
1.0 はじめに
ゼーロウ＆キュストリンは、第二次世界

大戦末期の東部戦線における2つの戦いを、

大隊／連隊規模で再現する、2人用の作戦

戦術級ゲームです。このゲームの題材となっ

ているのは、1945年3月27日に開始されたド

イツ軍のキュストリン救出作戦と、同年

4月16日に開始されたソ連軍のゼーロウ高地

に対する総攻撃の2つです。

このゲームは、ゲームターンと呼ばれる決め

られた手順に沿う形でプレイされます。

1ゲームターンは実際の3時間（昼間）ない

し4時間（薄明・夜間）に相当し、このゲーム

ターンを12回完了した時点での地図上の状

況をもとに、ゲームの勝敗を判定します。

2.0 ゲームの備品
2.1  地図

A2判のゲーム地図には、実際の戦いが繰

り広げられたドイツ東部のオーデル河流域地

帯の地形が、6万分の1のスケールで描かれ

ています。

地図に重ねて印刷されている六角格子

は、移動や射撃を行う際の距離単位として用

いられます。これらの六角形を「ヘクス」と呼

び、隣接するヘクスの間にある仕切線を「ヘ

クスサイド」と呼びます。

個々のヘクスには、4桁の識別番号が記入

されており、あるヘクスの中心から隣のヘクス

の中心までの距離は、実際の960メートルに

相当します。また、地図の端には、プレイに必

要な各種の図表が印刷されています。

2.2  駒

付録の駒シート2には、このゲームで使用

する独ソ両軍の戦闘部隊を表す部隊駒（ユ

ニット）が印刷されています。

ユニットに印刷されている数字や記号は、

その部隊の戦闘能力や移動能力、部隊規

模や兵科、兵員の士気、射程などを表してい

ます。また、ゲームにはユニットに加えて、状況

を表示するための表示駒（マーカー）が含ま

れています。

2.21 ユニットの読み方

2.22 ユニット兵科一覧

◆部隊名とは、史実に基づくそのユニットの

名称を表します。部隊名が二つ表示され

ている場合は、上が所属部隊名（師団名、

軍団名など）を、下がそのユニット固有の

部隊名を表します。また、砲兵ユニットの場

合は、上が部隊名を、下が装備する火砲

の口径を表しています。

◆部隊規模を表す記号の意味は、以下の通

りです。

X 旅団 III 連隊

II 大隊 I 中隊

◆部隊名等の略号は、以下の通りです。

《ソ連軍》
Gd 親衛

T 戦車軍団

M 機械化軍団

AAG 軍砲兵集団　

KAG 軍団砲兵集団

Mix 混成

《ドイツ軍》
FJ 降下猟兵

Fuh 総統

Fus 軽歩兵

G 擲弾兵

Kurm クルマーク

Mun ミュンヘベルク

PG 装甲擲弾兵

SB 突撃砲旅団

SS 武装親衛隊

VAK 国民砲兵軍団

VG 国民突撃兵

Tr 訓練

v.War フォン・ヴァルテンブルク

◆「対戦車射撃力」とは、敵の装甲ユニット

に対する射撃を行う際に用いられる数値

です。「戦闘力」とは、敵の非装甲ユニット

に対する通常攻撃を行う場合、および非装

甲ユニットが敵の通常攻撃を受けた場合

に用いられる数値です。

◆移動力値が黄色地になっているユニットは、

徒歩ユニットです。移動力値が赤色地に

なっているユニットは、車輌ユニットです。

◆ユニットの左側に、赤丸数字が印刷されて

いるのは、装甲ユニットです。それ以外の

全てのユニットは、非装甲ユニットです。

37Issue Nr.15

ゼーロウ＆キュストリン　ゲームのルール�
Soviet Final Offensive on Berlin, 1945



2.23 マーカー一覧

3.0 ゲームの手順
このゲームは、以下の手順を繰り返すこと

によって進行します。それぞれの手順を上か

ら順に行い、これが一通り終わると、1ゲーム

ターンが完了したことになります。

3.1 ターンの手順

《ドイツ軍プレイヤーステージ》

1.ドイツ軍プレイヤー砲撃フェイズ

ドイツ軍プレイヤーは、自軍砲兵ユニット

を用いて、敵の非装甲ユニットに対する砲

撃を行うことができます。

また、ドイツ軍プレイヤーは、ここで砲撃

を行わなかった自軍砲兵ユニットを裏返し

て、移動モードにすることができます。

2. ドイツ軍プレイヤー移動フェイズ

ドイツ軍プレイヤーは、自軍ユニットを、そ

の移動力の範囲内で、移動させることがで

きます。手順1で移動モードになった砲兵

ユニットも、ここで移動を行うことができます。

3. ソ連軍プレイヤー対戦車射撃フェイズ

ソ連軍プレイヤーは、自軍ユニットを用い

て、隣接する敵の装甲ユニットに対する射

撃を行うことができます。射撃結果は、ただ

ちに適用されます。

4. ドイツ軍プレイヤー対戦車射撃フェイズ

ドイツ軍プレイヤーは、手順3と同様の

ルールに従い、自軍ユニットを用いて、隣接

する敵の装甲ユニットに対する射撃を行

うことができます。

5. ドイツ軍プレイヤー戦闘フェイズ

ドイツ軍プレイヤーは、自軍ユニットを用

いて、隣接する敵の非装甲ユニットに対す

る攻撃を行うことができます。

《ソ連軍プレイヤーステージ》

6. ソ連軍プレイヤー砲撃フェイズ

ソ連軍プレイヤーは、手順1と同様のルー

ルに従い、自軍砲兵ユニットを用いて、敵の

非装甲ユニットに対する砲撃を行うことが

できます。また、ソ連軍プレイヤーは、ここで

砲撃を行わなかった自軍砲兵ユニットを裏

返して、移動モードにすることができます。

7. ソ連軍プレイヤー移動フェイズ

ソ連軍プレイヤーは、手順2と同様の

ルールに従い、自軍ユニットを、その移動力

の範囲内で移動させることができます。手

順6で移動モードになった砲兵ユニットも、

ここで移動を行うことができます。

8. ドイツ軍プレイヤー対戦車射撃フェイズ

ドイツ軍プレイヤーは、手順3と同様の

ルールに従い、自軍ユニットを用いて、隣接

する敵の装甲ユニットに対する射撃を行

うことができます。

9. ソ連軍プレイヤー対戦車射撃フェイズ

ソ連軍プレイヤーは、手順3と同様の

ルールに従い、自軍ユニットを用いて、隣接

する敵の装甲ユニットに対する射撃を行

うことができます。

10. ソ連軍プレイヤー戦闘フェイズ

ソ連軍プレイヤーは、手順5と同様の

ルールに従い、自軍ユニットを用いて、隣接

する敵の非装甲ユニットに対する攻撃を

行うことができます。

《管理ステージ》

11. 混乱回復フェイズ

両軍のプレイヤーは、混乱マーカーが置

かれている自軍ユニット1個ごとにサイを振

り、回復の判定を行います。

もし、サイの目の数字が、そのユニット

に印刷されている士気値と同じか、それよ

り小さければ、ユニットは回復し、混乱マー

カーは取り除かれます。もし、サイの目がユ

ニットの士気値よりも大きければ、混乱マー

カーはユニットの上に残されます。

また、夜間ターンの混乱回復フェイズに

おいてのみ、プレイヤーは、移動モードにあ

る自軍砲兵ユニットを、射撃モードに変更

することができます（10.2項）。

12. ターンマーカー進行フェイズ

最後に、ゲームターン表示欄上にある

ゲームターンマーカーを1マス進めます。

以上で、1ゲームターンの手順が完了し

たことになり、この手順を12回繰り返すと、

ゲームは終了します。

3.2  特殊なターン

3.21 ゲームを構成する全12ターンのうち、

第1・第6・第8ターンは「薄明ターン」、第7

ターンは「夜間ターン」です。

これらのターンに行われる移動や対戦

車射撃、砲撃、戦闘には、一定の制限が課

せられます（10.2項を参照）。

3.22 「薄明ターン」と「夜間ターン」以外

の全てのターンは「昼間ターン」です。昼

間ターンに行われる行動には、特別な制限

は課せられません。

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。

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 スタック制限

4.11 スタック制限は、自軍移動フェイズの

最中を含め、ゲームの全期間を通じて適用

されます。ただし、ユニットが退却を行う場

合には、一時的にスタック制限を超過する

ヘクスを通過して、退却することができます

（7.55項を参照）。

4.12 ドイツ軍プレイヤーは、1ヘクスに3ユ

ニットまでの自軍ユニットをスタックすること

ができます。ただし、大隊規模のユニット

は、スタック制限に関してのみ、2ユニットと

して計算します。ユニットの所属は、スタッ

キングには影響しません。

4.13 ソ連軍プレイヤーは、1ヘクスに1ユ

ニットのみ、自軍ユニットを置くことができま

す。ただし、ジューコフ元帥ユニットは、ス

タック制限の適用外と見なされ、他の自軍

ユニットとスタックして置くことができます。

4.14 マーカー類は、スタック制限の適用を

受けません。
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4.2  支配地域（ZOC）

4.21 地図上に存在するユニットは、以下

に挙げる例外を除き、常に支配地域（ZO

C）と呼ばれる効果を、その周囲6ヘクスに

及ぼしているものと見なします。

例外：混乱状態にあるユニットと、ソ連

軍のジューコフ元帥ユニットは、ZOC

を持ちません。

4.22 ユニットのZOCは、そのユニットが移

動して入ることのできない隣接ヘクスには

及びません。

4.23 高度レベル1のヘクスにいるユニット

のZOCは、高度レベル3のヘクスには及び

ません。ただし、高度レベル2や3のヘクス

にいるユニットのZOCは、高度レベル3、2

および1のヘクスに及びます。

4.24 移動の途中で敵のZOCに進入した

ユニットは、たとえ移動力がまだ残っていた

としても、そのフェイズ中の移動をそこで終

了しなければなりません（5.18項）。

4.25 両軍のZOCが同時に及んでいるヘ

クスは、両軍にとってのZOCであると見な

されます。また、ユニットのZOCは、味方ユ

ニットに対しては何の影響も及ぼしません。

4.26 自軍移動フェイズ開始時に、敵ZOC

のヘクスにいたユニットは、追加の移動力

を消費することで、そこから離脱することが

できます（5.22項を参照）。

4.27 自軍ユニットの存在は、ユニットの退

却（7.5項）に関してのみ、敵ZOCの効果を

打ち消すものとします。

4.28 複数のユニットが同一のヘクスに

ZOCを及ぼしていたとしても、その効果は

重複しません。

5.0  移動
ユニットの移動は、常にそのユニット自身

が持つ移動力を基準にして行われます。各

ユニットは、1回の自軍移動フェイズ中にその

移動力の範囲内で移動を行えます。つまり、

移動力の全部を使っても、一部だけを使って

も、あるいは全く使わなくてもよいわけです。

5.1   移動力の消費

5.11 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、地図上

の「地形効果表」に列記されています。

5.12 徒歩ユニットが小川（Stream）ヘ

クスサイドを越えて移動する場合、これか

ら入るヘクスの地形による移動力に加え

て、追加2移動力を消費しなくてはなりま

せん。また、車輌ユニットが、小道や道路を

使わずに小川ヘクスサイドを越えて隣接す

るヘクスへと移動する場合、移動して入る

先のヘクスの地形とは関係なく、そのター

ンに使用可能な全移動力を消費しなくて

はなりません。

5.13 道路（Roads）や小道（Tracks）、

鉄道線（Railroads）のあるヘクスサイドを

用いて移動する場合、他の地形を無視し

て、これらのヘクスサイドによる移動力だけ

を消費して移動することができます。

5.14 高度レベルの高いヘクスへと移動す

る場合、レベルが1段階高いごとに、徒歩ユ

ニットの場合は追加1移動力を、車輌ユ

ニットの場合は追加2移動力を、これから

入るヘクスの地形による移動力に加えて消

費しなくてはなりません。ただし、この場合

も、道路や小道、鉄道を使用する場合に

は、追加移動力の消費は必要ありません。

5.15 移動前のヘクスと、移動後のヘクス

の高度レベルが同じであっても、いったん

低いレベルのヘクスサイドを越える場合

は、追加移動力を消費しなくてはなりませ

ん。例えば、徒歩ユニットがヘクス2516か

ら2417へと移動する場合、平地よる1移

動力と、高度レベルの高いヘクスへと移動

する際の追加1移動力を合わせた2移動

力を消費するものとします。

5.16 そのヘクスに入るための移動力が、

もう残っていないか、または最初から足りな

いような場合には、そのような移動は行うこ

とができません（移動力が足りなくても、

最低1ヘクスは移動できるというルールは、

このゲームにはありません）。

5.17 移動は、強制ではありません。プレイ

ヤーは、自軍移動フェイズごとに望む数の

ユニットだけを動かし、残りは動かさなくて

もかまいません。また、ヘクスごとに必要な

移動力さえ消費すれば、どの方向へでも好

きなように移動や方向転換を行えます。

5.18 移動の途中で敵のZOCに進入した

ユニットは、たとえ移動力がまだ残っていた

としても、そのフェイズ中の移動をそこで終

了しなければなりません（5.23項に注意）。

ただし、砲兵ユニットは、敵ZOCのヘク

スに移動して入ることができません。

5.19 その時点で移動力がゼロのユニット

（射撃モードにある砲兵ユニット）は、いか

なる移動も行うことができません。

5.2  移動制限

5.21 ユニットは、いかなる場合でも、敵ユ

ニットの存在するヘクスへと移動して入る

ことができません。

5.22 移動フェイズ開始時に敵ZOC内にい

たユニットは、追加2移動力を消費して、そ

の敵ZOCのヘクスから出ることができま

す。ただし、敵ZOCのヘクスから、別の敵

ZOCのヘクスへと直接入るような移動は、

行うことができません。

5.23 混乱状態にあるユニットは、移動力が

半減（端数切り捨て）しているものと見なさ

れます。また、混乱状態にあるユニットは、

敵ZOCのヘクスに移動して入ることができ

ません。

5.24 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。

5.25 スタック制限（4.1項）は、移動の途中

においても適用されます。プレイヤーは、自

軍ユニットに、スタック制限を超過するよう

な移動を行わせることができません。

5.26 移動を行っているユニットからプレイ

ヤーの手が離れた時点で、そのユニットの、

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。

5.27 プレイヤーは、地図端にあるヘクスと

同じ地形のヘクス（複数ある場合は、移動

力消費が少なくて済む方の地形のヘクス）

が、その外側に存在するものと想定して、

自軍ユニットを地図外へと移動させること

ができます。この場合、いったん地図外へ

と出たユニットは、全滅したものとは見なさ

れませんが、二度と地図内へと復帰するこ

とができません。

5.28 砲兵以外のユニットは、薄明ターンに

移動力の半分を用いて、移動を行うことが

できます（端数は切り上げます）。砲兵以外

のユニットは、夜間ターンに移動力の4分

の1を用いて、移動を行うことができます

（端数は切り上げます）。ただし、いずれの

場合でも、敵ZOCのヘクスへと移動して入

ることはできません。砲兵ユニットは、薄明

および夜間ターンには一切の移動を行うこ

とができません。
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5.29 シナリオ2の「ゼーロウ高地への強

襲」において、ドイツ軍のユニットは、第1

ターンの移動フェイズには全く移動を行う

ことはできません。ただし、射撃や砲撃、通

常攻撃、退却、戦闘後前進は、通常通り行

うことができます。

6.0  対戦車射撃
自軍対戦車射撃フェイズにおいて、各ユ

ニットは、隣接する敵の装甲ユニットを射撃す

ることができます。

対戦車射撃は、射撃を行う側のプレイヤー

の任意であり、強制ではありません。

6.1  対戦車射撃の制限

6.11 ユニットは、1回の自軍対戦車射撃

フェイズ中に1回のみ、射撃を行えます。つ

まり、1回のゲームターン中に計2回、射撃を

行えるわけです。

6.12 対戦車射撃フェイズで射撃目標とな

るのは、敵の装甲ユニットのみです。非装

甲ユニットは、このフェイズにおける射撃の

目標にはならず、射撃結果の影響も受け

ません（例外： 7.57項）。

6.13 ユニットは、1回の射撃において、隣接

するヘクス内にいる1ユニットに対しての

み、射撃を行えます。プレイヤーは、自軍射

撃フェイズにおいて、自由に敵のスタックの

内容を調べて、射撃を行うか否かを決定

することができます。

6.14 複数のユニットが同一の目標を射撃

する場合、それらの射撃力を合計して、

1回の射撃として解決します。

6.15 目標ヘクスに複数の敵装甲ユニット

が存在する場合、ある特定の装甲ユニット

に対して2個以上の自軍ユニットで射撃を

行うためには、そのヘクス内にいる残りの

装甲ユニットのそれぞれに、最低1個の自

軍ユニットが射撃を行っていなくてはなりま

せん。

例えば、目標ヘクスに敵装甲ユニットが

3個おり、そのうちの1ユニットに2個以上の

ユニットで射撃を行おうとすれば、最低4個

の自軍ユニットが必要となるわけです。

ただし、このような例外を除き、プレイ

ヤーが対戦車射撃の実行を強要されるこ

とはありません。

6.16 あるユニットの射撃力を、分割して使

用することはできません。例えば、対戦車

射撃力が5のユニットを、2と3に分けて

別々の敵戦車ユニットを射撃したりするこ

とはできないのです。

6.17 混乱マーカーが置かれているユニッ

トは、いかなる射撃も行うことができません。

対戦車射撃力がゼロのユニットは、敵の装

甲ユニットに対して射撃を行うことができま

せん。また、夜間ターン（10.2項）において

は、いかなるユニットも、敵ユニットに対する

射撃を行えません。

6.18 ユニットは、その時点での移動力を

使って、直接移動して入ることのできない

隣接ヘクスにいる敵ユニットに対しては、射

撃を行うことができません。

6.2  対戦車射撃の解決手順

（1）まず、特定の敵装甲ユニットを「射撃

目標」と宣言し、そのユニットに対する射

撃を行うユニットの射撃力を合計します。

（2）射撃を行うプレイヤーは、サイを1個振

り、目標ユニットのいるヘクスの地形によ

る修正を、出た目に加えます。

（3）「対戦車射撃／砲撃解決表」を調

べ、対戦車射撃力とサイの目の交差す

る所にある射撃結果を、ただちに目標ユ

ニットに適用します。

6.3  地形による修正

6.31 射撃ユニットと目標ユニットとの間の

ヘクスサイドが小川である場合、そのような

ヘクスサイド越しに射撃を行う全てのユ

ニットの射撃力は半分になります（端数は

切り上げます）。

この制限の適用に際しては、道路や小

道、鉄道線の有無は影響しません。

6.32 射撃ユニットのいるヘクスよりも、目標

ユニットのいるヘクスの方が、高度レベル

が1レベル高い場合、射撃ユニットの射撃

力は半分（端数切り上げ）になります。もし、

射撃ユニットのいるヘクスよりも、目標ユ

ニットのいるヘクスの方が、高度レベルが2

レベル高い場合、射撃ユニットの射撃力は

4分の1（端数切り上げ）になります。

この制限の適用に際しては、道路や小

道、鉄道線の有無は影響しません。

6.33 これらの修正値は、全て累加して適

用されます。

6.4  地形以外による修正

6.41 各装甲ユニットには、赤丸地に白地

で装甲修正値が印刷されています。装甲

ユニットが敵の射撃を受けた場合、装甲修

正値と同じ数値を、サイの目に加算して解

決します。

6.42 目標ユニットが、射撃を受ける時点

で混乱状態にある場合、射撃解決時のサ

イの目から2を引くことができます。

6.43 薄明ターン（10.2項）に行われる射撃

においては、全ての射撃判定のサイの目

に2を加算して判定します。

6.5  射撃結果

6.51 射撃結果は、数字またはアルファベッ

トによって表示されています。

6.52 射撃結果が「M」である場合、目標

ユニットの所有プレイヤーは、サイを1個振

り、士気チェック（6.6項）を行います。

6.53 射撃結果が「1」から「5」までの数

字である場合、目標ユニットの所有プレイ

ヤーは、サイを1個振り、出た目に結果の数

値を加算して、士気チェックを行います。

6.54 射撃結果が「E」である場合、目標

ユニットは全滅したものと見なされ、ただち

にゲームから除去されます。

6.55 射撃結果が「－」である場合、その射

撃は効果なしと見なされます。

6.56 射撃結果が白抜きの丸数字になっ

ている場合、射撃目標となった装甲ユニッ

トは、士気チェックに加えて、ただちに1ス

テップを失います（6.7項）。

このステップロスは、ユニットが士気

チェックを行う前に適用します。

6.6  士気チェック

6.61 各ユニットには、固有の士気値が印

刷されています。ユニットが士気チェックを

要求された場合、所有プレイヤーがサイを

1個振り、出た目とこの数値を比べます。

6.62 士気チェックのサイの目が、ユニット

の士気値と同じか、それよりも少ない場合、

ユニットは士気チェックに成功したものと見

なされ、そのままのヘクスに留まることがで

きます。

6.63 士気チェックのサイの目が、ユニット

の士気値よりも大きい場合、ユニットはただ

ちに2ヘクスの退却（7.5項）を行った後、

混乱状態になります（7.6項）。

6.64 混乱マーカーが置かれているユニッ

トは、印刷された数値よりも、士気値が2だ

け低下しているものと見なされます。

6.7 ステップロス

6.71 砲兵ユニットとジューコフ元帥、および
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全てのドイツ軍装甲ユニットを除く全ての

ユニットは、2段階の戦力段階（ステップ）を

持っています。ゲーム開始時には、全ての

ユニットは駒の表面（完全戦力面）を上に

して配置されます。

6.72 もし、完全戦力の装甲ユニットが緑色

の丸数字の射撃結果を被ったなら、ただち

にユニットを裏返して、減少戦力面を上に

します。もし、減少戦力の装甲ユニットが

緑色の丸数字の射撃結果を被ったなら、

そのユニットは全滅したものと見なされ、た

だちに除去されます。

6.73 いったん減少戦力面になったユニッ

トが、ゲーム中に完全戦力へと回復するこ

とはありません。

6.74 砲兵ユニットと、ジューコフ元帥ユ

ニット、および全てのドイツ軍装甲ユニット

は、減少戦力面を持ちません。したがって、

これらのユニットが1ステップの損害を被っ

たなら、全滅したものと見なされて、ただち

に除去されます。

7.0  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、隣接する敵の非装甲

ユニットを攻撃することができます。これを

「通常攻撃」と呼びます。

なお、戦闘解決の手順においては常に、全

般的な戦況とは関係なく、手順を行うプレイ

ヤーを「攻撃側プレイヤー」、その相手側プレ

イヤーを「防御側プレイヤー」と呼びます。

7.1  通常の制限

7.11 攻撃側のユニットは、1回の自軍戦闘

フェイズに1回のみ、通常攻撃を行えます。

また、防御側のユニットは、1回の戦闘フェ

イズに1回のみ、敵の攻撃を受けます。

7.12 戦闘フェイズで通常攻撃の目標とな

るのは、防御側プレイヤーの非装甲ユニッ

トのみです。

装甲ユニットは、戦闘フェイズにおける攻

撃の目標にはならず、射撃結果の影響も

受けません（例外：7.35項、7.57項）。

7.13 個々の自軍ユニットに通常攻撃を行

わせるか否かは、攻撃側プレイヤーが自由

に決めることができます。あるヘクスにス

タックしているユニットのうち、一部のユ

ニットにのみ攻撃を行わせ、残りのユニット

には攻撃を行わせないことも可能です。

7.14 あるヘクスにスタックしている複数の

防御側ユニットを、別々に攻撃することは

できません。攻撃側は、このようなユニット

の戦闘力を合計した上で、まとめて攻撃し

なくてはなりません。ただし、防御側ヘクス

に存在する装甲ユニットの戦闘力は、防御

側の戦闘力合計には加算されません。

7.15 ひとつの通常攻撃に参加できる攻撃

側ユニットの数には、制限がありません。た

だし、その攻撃に参加する全ての攻撃側

ユニットは、攻撃目標となる防御側ユニット

に隣接していなくてはなりません。

7.16 あるユニットの戦闘力を、分割して使

用することはできません。例えば、戦闘力が

5のユニットを、2と3に分けて別々の攻撃

に使用したりすることはできないのです。

また、複数の防御側ヘクスを、単一の戦

闘として攻撃することもできません。

7.17 混乱マーカーが置かれているユニッ

トは、いかなる攻撃も行うことができません。

また、夜間ターン（10.2項）においては、い

かなるユニットも、敵ユニットに対する攻撃

を行えません。

7.18 ユニットは、その時点での移動力を

使って、直接移動して入ることのできない

隣接ヘクスにいる敵ユニットに対しては、通

常攻撃を行うことができません。

7.19 同じプレイヤーステージの自軍砲撃

フェイズで砲撃を行ったユニットや、対戦車

射撃フェイズで射撃を行ったユニットも、そ

れらの行動とは関係なく、通常攻撃に参加

することができます。

7.2  通常攻撃の解決手順

（1） まず、特定の敵非装甲ユニット（また

はスタック）を「攻撃目標」と宣言します。

（2） 攻撃目標となる防御側の非装甲ユ

ニット全ての戦闘力と、それに対する攻

撃に参加する攻撃側ユニット全ての戦

闘力を、それぞれ合計します。

（3） 上記（2）で合計した数字を比較し、

戦闘結果表上にある簡単な比率に直し

ます。その際、戦力比が1：3以下となっ

た攻撃は、全て1：3として解決します。ま

た、8：1以上の戦力比となる攻撃は、全

て8：1として解決します。

（4）ルール7.3項に記されている、各種の

戦力比修正を適用します。

例えば、戦闘力の合計が攻撃側13、

防御側3である場合、戦力比は4：1とな

りますが、もし防御側ヘクスが高度レベ

ル2の森林で、なおかつ攻撃側ユニット

の全てが高度レベル1である場合は、左

に3列の修正が適用されて、最終的な

戦力比は1：1となります。

（5） 攻撃側プレイヤーは、通常攻撃解決

表を見ながらサイを1個振り、7.3項の修

正を適用した後、出た目と修正後の戦

力比が交差するところを調べます。そこ

に記されている数字と記号が、この戦闘

の結果です。戦闘結果は、ただちに適

用されます。

（6） 戦闘の結果、防御側ユニットが全滅

するか退却するかして、その攻撃目標と

なったヘクスが空になった場合、攻撃側

はその攻撃に参加した自軍ユニットの一

部または全部を、スタック制限の範囲内

でそのヘクスに前進させることができま

す。これを「戦闘後前進」と呼びます。

（7） 以上で、一組の戦闘を解決したこと

になります。この要領で、残りの戦闘を一

つずつ解決していきます。ただし、一つ

の攻撃の結果（退却や戦闘後前進、ス

テップロス）は、次の攻撃を解決する前

に実行しなくてはなりません。

7.3  戦闘解決時の修正

7.31 防御側ユニットのいるヘクスが村

（Village）または森林（Woods）である場

合、戦力比を1列左にずらして解決します。

7.32 防御側ユニットのいるヘクスが街

（Town）または湿地（Swamp）である場合、

戦力比を2列左にずらして解決します。

7.33 全ての攻撃側ユニットと防御側ユ

ニットとの間のヘクスサイドに小川が流れ

ている場合、戦力比を1列左にずらして解

決します。この制限の適用に際しては、道

路や小道、鉄道線の有無は影響しません。

7.34 防御側ユニットのいるヘクスが、全て

の攻撃側ユニットのいるヘクスよりも、高度

レベルが1レベル高い場合、戦力比を1列

左にずらして解決します。

もし、防御側ユニットのいるヘクスが、攻

撃側ユニットのいるヘクスよりも、高度レベ

ルが2レベル以上高い場合、戦力比を2列

左にずらして解決します。

攻撃側の複数のユニットが、異なる高度

レベルに存在する場合は、一番高い高度

レベルにいるユニットを基準にして判定し

ます。この制限の適用に際しては、道路や

小道、鉄道線の有無は影響しません。

7.35 もし、攻撃側に装甲ユニットが参加し

ていれば、戦力比を1列右にずらして解決
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します。もし、防御側に装甲ユニットが含ま

れていれば、戦力比を1列左にずらして解

決します。

双方に装甲ユニットが存在する場合、こ

の修正は相殺されて無効となります。

7.36 防御側ユニットの中に混乱状態のユ

ニットが含まれている場合、戦闘解決時の

サイの目から2を引いて判定します。

7.37 薄明ターン（10.2項）に行われる攻撃

においては、戦闘解決時のサイの目に2を

加えて判定します。

7.38 これらの修正値は、全て累加して適

用されます。

7.4  戦闘結果

7.41 戦闘結果は、数字またはアルファベッ

トによって表示されています。「A#」は攻

撃側、「D#」は防御側ユニットに対する戦

闘結果です。戦闘結果の適用は、常に防

御側が先に行います。

7.42 戦闘結果が「1」から「5」までの数

字である場合、該当する側のプレイヤーは、

その戦闘に参加した自軍ユニットごとに

士気値を調べ、数字以下の士気値を持つ

全てのユニットをただちに2ヘクス退却さ

せます。この場合、既に混乱状態にあるユ

ニットは、士気値が2低下しているものと見

なされることに注意してください。このよう

にして退却したユニットは、退却先のヘク

スで自動的に混乱状態となります。

7.43 戦闘結果が「E」である場合、その戦

闘に参加した該当する側の全ユニットは

全滅したものと見なされ、ただちにゲーム

から除去されます。

7.44 もし、退却を強要されたユニットの所

有プレイヤーが望めば、該当ユニットに1ス

テップを失わせることで、退却の代わりと

してもかまいません（6.7項）。

この場合、同一の戦闘に参加した自軍

ユニットの中から所有プレイヤーが1ユニッ

トを選んで、1ステップの損失を適用します

（退却しないユニットごとに個別にステップ

ロスするわけではありません）。

7.45 もし、戦闘結果が緑楕円の白抜きに

なっている場合は、上記の戦闘結果とは別

に、自動的に1ステップの追加損失が適用

されるものとします。この場合も、指示され

た側で戦闘に直接参加したユニットのうち

のいずれか1ユニットのみが、ステップロス

の適用を受けます。

ただし、複数のユニットが同一の戦闘に

参加している場合、たとえ7.44項と7.45項

の結果が重複したとしても、1ユニットに2ス

テップの損失を適用することはできず、必

ず別々のユニットに1ステップロスずつ適

用しなくてはなりません。

7.5  退却

7.51 退却は常に、そのユニットの所有プレ

イヤーの手で、ヘクス数を単位として行わ

れます。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。退

却を行うユニットは、退却前にいたヘクスか

ら2ヘクス離れたヘクスで、退却を終了し

なくてはなりません。

7.52 退却を行うユニットは、可能な限り、ス

タック制限に違反しないヘクスへと退却し

なくてはなりません。

7.53 退却を行うユニットは、敵ユニットの

存在するヘクスや、他の味方ユニットの存

在しない敵ZOCのヘクスへと退却して入

ることができません。また、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。

7.54 ユニットは、移動の場合と同様、地図

外へと退却することもできます。ただし、そ

のユニットは全滅したとは見なされません

が、二度とゲームには復帰できません。

7.55 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

して退却する場合、退却するユニットは、

スタック制限を超過しないヘクスまで、退却

を継続しなくてはなりません。

また、このような事態が発生した場合、

退却したユニットと、スタック制限を超過す

る形でそのユニットが通過したヘクスにい

る全ての味方ユニットは、自動的に混乱状

態となり、ただちに混乱マーカーが置かれ

ます。

7.56 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、そのヘクスにいる味

方ユニットが同一フェイズ中に敵の射撃な

いし攻撃を受けて退却した場合、先に退却

してそのヘクスへと入ったユニットは戦闘

結果とは関係なく、自動的に除去されます。

7.57 あるユニットが退却を強制された場

合、そのユニットを所有するプレイヤーは、

退却したユニットと同一ヘクスにいたユ

ニットを、一緒に退却させることができます。

この場合、一緒に退却するユニットは、

その戦闘に参加していなかったユニットで

あってもかまいません。

7.58 その時点で移動力がゼロのユニット

（射撃モードにある砲兵ユニット）は、退却

を行えません。このようなユニットは、退却

を強制された時点で、全滅して除去される

ものとします（ただしこの全滅は、7.44項の

「退却の代替損失」とは見なせません）。

また、何らかの理由により、指示された退却

を行えない場合、そのユニットは自動的に

全滅して除去されます。

7.6  混乱

7.61 混乱状態にあるユニットは、いかなる

射撃も行うことができません。また、混乱状

態にあるユニットは、半分の移動力（端数

切り捨て）を用いて、自軍移動フェイズに移

動を行うことができます。

7.63 混乱状態にある装甲ユニットが敵の

射撃を受けた場合、射撃判定のサイの目

から2を引いて判定します。また、混乱状

態にある非装甲ユニットを含むスタックが

敵の攻撃を受けた場合、戦闘解決のサイ

の目から2を引いて判定します。

7.64 混乱状態にあるユニットは、味方砲

兵のために、視認（8.2項）を行うことができ

ません。

7.65 混乱状態にあるユニットが士気

チェックを行う場合、サイの目に2を加算し

て判定します。

7.66 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。

7.67 各ゲームターンの混乱回復フェイズ

に、プレイヤーは混乱状態にある自軍ユ

ニット1個ごとにサイを1個振り、出た目をそ

のユニットの（印刷されている）士気値と比

べます。

もし、サイの目の数字が、そのユニットの

士気値と同じか、それより小さければ、ユ

ニットは回復し、混乱マーカーは取り除か

れます。もし、サイの目がユニットの士気値

よりも大きければ、混乱マーカーはユニット

の上に残されます。

なお、減少戦力面のユニットは、完全戦

力の場合よりも士気値が1低下しているこ

とに注意してください。

7.68 混乱状態にあるユニットは、敵ZOC

に移動して入ることができません。

また、混乱状態にある車輌ユニットは、道

路や小道、鉄道線を利用する場合を除き、

小川ヘクスサイドを移動して越えることが

できません。
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7.69 混乱からの回復の判定に際しては、

敵ZOCは何の影響も及ぼしません。

7.7  戦闘後前進

7.71 自軍対戦車射撃フェイズにおいて、

目標ユニットが退却または全滅して、目標

となるヘクスが空になった場合、その射撃

を行ったユニットは、空になったヘクスへと

前進することができます。

7.72 自軍戦闘フェイズにおいて、防御側

ユニットが退却または全滅して、目標となる

ヘクスが空になった場合、その攻撃を行っ

たユニットは、空になったヘクスへと前進す

ることができます。

7.73 戦闘後前進には、移動力の消費は

必要ありません。

7.74 たとえ防御側が2ヘクスの退却を

行ったとしても、戦闘後前進を行えるのは、

空いたヘクスへの1ヘクスのみです。

7.75 戦闘後前進を行う際には、敵ZOC

から敵ZOCへと直接入るような前進も行え

ます。

7.76 戦闘後前進を行えるのは、その目標

ヘクスが空になる直接の原因となった射

撃ないし攻撃に参加していたユニットのみ

です。ただし、スタック制限を超過するよう

な形での戦闘後前進は、行うことができま

せん。

7.77 戦闘後前進は、強制ではありません。

実行するかどうかは、射撃側／攻撃側プレ

イヤーが選ぶことができますが、実行する

なら、次の射撃／攻撃を解決する前に実

行しなくてはなりません。

7.78 砲兵ユニットは、その状態に関係な

く、一切の戦闘後前進を行えません。

8.0  砲兵隊
プレイヤーは、自軍の砲兵ユニットを用い

て、その射程距離内にいる敵ユニットを砲撃

することができます。ただし、夜間ターンには、

いかなる射撃も行うことができません。

8.1  砲兵ユニットの攻撃方法

8.11 砲兵ユニットは、以下の三種類の方

法で、それぞれのフェイズに各1回ずつ、敵

ユニットを攻撃できます。

◆自軍砲撃フェイズに、隣接していない敵非

装甲ユニットを射撃する（間接射撃）。

◆自軍対戦車射撃フェイズに、隣接する敵装

甲ユニットを射撃する（対戦車射撃）。

◆自軍戦闘フェイズに、隣接する敵非装甲ユ

ニットを攻撃する（通常攻撃）。

8.12 射撃モードの砲兵ユニットが隣接す

る敵ユニットに対して対戦車射撃や攻撃

を行う場合には、通常の歩兵ユニットなど

の場合と同様に扱われます。

8.13 各砲兵ユニットには、黄色丸地に印

刷された射程距離の数値が印刷されてい

ます。この射程距離は、間接射撃を行う際

の、砲兵ユニットのいるヘクスから目標ヘ

クスまでの距離の上限を表しています。

8.14 砲兵ユニットによる間接射撃のみで、

隣接していない敵の非装甲ユニットを攻

撃する場合、プレイヤーはまず、その射撃に

参加する自軍砲兵ユニットを宣言し、その

戦闘力を合計した上で、砲撃目標となるヘ

クスを選びます。

そして、「対戦車射撃／砲撃解決表」を

見ながら、サイを1個振ります。

もし、砲撃目標となっているヘクスが村、

街、森林、湿地である場合は、戦闘力の合

計を半分にして解決します（端数切り捨

て）。また、薄明ターンに行われる射撃にお

いては、全ての射撃判定のサイの目に2を

加算して判定します。

8.15 間接射撃の結果は、対戦車射撃の

結果と同様にして、目標ヘクス内にいる全

ての敵非装甲ユニットに対して個別に適

用・判定されます（6.5項、6.6項、7.57項の

各ルールを参照）。

例えば、戦車ユニット1個と歩兵ユニット

1個から成る敵スタックに対して実施された

間接射撃の結果が「1」である場合、歩兵

ユニットはサイの目に1を加算した士気

チェックを行わなくてはなりません。この際、

装甲ユニットの装甲値は、間接射撃の判

定に際しては全く影響しないことに注意し

てください。

また、装甲ユニットはいかなる場合にお

いても、砲撃による射撃結果の影響を受け

ません。

8.16 もし、間接射撃の結果が緑楕円の白

抜きとなっていた場合、目標ユニットの所

有プレイヤーは、そのヘクスにいる自軍非

装甲ユニットの中から1ユニットを選んで、

1ステップロスを適用しなくてはなりません。

このステップロスは、士気チェックを行う

前に適用します。

8.17 間接射撃を行えるのは、自軍の砲撃

フェイズにおいてのみです。対戦車射撃

フェイズや戦闘フェイズ中には、間接射撃

は行えません。

8.18 間接射撃を行う砲兵ユニットは、1回

の自軍砲撃フェイズに1回のみ、間接射撃

を行えます。また、同一の目標ヘクスに対

する間接射撃は、射撃を行う砲兵ユニット

の戦闘力を合計して、1回の射撃として解

決します。つまり、同一の目標ヘクスが、

1回の砲撃フェイズ中に2回以上の間接射

撃を受けることはありません。

ただし、ある間接射撃によって退却した

ユニットが、退却先のヘクスで再び敵の間

接射撃を受けた場合、退却したユニットは

再びそのヘクスで砲撃を受けたものと見な

され、その目標ヘクスに対する砲撃の結

果を適用されます。

8.19 砲兵ユニットが間接射撃を行うため

には、その目標ヘクスは自軍ユニットに「視

認」されていなくてはなりません（8.2項）。

8.2  視認と照準線

8.21 敵ユニットに対する間接射撃を行う

ためには、いずれかの味方ユニットを用い

て、その敵ユニットを「視認」していなくて

はなりません。ユニットが敵ユニットを「視

認」するためには、視認するユニットのいる

ヘクスから敵ユニットのいるヘクスまでの間

に「照準線」と呼ばれる線が設定できなく

てはなりません。

8.22 照準線は、村や街、森林のヘクスに

対して設定することはできますが、それらの

ヘクスを通過して、その先のヘクスへと設

定することはできません。

照準線の判定に際しては、ヘクスの中

心点と中心点を結んだ直線を基準にして

判定します（小さな三角定規などを使って、

随時判定してください）。

8.23 高度レベルは、照準線に大きな影響

を及ぼします。視認するユニットのいるヘ

クスと、敵ユニットのいるヘクスが同じ高度

レベルである場合、その間にある、それより

も高い高度レベルのヘクスは、照準線の設

定を妨害します。

また、視認するユニットのいるヘクスと、

敵ユニットのいるヘクスが異なる高度レベ

ルである場合には、次ページの例を参照し

て、照準線の設定を判定します。

8.24 ユニットは、高度レベルが同じか、自

分より高いレベルにいる敵ユニットに対し

て、3ヘクスまでの長さで照準線を設定で

きます。高度レベルが1レベル低い敵ユ

ニットに対しては、4ヘクスまでの長さで照
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準線を設定できます。高度レベルが2レベ

ル低い敵ユニットに対しては、5ヘクスまで

の長さで照準線を設定できます。

8.25 村、街、森林の各地形は、高度レベル

が同じ照準線を妨害します。また、高度レ

ベルが高いヘクスから低いヘクスを視認

する場合、これらの障害物のあるヘクスに

対しては照準線を設定できますが、その

一つ先のヘクスは「死角」となって、照準

線を設定することができません（上の例2を

参照）。

8.26 薄明ターン（10.2項）においては、視

認ユニットの高度レベルに関係なく、照準

線の長さの上限は2ヘクスとなります。

8.27 夜間ターン（10.2項）においては、い

かなるユニットも、敵ユニットの視認は行え

ません。

8.3  砲兵ユニットのモードと移動

8.31 砲兵ユニットは、ゲーム中常に、射撃

モード（表面）と移動モード（裏面）のどち

らかの状態にあります。

射撃モードにある砲兵ユニットは、間接

射撃、対戦車射撃、通常攻撃を行えます

が、移動を行うことはできません。

移動モードにある砲兵ユニットは、移動

を行うことはできますが、間接射撃も通常

攻撃も行うことはできず、またドイツ軍88ミリ

砲を除いて、対戦車射撃を行うことができ

ません。

移動モードのドイツ軍88ミリ砲ユニット

は、隣接する敵の装甲ユニットに対して、

駒の裏面に記された対戦車射撃力を用い

て対戦車射撃を行うことができます。

8.32 自軍砲撃フェイズにおいて、プレイヤー

は、そのフェイズ中に砲撃を行わなかった

砲兵ユニットを裏返して、移動モードにす

ることができます。ただし、移動モードにあ

る砲兵ユニットを、ここで射撃モードに変更

することはできません（8.35項を参照）。

8.33 砲兵ユニットが、何らかの理由によっ

て退却を要求された場合、そのユニットは

モードに関係なく自動的に全滅したものと

見なされ、ゲームから除去されます。

8.34 砲兵ユニットは、敵ZOCのヘクスに移

動して入ることができません。

8.35 プレイヤーは、夜間ターンの混乱回復

フェイズにおいてのみ、移動モードにある

自軍砲兵ユニットを、射撃モードに変更す

ることができます。それ以外のターンには、

移動モードの砲兵ユニットを射撃モードに

変更することはできません。

8.36 砲兵ユニットは、薄明ターンおよび夜

間ターンには一切の移動を行うことができ

ません。

8.37 移動モードの砲兵ユニットの戦闘力

は、カッコ付きになっています。この戦闘力

は、移動モードの砲兵ユニットが敵の攻撃

を受けた場合の戦力比算定にのみ使用

されます。

移動モードの砲兵ユニットは、隣接する

敵ユニットに対する味方の通常攻撃に参

加することができません。

9.0  増援部隊
独ソ両軍とも、ゲームの途中から地図上に

登場する増援ユニットを受け取ります。

9.1  増援ユニットの登場

9.11 増援ユニットは、所有プレイヤーの移

動フェイズ中に地図上へと登場します。

登場させる時は、まず指定された登場ヘ

クスに隣接する地図外の領域に、その増

援ユニットを置きます。次に、通常の移動と

同じようにして、指定された登場ヘクスに進

入し、さらにそこから地図内の隣接ヘクス

へと移動します。最初に登場ヘクスへと進

入するところから、移動力を消費します。

9.12 敵ユニットの存在する登場ヘクスに、

増援ユニットを登場させることはできませ

ん。また、敵ZOCの登場ヘクスに、増援ユ

ニットを登場させることはできますが、この

場合も通常ルールに従い、その敵ZOCの

ヘクスで移動を終了しなくてはなりません。

9.13 ひとつの登場ヘクスから登場させる

ことのできる増援ユニットの数には、制限

がありません。
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例1： 左の図は、照準線設定の例を表しています。
A、B、C、Dの各ユニットは、それぞれa、b、c、dの

ヘクスに対して、照準線を設定できます。

ユニットBがヘクス1712に対して照準線を設

定できないのは、ヘクス1612の村が照準線を妨

害しているためです。また、ユニットAとDが、共に

ヘクス2412に対して照準線を設定できないの

も、上の場合と同様に村が照準線を妨害してい

るためです。

例2：左の図は、高度レベルが異なるヘクスの
位置関係を表しています。

ユニットAは、ヘクス2002～2008に対して

照準線を設定できますが、ヘクス2009は森の

陰で死角になっているので、視認できません。

ユニットBは、ヘクス2004～2008に対して照

準線を設定できますが、ヘクス2003と2009

は視認できません。ユニットCは、ヘクス2008

～2011にのみ、照準線を設定できます。



ただし、その移動フェイズ終了時にス

タック制限を超過するような形で、増援ユ

ニットを登場させることはできません。

9.14 所有プレイヤーが望めば、増援ユ

ニットの登場を、後のターンへと遅らせるこ

とができます。

10.0  特別ルール
10.1 ジューコフ元帥

10.11 このゲームには、ソ連第1白ロシア

方面軍司令官ジューコフ元帥のユニットが

含まれています。このユニットは、ジューコフ

元帥本人と、その取り巻きの護衛を表して

います。

10.12 ジューコフ元帥ユニットは、昼間の

ターンに高度レベルが2または3のヘクスに

いる場合に限り、通常のユニットよりも3ヘ

クス長い視認能力を持ちます。

例えば、高度レベル3にいるジューコフ元

帥ユニットは、昼間のターンには8ヘクス先

の高度レベル1にいる敵ユニットを視認す

ることができます。ただし、ジューコフ元帥

が高度レベル1のヘクスにいる場合には、

視認能力の増加はありません。

10.13 ドイツ軍は、ジューコフ元帥ユニット

を視認することができません。つまり、ドイツ

軍はジューコフ元帥ユニットに対する間接

射撃を行うことができません。

10.2  薄明と夜間

10.21 薄明ターン（夜明けと夕暮れ）にお

いては、砲兵ユニットはいかなる移動も行

えず、また砲兵以外のユニットの移動力も

半分になります（端数切り上げ）。

10.22 夜間ターンにおいては、砲兵ユニッ

トはいかなる移動も行えず、また砲兵以外

のユニットの移動力は4分の1になります

（端数切り上げ）。

10.23 薄明ターンと夜間ターンに移動す

る（砲兵以外の）ユニットは、敵ZOCのヘ

クスへと進入することができません。

10.24 薄明ターンに行われる射撃（間接

射撃、対戦車射撃）では、全ての射撃判定

のサイの目に2を加算して判定します。

10.25 夜間ターンには、いかなる射撃も行

うことができません。

10.26 薄明ターンにおいては、視認ユニッ

トの高度レベルに関係なく、照準線の長さ

の上限は2ヘクスとなります。

10.27 夜間ターンにおいては、いかなるユ

ニットも、敵ユニットの視認は行えません。

10.28 プレイヤーは、夜間ターンの混乱回

復フェイズにおいてのみ、自軍砲兵ユニッ

トのモードを移動モードから射撃モードへ

と変更できます。それ以外のターンには、

移動モードの砲兵ユニットを射撃モードへ

と変更することはできません。

11.0 シナリオ1：
キュストリン救出作戦

このシナリオは、1945年3月27日に開始さ

れたドイツ軍のキュストリン救出作戦を扱って

います。

なお、このシナリオではゲームマップのうち、

ヘクス番号の下2桁がxx01からxx08までの

領域（つまり上半分）のみを使用します。

11.1  初期配置

11.11 ソ連軍が先に、自軍ユニットを配置

します。このシナリオで使用するユニットと、

その配置ヘクスは、別紙の「ソ連軍展開

表」に記されています。

11.12 ソ連軍の配置が完了したら、ドイツ

軍は自軍ユニットを配置します。このシナリ

オで使用するユニットと、その配置ヘクス

は、別紙の「ドイツ軍展開表」に記されてい

ます。

11.2  増援

11.21 このシナリオでは、両軍とも増援部

隊を受け取りません。

11.3  特別ルール

11.31 このゲームの全期間を通じて、ドイ

ツ軍は弾薬と燃料不足に悩まされていまし

た。以下のルールは、そのような状況を再

現するために用意されたものです。

11.32 各ゲームターンの回復フェイズにお

いて、ドイツ軍プレイヤーは、混乱状態から

の回復を試みる全てのサイの目に2を加

算して判定しなくてはなりません。

11.4  勝利条件

11.41 このシナリオにおいては、ドイツ軍プ

レイヤーが獲得した勝利得点（VP）の合

計をもとに、ゲームの勝敗を判定します。

11.42 ヘクス3102、3103、3204、3503に

いるドイツ軍ユニットが、ゲーム終了時に、

地図西端のいずれかのヘクスまで、連絡

線を設定できれば、ドイツ軍プレイヤーはそ

のようなユニット1個ごとに、5VPを獲得し

ます。これらのユニットは、最初に配置した

ヘクスから移動していてもかまいません。

11.43 連絡線とは、途切れずに続いてい

る一連のヘクス列を指します。

このヘクス列は、どのようにカーブしてい

てもかまいませんが、ソ連軍ユニットのいる

ヘクスや、ドイツ軍ユニットの存在しない敵

ZOCヘクス、道路または小道の通っていな

い大河ヘクスサイドを通過することはでき

ません。

11.44 ドイツ軍プレイヤーは、ソ連軍ユニッ

トを1個全滅させるごとに、1VPを獲得し

ます。

11.45 ゲーム終了時に、ドイツ軍プレイ

ヤーの獲得したVPの合計が12以上であ

れば、ゲームはドイツ軍の勝利となります。

ドイツ軍プレイヤーのVP合計が6未満

なら、ゲームはソ連軍の勝利となります。

ドイツ軍プレイヤーのVP合計が7～11

であれば、ゲームは引き分けです。

12.0 シナリオ2：
ゼーロウ高地への強襲

このシナリオは、1945年4月16日に開始さ

れたソ連軍のゼーロウ高地に対する総攻撃

を扱っています。

12.1  初期配置

12.11 ソ連軍が先に、自軍ユニットを配置

します。このシナリオで使用するユニットと、

その配置ヘクスは、別紙の「ソ連軍展開

表」に記されています。

12.12 ソ連軍の配置が完了したら、ドイツ

軍は自軍ユニットを配置します。このシナリ

オで使用するユニットと、その配置ヘクス

は、別紙の「ドイツ軍展開表」に記されてい

ます。

12.2  増援

12.21 ソ連軍は、以下の増援部隊を受け

取ります。

◆第7ターン／ヘクス2001から2401まで

の地図北端より：

第416狙撃兵師団（3ユニット）

◆第8ターン／ヘクス2501から3001まで

の地図北端より：

第396重自走砲連隊
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12.22 ドイツ軍は、以下の増援部隊を受け

取ります。

◆第3ターン／ヘクス2117から2417まで

の地図南端より：

第169歩兵師団第1230装甲猟兵中隊

◆第4ターン／ヘクス1004から1012まで

の地図西端より：

第20装甲擲弾兵師団第8装甲大隊第I

中隊、第III中隊、第9降下猟兵師団第9

装甲猟兵中隊

12.3  特別ルール

12.31 ドイツ軍のユニットは、第1ターンの

移動フェイズには全く移動を行うことがで

きません。ただし、射撃や砲撃、通常攻撃、

退却、戦闘後前進は、通常通り行うことが

できます。

12.4  勝利条件

12.41 このシナリオの勝敗は、まず第7

ターン終了時のマップ上の状況を基に判

定します。

もし、第7ターンの終了時に、どちらかの

プレイヤーが12.42項および12.43項に記

された条件を満たしていれば、ゲームは条

件を満たした側の勝利として終了します。

もし、両プレイヤーとも、この条件を満た

していなければ、ゲームは第12ターンまで

続けられた後、12.44項および12.45項に

従って、ゲームの勝敗を判定します。

12.42 第7ターン終了時に、ゼーロウ市の

街ヘクス（ヘクス1409、1410、1509、1510）

またはそれに隣接するいずれかのヘクス

にソ連軍ユニットが存在する場合、ゲーム

はソ連軍の戦略的勝利として終了します。

また、ソ連軍が以下の街ないし村ヘクス

のうち、3ヘクスを支配していれば、ゲーム

はソ連軍の作戦的勝利として終了します。

◆グソウ（1205）

◆ノイラングソウ（1605）

◆ヴェルビヒ（1506）

◆ゼーロウ駅（1609）

◆フリーダースドルフ（1612）

◆ドルゲリン（1713）

◆リッベニヘン（1915）

12.43 第7ターン終了時に、ハウプト運河

の西岸ヘクス（ヘクス1003、1103～1809、

1810～2217へと連なる小川沿いのヘク

ス）およびそれ以西にソ連軍ユニットがひ

とつも存在しない場合、ゲームはドイツ軍

の作戦的勝利として終了します。

12.44 第12ターン終了時に、ゼーロウ

市の街ヘクス全てと、ディーダースドルフ

（1012）、およびその間の全ての道路ヘク

ス（1111、1211、1310）をソ連軍が支配し

ている場合、ゲームはソ連軍の戦略的勝利

として終了します。

もし、第12ターン終了時に、ゼーロウ市

の街ヘクス全て（のみ）をソ連軍が支配

している場合、ゲームはソ連軍の作戦的勝

利として終了します。

12.45 第12ターン終了時に、ゼーロウ市

の街ヘクス全てをドイツ軍が支配してい

る場合、ゲームはドイツ軍の戦略的勝利と

して終了します。

もし、第12ターン終了時に、ゼーロウ市

の街ヘクスのうち、ひとつでもドイツ軍が支

配している場合、ゲームはドイツ軍の作戦

的勝利として終了します。

12.46 支配とは、一方のユニットがそのヘ

クスに存在しているか、またはそのヘクスを

最後に通過した状態を指します。

この判定を行う際には、敵ZOCは一切

影響しません。 ■

46 Six Angles

1. 敵戦車ユニットに対する射撃の解決
2110のソ連軍第85親衛戦車連隊のIS-2mが、2011のドイツ軍第20装

甲擲弾兵師団第8戦車大隊第1中隊のIV号戦車を射撃します（右図A）。
射撃力は9、平地で高度レベル差なしなので、地形修正はなし。サイの

目は「5」で、IV号戦車の装甲値「1」を加算して6となり、「対戦車射撃／
砲撃解決表」で射撃力9と6の交差するところを見ると、結果は緑丸付き
の「1」となりました。ドイツ軍IV号戦車ユニットは、1ステップしか持たない
ので、緑丸の損害（即座に1ステップ損失）を適用されて全滅しました。

もし、ドイツ軍戦車のいるヘクスが右図Bのような地形であったなら、
高度差により射撃力は半分の「5」、結果は「－（損害なし）」となります。

2. 敵歩兵ユニットに対する攻撃の解決
2011のソ連軍第39親衛狙撃兵師団第112親衛狙撃兵連隊を、ドイツ軍

の第20装甲擲弾兵師団第76装甲擲弾兵連隊第1大隊、第90装甲擲弾兵

連隊第1大隊、第2大隊の3ユニットが攻撃します（右図C）。
攻撃側の戦闘力合計は9、防御側の戦闘力は3で、戦力比は「3対1」

ですが、全ての攻撃側ユニットと防御側ユニットの間のヘクスサイドが小川

であるため、左に1列ずらし、最終的な戦力比は「2対1」となります、サイの
目は「1」で、結果は「D4」となりました。
もし、第76装甲擲弾兵連隊第1大隊が2010にいれば、小川の地形修正

は適用されず、結果は「緑楕円付きのD4」となります（右図D）。 ■

ゼーロウ＆キュストリン プレイの実例
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