないも

のと見なされ、ゲームからは完全に除外し
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て考えます。また、通常の陸地と除外領土

を繋ぐヘクスサイドは「全面海／湖ヘクス

サイド」と見なします。

13.43  チョンガル半島の大鉄橋

ヘクスW7とV6の間の全面海／湖ヘク

スサイドには、陸地は通じておらず、鉄道線

のみが通じているものと見なします。

ドイツ軍軍集団司令部駒は、このヘクス

サイドを越えて（鉄道沿いに）移転すること

はできませんが、それ以外に関しては、両

軍とも、通常の鉄道線として利用すること

ができます。

13.44 ワルシャワ

ヘクスK16の西には、ヘクスK17という仮

想のヘクス（ワルシャワ）が存在するものと

見なして、鉄道線の長さの計算（10.1項）

などを行います。ただし、作戦ユニットや戦

略駒を、ワルシャワのヘクスに進入させるこ

とはできません。

14.0  勝敗の判定
このゲームの勝敗は、政治・軍事・経済の

各分野ごとに、別々に判定されます。各分野

における勝敗は、両軍の獲得した政治・軍

事・経済の各ポイントを基準に判定します。

14.1  政治ポイント

政治面における勝敗は、ドイツ軍プレイヤー

の得た政治ポイント（PP）の合計によって判

定されます。

14.11 ドイツ軍は、ゲーム終了時に占領／

制圧している都市によって、以下のPPを得

ます。

占領とは、そのヘクスに最後に入った作

戦ユニットが枢軸軍である場合を指し、制

圧とはゲーム終了時に枢軸軍作戦ユニッ

トのZOCが及んでいる状態を指します。占

領の判定には、作戦ユニットのZOCは影

響しません。

都市名 占領 制圧

モスクワ（I3） 10 4
レニングラード（A7） 8 3
キエフ（P9） 5 2
セヴァストポリ（Y9） 8 3
オデッサ（V10） 3 1
ロストフ（V2） 3 1
ヴォロネジ（O1） 3 1

14.12 ゲーム終了時に、スターリン駒が戦

略予備ボックス内にいる場合、ドイツ軍プレ

イヤーは10PPを得ます。

14.13 ゲーム終了時に、スターリン駒が除

去されている場合、ドイツ軍プレイヤーは

20PPを得ます。

14.14 ゲーム終了時に、ソ連政府駒が破

壊されている場合、ドイツ軍プレイヤーは

5PPを得ます。

14.15  勝敗判定

ドイツ軍のPP合計 結果

26以上 ドイツ軍政治的勝利

20～25 引き分け

19以下 ソ連軍政治的勝利

14.2  軍事ポイント

軍事面における勝敗は、ドイツ軍プレイヤー

の得た軍事ポイント（MP）の合計によって判

定されます。

14.21 ゲーム終了時に、モスクワ（I3）の

ヘクスに方面軍司令部以外の戦略駒が

1つも存在しなければ、ドイツ軍プレイヤー

は20VPを得ます。

14.22 ゲーム終了時に、レニングラード

（A7）のヘクスに方面軍司令部以外の戦

略駒が1つも存在しなければ、ドイツ軍プレ

イヤーは15VPを得ます。

14.23 ゲーム終了時に、ヘクスの番号が

1桁のヘクスにいて、なおかつ補給を受け

ている状態の枢軸軍作戦ユニット1個ごと

に、ドイツ軍プレイヤーは、10からヘクス番

号を引いた数字に等しいVPを得ます。

例えば、ヘクスJ5とK8にそれぞれ補給

下の装甲軍がいる場合、前者は5VP、後

者は2VPを獲得します。

14.24 ゲーム終了時に、保有師団数が

8個に満たない枢軸軍作戦ユニットがあれ

ば、ドイツ軍プレイヤーは該当ユニット1個に

つき、5MPを差し引きます。

14.25 ゲーム終了時に、補給途絶マー

カーが置かれている枢軸軍作戦ユニット

があれば、ドイツ軍プレイヤーは該当ユ

ニット1個につき、3MPを差し引きます。

14.26  勝敗判定

ドイツ軍のMP合計 結果

41以上 ドイツ軍軍事的勝利

26～40 引き分け

25以下 ソ連軍軍事的勝利

14.3  経済ポイント

経済面における勝敗は、両軍の得た経済

ポイント（EP）の合計によって判定されます。

14.31 ゲーム終了時に、地図上で稼働状

態にある工場群駒1個ごとに、ソ連軍は

1EPを得ます。この判定の際には、地図東

端までの鉄道線が設定できなくてもかまい

ません。ただし、駒として存在しないウラル

機械工場群は、計算から除外します。

14.32 ゲーム終了時に、疎開している工場

群駒1個ごとに、ソ連軍は2EPを得ます。

14.33 ゲーム終了時に、ムルマンスクとカ

ンダラクシャ（共にエリアナンバー5）の両

方をソ連軍が保持していれば（つまりどち

らか一方または両方でドイツ軍駒が到達し

ていなければ）、ソ連軍は10EPを得ます。

14.34 ゲーム終了時に、枢軸軍が占領し

ている資源産出地について、ドイツ軍はそ

のヘクスに記された丸数字に等しいEPを

得ます。

14.35  勝敗判定

ソ連軍のEPから 結果
ドイツ軍のEPを引いた数

20以上 ソ連軍経済的勝利

10～19 引き分け

9以下 ドイツ軍経済的勝利

14.4 ゲーム全体の勝敗

政治・軍事・経済の勝敗状況を基準に、

ゲーム全体の勝敗を判定します。ゲーム全体

の勝敗は、両軍の得た勝利ポイント（VP）の

合計によって判定されます。

14.41 いずれかの条件で「勝利」の結果

を得たら、その条件の数だけ、3VPを獲得

します。

14.42 いずれかの条件で「引き分け」の

結果を得たら、その条件の数だけ、1VPを

獲得します。

14.43 より多くのVPを獲得した側が、

ゲームの勝者となります。

14.5  史実のドイツ軍上層部
（オプション）

もし両プレイヤーが合意すれば、史実のド

イツ軍上層部と同様のジレンマを、ドイツ軍プ

レイヤーの行動に反映させ、より簡易な形で

の勝敗判定を行うことにできます。

14.51 第3ターン（8月）のドイツ軍戦略

フェイズ終了時に、ドイツ軍プレイヤーは密

かにサイを振ります。

出た目が1か2なら、その対戦の勝敗

は「政治ポイント」（14.1項）の基準のみで
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判定されます。

出た目が3か4なら、その対戦の勝敗

は「軍事ポイント」（14.2項）の基準のみで

判定されます。

出た目が5か6なら、その対戦の勝敗

は「経済ポイント」（14.3項）の基準のみで

判定されます。

14.52 ドイツ軍プレイヤーは、「勝利条件

マーカー」を地図欄外の「勝利条件判定

表」の該当するボックスに置き、判定した条

件を示します。

14.53 ソ連軍プレイヤーは、ドイツ側が判

定した勝利条件の内容を、ゲーム終了まで

知ることができません。

15.0 ゲームの準備
ゲームの準備は、両軍が同時に行います。

ソ連軍プレイヤーが15.21項の2で行う配置

の内容は、ドイツ側には伝えず、秘密にしてお

きます。

15.1 ドイツ軍の準備

15.11 ドイツ軍プレイヤーはまず、自軍の

地図上で準備を行います。

1）ドイツ軍進行表上の「開始時戦力／

位置一覧」を見て、枢軸軍の各作戦ユ

ニットと戦略駒を地図上に配置します。

地図上の該当するヘクスには、配置され

る軍または軍集団司令部の名称が記さ

れています。

2）ルーマニア国内に配置される作戦ユ

ニット3個（ドイツ第11軍、ルーマニア第3

軍および第4軍）の駒を裏返し、補給不

足状態を示します。その他のユニットは、

表面を上にして配置します。

3）ノルウェイ山岳兵軍団の駒を「白狐作

戦」欄、第36軍団の駒を「北極狐作戦」

欄の、それぞれ「エリアナンバー・ゼロ」

のボックスに置きます。

4）「月」「天候」「フェイズ」の各マーカー

を、地図欄外の「ゲームターン表示欄」

「天候表示欄」「現行フェイズ表示欄」に

置きます。

5）ドイツ軍地図用の「敵軍表示マーカー」

（Rote Armee）を、以下のヘクス（計11

個）に置きます。ヘクスE14、G14、I14、

J15、K15、M14、N14、O15、Q14、S13、

U13。これらのヘクスには、赤い★が印

刷されています。

6）アドルフ・ヒトラー駒を、ヘクスH15に置

きます。

15.12 ドイツ軍プレイヤーは次に、自軍の

進行表上で準備を行います。

1）ドイツ軍進行表上の「開始時戦力／

位置一覧」を見て、枢軸軍の各作戦ユ

ニットの保有師団数と、各軍集団の予備

師団数、およびルーマニア軍予備師団

数を調べ、それぞれ保有師団数マー

カーを該当する数字のボックスに置いて

表示します。

2）「戦略予備師団数マーカー」を「予備

師団数表示欄」のゼロのボックスに、各

軍集団の「輸送距離表示マーカー」を

「軍集団集積SP／輸送距離表示欄」上

のゼロのボックスに、それぞれ置きます。

ドイツ軍プレイヤーの準備は、以上で

完了です。

15.2 ソ連軍の準備

15.21 ソ連軍プレイヤーはまず、自軍の地

図上で準備を行います。

1）作戦ユニット（各科統合軍）を、以下の

ヘクス（計11個）に置きます。ヘクスE14、

G14、I14、J15、K15、M14、N14、O15、

Q14、S13、U13。これらのヘクスには、赤

い★が印刷されています。

2）作戦ユニット（各科統合軍）を、以下の

ヘクスまたはその周囲6ヘクスのいずれ

かに、各1個ずつ配置します（計3個）。

ヘクスD10、I12、P12。これらのヘクス

には、赤い★と「（1）」という数字が印刷

されています。

ヘクスD10とD11に各1個ずつ、という

置き方は許されず、それぞれ指定された

ヘクスまたはその周囲に、1ユニットずつ

配置しなくてはなりません。

3）作戦ユニット（各科統合軍）を計8個、

戦略予備ボックス内に置きます。

4）方面軍司令部駒を1個（のみ）、ヘクス

Q12に置きます。このヘクスには、方面

軍司令部の記号が印刷されています。

5）陣地駒（計4個）を、ヘクスE9、O12、

P12、Q12に置きます。これらのヘクスに

は、陣地の記号が印刷されています。

6）要塞駒（1個）を、ヘクスY9に置きます。

このヘクスには、要塞の記号が印刷され

ています。

7）工場群駒（計16個）を、それぞれ駒に

印刷された大都市ヘクスに置きます。

8）「月」「天候」「フェイズ」の各マーカー

を、地図欄外の「ゲームターン表示欄」

「天候表示欄」「現行フェイズ表示欄」に

置きます。

9）ソ連軍地図用の「敵軍表示駒」（軍集

団司令部を含め計16個）を、該当する部

隊名が記されたヘクスに配置します。

10）極北部隊の「敵軍表示駒」（計2個）

を、それぞれ「M」「K」と記されたボック

スに置きます。

11）スターリン駒とソ連政府駒を、モスク

ワ（ヘクスI3）に置きます。

15.22 ソ連軍プレイヤーは次に、自軍の進

行表上で準備を行います。

1）「対独戦時レベルマーカー」を、「対独

戦時レベル表示欄」の「1」のボックスに

置きます。

2）「疎開マーカー」と「集積SPマーカー」

を、「工場疎開／集積SP表示欄」の「ゼ

ロ」のボックスに置きます。

以上で、ゲームの準備は完了です。

16.0 1人プレイ用
ルール

このゲームを1人でプレイする場合、以下の

「1人プレイ用ルール」を使用します。この場

合、プレイヤーはドイツ軍側となります。

16.1 ゲームの手順とターン数

16.11 1人プレイの場合、6月から11月ま

での計6ターンでプレイします。

16.12 1人プレイの場合、各ゲームターン

を以下の手順でプレイします。

1. チット準備フェイズ

2. ドイツ軍第1作戦フェイズ

3. ドイツ軍第2作戦フェイズ

4. ソ連軍反撃フェイズ

5. ドイツ軍第3作戦フェイズ

6. ドイツ軍戦略フェイズ

16.13 天候が「降雨」である10月のター

ンには、上記の「5.ドイツ軍第3作戦フェ

イズ」は行いません。

16.2 チット準備フェイズ

16.21 1人プレイの場合、ソ連軍ユニット

の登場や行動は、全てシステムで管理され

ます。ドイツ軍に対する情報の制限という、

デザイン上のコンセプトを活かしつつ、簡易

な1人プレイ用システムを制作した結果、標
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準ルールにはない「チット準備フェイズ」が

新設されました。

16.22 ゲームの開始時において、プレイ

ヤーは口の広い容器（マグカップなど）を

1個用意します。このカップには、1人プレイ

では不要となるソ連軍作戦ユニットと戦略

駒が入れられ、以下に示す条件によって無

作為に引かれます。

16.23 各ターン開始時の「チット準備

フェイズ」において、プレイヤーはソ連軍の

作戦ユニットと戦略駒（陣地駒4個と要塞

駒1個は除く: 16.64項を参照）を、以下の

割合でカップに入れます。

ソ連軍作戦ユニットは、指定された枚数

を「追加していく」のではなく、各ターンに

指定された枚数のみをカップに入れます。

※ソ連軍作戦ユニット《6月》 3枚

※ソ連軍作戦ユニット《7月》 10枚

※ソ連軍作戦ユニット《8月》 15枚

※ソ連軍作戦ユニット《9月》 18枚

※ソ連軍作戦ユニット《10月》 21枚

※ソ連軍作戦ユニット《11月》 25枚

※ソ連軍戦略駒《6～11月》 25枚

16.24 プレイ中に「敵軍の確認」（16.31

項を参照）が必要となった際、該当するヘ

クスが以下のいずれかの条件に当てはま

れば、カップからチットを3個引きます。

◆モスクワから3ヘクス以内

（単純にヘクス数で判定します）

◆レニングラードから2ヘクス以内

（同上）

◆大都市ヘクス

◆要塞ヘクス

ただし、第1ターンには、これらの条件は

無視され、大都市ヘクスについても16.26

項に従い、カップからチットを1個のみ引くも

のとします。

また、該当するヘクスがモスクワ（I3）、

レニングラード（A7）、キエフ（P9）のいずれ

かの大都市ヘクスであるなら、16.34項に

示された例外が適用されます。

16.25 該当するヘクスが以下のいずれ

かの条件に当てはまれば、カップからチット

を2個引きます。

◆ヘクス記号の数字の末尾が「1」～

「8」で、なおかつ上記16.24項の条件

を満たしていないヘクス

◆陣地ヘクス

16.26 該当するヘクスが以下の条件で

あれば、カップからチットを1個引きます。

◆ヘクス記号の数字の末尾が「9」以

上で、なおかつ上記16.24項と16.25

項の条件を満たしていないヘクス

16.27 上記16.24項または16.25項で、

複数のチットをカップから引く場合、1個でも

「ソ連軍作戦ユニット」が引かれたら、それ

以上は引く必要がありません（3個引いて

2個の「ソ連軍作戦ユニット」を引いても、

最初の1個だけが有効です）。

16.28 カップから引いたチットは、その内

容にかかわらず、16.3項に従って処理した

後、カップの外へと出して並べておきます。

そして、カップから最後のチットが引かれた

ら、そのチットの処理を完了した後、外へ

並べておいたチット全てをカップに戻し、最

初の状態に戻します。

16.3 移動と敵軍の確認

16.31 ドイツ軍作戦フェイズにおいて、枢

軸軍のユニットが、直前まで枢軸軍のZOC

ではなかったヘクスに隣接して、ユニットの

ZOCをそのヘクスに新たに及ぼしたなら、

プレイヤーは該当するヘクスにつき1個、

16.24項～16.26項の条件に基づいて、

カップからチットを引きます。

もし、引いたチットが「ソ連軍作戦ユニッ

ト」（軍ユニット）であるなら、敵軍を確認し

たと見なし、敵軍表示駒をそのヘクスに置

きます。引いたチットが「ソ連軍戦略駒」で

あるなら、該当ヘクスには敵軍は存在せ

ず、「確認なし」の結果となります。

16.32 上記16.31項の条件に合致する

ヘクスが複数ある場合、どの順番でチットを

引くかは、プレイヤーが自由に決めることが

できます。ただし、ルール上は全てのチット

は「同時に引かれた」ものと見なされます。

16.33 上記16.31項の状況が発生した

瞬間に、そこから地図北端、東端、まだ枢

軸軍が占領していない大都市ないし港湾

ヘクスまで、長さ無制限の補給線（9.52項）

を設定できないヘクスについては、敵軍は

存在し得ないものと見なし、原則としてチッ

トを引きません。

この場合、判定対象となるヘクスには、

枢軸軍のZOCは（補給線設定に関しての

み）及んでいないものと見なされ、また他の

ソ連軍作戦ユニットの存在するヘクスに

も、枢軸軍のZOCは及んでいないものと見

なされます。

16.34 上記16.31項の条件に合致する

ヘクスがモスクワ（I3）、レニングラード（A7）、

キエフ（P9）のいずれかの大都市ヘクスで

あるなら、チットは引かず、自動的に「敵軍

の存在」が確認されたものと見なして、敵

軍表示駒を置きます。

16.35 すでに敵軍表示駒の置かれてい

るヘクスについては、当然のことながら、敵

軍判定の手続きは不要です。

また、対象となるヘクスがドイツ、ハンガ

リー、ルーマニア領内である場合も、敵軍

判定の手続きは行いません。

16.4 戦闘の解決

16.41 1人プレイの場合、枢軸軍が行う

攻撃の解決は、以下の手順で行います。

1）まず、8.22項に従って、攻撃ユニットの

戦闘力を算出します。

2）プレイヤーはサイコロを1個振り、ソ連

軍進行表の「防御戦闘解決表」に示さ

れているサイの目修正を適用します。

「補給範囲外」の修正については、攻

撃を行う瞬間に、目標のソ連軍作戦ユ

ニットから地図東端、北端またはモスク

ワまでの、長さ無制限の補給線（9.52

項）を設定できない場合、サイの目から

3を引くものとします。

3）上記2で算出した修正後のサイの目

と、攻撃ユニットの戦闘力を、以下の表

に当てはめ、結果を判定します。

数字は、攻撃ユニットの失う師団数で

す。数字の右に「×」印があれば、目標

となった敵軍表示駒は除去されます。

戦闘力

サイの目 1 2 3 4 5 6

1 0× 0× 0× 0× 0× 0×
2 1 0× 0× 0× 0× 0×
3 1 1 0× 0× 0× 0×
4 2 1 1 0× 0× 0×
5 2 2 1 1 0× 0×
6 3 2 2 1 1 1×
7以上 4 3 3 2 2 2

4）もし、攻撃ユニットに師団の損失が無

ければ、戦闘後前進を行えます（8.38項

を参照）。

16.5 ソ連軍の反撃

16.51 各ターンのソ連軍反撃フェイズに

おいて、プレイヤーは3個以上の敵軍表示
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駒と隣接している枢軸軍の作戦ユニットに

ついて、それぞれ損害を判定しなくてはな

りません。どの順番で判定するかは、プレ

イヤーが決めることができます。

16.52 プレイヤーは、上記16.51項の条

件に該当する自軍の作戦ユニットごとに、

サイコロを1個振り、出た目を以下の表に当

てはめて、損失師団数を判定します。

隣接するソ連軍

サイの目 3個軍 4個軍 5個軍

1 － － 1
2 － － 1
3 － － 1
4 － 1 2
5 － 1 2
6 1 1 3

16.53 複数の枢軸軍作戦ユニットと隣接

しているソ連軍作戦ユニットは、それら全

ての枢軸軍ユニットに対して、16.51項の

「敵軍表示駒」の計算に含まれます。

16.54 判定を行う瞬間に、枢軸軍によっ

て包囲されているソ連軍作戦ユニット（枢

軸軍ユニットやそのZOCにより、地図東端、

北端またはモスクワまでの、長さ無制限の

補給線を設定できないユニット）も、16.51

項の「敵軍表示駒」の計算に含まれます。

16.55 軍集団司令部駒が、3個以上の

「敵軍表示駒」と隣接している場合、それ

が保有する予備師団を失う可能性があり

ます。この場合、作戦ユニットの損害判定

（16.52項）と同じ手順で、サイコロを1個

振って判定します。

16.56 隣接している敵軍表示駒の数が2

個以外の枢軸軍作戦ユニットは、ソ連軍の

反撃による損害判定を行わなくてもかまい

ません。

16.6 その他の変更点

16.61 司令部の移転

軍集団司令部の移転（10.4項）を行う

場合、16.33項で「敵軍の判定を行う必要

がない」条件を満たしている鉄道線ヘクス

にのみ、移転することができます。

言い換えれば、ドイツ軍の戦線に大穴が

空いている場合、軍集団司令部の移転を

行うことはきわめて困難になります。

16.62 補給線の判定

枢軸軍戦略フェイズで、軍集団司令部

の受給確認（10.1項）と作戦ユニットの補

給線確認（10.5項）を行う際、16.33項で

「敵軍の判定を行う必要がある」条件に該

当するヘクスは、全てソ連軍のZOCが及

んでいるものと見なさなくてはなりません。

言い換えれば、ドイツ軍の戦線に大穴が

空いている場合、部隊の補給を維持する

ことはきわめて困難になります。

16.63 第2軍の投入

13.23項に従ってドイツ第2軍の作戦ユ

ニットを地図上に登場させる際、中央軍集

団司令部のいるヘクスか、またはそれに隣

接する配置に置いた後、16.31項に従って

敵軍の確認の有無を判定します。

16.64 陣地と要塞

ソ連軍戦略駒のうち、陣地駒（4個）と要

塞駒（1個）は、ゲーム開始時に、駒に印刷

されているヘクスに配置します。これらの

駒が存在するヘクスに敵軍表示駒がいれ

ば、枢軸軍の攻撃時に不利な修正が適用

されます（16.41項を参照）。

これらの駒が存在するヘクスに敵軍表

示駒がいなければ、枢軸軍の作戦ユニット

がそこに進入した瞬間に、陣地または要塞

駒は破壊されて除去されます。

16.65 占領

ゲーム終了時点で、枢軸軍占領マー

カーが置かれていなくても、16.33項で「敵

軍の判定を行う必要がない」条件を満た

している大都市や資源産出地のヘクス

は、枢軸軍の占領下にあるものと見なして、

得点の計算を行うことができます。

16.66 勝利条件

1人プレイの場合、14.5項の「史実のド

イツ軍上層部」を必ず導入します。

また、各条件の判定基準は、以下のよう

に変更します。

《政治ポイント》

◆14.11項のみ使用。ただしモスクワ占領の

ポイントは10VPではなく25VPとなります。

◆14.15項の勝敗判定条件は、そのまま使用

します。

《軍事ポイント》

◆14.21項～14.25項を全て使用します。

◆14.26項の勝敗判定は、以下のように修正

して使用します。

ドイツ軍のMP合計 結果

61以上 ドイツ軍軍事的勝利

41～60 引き分け

40以下 ソ連軍軍事的勝利

《経済ポイント》

◆14.34項のみを使用します。

◆14.35項の勝敗判定は、以下のように修正

して使用します。

ドイツ軍のEP合計 結果

34以上 ドイツ軍経済的勝利

22～33 引き分け

21以下 ソ連軍経済的勝利

28 Six Angles

一般的なゲームボックスを使って、ブラインド式ゲーム
に用いる「ついたて」を作る方法をひとつご紹介します。

1.ゲームボックスを2個用意します。
2.それぞれの「ふた」と「身」を並べて、洗濯バサミ
で固定します。

3.ボックス2個分の「ふた」と「身」を背中合わせに
置き、位置を少し左右にずらします。

4.「ついたて」が動かないよう、箱の内側に小さな
グラス等の「重し」を置きます。

簡易ついたての作り方 1

3

2

4


