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1. 序章

“1985: Deadly Northern Lights” は、1985 年の北欧における、
ワルシャワ条約機構軍（WP）と北大西洋条約機構軍（NATO）
との激突を師団／旅団レベルでシミュレートしたものであ
る。5 枚の地図にはスカンジナビア半島とその周辺地域が描
かれている。キャンペーンゲームでは戦争の最初の 50 日間
が扱われ、小さなシナリオでは、より短期間の狭い地域での
作戦が扱われる。

2. ゲームの備品

2.1 ゲーム地図

5 枚の地図は、互いの一部を重ね合わせることにより、完全
なゲーム地図となる。

それぞれの地図は、地図上の特定の場所を識別するためにカ
ウンターや他の図表類で使用される文字でコード化されてい
る。例えば、“D1005” と表示されているカウンターは、マッ
プ D のヘクス 1005 でゲームを開始する。

地図上には白い枠線が描かれており、その枠線によって区切
られた 61 個のヘクスで構成されたエリア（メガヘクス）が
存在している。また、それぞれのメガヘクスには迎撃修正も
記されていて、航空機による迎撃の際に使用される。

2.2 プレイ用の駒

それぞれの駒（カウンター）は、北欧での紛争で使われる戦
闘部隊、航空機、あるいは艦艇を表している。

陸上部隊には標準的な NATO タイプの兵科記号で部隊規模
が印刷されている。航空機、およびヘリコプターユニットは
個々の飛行中隊を表しており、部隊規模は印刷されていない。
SAM ユニットは防空グループを表すもので、単一の重対空
砲台によるものから、複数の軽対空砲台によるものまである。
海軍ユニットは 1 隻の艦艇を表す場合と、最大 8 隻の艦艇
からなるグループを表す場合がある。

カウンターの値とシンボルの詳細な説明については、ユニッ
ト凡例（Unit Legend）を参照のこと。

2.3 スケール

それぞれのヘクスの差し渡しは 14km である。また、各ゲー
ムターンは、実際の 2 日間に相当する。

2.4 ゲームに含まれるもの

“1985: Deadly Northern Lights” には、以下のものが含まれ
ている。
・地図      　5 枚
・空軍基地表（Airfield Chart）   NATO/2 枚、WP/1 枚

・連絡線チャート（LOC Chart）　　 NATO/1 枚、WP/1 枚
・海軍戦術ディスプレイ（Naval Tactical Display Chart） 

NATO/1 枚、WP/1 枚
・ターン記録表／修正一覧（Turn and Modifiers Chart）

1 枚
・各 280 個のカウンターを収めたカウンター・シート 6 枚
・英文ルール 　　　　　　　　　　　　　　　　　1 冊
・シナリオ／デザイナーズ・ノート 　　　　　　　　　1 冊
・各種図表類集　　　　　　　　　　　　　　 　　　　2 冊
・20 面体ダイス        2 個

3. 総則

3.1 用語

・自走対空砲（ADA Flak）：対空火器を装備した移動可能な
支援ユニットで、対空力と射程が印字されている。

・飛行グループ（Air Group）：最大 3 個飛行中隊で構成され
るグループで、同一の飛行任務を実施する。飛行グループ
は、敵による対空射撃の解決の際に用いられる。

・制空エリア（Air Superiority Area）：両軍が制空戦闘を実
施する地図上のエリアで、何れかのプレイヤーがそのエリ
アの制空権を獲る。

・攻撃（Assault）：攻撃によって敵ユニットを戦闘に巻き込み、
打撃を与えたり現在地から駆逐したりする。

・早期警戒管制機（AEW）：これらは、非常に高性能なレーダー
と、強力な通信システムを装備した航空機である。そして
敵航空機の展開状況を補足し、自軍の航空任務を誘導する。
ゲームにおいてこれらの部隊は、空戦を有利な状況に導い
てくれる。

・バルト海（Baltic Sea）：バルト海にはボスニア湾全体も含
まれており、その北限はヘクス H1313 ～ H1412 と H0317
～ H0416 ～ H0516 で結ばれたライン（それぞれのヘクス
を含む）である。

・弾幕力（Barrage Strength）：砲兵ユニットは攻勢弾幕力、
あるいは防御弾幕力によって、自軍の陸上ユニットの戦闘
を支援する。

・大隊（Battalion）：大隊には II の記号があり、カウンター
上の呼称で示されるように旅団を構成する一部である場合
がある（例えば “2/5” の記載があれば、それは第 5 旅団の
第 2 大隊を表している）。独立した大隊には “ / ” の記号と
その後の番号が記されていない。

・分割（Break-Down）：師団規模ユニットは、いくつかの小
部隊（複数の旅団、あるいは連隊）に分割することができる。

・旅団（Brigade）：旅団はユニットのシンボルとして X の記
号が記載されている、師団の一部を構成する典型的な部隊
であり、ユニットにはその所属が記載されている（例えば
“2/1” の記載があれば、それは第 1 師団の第 2 旅団を表し
ている）。師団に属さない独立旅団には、“ / ” の記号とそ
の後の番号が記されていない。

・指揮力（Cadre）：指揮力は陸上ユニットの技能、訓練レ
ベルを表している。指揮力が高い（大きい）ほど、そのユ
ニットはより良く訓練されているものとされる。全てのユ
ニットはゲーム開始時、その国籍と種類によって指揮力が
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決まっている。陸上ユニットは戦闘を経験することにより、
元々の指揮力から 5 の指揮力へと指揮力が向上する。ただ
し元々が非常に高度に訓練されたユニットは代替の補充が
きかないということで、指揮力が 5 へと下がることになる。

・戦闘力（Combat Strength）：大半の陸上ユニットには 2
つ以上の戦闘力が記載されていて、（攻撃、防御、砲兵支
援等の）様々な状況で用いられる。

・行動範囲（Combat Radius）：完全武装の状態で、航空機
が空軍基地から移動して任務を実施し、元の空軍基地まで
戻ることができる最大の距離をメガヘクスの数で表したも
の。

・戦闘ユニット（Combat Unit）：戦闘ユニットは、攻撃力
と防御力の記載された師団、旅団、連隊、および大隊ユニッ
トを指す。

・緊急対応防御（Contingency Defense）：支援ユニットの中
には、オレンジ色で緊急対応防御力が記載されたものがあ
り、自軍の戦闘ユニットとスタックしていない状況で陸上
戦闘に巻き込まれた時に使用する。

・再配置（Displacement）：ワルシャワ条約機構軍の前線補
給拠点（Front Supply Head）は、陸上戦闘に巻き込まれ
たり、航空攻撃受けたりして再配置を行うことがある。前
線補給拠点が再配置される場合、後方へ 5 ヘクス移動させ
られる。

・師団（Division）：師団はユニットのシンボルとして XX が
記載されている。ワルシャワ条約機構軍は師団を基本の単
位として作戦行動を実施するが、NATO は半ば自立した組
織として旅団単位でも作戦行動を実施することができる。

・電子戦中隊（ECM Squadron）：強力な電子戦装備を搭載
した飛行中隊で、敵レーダーを妨害、混乱させる。ゲーム
において電子戦中隊は、敵飛行中隊の任務の効果や、対空
砲の効果を減少させる。

・電子戦（Electronic Warfare）：電子戦（EW）ユニットは
敵の無線通信網を妨害し、現代戦において必要となる各種
部隊連携を妨害したり、不可能にしたりする。ゲームにお
いて電子戦ユニットが効果を発揮すると、攻撃の際の戦闘
解決が有利になる。

・疲労（Fatigue）：ユニットは休息や回復にかける時間を犠
牲にすることによって、通常の移動力を超えた行動をとる
ことができる。しかしながら、そのようなユニットは疲労
し、移動や戦闘に悪影響を及ぼすこととなる。

・対空火器（Flak）：敵航空機やヘリコプターに遭遇した際
に使用する、地対空兵器の総称。ゲーム上で対空火器には
いくつかの種類があり、固定 SAM（地対空ミサイル）か
ら自走対空砲まである。

・独立部隊（Independent Formation）：所属する師団を持た
ない（“ / ” で区切られた番号を持たない）ユニットを、独
立部隊として扱う。

・連絡線（Line Of Comunication / LOC）：双方の陣営は連
絡線を使用して地図外の場所へ移動したり、地図外の場所 
から地図上へと移動したりすることができる。連絡線移動
は連絡線チャート上で実行され、独自のルールが適用され
る。

・マーカー（Marker）：ゲームには様々なマーカーが用意さ
れていて、ユニットの状態や一時的な地形効果等を表すた

めに使われる。
・メガヘクス（Megahex）：航空ユニットや海軍ユニットが

使用する、通常の 61 個のヘクスによって構成されたブロッ
ク。

・モード（Mode）：それぞれの陸上ユニットは、常に以下の
3 つのモードの内の 1 つのモードにある。その 3 つとは戦
術モード（基本となるモードで、通常の移動と戦闘に適し
ている）、行軍モード（迅速な移動を可能とするが、陸上
と空からの攻撃に対し脆弱になる）、およびヘッジホッグ・
モード（塹壕に入り防御に適しているが、移動することが
できない）である。

・移動力（Movement Allowance）：1 ゲームターンの内に移
動可能な距離を数値化したもの。大半の陸上ユニットは 20
移動ポイントを消費可能だが、疲労のリスクを冒すのであ
れば、50 移動ポイントまで消費することができる。

・北大西洋条約機構（NATO）：このゲームには北大西洋条
約機構に属する以下の国が登場する。カナダ（CA）、デン
マーク（DK）、オランダ（NE）、ノルウェー（NO）、イギ
リス（UK）、アメリカ（US）、および西ドイツ（WG）。

・中立国（Neutral）：以下の国は中立国である。フィンラン
ド（FI）、およびスウェーデン（SW）。

・北海（North Sea）：北海にはノルウェー海とバレンツ海も
含まれ、その南限は H1312 ～ H1411 と H0316 ～ H0415 ～
H0515 で結ばれたライン（それぞれのヘクスを含む）であ
る。

・核ポイント（Nuclear Point）：核ポイントは、核攻撃の能
力を表すものである。1 核ポイントは複数の核弾頭に該当
し、1 個大隊の保持するエリアに被害を与えるために必要
な数キロトンの破壊力をもつ。

・地図外基地（Off-map Base）：両軍には地図上に表示され
ていない空軍基地や海軍基地がある。ユニットは決められ
た移動ポイントを消費する、あるいは飛行経路に適切な距
離 を加算することによって、地図外の基地に移動したり、
地図外の基地から地図上に移動したりすることができる。

・統合（Recombination）：師団を構成する複数のユニットは、
一定の条件下において 1 つの師団へと統合することができ
る。

・補充ステップ（Replacement Step）：補充ステップは、陸
上ユニットの受けた損害を補充するために使われる。1 補
充ステップは、おおよそ 1 個大隊に相当する。

・対空ミサイル砲台（SAM Flak）：地対空ミサイルで武装し
た固定砲台。対空力と射程が印字されている。

・小規模戦闘ユニット（Small Combat Unit）：大隊またはそ
れ以下の規模の編成で、ユニットの数値が水色（NATO）
またはピンク（WP）で印刷されているもの。小規模戦闘
ユニットは戦闘ユニットであるが、ZOC を持たず、陸上戦
闘では特別なルールを使用する。

・ステップ（Step）：個々の戦闘ユニットは、1 ステップ、あ
るいは複数の戦闘ステップをもつ。損害を受けたユニット
は、損害に応じたステップを失っていく。

・支援ユニット（Support Unit）：支援ユニットには、砲兵、
司令部、戦術用地対地ミサイル (SSM）、電子戦（EW）、鉄
道連隊、前線補給拠点（FSH）、戦闘工兵、特殊任務部隊、
対空ミサイル（SAM）、および自走対空砲（ADA）ユニッ
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トがある。このうち砲兵と司令部、戦闘工兵は、戦闘ユニッ
トとスタックしていない場合に使われる緊急対応防御力を
もつ。

・輸送能力（Transport Capacity）一部の飛行中隊とヘリ
コプター中隊には、青字で輸送能力が印字されており、空
挺ユニットや空中機動ユニットを輸送するために使用され
る。

・ワルシャワ条約機構（Warsaw Pact）：このゲームにはワ
ルシャワ条約機構に属する以下の国が登場する。東ドイツ

（EG）、ポーランド（PO）、およびソ連（SU）。

3.2 端数

特にルールに記載のない限り、全ての端数は切り捨てられる。

4. プレイの手順

各ゲームターンは、以下の手順によってプレイされる。

1. 天候フェイズ
WP プレイヤーは、このゲームターンの天候を決定する。

2. 輸送船団フェイズ
両軍プレイヤーは輸送船団への艦艇のを割り当て／解除、および輸送船団の航路の設定を行う。

3. 他戦域イベントフェイズ
a. WP プレイヤーは中立侵犯を宣言する。
b. 両プレイヤーは他戦域に戦力を投入する。
c. 他戦域で発生するイベントを決定する。

4. WMD 解放フェイズ
両軍プレイヤーは、大量破壊兵器（WMD）の使用許可を求めることができる。

5. SSM 攻撃フェイズ
WP プレイヤーは、戦術用地対地ミサイル（SSM）を使用して化学兵器による攻撃を行うことができる。

6. 制空フェイズ
a. 制空戦闘配置フェイズ：
　両軍プレイヤーは、制空権マーカーを交互に地図上に配置する。
b. 監視割り当てフェイズ：
　両軍プレイヤーは、ASW 監視マーカーと水上監視マーカーを地図上に配置する。
c. 制空戦闘割り当てフェイズ：
　両軍プレイヤーは、制空権の獲得を臨む制空エリアに対し、秘密裏に飛行中隊の割り当てを行う。
d. 制空戦闘解決フェイズ：
　各制空エリアに関しプレイヤーは、制空戦闘を解決する。

7. 核攻撃フェイズ
プレイヤーは地上目標への核兵器の発射と、核攻撃の解決を行う。

8. WP 行動フェイズ
a. WP 増援フェイズ：
　利用可能な増援ユニットを地図上、あるいは進入ヘクスの側に置く。
b. WP 補充フェイズ：
　補充ステップを受け取り、ユニットへの補充を行う。
c. WP 特殊任務部隊襲撃フェイズ：
　特殊任務部隊による襲撃の計画と実行を行う。
d. WP 移動フェイズ：
　陸上ユニットと海軍ユニットの移動と戦闘を行い、必要に応じて再補給を行う。
e. WP 除去フェイズ
　持続性化学汚染、対空火器制圧（Flak Suppress）、“No ZOC”、および突破マーカーを除去する。
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5. 陸上移動

一般的に各ユニットは、陸上移動で消費可能な移動力として、
20 移動ポイントを持っている。移動ポイントは戦闘も含め、
ゲームにおける大部分の行動で消費される。ユニットは移動
した後に敵ユニットと戦闘し、戦闘の結果として許せば、さ
らに移動を継続することができる。

5.1 陸上ユニットの移動

1. 移動フェイズ中にプレイヤーは、一部、あるいは全部のユ
ニットを移動させることができる。

2. ユニットは一度に 1 つずつ移動させなくてはならない（例
外：5.2 参照）。

3. プレイヤーは 1 つのユニットの移動が完了した後でない
と、新たなユニットを移動させることができない。

4. 各ヘクスでの移動や行動については、様々な移動ポイン
トを消費する必要がある（「地形効果表 “Terrain Effects 
Chart”」、 「 移 動 コ ス ト 表 “Ground Movement Costs 
Table”」 参照）。

5. ユニットは必要な移動ポイントが消費できないかぎり、新
たなヘクスへ進入することができない。

6. 陸上ユニットは輸送されているのでない限り、決して全海
ヘクス、および全湖ヘクスへ進入することができない。

7. 特殊任務部隊による襲撃を行うヘクス（37.0 参照）を除き、

自軍ユニットは敵ユニットの存在するヘクスへ進入するこ
とはできない。

8. 敵支配地域へ進入したユニットは、移動を終了しなくては
ならない。敵支配地域に進入したユニットは、一定の条件
下でしか敵支配地域から離脱することができない（6、お
よび 9.7 参照）。

5.2 複数のユニットによる移動

一定の条件下では、自軍の移動フェイズを他のユニットとス
タックして開始したユニットは、そのユニットと一緒に移動
することができる。
1. 戦闘ユニットとスタックして自軍移動フェイズを開始し

た支援ユニットは、その戦闘ユニットと一緒に移動するこ
とができる。

例：ソビエト軍の師団ユニットと砲兵連隊、戦闘工兵がス

タックしている場合、3 つのユニットは一緒に移動するこ

とができる。

2. 戦闘ユニットと一緒に移動している支援ユニットは、移動
の途中にいつでも切り離す（落としていく）ことができる。
ただしこのターン中、再度移動することはできない。

3. 戦闘ユニット同士は、一緒に移動することはできない。

核汚染マーカーを除去可能か判定する。
この行動フェイズ以外で置かれた移動妨害マーカーを除去する。

 9. NATO 行動フェイズ
a. NATO 増援フェイズ：

利用可能な増援ユニットを地図上、あるいは進入ヘクスの側に置く。
b. NATO 補充フェイズ：

補充ステップを受け取り、ユニットへの補充を行う。
c. NATO 特殊任務部隊襲撃フェイズ：

特殊任務部隊による襲撃の計画と実行を行う。
d. NATO 陸上移動フェイズ：

陸上ユニットと海軍ユニットの移動と戦闘を行う。
e. NATO 除去フェイズ

持続性化学汚染、対空火器制圧、“No ZOC”、および突破マーカーを除去する。
核汚染マーカーを除去可能か判定する。
この行動フェイズ以外で置かれた移動妨害マーカーを除去する。

10. 終了フェイズ
a. 輸送船団によって輸送された補給を計算し、配置する。
b. 各制空エリアに割り当てた全ての飛行中隊を自軍の空軍基地に戻し、帰還（Used）セクションに置かれる。全ての

制空権マーカーとワイルド・ウィーゼル（Wild Weasel）マーカーを除去する。
c. 損傷していない空軍基地で帰還セクションに置かれている全ての飛行中隊を、出撃準備（Ready）
 セクションへと移動させる。また、損傷している飛行中隊への修理を行う。
d. 視認（Spotted）マーカーを除去する。
e. 補充可能な全ての NATO ユニットに対し、弾薬と燃料の補充を行う。
f. 補充可能な全ての WP の対空火器と砲兵に対し、弾薬を補充する。
g. 基地と橋梁の修理を行う。
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例：2 個の NATO 旅団ユニットがスタックしている場合、

個々の旅団は別々に移動しなくてはならない。

4. ユニットを分割した場合、分割後の個々のユニットは、
残った移動ポイントをそのターン中に後から消費すること
ができる（16.1 参照）。

5. 既に移動したユニットも、そのあと他のユニットと統合し
て師団になった場合、再度移動することができる（16.2 参
照）。

5.3 陸上ユニットのモード

ユニットは常に行軍、ヘッジホッグ、あるいは戦術モードの
何れかのモードになくてはならない。各モードにはそれぞれ
利点、欠点がある。モードの変更に必要な移動ポイントにつ
いては、「移動コスト表」を参照すること。

戦術モードのユニット：
1. 地形効果表の戦術モード（Tactical Mode）欄に記載され

た移動ポイントを消費する。

行軍モードのユニット：
1. 北極圏での移動を除き、地形効果表の行軍モード（Road 

Mode）欄に記載された移動ポイントを消費する。
2. 支配地域を持たない。
3. 敵ユニットを攻撃することができない。
4. 陸上戦闘での防御において、不利な修正を受ける。
5. 対地攻撃任務による攻撃、および核攻撃を受けた場合、不

利な修正を受ける。

ヘッジホッグ・モードのユニット：
1. 移動することができない。
2. 支配地域を持たない。
3. 敵ユニットを攻撃することができない。
4. 攻撃に対する防御の際に D の結果を被った場合、退却す

ることができない。
5. 陸上戦闘での防御において、有利な修正を受ける。
6. 対地攻撃任務による攻撃、および核攻撃を受けた場合、有

利な修正を受ける。

ユニットはモードに関し、以下の制約を受ける。
1. 支援ユニットはヘッジホッグ・モードになることができ

ない。
2. SSM、ADA、ソビエト鉄道連隊、および EW ユニットが

単独でいる場合（戦闘ユニットとスタックしていない場
合）、移動に関しては常に地形効果の行軍モードの欄を使
用する。

3. SSM、ADA、ソビエト鉄道連隊、および EW ユニットが
戦闘ユニットとスタックしていない場合、対地攻撃任務
による攻撃、および核攻撃を受けても、行軍モードで適
用される不利な修正は受けない。

5.4 疲労

ユニットは、基本の移動力となる 20 移動ポイントを超えて
移動ポイントを消費することができるが、疲労する可能性
がある。ユニットが疲労レベル 1 かレベルに 2 にある場合、
ユニットは疲労しているという。ユニットは疲労すること
によって、最大で 50 移動ポイントまで消費することができ
る。ユニットはいかなる場合でも、1 回の移動フェイズに 50
移動ポイントを超えて移動ポイントを消費することはできな
い。

5.4.1 総則
1. 基本の移動力を超えて 1 移動ポイントを消費すると、ユ

ニットの所有プレイヤーは、そのユニットについてダ
イスを振り、「基本移動力 +1 疲労判定表 “Basic MP+1 
Fatigue Table”」で疲労の判定を行う。

2. 基本の移動力を超えて 11 移動ポイントを消費すると、ユ
ニットの所有プレイヤーは、そのユニットについてダイ
スを振り、「基本移動力 +11 疲労判定表 “Basic MP+11 
Fatigue Table”」疲労の判定を行う。

3. 基本の移動力を超えて 21 移動ポイントを消費すると、ユ
ニットの所有プレイヤーは、そのユニットについてダイ
スを振り、「基本移動力 +21 疲労判定表 “Basic MP+21 
Fatigue Table”」疲労の判定を行う。

4. 攻撃を行うために消費する移動ポイントが疲労判定を引
き起こす場合、戦闘の解決のためのダイスを振る前に疲労
判定のためのダイスを振る。

5. 新たなヘクスへ進入するために必要な移動ポイントが 2 回
分の疲労判定を引き起こす場合（つまり、新たなヘクスへ
進入するために、基本の移動力を超えて 11 移動ポイント
以上の消費が必要な場合）、他の行動へ移る前に疲労判定
のダイスを 2 回振らなくてはならない。

6. ユニットは移動の開始時に 10 移動ポイントを消費する毎
に、疲労レベルを 1 下げることができる。

例：疲労状態にない WP のユニットが 19 移動ポイントを

消費した後に、敵支配地域（ZOC）内にある荒地–1 のヘク

スへと進入した。このときユニットは荒地–1 のヘクスへ

進入するために 4 移動ポイント、敵 ZOC へ進入するため

に 4 移動ポイント、そして標準攻撃を行うために 4 移動ポ

イントを消費して、合計 31 移動ポイントを消費した。WP

プレイヤーはまず、基本移動力を 1 超えたことに対する疲

労判定を行い、ダイスの目が 12 だったために疲労レベル

1 となった。次いで基本移動力を 11 超えたことに対する疲

労判定を行うが、既に疲労レベル 1 になっているため、自

動的に疲労レベルが上昇する。結果的にユニットは疲労レ

ベル 2 の状態で戦闘解決の手順を開始することになる。

5.4.2 疲労の効果
1. ユニットは疲労レベル 1 になったら、疲労レベル 1（Fatigue 

1） のマーカーをユニットの下に置く。そしてユニットは、
新たなヘクスへ進入する毎に、追加 1 移動ポイントを消費
する必要がある。

2. ユニットは疲労レベル 2 になったら、疲労レベル 2(Fatigue 
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2） のマーカーをユニットの下に置く。そしてユニットは、
新たなヘクスへ進入する毎に、追加 2 移動ポイントを消費
する必要がある。

3. 戦闘ユニットの疲労レベルは、陸上戦闘の結果に不利な影
響を与える（「戦闘修正 “Combat Modifiers”」 を参照）。

4. 支援ユニットの疲労レベルは、その支援ユニットが戦闘ユ
ニットとスタックしていない場合に限り、戦闘修正に適用
される。

5. 疲労レベルは、鉄道移動を行う際に消費する移動ポイント
へは影響を与えない。

5.5 地図外移動トラック（Off-Map Track）

ユニットは地図外移動トラック
を利用することによって、地図
上には描かれていない一部の地
域を通過して移動することがで
きる。地図外移動トラックは通
常の移動フェイズ中に使用する
ことが可能で、行軍モード、お
よび戦術モードのユニットが使
用することができる。
1. 地図上に印刷された地図外移動トラックには、行軍モード

のユニットがその 2 点間を移動する際に必要な移動ポイン
トが記されている。戦術モードのユニットが移動する際に
は、その移動ポイントは 2 倍になる。

2. 地図外移動トラックに航空機は進入することができず、地
図外移動トラックが航空機やミサイル、砲兵、空挺部隊、
特殊任務部隊による攻撃を受けることもない。

3. 戦術モードで地図外移動トラックにいる自軍ユニットは、
敵支配下にある地図上のヘクスへと進入することができ
る。地図上に進入するヘクスに敵ユニットが存在し、かつ
地図外移動トラックを移動中のユニットが戦術モードにあ
る場合、地図外移動トラックを移動中のユニットは、進入
ヘクスを占領してる敵ユニットに隣接する（仮想）ヘクス
で停止し、その敵ユニットを攻撃することができる。ユニッ
トは戦闘の結果による退却を地図外移動トラックでは行う
ことはできないので、他に退却路がない場合は、代わりに
ユニットはステップロスをしなくてはならない。

4. 地図外移動を行っているユニットは、地図外移動トラック
上で移動を終了することができる。この場合ユニットを所
有するプレイヤーは、そのユニットが再度地図上のヘクス
に進入するまでにどれだけの移動ポイントを必要としてい
るのかを記録しておかなくてはならない。

5.6 アウトバーン（Autobahn）の移動

1. アウトバーンの移動コストを利用するためには、アウト
バーンに沿う形でヘクスからヘクスへと移動しなくてはな
らない。

2. 都市（City）ヘクスへ進入する際には、アウトバーンの移
動コストを利用することはできない。ユニットは移動する
ために都市ヘクスの移動コストを消費しなくてはならな
い。

3. アウトバーンに沿って移動するのならば、都市ヘクスから
退出する際にアウトバーンの移動コストを利用することが
できる。

5.7 鉄道移動

1. 移動フェイズを鉄道上で開始したユニットは、鉄道移動を
利用して 1 ヘクスにつき 1/4 移動ポイントを消費するだけ
で移動することができる。鉄道移動を行うためにユニット
は行軍モードにあるか、行軍モードになるかしなくてはな
らない。

2. ユニットは自国内、同盟（NATO、あるいは WP）国の国
内、および同盟に対して降伏した国の国内でのみ鉄道移動
を行うことができる。

3. 鉄道移動を行うためには、鉄道に沿う形でヘクスからヘク
スへと移動しなくてはならない。

4. 鉄道ヘクスから離脱した場合、あるいは上記 3 の形での移
動を止めた場合、その移動フェイズ中に再度鉄道移動を行
うことはできない。

5.8 徒歩の歩兵（選択ルール）

一部の部隊は、依然として主に徒歩で移動している。このルー
ルは、これらの種類のユニットの移動力が他とは異なること
を表している。
1. NATO 式の歩兵シンボルを含むユニットは、徒歩の歩兵

ユニットである。徒歩の歩兵ユニットは、基本の移動力が
10 移動ポイントである。

2. 徒歩の歩兵ユニットも疲労を伴う移動を行うことができ
る。徒歩の歩兵ユニットは 11 移動ポイントを消費した時
点で、ユニットの所有プレイヤーはダイスを 1 個振り、ダ
イスの目が 11 ～ 20 の場合は疲労レベルが 1 増加する。徒
歩の歩兵ユニットは 16 移動ポイントを消費した時点で、
自動的に疲労レベルが 1 増加する。

3. 徒歩の歩兵ユニットは 1 回の自軍移動フェイズで、20 移
動ポイントを超えて移動ポイントを消費することはできな
い（つまり、通常の移動力 +10 移動ポイントまでである）。

4. 徒歩の歩兵ユニットは行軍モードになることはできない。
ワルシャワ条約機構軍の徒歩の歩兵ユニットは鉄道移動を
行うことができる。このときのみ、徒歩の歩兵ユニットも
行軍モードになることができる。

5.9 郷土防衛部隊

以下に示すユニットは郷土防衛部隊で、自国を離れることは
できない。ユニットが自国外へ退却を強いられた場合、その
ユニットは退却する代わりに除去される。
1. フィンランド軍のユニットで “MJ”（Maakuntajoukot）と

印字されているもの。
2. ノルウェー軍のユニットで “HV”（HeimeVernet）と印字

されているもの。
3. スウェーデン軍のユニットで “HV”（HemVärnet）と印字

されているもの。
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6. 支配地域（ZONES OF CONTROL）

戦術モードにあるユニットの周囲 6 ヘクスを支配地域（ZOC）
と呼ぶ。また、ユニットの ZOC が広がっているヘクスを、
支配下にあるヘクスと呼ぶ。

6.1 支配地域の効果

1. 師団規模、および旅団規模の戦闘ユニットのみが ZOC を
持ち、小規模戦闘ユニット、および支援ユニットは ZOC
を持たない。

2. 行軍モード、あるいはヘッジホッグ・モードにあるユニッ
トは、ZOC を持たない。

3. ZOC は都市（City）ヘクスへは広がらない。また、都市
ヘクスから周囲へは ZOC は広がらない。市街地（Urban）
ヘクスには通常通り ZOC は広がる（市街地ヘクスからも
広がる）。

4. 開戦前ターンには、国境を越えて ZOC は広がらない。
5. 自軍ユニットは敵 ZOC へ進入する際、追加の移動ポイン

トを消費しなくてはならない。自軍ユニットが敵 ZOC に
進入する際には、進入するために必要な移動ポイントを消
費できなくてはならない（地形効果表参照）。

6. 全てのユニットは、敵 ZOC に進入したら停止しなくては
ならない。

7. 自軍ユニットが敵 ZOC に進入した場合、ユニットは直ち
に停止し、そのヘクスに ZOC を及ぼしている全ての敵ユ
ニットを攻撃しなくてはならない（例外：9.6「急襲」）。
ユニットが攻撃を行うために必要な移動力がない場合、疲
労してでも移動力を獲得しなくてはならない。疲労しても
まだ十分な移動力を確保できない場合、そのようなヘクス
へ進入することはできない。

8. ユニットは攻撃、あるいは離脱戦闘の結果によってのみ、
敵 ZOC から離脱することができる。

9. 戦闘の結果後退したユニットは、その移動フェイズの残り
の期間、自身の ZOC を失う（9.12 参照）。

10. 自軍ユニットのみが ZOC を及ぼしているヘクスについ
ては、何ら制限なく自由に離脱することができる。

11. 同一ヘクスに複数のユニットが ZOC を及ぼしていても、
追加の効果は発生しない。

12. 自軍の移動フェイズ中に敵 ZOC 内にいるユニットは、
モードを戦術モードかヘッジホッグ・モードに変更するこ
とができる。

13. 敵 ZOC 内にいるユニットは、行軍モードへとモードを
変更することはできない。ただし、同一ヘクスに戦術モー
ドで移動を行わないユニットが他にいる場合はこの限りで
ない。

6.2 敵支配地域での自軍ユニットの効果

1. 敵 ZOC 内における自軍ユニットの存在は、攻撃の強制を
回避させる。つまり、すでに敵 ZOC 内にいる自軍戦闘ユ
ニットと同じヘクスに増援として加わるユニットは、その
ヘクスに進入した後に敵ユニットを攻撃しなくても良い。
後から進入したユニットもそれ以上の移動を継続すること

はできないが、他の行動（モードの変更など）のために移
動ポイントを消費することはできる。

2. 敵 ZOC 内で移動フェイズを開始したユニットは、同じヘ
クスに移動を行わない自軍の戦闘ユニットが他にいるのな
らば、自由に ZOC から離脱することができる。

3. 敵 ZOC 内にいる自軍ユニットは、そのヘクスを通る補給
線への敵 ZOC の効果を打ち消すことができる。

4. 敵 ZOC 内にいる自軍ユニットは、自身が後退する場合を
除き、そのヘクスを通って後退するユニットへの敵 ZOC
の効果を打ち消すことができる。

5. 既に敵 ZOC 内にいる自軍ユニットに移動して隣接する場
合、追加の移動ポイントを消費しなくてはならない（移動
コスト表参照）。

6. 河川、あるいは大河川ヘクスサイドを挟んで敵 ZOC 内に
いるユニットは、移動フェイズの開始時に敵 ZOC を自由
に離脱することができる。ただし、最初に進入するヘクス
が敵 ZOC 内の空のヘクスであってはならない。

6.3 後退の支配地域への影響

1. 陸上戦闘の結果防御側ユニットが後退した場合、そのユ
ニットは現在の移動フェイズの残りの期間 ZOC を失い、
ユニットの下に “No ZOC” マーカーが置かれる。後退した
ユニットが元々 ZOC を持たないユニットにも “No ZOC”
マーカーは置かれる。

2. “No ZOC” マーカーは、それが置かれた移動フェイズの終
了時に除去される。

7. スタック

以下の制限に従って、同一ヘクスには複数のユニットを置く
ことができる。スタックのルールはゲーム中のいかなる時点
でも適用され、たとえ移動の途中でも適用される。
1. 1 ヘクスには最大で 5 個旅団／連隊ユニット（そのうち戦

闘ユニットは 3 個旅団／連隊まで）をスタックさせること
ができる。あるいは 1 個師団、プラス 2 個旅団／連隊の支
援ユニットをスタックさせることができる。

2. 砲兵、司令部、師団基幹（Division Base）、前線補給拠点、
および鉄道連隊は、それぞれ 1 個旅団として数える。

3. SSM、EW、戦闘工兵、対空火器、旅団基幹（Brigade 
Base）、および小規模戦闘ユニットは、それぞれ半個旅団
として数える。

4. 鉄道移動を行っているユニットは、スタック制限に関し
て、同じヘクスにいる通常のユニットとは別にカウントす
る。

5. 行軍モードにあってアウトバーン上を移動しているユ
ニットは、スタック制限に関し、同じヘクスにいる通常の
ユニットとは別にカウントする。

6. ゲーム中のいかなる時点でも、スタックの上限を超えて
同一ヘクスにユニットが存在する場合、任意の超過分のユ
ニットが、敵方プレイヤーによって除去されなくてはなら
ない。

7. ユニットが後退することによって進入したヘクスがス
タック制限を超えてしまう場合、ユニットを所有するプレ
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イヤーは、後退の代わりにステップロスを行わなくてはな
らない。

8.  情報の制限

基本的にプレイヤーは全ての自軍ユニット、および敵スタッ
クの一番上にあるユニットの情報を得ることができる。それ
以外については、以下の制限に従う：
1. ヘクスに対して影響を与えるマーカー、およびそのヘクス

に存在する基地、橋梁、および沿岸砲台については、両軍
プレイヤーとも全て確認することができる。

2. 自軍ユニットに隣接している敵スタックについては、その
内容を全て確認することができる。

3. 自軍の偵察任務によって視認された敵スタックについて
は、その内容を全て確認することができる。

4. スタックの一番上にあるユニットを相手プレイヤーに確
認させるため、それぞれのユニットに影響を与えるマー
カーについては、対象ユニットの下に置かなくてはならな
い。

5. 敵に影響を与える以下のマーカーについては、プレイヤー
によっていつでも確認することができる：

a. “No ZOC”マーカー
b. 移動中のユニットの行軍モードマーカー
c. ヘッジホッグ・マーカー
d. 移動中のユニットの疲労マーカー
e. 補給切れマーカー
f. 対空火器制圧マーカー

6. 敵ユニットに影響を与えるマーカーであっても、上記以外
のマーカーについては陸上戦闘が宣言された後、あるいは
偵察任務に成功した後でないと確認することはできない。

7. プレイヤーは敵スタックに触れる場合には、予め相手プレ
イヤーの許可を得なくてはならない。あるいは相手プレイ
ヤーに、確認したいマーカーの情報を聞かなくてはならな
い。

9. 陸上戦闘

陸上戦闘は、移動中に発生する。戦闘ユニットは、移動ポイ
ントを消費して隣接する敵ユニットを攻撃する。
1. 自軍ユニットが敵ユニットの ZOC に進入したら、そのユ

ニットは自身のヘクスに ZOC を及ぼしている全ての敵ユ
ニットを攻撃しなくてはならない（例外：9.6 「急襲」）。

2. 敵 ZOC 内でターンを開始したユニットは、攻撃の義務は
ない。

3. 敵 ZOC 内にいない自軍ユニットでも、隣接する敵ユニッ
トを攻撃することができる。この場合、隣接する各ヘクス
は個別に攻撃しなくてはならない。

4. 戦闘ユニットとスタックしていない支援ユニットが攻撃
を受けた場合、航空機、ヘリコプター、および砲兵による
支援を受けることができる。そして、陸上戦闘は通常通り
解決される。

5. 緊急対応防御力を持たない支援ユニットが戦闘ユニット
とスタックしていない状況で攻撃され、何も支援を受けら
れない場合、攻撃側が何らかの戦闘を実行した時点で除去

される。このような攻撃の場合、弾薬ポイントは消費され
ない。

6. ユニットの存在していない敵の空軍基地、および海軍基地
は、守備隊が存在するものとして扱われ、自軍ユニットは
それらのヘクスへ進入する前に、攻撃を行わなくてはなら
ない（32.4 参照）。

7. 戦闘ユニットとスタックしていない特殊任務部隊が攻撃
を受けた場合、攻撃側が攻撃を宣言した時点で自動的に後
退することができる。そして “No ZOC” マーカーが置かれ、
攻撃側は戦闘後前進をすることができる。

9.1 陸上戦闘の解決手順

陸上戦闘を解決する場合、以下の手順に従う：
1. プレイヤーは、その戦闘が小規模戦闘か否かを判定する。
2. 攻撃側プレイヤーは戦闘の種類（標準攻撃、縦陣攻撃、単

一梯団攻撃、急襲、あるいは離脱戦闘）を宣言する。
3. 攻撃側プレイヤーはミサイルによる化学攻撃実行する
（WP のみ）。

4. 攻撃側プレイヤーは補給状態を決定し、利用する補給（通
常補給、自己補給、補給集積所からの補給、あるいは定量
弾薬消費）を宣言する。

5. 防御側プレイヤーは補給状態を決定し、利用する補給（通
常補給、自己補給、補給集積所からの補給、あるいは定量
弾薬消費）を宣言する。

6. 攻撃側プレイヤーは EW ユニットの使用を宣言する（9.19
参照）。

7. 防御側プレイヤーは EW ユニットの使用を宣言する（9.19
参照）。

8. 防御側プレイヤーは防御の種類を宣言する（NATO のみ：
9.17「積極防御」）。

9. 攻撃側プレイヤーは、砲兵支援、敵防空網制圧任務、およ
び対地支援任務を宣言する。

10. 防御側プレイヤーは、砲兵支援、敵防空網制圧任務、お
よび対地支援任務を宣言する。

11. 攻撃側と防御側のプレイヤーは、電子戦のためのダイス
を振る（9.19 参照）。

12. 攻撃力の合計を防御力の合計と比較して戦闘比率を計算
する。ここで得られた比率（戦力比）が 7 対 1 を超えた場
合は、超えた 1 段階毎に攻撃側に 1 の戦闘修正が加えられ
る。逆に比率が 1 対 2 を下回った場合は、下回った 1 段階
毎に防御側に 1 の戦闘修正が加えられる。

13. 最終的な修正を計算する。
14. フェイズプレイヤーがダイスを振り、「陸上戦闘結果表

“Ground Combat Result Table”」に照らし合わせて結果
を求める。

15. 自己補給を利用したプレイヤーは、弾薬ポイントを減ら
す。補給集積所を利用したプレイヤーは、使用した量に応
じた補給ポイントを減らす。定量弾薬消費（13.4 参照）を
選択したプレイヤーは、弾薬ポイントが減少するかどうか
を判定する。

16. この戦闘で対地支援任務を行った飛行中隊、およびヘリ
コプター中隊は、自軍の空軍基地に帰還し、帰還（Used）
セクションに置かれる。
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17. 戦闘結果を適用する（9.10、および 9.11 参照）。

9.2 小規模戦闘

ユニットの数値が水色（NATO の場合）、あるいはピンク（WP
の場合）で印字されているユニットは、小規模戦闘ユニット
として、陸上戦闘において以下のルールが適用される。
1. 両軍とも小規模戦闘ユニットしか参加していない戦闘（支

援ユニットの存在は関係ない）は、小規模戦闘として扱わ
れる。

2. 小規模戦闘ユニットは、小規模戦闘においてのみ、印字さ
れた攻撃力と防御力を使用する。その他の戦闘においては、
ユニットの攻撃力は 0 になり、防御力は 1 になる。

3. 戦闘に参加する敵ユニットの全てが小規模ユニットの場
合、自軍の砲兵支援と地上支援による弾幕力と打撃力の合
計は 1.5 倍になる。

4. 小規模戦闘においては、戦闘の結果として突破マーカーが
置かれることはない。

9.3 標準攻撃

標準攻撃（Standard Assault）は、敵に対して完全な戦力と
組織全体をもって行われる。ゲーム中における大半の攻撃は、
この方法をもって行われるだろう。
1. 自軍ユニットが敵 ZOC 内にいる場合、そのユニットは追

加 4 移動ポイントを消費し、そのヘクスに ZOC を及ぼし
ている全ての敵ユニットに対して攻撃を行わなくてはなら
ない。

2. 自軍ユニットが敵 ZOC 内にいない場合、そのユニットは
追加 4 移動ポイントを消費することによって、隣接する任
意の 1 ヘクスを攻撃することができる。

9.4 縦陣攻撃

縦陣攻撃（Column Assault）は標準攻撃に似ているが、攻
撃は前衛のみで行われ、完全戦力では行われない。
1. 自軍ユニットが敵 ZOC 内にいる場合、そのユニットは追

加 2 移動ポイントを消費し、そのヘクスに ZOC を及ぼし
ている全ての敵ユニットに対して攻撃を行わなくてはなら
ない。

2. 自軍ユニットが敵 ZOC 内にいない場合、そのユニットは
追加 2 移動ポイントを消費することによって、隣接する任
意の 1 ヘクスを攻撃することができる。

3. 攻撃側ユニットの攻撃力は半分になる（端数切り捨て）。

9.5 単一梯団攻撃（WP のみ）

単一梯団攻撃は、ワルシャワ条約機構の師団がその師団に属
する全ての連隊を前面に出し、第二梯団に部隊を置かない攻
撃である。ゲームにおける単一梯団攻撃は、師団の全てを投
入して（危険にさらして）行われる総攻撃の意味で使われる。

単一梯団攻撃（Standard Echelon Assault）は標準攻撃に似
ているが、攻撃は全ての連隊によって一斉に行われ、作戦予

備は残さない。
単一梯団攻撃は 6 移動ポイントを消費する。

9.5.1 単一梯団攻撃を行うための条件
1. 単一梯団攻撃を行うユニットは師団ユニットでなくては

ならない。
2. 単一梯団攻撃を行うユニットは、その時点での損害が最大

で 1 ステップロスまででなくてはならない。

9.5.2 単一梯団攻撃の効果
1. 単一梯団攻撃を行う師団ユニットの攻撃力は1.5倍になる。
2. 最終的な戦闘結果が D 以外であった場合、攻撃を行った

師団ユニットは、追加で 1 ステップロスの損害を被る。つ
まり、戦闘結果が C なら 1 ステップロス、A1 なら 2 ステッ
プロス、A2 なら 3 ステップロスする（師団は師団基幹に
なる）。

9.6 急襲（WP のみ）

急襲はソビエトでは好んで使われる戦法で、その名前にも拘
わらず、行軍隊形のまま行われる攻撃ではない。敵と接触状
態にない師団がスピードと奇襲効果を利用して勢いを維持
し、砲兵支援が十分でない状態の敵に対し全力で攻撃を仕掛
けるものである。

急襲（Assault from March）は標準攻撃に似ているが、スピー
ドと奇襲効果を生かすために他の部隊からの支援を欠くこと
になる。

9.6.1 急襲を行うための条件
1. 急襲を行うユニットは、ソビエトのカテゴリーⅠ師団でな

くてはならない。
2. 急襲を行うユニットは、敵 ZOC 内で移動を開始してはな

らない。
3. 一度急襲を行ったユニットは、戦闘で不利な結果（C、

A1、あるいは A2）を被るか、防御側が後退しないことを
選択するかまでは、急襲を行うことができる。

9.6.2 急襲の効果
1. 急襲を行うユニットは、自身のヘクスへ ZOC を及ぼして

いる敵ユニット全てに対して攻撃を行う必要はない。移動
を行っているプレイヤーが攻撃対象となる 1 ヘクスを選択
し、そこにいるユニットだけが攻撃を受ける。

2. 自軍の EW、および砲兵ユニットは、それらが急襲を行っ
ている師団と一緒に移動している場合にのみ、支援を行う
ことができる。集中攻撃ボーナスは、標準攻撃と同様に適
用される。

3. 攻撃側も防御側も、航空機、あるいはヘリコプターによる
対地支援任務は、最大で 2 個中隊までしか参加させられな
い。

4. 防御側の砲兵、および対地支援任務の合計火力は半分にな
る。

5. 攻撃側の EW による支援が成功したら、防御側の砲兵、
および対地支援任務の火力はさらに半分になり、都合 1/4
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になる。

9.7 離脱戦闘

離脱戦闘（Disengagement Combat）は、隣接している敵ユ
ニットとの接触を断ち、自由に移動ができるようにするため
のものである。
1. 自軍の移動フェイズを敵 ZOC 内で開始したユニットは、

離脱戦闘により敵 ZOC からの離脱を試みることができる。
2. 離脱戦闘は、通常の攻撃と同様に解決するが、フェイズプ

レイヤーが防御側になり、非フェイズプレイヤーが攻撃側
になるところが異なる。

3. 離脱を試みるユニットは、そのユニットのいるヘクスに
ZOC を及ぼしている全ての敵ユニットに対して離脱戦闘
を行わなくてはならない。また戦闘比を求める際には、非
フェイズプレイヤー側のユニットの全ての攻撃力を合計し
て使用する。

4. 離脱戦闘を行うユニットは、6 移動ポイントを消費する。
弾薬の消費や戦闘支援のように、他の戦闘に適用されてい
るルールは、全て離脱戦闘にも適用される。唯一戦闘結果
のみが異なる。

5. 離脱戦闘に失敗したユニットは、その移動フェイズの残り
の期間、さらなる離脱戦闘を試みることはできない。

6. 攻撃力が 0 のユニットは、敵ユニットの ZOC からの離脱
を阻止することができない。

7. 補給切れ、および弾薬切れのユニットは、敵ユニットの
ZOC からの離脱を阻止することができない。

8. 離脱戦闘において、戦闘結果は他の戦闘とは異なる意味を
持つ（9.11 参照）。

9.8 集中攻撃ボーナス

ルールにおける集中攻撃とは WP による波状攻撃や、自軍
部隊とすでに交戦し、前進中の敵部隊の側面、および背面へ
予備部隊を回り込ませる NATO の戦術を表している。WP
の連隊ユニットでは、その独立した部隊としての作戦遂行能
力から、集中攻撃ボーナスを得ることはできない。

敵ユニットを攻撃する際に、その目標ヘクスに対して他の自
軍師団、あるいは旅団ユニットが ZOC を及ぼしている場合、
戦闘結果表においてコラムシフトを得ることができる。
1. 攻撃目標となる敵ユニットのいるヘクスに対して ZOC を

及ぼしている自軍の他の師団、あるいは旅団規模戦闘ユ
ニットの存在するヘクス毎に、戦闘結果表で右へ 1 コラム
シフト得ることができる。このコラムシフトを得るために
それらの自軍ユニットは、そのゲームターン中に目標ヘク
スを攻撃する必要はない。

2. 都市ヘクスに ZOC は及ばないため、集中攻撃ボーナスは
都市ヘクスに対する攻撃では利用することができない。

3. ユニットが複数のヘクスにいるユニットに対し攻撃を行
う場合、集中攻撃ボーナスを利用することはできない。

4. 海兵、および空挺連隊ユニットについては、このルールに
関し旅団ユニットとみなすことができる。支援ユニット、
大隊規模ユニット、およびその他の WP 連隊ユニットは、

集中攻撃ボーナスを得るために利用することはできない。

例：NATO の 3D3 旅団ユニットがヘクス H1917 に存在して

いる。WP の 16B12 師団がヘクス H2016 へと移動してきて、

この旅団を攻撃した。戦闘比は 5 対 1 で、戦闘結果は “C”

だった。16B12 師団はここで停止し、これ以上の戦闘を行

うことはできない。次に WP は 13B15 師団をヘクス H1916

へと移動させ、同じ旅団を攻撃した。戦闘は 4 対 1 だが、

H2016 にも WP の師団ユニットがいるため、戦闘結果表上

で右に 1 コラムシフトされ、5 対 1 の欄でダイスを振るこ

ととなった。戦闘結果は “D” で、旅団は 2 ステップロスを

した。WP は同じ師団による再度の攻撃も可能だったが、

実行しなかった。WP プレイヤーは 16B12 である 3 つめの

師団で攻撃を行い、5 対 1 の戦闘比は他の 2 個師団の存在

により、7 対 1 となった。

9.9 戦闘への修正

それぞれの戦闘において両軍プレイヤーは、戦闘における修
正を合計する。そして防御側の戦闘修正の合計から攻撃側の
戦闘修正の合計を引き、ここで求められた結果を陸上戦闘結
果表に適用する。陸上戦闘における全ての修正については、

「陸上戦闘修正一覧（Ground Combat Modifiers）」に記載の
内容を参照すること。

1 つの攻撃に対して複数のユニットが防御を行っている場
合、防御側には以下のように修正が適用される。
1. 地形効果は最も有利ものを利用。
2. 補給の状態は最も悪いものを適用。
3. 疲労レベルは最も悪いものを適用。
4. モードによる修正は最も不利なものを適用。
5. ステップロスは全てを合計して適用。
6. 化学戦、電子戦、“No ZOC” マーカーによる修正は、防御

側ユニットのどれか 1 つにでも影響を及ぼしていれば適
用。

9.10 攻撃における戦闘結果

攻撃での戦闘結果には、以下の 4 つの可能性がある：

D：攻撃は成功、防御拠点が傷つく
1. 防御側は、損害を出して現在の地点を保持する（9.13 参照）

か、1 ヘクス後退する（9.12 参照）かを選択する。
2. 防御側が後退、あるいは全滅した場合、突破（Break-

through）マーカー（9.14 参照）を置いて、戦闘後前進（9.15）
を行う。

3. 攻撃側ユニットは、この時点で残っている移動力を利用し
て、移動と攻撃を継続することができる。

C：攻撃は失敗、攻撃側に限定的な損害が発生する
1. 攻撃側ユニットは停止し、これ以上移動することはできな

い。ただし、この時点で残っている移動力を利用して、移
動以外の行動をとること（モードの変更等）はできる。
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A1 または A2：攻撃は失敗、攻撃側は無視できない損傷する
1. 攻撃に参加したユニットは、損傷する（9.13 参照）。
2. 攻撃側ユニットは停止し、これ以上移動することはできな

い。ただし、この時点で残っている移動力を利用して、移
動以外の行動をとること（モードの変更等）はできる。

9.11 離脱戦闘における戦闘結果

離脱戦闘では、決して損害は発生しない。離脱戦闘での戦闘
結果には、以下の 3 つの可能性がある：

D：離脱の試みは失敗
1. 防御側（フェイズ側）ユニットは停止し、これ以上移動す

ることはできない。ただし、この時点で残っている移動力
を利用して、移動以外の行動をとること（モードの変更等）
はできる。

C：離脱の試みは一部成功
1. 防御側（フェイズ側）ユニットは、移動を継続することが

できる。ただし、全ての地形に関する移動コストは 2 倍に
なる。

2. 攻撃側（非フェイズ側）ユニットは、防御側を追撃するこ
とができる（9.16 参照）。

A1 または A2：離脱の試みは成功
1. 防御側（フェイズ側）ユニットは、移動を継続することが

できる。ただし、全ての地形に関する移動コストは 2 倍に
なる。

9.12 戦闘後後退

攻撃において D の結果が出た場合、防御側は損害を被る代
わりに後退することができる。
ユニットを所有するプレイヤーは、以下の規則と制限に従っ
て攻撃を受けた全てのユニットを後退させる。
1. 後退した全てのユニットは、現在の移動フェイズの残りの

期間 ZOC を失う。これらのユニットの下には “No ZOC”
マーカーが置かれる。このマーカーは、通常 ZOC を持た
ない戦闘ユニットにも置かれる。

2. 後退するユニットは、敵 ZOC、敵ユニットのいるヘクス、
および突破ゾーンへと後退することはできない。また、橋
梁の架かっていない大河川ヘクスサイドを越えて後退する
こともできない。後退することのできないユニットは、後
退する代わりにステップロスをしなくてはならない。

3. ユニットは山岳、および通過不能ヘクスサイドを越えて後
退することはできない（例外：35.0「山岳ユニット」）。

4. このとき後退するユニット以外のユニットが敵 ZOC 内に
いる場合、そのヘクスは戦闘後後退に関してその敵 ZOC
の効果を無視することができる。

5. ユニットは地図外に後退することはできない。地図外以外
に後退路がない場合、ユニットは後退する代わりにステッ
プロスをしなくてはならない。

6. ヘッジホッグ・モードにあるユニットは、決して後退する
ことはできない。

7. 初めから 1 戦闘ステップしかステップを持たない戦闘ユ

ニットは後退を選択することができず、D の結果を被った
場合は全滅する。

注：ステップロスの結果を被っても、ユニットの持つ戦闘
ステップ数が変わるわけではない。3 戦闘ステップを持つ
旅団ユニットが 2 ステップロスの損害を被っても、依然
としてユニットは 3 戦闘ステップを持つ。

8. 支援ユニットは後退を選択することができず、D の結果を
被った場合は全滅する。このルールは砲兵ユニットにも適
用される（例外：前線補給拠点）。

注：砲兵ユニットは 3 ステップ持っているが、これは敵
の対地攻撃や間接的損害によるステップロスを吸収するこ
とができるだけで、陸上戦闘における直接的な損害を吸収
することはできない。

9. 1 つのユニットは 1 回の移動フェイズの間に、何回でも後
退することができる。

10. 後退によって、スタック制限を超過してはならない。他
に後退路がない場合、ユニットは後退する代わりにステッ
プロスをしなくてはならない。

11. 後退するユニットの下に既に “No ZOC” マーカーが置か
れている場合、後退するユニットを所有するプレイヤーは
ダイスを振る。ダイスの目が 1 ～ 8 の場合、ユニットは 1
ステップロスする（結果的に全滅する可能性もある）。ダ
イスの目が 9 ～ 20 の場は何もおきない。

12. 防御側プレイヤーによる戦闘後後退が終了したら、戦闘
が発生したヘクスには突破（Breakthrough）マーカーが
置かれる。

9.13 戦闘による損害

1. 戦闘結果が D で防御側が後退を選択しなかった場合（後
退できなかった場合）、防御側の全ての戦闘ユニットは 1
ステップロスを被る。攻撃側ユニットが師団規模で、防御
側ユニットに 1 個旅団／連隊ユニット、あるいは 3 ユニッ
トまでの小規模戦闘ユニットしかいなかった場合、防御側
は 2 ステップロスを被る。

例：WP の師団ユニットが、2 ヘクスに展開する NATO の

3 個旅団を攻撃した。このときの戦闘結果は D で、NATO

側は後退を選択しなかった。結果的にNATOの3個旅団は、

それぞれ 1 ステップロスを被る。

2. 戦闘結果が A1 だった場合、攻撃側ユニットは 1 ステップ
ロスしなくてはならない。防御側が都市ヘクスにいた場合、
攻撃側のユニットは 2 ステップロスしなくてはならない。

3. 戦闘結果が A2 だった場合、攻撃側ユニットは 2 ステップ
ロスしなくてはならない。防御側が都市ヘクスにいた場合、
攻撃側のユニットは 3 ステップロスしなくてはならない。

4. 砲兵ユニットが他のユニットとスタックして戦闘に参加
し、スタックしている他のユニットが 1 ステップロスをし
た場合、通常のステップロスに加え、砲兵ユニットも 1 ス
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テップロスしなくてはならない。
5. 戦闘でステップロスの結果を被ったために防御側ユニッ

トが全滅した場合、攻撃側は突破の結果を得る（9.13 参照）。

9.14 突破

戦闘の結果、通常は ZOC を持つ防御側の戦闘ユニットが後
退、あるいは全滅した場合、防御側ユニットのいたそれぞれ
のヘクスに突破（Breakthrough）マーカーが置かれる。そ
の突破マーカーは、その移動フェイズの終了時まで地図上に
置かれ続ける。

突破マーカーが置かれたヘクスとその周囲 6 ヘクスは突破
ゾーンを形成し、以下のルール／制限が適用される：
1. 非フェイズプレイヤーのユニットの ZOC は、突破ゾーン

へは広がらない。
2. フェイズプレイヤー側のユニットは、突破ゾーンに進入

する際に、追加移動ポイントを消費する（「移動コスト表」
参照）。

3. 突破ゾーンは、中立国内には広がらない。
4. 突破ゾーンは通過不能ヘクスサイドを越えて、あるいは進

入禁止ヘクスへは広がらない。
5. 突破ゾーンは都市ヘクス内へは広がらない。また、都市ヘ

クスからは広がらない。
6. 突破ゾーンは非フェイズプレイヤーの補給線には影響を

与えない。フェイズプレイヤーの補給線は、通常敵 ZOC
の影響で引けないヘクスでも、そこが突破ゾーン内であれ
ば通すことができる。補給線は突破ゾーンを通過する際に、
追加の移動ポイントは必要としない。

9.15 戦闘後前進

戦闘の結果防御側の戦闘ユニットが後退、あるいは全滅した
場合、攻撃側ユニットは戦闘後前進をしなくてはならない。
1. 攻撃側ユニット（およびスタックしている支援ユニットで

攻撃側が選択したもの）は、防御側ユニットが元いたヘク
スへと進入する。

2. 防御側ヘクスが複数ある場合、攻撃側プレイヤーが前進す
るヘクスを 1 つ選択することができる。

3. 戦闘後前進先のヘクスに進入するのに必要な移動ポイン
トが、戦闘を行うために消費した移動ポイントを上回る場
合、攻撃側ユニットはその差分の移動ポイントを消費しな
くてはならない。そしてこのことは、追加の疲労やステッ
プロスの結果を引き起こすことがある。

例：WP の師団が荒地–2 のヘクスにいる NATO 旅団を攻

撃した。WP プレイヤーは標準攻撃を行い、4 移動ポイン

トを消費した。戦闘結果は D で、NATO プレイヤーは後

退を選択し、ユニットに “No ZOC” マーカーを置き、攻撃

を受けたヘクスには突破マーカーを置いた。荒地–2 のヘ

クスは進入するための移動ポイントが 6 なので、戦闘後前

進する WP ユニットは、2 移動ポイントを消費しなくては

ならない。

9.16 追撃

離脱戦闘においては「追撃」の戦闘結果が生じる可能性があ
り、非フェイズ側のユニットが、移動するフェイズ側のユニッ
トを追撃することになる。
1. 離脱戦闘に参加した非フェイズ側の戦闘ユニットのうち

の 1 つは、所有するプレイヤーの任意で、離脱したユニッ
トが停止するまで、あるいは新たな離脱戦闘を行うまで、
その移動経路に沿って追撃することができる。

2. 離脱に対する追撃は完全に任意で、追撃を途中で止めるこ
とも、全く行わないこともできる。

3. 離脱するユニットを追撃する敵ユニットは、離脱を実施し
たユニットとは異なる他の自軍ユニットの ZOC に進入し
たら、停止しなくてはならない。

9.17 積極防御（NATO のみ）

1970 年代以降、ほとんど全ての NATO 加盟国の軍事ドク
トリンは、主導権を握り、敵の計画を混乱させ、攻撃力をバ
ランスのとれた状態に保つため、局地的反撃の重要性が増し
てきていた。

1980 年代に入ると、John Boyd 大佐の “Counter-Blitz”
理論における中央ヨーロッパの防衛問題への作戦的アプロー
チは、現代戦における重要事項の 1 つとして OODA（みる、
わかる、きめる、うごく）サイクルに注目し、エアランド・
バトルの軍事ドクトリンとともに、AFCENT（中央ヨーロッ
パ連合軍）に採用された（詳しくは John Boyd の “Patterns 
of Conflict” を参照されたし）。

ここでは、積極防御や反撃の成功に必要な基本要素は、それ
を行う部隊が敵よりも迅速な OODA サイクルを実行するこ
とであるという仮説は誤りであり、自ら罠にはまり、泥沼に
落ち込む危険を冒す可能性があると述べられている。

戦闘において防御を行う場合、NATO プレイヤーは、「積極
防御」を宣言することができる。

9.17.1 積極防御のための条件
1. 全ての防御側ユニットは、アメリカ軍、イギリス軍、カナ

ダ軍、フランス軍、あるいは西ドイツ軍でなくてはならな
い。

2. 全ての防御側ユニットは、通常補給下でなくてはならな
い。

3. 最低でも 1 つの防御側ユニットは、戦術モードにある機械
化、あるいは機甲ユニットでなくてはならない。

4. 防御側ユニットは、周囲を敵ユニット、あるいは敵 ZOC
によって包囲されていてはならない。

5. いかなる防御側ユニットも、“No ZOC” マーカーが置かれ
ていてはならない。

6. 積極防御は、離脱戦闘に対して行うことはできない。

9.17.2 積極防御の効果
1. NATO プレイヤーは、戦闘の解決の際に、+1 の戦闘修正
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を得ることができる。
2. 戦闘に参加している全てのユニットが、積極防御を行って

いるものとみなされる。
3. 戦闘で D の結果を被ると、積極防御を行った全ての

NATO ユニットは、通常の戦闘結果による損害に加え、1
ステップロスを被る。

4. 一回の戦闘が終了したら、その時点で積極防御の効果は失
われる。同じフェイズ中に同じ NATO ユニットが攻撃を
受けた場合、積極防御を行うためには再度条件判定を行わ
なくてはならない。

9.18 軍団予備（NATO のみ）

歴史上の他の軍隊の多くと同様に、NATO の作戦計画立案
担当者は、前線を突破した敵をくい止め、封じ込めるために
予備部隊を持つことの重要性を強調してきた。また、ゲーム
ターンの長さを考慮すると、危険な敵部隊の進撃に対し 24
時間もの間対応を執ることができないのは、リアリティに欠
けるであろう。

軍団予備は NATO の移動フェイズ中に指定することが可能
で、予備に指定されたユニットは WP の移動フェイズ中に
活性化され、移動することができる。

9.18.1 総則
1. NATO プレイヤーは、1 つの司令部ユニットにつき 1 戦

闘ユニットを軍団予備として指定することができる。
2. 予備に指定する戦闘ユニットは、司令部と同じ国籍のユ

ニットで、その司令部の 3 ヘクス以内にいなくてはならな
い。

3. 予備に指定する戦闘ユニットは、通常補給下にあって戦術
モードをとっていて、かつ敵ユニットに隣接していてはい
けない。

4. 予備に指定する戦闘ユニットは、10 移動ポイントを消費
して、その時点で移動を終了しなくてはならない。

5. 予備に指定された戦闘ユニットは、そのユニットの下に予
備（Reserve）マーカーが置かれる。

6. 一旦予備に指定されたユニットは、NATO プレイヤーに
よって再度移動を行うか、敵戦闘ユニットによって攻撃を
受けるまでは、予備の状態に留まり続ける。

7. シナリオの開始時は、シナリオの特別ルールで指定されて
いない限り、NATO プレイヤーはユニットを軍団予備に
指定することはできない。

9.18.2 軍団予備の活性化
1. WP プレイヤーが 1 つの陸上戦闘を（戦闘後前進も含め）

完了し、その攻撃ユニットが移動を継続する前に、NATO
プレイヤーは軍団予備に指定されているユニットの一部、
あるいは全部を活性化することができる。

2. 活性化されたそれぞれの軍団予備ユニットは最大で 6 移動
ポイントまで消費して、通常の移動ルールに従って移動す
ることができる。

3. 敵 ZOC 内にいる軍団予備ユニットは、同じヘクスに他の
戦闘ユニットがいない限り活性化することができない。

4. 活性化された軍団予備ユニットは、移動先のヘクスに自軍
の戦闘ユニットがいない限り、敵 ZOC、および突破ゾー
ンに進入することはできない。

5. 活性化された軍団予備ユニットは、敵ユニットを攻撃する
ことはできない。

6. 活性化され移動を行った軍団予備ユニットは、軍団予備の
指定から外れる。

9.19 電子戦

陸上戦闘が行われるヘクス内にいる、あるいは隣接している
EW（電子戦）ユニットは、戦闘結果に影響を与えることが
できる。
1. 陸上戦闘の手順に従って、それぞれのプレイヤーは戦闘に

参加している EW ユニット毎にダイスを振り、電子戦の
成否について判定する。

2. EW ユニットは、都市、あるいは市街地ヘクスで防御して
いる敵ユニットに対して電子戦を行うことはできない。

3. EW ユニットは、1 回のゲームターン中に何回でも電子戦
を行うことができる。

4. WP の EW ユニットは、ダイスの目が 1 ～ 10 で電子戦に
成功する。

5. NATO の EW ユニットは、ダイスの目が 1 ～ 13 で電子戦
に成功する。

9.19.1 電子戦の効果
1. 敵の砲兵支援は半減する。ただし、攻撃側の砲兵が都市、

あるいは市街地ヘクスから砲撃を行っている場合、攻撃側
のユニットも都市、あるいは市街地ヘクスから攻撃を行っ
ているならば、砲兵の支援は半減しない。

2. 敵の対地支援は半減する（端数切り捨て）。
3. 敵の集中攻撃ボーナスは無効になる。
4. 敵の戦闘修正の合計から 3 が引かれる。ただし、戦闘修正

が 0 を下回ることはない。
5. 複数の自軍 EW ユニットが電子戦に成功しても、何ら追

加の効果はない。

9.20 流動的戦闘（選択ルール）

このルールは、戦場の動向がより流動的になった場合、攻撃
側が最初の攻撃に完全に成功しなくても移動と戦闘を継続で
きることを反映している。このルールの導入によって防御拠
点に対しての繰り返しの攻撃が可能になり、防御側に弾薬の
消費も強いることになるので、基本的には WP にとって歓
迎すべきものとなるだろう。

1. 標準攻撃、あるいは縦陣攻撃が C の結果となった場合、
攻撃側のユニットは停止しなくて良い。通常通り移動ポイ
ントを消費して移動（そのユニットが敵 ZOC 内にいない
のであれば）、離脱戦闘、再度の攻撃、およびルール上で
許されたその他の行動を行うことができる。

2. 急襲の結果が C となった場合も攻撃側のユニットは停止
しなくて良い。攻撃側のユニットは上記と同様に行動を継
続することができるが、その行動フェイズ中に再度急襲を
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行うことはできない。
3. 単一梯団攻撃の結果が C となった場合は、依然として攻

撃側ユニットは停止しなくてはならない。

10. 戦闘ステップ

1. それぞれの陸上ユニットは決まった戦闘ステップを持っ
ていて、いくつかのステップロスが生じる。陸上ユニット
が受けるステップロスには様々な要因（戦闘、対地攻撃、
核攻撃、疲労）がある。

2. ユニットに生じたステップロスは、損害（Casualty）マー
カーで表される。

3. ユニットはその種類によって、異なった数の戦闘ステップ
を持つ：

実際の戦闘経験を積んだ後は、大半の部隊の指揮力は向上す
る。しかし一部のエリート部隊は例外で、戦闘を行うことに
よって高度に訓練された兵士が失われ、逆に指揮力が低下す
る。

1. ゲーム開始時の全てのユニットの指揮力は決まっていて
（「指揮力表 “Cadre Rating Table”」 参照）、ユニットは表
を向けて配置される。

2. 陸上戦闘を解決する際には、常に戦闘に参加しているユ
ニットの中で一番低い指揮力を、戦闘修正の合計に加える。

3. 戦闘に参加した全ての戦闘ユニットは「指揮力変更表
“Cadre Rating Change Table”」で判定を行い、「戦闘経験
済み」ということで指揮力が 5 になる（ユニットを裏返す）
ことがある。このときの判定には、戦闘の解決の際に使用
されたダイスの目を使用する。

4. ワルシャワ条約機構の加盟国（東ドイツ、チェコスロバキ
ア、ハンガリー、およびポーランド）のユニットが自軍に
不利な結果（攻撃時なら A1 か A2、防御時なら D）を被るか、
対地攻撃か核攻撃でステップロスを被った場合、元の指揮
力に戻る。その時の修正後のダイスの目が本来ならば指揮
力を 5 にするものであっても、ユニットは元の指揮力に戻
る（あるいは元の指揮力のままに留まる）。そして必要な
らば、ユニットを表面へ裏返す。

贔屓目に見ても、ソビエトの衛星諸国の忠誠心や献身性は
懐疑的であった。一度大きな損傷すると、その後も戦い続
けるという意思は大きく落ち込むであろう。

5. 空挺部隊、空中機動部隊、特殊任務部隊、および海兵隊は
エリート部隊とみなされ、指揮力表でその国に定められて
いる指揮力よりも 1 高いものとして扱う。ただし、「戦闘
経験済み」状態になると他のユニット同様に指揮力は 5 に
なる。

6. 支援ユニットは「戦闘経験済み」による指揮力の変更はな
く、常に指揮力表で定められた指揮力が適用される。

12. 補給

ユニットはその能力を発揮するためには補給下にある必要が
ある。ユニットの補給状態については、移動の開始時、およ
び戦闘の解決の際に判定する。ユニットが補給下にない場合、
移動や戦闘に関して悪影響を及ぼす。

ゲームをプレイし易くするために、通常補給に関するルール
だけを使用してプレイすることができる。両軍プレイヤーが
合意すれば詳細な補給に関するルールを採用して、よりリア
ルなプレイにすることもできる。

12.1 NATO の補給源

NATO は以下の場所を補給源として利用することができる：
1. NATO 加盟国内にあって自軍支配下にある、地図西端の

アウトバーンヘクス。
2. NATO 加盟国内にあって自軍支配下にある、地図南端の

戦闘ユニット（師団、旅団、または連隊） 3

小規模戦闘ユニット（大隊） 2

師団基幹、旅団基幹 1

砲兵 3

その他支援ユニット（ADA、戦闘工兵、EW、
司令部、前線補給拠点、鉄道連隊、SSM） 1

4. NATO ユニットのステップロスは、裏面に 2 が印字され
た損害マーカーを使って表す。つまり、1 ステップのステッ
プロスを被った NATO のユニットは 1 の損害マーカーを
ユニットの下に置き、2 ステップ目のステップロスを被っ
た場合は、2 の損害マーカーをユニットの下に置く。

5. WP ユニットのステップロスは、裏面に 3 が印字された損
害マーカーを使って表す。つまり、1 ステップのステップ
ロスを被った WP のユニットは 1 の損害マーカーをユニッ
トの下に置き、2 ステップ目のステップロスを被った場合
は、3 の損害マーカーをユニットの下に置く。

6. ユニットがステップロスを被ったら、ユニットの所有プレ
イヤーは損害マーカーをユニットの下に置く（あるいはす
でに置かれている損害マーカーを裏返す）。

7. 師団ユニットの被ったステップロスが師団の戦闘ステッ
プ以上になったら、そのユニットを師団基幹ユニットに置
き換える。

8. 非師団ユニットのステップロスが、そのユニットの戦闘ス
テップ以上になったら、ユニットは除去される。

9. 自軍の戦闘ユニットを含む陸上戦闘によってステップロ
スを被ったら、その損害は戦闘ユニットに適用されなくて
はならない。なお、全ての戦闘ユニットが除去された場
合、一緒にスタックしていた支援ユニットも全て除去され
る（例外：前線補給拠点は再配置される）。

10. 自軍の支援ユニットのみが陸上戦闘に巻き込まれたて何
らかのステップロスを被ったら、それらのユニットは全て
除去される（例外：前線補給拠点は再配置される）。

11. 指揮力（CADRE RATING）

開戦当初、大半の部隊には直近の戦闘経験はなく、各部隊の
指揮力は、訓練の度合いと臨戦態勢のレベルに基づいている。
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アウトバーンヘクス。
3. 通常補給下で港湾を出港した、最低でも 6 補給ポイントを

輸送することができる輸送船団のいる自軍支配下の損傷し
ていない港湾。ただし港湾へ繋がる海からの入江や河川が
敵 ZOC を通過している場合、あるいは敵の制空エリア内
にある場合は補給源として使用することができない。

4. 自国、あるいは NATO 加盟国の地図外基地。
5. デンマーク国内で、敵 ZOC によって包囲されていない自

軍支配下の都市ヘクスは、デンマーク軍の補給源になる。
6. フィンランド国内で、敵 ZOC によって包囲されていない

自軍支配下の都市、および市街地ヘクスは、フィンランド
軍の補給源になる。

7. ノルウェー国内で、敵 ZOC によって包囲されていない自
軍支配下の都市、市街地、空軍基地、および海軍基地ヘク
スは、ノルウェー軍の補給源になる。

8. スウェーデン国内で、敵 ZOC によって包囲されていない
自軍支配下の都市、および市街地ヘクスは、スウェーデン
軍の補給源になる。

12.2 ワルシャワ条約機構の補給源

ワルシャワ条約機構は以下の場所を補給源として利用するこ
とができる：
1. WP 加盟国内にあって自軍支配下にある、地図端のアウト

バーン、および鉄道ヘクス。
2. 通常補給下で港湾を出港した、最低でも 6 補給ポイントを

輸送することができる輸送船団のいる自軍支配下の損傷し
ていない港湾。ただし港湾へ繋がる海からの入江や河川が
敵 ZOC を通過している場合、あるいは敵の制空エリア内
にある場合は補給源として使用することができない。

3. 地図外の空軍基地、および海軍基地。
4. WP がフィンランドに侵攻して LOC-4 を確保した場合、

FFB LOC-4 区画内の地図東端にある自軍支配下のアウト
バーン、および鉄道ヘクス。

5. WP がフィンランドに侵攻して LOC-3 を確保した場合、
フィンランド国内、および地図 G の地図東端にある自軍
支配下のアウトバーン、および鉄道ヘクス。

12.3 補給線

主要補給網から補給を得るには、ユニットは補給線を引けな
くてはならない。
1. 補給線は、敵ユニット、敵 ZOC、橋梁のない大河川、通

過不能な山岳ヘクスサイド、核汚染ヘクス、および化学汚
染ヘクスによって邪魔されない連続した陸上ヘクスでなく
てはならない。

2. 北極圏以外における補給線上の各ヘクスへの進入移動コ
ストは、地形効果表に記載された行軍隊形用のものを使
用する。北極圏（Arctic Plain、Arctic Rough-1、Arctic 
Rough-2）における補給線上の各ヘクスへの進入移動コス
トは、地形効果表に記載された戦術隊形用のものを使用す
る。

3. 補給線を引く際の移動コストに影響を与えるものは、地形
以外には（追加移動コストの必要な）移動妨害によるもの

だけである。

12.4 NATO の通常補給

NATO のユニットはが通常補給下になるには、以下の条件
を満たさなくてはならない：
1. NATO の司令部、および基地は長さに関係なく、機能し

ている補給源まで補給線が引けなくてはならない。
2. フィンランド軍ユニットは長さに関係なく、機能している

補給源まで補給線が引けなくてはならない。
3. 他の NATO ユニットは、それ自身が通常補給下にある自

国司令部、NATO 司令部、あるいは機能している補給源
まで 15 移動ポイント以下で補給線を引けなくてはならな
い。

4. NATO の師団／旅団ユニットは分割された場合、分割後
の個々のユニットは、それ自身が通常補給下にある師団／
旅団基幹まで 10 移動ポイント以下で補給線を引けなくて
はならない。師団／旅団基幹がすでに除去されている場
合、あるいは未だにプレイに登場していない場合、個々の
ユニットは独立部隊として扱い、3 項に記された方法で補
給線を引けなくてはならない。

5.（選択ルール）戦争開始後最初の 4 ターンの間 NATO ユニッ
トは長さに関係なく、NATO 加盟国内にあって自軍支配
下にある地図西端、あるいは地図南端のアウトバーンヘク
スまで補給線が引ければ通常補給下になる。

6.（選択ルール）アメリカ、イギリス、およびオランダ軍の
旅団規模ユニットは、4 項を無視する。これらのユニット
は 3 項に記された方法で司令部、あるいは機能する補給源
まで補給線を引く。

1980 年代には、いくつかの NATO 加盟国は兵站上の装備
や組織を旅団レベルに移行させ、より旅団の独立性を高めて
いた。

12.5 ワルシャワ条約機構の通常補給

WP のユニットはが通常補給下になるには、以下の条件を満
たさなくてはならない：
1. WP の基地は長さに関係なく、機能している補給源まで補

給線が引けなくてはならない。
2. WP の前線補給拠点は長さに関係なく、機能している補給

源まで補給線が引けなくてはならない。ただし、ワルシャ
ワ条約機構加盟国の国内を通る補給線で、鉄道、およびア
ウトバーン以外を通して引くことのできる長さは、最大で
5 ヘクスまでである。

3. WP の司令部は、機能している補給源、あるいはそれ自身
が通常補給下にある前線補給拠点まで 10 移動ポイント以
下で補給線を引けなくてはならない。

4. 他の WP ユニットは、それ自身が通常補給下にある WP
司令部、前線補給拠点、あるいは機能している補給源まで
10 移動ポイント以下で補給線を引けなくてはならない。

5. WP の師団／旅団ユニットは分割された場合、分割後の
個々のユニットは、それ自身が通常補給下にある師団／旅
団基幹、WP 司令部、前線補給拠点、あるいは機能してい
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る補給源まで 5 移動ポイント以下で補給線を引けなくては
ならない。特定の名称のない分割ユニットは、任意の師団
基幹へ補給線を引くことができる。

6.（選択ルール）戦争開始後最初の 3 ターンの間 WP ユニッ
トは長さに関係なく、WP 加盟国内にあって自軍支配下に
ある地図端のアウトバーン、または鉄道ヘクスまで補給線
が引ければ通常補給下になる。

ワルシャワ条約機構では、正面軍、および軍レベルの補給部
隊によって、前線に補給備蓄が行われていた。これらによっ
て標準的な補給網に頼ることなく、攻撃の初期段階を支援す
ることが可能になると予想されていた。

12.6 補給切れ

ユニットは通常補給を受けられなくなると補給状態は急激に
悪化し、補給切れの状態になる。
1. 何れかの移動フェイズ開始時、通常補給下にないユニット

の下には燃料 -1（Fuel-1）マーカーが置かれる。
2. すでに燃料 -1 マーカーの置かれているユニットが、自軍

の移動フェイズ開始時に通常補給下にある場合、ただちに
その燃料 -1 マーカーは除去される。

3. すでに燃料 -1 マーカーの置かれているユニットが、自軍
の移動フェイズ開始時に通常補給下にない場合、燃料 -1
マーカーは補給切れ（Out of Supply）マーカーに置き換
えられる。この時点でユニットは補給切れとみなされる。

12.4.1 補給切れの影響
1. 補給切れのユニットは、自軍の移動フェイズに 5 移動ポイ

ントを超えて移動ポイントを消費することはできない。こ
の状態は、再度そのユニットが通常補給下になるまで継続
する。

2. 補給切れのユニットは、攻撃をすることができない。
3. 補給切れのユニットが戦闘に巻き込まれた場合、敵に +8

の戦闘修正が追加される。

12.7 空挺部隊、および海兵隊の補給

1. 航空機、あるいはヘリコプターによって輸送された陸上ユ
ニットは、搭乗前に通常補給下にあった場合、そのゲーム
ターンの残りの期間通常補給下にあるものとされる。

2. 強襲上陸を行った海兵隊ユニットは、上陸したゲームター
ンの残りの期間、通常補給下にあるものとされる。

3. 上記 2 例に該当する空中機動、空挺、および海兵隊ユニッ
トは、その後のターンでも下記の何れかの状態にあれば通
常補給下になる：

a. 機能している補給源まで補給線を引くことができる。
b. 敵が制空権を確保しているエリア内のヘクスにいな

い。
4. 空中機動、空挺、および海兵隊ユニットは補給に関して、

その時々で、独立部隊としても師団の一部としても所有プ
レイヤーの任意で扱いを変更することができる。

13.0 詳細な補給ルール（選択ルール）

詳細な補給ルールは、以下の要素と問題点を通常補給のルー
ルに導入、統合する：
・通常補給下にないユニットは、補給集積所、あるいは自己

補給を利用する。
・港湾はユニットに対して無制限には補給を供給できなくな

るので、両軍とも中央ヨーロッパ以外に展開する部隊に対
して補給を供給するための輸送船団を組織する必要があ
る。

・ワルシャワ条約機構の兵站システムはさらなる緊張状態に
置かれ、前線部隊への補給の一定の流れを維持することが
できなくなる可能性がある。

・輸送機による補給物資の輸送が可能になる。
・強襲上陸や空挺降下については、補給物資を上陸地点／着

陸地点まで物理的に輸送しなくてはならないため、より難
しくなる。

詳細な補給ルールを導入した場合、以下のルールは使用しな
い。
・NATO の補給源に関するルール（12.1 の 3 項）。
・WP の補給源に関するルール（12.2 の 2 項）。
・補給切れに関するルール（12.6）。

13.1 自己補給

通常補給下にないユニットは、移動、および戦闘能力を完全
な状態に保つために、自己補給を利用しなくてはならない。
自己補給には（戦闘のための）弾薬（Ammunition）と、（移
動のための）燃料（Fuel）の 2 種類がある。
1. （砲兵と徒歩ユニットを除く）NATO の各ユニットは、2

弾薬ポイントと 2 燃料ポイントを持っている。
2. NATO の各砲兵ユニットは、3 弾薬ポイントと 2 燃料ポ

イントを持っている。
3. （徒歩ユニットを除く）WP の各ユニットは、3 弾薬ポイ

ントと 3 燃料ポイントを持っている。
4. （WP と NATO の）各徒歩ユニットは、2 弾薬ポイントを

持っている。徒歩ユニットは燃料ポイントを持たず、移動
に関しては常に通常補給下にあるものとする。

5. 師団／旅団ユニットの分割・統合を行った場合、弾薬ポイ
ントと燃料ポイントは、分割・統合前の一番少ないものに
合わせなくてはならない。

例 1：旅団に分割されていた NATO のユニットを師団に統

合する際、1 ユニットを除いて完全な弾薬ポイントと燃料

ポイントを持っていても、残りの 1 ユニットが 1 弾薬ポイ

ントと 1 燃料ポイントしか持っていなければ、統合後の師

団ユニットは 1 弾薬ポイントと 1 燃料ポイントを持つこと

になる。

例 2：2 弾薬ポイントと 1 燃料ポイントを持つ WP の師団

ユニットを分割したら、分割後の各ユニットも 2 弾薬ポイ

ントと 1 燃料ポイントを持つ。
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13.2 補給集積所

補給ポイントをあるヘクスへと輸送することによって、補給
集積所を作ることができる。補給ポイントの輸送に関する詳
細は、輸送船団、空輸補給任務、ヘリコプター輸送、海上輸
送に関するルールを参照すること。

通常補給下にないユニットは、移動、戦闘、あるいは自己補
給の再補給のために、補給集積所を利用することができる。
補給集積所に関して補給物資は 1 種類しかなく、燃料と弾薬
は区別しないで扱う。
1. ユニットは補給集積所にある燃料、あるいは弾薬ポイント

を消費することができる。
2. 補給集積所の補給ポイントを消費するユニットは、通常補

給のルールに従い、補給集積所を補給源とする補給線が引
けなくてはならない（12.4、12.5 参照）。

3. 補給線については、移動開始時に燃料ポイントを消費する
時点、戦闘のために弾薬ポイントを消費する時点、および
自己補給の再補給をするそれぞれの時点で引けなくてはな
らない。

4. 補給線を引くことができたら、ユニットの規模に応じて補
給ポイントを補給集積所から消費し、必要な補給物資のポ
イントを受け取ることができる。

5. 通常補給下にないユニットが、必要な移動ポイントのため
に十分な燃料ポイントを自己補給、あるいは補給集積所か
ら消費することができない場合、ユニットは移動ポイント
を消費することができず、そうした移動を放棄するしかな
い。

13.4 弾薬ポイントの消費

1. 通常補給下にないユニットが戦闘を行う場合、そのユニッ
トが能力を完全に発揮するためには、自己補給、あるいは
補給集積所から 1 弾薬ポイントを消費しなくてはならな
い。

2. 通常補給下にないユニットが戦闘を行う場合、そのユニッ
トに弾薬ポイントが残っていない（あるいは弾薬ポイント
を消費することを望まない）なら、敵に +8 の戦闘修正が
追加される。

3. 通常補給下にないユニットが弾薬ポイントを持っていな
い場合、攻撃をすることはできない。

4. 通常補給下にはないが、1 弾薬ポイントを自己補給、ある
いは補給集積所から消費することが可能な場合、戦闘の際
に定量弾薬消費を選択することができる。この選択をする
と、敵に +2 の戦闘修正が追加される。そして戦闘終了後
にこの選択を行ったプレイヤーはダイスを振り、ダイスの
目が 1 ～ 10 の場合、自己補給、あるいは補給集積所から
1 弾薬ポイントが消費される。

5. 単一梯団攻撃を行う WP ユニット、および積極防御を行
う NATO ユニットは、定量弾薬消費を選択することはで
きない。

13.5 自己補給の再補給

1. ターンの終了フェイズにおいて、その時点で通常補給下
にある、あるいは補給集積所から補給線を引ける全ての
NATO ユニットは、自己補給を完全な状態にまで回復さ
せることができる。ただし補給集積所を利用する場合、必
要な量の補給ポイントを消費しなくてはならない。

2. 自軍の移動フェイズに通常補給下にある、あるいは補給集
積所から補給線を引ける WP ユニットは、決められた移
動ポイント（「移動コスト表」参照）を消費することによっ
て、1 燃料ポイントと 1 弾薬ポイントを受け取ることがで
きる。ただし補給集積所を利用する場合、必要な量の補給
ポイントを消費しなくてはならない。

3. それぞれの WP ユニットは、1 回の移動フェイズ中に 1 燃
料ポイントと 1 弾薬ポイントまでしか受け取ることができ
ない。

13.6 基地の補給状態

1. WP 支配下の空軍基地やヘリポートは、機能する補給源ま
で任意の長さで補給線を引くことができる場合、あるいは、
10 移動ポイント以下で、少なくとも 6 補給ポイントのあ
る補給集積所まで補給線を引くことができる場合に、通常
補給下にあるものとみなされる。

2. NATO 支配下の空軍基地やヘリポートは、機能する補給

ユニットの規模 補給ポイント

大隊 1 燃料／弾薬ポイントにつき 1 補給ポ
イント

旅団／連隊 1 燃料／弾薬ポイントにつき 3 補給ポ
イント

師団 1 燃料／弾薬ポイントにつき 6 補給ポ
イント

13.3 燃料ポイントの消費

1. 通常補給下にないユニットが 5 移動ポイントを超えて移動
ポイントを消費する場合、自己補給、あるいは補給集積所
から 1 燃料ポイントを消費しなくてはならない。

2. 通常補給下にないユニットが 20 移動ポイントを超えて移
動ポイントを消費する場合、上記に加えて自己補給、ある
いは補給集積所から 1 燃料ポイントを消費しなくてはなら
ない。

3. 通常補給下にないユニットが 40 移動ポイントを超えて移
動ポイントを消費する場合、上記 2 ポイントに加え、さら
に自己補給、あるいは補給集積所から 1 燃料ポイントを消
費しなくてはならない。

4. 疲労レベルを回復させるため、あるいは自己補給の再補給
を受け取るために移動ポイントを消費する場合、その移動
ポイントの消費は燃料ポイントの消費を必要としない。
例：通常補給下にない WP ユニットが疲労レベル 1 で移動

を開始した。ユニットはまず疲労レベルの回復のために 10

移動ポイントを消費し、続いてさらに 15 移動ポイントを

消費した。このとき 15 移動ポイントのみが燃料ポイント

の消費を必要とし、結果としてユニットは 1 燃料ポイント

のみを自己補給から消費した。
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源まで任意の長さで補給線を引くことができる場合、ある
いは、15 移動ポイント以下で、少なくとも 6 補給ポイン
トのある補給集積所まで補給線を引くことができる場合
に、通常補給下にあるものとみなされる。

3. 海軍基地は、機能する補給源まで任意の長さで補給線を引
くことができる場合、通常補給下にあるものとみなされる。

4. 基地の補給状態はその都度判定されるので、1 ターンの間
に何度でも補給状態が変わる可能性がある。

14. 前線補給拠点（WP のみ）

前線補給拠点（FSH）は、ワルシャワ条約機構にとって兵站
の中心的拠点となる。
1. 前線補給拠点は支援ユニットで、1 戦闘ステップを持つ。
2. 前線補給拠点は移動力を持たず、単独で移動することはで

きない。移動するためには、常にソビエト鉄道連隊を利用
する必要がある（15.0 参照）。

14.1 前線補給拠点の再配置

1. 前線補給拠点が戦闘に巻き込まれ、D の結果を被った場合、
その前線補給拠点は再配置される。

2. 前線補給拠点が対地攻撃任務で攻撃され、1 または + の結
果を被った場合、その前線補給拠点は再配置される（30.9.4
参照）。

3. 前線補給拠点を再配置する場合、WP プレイヤーは前線補
給拠点を鉄道、またはアウトバーンに沿う形で地図東端に
向けて 5 ヘクス移動させる。このとき所有プレイヤーが望
むのならば、前線補給拠点と一緒にスタックしている他の
支援ユニットも、一緒に移動させることができる。

4. 前線補給拠点が地図端から 5 ヘクス未満しか離れていない
場合、その前線補給拠点は除去される。

5. 前線補給拠点が除去された場合、その前線補給拠点は続
くゲームターンの WP 増援フェイズに復帰する。そして、
敵ユニットの占領下、あるいは支配下にない地図東端の鉄
道、またはアウトバーンヘクスに置かれる。このような条
件を満たすヘクスが存在しない場合、前線補給拠点の復帰
は更に 1 ゲームターン後になる。

6. 1 回の行動フェイズ中に、前線補給拠点は何回でも再配置
することができる。

15. 鉄道連隊（WP のみ）

鉄道連隊は複数の輸送部隊を表しており、ワルシャワ条約機
構が前線での物資集積所を組織、展開するために使われる。
1. 鉄道連隊は支援ユニットで、1 戦闘ステップを持つ。
2. 鉄道連隊はスタックに関し、1 個旅団として扱われる。
3. 鉄道連隊は北極圏を除き常に行軍モードで移動し、支援ユ

ニットに対する通常の移動ルールが適用される。その名前
と関係なく、鉄道連隊は鉄道やアウトバーン以外の各種地
形を移動することが可能である。

4. それぞれの鉄道連隊は 4 移動ポイントを持つ。鉄道連隊は
隣接するヘクスに進入するために十分な移動ポイントを持
たない場合、移動の開始時に全移動力を消費することで、

そのようなヘクスへと進入することができる。
5. 鉄道連隊は、疲労することによって多くの移動ポイントを

消費することはできない。
6. それぞれの鉄道連隊は、移動の際に前線補給拠点を 1 個運

ぶことができる。
7. 移動フェイズの開始時に複数の鉄道連隊がスタックして

いる場合、一緒に移動することによって、それらの移動ポ
イントを最大 12 まで合算することができる。このとき前
線補給拠点は全部で 1 個しか運ぶことができず、移動の最
初から最後まで一緒にいなくてはならない。

8. 鉄道連隊が除去された場合、その鉄道連隊は続くゲーム
ターンの WP 増援フェイズに復帰する。そして、敵ユニッ
トの占領下、あるいは支配下にない地図東端の鉄道、また
はアウトバーンヘクスに置かれる。このような条件を満た
すヘクスが存在しない場合、鉄道連隊の復帰は更に 1 ゲー
ムターン後になる。

16. 分割と統合

プレイヤーは自軍移動フェイズに師団／旅団ユニットを、そ
の師団／旅団を構成する小規模のユニット（大半は 2 ～ 3 個
の小規模ユニットと師団／旅団基幹ユニット）に分割するこ
とができる。また、自軍の移動フェイズ中にそれらの構成ユ
ニットを統合して、師団／旅団ユニットにすることができる。
分割と統合の際に必要な移動ポイントは、そこに係わる全て
のユニットが消費しなくてはならない。

16.1 分割

1. 自軍移動フェイズに敵 ZOC 内にいないユニットは、行軍
モードであれば 2 移動ポイントを、戦術モードであれば 4
移動ポイントを消費することによって分割することができ
る。分割されたユニットは、決められた構成のユニットに
置き換えられる。

2. 分割後のユニットは、別個に移動することが可能で、分割
前のユニットが残していた移動ポイントと同じだけの移動
ポイントを、それぞれのユニットが消費することができる。

3. 分割後の各ユニットは、分割前のユニットの疲労レベルを
引き継ぐ。

4. 分割後の各ユニットは、分割前にユニットが被っていたス
テップロスを引き継ぐが、師団／旅団基幹だけは決してス
テップロスを引き継がない。

5. 分割後の各ユニットは、分割前のユニットと同じ指揮力を
持つ。

6. 詳細な補給ルールを導入している場合、分割後の各ユニッ
トは、分割前のユニットが持っていたのと同じ数の燃料ポ
イントと弾薬ポイントを持つことになる。

16.2 統合

1. 自軍の移動フェイズに、敵 ZOC 内でないヘクスに師団／
旅団を構成する全てのユニットがスタックしていると、統
合して師団／旅団ユニットにすることができる。そして師
団／旅団を構成しているユニットを、同じ所属の師団／旅
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団ユニット、あるいは（WP の場合）構成が同じな任意の
師団／旅団ユニットに置き換えられる。

2. 統合しようとしている各ユニットは 4 移動ポイントを消費
しなくてはならず、4 移動ポイントを消費することができ
ないユニットが存在する場合、ユニットを統合することは
できない。プレイヤーは、移動した後に統合しようとして
いるそれぞれのユニットが消費した移動ポイントを記録し
ておかなくてはならない。

3. 統合後の師団ユニットは、統合前のユニットの中で一番移
動ポイントを消費したユニットと同じだけの移動ポイント
を消費しているものとして扱われる。

4. シナリオの開始時、師団／旅団を構成するユニットの一部
が登場していない場合がある。こうした師団／旅団は、師
団／旅団を構成する全てのユニットがプレイに登場するま
で、師団／旅団へと統合することができない。

5. 統合後の師団ユニットは、統合前のユニットの中で一番高
かった疲労レベルと同じ疲労レベルにあるものとして扱わ
れる。

6. ユニットを統合する場合、統合前のユニットが 1 つでも「戦
闘経験済み」であるならば、統合後のユニットの指揮力は
5 になる。

7. 詳細な補給ルールを導入している場合、統合後のユニット
は、統合前のユニットが持つ最低の弾薬ポイントと燃料ポ
イントを引き継ぐことになる。

8. 師団／旅団を構成するユニットの一部が敵 ZOC に包囲さ
れている場合、そのユニットは既に全滅しているものとし
て、残りのユニットだけで統合をすることができる（下記
9 項を参照）。統合できなかったユニットについては、独
立部隊として扱われる。

9. 統合する前の個々のユニットがステップロスしていた場
合、統合後のユニットのステップロスは以下の表に従って
決定される。なお、全滅している旅団、連隊、および大
隊については 3 ステップロスとして計算し、全滅してい
る師団／旅団基幹については 1 ステップロスとして計算
する。（上記 8 項のように）敵に包囲されていて統合でき
ないユニットについては、全滅しいるものとして計算す
る。 

ワルシャワ条約機構軍ユニットの分割／統合は以下の通り：

統合前のステップロス数 統合後のユニットに置かれ
る損害マーカー

0 なし

1 〜 3 NATO：1 損害マーカー
WP：1 損害マーカー

4 〜 6 NATO：2 損害マーカー
WP：3 損害マーカー

7 以上 統合不可

国籍 ユニット 構成ユニット

DE Zealand Zea 基幹、1/Zea、2/Zea

UK LF LF 基幹、2Rd/LF、42/LF、45LF、
1RN/LF(NE)

UK 5 5 基幹、2/5、3/5、2Gk/5、Life/5

US 4M/2Mar 4MAB 基幹、1/4MAB、2/4MAB

US 6M/2Mar 6MAB 基幹、1/6MAB、2/6MAB

US 2M/2Mar 2MAF 基幹、1/2MAF、2/2MAF、
3/2MAF、4/2MAF

NATO のユニットは通常同じ所属の 4 つのユニット（基幹
＋ 3 個旅団、あるいは大隊）に分割される。例外は以下の通
りである：

国籍 ユニット 構成ユニット

PO 6 6 基幹、1/6、2/6

PO 7 7 基幹、4/7、34/7、35/7

SU Arm Cat I 1 × 1C2 基幹、3 × 4D2 連隊

SU Arm Cat II 1 × 1C2 基幹、3 × 3D2 連隊

SU Arm Cat III 1 × 1C2 基幹、3 × 2D1 連隊

SU Mech Cat I 1 × 1C2 基幹、3 × 2D3 連隊

SU Mech Cat II 1 × 1C2 基幹、3 × 2D2 連隊

SU Mech Cat III 1 × 1C2 基幹、3 × 1D2 連隊

SU 36 36 基幹、1/36、2/36、3/36

SU 37 37 基幹、1/37、2/37、3/37

SU 336 336 基幹、877/336、878/336、
879/336

SU 7G 7G 基幹、1/7G、2/7G、3/7G

SU 61 61 基幹、874/61、875/61、
876/61

SU 76G 76G 基幹、104G/76G、
234G/76G、237G76G

SU 175 175 基幹、316/175、317/175、
318/175

WP Arm Division 1 × 1D2 基幹、3 × 2D1 連隊

WP Mech Division 1 × 1D2 基幹、3 × 1D2 連隊

※ Cat：カテゴリー

ゲームに含まれているカウンターの数は、WP の分割を制限
するものではない（訳注：足りない分は自作しても構わない）。
実際の WP 師団の大半は 4 個連隊編成であるが、規模的に
小さく、独立した部隊としては機能しないものも含まれてい
る。そのためこのゲームでは WP の師団は 3 個連隊への分
割とされている。

17. 砲兵ユニット

砲兵ユニットは、陸上戦闘においてその弾幕力を戦闘力に加
えることによって自軍ユニットを支援する。ユニットの最初
の数値（攻勢弾幕力）は攻撃側ユニットを、2 番目の数値（防
御弾幕力）は防御側ユニットを、それぞれ支援するために使
用される。



24

砲兵ユニットは、以下のルールに従って使用される：
1. 砲兵ユニットは 3 戦闘ステップを持つ支援ユニットで、緊

急対応防御力を持っている。
2. 砲兵ユニットはスタックに関し、1 個旅団ユニットとして

扱われる。
3. 砲兵ユニットは 3 弾薬ポイントを持つ。
4. 砲兵ユニットは常に独立部隊として扱われ、機能している

司令部、補給源、あるいは補給集積所まで補給線を引かな
くてはならない。

5. 各ゲームターンの終了フェイズに通常補給下にある砲兵
ユニットは、その弾薬ポイントが完全な状態にまで回復す
る。通常補給下にない砲兵ユニットは、補給集積所を利用
して、その弾薬ポイントを完全な状態にまで回復させるこ
とができる（13.2 参照）。

17.1 陸上戦闘における砲兵ユニット

1. 陸上戦闘において砲兵ユニットが弾幕力を使用するため
には、以下の条件を満たさなくてはならない：

a. ユニットは戦術モードにある。
b. 防御側の場合、攻撃を受けているユニットの何れかに

隣接している。攻撃側の場合、攻撃を受けているユニッ
トの何れかから 2 ヘクス以内に存在している。

c. ステップロスを被っていない。
d. 敵 ZOC 内にいる場合は、戦闘ユニット、あるいは緊

急対応防御力を持つ非砲兵ユニットとスタックしてい
る。

e. 1 弾薬ポイントを消費する。
2. 砲兵ユニットは自己の弾幕力を使用するために、移動ポイ

ントを消費する必用はない。
3. 砲兵ユニットは弾薬ポイントを保持している限り、複数の

戦闘を支援することができる。ただし、定量弾薬消費を選
択することはできない。

4. 砲兵ユニットが戦闘ユニットとスタックして支援を行っ
ている場合、その戦闘ユニットがステップロスの結果を
被ったら、砲兵ユニットも 1 ステップロスしなくてはなら
ない。

18. 司令部

司令部は各国軍隊の指揮、および兵站組織を表しており、両
軍は補給網を機能させるために著しく依存している。
1. 司令部は支援ユニットで、1 戦闘ステップと、緊急対応防

御力を持っている。
2. 司令部はスタックに関し、1 個旅団として扱う。
3. 司令部は補給線を確立して通常補給を引くために、自軍ユ

ニットによって利用される（12.0 参照）。

19. 対空火器（FLAK）ユニット

対空火器ユニットは支援ユニットで、敵の飛行中隊、および
ヘリコプター中隊に対する防御に使用される。ゲームには以
下の 3 種類の対空ユニットが登場する：

・固定地対空ミサイルサイト（SAM）
・自走地対空ミサイル部隊（ADA）
・部隊固有対空火器（Embedded）

対空火器ユニットには以下のルールが適用される：
1. SAM と ADA は支援ユニットで、1 戦闘ステップを持つ。
2. SAM と ADA はそれぞれスタックに関し、半個旅団とし

て扱う。
3. SAM、ADA、および A+、A、または B の対空レーティ

ングを持つ部隊固有対空火器は、それぞれが 3 対空弾薬
（Flak  Ammunition）ポイントを持つ。

4. C または D の対空レーティングを持つ部隊固有対空火器
は、対空弾薬ポイントを消費しない（対空弾薬ポイントを
持たない）。

5. 各ゲームターンの終了フェイズに、通常補給下にある対空
ユニットは、その対空弾薬ポイントが完全な状態にまで回
復する。通常補給下にない対空ユニットは、補給集積所を
利用して、その対空弾薬ポイントを完全な状態にまで回復
させることができる（13.2 参照）。

19.1 対空火器対航空機

1. SAM または ADA が敵飛行中隊を射撃する場合、ユニッ
トに印字された射程内に敵飛行中隊が存在し、1 対空弾薬
ポイントを消費しなくてはならない。対空弾薬ポイントを
持たない場合、射撃を行うことはできない。

2. A+、A、または B の対空レーティングを持つ部隊固有対
空火器は、3 ヘクスの射程を持ち、1 対空弾薬ポイントを
消費することによって、射程内の敵飛行中隊を射撃するこ
とができる。また、対空弾薬ポイントを持たない場合でも、
対空レーティングが C で射程が 1 ヘクスの対空火器とし
て射撃を行うことができる（下記 3 項参照）。

3. C または D の対空レーティングを持つ部隊固有対空火器
は、1 ヘクスの射程を持ち、ユニットが通常補給下にある、
あるいは最低でも 1 弾薬ポイントを持っている場合に、敵
飛行中隊を射撃することができる。通常補給下になく、弾
薬ポイントを全く持たない場合、部隊固有対空火器で射撃
を行うことはできない。

4. 敵飛行中隊の目標になっている海軍ユニットは、ユニッ
トに印字された対空レーティングで射撃を行うことができ
る。このとき海軍ユニットの弾薬消費は、通常通り判定さ
れる。

19.2 対空火器対ヘリコプター

1. 全ての陸上対空火器は、通常飛行を行っている敵ヘリコプ
ター中隊に対し、1 ヘクスの射程を持つ。

2. 全ての陸上対空火器は。超低空飛行を行っている敵ヘリコ
プター中隊に対し、0 ヘクスの射程を持つ。陸上戦闘を解
決する際に、攻撃側ユニットの持つ部隊固有対空火器、お
よび一緒にスタックしている対空火器は、超低空飛行で防
御側ユニットを支援しているヘリコプター中隊に対し、（射
程に関係なく）対空射撃を行うことができる。

3. SAM または ADA がヘリコプターに対して射撃を行う場
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合、ユニットの対空レーティングが A+、A、または B で
あるなら、対空レーティングが C であるものとして射撃
を行い、ユニットの対空レーティングが C または D であ
るなら、元々の対空レーティングを使用して射撃を行う。
そして何れの場合でも 1 対空弾薬ポイントを消費しなくて
はならず、対空弾薬ポイントを持たない場合は射撃を行う
ことはできない。

4. 部隊固有対空火器でヘリコプターに対して射撃を行う場
合、ユニットの対空レーティングが A+、A、または B で
あるなら、対空レーティングが C であるものとして射撃
を行い、ユニットの対空レーティングが C または D であ
るなら、元々の対空レーティングを使用して射撃を行う。
そしてユニットが通常補給下にある、あるいは最低でも 1
弾薬ポイントを持っているならば、対空弾薬ポイントを消
費することなく射撃を行うことができる。

5. ユニットが通常補給下になく、弾薬ポイントも持たない場
合、部隊固有火器による対空射撃を行うことはできない。

6. 海軍ユニットが対空火器でヘリコプターへの対空射撃を
行う場合、射程は 0 ヘクスになり、ユニットの対空レーティ
ングが A+、A、または B であるなら、対空レーティング
が C であるものとして射撃を行い、ユニットの対空レー
ティングが C または D であるなら、元々の対空レーティ
ングを使用して射撃を行う。このとき海軍ユニットの弾薬
消費は、通常通り判定される。

7. 1 つの対空火器は射程内を移動中の敵ヘリコプターを、1
回だけ射撃することができる。ヘリコプターが射程内から
離脱し、再度射程内に侵入してきた場合は、対空火器は再
度射撃することができる。

19.3 対空射撃の解決

1. 飛行中隊は、対空砲火を避けるために任務を放棄すること
ができる。所有プレイヤーは、飛行グループ全体、あるい
は一部の飛行中隊の任務の放棄を選択することができる。
任務を放棄した飛行中隊は直ちに自軍の空軍基地に戻り、
帰還セクションに置かれる。

2. ヘリコプター中隊は任務を放棄することはできず、必ず対
空砲火を受けなくてはならない。

3. プレイヤーは目標となる飛行グループの回避値（Evasion 
Value）の平均値を計算し、その結果を「回避修正表
“Evasion Modifiers Table”」に適用してダイス修正を得る。
ヘリコプターは飛行グループを形成せず、目標となるヘリ
コプター中隊の回避値をそのまま適用する。

4. プレイヤーは「対空砲火修正表 “Flak Fire Modifiers 
Table”」を確認して、追加のダイス修正を得る。

5. 対空火器の所有プレイヤーは「対空戦闘結果表 “Flak Fire 
Table”」でダイスを振って、ダイス修正を適用する。その
結果得られたダイスの目を、使用している対空火器の対空
レーティングの欄に適用する。

6. ここで得られた結果の左側の数字が撃墜されたステップ
数、右側の数字が損傷するステップ数として、目標となっ
た飛行グループ、あるいはヘリコプター中隊に適用される。

7. 上記の結果は、直ちに適用される。
8. 対空火器に弾薬ポイントの消費が必要であったなら、1 対

空弾薬ポイントを消費する。ここで弾薬ポイントを使い
切った場合は、対空弾薬切れ（Flak Depleted）マーカー
をそのユニットの下に置く。

20. 戦闘工兵（WP のみ）

戦闘工兵は、特別な戦闘訓練を施されたワルシャワ条約機構
の様々な工兵連隊、大隊を表している。
1. 戦闘工兵は支援ユニットで、1 戦闘ステップと緊急対応防

御力を持つ。
2. 戦闘工兵はスタックに関し、半個旅団として扱われる。
3. 戦闘ユニットが戦闘工兵とスタックして陸上戦闘に参加

すると、所有プレイヤーは追加の 1 戦闘修正を得ることが
できる。

4. 戦闘工兵は 1 回のゲームターン中に、何度でも（戦闘修正
を得るための）支援を行うことができる。

5. 複数の戦闘工兵を使用しても、一回の戦闘での戦闘修正は
最大で 1 までである。

21. 連絡線（Lines of Communication / LOC）

両軍は、「連絡線チャート “Line of Communication Chart”」
を使用して、増援を投入したり、異なる戦域間でユニットを
移動させたりすることができる。

21.1 連絡線チャートの見方

それぞれの連絡線チャートでは、いくつかのボックスが線で
結ばれている。それぞれのボックスの形と、それを結ぶ線の
色によって、その使い方が決まる。

移動ボックス（Move Box）
連絡線チャート上での移動の際に使用する。

中継ボックス（Transit Box）
同じ連絡線コードを持つ 1 つ以上の地図外基地
と、連絡線チャートを接続している。

進入ボックス（Entry Box）
同じ進入コードを持つ地図上の進入エリアと、
連絡線チャートを繋接続している。

接続線（Connection）
陸上接続線（緑）は、陸上、航空機、およびヘ
リコプターユニットが、ボックス間を移動する
ために使用する。

海上接続線（青）は、海軍、航空機、およびヘ
リコプターユニットが、ボックス間を移動する
ために使用する。

破線の接続線は、特定の条件を満たした際に使
用される。

港湾（Port）
海軍ユニットによって運ばれるユニットが乗
船、および下船することができる。
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21.2 連絡線チャート移動

21.2.1 連絡線チャートへの進入／離脱
1. 両軍は、それぞれ独自の連絡線チャートのみ使用するこ

とが可能で、WP のユニットは NATO の連絡線チャート
上を移動することはできない。また NATO のユニットも
WP の連絡線チャート上を移動することはできない。

2. 地図上の進入エリアに置かれているユニットは、これに対
応する連絡線チャート上の進入ボックスに置くことができ
る（その逆もまた可能である）。

3. 地図外基地に置かれているユニットは、これに対応する連
絡線チャート上の中継ボックスに置くことができる（その
逆もまた可能である）。

4. 地図外基地にいる海軍ユニットは、連絡線チャートに移る
際に、「洋上（At Sea）セクション」にいなくてはならない。
連絡線チャートから地図外基地に移る際にも、海軍ユニッ
トは洋上セクションに置かれる。

5. 陸上、およびヘリコプターユニットは、進入エリアから対
応する連絡線チャート上のボックスに移る前に、地図端の
ヘクスにいなくてはならない。連絡線チャートから進入エ
リアに移る際にも、ユニットは地図端のヘクスに置かれる。

6. 連絡線チャート上での移動を進入ボックスで終了したユ
ニットは、地図上の進入エリアに置かれなくてはならない。

7. スカゲラク海峡とカテガット海峡の地理的な要因から、海
軍ユニットは 進入ボックス N3 から、地図 H の進入エリ
ア N3 に移動することはできない（その逆もまた同様）。
地図 F の進入エリア N3 へは通常通り移動することができ
る。

21.2.2 連絡線チャート上での移動
1. 連絡線チャート上のボックスから別のボックスへの移動

には、ユニットの種類に応じて一定数の移動ポイントが必
要となる（「連絡線移動コスト表 “LOC Movement Costs 
Table”」 参照）。

2. 連絡線チャート上を移動する陸上ユニットは、疲労を伴う
移動をすることはできない。

3. 航空機、およびヘリコプターユニットは、輸送、および移
送任務でのみ連絡線チャート上を移動することができる。
輸送任務を行った飛行中隊は、着陸した航空基地に留まり、
帰還セクションに置かれなくてはならない。

4. 航空機、およびヘリコプターユニットは、連絡線チャート
上の海上ボックスで移動を終了することはできない。

5. 海軍ユニットは通常の移動コストを消費することで、港湾
シンボルを持つ中継ボックスで乗船／下船を行うことがで

きる。下船したユニットは、そのターンに移動や何らかの
任務を行うことはできない。

22. 初期配置

キャンペーンゲームを地図上で開始するユニットは、その配
置場所が印字されている。小さなシナリオにおいては、プレ
イヤーはシナリオの記載に従った初期配置を行う。
1. ユニットに地図名とヘクス番号が印字されている場合
（例：H2144）、ユニットは指定されたヘクスに配置される。

2. ユニットに基地コードが印字されている場合（例：216、
Ame）、ユニットは対応するコードの地図外基地に配置さ
れる。

3. Baltic のコードが印字されている WP ユニットは、バルト
海の任意の基地、あるいは “BL1” か “BL2” の連絡線コー
ドを持つ地図外基地に配置される。

4. Baltic のコードが印字されている NATO ユニットは、バ
ルト海の任意の基地、あるいはキール（Kiel）地図外基地
に配置される。

5. Conus のコードが印字されているユニットは、連絡線
チャート上の “CONUS 1” ボックスに配置される。

6. EEur のコードが印字されている WP ユニットは、“EE1”
の 連 絡 線 コ ー ド を 持 つ 地 図 外 基 地、 あ る い は “East 
Europe 1” ボックスに配置される。

7. Giuk コードが印字されている NATO ユニットは、“North 
Atlantic 6” ボックス、“Norweg. Sea 1” ボックス、“UK1”、
“UK2” の連絡線コードを持つ任意の地図外基地に配置さ
れる。

8. NSea のコードが印字されている NATO ユニットは、北
海の任意の基地、あるいは “UK1”、“UK2”、“WE1” の連
絡線コード持つ任意の地図外基地に配置される。

9. NSea のコードが印字されている WP ユニットは、“MU1”
の連絡線コードを持つ任意の地図外基地に配置される。

10. Karelia のコードが印字されている WP ユニットは、WP
連絡線チャートの “Karelia 1” ボックス、“KR1” ボックス、
あるいは “KR1” の連絡線コードを持つ任意の地図外基地
に配置される。

11. Lengrd のコードが印字されている WP ユニットは、WP
連絡線チャートの “LN1” ボックス、あるいは “LN1” の連
絡線コードを持つ任意の地図外基地に配置される。

12. Freeのコードが印字されているWPユニットは、ワルシャ
ワ条約機構加盟国内の任意のヘクス、あるいは基地に配置
される。

13. Free のコードが印字されている NATO ユニットは、自
国内の任意のヘクス、あるいは基地に配置される。

14. 全ての場合において配置先の基地は、ユニットと同じ国
の（NATO の場合は NATO 加盟国の）基地でなくてはな
らない。

15. 洋上に配置される海軍ユニットは、機動部隊を編成して
いなくてはならない。

16. 陸上ユニットは戦術モードで配置しなくてはならない。
師団、および旅団ユニットは、そのまま配置することも、
分割した状態で配置することもできる。

海上ボックス（Sea Box / 青）
海軍、航空機、およびヘリコプターユニットの
みが進入することができる。

陸上ボックス（Land Box / 黄緑）
陸上、航空機、およびヘリコプターユニットが
進入することができる。
海軍ユニットは、最低でも 1 本の海上接続線に
よって接続されていれば、進入することができ
る。
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23.4 ソビエト軍の増援

1. バルト軍管区（Ba）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP 連絡線チャート上の “Baltic 1” ボックス、あるいは “BL 
1” ボックスに登場する。

2. 白ロシア軍管区（Be）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP 連絡線チャート上の “East Europe 1” ボックス、ある
いは “Belarus 1” ボックスに登場する。

3. カルパチア軍管区（Ca）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP連絡線チャート上の“Ukraine 1”ボックスに登場する。

4. キエフ軍管区（Ki）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP連絡線チャート上の“Ukraine 1”ボックスに登場する。

5. カレリア軍管区（Kr）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP 連絡線チャート上の “Karelia 1” ボックスに登場する。

6. レニングラード軍管区（Le）に所属する陸上ユニットの
増援は、WP 連絡線チャート上の “LN1” ボックスに登場
する。

7. モスクワ軍管区（Mo）に所属する陸上ユニットの増援は、
WP 連絡線チャート上の “Russia 1” ボックスに登場する。

8. ムルマンスク軍管区（Mu）に所属する陸上ユニットの増
援は、WP 連絡線チャート上の “Mrmansk 1” ボックスに
登場する。

9. 北方集団（Ng）に所属する陸上ユニットの増援は、ポー
ランド国内の地図端にある任意の鉄道、あるいはアウト
バーンヘクスに登場する。また、WP 連絡線チャート上の
“East Europe 1” ボックスに登場させることもできる。

10. ソビエト軍の前線補給拠点、および鉄道連隊は地図東端
にある任意の鉄道ヘクス、あるいはアウトバーンヘクスに
登場する。また、登場を次のターンに遅らせることもでき
る。

23.5 モスクワ軍管区予備（RM1、RM2）

ワルシャワ条約機構の司令官はモスクワ軍管区に対し、スカ
ンジナビア戦線への戦略的予備軍の派遣を要請することがで
きる。
1. RM コードに数字を付せられて印字されてい

るユニットは、モスクワ軍管区予備である。
2. WP プレイヤーは任意のターンの他戦域イベ

23. 増援

両軍とも、増援フェイズに増援を受け取ることができる。

キャンペーンゲームでの増援については、カウンターに印字
されたターンに受け取る。小さなシナリオにおいては、プレ
イヤーはシナリオの増援表の記載に従って増援を受け取る。

23.1 増援の種類

増援には以下の 2 種類がある：
1. 通常増援（Standard Reinforcements）は、その登場するゲー

ムターンが、“Gt6” や “Be5” のようにカウンターに印字さ
れている。

2. 変動増援（Variable Reinforcements）は、“CA 6”や“EM+3”
のように、増援コードと数値がカウンターに印字されて
いる（数字の前には “+” の記号がある場合とない場合があ
る）。

23.2 通常増援の到着

通常増援は、以下の基本ルールに従う。これに加え、国籍毎
の増援ルールがある。
1. 飛行中隊の増援は、自軍支配下の損傷していない空軍基地
で、敵 ZOC 内や敵の制空エリア内にあってはいけない。利
用可能な空軍基地が存在しない場合、増援は後のゲームター
ンまで遅らせることができる。
2. ヘリコプター中隊の増援は、自軍支配下で損傷していない

空軍基地、またはヘリポートで、敵 ZOC 内や敵の制空エ
リア内にないものに到着する。利用可能な空軍基地やヘリ
ポートが存在しない場合、増援は後のゲームターンまで遅
らせることができる。

3. 空中機動、空挺、および特殊任務部隊の増援は、自軍支配
下の損傷していない空軍基地で、国籍の一致するものに登
場する。このときその空軍基地は、敵 ZOC 内や敵の制空
エリア内にあってはいけない。またこれ以外にも、次のゲー
ムターン以降に増援を遅らせることによって、その国の他
の陸上ユニットと同じ方法で登場することもできる。

4. 上記以外の陸上ユニットは、陸上移動フェイズに国籍毎に
指定された地図上のヘクス、あるいは連絡線チャート上の
指定されたボックスに登場する（国籍毎のルールを参照）。
登場するユニットのモードはプレイヤーの任意で、戦術
モードでも行軍モードでもかまわない。増援の登場するヘ
クスに敵ユニットがいたり、敵 ZOC 内であったりしては
ならない。増援の登場可能なヘクスが存在しない場合、増
援は後のターンまで登場を遅らせることができる。

23.3 変動増援の到着

1. 変動増援には、通常増援に関するルールが全て適用され
る。これに加え、増援コード毎に適用されるルールがある。

2. 変動増援の登場ターンは、ゲーム内のイベントやプレイ
ヤーの決定によって決まり、場合によっては全く登場しな
いこともある。

3. 変動増援ユニットは、特殊な登場に関するコードがユニッ
トの左側に印字されており、それは以下の表の通りである：

コード ルール

CA 23.8 CONUS 航空増援

CO 23.9 CONUS 増援

DM 23.12 デンマーク軍の動員

FM 23.13 フィンランド軍の動員

NM 23.14 ノルウェー軍の動員

RMn 23.5 モスクワ軍管区予備

RCn、REn 23.10  NATO 予備

SM 23.15 スウェーデン軍の動員
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ントフェイズに、予備の一部、あるいは全ての派遣要請を
することができる。このとき同じコードが振られているユ
ニットは、不可分の 1 つのグループとして扱わなくてはな
らない。

3. 派遣の要請を受けたモスクワ軍管区予備は、増援として
ターントラック上に置かれる。ユニットが登場するターン
は、現在のターンプラス、RMn コードに追加されている
数字分のターンである。

4. モスクワ軍管区予備の飛行中隊とヘリコプター中隊は、通
常の増援ルール（23.2 参照）に従って登場する。

5. モスクワ軍管区予備の陸上ユニットは、WP 連絡線チャー
ト上の “Russia 1” ボックスに登場する。

6. WP プレイヤーが派遣を要請したモスクワ軍管区予備のグ
ループ毎に、NATO プレイヤーは軍事的勝利ポイント 12
ポイント得る。

23.6 カナダ軍の増援

1. カナダ軍のユニットで CA のコードが印字されているもの
は､「CONUS 航空増援」 のルールに従う。

23.7 アメリカ軍の増援

1. アメリカ軍のユニットで CA のコードが印字されているも
のは､ 「CONUS 航空増援」 のルールに従う。

2. アメリカ軍の増援で CO のコードが印字されているもの
は、「CONUS 増援」 のルールに従う。

23.8 CONUS（アメリカ大陸からの）航空増援（CA）

1. CA のコードが印字されている全てのユニットは、CONUS
航空増援である。

2. CA のコードが印字されている増援は、自軍支配下で損傷
していない、かつ敵 ZOC 内にない空軍基地に登場するが、
敵制空エリア内であってはならない。

3. CA のコードが印字されている増援が登場可能な空軍基地
がない場合、その増援は次のターンまで登場が遅れること
になる。

23.9 CONUS（アメリカ大陸からの）増援（CO）

1. CO のコードが印字されている全てのユニットは、CONUS
増援である。

2. CONUS 増援は、NATO 連絡線チャート上の “CONUS 1”
ボックスに登場し、北大西洋を越えて移動（輸送）しなく
てはならない。

23.10 NATO 予備（RCn、REn）

ＮＡＴＯ予備は、核戦争を含む緊急事態や不測の事態に備え
て予備に指定された部隊である。NATO 予備軍を戦線に投
入することは、戦略的に重要な決定になるであろう。

1. RC、または RE のコードと数字が印字されたユニットは、

NATO 予備である。
2. NATO プレイヤーは他戦域イベントフェイズ

に、これら予備の一部、あるいは全部の派遣
を要請することができる。このとき同じコー
ドが振られているユニットは、不可分の 1 つのグループと
して扱わなくてはならない。

3. ヨーロッパ予備（REn）は、“UK1”、“UK2”、あるいは “WE1”
の連絡線コードを持つ地図外基地に登場する。登場する基
地はユニットと同じ国籍、あるいは NATO 加盟国の基地
でなくてはならない。

4. CONUS予備（RCn）はNATO連絡線チャート上の“CONUS 
1” ボックスに登場する。

5. 予備が登場するターンは、NATO プレイヤーが派遣を要
請したターンに、“RCn”、および “REn” コードに続いて
付された数字を加えたターンである。

6. NATO プレイヤーがヨーロッパ予備（RE）を要請する毎
に、WP プレイヤーは軍事的勝利ポイント 10 ポイントを
得る。

7. NATO プレイヤーが CONUS 予備（RC）を要請する毎に、
WP プレイヤーは軍事的勝利ポイント 20 ポイントを得る。

23.11 NATO における動員

1. 全ての NATO 加盟国では、プレイするシナリオの特別ルー
ルに記載のない限り、第 1 ゲームターンに動員が開始され
る。

23.12 デンマーク軍の動員（DM）

1. デンマーク軍のユニットで DM のコードが印
字されているものは、動員ユニットである。
登場するターンになったら、地図上にある所
属が同じユニットと置き換える。新しいユ
ニットに置き換えられた時点で、指揮力は初期のものに戻
される。また、ユニットに付いていたマーカー（疲労、ステッ
プロス、燃料・弾薬ポイント等）はそのまま引き継がれる。

2. DM のコードがついた増援ユニットは、置き換えられるユ
ニットが既に全滅していた場合は登場しない。プレイから
除外される。

3. DM のコードがついた増援ユニットは、置き換えられるユ
ニットが通常補給下にない場合、登場することができない。
このような増援は次のターンまで延期される。

23.13 フィンランド軍の動員（FM）

1. フィンランド軍のユニットで FM のコードが
印字されているものは、動員ユニットである。
ユニットが登場するのは、WP がフィンラン
ドの中立を侵犯したターンに、ユニットの
コードに続いて付された数を加えたターンである。

23.13.1 フィンランド軍予備
1. フィンランド軍予備ユニットは、所属が同じな基幹
（Cadre）ユニットが地図上に存在していて、これらは平
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時から配備されている兵員と装備を表している。
2. 予備ユニットは、同じ所属の基幹ユニットと置き換えるこ

とができる。新しいユニットに置き換えられた時点で、指
揮力は初期のものに戻される。また、ユニットに付いてい
たマーカー（疲労、ステップロス、燃料・弾薬ポイント等）
はそのまま引き継がれる。

3. 予備ユニットと置き換えるために基幹ユニットは、長さに
関係なく、機能している補給源まで補給線が引けなくては
ならない。

4. 基幹ユニットが全滅している場合、置き換えられる予備ユ
ニットも、プレイから除去される。

23.13.2 フィンランド郷土防衛隊（Maakuntajoukot）
1. フィンランド郷土防衛隊ユニットには MJ のコードに加

え、登場する地図とターンが印字されている。
2. フィンランド郷土防衛隊ユニットは、指定された地図上に

ある都市、あるいは市街地ヘクスに登場するが、そのヘク
スは敵 ZOC 内にあってはならず、登場するそれぞれのユ
ニットは、互いに 2 ヘクス以上離れていなくてはならない。

3. 適切な登場ヘクスのないフィンランド郷土防衛隊ユニッ
トは、プレイから除去される。

23.14 ノルウェー軍の動員（NM）

1. ノルウェー軍のユニットで NM のコードが印
字されているものは、動員ユニットである。

2. 動員されるそれぞれのユニットには、登場す
るターンの後に登場する地図が印字されてい
る。

3. 動員されたユニットは指定された地図上にあるノル
ウェー国内の都市、あるいは市街地ヘクスに登場するが、
そのヘクスは敵 ZOC 内にあってはならず、登場するそれ
ぞれのユニットは、互いに 2 ヘクス以上離れていなくては
ならない。

3. 動員されたユニットに適切な登場ヘクスがない場合、その
ユニットはプレイから除去される。

23.15 スウェーデン軍の動員（SM）

1. スウェーデン軍のユニットで SM のコードが
印字されているものは、動員ユニットである。
ユニットが登場するのは、スウェーデン軍が
動員を開始したターンに、ユニットのコード
に続いて付された数を加えたターンである。

23.15.1 スウェーデン軍予備
1. スウェーデン軍予備ユニットは、所属が同じな基幹
（Cadre）ユニットが地図上に存在していて、これらは平
時から配備されている兵員と装備を表している。例えば、
ヘクス H1911 に配置されている P2 機甲連隊は、1-P2 機甲
旅団の基幹部隊である。

2. 予備ユニットを配置するには、以下の全ての条件を満たさ
なくてはならない。

a. 該当する基幹ユニットは、初期配置ヘクスから 3 ヘク

ス以内にいなくてはならない。
b. 該当する基幹ユニットは、スウェーデン国内にいなく

てはならない。
c. 該当する基幹ユニットは、長さに関係なく、機能して

いる補給源まで補給線が引けなくてはならない。
3. 全ての条件を満たした場合に予備ユニットは、同じ所属の

基幹ユニットと置き換えることができる。条件を 1 つでも
満たしていない場合、予備ユニットはプレイから除去され
る。

4. 新しいユニットに置き換えられた時点で、指揮力は初期の
ものに戻される。また、ユニットに付いていたマーカー（疲
労、ステップロス、燃料・弾薬ポイント等）はそのまま引
き継がれる。

5. 予備ユニットと置き換えられた基幹ユニットは、プレイか
ら除去される。

6. 基幹ユニットが全滅している場合、置き換えられる予備ユ
ニットも、プレイから除去される。

23.15.2 スウェーデン郷土防衛隊
1. スウェーデン郷土防衛隊ユニットには HV
（HemVärnet）のコードに加え、登場する地
図とターンが印字されている。例えば HV 1
郷土防衛隊は、スウェーデン軍が動員を開始
したターンに地図 E に登場する。

2. スウェーデン郷土防衛隊ユニットは、指定された地図上に
ある都市、あるいは市街地ヘクスに登場するが、そのヘク
スは敵 ZOC 内にあってはならず、登場するそれぞれのユ
ニットは、互いに 2 ヘクス以上離れていなくてはならない。

3. 適切な登場ヘクスのないスウェーデン郷土防衛隊ユニッ
トは、プレイから除去される。

24. 補充

WP と NATO での戦争となった場合、開戦時からの戦闘で
失われた装備を補うだけの生産力は、両軍とも持ち合わせて
いないだろう。結果として補充のペースは遅く、不足気味に
なるだろう。

24.1 陸上補充

陸上補充ポイントは、以下のルールに従って陸上ユニットか
らステップロスを取り除くことができる。
1. 陸上補充ポイントで使用しなかったものは、蓄積して後の

ターンに使用することができる。
2. 補充ポイントを受け取るために、ユニットは通常補給下に

あって、敵ユニットに隣接していてはいけない。
3. ユニットは、自身と同じ国籍の補充ポイントのみを使用す

ることができる。WP 加盟国（Warsaw Pact Allies）補充
ポイントは、ソビエト軍以外の WP 加盟国ユニットが使
用することができる。

4. 大隊ユニットから 1 ステップロスを取り除くために、1 補
充ポイントが必要になる。

5. 旅団、あるいは連隊ユニットから 1 ステップロスを取り除
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くために、2 補充ポイントが必要になる。
6. 師団ユニットから 1 ステップロスを取り除くために、6 補

充ポイントが必要になる。
7. 旅団基幹のみが生き残っている旅団の場合、2 補充ポイン

トを使用することによって、2 ステップロスを被った状態
の旅団として再建することができる。

8. 師団基幹のみが生き残っている師団の場合、6 補充ポイン
トを使用することによって、2 ステップロスを被った状態
の師団として再建することができる。

9. 1 ターンの間には、補充によって最大で 1 ステップロスま
でしか取り除くことはできない。

10. 補充ポイントを受け取ったユニットは、そのターンに移
動ポイントを消費することができない。

11. 補充ポイントを受け取ったユニットは、全て元々の指揮
力に戻る。ただし、元々の指揮力が 5 を超えていた場合、
その指揮力は 5 に留まる。

12. 補充ポイントを使用することによって、全滅したユニッ
トをプレイに復帰させることはできない。

24.2 航空補充（WP のみ）

ソビエト軍では、東ヨーロッパ、および西部軍管区に基地を
置く空軍が、NATO との戦争において十分な支援を行える
ように配慮していた。そのため、ある程度のレベルまでの損
失ならば、航空機もパイロットもソビエトの他の地域の飛行
隊から補充できるようにしていた。

航空補充ポイントは、以下のルールに従って飛行中隊からス
テップロスを取り除くことができる。
1. 航空補充ポイントで使用しなかったものは後のターンま

で蓄積することができず、全て失われる。
2. 航空補充ポイントを受け取るために、飛行中隊は損傷して

いない、通常補給下にある空軍基地にいなくてはならない。
3. 飛行中隊から 1 ステップロスを取り除くために、基本的な

種別の同じ航空補充ポイントが 1 ポイント必要になる。
4. 以前に全滅した飛行中隊を再建するためには、基本的な種

別の同じ航空補充ポイントが 2 ポイント必要になる。こう
して再建された飛行中隊は、損傷していない、通常補給下
にある、同一国籍の空軍基地に置かれる。

25. 他戦域イベント

25.1 GUIK 戦線

北アメリカからヨーロッパにかけての制空権とシーレーンの
確保は、戦略上両軍にとって非常に重要なものであり、それ
は GIUK（グリーンランド - アイスランド - イギリス）ライ
ンで決まるであろう。ソビエトがアメリカからの増援を阻止、
あるいは遅延させることができれば、NATO が WP の攻撃
を食い止めること、もしくは単純に生き残ることすら、可能
性が激減してしまうだろう。
1. 他戦域イベントフェイズに両軍プレイヤーは、GUIK 戦線
（GUIK Front）ボックスに割り当てる戦力を秘密裏に決定
する。GUIK 戦線ボックスに出入りするユニットは、この

ターンの間に他の行動をとることはできない。
2. NATO プレイヤーは、以下に記す場所と GUIK 戦線ボッ

クスとの間で、好きなだけのユニットを行き来させること
ができる。

a. “UK1”､ または “UK2” の連絡線コードがついた地図
外基地。

b. 連絡線チャート上の “UK1” ボックス､ “UK2” ボッ
クス､“Norwegian Sea” ボックス､ あるいは “North 
Atlantic 6” ボックス。

3. WP プレイヤーは、以下に記す場所と GUIK 戦線ボックス
との間で、好きなだけのユニットを行き来させることがで
きる。

a. 地図 D、および E 上の空軍基地。
b. “MU1”、または “KR1” の連絡線コードがついた地図

外基地。
4. GUIK 戦線ボックスへ移動するために陸上ユニットは、十

分な輸送能力を有した輸送ユニットに乗っていなくてはな
らない。

5.  両軍プレイヤーが GUIK 戦線への配備を終えたら、それ
らのユニットを明らかにし、「GUIK 戦力表 “GUIK Value 
Table”」 を使用して戦力を算出する。

6. WP の戦力から NATO の戦力を引いて戦力差を求めたら､
その差を「GUIK 戦線表 “GUIK Front Table”」 に当ては
めてダイスを振る。

25.1.1GUIK 戦線の結果
それぞれの結果は両軍の損失と、 追加の影響で示される。

NATO Losses：NATO プレイヤーは､ GUIK 戦線ボックス内
のユニットにステップロスを適用する。

WP Losses：WP プレイヤーは､ GUIK 戦線ボックス内のユ
ニットにステップロスを適用する。

A：ソビエト軍の空襲により、NATO はヨーロッパへの空輸
ルートの迂回を強いられる。以下の影響は、ステップロスを
適用する前の時点で GUIK 戦線での WP の戦力が 10 以上あ
る場合に適用される：

a. このターンに増援で登場するコード “CA” を持つもの
は、“Channel 1” 中継ボックス、“UK1”中継ボックス、
あるいは “UK2”中継ボックスに置かれ、このターン
はそれ以上移動することはできない。

b. “CONUS 1” ボックスを出発してこのターンに大西洋
を越える移動を行っている飛行中隊は “Channel 1” 中
継ボックス、“UK1”中継ボックス、あるいは “UK2”
中継ボックスで停止し、このターンはそれ以上移動す
ることができない。c. WP プレイヤーは、軍事的勝利
ポイントを 3 ポイント得る。

S：ソビエト軍潜水艦がNATOの輸送船団を攻撃する。ステッ
プロスを適用する前の時点で GUIK 戦線での WP の戦力が
10 以上ある場合、　WP プレイヤーは以下の中から 1 つの効
果を適用する：

a. WP プレイヤーが選択した連絡線チャート上の任意の
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NATO 艦船が、1 ステップロスを被る。ただし、そ
のとき CV、および CVBG クラスの艦艇を選択するこ
とはできない。輸送船への損失は、乗船したユニット
に追加の損失を与える可能性がある (33.3 を参照 ）。も
しくは、WP プレイヤーがダイスを振り、出た目が 1
～ 5 の場合、連絡線チャート上に存在する NATO の
CV、または CVBG の 1 ユニットが、1 ステップロス
を被る。

b. WP プレイヤーは、軍事的勝利ポイントを 3 ポイント
得る。

IW：ソビエト軍の陸上部隊がアイスランドに侵攻し、以下
の影響が発生する：

a. GUIK 戦線ボックスに WP の陸上ユニットがいて、
NATO の陸上ユニットがいない場合、アイスランド
は占領される。そして、WP プレイヤーの GUIK 戦線
戦力が増加する（「GUIK 戦線戦力表」参照）。

b. GUIK 戦線に NATO と WP の陸上ユニットがそれぞ
れいる場合、アイスランドは侵攻を受ける。そして、
WP プレイヤーの GUIK 戦線戦力が増加する（「GUIK
戦線戦力表」参照）。

c. GUIK 戦線ボックスに NATO の陸上ユニットしかい
ない場合、あるいは両軍の陸上ユニットが存在しない
場合、何も影響は発生しない。

IN：NATO の陸上部隊がアイスランドを保持し、以下の影
響が発生する。

a. GUIK 戦線ボックスに NATO の陸上ユニットがいる
場合、アイスランドは保持される。そして、GUIK 戦
線ボックスに存在する WP ユニットは除去される。

b. GUIK ボックスに NATO ユニットがいない場合、何
も影響は発生しない。

25.2 シュレスヴィヒ・ホルスタイン（Schleswig-
Holstein）戦線

シュレスヴィヒ・ホルスタインは、ヨーロッパで起こりうる
紛争において、双方にとって重要な場所であった。この帯状
の領土の支配は、ワルシャワ条約機構がデンマークを孤立さ
せ、バルト海への NATO のアクセスを困難にするだろう。

1. 他戦域イベントフェイズに両軍プレイヤーは、SH 戦線（SH 
Front）ボックスに割り当てる戦力を秘密裏に決定する。
SH 戦線ボックスに出入りするユニットは、このターンの
間に他の行動をとることはできない。

2. NATO プレイヤーは、以下に記す場所と SH 戦線ボック
スとの間で、好きなだけのユニットを行き来させることが
できる。

a. 地図 H 上の空軍基地。
b. “WE1”､ または “UK2” の連絡線コードがついた地図

外基地。
c. “WE1” 中継ボックス､ または“UK2” 中継ボックス。

3. WP プレイヤーは、以下に記す場所と SH 戦線ボックスと
の間で、好きなだけのユニットを行き来させることができ

る。
a. 地図 H 上の空軍基地。
b. “EE1”､ または“PO1” の連絡線コードがついた地図

外基地。
c. “NE1” ボックス､“East Europe 1” ボックス､ または
“EE1” ボックス。

4.  両軍プレイヤーが SH 戦線への配備を終えたら、それら
のユニットを明らかにし、「SH 戦力表“SH Value Table”」
を使用して戦力を算出する。

5. WP の戦力から NATO の戦力を引いて戦力差を求めたら､
その差を 「SH 戦線表 “SH Front Table”」 に当てはめてダ
イスを振る。

25.2.1 SH 戦線の結果
それぞれの結果は両軍の損失と、 追加の影響で示される。

NATO Losses：NATO プレイヤーは､ SH 戦線ボックス内の
ユニットにステップロスを適用する。
WP Losses：WP プレイヤーは､ SH 戦線ボックス内のユニッ
トにステップロスを適用する。

K：ワルシャワ条約機構はキール（Kiel）運河を封鎖し、次
のターンから以下の影響が発生する：

a. 地図 H 上の西ドイツ領土は、NATO ユニット､ ある
いはその ZOC によって占められていない限り、WP
支配下となる。

b. 以降はキール地図外基地を NATO が使用することは
できない。そしてそこにいたユニットは、“WE1” 中
継ボックスに移動しなくてはならない。

c. 以降 NATO の海軍ユニットは､ 進入エリア “N4” を利
用することができない。

S：ワルシャワ条約機構はユトランド（Jutland）半島を支配
し、次のターンから以下の影響が発生する：

a. 上記 K の結果と同じものが全て適用される。
b. 以降 NATO の地図外基地の内 101、129、131、132、

166、179、および “Esbjerg” は､ もはや NATO は使
用することができない｡ そしてそこにいたユニットは
､“WE1” 中継ボックスに移動しなくてはならない。

c. 以降 NATO の陸上､ および海軍ユニットは､ 進入エ
リア “N4” を利用することができない。

d. 以降 NATO の陸上ユニットは､ 進入エリア “N3” を
利用することができない。

e. NATO の地図外基地であった 129、131、および 179
はワルシャワ条約機構の支配下となり、ルール 32.1.4
に従って WP ユニットが利用可能になる。

f. WP 陸上、およびヘリコプターユニットは、進入ボッ
クス “N3”、 および “N4” と、 対応する進入エリアが
利用可能になる。

g. デンマーク国内にある地図 H 西端のアウトバーンヘ
クスは､ WP の補給源になる。
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25.3 フィンランド戦線

1. 他戦域イベントフェイズに両軍プレイヤーは、フィンラン
ド戦線（Finland Front）ボックスに割り当てる戦力を秘
密裏に決定する。フィンランド戦線ボックスに出入りする
ユニットは、このターンの間に他の行動をとることはでき
ない。

2. NATO プレイヤーは、スウェーデン国内の空軍基地とフィ
ンランド戦線ボックスとの間で、好きなだけのユニットを
行き来させることができる。

3. WP プレイヤーは、以下に記す場所と　フィンランド戦線
ボックスとの間で、好きなだけのユニットを行き来させる
ことができる。

a. 地図上の任意の空軍基地。
b. “MU1”､“KR1”､ または “LN1” の連絡線コードがつい

た地図外基地。
c. “Finland 2” ボックス､“Finland 3” ボックス、“Finland 

4” ボックス､“Karelia 1”､ “KR1” または “LN1” ボッ
クス。

4.  両軍プレイヤーがフィンランド戦線への配備を終えたら、
それらのユニットを明らかにし、「フィンランド戦力表

“Finland Value Table”」 を使用して戦力を算出する
5. WP の戦力から NATO の戦力を引いて戦力差を求めたら

､ その差を「フィンランド戦線表 “Finland Front Table”」
に当てはめてダイスを振る。

25.3.1 フィンランド戦線の結果
それぞれの結果は両軍の損失と、 追加の影響で示される。

NATO Losses：NATO プレイヤーは､ S ィンランド戦線ボッ
クス内のユニットにステップロスを適用する。

WP Losses：WP プレイヤーは､ フィンランド戦線ボックス
内のユニットにステップロスを適用する。

L2：ワルシャワ条約機構はフィンランド北部に侵入する。2
回目の L2 の結果で LOC-2 ルートが確保されて、ワルシャ
ワ条約機構のユニットは、地図 E の東端の “FFB LOC-2” と
記された場所と連絡線チャートの間を、通常のルールに従っ
て行き来することができる。

L4：ワルシャワ条約機構はフィンランド南部に侵入する。3
回目の L4 の結果で “LOC-4” ルートが確保されて、ワルシャ
ワ条約機構のユニットは、地図 E の東端の “FFB LOC-4” と
記された場所と連絡線チャートの間を、通常のルールに従っ
て行き来することができる。

W3：ワルシャワ条約機構はフィンランド中部に侵入する。3
回目の W3 の結果で “LOC-3” ルートが確保されて、ワルシャ
ワ条約機構のユニットは、地図上の “W3” 進入エリアと “W3”
進入ボックスとの間を、通常のルールに従って行き来するこ
とができる。

26. 天候（選択ルール）

1985: Deadly Northern Lights での天候には、「好天」と「悪
天候」の 2 つしかない。
1. 天候決定フェイズに WP プレイヤーは、「天候表 “Weather 

Table”」上のそのターンに該当する月の欄でダイスを 2 回
振り、そのゲームターンの北極圏と非北極圏の天候を決定
する。

2. ほとんどのシナリオは、1985 年の 7 月 24 日に開始される。
すなわち、第 1 ～ 4 ターンは 7 月の欄で、第 5 ～ 19 ター
ンは 8 月の欄で、第 20 ～ 25 ターンは 9 月の欄を使用する。

3.（選択ルール）両軍のプレイヤーが合意したら、両方の地
域において第 1 ターンは、常に好天としても良い。

“1985: Deadly Northern Lights” での出来事は、1985 年
の 7 月 24 日から始まるが、戦闘序列や政治情勢は 2 ～ 3 ヶ
月日にちが前後しても、劇的に変わるものでもない。プレイ
ヤーはお互いに合意するのならば、シナリオの開始時期を他
の月にずらしても構わない。

26.1 陸上ユニットに対する悪天候の影響

1. 戦術モードで移動する場合、ヘクスに進入するために必要
なコストとヘクスサイドを越えるために必要なコストが、
それぞれ 2 倍になる。行軍モードで移動する場合は、悪天
候による影響は受けない。

2. 敵 ZOC に進入するために必要なコストは 2 移動ポイント
へと減少する。

3. 空挺降下を実施することができない。

26.2 飛行中隊に対する悪天候の影響

1. 全天候型の飛行中隊は、対地支援、敵防空網制圧、対地攻
撃、偵察、対艦攻撃、およびワイルド・ウィーゼルの各任
務を実施する場合、任務を実施する（離陸する）前にダイ
スを振らなくてはならない。ダイスの目が 1 ～ 10 の場合、
任務は放棄される。これらの任務を放棄（離陸に失敗）し
た飛行中隊は、同一ターンに再度他の任務のためにダイス
を振ることはできないが、ダイスを振る必要のない任務（護
衛、迎撃等）は、実施することができる。

2. 全天候型の飛行中隊は制空戦闘、護衛、および迎撃任務の
遂行に関し、悪天候の影響は受けない。

3. 限定天候型の飛行中隊（Li）は、悪天候のターン中、いか
なる任務も実施することができない。

26.3 ヘリコプター中隊に対する悪天候の影響

1. ヘリコプター中隊は移動する前に、ダイスを振らなくては
ならない。ダイスの目が 1 ～ 10 の場合、任務は放棄され、
その移動フェイズには移動することができない。

26.4 海軍ユニットに対する悪天候の影響

1. それぞれのメガヘクスに進入するために必要な移動ポイ
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ントが、2 移動ポイントになる。
2. 洋上での積荷の受け渡しを行うことができない（33.3 参

照）。

26.5 冬の影響

12 月 1 日～ 3 月 31 日のターンは冬のターンとみなされ、以
下の影響が発生する：
1. ボスニア（Bothnia）湾、およびヘクス G2639 ～ G3933 を

結ぶラインから北（ライン上のヘクスも含む）のヘクスは
氷で塞がれ、水上艦艇ユニットはこれらのヘクスに進入す
ることができず、これらのヘクスから離脱することもでき
ない。

2. レニングラード（Leningrad）海軍基地は氷で塞がれ、水
上艦艇ユニットは基地への進入、および離脱を行うことが
できない。

3. フィンランド、ノルウェー、およびスウェーデン国内の全
ての湿地（Swamp）は、北極圏の平地（Arctic Plain）と
みなされる。

27. 化学兵器（選択ルール）

ワルシャワ条約機構は、ほとんど準備なしに使用できる化学
兵器を一貫して保有していたが、NATO の化学兵器の大半
はアメリカにあり、ヨーロッパへの輸送を必要としていた。
さらに、1985 年当時の NATO の公式見解は、ワルシャワ
条約機構による化学兵器の使用に対しては、核兵器による応
酬もあるというものであった。

27.1 化学戦の開始

1. WP のみが化学戦を開始することができる。化学戦の開始
は、WMD 解放フェイズにその開始を宣言するだけで良い。

2. NATO は、WP が化学戦を開始した 3 ゲームターン後から、
化学兵器を使用することができる。

27.2 化学兵器の使用

1. プレイヤーが戦闘の際に化学兵器を使用することを望む
場合、戦闘解決手順の適当なタイミングでそのことを宣言
する必要があるが、その際に使用する化学兵器が持続性の
ものなのか、それとも非持続性のものなのかについても宣
言する必要がある。

2. 持続性のある化学兵器を使用した場合、化学
汚染（Chem Area）マーカーが、戦闘に参加
した敵ユニットのいる全てのヘクスに置かれ
る。

3. 化学兵器を使用したプレイヤーは、化学兵器による戦闘修
正を、戦闘修正の合計に加える。1 回の戦闘において、両
軍プレイヤーが化学兵器を使用することができる。

4. 都市、あるいは市街地ヘクスにいる敵ユニットに対して化
学兵器を使用した場合、勝利得点に関して不利な影響を与
える。

27.3 汚染地域

1. 化学汚染マーカーが置かれたヘクスとその周囲 6 ヘクス
は、化学汚染地域として扱われる。

2. WP ユニットが化学汚染地域に進入する場合、全ての地形
の移動コストが 2 倍になる。他の移動ポイントの消費に関
しては影響しない。

3. NATO ユニットが化学汚染地域に進入する場合。全ての
地形の移動コストが 3 倍になる。他の移動ポイントの消費
に関しては影響しない。

4. 複数の化学汚染マーカーによる影響を受けるヘクスでも、
追加の影響は生じない。

5. 全ての化学汚染マーカーは、 続く除去フェイズに取り除か
れる。

6. 化学汚染地域を通して補給線を引くことはできない。

27.4 ミサイルによる化学攻撃（WP のみ）

1. ミサイルによる化学攻撃は、WP のみが実施することがで
きる。

2. 自軍の移動フェイズ中、あるいは SSM 攻撃フェイズに、
それぞれの SSM 大隊はそのユニットから 50 ヘクス以内の
ヘクスに対して、化学弾頭のミサイルを撃ち込むことがで
きる。それぞれの SSM 大隊は 1 ターンに 1 回だけ攻撃す
ることができる（つまり、SSM 攻撃フェイズか自軍移動
フェイズの何れかにのみ攻撃可能で、両方で攻撃すること
はできない）。

3. SSM による化学攻撃を 1 回以上でも受けたヘクスには
SSM 化学汚染（SSM Chem）マーカーが置かれる。1 回
のゲームターン中に、1 つのヘクスに対して何回攻撃して
も構わない。

4. SSM による化学攻撃を受けたヘクスにいる全ての支援
ユニットは、使用不能になる可能性がある。ここで言う
支援ユニットとは、砲兵、電子戦部隊、SAM、および
ADA を指している。NATO プレイヤーは支援ユニットを
使用する際に「SSM 化学攻撃表 “SSM Chemical Attack 
Table”」ダイスを振り、支援ユニットの使用の可否を判定
する。使用不能になったユニットは、そのとき実施される
陸上戦闘、対地攻撃任務、および敵防空網制圧任務の間は
全く機能しなくなる。

5. SSM による化学攻撃を受けた空軍基地から行動を開始す
る航空ユニット、およびヘリコプターユニットは、そのゲー
ムターン中に使用不能になる可能性がある。NATO プレ
イヤーは、SSM による化学攻撃を受けた空軍基地から航
空ユニット、あるいはヘリコプターユニットを離陸させよ
うとする毎に「SSM 科学攻撃表」でダイスを振り、離陸
の可否を可否を判定する。離陸に失敗したユニットは、そ
のターンの間、再度離陸を試みることはできない（例外：
下記、6 項）。

1980年代にRamsteinで行われたシミュレーションでは、
ソビエト軍は大規模な空軍基地を完全に麻痺させるほどの
化学兵器をミサイルには搭載していないが、地上要員を大
いに混乱させるだけの能力はあると結論づけていた。
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6. SSM による化学攻撃を受けた空軍基地から行動を開始す
る航空ユニット、およびヘリコプターユニットは、ダイス
を振ることなく他の空軍基地へ移送することはできる。

この航空機とヘリコプターの移送に関するルールは、WP
プレイヤーが重要な NATO の空軍基地を継続して攻撃し、
ゲームを通じてそこに配備されている部隊の任務遂行を不
可能にすることを防ぐためのものである。実際の戦争にお
いて、NATO は何があっても配備されている部隊を他の
基地に移す手段を講じるであろう。

例：WP プレイヤーが移動中の自軍ユニットによる陸上戦闘

を開始した。そして戦闘解決手順において、防御側ユニット

を支援可能な NATO 砲兵ユニットのいるヘクスに対し、ミ

サイルによる化学攻撃を実施した。NATO プレイヤーはダ

イスを振り 6 の目が出たため、砲兵ユニットはその時の攻撃

では使用することができない。しかし、以後の攻撃について

は、直ちに使用することができる。WP プレイヤーは、その

NATO 砲兵ユニットのいるヘクスへ第 2 次攻撃をする際に

は、再度化学攻撃を実施して、砲兵ユニットの使用を不可能

にすることを試みることができる。

28. 核戦争（選択ルール）

核兵器の使用については、間違いなくワルシャワ条約機構軍
と NATO の戦争における最大の仮想事項である。プレイヤー
が核兵器の使用を強く望む場合、核兵器に関するルールは大
量破壊兵器使用のルールと一緒に導入することを強くお勧め
する。

28.1 核戦争の開始

1. 核兵器は、どちらかのプレイヤーが WMD 解放フェイズ
に使用を宣言したターンから使用することができる。
2. 核戦争を宣言したターンの核攻撃フェイズに、まずは宣
言をしたプレイヤーが核兵器の発射と核攻撃の解決を行
い、次いで相手プレイヤーが核兵器の発射と核攻撃の解決
を行う。
3. 以降のターンの核攻撃フェイズには、両軍プレイヤーが
目標となるヘクスを 1 ヘクスずつ交互に定めて、核兵器の
発射と核攻撃の解決を行う。このとき最初のプレイヤーに
なるのは、核戦争の開始を宣言したプレイヤーである。
4. 海上核攻撃は移動フェイズに行われ、通常の戦闘の手順
に従う。

28.2 核兵器の発射

1. 核兵器は以下の方法で発射することができる：
a. 打撃力が 3 以上のソビエト、アメリカ、イギリス、お

よびオランダの飛行中隊が対艦、あるいは対地攻撃任
務を実施することにより核兵器を発射することができ
る。任務の実施については、全ての通常ルールが適用
される。

b. 通常補給下にあるソビエト、アメリカ、イギリス、お

よびオランダの砲兵ユニットは、2 ヘクス以内の目標
に対し核兵器を発射することができる。

c. 通常補給下にある SSM ユニットは、50 ヘクス以内の
目標に対し核兵器を発射することができる。

d. ミサイル攻撃力が 5 以上のソビエト海軍ユニットは、
ミサイル攻撃により核兵器を発射することができる。

e. ソビエトの SSG、および SSN 潜水艦は、ミサイル攻
撃により核兵器を発射することができる。

f. ソビエト、イギリス、およびアメリカの潜水艦で、3
以上の ASW 攻撃力を持つものは、ASW 攻撃により
核兵器を発射することができる。

2. 個々のシナリオでは、プレイヤーがそれぞれの方法（航空
機、砲兵、SSM、艦艇）で発射することができる核兵器の
合計ポイントが決められている。割り当てられた核兵器ポ
イントが 0 になってしまった発射システムは、以降核兵器
を使用することができない。

3. 上記 2 の条件内であれば、1 つの航空ユニットが 1 回の対
地攻撃任務で発射する核兵器ポイントに上限はない。

4. 上記 2 の条件内であれば、1 つの砲兵ユニットが 1 回核攻
撃で発射する核兵器ポイントに上限はない。

5. 1 つの SSM ユニットは、1 ゲームターンの間に 2 ポイン
トまでしか核兵器ポイントを発射することができない。こ
れは 1 ポイントを 2 回発射しても、2 ポイントを 1 回発射
しても構わない。

6. 1 つの砲兵ユニットは通常の弾幕力の使用に加え、1 回の
ゲームターン中に何回核攻撃を行っても構わない。ステッ
プロスを被っている砲兵ユニットも、核攻撃は行うことは
できる。

7. 海軍ユニットは、攻撃の際に使用する種類（壁機）の攻撃
力と等しい数の核兵器ポイントを発射することができる。

28.3 核攻撃の解決

1. プレイヤーは何れかの発射システムの射程内にある 1 ヘク
スを、核攻撃の目標に定める。航空機からの発射について
は、通常の対地、および対艦攻撃任務の手順に従って行わ
れる（30.9、30.18 参照）。

2. プレイヤーは目標に対する発射に成功した核ポイントを
合計し、「核攻撃表 “Nuclear Attack Table”」でダイスを
振る。そこで求められた結果が、目標ヘクスが被るステッ
プロスの合計となる。

3. 攻撃側のプレイヤーは、ステップロスの合計を目標ヘクス
内の敵陸上ユニットと基地、および橋梁に対し、自由に割
り振ることができる。これには港湾内にいる海軍ユニット
も含まれる。

4. 目標ヘクス内の基地、および橋梁は、2 ステップロス分を
割り振ることにより損傷する。

5. ヘッジホッグ・モードの戦闘ユニットが核攻撃を受けた場
合、損傷することなく 1 ステップロスを吸収することがで
きる。つまり、ヘッジホッグ・モードの戦闘ユニットが 1
ステップロスを被るには、最低でも核攻撃による 2 ステッ
プロスが必要となる。

6. 行軍モードの戦闘ユニットが核攻撃を受けると、追加で 1
ステップロスを被る。つまり、行軍モードの戦闘ユニット



35

に対して核攻撃による 1 ステップロスを適用すると、その
ユニットは 2 ステップロスを被ることになる。

7. 核攻撃によって師団ユニットが全滅した場合、適正な種類
の師団基幹に置き換えられる。ここで新たに置かれた師団
基幹は、その時解決された核攻撃の対象にはならない。

8. 核攻撃により最低でも 1 ステップロスの結果を生じた場
合、核攻撃を行ったプレイヤーは「核汚染表 “Nuclear 
Contamination Table”」でダイスを振る。そしてその結果
から、核（Nuclear）マーカーを利用してそのヘクスの核
汚染レベルを修正する。核汚染レベルは最大で 3 まで上昇
する。

例：WP プレイヤーは、すでに核汚染レベルが 1 のヘクスに

対し、5 核兵器ポイントで攻撃を行った。核攻撃の結果、そ

のヘクスは 3 ステップロスを被った。WP プレイヤーは 3

ステップロス全てを、ヘッジホッグ・モードにある 1 個の

NATO 旅団ユニットに適用し、結果としてユニットは 2 ス

テップロスを被った。

核攻撃を行った後に WP プレイヤーは核汚染表上でダイスを

振り、出た目は 9 であった。結果は ”2” で、そのヘクスの核

汚染レベルは 3 に上昇した。

28.4 海上における核攻撃

1. 海軍ユニットに対して核攻撃を行う場合、通常の水上戦闘
の手順に従う。戦闘が開始されたら、核攻撃の可能なユニッ
トによって、使用可能なだけの核兵器ポイントを使用する
ことができる。

2. 航空機が対艦攻撃で核兵器を発射する場合、28.2 に記載さ
れた制限が適用される。

3. 海軍ユニットに対する核攻撃は通常の水上戦闘の手順で
解決されるが、「水上戦闘表 “Naval Combat Table”」での
ダイス修正に、1 核兵器ポイント毎に +4 の修正が加えら
れる。

4. 海上での核攻撃では、核汚染マーカーが置かれることはな
い。

28.5 核汚染の影響

1. 核汚染されているヘクスから離脱するには、
そのヘクスの核汚染レベルと同じだけ、追加
の移動ポイントを消費しなくてはならない。
この追加コストは、補給線を引く際にも適用
される。

2. 核汚染除去フェイズの終了時に核汚染されたヘクスにい
る陸上ユニットは、そのヘクスの核汚染レベルを核兵器ポ
イントとみなし、核攻撃表でダイスを振らなくてはならな
い。そして結果は直ちに適用される。

3. 飛行中隊、およびヘリコプター中隊は、核汚染されたヘク
スを基地としている場合、移送以外の任務を実施すること
はできない。これに加え飛行中隊は、基地が損傷していて
もいけない。

4. 核汚染されたヘクス内で損傷している基地、および橋梁
は、修理のために通常の 2 倍の修理ポイントを必要とする。

5. 両軍の汚染除去フェイズには核汚染されているそれぞれ
のヘクスについてダイスを振り、核汚染レベルが下がった
否かについて判定する：

現在の核汚染レベル 汚染レベルを 1 下げるために必要
なダイスの目

3 01 〜 12

2 01 〜 08

1 01 〜 05

29. 大量破壊兵器使用のエスカレーション
（選択ルール）

1945 年以降、（朝鮮、ベトナム、アフガニスダンのように）
直接的に関係のない相手との紛争も含め、核所有国はこれま
で核兵器を使用していない。化学兵器については（ベトナム、
アフガニスタン、中東紛争のように）何度か使われてきたが、
そのことについての責任は否定し、逆に相手を告発するとい
う手法がとられてきた。
こうした兵器の使用は、明らかに単純な軍事的視点をはるか
に超えた考察と結果をもたらす。敵が数百もの類似した兵器
を準備していた場合は、特にそうなるであろう。
大量破壊兵器使用のエスカレーションに関するルールは、中
央ヨーロッパに大量破壊兵器を配備することによる結果の不
確実性を再現している。また、軽い気持ちで大量破壊兵器を
使用せず、プレイヤーに再考を促すという目的がある。
このルールを導入した場合、プレイヤーは化学兵器や核兵器
の使用により、その後の指揮に関して何らかの代償を払うこ
とになる。そしてある一線を越えてしまうと、大量破壊兵器
の使用についての歯止めが利かなくなり、両軍による戦略核
の応酬が始まるであろう。

大量破壊兵器使用のエスカレーションに関するルールを導入
した場合、プレイヤーは自由に化学兵器や核兵器を使用する
ことができなくなる。それぞれのプレイヤーはこれらの兵器
を使用するために、政治的指導者の許可を得なくてはならな
い。

大量破壊兵器には、化学兵器と核兵器の 2 種類がある。
1. ゲームの開始時、どちらのプレイヤーも、全ての大量破壊

兵器を使用することができない。
2. 何れかの種類の大量破壊兵器の使用を可能にするには、プ

レイヤーは WMD 解放フェイズに「大量破壊兵器解放表
“WMD Release Table”」で判定しなくてはならない。プ
レイヤーは解放を希望する大量破壊兵器を宣言すると、そ
れに対応した大量破壊兵器解放表でダイスを振る。注：大
量破壊兵器使用のエスカレーションに関するルールを導入
した場合でも、NATO プレイヤーが先に化学兵器使用の
解放を試みることはできない。

3. プレイヤーは 1 ゲームターンに 1 種類の大量破壊兵器し
か、解放を試みることはできない。プレイヤーは大量破壊
兵器を 1 つ解放することに成功したら、ゲームの残りの期
間にそれ以上の大量破壊兵器の解放を自発的に試みてはい
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けない。
4. プレイヤーによる何らかの大量破壊兵器の解放に成功し

た次のターンは、相手方プレイヤーは大量破壊兵器解放表
の該当する欄で、大量破壊兵器解放のためのダイスを振ら
なくてはならない。化学兵器と核兵器の両方が同じターン
に解放されることがあるが、その場合はそれぞれの解放に
対し、別々にダイスを振らなくてはならない。

5. 解放された大量破壊兵器を実際に使用することによって、
上記の手順に何ら変更は生じない。言い換えれば、大量破
壊兵器の解放に成功したプレイヤーがその兵器を実際に使
用するか否かは関係ない。相手方プレイヤーは、いかなる
場合でも大量破壊兵器解放表上でダイスを振らなくてはな
らない。

6. 大量破壊兵器解放表で、NATO と WP による戦略核の応
酬（Strategic Nuclear Exchange）の結果が出た場合、最
初に大量破壊兵器の解放を試みたプレイヤーが「決定的な
政治的敗北」での敗者となる。もちろん、勝者などいない。

例：第 3 ターンの WMD 解放フェイズに、WP プレイヤーは

化学兵器の解放を試みることにした。WP プレイヤーは大

量破壊兵器解放表の「WP による化学兵器解放の試み（WP 

requests Chemical Weapons）」欄でダイスを振ったら、出た目

は 6 だった。その結果、WP は化学兵器の使用が解放された。

第 3 ターンに WP の化学兵器の使用が解放されたので、

NATO プレイヤーは第 4 ターンの WMD 解放フェイズに、「WP

の化学兵器解放済み（WP released Chemical Weapons）」欄で

ダイスを振らなくてはならず、出た目は 10 だった。その結果、

NATO の化学兵器と核兵器の使用が解放された。

第 4 ターンに NATO の核兵器の使用が解放されたので、WP

プレイヤーは第 5 ターンの WMD 解放フェイズに、「NATO

の核兵器解放済み（NATO released Nuclear Weapons）」欄で

ダイスを振らなくてはならず、出た目は 17 だった。その結

果は戦略核の応酬となり、最初に大量破壊兵器解放の試みを

行った WP プレイヤーの決定的な政治的敗北となり、ゲーム

は終了する。

30. 航空戦闘

航空戦力による活動は、ゲームターン中のいくつかのフェイ
ズに、以下の総則に従って行われる :

1. 制空権フェイズには、両軍プレイヤーはどのメガヘク
スの制空権を確保するかを決定し、そのことを試みる。

2. 自軍、および敵の陸上移動フェイズには、両軍プレイ
ヤーは自軍ユニットの戦闘の支援や敵施設の破壊、お
よび敵の移動の妨害のための航空任務を実施する。

3. 自軍、および敵の陸上移動フェイズには、両軍プレイ
ヤーは相手の航空任務への迎撃を実施する。

4. 制空権を確保しているメガヘクス（制空エリア）以外
では、それぞれの飛行中隊は 1 ゲームターンに 1 回の
み航空任務を実施することができる。任務を実施した
飛行中隊は、空軍基地の帰還（Used）セクションに置
かれ、そのゲームターンの残りの間は使用することが
できない。

5. 自軍の制空エリア内では、1 ゲームターンの間に飛行

中隊は迎撃、および護衛任務を何度でも実施すること
ができる。そしてゲームターンの終了フェイズに、自
軍の空軍基地の帰還セクションに置かれる。

30.1 航空機の種類
以下のように飛行中隊には、何種類か特殊なものが存在する：

R-n-n 偵察機：制空戦闘、護衛、および迎撃任務を
行うことはできない。

B-n-n 戦闘爆撃機／爆撃機：制空戦闘、護衛、およ
び迎撃任務を行うことはできない。

N-n-n
海軍戦闘爆撃機：制空戦闘、護衛、迎撃任務、
および対地目標への任務を行うことはできな
い。

T-n-n 輸送機：制空戦闘、護衛、および迎撃任務を
行うことはできない。

ECM 電子戦機：支援任務のみを行うことができる。

AEW 早期警戒管制機：支援、およびワイルド・
ウィーゼル任務のみを行うことができる。

30.2 航空戦闘とメガヘクス

メガヘクスは航空戦闘に関して以下のように使用される：
1. 航空機の移動、および行動範囲の決定は、メガヘクスを利

用して行われる。
2. 制空戦闘フェイズにおいてプレイヤーは、メガヘクス（空

域）毎に制空権の確保を試みる。
3. 航空任務で迎撃を試みる場合、目標ヘクスが存在するメガ

ヘクスに記されている迎撃修正が、迎撃の試みのダイスの
目に適用される。

4. ワイルド・ウィーゼル任務に成功した場合、その効果はメ
ガヘクス全体に及ぶ。

5. 敵が制空権を確保しているメガヘクス（制空エリア）に対
し、ワイルド・ウィーゼル任務を実施することはできない。

6. 水上、および ASW 監視は、敵が制空権を確保しているメ
ガヘクス内で活性化することはできない。

30.3 行動範囲

1. それぞれの任務はメガヘクスの数で数えられる行動範囲
が定められており、任務を実施する航空機の国籍や任務の
種類で異なる（「行動範囲表 “Combat Radius Table”」参
照）。

2. 任務を実施するそれぞれの飛行中隊は、任務を実施するメ
ガヘクスまでの飛行経路を設定しなくてはならない。飛行
経路は、航空機が離陸するメガヘクスから任務を実施する
メガヘクスまで、メガヘクスの数で数えられる。この飛行
経路の長さによって、任務を実施する飛行中隊の能力が決
まる。

3. 飛行経路の長さが行動範囲以下の場合、そのユニットに印
字された通常の値を使用して任務を実施する。

4. 飛行経路の長さが行動範囲を超え、行動範囲の 2 倍以下の
場合、拡張行動範囲として扱われ、飛行中隊の攻撃力と打
撃力は 2 減るが、最低 1 は残る。
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5. 飛行経路の長さが行動範囲の 2 倍を超える場合、飛行中隊
は任務を実施することができない。

6. 以下の航空機については長距離侵攻能力（Rn）があるため、
行動範囲が 2 倍になる。例えば行動範囲が 4 で拡張行動範
囲が 8 の任務の場合、これらの機種は行動範囲が 8 で拡張
行動範囲が 16 になる。

7. 盤外の空軍基地を離陸する飛行中隊の飛行経路は、離陸し
た空軍基地から地図上への進入エリアまでの距離が加えら
れる（32.3 参照）。

8. 全ての任務が終了したら、飛行中隊はその任務で使用した
（通常／拡張）行動範囲内の空軍基地に帰還しなくてはな
らない。

例：ワルシャワ条約機構の飛行中隊は 401 飛行場（Afrikanda）

から離陸して Bodo 飛行場（ヘクス E2415）に対する対地攻

撃を実施する。飛行中隊は進入エリア W1 からマップに進入

し、ここまでで Afrikanda 飛行場のボックスに示されている

ように飛行経路の長さが 1 になる。その後 Bodo までの 7 メ

ガヘクスの距離と合わせて、飛行経路の長さは 8 になる。対

地攻撃任務の行動範囲 6 であるため、ワルシャワ条約機構は

拡張行動範囲を使用しなければならず、行動範囲は 12 にな

るが、その任務の間は飛行中隊の攻撃力と打撃力を 2 低下さ

せる。任務の終了後に飛行中隊は、Bodo から 12 メガヘクス

以内の自軍の空軍基地に戻ることになる。

離陸する空軍基地と着陸する空軍基地が異なることは通常の
運用ではなく、こうした運用は移送の範疇に含まれる。行動
範囲のルールではある程度の自由度が与えられているが、大
半の場合において航空機は、離陸した空軍基地と同じ空軍基
地に帰還することになるだろう。

30.4 飛行グループ

大半の打撃任務の場合、敵による対空射撃を受ける前に飛行
中隊は飛行グループを形成する。飛行グループは以下のルー
ルに従って形成、運用される：
1. 1 つの飛行グループは所有プレイヤーの任意で、1 ～ 3 個

飛行中隊から形成される。
2. 飛行グループは、飛行中隊の機種や国籍が異なっていても

形成することができる。
3. 対空射撃を受ける飛行グループの回避値（Evasion Value）

は、飛行グループ内の各飛行中隊の平均値（端数切り捨て）
を使用する。

4. 任務終了時に飛行グループ内の各飛行中隊は、異なる空軍
基地に帰還することができる。

30.5 空戦修正

空戦におけるダイスの目は、様々な要因で修正を受ける。そ
して全ての修正は累加する。
1. パイロット修正

攻撃側飛行中隊のパイロット練度（Pilot Rating）から防
御側飛行中隊のパイロット練度を引いた結果が、ダイスの
目の修正として適用される。

2. AEW（早期警戒管制機）中隊による修正
a. 制空戦闘を行おうとしている攻撃側の飛行中隊と同じメ

ガヘクス、あるいは任務を実施しようとしている目標ヘ
クスと同じメガヘクスに自軍の AEW 中隊がいる場合、
NATO なら +2、WP なら +1 の修正がダイスの目に適
用される。

b. 制空戦闘を行おうとしている防御側の飛行中隊と同じ
メガヘクスに自軍の AEW 中隊がいる場合、NATO な
ら -2、WP なら -1 の修正がダイスの目に適用される。

3. 数的優位による修正
a. 数的優位による修正は、制空戦闘、および迎撃における

空戦に参加しているそれぞれの軍の飛行中隊の総ステッ
プ数から求められる。

b. 攻撃側プレイヤーが防御側プレイヤーの 2 倍以上のス
テップ数を有していたら、ダイスの目に +2 の修正が適
用される。

c. 防御側プレイヤーが攻撃側プレイヤーの 2 倍以上のス
テップ数を有していたら、ダイスの目に -2 の修正が適
用される。

4. 電子戦（ECM）中隊による修正
a. 攻撃側の飛行中隊が電子戦中隊の支援を受けている場

合、NATO なら +2、WP なら +1 の修正がダイスの目
に適用される。

b. 防御側の飛行中隊が電子戦中隊の支援を受けている場
合、NATO なら -2、WP なら -1 の修正がダイスの目に
適用される。

5. 制空権による修正（迎撃戦闘にのみ適用）
a. 攻撃側の飛行中隊は自軍の制空エリア内で戦闘を行う場

合、ダイスの目に +1 の修正が適用される。
b. 防御側の飛行中隊は自軍の制空エリア内で戦闘を行う

場合、ダイスの目に -1 の修正が適用される。

30.6 制空権フェイズ

制空権フェイズにそれぞれのプレイヤーは、指定したメガヘ
クスでそのターンの制空権を確保することを試みる。

制空権を確保したメガヘクスでは、以下の利点が得られる：
・敵の航空任務を迎撃する際に有利になる。
・メガヘクス内での自軍の航空任務を守ることができる。
・メガヘクス内を通過する敵ヘリコプターを自動的に攻撃す

ることができる。
・敵のワイルド・ウィーゼル、水上監視、および AWS 監視

任務を妨害することができる。
・敵空中機動、および空挺降下ユニットへの通常補給を妨害

することができる。
・港湾を補給源とした補給線を妨害することができる。
・敵海軍ユニットの探知レベルが上がる。

制空権フェイズの手順
1. 制空権マーカーの配置 

プレイヤーは交互に、制空権（Air Superiority）マーカー
をメガヘクスに配置する。

2. 制空戦闘への割り当て 
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プレイヤーは制空エリア（制空権マーカーが置かれたメガ
ヘクス）に、制空戦闘のための飛行中隊を割り当てる。

3. 制空権戦闘 
プレイヤーは制空戦闘を制空エリア毎に解決し、どちらの
プレイヤーがそのメガヘクスの制空権を確保したかを決定
する。

制空権マーカーの配置
1. プレイヤーは、シナリオで定められた数の制空権マーカー

を持つ。
2. WP プレイヤーから順に、未だ制空権マーカーが置かれて

いないメガヘクスに、交互に制空権マーカーを置いていく。
3. プレイヤーは制空権マーカーを置くことをパスすること

はできない。もしプレイヤーが自分の順番に制空権マー
カーを置かなかったら、そのターン中は残りの自軍の制空
権マーカーは全て失われる。

制空戦闘への割り当て
1. それぞれのプレイヤーは、各制空エリアに最大で 15 個飛

行中隊まで秘密裏に割り当てる。プレイヤーは制空エリア
なら、どこにでも飛行中隊を割り当てることができる。ど
ちらのプレイヤーが制空権マーカーを置いたかは無関係で
ある。

2. それぞれのプレイヤーは、自軍の飛行中隊が割り当てられ
ている制空エリアに対し、秘密裏に AEW 中隊を割り当て
る。つまり、すでに自軍の飛行中隊が割り当てられている
制空エリアにのみ、AEW 中隊を割り当てることができる。

3. 制空エリアに飛行中隊を割り当てることは強制ではない。
プレイヤーは特定の制空エリアに全く飛行中隊を割り当て
ないこともできるが、敵は最低 1 個飛行中隊割り当てるこ
とによって、制空権を確保してしまうことになる。

4. 両軍プレイヤーがそれぞれの望む制空エリアへの飛行中
隊の割り当てが済んだら、それぞれが割り当てた状況を公
開する。そしてこの後は、割り当てた内容を変更すること
はできない。

5. 飛行中隊が全く割り当てられていない制空エリアから、制
空権マーカーを取り除く。

30.7 制空戦闘の手順

プレイヤーは制空エリア毎に、制空戦闘を解決していく。1
つの制空エリアでの戦闘が完了した後でないと、他の制空エ
リアでの戦闘を解決してはいけない。

1. 対空射撃フェイズ
戦闘を解決する制空エリア内の SAM、ADA、および対空
レーティングが A+、A、または B の部隊固有対空火器は、
敵飛行中隊を選択して、一度だけ対空射撃を行うことがで
きる。それぞれの飛行中隊は、全ての飛行中隊が対空射撃
を受けない限り、一度しか対空射撃は受けない。対空射撃
の結果は直ちに適用される。注：対空射撃を行うために対
空火器は、その制空エリア内にいなければならず、制空エ
リアを射程に収めているだけではいけない。

2. 割り当てフェイズ

それぞれのプレイヤーは、使用可能な飛行中隊を「制空戦
闘表 “Air Superiority Combat Chart”」上のボックスに、
1 番から順に秘密裏に割り当てる。そして両軍プレイヤー
による割り当てが完了したら、それを互いに開示する。

3. 数的優位の決定
それぞれのプレイヤーは、戦闘に参加する損傷していない
飛行中隊のステップを合計する。この時どちらかのプレイ
ヤーのステップ数が相手プレイヤーのステップ数の 2 倍以
上になったならば、そのプレイヤーはその戦闘ラウンドに
おいて数的優位を確保したとみなされる。

4. 戦闘フェイズ
1 番のボックスから順に、それぞれの飛行中隊は同じ番号
のボックス内に置かれた敵飛行中隊と戦闘を行う。1 つの
ボックスについての戦闘が完了したら、次のボックスにつ
いての戦闘へと移っていく。

a. それぞれのプレイヤーは、自軍の飛行中隊の攻撃力
（Attack Value）から敵飛行中隊の回避値（Evasion 
Value）を引き、そこで求められた結果を「空戦表 “Air 
Combat Table”」で使用する。

b. それぞれのプレイヤーは空戦表でダイスを振り、そこ
に各種修正を適用して求められた結果を、敵の飛行中
隊に対して適用する。両軍の攻撃は同時に行われ、結
果も同時に適用される。

c. 飛行中隊が帰還強制（Abort）の結果を被ったら、所
有プレイヤーは自軍の空軍基地へと帰還させ、帰還セ
クションに置く。

d. 戦闘の結果、飛行中隊に損傷していないステップが
残っていない場合、所有プレイヤーは自軍の空軍基地
へと帰還させ、帰還セクションに置く。

e. 1 つのボックスについての戦闘が完了したら、次の
ボックスについて上記 a ～ d の手順を繰り返す。

5. 終了フェイズ
全てのボックスの飛行中隊に関する戦闘が終了したら、両
軍プレイヤーは状況を確認する：

a. 両軍プレイヤーともに、その制空エリアに飛行中隊が
残っている場合は、再度上記 2（割り当てフェイズ）
からの手順を繰り返す。

b. 一方のプレイヤーしかその制空エリアに飛行中隊を残
していない場合、そのプレイヤーが制空戦闘の勝者と
なり、残った飛行中隊は後のプレイのためにその制空
エリアに留め置かれる。

c. 制空権を確保したプレイヤー側に AEW 中隊がある場
合、AEW 中隊もその制空エリアに留め置かれる。相
手側の AEW 中隊は地図外に置かれ、そのターンの残
りの間は使用することができない。

30.8 対地支援任務

陸上戦闘を解決する前に、両軍プレイヤーは攻撃、または防
御を支援するために飛行中隊を対地支援任務に割り当てるこ
とができる。
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30.8.1 対地支援任務総則
1. 攻撃側が先に対地支援任務を宣言し、解決する。続いて防

御側が宣言、解決する。
2. それぞれのプレイヤーは、1 つの陸上戦闘に対し 1 つだけ

対地支援任務を実施することができる。つまり、陸上戦闘
に対する効果的な対地支援に失敗しても、2 度目の機会は
ないということである。ただし、ヘリコプターによる対地
支援は、この制限には含まれない。

30.8.2 対地支援任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で対地支援任務へ飛行中隊を

割り当てる： 
a. 最大で 10 個飛行中隊まで打撃任務に割り当てること

ができる。
b. 最大で 10 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てること

ができる。
2. 打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、相手プレイヤーに

告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる必要はない。
3. 相手プレイヤーは、最大で 10 個飛行中隊まで迎撃任務に

割り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順
に従って解決される。

4. 生き残った打撃任務飛行中隊で、任務を実施するための飛
行グループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、打撃任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。

6. 生き残った飛行中隊の打撃値（Strike Value）が陸上戦闘
の解決の際に付加される。

30.9 対地攻撃任務

対地攻撃任務では、以下の目的のために目標となるヘクスを
定める：
・ヘクス内のユニットに損害を与える／除去する。
・ヘクス内の基地、橋梁、SAM サイトに損害を与える。
・そのヘクス内での敵ユニットの移動を妨害する。

30.9.1 対地攻撃任務総則
1. 対地攻撃任務の宣言は、以下のタイミングで両軍プレイ

ヤーによって行われる：
a. 移動フェイズの開始時。
b. フェイズプレイヤーが、1 つの戦闘ユニットの移動を

完了した時点。

戦闘ユニットが移動した後にのみ対地攻撃を可能ということ
によって、ゲーム的なテクニックを使うことを防いでいる。
この制限がないと、例えば、WP プレイヤーが強力な ADA
のスタックで前線補給拠点を守っているとする。ADA は支
援ユニットのため、一緒に移動することはできない。そうな
ると NATO は全ての ADA が 1 つずつ移動するのを待って、
裸になった前線補給拠点に対して対地攻撃任務を実施するこ
とができてしまうからである。

30.9.2 対地攻撃任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる： 

a. 最大で 6 個飛行中隊まで打撃任務に割り当てることが
できる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. 生き残った打撃任務飛行中隊で、任務を実施するための飛
行グループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、打撃任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。

6. 生き残った飛行中隊は、「対地攻撃表 “Ground Strike 
Table”」を使用して、個々に目標ヘクスを攻撃する。

30.9.3 対地攻撃ダイス修正
1. 目標ヘクス内に行軍モードの戦闘ユニットがいる場合、対

地攻撃表で +4 の修正が適用される。
2. 目標ヘクス内の全ての戦闘ユニットがヘッジホッグ・モー

ドにある場合、対地攻撃表で -3 の修正が適用される。

30.9.4 対地攻撃の結果
5 または 10：
目標ヘクスに "+5MP" または "+10MP" の移動妨害マーカー
を置く（最大で +20MP まで蓄積する）。これが目標ヘク
スを離脱する際に必要な追加移動ポイントとなる。

+：
対地攻撃を実施したプレイヤーは、以下の効果の中から１
つを選択する：

・目標ヘクス内の 1 つの基地、橋梁、あるいは沿岸砲台
が損傷する。

・目標ヘクス内の SAM サイトが 1 つ破壊（除去）される。
・目標ヘクス内の前線補給拠点が再配置される。
・補給集積所の補給が 5 ポイント破壊される。

1：
目標ヘクスには "+10MP" の移動妨害マーカーを置く。ま
た、ヘクス内の戦闘ユニット 1 つが 1 ステップロスを被る。
ステップロスを被るユニットは、対地攻撃を実施したプレ
イヤーが選択することができる。戦闘ユニットがいない場
合は、支援ユニット 1 つが１ステップロスを被る。あるい
は、支援ユニットにステップロスを与える代わりに、上記
“+” の結果を適用しても構わない。

移動妨害マーカーは、次の行動フェイズの終了時に取り除か
れる。つまり、（現在と次の）2 回の行動フェイズ中、移動
妨害マーカーは置かれたままになる。

例：第 3 ターンの NATO 行動フェイズ中に WP が対地攻撃

任務を実施し、結果としてヘクス内に“+10MP”の移動妨害

マーカーが置かれた。この移動妨害マーカーは、第 4 ター
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ンの WP 行動フェイズ終了時まで地図上に置かれたままにな

る。

30.10 敵防空網制圧任務

敵防空網制圧（SEAD）任務では、プレイヤーは目標となる
1 ヘクスを定め、そこにある対空火器を破壊、あるいは制圧
する。

30.10.1 敵防空網制圧任務総則
1. 敵防空網制圧任務の宣言は、以下のタイミングで両軍プレ

イヤーによって行われる：
a. 移動フェイズの開始時。
b. フェイズプレイヤーが、1 つの戦闘ユニット、あるい

は海軍ユニットの移動を完了した時点。
c. フェイズプレイヤーが陸上戦闘を宣言した時点。

30.10.2 敵防空網制圧任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる： 

a. 最大で 6 個飛行中隊まで打撃任務に割り当てることが
できる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. 生き残った打撃任務飛行中隊で、任務を実施するための飛
行グループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、打撃任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。

6. 生き残ったそれぞれの飛行グループは、目標ヘクス内の 1
つの敵対空火器、あるいは海軍ユニットを指定し、打撃力
の合計を「敵防空網制圧任務表 “SEAD Mission Table”」
で使用する。この時 1 つの敵対空火器に対して、複数回攻
撃を行っても構わない。

30.10.3 敵防空網制圧ダイス修正
1. 敵防空網制圧任務に電子戦中隊が参加している場合、敵防

空網制圧任務表で WP なら +2、NATO なら +3 の修正が
適用される。

30.10.4 敵防空網制圧の結果
S：
対空火器は制圧される。ユニットの下に対空火器制圧（Flak 
Suppress）マーカーを置く。制圧された対空火器は、そ
の行動フェイズの残りの期間、対空射撃を行うことができ
ない

SD：
対空火器は制圧、あるいは破壊される。目標が ADA、ま
たは SAM の場合は破壊される。目標が部隊固有対空火器

の場合は制圧される（上記参照）。目標が海軍ユニットの
場合、対空、および対ミサイル防御兵器が制圧される。

30.11 ワイルド・ウィーゼル任務（選択ルール）

ワイルド・ウィーゼル中隊はベトナム戦争で初めて導入され、
以来使い続けられている、特別に訓練され装備された部隊で、
通常の攻撃機とは異なった働きをしている。ワイルド・ウィー
ゼル機の目的は、敵防空施設の位置を特定し、レーダー誘導
ミサイルで破壊するために、敵防空施設の注意を自分に向け
させることである。
ワイルド・ウィーゼル任務では、プレイヤーは敵対空火器の
効果を低減させるメガヘクスを目標として定める。

30.11.1 ワイルド・ウィーゼル任務総則
1. ワイルド・ウィーゼル任務の宣言は、以下のタイミングで

両軍プレイヤーによって行われる：
a. 移動フェイズの開始時。
b. フェイズプレイヤーが、1 つの戦闘ユニット、あるい

は海軍ユニットの移動を完了した時点。
2. ワイルド・ウィーゼル能力 （W） を持つ飛行中隊のみが、

ワイルド・ウィーゼル任務を実施することができる。打撃
任務を実施する飛行グループにワイルド・ウィーゼル中隊
以外（すなわち敵対空火器打撃群）が含まれていても構わ
ないが、ワイルド・ウィーゼル中隊のみがワイルド・ウィー
ゼル任務を完遂することができる。

3. 自軍の制空エリア、あるいは何れの軍も制空権を確保して
いない制空エリアでのみ、ワイルド・ウィーゼル任務を実
施することができる。

30.11.2 ワイルド・ウィーゼル任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる： 

a. 最大で 6 個飛行中隊まで打撃任務に割り当てることが
できる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. 生き残った打撃任務飛行中隊で、任務を実施するための飛
行グループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、打撃任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。この時対空射撃を行う
ことができるのは、そのメガヘクス内に存在する対空レー
ティングが A+、A、または B のユニットのみである。対
空レーティングの条件を満たす海軍ユニットも、射撃を行
うことができる。

6. 最終的に損傷していないステップを有するワイルド・
ウィーゼル中隊が 1 つでも残っていたら、任務を実行した
プレイヤーはそのメガヘクスに “Wild Weasel” マーカーを
置く。
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30.11.3 ワイルド・ウィーゼルの効果
1. “Wild Weasel” マーカーが置かれたメガヘクス内の全ての

ヘクスは、そのターンの間ワイルド・ウィーゼルの効果を
受ける。

2. そのメガヘクス内にある全ての対空火器は、射程が 1 ヘク
スに減少する。

3. そのメガヘクス内を飛行する敵飛行中隊に対し対空射撃
を行う場合、「対空戦闘表 “Flak Fire Table”」でダイスに
+2 の修正が適用される。

4. “Wild Weasel” マーカーは、マーカーが置かれたターンの
終了フェイズに取り除かれる。

30.12 移送任務

移送任務では、プレイヤーは 1 つの飛行中隊を 2 つの空軍基
地の間で移動させる。
1. 移送任務の宣言は、以下のタイミングで両軍プレイヤーに

よって行われる：
a. 移動フェイズの開始時。
b. フェイズプレイヤーが、1 つの戦闘ユニット、あるい

は海軍ユニットの移動を完了した時点。
c. フェイズプレイヤーが陸上戦闘を宣言した時点。

2. 離陸する空軍基地と着陸する空軍基地の何れも、敵の制空
エリア内にあってはならない。

3. 移送任務を実施した飛行中隊は、移送先の空軍基地の帰還
セクションに置かれる。

30.13 空輸任務

輸送能力を持つ飛行中隊は、空輸任務を実施することができ
る。輸送能力は、おおよそ輸送することのできる大隊数を表
している。

30.13.1 空輸任務総則
1. 自軍の陸上移動フェイズにおいて、フェイズプレイヤーは

望む数の空輸任務を実施することができる。
2. 飛行中隊が輸送することのできるユニットは、以下の通り

である：空中機動、空挺、山岳、極地、海兵、特殊任務部
隊、EW、戦闘工兵、ADA、および輸送能力を持たないヘ
リコプターユニット。

3. 飛行中隊は部隊を輸送するために、十分な輸送能力を持っ
ていなくてはならない（「輸送コスト表”Transport Cost 
Table”」参照）。同じ空軍基地で移動を開始する複数の飛
行中隊は、輸送任務を実施するために輸送能力を合算する
ことができる。

4. 輸送を開始する空軍基地は、敵の制空エリア内にあっては
ならない。

5. 離陸する空軍基地と着陸する空軍基地の両方が損傷して
いない空軍基地で、核汚染されたヘクス内にあってはなら
ない。

6. 輸送されるユニットは移動フェイズの開始時、輸送する飛
行中隊と同じヘクス、あるいは同じ地図外飛行場にいて、
戦術モードでなくてはならない。また、敵 ZOC 内にいて

もいけない。このルールに関しては、他の自軍ユニットの
存在は敵 ZOC の効果を打ち消すことができる。

7. 輸送されたユニットは、その行動フェイズ中にそれ以上移
動することはできない。

30.13.2 空輸任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる：

a. 最大で 6 個の輸送飛行中隊まで打撃任務に割り当てる
ことができる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. 生き残った輸送飛行中隊で、任務を実施するための飛行グ
ループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、輸送任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。

6. 輸送中隊が 1 ステップ失う毎に、輸送されているユニット
も 1 ステップロスする。ステップを失った後の輸送中隊の
輸送能力が、輸送しているユニットのコストを下回った場
合、輸送されているユニットは直ちに輸送コスト下げるた
めに必要なだけ、ステップロスしなくてはならない。全て
の輸送機が対空射撃によって撃墜された場合、輸送してい
たユニットも失われる。

7. 空輸されたユニットは、到着したヘクスで輸送機から降ろ
される。

8. 空輸任務を行った輸送中隊は、所有プレイヤーの裁量で元
の空軍基地に戻っても、輸送先の空軍基地に留まっても構
わない。

30.14 空挺降下任務

空挺降下任務では、プレイヤーは望む数の飛行中隊を使用し
て、空挺部隊を空軍基地から目標ヘクスへと空輸することが
できる。

30.14.1 空挺降下任務総則
1. 自軍の陸上移動フェイズにおいて、フェイズプレイヤーは

望む数の空挺降下任務を実施することができる。
2. 空挺、および特殊任務部隊ユニットのみが、空挺降下任務

を実施することができる。
3. 飛行中隊は空挺降下する部隊を輸送するために、十分な

輸送能力を持っていなくてはならない（「輸送コスト表
“Transport Cost Table”」参照）。同じ空軍基地で移動を
開始する複数の飛行中隊は、空挺降下任務を実施するため
に輸送能力を合算することができる。

4. 輸送されるユニットは移動フェイズの開始時、輸送する飛
行中隊と同じヘクス、あるいは同じ地図外飛行場にいて、
戦術モードでなくてはならない。また、敵 ZOC 内にいて
もいけない。このルールに関しては、他の自軍ユニットの
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存在は敵 ZOC の効果を打ち消すことができる。
5. 輸送を開始する空軍基地は、敵の制空エリア内にあっては

ならない。
6. 空挺降下任務は、悪天候の際には実施することができな

い。 
7. 空挺降下を行うために陸上ユニットは、5 移動ポイントを

消費する必要がある。この時消費された移動ポイントは、
紙片等に記録しておく必要がある。

8. 空挺降下任務は、平地（Clear）、北極圏平地（Arctic）、
荒地 -1（Rough-1）、北極圏荒地 -1（Arctic Rough-1）、
あるいは市街地（Urban）ヘクスにのみ実施することがで
きる。

9. 空挺降下は敵陸上ユニットのいるヘクス、および守備隊の
いる基地のヘクスへは行うことができない。

30.14.2 空挺降下任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる： 

a. 最大で 6 個の輸送飛行中隊まで打撃任務に割り当てる
ことができる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. 生き残った輸送飛行中隊で、任務を実施するための飛行グ
ループを形成する。

5. 相手側プレイヤーは、輸送任務を実施するそれぞれの飛行
グループに対して対空射撃を行う。

6. 輸送中隊が 1 ステップ失う毎に、輸送されているユニット
も 1 ステップロスする。ステップを失った後の輸送中隊の
輸送能力が、輸送しているユニットのコストを下回った場
合、輸送されているユニットは直ちに輸送コスト下げるた
めに必要なだけ、ステップロスしなくてはならない。全て
の輸送機が対空射撃によって撃墜された場合、輸送してい
たユニットも失われる。

7. 任務を実施するプレイヤーは、生き残った空挺降下ユニッ
トを目標ヘクスに置く。輸送されたユニットが敵 ZOC 内
のヘクスに空挺降下任務を実施した場合、ユニットを所有
するプレイヤーはダイスを振らなくてはならない。この時
出た目が 1 ～ 10 ならばユニットは 1 ステップロスし、11
～ 20 ならばステップロスはしない。

8. 上記のダイスの目に関係なく敵 ZOC 内に降下したユニッ
トは、通常の戦闘手順に従って ZOC を及ぼしているユニッ
トを直ちに攻撃しなくてはならない。

30.15 空輸補給任務
飛行中隊はその輸送能力を利用して、空輸補給を行うことが
できる。このとき輸送能力は、運ぶことのできる補給ポイン
トを表している。

30.15.1 空輸補給任務総則
1. 自軍移動フェイズ中にフェイズプレイヤーは、望むだけの

空輸補給任務を実施することができる。
2. 空輸補給任務を開始する空軍基地は通常補給下にあって、

敵の制空エリア内であってはならない。
3. 補給の輸送先は、自軍支配下にあって損傷していない空

軍基地、あるいは自軍支配下の平地（Clear）、北極圏平
地（Arctic）、荒地 -1（Rough-1）、北極圏荒地 -1（Arctic 
Rough-1）、または市街地（Urban）ヘクスでなくてはな
らない。

4. 飛行中隊は、その輸送能力に等しいだけの補給ポイントを
輸送することができる。

30.15.2 空輸補給任務の手順
1. 空輸補給任務は、通常の空輸任務と同じ手順で行われる。
2. 輸送先が損傷していない空軍基地の場合、生き残った飛行

中隊によって輸送された補給ポイントは、全て空軍基地の
ヘクスに置かれる。

3. 上記以外の場所へ輸送した場合、生き残った飛行中隊に
よって輸送された補給ポイントの 1/3 が、目標ヘクスへ置
かれる。

30.16 補給妨害任務（NATO のみ）

NATO プレイヤーは WP の補給網を破壊するために、特殊
な対地攻撃任務を実施することができる。この攻撃に成功す
ると、WP のユニットは制限された補給下での移動と戦闘を
強いられることになる。

30.16.1 補給妨害任務総則
1. WP の陸上移動フェイズの開始時、NATO プレイヤーは

WP プレイヤーに対し、一部、または全部の前線補給拠点
への補給線を明示させることができる。

2. WP プレイヤーが補給線を示したら、NATO プレイヤー
はその補給線上のヘクスに対し、補給妨害任務を実施する
ことができる。この任務は通常の対地攻撃任務と同様に解
決されるが、その結果は異なる。

3. 補給線妨害任務での対地攻撃表での結果が赤字で記され
ている場合、その補給線を利用する全ての前線補給拠点は、
そのターンの残りの間妨害されているものとみなされる。

4. 偵察に関するルールを導入している場合、補給線妨害任務
のために偵察任務を実施する必要はない。

30.16.2 補給妨害の効果
（詳細な補給ルールを導入していない場合）

1. 補給妨害を受けている前線補給拠点へ補給線を引いてい
る戦闘ユニットは、3 ヘクスまでしか移動することができ
ない。

2. 補給妨害を受けている前線補給拠点へ補給線を引いてい
る戦闘ユニットは、陸上戦闘において敵の戦闘修正に +2
が適用されてしまう。

30.16.3 補給妨害の効果
（詳細な補給ルールを導入している場合）

1. 補給妨害を受けている前線補給拠点へ補給線を引いてい
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る戦闘ユニットは、自己補給、あるいは補給集積所を利用
しない限り、2 ヘクスまでしか移動することはできない。

2. 補給妨害を受けている前線補給拠点へ補給線を引いてい
る戦闘ユニットは、自己補給、あるいは補給集積所を利用
しない限り、陸上戦闘において敵の戦闘修正に +4 が適用
されてしまう。

3. 補給妨害を受けている前線補給拠点は、最大で 10 個師団
までにしか自己補給の再補給を与えることができない。

30.17 機雷散布任務

爆撃機中隊、および海軍飛行中隊で 5 以上の打撃力を持つも
のは、港湾や水路に対して機雷を散布することができる。
1. 機雷散布は、対地攻撃任務と同じ手順で行われる。
2. 生き残った打撃任務飛行中隊のステップ毎に、目標ヘクス

の機雷力が 1（最大で 3 まで）上昇する。

30.18 対艦攻撃任務

対艦攻撃任務で航空機は、水上艦艇や機動部隊（Task 
Force）を目標にして、それらを沈めたり損害を与えたりす
る。

30.18.1 対艦攻撃任務総則
1. 移動フェイズ中のいかなる時点でも、両軍プレイヤーは望

むだけの対艦攻撃任務を実施することができる。

30.18.2 対艦攻撃任務の手順
1. プレイヤーは以下の制限内で飛行中隊を割り当てる： 

a. 最大で 6 個飛行中隊まで打撃任務に割り当てることが
できる。 

b. 最大で 6 個飛行中隊まで護衛任務に割り当てることが
できる。

2. 目標メガヘクスと打撃、および護衛任務飛行中隊の数を、
相手プレイヤーに告げる。飛行中隊の機種や能力を告げる
必要はない。

3. 相手プレイヤーは、最大で 6 個飛行中隊まで迎撃任務に割
り当てることができる。迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に
従って解決される。

4. プレイヤーは、目標となる艦艇、あるいは機動部隊を指定
する。目標の探知レベルに応じて、機動部隊の構成と「海
軍戦術ディスプレイ “Naval Tactical Display”」上での展
開に関する詳細な情報が得られる可能性がある（33.8 参
照）。

5. プレイヤーは「水上迎撃表 “Naval Interception Table”」
でダイスを振る（33.10 参照）。迎撃に失敗した場合、任務
を割り当てられていた飛行中隊は自軍の空軍基地に帰還
し、帰還セクションに置かれる。このときアクティブ照射

（Active Emission）を使用することはできない。
6. 打撃任務中隊の中で長距離攻撃能力（St）を持つものは、

ミサイル攻撃のルールに従って目標を攻撃する。
7. 長距離攻撃能力を持たない打撃任務中隊は、任務を実施す

るための飛行グループを形成し、飛行グループ毎に攻撃を
行う：

a. 目標が機動部隊である場合、飛行グループは外周セク
ター（Outer Sector）から順に、進入した各セクター
で敵の対空砲火を受けるように、希望する目標セク
ター（Target Sector）に向かって飛行する。対空射
撃は、「機動部隊による対空射撃」のルールを使用し
て解決される。

b. 目標が機動部隊を編成していない単独の艦艇である場
合、その艦艇は通常の対空射撃ルールに従って、飛行
グループに対する対空射撃を行う。

c. 目標が港湾内にいる艦艇の場合、通常の対空射撃ルー
ルに従って、目標となる飛行グループを射程内に収め
ている対空火器による対空射撃を行う。

d. 生き残ったそれぞれの飛行中隊は、目標セクター内の
艦艇に割り当てられる。目標が探知レベル 2 以上の機
動部隊である場合、攻撃側は目標となる艦艇を任意に
決定することができるが、それ以外の場合、飛行中隊
の目標は、目標セクター内の艦艇がランダムに割り当
てられる。

e. 生き残ったそれぞれの飛行中隊は、「水上戦闘表
“Naval Combat Table”」でダイスを振り、目標の耐
久性（Toughness）や探知レベルによって修正を受け
る。そして、その結果は直ちに適用される。

30.18.3 機動部隊による対空射撃
1. 機動部隊を編成するそれぞれの艦艇が対空射撃を行う際

には、通常の対空射撃で適用される修正が適用される。
2. 外周セクターを飛行中の敵飛行グループに対しては、その

セクター内のそれぞれの艦艇が対空射撃を行う。機動部隊
の探知レベルが 3 の場合、外周セクターで行われる全ての
対空射撃に対し、+2 の修正が適用される。

3. 内周セクター（Inner Sector）を飛行中の敵飛行グループ
に対しては、そのセクター内のそれぞれの艦艇が対空射撃
を行うが、外周セクターに置かれた艦艇の数によって、追
加の修正が適用される（「機動部隊の対空射撃修正 “Task 
Force AA Modifiers”」参照）。

4. 中央セクター（Core Sector）に到達した敵飛行グループ
に対しては、そのセクター内のそれぞれの艦艇が対空射撃
を行うが、内周セクターに置かれた艦艇の数によって、追
加の修正が適用される（「機動部隊の対空射撃修正 “Task 
Force AA Modifiers”」参照）。

30.19 迎撃任務

行動フェイズ中にプレイヤーは、相手方プレイヤーが実施す
る航空任務（移送任務を除く）に対し、迎撃を試みることが
できる。
1. あるプレイヤーが何らかの任務を宣言し、任務に参加する

打撃、および護衛飛行中隊の数と目標メガヘクスを宣言し
たら、相手方プレイヤーは迎撃を試みることができる。

2. 任務を実施する編隊が目標のガヘクスに到達する前に進
入した、敵が制空権を確保している制空エリア毎に、相手
プレイヤーはその制空エリアを飛行中の飛行中隊のみを使
用して迎撃することができる。

3. 迎撃側のプレイヤーは、使用可能な空軍基地にいる飛行中
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隊、および敵の航空任務の目標メガヘクスにいる制空戦闘
任務の飛行中隊によって、迎撃を試みることができる。

4. プレイヤーは迎撃戦闘の手順に従って迎撃の試みを解決
する。

30.20 迎撃戦闘の手順

迎撃戦闘の手順は、制空戦闘を除く全ての航空任務で発生す
る空戦の解決に用いられる。

迎撃戦闘においては、まず迎撃側プレイヤーがどの飛行中隊
が迎撃に成功したかを判定する。次に迎撃に成功した飛行中
隊は、護衛中隊と戦闘するか、護衛中隊との戦闘を回避する
かを決定する。その後生き残った迎撃側の飛行中隊は、打撃
任務を実施するための敵飛行中隊を攻撃する。

1. 機動フェイズ
機動フェイズにおいて迎撃側プレイヤーは、迎撃に参加し
た中のいくつの飛行中隊が迎撃に成功したかを判定する。

a. 迎撃側プレイヤーは迎撃を試みるそれぞれの飛行中隊
に対してダイスを振り、敵の任務の目標となるヘクス
が含まれるメガヘクスの迎撃修正を適用する。地図上
に印刷された迎撃修正は、斜線の左側が NATO の迎
撃の試みに、右側が WP の迎撃の試みに適用される。

b.（選択ルール）上記の修正を使用する代わりに、迎
撃側が離陸したメガヘクスと迎撃を行うメガヘクス
との距離で修正を決めることもできる（「迎撃修正表
“Interception Modifiers Table”」参照）。

c. 修正後のダイスの目が 9 以上の場合その迎撃の試みは
成功したとみなされ、その飛行中隊は続く配備フェイ
ズへと進む。上記以外の結果の場合、迎撃の試みは失
敗したものとみなされ、自軍の空軍基地へと戻り、出
撃準備（Ready）セクションへと置かれる。

d. 自軍の制空エリアにいる飛行中隊は、その制空エリア
内では自動的に迎撃には成功し、ダイスを振る必要は
ない。

e. 海軍飛行中隊は、自身が母艦とする航空母艦（ＣＶ）
と同じヘクスで迎撃を行う場合、+4 の修正が適用さ
れる。

2. 配備フェイズ
配備フェイズでは、プレイヤーはこの後行われる戦闘に関
し、飛行中隊の準備をする。それぞれのプレイヤーは、「迎
撃戦闘表（Intercept Combat Chart）」上の数字が振られ
たボックスに、各飛行中隊を秘密裏に配備する。

a. 打撃任務飛行中隊は、打撃（Strike）ボックスの 1 番
から順に配備される。

b. 護衛任務飛行中隊は、護衛（Escort）ボックスの 1 番
から順に配備される。

c. 迎撃任務飛行中隊は、迎撃（Intercept）ボックスの 1
番から順に配備される。

d. 両軍プレイヤーによる配備が完了したら、互いの配備
状態を公開する。

3. 護衛戦闘における数的優位の決定
それぞれのプレイヤーは、護衛、および迎撃ボックス内に
ある損傷していない飛行中隊のステップ数を合計する。ど
ちらかのステップ数の合計が相手方ステップ数の合計の 2
倍以上ある場合、ステップ数の多い方のプレイヤーは、続
く護衛戦闘フェイズで数的優位を得る。

4. 護衛戦闘フェイズ
護衛戦闘フェイズにおいて護衛、および迎撃任務飛行中隊
は互いに攻撃を行う。迎撃任務飛行中隊は護衛任務飛行中
隊と戦闘する（打撃任務飛行中隊への攻撃機会を放棄する）
か、護衛任務飛行中隊との戦闘を回避する（護衛任務飛行
中隊への攻撃機会を放棄する）かを選択する。

ボックスの 1 番から順に、同じ番号のボックス内に置かれ
た飛行中隊同士で戦闘を解決していく。対応するボックス
に敵飛行中隊が存在しない場合、その飛行中隊は任意の敵
護衛／迎撃任務飛行中隊を攻撃することができる。この場
合、敵飛行中隊は複数回攻撃を受けることになるが、打ち
返すことができる相手は、ボックスの番号が一致する敵飛
行中隊のみである。

a. それぞれのプレイヤーは、自軍の飛行中隊の攻撃力か
ら敵飛行中隊の回避値を引き、「空戦表（Air Combat 
Table）」で使用する欄を求める。

b. 護衛側プレイヤーは空戦表でダイスを振り、必要な修
正を適用して、迎撃側の飛行中隊に適用する結果を求
める。

c. 迎撃側プレイヤーはその飛行中隊が護衛任務飛行中隊
と戦闘を行うか、戦闘を回避するかを宣言する。迎撃
側が戦闘を回避した場合、手順の e へと進む。

d. 迎撃側プレイヤーは空戦表でダイスを振り、必要な修
正を適用して護衛側の飛行中隊に適用する結果を求め
る。

e. それぞれのプレイヤーは自軍の飛行中隊へのステップ
ロスを適用する。飛行中隊に損傷していないステップ
が残っていない場合、あるいは帰還強制の結果を被っ
た場合は、その飛行中隊は自軍の空軍基地に戻って帰
還セクションに置かれる。

f. 1 つのボックスについての護衛戦闘は終了し、次のボッ
クスについての戦闘を手順 a から繰り返す。

全てのボックスで空戦が終了したら：
a. 護衛任務飛行中隊との戦闘を選択して生き残った迎

撃任務飛行中隊は、自軍の空軍基地に戻って帰還セク
ションに置かれる。あるいは元々いた制空エリア（メ
ガヘクス）に留まる。

b. 生き残った護衛任務飛行中隊は、自軍の空軍基地に
戻って帰還セクションに置かれる。あるいは元々いた
メガヘクスに留まる。

5. 襲撃戦闘における数的優位の決定
それぞれのプレイヤーは、襲撃、および打撃ボックス内に
ある損傷していない飛行中隊のステップ数を合計する。ど
ちらかのステップ数の合計が相手方ステップ数の合計の 2
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倍以上ある場合、ステップ数の多い方のプレイヤーは、続
く襲撃戦闘フェイズで数的優位を得る。

6. 襲撃戦闘フェイズ
襲撃戦闘フェイズにおいて、護衛任務任務の飛行中隊と
の戦闘の回避に成功した迎撃任務飛行中隊は、打撃任務
の敵飛行中隊を攻撃することができる。

護衛任務飛行中隊との戦闘を回避して生き残った迎撃任
務飛行中隊は、迎撃戦闘表の襲撃（Attack）ボックスの 1
番から順に自由に配備される。

ボックスの 1 番から順に、襲撃任務飛行中隊は同じ番号の
ボックス内に置かれた敵飛行中隊を攻撃する。対応する
ボックスに打撃任務飛行中隊が存在しない場合、その飛行
中隊は任意の打撃任務飛行中隊を攻撃することができる。

a. 打撃任務飛行中隊は、自発的に任務を放棄することが
できる。この場合は手順 6.f に進む。

b. 襲撃任務飛行中隊の攻撃力から打撃任務飛行中隊の回
避値を引き、空戦表で使用する欄を求める。

c. 襲撃側プレイヤーは空戦表でダイスを振り、必要な修
正を適用して、打撃側の飛行中隊に適用する結果を求
める。

d. 打撃側のプレイヤーは自軍の飛行中隊へステップロ
スを適用する。飛行中隊に損傷していないステップが
残っていない場合、その飛行中隊は自軍の空軍基地に
戻って帰還セクションに置かれる。

e. 打撃任務飛行中隊が帰還強制の結果を被らなかった
ら、そのまま任務を継続することができる。

f. 打撃任務飛行中隊が帰還強制の結果を被った場合、あ
るいは自発的に任務を放棄した場合、その飛行中隊は
自軍の空軍基地に戻って帰還セクションに置かれる。

g. 襲撃任務飛行中隊は、自軍の空軍基地に戻って帰還セ
クションに置かれる。あるいは元々いた制空エリアに
留まる。

h. 1 つのボックスについての襲撃戦闘は終了し、次の
ボックスについての戦闘を手順 6.a から繰り返す。

例：WP プレイヤーは、Oslo 近郊にある NATO の SAM サイ

トに対し、対地攻撃任務を実施することにした。そして、ソ

ビエト軍の Su24（B-6-4）2 個飛行中隊と Mig27M（B-7-6）1

個飛行中隊を打撃任務に、ソビエト軍の Mig21bis（9-7-1）1

個飛行中隊とポーランド軍の Mig21PFM（7-7-1）1 個飛行中

隊を護衛任務に割り当てた。

WP プレイヤーは、3 個打撃任務飛行中隊と 2 個護衛任務飛

行中隊からなる編隊で、対地攻撃任務を実施することを宣言

し、目標メガヘクスを明示した。

NATO プレイヤーは迎撃を行うことを決定し、西ドイツ軍の

F-4F（9-10-5）2 個飛行中隊を NATO の空軍基地から出撃さ

せた。

NATO プレイヤーは迎撃の成否を判定するためにダイスを

振った。1 個目の飛行中隊のダイスの目は 8 で、目標ヘクス

を収めるメガヘクスの迎撃修正が +2 なので修正後のダイス

の目は 10 になる。2 個目の飛行中隊のダイスの目は 4 で、修

正後のダイス目のは 6 になる。結果として 1 個目の飛行中隊

は迎撃に成功するが、2 個目の飛行中隊は失敗し、自軍の空

軍基地に戻って出撃準備セクションに置かれた。

両軍プレイヤーは迎撃戦闘表上に各飛行中隊を秘密裏に配備

し、その後配備状態を公開した。

NATO の合計 2 ステップ（迎撃任務の完全戦力 1 個飛行中隊）

に対し WP は 4 ステップ（護衛任務の完全戦力 2 個飛行中隊）

あるので、護衛戦闘フェイズにおいては WP が数的優位性を

得て、このフェイズの間はダイスの目が 2 有利になる。

護衛ボックス1に置かれたソビエト軍のMig21bisが、迎撃ボッ

クス 1 に置かれた西ドイツ軍の F-4F を攻撃した。WP は空

戦表の “-1” の欄（Mig21bis の攻撃力 9 から F-4F の回避値 10

を引いた結果）でダイスを振る。WP のダイスの目は 6 で、

修正を適用されて 7（数的優位による +2、ソビエト軍のパイ

ロット練度による +2、西ドイツ軍のパイロット練度による

-3）になり、NATO の飛行中隊には損害は出ず、帰還強制の

結果にもならなかった。

NATO の F-4F 飛行中隊は護衛任務飛行中隊との戦闘は回避

し、ソビエト軍の Mig21bis が撃ち返されることはなかった。

護衛ボックス 2 に置かれたポーランド軍の Mig21PFM は、対

応する敵飛行中隊が存在しないので、迎撃ボックス内にいる

敵飛行中隊を一方的に攻撃することができる。空戦表の “-3”

の欄（Mig21PFM の攻撃力 7 から F-4F の回避値 10 を引いた

結果）でダイスを振る。WP のダイスの目は 12 で、修正を適

用されて 11（数的優位による +2、ポーランド軍のパイロッ

ト練度による 0、西ドイツ軍のパイロット練度による -3）に

なり、再度 NATO の飛行中隊には損害は出ず、帰還強制の

結果にもならなかった。

NATO の飛行中隊は帰還強制の結果を被らず，護衛任務飛行

中隊との戦闘も回避していたので、WP の打撃任務飛行中隊

を攻撃することが可能になり、F-4F を襲撃ボックス 1 に置

いた。

WP プレイヤーは護衛の飛行中隊を自軍の空軍基地に戻し、

帰還セクションに置いた。

襲撃戦闘にフェイズにおいて、NATO の合計 2 ステップ（襲

撃任務の完全戦力 1 個飛行中隊）に対し WP は 6 ステップ（打

撃任務の完全戦力 3 個飛行中隊）あるので、襲撃戦闘フェイ

ズにおいては WP が再び数的優位性を得た。

襲撃ボックス 1 に置かれた西ドイツ軍の F-4F は、打撃ボッ

クス 1 に置かれたソビエト軍の Su24 を空戦表の “+3” の欄

（F-4F の攻撃力 9 から Su24 の回避値 6 を引いた結果）で攻

撃した。NATO プレイヤーのダイスの目は 13 で、修正を適

用されて 12（数的不利による -2、ソビエト軍のパイロット

練度による -2、西ドイツ軍のパイロット練度による +3）に

なった。結果として WP の Su24 は 1 ステップロスし、任務

を放棄しなくてはならなかった。

NATO のプレイヤーは迎撃した飛行中隊を自軍の空軍基地に

戻し、残った WP の 2 個飛行中隊は NATO の SAM サイトに

対する対地攻撃任務を実施した。

30.20.1 追撃（選択ルール）
このルールを導入した場合、自発的に任務を放棄した打撃任
務飛行中隊も、襲撃任務飛行中隊からの攻撃を自動的には避
けられなくなる。
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1. 襲撃戦闘フェイズの手順 6.a で打撃任務飛行中隊が任務を
放棄した場合、打撃任務側のプレイヤーはダイスを振り、
任務の目標となるヘクスが含まれるメガヘクスの迎撃修
正を適用する（斜線の左側が NATO に、右側が WP に適
用される）。

2. 修正後のダイスの目が 9 以上であったら、その打撃任務
飛行中隊は戦闘前に離脱に成功する。

3. 上記以外の結果の場合、襲撃任務飛行中隊は打撃任務飛
行中隊を攻撃することができる。

4. この戦闘の結果如何に関係なく、迎撃任務飛行中隊は予
定を変えることなく任務は放棄しなくてはならない。

30.20.2 迎撃飛行中隊の分割（選択ルール）
このルールを導入した場合、迎撃側プレイヤーは攻撃を行う
飛行中隊を分割し、1 回の襲撃戦闘フェイズ中に 2 つの異な
る打撃任務飛行中隊を攻撃することができる。
1. 飛行中隊を分割するためには、その飛行中隊は損傷やス

テップロスを受けていてはいけない。
2. 迎撃飛行中隊を分割した場合、その飛行中隊が置かれた迎

撃ボックスと、その上位の（番号の）ボックスに飛行中隊
が存在するものとして扱われる。他の飛行中隊がこれらの
ボックスに存在してはいけない。

3. 襲撃フェイズにおいて迎撃飛行中隊は、該当するそれぞれ
のボックスにおいて、打撃任務中隊に対して 1 回ずつ（計
2 回）の攻撃を行う。

4. この攻撃におけるステップロスの結果は損傷の結果に変
更され、損傷の結果は無視される（つまり 1 ステップロス、
1 損傷の結果は、1 損傷の結果に置き換えられる）。

30.21 電子戦中隊

両軍には限られた数ではあるが、電子戦任務の飛行中隊が存
在し、航空任務を支援することができる。

30.21.1 電子戦中隊総則
1. 電子戦中隊は、制空戦闘とワイルド・ウィー

ゼル任務を除く任意の航空任務を支援するこ
とができる。

2. 電子戦中隊は任務の手順に従って割り当てら
れる。ただし、その任務に割り当てられる飛行中隊の上限
には含まれない。

3. 電子戦中隊は攻撃されることも、帰還強制の結果を被るこ
ともない。

4. 航空任務の終了時、電子戦中隊は自軍の空軍基地に戻り、
帰還セクションに置かれる。

30.21.2 電子戦中隊の効果
1. 電子戦中隊の参加している航空任務では、迎撃戦闘で有

利な修正を受けられる（30.5、および「空戦修正表 “Air 
Combat Modifiers Table”」 参照）。

2. 電子戦中隊の参加している航空任務では、敵の対空射撃
を受ける際に有利な修正を受けられる（「対空射撃修正表
“Flak Fire Modifiers Table”」 参照）。

3. 敵防空網制圧任務に電子戦中隊が参加していると、任務解

決の際に有利な修正を受けられる（「敵防空網制圧任務修
正表 “SEAD Modifiers Table”」 参照）。

4. 1 つの航空任務に複数の電子戦中隊が参加しても、追加の
影響はない。

30.22 ステルス飛行中隊

1. ステルス飛行中隊は、ユニットに Sh のコードが印字され
ている。

2. ステルス飛行中隊は、ユニットに印字された能力を使用し
て、通常通りに航空任務を実施することができる。

3. 航空任務の際にステルス能力を使用するには、その任務に
参加する自軍の飛行中隊が全てステルス能力を持っていな
くてはならない。

4. ステルス飛行中隊によって実施される任務を、ステルス任
務と言う。

30.22.1 ステルスと迎撃
1. 自軍の制空エリアでステルス任務に対する迎撃を試みる

場合、ダイスを振って 1 ～ 3 の目が出れば迎撃に成功する。
それ以外の場合、迎撃は失敗する。

2. 他のメガヘクスにある空軍基地からステルス任務への迎
撃を試みる場合、他の迎撃修正に加え、-12 の修正が適用
される。

30.22.2 ステルスと対空火器
1999 年のセルビア上空での SA-3 対空ミサイルによる
F-117 の撃墜は、当初の奇襲効果の後、機知に富んだ敵が
ステルス技術への対策を迅速に採用し、ステルス技術を使用
した航空機を、かなりの難易度ではあるが探知できることを
示していた。

1. プレイヤーが初めて実施するステルス任務では、相手プレ
イヤーは対空射撃を行うことができない。

2. プレイヤーが実施する 2 回目、および 3 回目のステルス任
務では、相手プレイヤーは通常の修正に加え、対空射撃で
+10 の修正が適用される。

3. プレイヤーが実施する 4 回目以降のステルス任務では、相
手プレイヤーは通常の修正に加え、対空射撃で +8 の修正
が適用される。

30.23 航空機の損失

1. それぞれの飛行中隊は 2 ステップを持つ。
2. 飛行中隊が 1 ステップを失ったら、ユニットを裏面にする。

すでにユニットが裏面の場合、そのユニットは除去される。
3. 全く損傷していない飛行中隊が損傷（Damage）の結果

を被ったら、ユニットの下に “Damage” マーカーを置く。
すでに飛行中隊の 1 ステップが損傷している場合、ユニッ
トの上に損傷マーカーを置く。

4. 飛行中隊に残っている全てのステップが損傷している場
合、その損傷を修理するまでは、（自軍の空軍基地へ戻る
以外の）いかなる任務も実施することができない。

5. 対空射撃によって飛行グループが損害を被った場合、その
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適用は回避値の低いものから順に行われるが、それ以外は
可能な限り均等に全ての飛行中隊に損害を適用しなくては
ならない。

6. 陸上移動フェイズの開始時に、種類も国籍も同じ 1 ステッ
プロスした飛行中隊が同じ空軍基地にいる場合、それらを
統合して 1 つの完全戦力の飛行中隊にすることができる。
ただし、統合前の飛行中隊が受けていた損傷は、統合後の
飛行中隊に全て引き継がれる。

31. ヘリコプター

31.1 ヘリコプターの移動

1. ヘリコプターは通常飛行で進入する 1 ヘクス毎に、1 移動
ポイントを消費する。また、超低空飛行を行う場合には、
進入する 1 ヘクス毎に、3 移動ポイントを消費する。超低
空飛行を行った場合、ヘリコプターは対空火器に対する脆
弱性を下げることができる（19.2 参照）。

2. 1 つのヘリコプターユニットは、通常の飛行と超低空飛行
を追加の移動ポイントを消費することなく、いつでも自由
に変更することができる。

3. ヘリコプター中隊に印字された移動力は、ユニットが消費
可能な総移動ポイントであって、行動半径を表しているわ
けではない。移動するヘリコプターは、その移動力の範囲
内で空軍基地／ヘリポートから目標ヘクスまで移動し、再
び空軍基地／ヘリポートに戻らなくてはならない（ただし、
離着陸の空軍基地／ヘリポートが同一である必要はない）。
このことが不可能な場合、そのヘリコプターは除去される

（燃料切れで墜落する）。
4. ヘリコプターは自軍の空軍基地／ヘリポートで移動を開

始、終了しなくてはならない（例外：33.3）。

ヘリコプターが空軍基地に戻ることができないような「自
殺任務」については明確に禁止はしていないが、これは実
にゲーム的な手法である。

31.2 ヘリコプターと制空権

1. ヘリコプター中隊が敵の制空エリアに進入したら、所有プ
レイヤーは「ヘリコプター迎撃表 “Helicopter Interception 
Table”」でダイスを振って、直ちに結果を適用しなくては
ならない。このときダイスの修正として、移動してきたヘ
リコプター中隊の回避値が適用される。

2. ここで生き残ったヘリコプター中隊は、以後はヘリコプ
ター迎撃表で追加の判定をすることなく、そのメガヘクス
内を移動することができる。

3. そのメガヘクスから離脱したヘリコプター中隊が再度同
じメガヘクスに進入した場合、あるいは他の敵の制空エリ
アに進入した場合は、再度ヘリコプター迎撃表での判定を
行わなくてはならない。

31.3 ヘリコプターの任務

1. ヘリコプターはそれぞれの行動フェイズ毎に、1 つの任務

を実施することができる。つまり、ヘリコプターは自軍行
動フェイズと敵軍行動フェイズのそれぞれで、任務を 1 つ
実施することができる。

2. ヘリコプター中隊は任務を実施するために目標ヘクスま
で移動し、その移動経路上で敵対空砲火を受ける。そして
ルールに従って任務を実施した後、自軍の空軍基地／ヘリ
ポートに帰還するが、その帰還の経路上で再び敵対空砲火
を受ける。

3. 自軍移動フェイズの間に、ヘリコプター中隊は自軍の空軍
基地／ヘリポート間で移送任務を実施することができる。

4. 自軍移動フェイズの間に、ヘリコプター中隊は輸送任務を
実施することができる。

5. 自軍の特殊任務部隊襲撃フェイズに、ヘリコプター中隊は
特殊任務部隊ユニットを目標まで輸送し、帰還することが
できる。

6. 陸上戦闘の際に、ヘリコプター中隊は対地支援任務を実施
し、その打撃力を自軍の戦闘力に加えることができる。

31.4 ヘリコプターの損失

1. ヘリコプターユニットは、2 戦闘ステップを持っている。
2. ヘリコプターに対する損傷の結果は、ステップロスの結果

に置き換えられる。ヘリコプターに損傷マーカーが置かれ
ることはない。

3. ステップロスを被ったヘリコプター中隊は裏返される。更
にステップロスを被ると、ヘリコプター中隊は除去される。

4. 移動フェイズの開始時に、種類も国籍も同じステップロス
したヘリコプター中隊が同じ空軍基地にいる場合、それら
を統合して 1 つの完全戦力のヘリコプター中隊にすること
ができる。

31.5 ヘリコプターによる空輸

輸送能力を持つヘリコプター中隊は、空輸任務を実施するこ
とができる。輸送能力は、おおよそ輸送することのできる大
隊数を表している。
1. ヘリコプター中隊が輸送することのできるユニットは、以

下の通りである：空中機動、空挺、山岳、極地、海兵、特
殊任務部隊、EW、および戦闘工兵ユニット。

2. ヘリコプター中隊は部隊を輸送するために、十分な輸送能
力を持っていなくてはならない（「輸送コスト表」参照）。

3. 通常補給下にある基地で移動を開始するヘリコプター中
隊は、補給ポイントを輸送することができる「輸送コスト
表」参照）。

4. 同じ空軍基地／ヘリポートで移動を開始する複数のヘリ
コプター中隊は、輸送任務を実施するために輸送能力を合
算することができる。この場合、このヘリコプターグルー
プの移動力は、このグループの中で一番低いヘリコプター
中隊のものを使用する。

5. ヘリコプター中隊は、陸上ユニットを積載したり降ろした
りするために、それぞれ 2 移動ポイントを消費しなくては
ならない。

6. 輸送能力を持ち、青、または白のヘリパッド・シンボルが
描かれている海軍ユニットとの間では、ヘリコプター中隊
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は 4 移動ポイントを消費することで、輸送を行うことがで
きる。このとき海軍ユニットは、そのヘリコプターを積載
可能な輸送能力を持っていなくてはならない（「輸送コス
ト表」参照）。

7. ヘリコプター中隊は 8 移動ポイントを消費することで、青、
または白のヘリパッド・シンボルが描かれている海軍ユ
ニット上で、補給ポイントの積み降ろしを行うことができ
る。

8. 陸上ユニットはヘリコプター中隊によって輸送されるた
めに、2 移動ポイントを消費する。このことを忘れないた
めに、紙片に記録しておくこと。

9. 輸送任務のために複数のヘリコプター中隊が一緒に移動
しても、対空砲火やヘリコプター迎撃表の判定、それに伴
うステップロスは、個別に適用する。

10. 対空砲火によって輸送中のヘリコプター中隊が 2 ステッ
プロスする毎に、輸送されている陸上ユニットは 1 ステッ
プロスする。このステップロスの結果、生き残ったヘリ
コプター中隊の輸送能力が陸上ユニットの輸送コストを
下回った場合、輸送されている陸上ユニットは、ヘリコプ
ター中隊の輸送能力に見合う輸送コストになるまで、戦闘
ステップを失わなくてはならない。

例：輸送のために 3 輸送ポイントが必要な、ステップロ

スをしていないソビエト軍の空挺旅団が空軍基地にいる。

WP プレイヤーは、輸送能力 3 を持つ Mi-6 ヘリコプター中

隊に積載し、移動を開始した。

飛行中に対空砲火を受けたヘリコプター中隊は 1 ステップ

ロスし、輸送能力は 1 になった。そのため空挺旅団は、輸

送コストを 1 にするために 2 ステップロスしなくてはなら

ない。

11. 輸送中のヘリコプターユニットが全て対空砲火によって
撃墜されたら、輸送されていたユニット除去される。

12. 輸送される陸上ユニットは、ヘリコプター中隊と同じヘ
クスで移動を開始する必要はない。陸上ユニットをヘリコ
プター中隊が移動の途中で積載し、敵ユニットのいない任
意のヘクスで降ろすことができる。

13. 輸送されたユニットが敵ユニットのいない、敵 ZOC 内
でないヘクスへ降りた場合、ユニットはその行動フェイズ
中に通常通り移動することができる。

14. 輸送されたユニットが、敵ユニットはいないが敵 ZOC
内のヘクスに降りた場合、ユニットは通常の陸上戦闘の手
順に従って、自身に ZOC を及ぼしている敵ユニットを攻
撃しなくてはならない。その戦闘の結果が D であった場合、
その行動フェイズ中にユニットは通常通り移動することが
できる。それ以外の戦闘結果だった場合、ユニットはその
行動フェイズの間は移動することができない。

32. 基地

空軍基地、ヘリポート、海軍基地、および港湾を総称して「基
地」と呼び、以下のルールが適用される。

32.1. 空軍基地とヘリポート

空軍基地とヘリポートは、以下のルールに従って運用される。
1. それぞれの空軍基地、および航空母艦（ＣＶ）は「空軍基

地ディスプレイ（Airfields Chart）」上に対応するボック
スを持つ。空軍基地にいる航空ユニットは、ディスプレイ
上の対応するボックス（セクション）に置かれる。ヘリポー
トについては、空軍基地のようなディスプレイは持たない。

2. NATO の飛行中隊は、国籍の同じ自軍空軍基地、NATO
加盟国の空軍基地、あるいは使用可能な占領した空軍基地
から任務を実施することができる。

3. NATO のヘリコプター中隊は、国籍の同じ自軍空軍基地
／ヘリポート、NATO 加盟国の空軍基地／ヘリポート、
あるいは使用可能な占領した空軍基地／ヘリポートから任
務を実施することができる。

4. WP の飛行中隊は、国籍の同じ自軍空軍基地、あるいは使
用可能な占領した空軍基地から任務を実施することができ
る。

5. WP のヘリコプター中隊は、全ての自軍空軍基地／ヘリ
ポートから、あるいは占領した使用可能な空軍基地／ヘリ
ポートから出撃することができる。

6. CV のコードが印字されている飛行中隊、およびヘリコプ
ター中隊は、空母打撃群、および CV タイプの艦艇を空軍
基地として利用することができる。

7. ヘリコプターシンボルが印刷された艦艇は、国籍が同じ 1
個ヘリコプター中隊が、ヘリポートとして利用することが
できる。これは初期配置の時点でその艦艇の所属とされた
ヘリコプター中隊以外に対しても適用される。

8.  損傷している、核汚染ヘクス内にある、通常補給下にな
い、あるいは国籍の異なる空軍基地／ヘリポートにいる中
隊は、移送任務（飛行中隊の場合）と他の空軍基地への移
動（ヘリコプター中隊の場合）を除いて、いかなる任務も
実施することができない。

32.1.1 支援能力
それぞれの空軍基地／ヘリポートは、現代の作戦行動で要求
される高いテンポを維持したまま、部隊の維持、補給、再武
装を行うための能力に限界がある。
1. それぞれの空軍基地には、その基地から効果的に活動でき

る飛行中隊とヘリコプター中隊の数を示す数字が、支援能
力（Support Capacity）として空軍基地ディスプレイのボッ
クスに印字されている。

2. 支援能力が印字されていない空軍基地は、20 個中隊まで
支援することができる。

3. 陸上のヘリポートは、最大で 6 個のヘリコプター中隊を支
援することができる。

4. 艦艇上のヘリポートは、1 個ヘリコプター中隊のみを支援
することができる。

5. 基地の支援能力を超える中隊は、ユニットの上下を逆さに
して配置し、それらの中隊は移送任務（飛行中隊の場合）
と他の空軍基地への移動（ヘリコプター中隊の場合）を除
いて、いかなる任務も実施することができない。
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32.1.2 修理能力
ターンの終了フェイズに空軍基地では、損傷を受けた飛行中
隊を修理することができる。
1. それぞれの空軍基地には、その基地で損傷を修理するこ

とができる飛行中隊のステップ数を示す数字が、修理能力
（Repair Capacity）として空軍基地ディスプレイのボック
スに印字されている。

2. 修理能力の印字されていない NATO の各空軍基地では、
1 ターンに 3 ステップ分まで飛行中隊の損傷を修理するこ
とができる。修理能力の印字されていない WP の各空軍
基地では、1 ターンに 1 ステップ分の飛行中隊の損傷を修
理することができる。

3. 修理を行うために空軍基地は、損傷しておらず、通常補給
下にあり、かつ核汚染ヘクス内にあってはならない。

4. あるターンに使用しなかった空軍基地の修理能力は、後の
ターンまで蓄積することはできない。

32.1.3 空軍基地／ヘリポートの損傷
空軍／ヘリポートは、以下の方法によって損傷することがあ
る：陸上部隊による攻撃と占領、特殊任務部隊による襲撃、
対地攻撃任務、核攻撃。

以下のルールは、損傷を受けた空軍基地／ヘリポートに適用
される。
1. 基地の修理が完了するまで飛行中隊とヘリコプター中隊

は、移送任務（飛行中隊の場合）と他の空軍基地への移動（ヘ
リコプター中隊の場合）を除いて、いかなる任務も実施す
ることができない。

2. 飛行中隊の損傷を修理することができない。

32.1.4 敵空軍基地の占領
1. 自軍ユニットは敵空軍基地を攻撃することによって、その

空軍基地を占領することができる（「基地の守備隊」を参
照）。

2. 攻撃を受けている空軍基地に飛行中隊やヘリコプター中
隊がいる場合、それらは通常のルールの制限内で、対地支
援任務、あるいは移送任務を実施することができる。そし
て、対地支援任務を終了した後に、他の空軍基地へ着陸す
ることができる。

3. 占領された空軍基地に飛行中やヘリコプター中隊がいた
場合、それらは除去される。

4. 占領するために陸上戦闘が行われた空軍基地は、損傷した
ものとみなされる。

5. 終了フィズ中に占領された空軍基地は、占領した方の通常
補給下にある場合、あるいは 2 ヘクス以内の補給集積所か
ら 10 補給ポイントを消費することができる場合に、使用
可能な状態にすることができる。占領した空軍基地は通常
の空軍基地のルールに従って、自軍の中隊が利用すること
が可能で、元々の飛行場と同じ運用能力を持つ。ただし、
修理能力は 0 として扱われる。

フィンランド空軍は地図に描かれている範囲外のの防衛線を
支援することに専念していると考えられているため、フィン
ランド空軍はゲームに登場しない。フィンランド戦線のルー

ル通りに防衛線が崩壊すれば、おそらくソ連軍がフィンラン
ド東部に押し寄せて空軍基地を占領し、ワルシャワ条約加盟
国がその空軍基地を使用するすることに成るだろう。そのた
め、フィンランドの空軍基地、はワルシャワ条約の空軍基地
ディスプレイに印刷されている。

32.1.5 敵ヘリポートの占領
1. 敵ユニットのいないヘリポートは、自軍ユニットが移動中

に進入するだけで占領することができる。ヘリポートを占
領するために攻撃する必要はない。

2. 占領したヘリポートにいた敵のヘリコプター中隊は、航続
距離内の他の空軍基地／ヘリポートへ移送される。ヘリコ
プターユニットがその移動フェイズにすでに移動していた
場合、あるいは航続距離内に他の基地が存在しない場合、
そのヘリコプター中隊は除去される。

32.2 港湾（Port）

港湾には地図上のものと地図外のものがあり、国籍に関係な
く自軍のユニットが使用することができる。

32.2.1 港湾の損傷
1. 損傷している港湾は、補給源として使用することができな

い。
2. 損傷している港湾での乗下船には、海岸での乗下船と同じ

移動ポイントを消費する必要がある。
3. 損傷している港湾を入出港する輸送船団は、通常の半分の

補給ポイントしか輸送することができない。
4. 損傷している港湾から増援を登場させることはできない。

32.2.2 港湾の占領
1. 敵ユニットのいない港湾は、自軍ユニットが移動中に進入

するだけで占領することができる。
2. 自軍ユニットは敵海軍基地（Naval Base）を攻撃するこ

とで、占領することができる（「基地の守備隊」を参照）。
3. 港湾や海軍基地を占領する際に陸上戦闘が行われた場合、

その港湾や海軍基地は損傷したものとして扱われる。
4. 占領した港湾内にいる敵海軍ユニット毎にダイスを振り、

出た目が 1 ～ 10 の場合、そのユニットは沈没する（破壊
される）。それ以外の目の場合、ユニットは港湾が存在す
るメガヘクス内の洋上に置かれる。

32.3 地図外（Off-Map）基地

地図外基地は、地図外にある 1 つ、あるいは複数の空軍基地
や港湾を表している。地図外基地は以下の例外を除き、通常
の基地と同様のルールが適用される。
1. 地図外基地が攻撃を受けることはない。
2. 地図外基地はそのボックスに印刷されているように、1 つ

以上の進入エリアと繋がっており、その間の距離はメガヘ
クス数で記されている。

3. 地図外基地と進入エリアのあるメガヘクス間を行き来す
る飛行中隊は、行動範囲を数える場合に、その間のメガヘ
クス数を飛行経路に加える。
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例：NATO の地図外空軍基地 312（Leuchars）は、「N2: 4」と

印字された進入エリアを持っている。飛行中隊は、Leuchars

と N2 のコードのあるメガヘクスへと行き来する場合、飛行

経路に 4（メガヘクス）が加えられる。

4. 地図外基地と進入エリアのあるメガヘクス間を行き来す
る海軍ユニットは、実際に移動した距離に等しいだけの移
動ポイントを消費しなくてはならない。
注：デンマーク海峡の地形要素が特に複雑であるため、海
軍ユニットは N3 の進入コードがある地図 H 上のメガヘク
スには、地図外の基地から移動することはできない。

5. 地図外基地と、進入エリアのあるメガヘクス間を行き来
するヘリコプター中隊は、2 つを結ぶメガヘクスの数を 10
倍した移動ポイントを消費しなくてはならない。

例：WP の地図外空軍基地 405（Haapsalu）は、「W5: 2」と

印字された進入エリアを持っている。ヘリコプター中隊は、

Haapsalu と W5 のコードのあるメガヘクスへと行き来する場

合、追加で 20 移動ポイントを消費しなくてはならない。

6. 陸上ユニットは、空輸（30.13 参照）、ヘリコプターによる
空輸（31.5 参照）、海上輸送（33.3 参照）、連絡線（21 参照）、
および地図外トラックによって、地図上と地図外基地の間
を行き来することができる。

7. それぞれの地図外基地は、連絡線コードを持っていて、連
絡線チャート上に該当するボックスが描かれている。地図
外基地にいるユニットが連絡線を利用して移動する場合、
最初の移動でその基地に該当するボックスへと移動する。

32.4 基地の守備隊

1. 空軍基地と海軍基地には、守備隊が存在するものとされ
る。

2. 基地の守備隊は小規模戦闘ユニットで、その戦闘力は 0 で
ある。

3. 自軍ユニットは敵の守備隊に対して攻撃を宣言し、適切な
移動力を消費することによって、その基地を占領すること
ができる。

4. 相手方プレイヤーはそのヘクスに自軍ユニットはいない
が、砲兵支援や対地支援任務を行うことができる。

5. そのヘクスに相手方プレイヤーの陸上ユニットがいる場
合、戦闘は通常通り解決される。自軍ユニットは敵ユニッ
トを除去する、あるいは退却させた後に基地のあるヘクス
へ戦闘後前進をすることで、基地を占領することができる。

6. 相手方プレイヤーが、陸上ユニットのいないヘクスに対し
て戦闘支援を行った場合、戦闘は通常通り行われ、防御側
の指揮力は、その基地の国籍の基本指揮力を使用する。戦
闘で D の結果が出たら攻撃は成功し、基地のあるヘクス
へ戦闘後前進をすることで、基地を占領することができる。

7. 相手方プレイヤーが、自軍ユニットのいない基地ヘクスへ
戦闘支援を行わなかった場合、その基地への攻撃と戦闘後
前進は自動的に成功し、基地は占領される。

8. 基地の守備隊だけで、他に陸上ユニットのいないヘクスを
攻撃し、成功しても、突破ゾーンは形成されない。

33. 水上戦闘

海上での行動は、各ターンの以下のフェイズにおいて実施さ
れる：
1. 輸送船団フェイズに両軍プレイヤーは、輸送船団への艦

艇の配備と解除を行い、輸送船団の航路（Convoy Route）
を設定する。

2. 移動フェイズ中にフェイズプレイヤーは、海軍ユニットを
移動させることができる。そして両軍プレイヤーは、敵海
軍ユニットに対する迎撃を試みることができる。

33.1 海軍ユニット

海軍ユニットは 1 隻の艦艇を表す場合と、最大 8 隻の小型
艦艇のグループを表す場合がある。単艦のユニットは通常、
より強力であるが、損傷を受けるとかなりの量の移動力と戦
闘力を失う。複数の艦艇ユニットはあまり強力ではないが、
損傷を受けてもその能力の大部分を保持し続ける。
1. 全ての海軍ユニットは、2 ステップを持っている。海軍ユ

ニットがステップロスの結果を被った場合、ユニットを裏
返し、そのユニットは損傷しているとみなされる。そして
2 回目のステップロスの結果を被ると、そのユニットは沈
没する（破壊される）。

33.1.1 水上戦隊（Naval Squadron）
水上戦隊は、広大な海域で独立して活動する艦艇群を表して
いる。
1. 水上戦隊は、その艦艇の種類がオレンジ色で印字されてい

る。
2. 水上戦隊は機動部隊に参加したり、編成したりすることは

できない。
3. 1 回の海戦において、1 つの水上戦隊は 1 ステップロスま

でしか受けることができない。

33.2 海上移動

1. 海軍ユニットはメガヘクスを使用して移動を行う。海軍
ユニットは現在いるメガヘクスから、部分海、あるいは全
海ヘクスサイドで繋がっているメガヘクスへと移動するこ
とができる。

2. 海軍ユニットは、一度に１ユニットずつ移動させなくて
はならない。移動に関して機動部隊は、1 ユニットとして
扱う。

3. 海 軍 ユ ニ ッ ト の 移 動 力 は、「 海 軍 移 動 力 表（Naval 
Movement Allowance Table）」にあるように、その種類
と特徴によって決められている。

4. 損害を被っている海軍ユニットで、ユニットの裏面に黄
色の三角形が印刷されているものは、移動力が 3 減少する。

5. 海軍ユニットは港湾、あるいは沿岸ヘクスへの進入／離
脱を行う場合、追加で 1 移動ポイントを消費する必要があ
る。この追加移動コストは、連絡線チャート上を移動する
際には適用されない。

6. 海軍ユニットは「海軍移動コスト表（Naval Movement 
Cost Table）」にあるように、何らかの行動を行う毎に移
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動ポイントを消費する。

33.2.1 パトロール
1. 自軍の移動フェイズ中に海軍ユニット、および機動部隊

は、6 移動ポイントを消費することで、パトロール任務
に就くことが可能で、これらのユニットの下には “On 
Patrol” マーカーが置かれる。

2. パトロール任務中の海軍ユニットは、自軍の移動フェイズ
中に移動と攻撃を行うことができないが、敵の移動フェイ
ズ中に自身から 1 メガヘクスの範囲内で、敵海軍ユニット
に対する迎撃を行うことができる（33.10 参照）。

3. 海軍ユニットがパトロール任務を続ける期間に制限はな
い。

4. 海軍ユニットは、自軍の移動フェイズ中に移動ポイントを
消費することなく、いつでもパトロール任務を放棄して通
常の移動を行うことができる。こうしたユニットの下から
は、“On Patrol” マーカーが除去される。

33.2.2 艦艇の配置

ほとんどの場合、プレイヤーはメガヘクス内の海軍ユニット
の正確な配置を無視しても構わない。しかし、ノルウェーの
海岸線の特殊性や、沿岸砲台や機雷の広範囲にわたる使用は、
より詳細な接近経路の設定を必要とする状況を作り出すこと
がある。

1. あるメガヘクスに移動する場合、海軍ユニットは現在のヘ
クスを起点とし、起点となるメガヘクス、および目的地の
メガヘクス内で有効な経路（ヘクス）をたどることができ
るのならば、移動した先のメガヘクス内で任意のヘクスに
配置することができる。

2. 港への入港、沿岸ヘクスでの積み降ろし、または機雷の
敷設／掃海の際、海軍ユニットは現在のヘクスから 有効
な経路を辿って目的地のヘクスへと移動しなければならな
い。

3. 港から出港する場合、海軍ユニットは港のヘクスから有効
な経路を辿って、現在のメガヘクス内の任意のヘクスへと
移動しなければならない。

4. 砲撃戦、または ASW 戦闘の前に戦闘を行う海軍ユニット
は、現在のヘクスから有効な経路を辿って敵ユニットのい
るヘクスへと移動しなければならない。

5. 有効な経路とは、海軍ユニットが現在いるヘクスから目的
地ヘクスまでの連続した海ヘクスのことである。

6. 海軍ユニットによって設定された経路に敵の機雷を含む
ヘクス、あるいは敵沿岸砲台の射程内のヘクスに進入した
場合、その結果として生じるすべての攻撃は、他の行動の
前に解決しなくてはならない。

33.3 海上輸送

輸送能力を持つ海軍ユニットは、陸上ユニット、ヘリコプター
ユニット、および補給ポイントを輸送することができる。
1. 部隊輸送能力（青字で印字）を持つ海軍ユニットは、陸上

ユニットと補給ポイントを輸送することができる（「輸送

コスト表」参照）。
2. 補給輸送能力（オレンジの文字で印字）を持つ海軍ユニッ

トは。補給ポイントと特定の陸上ユニットを輸送すること
ができる（「輸送コスト表」参照）。

3. 同じ機動部隊を構成する海軍ユニットは、その輸送能力を
合算して使用することができる。

4. 全ての海軍ユニットは、下記の場所で積み降ろしを行うこ
とができる：

a. 損傷していない自軍の港湾。
b. 港湾のシンボルが印刷されている地図外基地。
c. 港湾シンボルが印刷されている連絡線チャート上の

ボックス。
5. 海軍ユニットから下船したユニットは、その行動フェイズ

の間、それ以上移動することはできない。ヘリコプターユ
ニットが降ろされたヘクスに利用可能な自軍の基地が無い
場合、その後の行動フェイズに中に移送任務のみを実施す
ることができる。

6. 輸送を行っている艦艇が 2 ステップを失う毎に、積載され
ているユニットも 1 ステップを失う。このステップロスの
結果、生き残った海軍ユニットの輸送能力がユニットの輸
送コストを下回った場合、輸送されているユニットは、艦
艇の輸送能力に見合う輸送コストになるまで、戦闘ステッ
プを失わなくてはならない。輸送を行っている全ての艦艇
が沈没したら、輸送されていたユニットも除去される。

7. 同じ機動部隊を構成している海軍ユニット同士では、適切
な移動コストを消費することにより、洋上でユニットや補
給の受け渡しを行うことができる。両方の種類の積荷の受
け渡しを行う場合、最も高い移動コストを消費する必要が
ある。天候ルールを導入している場合、悪天候の際にこう
した受け渡しを行うことはできない。

33.3.1 強襲上陸
1. 強襲揚陸艦（Landing Ship）のシンボルを

持つユニットは、海兵、機械化海兵、および
特殊任務部隊を、平地（Clear）、北極圏平地

（Arctic）、荒地 -1（Rough-1）、北極圏荒地
-1（Arctic Rough-1）、市街地（Urban）、あるいは都市（City）
の海岸ヘクスで乗下船させることができる。下船させるヘ
クスは敵ユニットのいるヘクス、あるいは守備隊のいる基
地ヘクスであってはならないが、敵 ZOC 内のヘクスでも
構わない。

2. 強襲揚陸艦（Landing Ship）のシンボルを持つユニット
は、補給ポイントを、平地（Clear）、北極圏平地（Arctic）、
荒地 -1（Rough-1）、北極圏荒地 -1（Arctic Rough-1）、
市街地（Urban）、あるいは都市（City）の海岸ヘクスで
積み降ろしすることができる。積荷を降ろすヘクスは自軍
支配下にあって、敵 ZOC 内でないヘクス、あるいはすで
に自軍ユニットのいるヘクスでなくてはならない。

3. 敵ユニットのいない敵 ZOC 内のヘクスに上陸したユニッ
トは、通常の戦闘ルールに従って、ただちにその ZOC を
及ぼしている敵ユニットを攻撃しなくてはならない。戦闘
の結果が C、A1、あるいは A2 だった場合、上陸したユニッ
トは追加で 1 ステップロスする。

4. 強襲上陸によって発生した戦闘の結果が D だった場合、
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戦闘前進は強制されない。
5. 強襲上陸を行ったユニットは、その行動フェイズの間、そ

れ以上移動することはできない。
6. ユニットが下船したヘクスにいる海軍ユニットは、強襲上

陸によって発生した戦闘に対し、砲撃力の 1/4 を戦闘支援
として加えることができる。

33.4 機雷

港湾への入出港や狭い海峡を通過しての移動は、1 つ以上の
機雷原の通過を海軍ユニットに強いることになる。
1. 機雷原のヘクスに進入する毎に、水上戦闘表でダイスを振

らなくてはならない。この時の攻撃力は機雷レベルの 3 倍
で、海軍ユニットの耐久性によってダイスの目に修正を受
ける。

2. 移動している海軍ユニットが機動部隊だった場合、どのユ
ニットが攻撃を受けるかは、所有するプレイヤーが決定す
る。

33.5 機雷散布

1. 海軍ユニットで MI のコードが印字されているものは、機
雷を散布することができる。

2. 機雷を散布するユニットは 6 移動ポイントを消費して、そ
のヘクスの機雷レベルを 1 上げることができる（33.2.2 を
も参照）。

3. 1 つのヘクスの機雷レベルは、3 まで上げることができる。

33.6 掃海

1. 海軍ユニットで Ms のコードが印字されているユニット
は、敵の機雷を掃海することができる。

2. 海軍ユニットは 6 移動ポイントを消費して、そのヘクスの
機雷レベルを 1 下げることができる（33.2.2 も参照）。

33.7 機動部隊（Task Force）

艦艇は機動部隊を編成することができる。機動部隊は一体と
なって攻撃と防御を行い、敵の攻撃に対してはより効果的に
防御行うことができる。

33.7.1 機動部隊の編成
1. 機動部隊は移動フェイズのいかなる時点でも、編成するこ

とができる。
2. 1 つの機動部隊には、最大で 15 海軍ユニットまで含める

ことができる。
3. 機動部隊を編成可能なユニット（白文字で船の種類が印字

されている）のみが、機動部隊を編成することができる。
4. 機動部隊を編成するために全ての海軍ユニットは、同じメ

ガヘクス、あるいは港湾にいて、最低でも 2 移動ポイント
を残していなくてはならない。

5. 機動部隊マーカーがメガヘクス、あるいは港湾に置かれた
ら、その機動部隊を構成する海軍ユニットは全て、該当す
る機動部隊のボックスに置かれる。

6. 新たに編成された時点での機動部隊の移動力は、機動部隊
を構成する海軍ユニットの中で最も残りの移動力の少ない
ものが適用される。 

33.7.2 機動部隊への合流
1. 移動フェイズ中に機動部隊を編成可能な海軍ユニットは、

まだ移動していない機動部隊に合流することができる。
2. 合流する海軍ユニットは洋上にいなくてはならず、2 移動

ポイントを消費して同じメガヘクス内の機動部隊に合流す
る。

3. 合流した海軍ユニットは、該当する機動部隊のボックスに
置かれる。

4. 合流後に機動部隊が移動する場合、合流した海軍ユニット
がそれまでに消費した移動ポイントと同じだけの移動ポイ
ントを、機動部隊もすでに消費しているものとして扱う。

33.7.3 機動部隊からの離脱
1. 移動フェイズ中のいかなる時点でも、海軍ユニットは機動

部隊を離脱することができる。
2. 機動部隊がすでに移動している場合、あるいは移動を完了

している場合、その移動フェイズの間は海軍ユニットはそ
の機動部隊から離脱することはできない。

3. その移動フェイズに機動部隊がまだ移動していない場合、
海軍ユニットは機動部隊から離脱して、通常通りに移動力
一杯まで移動することができる。

33.7.4 機動部隊の移動
1. 機動部隊の移動は通常の海上移動ルールに従って行われ、

その移動力は、機動部隊を構成するユニットの中で一番遅
いものと等しくなる。

33.7.5 機動部隊の解散
1. 機動部隊は移動の終了時に港湾、あるいは地図外基地にい

る場合、あるいは移動フェイズ中に所有プレイヤーの意思
で解散させられる。機動部隊マーカーを除去して、解散し
た機動部隊のいたメガヘクス、あるいは港湾に全ての海軍
ユニットは置かれる。

2. 解散した機動部隊がまだ移動していなかった場合、その機
動部隊を構成していた海軍ユニットは通常通りに移動する
ことができる。

3. 解散した機動部隊がすでに移動していた場合、その機動部
隊を構成していた海軍ユニットは、その移動フェイズの間
移動することはできない。

33.7.6 海軍戦術ディスプレイ（Naval Tactical Display）
1. 機動部隊を構成する海軍ユニットは、海軍戦術ディスプレ

イ上の該当する機動部隊のボックスに置かれ、3 つに分か
れたそれぞれのセクター（外周、内周、中央）に配置される。

2. 必ずしも全てのセクターに配置する必要はない。
3. セクターは中央から順に配置しなくてはならず、空のセク

ターがある場合、それより外側にセクターにユニットを配
置することはできない。

4. フリゲート艦と駆逐艦（FF、FFG、DD、DDG）のみが、
外周セクターに配置することができる。
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9. ASW 監視マーカーが置かれているメガヘクス内では、敵
潜水艦の迎撃に成功する可能性が上昇する（「水上迎撃表
“Naval Interception Table”」参照）。

10. ASW 監視マーカーが置かれているメガヘクス内では以
下の手順に従い、そのメガヘクス内の全ての敵潜水艦に対
して、1 回の行動フェイズ毎に 1 回の迎撃を試みることが
できる：

a. 移動力による修正は適用されない、通常の迎撃を試み
る。このとき、アクティブ照射を利用することはでき
ない。

b. 迎撃に成功した場合、ASW 監視マーカーが置かれて
いるメガヘクス内の敵潜水艦に対し、通常の ASW 戦
闘ルールに従って攻撃力 6 で攻撃を行う。

33.10 水上迎撃

水上戦闘を行うためには、まずは敵の海軍ユニットを迎撃し
なくてはならない。
1. 自軍の移動フェイズの間、1 つの海軍ユニットは 6 移動ポ

イントを消費することによって、同じメガヘクスにいる敵
海軍ユニットの迎撃を試みることができる。

2. 敵移動フェイズの間、パトロール中の海軍ユニットは、1
メガヘクス先までの敵海軍ユニッ トに対して 1 回の迎撃
を試みることができる。

3. 両軍プレイヤーが同時に迎撃を試みる場合、探知レベルの
低い側から先に迎撃を試みる。探知レベルが同じ場合、以
下の順番で迎撃を試みる。

a. フェイズプレイヤーの潜水艦ユニットと ASW 監視
マーカー。

b. 非フェイズプレイヤーの潜水艦ユニットと ASW 監視
マーカー。

c. フェイズプレイヤーの水上艦艇ユニット。
d. 非フェイズプレイヤーの水上艦艇ユニット。

4. 港湾内の海軍ユニットを攻撃する場合、迎撃の必要はな
い。

5. 港湾内の海軍ユニットは、迎撃を行うことができない。

33.10.1 水上迎撃の手順
1. 迎撃を行うプレイヤーは、迎撃を行う海軍ユニットと、目

標となる海軍ユニットを指定する。
2. 迎撃を行うプレイヤーは、アクティブ照射を利用するか否

かを決定する。迎撃に成功し、アクティブ照射を利用して
いた場合、続く水上戦闘の間、迎撃側の探知レベルが 1 上
昇する。

3. 迎撃を受けた側が回避を試みた場合、迎撃を行った側は水
上迎撃表でダイスを振り、関連するすべてのダイス修正を
適用する。

4. 迎撃を受けた側が回避を試みなかった場合、迎撃は自動的
に成功し、ダイスを振る必要はない。

5. 迎撃に成功した場合、迎撃を行った側の海軍ユニットは迎
撃を受けた側のユニットのいるメガヘクスへと進入し、水
上戦闘が発生する。迎撃を行ったユニットが機雷を含むヘ
クス、あるいは敵沿岸砲台の射程内に移動した場合、適切
な種類の攻撃が水上戦闘の前に解決される。

探知レベル 情報

0 情報なし

1 艦艇の合計数、および艦艇の種類

2 艦艇の種類毎の数／海軍戦術ディスプレイ
のそれぞれのセクターにいる艦艇の数

3 海軍戦術ディスプレイ上の正確な配置情報

5. 上記のルールに従う限り、敵が迎撃や攻撃を宣言した瞬間
から戦闘が終了するまでの間を除き、移動フェイズ中のい
つでも、それぞれのセクターで再配置を行うことができる。

6. 機動部隊の探知レベルに応じて、敵は攻撃を開始する前に
ユニットの配置の詳細を知ることができる（33.8 参照）。

33.8 探知レベル（Detection Level）

各海軍ユニットには、0（情報なし）から 3（正確な位置と
構成が分かっている）までの範囲の探知レベルがある。
1. 各海軍ユニットには、現在の位置に応じて基本探知レベ

ルが決められており、それは「探知レベル表 “Detection 
Level Table”」に記載されている。

2. 基本探知レベルは、特別ルールで説明されているように、
「探知レベル修正表 “Detection Level Modifiers Table”」
にまとめられた追加の要素によって修正される。なお、す
べての修正は累加して適用される。

3. 探知レベルに応じて、敵は機動部隊に関する一定レベルの
情報を得ることができる：

33.9 監視エリア

1. 両陣営には、プレイするシナリオによって決められた数の
ASW 監視（ASW Surveillance ）マーカー、および水上
監視（Naval Surveillance ）マーカーがある。

2. 監視マーカー配置フェイズに両軍プレイヤーは、利用可能
な監視マーカーを配置したり、取り除いたりすることがで
きる。

3. ASW 監視マーカーは、地図外基地を含め、自軍の損傷し
ていない空軍基地、ヘリポート、あるいは海軍基地から 2
メガヘクス以内の範囲内に配置することができる。ターン
の途中でこれらの条件が満たされなくなったとき、その
ASW 監視マーカーは直ちに除去される。

4. 水上監視マーカーは、地図外基地を含め、自軍の損傷して
いない空軍基地、あるいは海軍基地から 4 メガヘクス以内
の範囲内に配置することができる。ターンの途中でこれら
の条件が満たされなくなったとき、その水上監視マーカー
は直ちに除去される。

5. 敵の制空エリア内の監視マーカーは、直ちに除去される。
6. 悪天候のゾーン内のメガヘクスには、監視マーカーを置く

ことはできない。
7. 両軍プレイヤーは、同じメガヘクス内に監視マーカーを置

くことができる。
8. 水上監視マーカーが置かれているメガヘクス内では、敵水

上艦艇の探知レベルが上昇する（「探知レベル表 “Detection 
Level Table”」参照）。
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6. 迎撃に成功した場合、敵海軍ユニットは続く水上戦闘の
間、探知レベルが 1 上昇する。

33.11 水上戦闘

移動フェイズ中のいかなる時点でも、同じメガヘクス内にい
る海軍ユニットの間で水上戦闘は発生する。水上戦闘を行う
ためには、迎撃に成功する必要がある。

33.11.1 水上戦闘の手順
1. ミサイル戦闘を行う。
2. 迎撃側プレイヤーが潜水艦からのミサイル攻撃を行った

場合、水上戦闘は終了する。
3. 一番移動力の高い（速度の速い）海軍ユニットがいる側の

プレイヤーは、砲撃戦を行うか否かを決定する。両軍に同
じ（一番高い）移動力の海軍ユニットがいる場合、フェイ
ズプレイヤーが砲撃戦を行うか否かを決定する。

4. ASW 戦闘を行う。

33.12 ミサイル戦闘

ミサイル戦闘において両軍プレイヤーは、敵水上艦艇ユニッ
トに対するミサイル攻撃を行う。
1. ミサイル戦闘においては、水上艦艇ユニットのみが攻撃を

受ける。
2. 迎撃側プレイヤーがミサイル攻撃を行った場合、そのミサ

イル戦闘の間、探知レベルが 1 上昇する。
3. 全体の状況に拘わらず、ミサイル攻撃を行う側が攻撃側

に、もう一方が防御側になる。

33.12.1 艦艇へのミサイル攻撃
1. 攻撃側は、ミサイル攻撃を行うユニットのミサイル攻撃力
（Missile Attack Value）を合計する。

2. 防御側は目標となった艦艇の対ミサイル防御力（Missile 
Defense Rating）使用して、「ミサイル防御表 “Missile 
Defense Table”」でダイスを振る。この結果によって、ミ
サイル攻撃力は減少する。

3. 攻撃側は最終的なミサイル攻撃力を使用し、関連するすべ
ての修正を適用して、水上戦闘表上でダイスを振る。

4. すべての攻撃結果は、ミサイル戦闘の終了時にのみ適用さ
れる。

33.12.2 機動部隊へのミサイル攻撃
1. 攻撃側は、ミサイル攻撃を行うユニットのミサイル攻撃力

を合計し、目標となる機動部隊の 3 つのセクターに、望む
割合で配分する。このとき、すべてのセクターを攻撃する
必要はない。

2. 外周セクターにいる艦艇毎にミサイル防御表でダイスを
振り、この結果で減少するミサイル攻撃力は、それぞれの
セクターに割り当てられたものの中から、防御側が 1 つの
セクターを選んで適用する。

3. 内周セクターにいる艦艇毎にミサイル防御表でダイスを
振り、この結果で減少するミサイル攻撃力は、内周、ある
いは中央セクターに割り当てられたもののいずれかに、防

御側が選んで適用する。
4. 中央セクターにいる艦艇毎にミサイル防御表でダイスを

振り、この結果で減少するミサイル攻撃力を中央セクター
に割り当てられたものに適用する。

5. それぞれのセクターへの攻撃を解決する：
a. 攻 撃 側 は「 ミ サ イ ル 配 分 表 “Missile Distribution 

Table”」でダイスを振り、いくつの目標が攻撃を受け
るかを判定する。

b. 攻撃を受けたセクターの中から、上記で決めた数の艦
艇を無作為に選ぶ。

c. 攻撃側は最終的なミサイル攻撃力を、目標となる艦艇
に可能な限り均等に配分する。

d. 攻撃側は攻撃を受ける艦艇毎に、割り当てたミサイル
攻撃力を使用して水上戦闘表でダイスを振り、耐久性
と探知レベルによる修正を適用する。

6. すべての攻撃結果は、ミサイル戦闘の終了時にのみ適用さ
れる。

33.13 砲撃戦

砲撃戦において海軍ユニットは、砲撃力（Gun Attack 
Value）を使用して敵水上艦艇に対する攻撃を行う。
1. 砲撃戦は、探知レベル 2 以上の水上艦艇ユニットに対して

のみ行うことができる。
2. 砲撃戦では、水上艦艇ユニットのみが攻撃を受ける。
3. 基地にいる海軍ユニットが砲撃戦に巻き込まれた場合、必

ず戦闘に参加しなくてはならないが、その砲撃力は 3 減少
する。ただし、最低 1 は残る。

33.13.1 砲撃戦の手順
砲撃戦はラウンド制で行われ、最大で 3 ラウンドまで行われ
る。それぞれのラウンドは、以下の手順で行われる：
1. 両軍プレイヤーは、どの水上艦艇ユニットが遮蔽されて、

そのラウンドには戦闘に参加しないかを決定する。
2. 一方、あるいは両方のプレイヤーの全水上艦艇が遮蔽され

た場合、砲撃戦は終了する。
3. 砲撃力の大きいユニットから順に砲撃を行う。それぞれ

のユニットは 1 つの敵水上艦艇ユニットに対して砲撃を行
い、水上戦闘表でダイスを振り、目標の耐久性による修正
を適用する。砲撃の結果は直ちに適用される。

4. 同じ砲撃力の艦艇が複数いる場合、フェイズプレイヤーか
ら順に、それぞれの艦艇が交互に砲撃を行う。

5. 両軍プレイヤーが合意すれば、新たなラウンドの砲撃戦を
行うことができる。一方の陣営が港湾内にいる場合、相手
方のプレイヤーのみがラウンドの継続を決定することがで
きる。

33.13.2 遮蔽
それぞれの砲撃戦ラウンドの開始時に、両軍プレイヤーは遮
蔽される水上艦艇ユニットを決定しなくてはならない。
1. 機動部隊を構成するユニットのみが遮蔽される。単独で行

動しているユニット、および港湾内のユニットは遮蔽され
ることはない。

2. 両軍プレイヤーはダイスを振り、「遮蔽表 “Screening 
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Table”」でどのセクターが遮蔽されるかを決定する。
3. 遮蔽されたセクター内のユニットは、そのラウンドの砲撃

戦で攻撃を受けることはないが、攻撃を行うこともできな
い。

33.14 ASW 戦闘

ASW 戦闘では、潜水艦ユニットは他の海軍ユニットを攻撃
し、また攻撃される。
1. 基地にいる海軍ユニットは、ASW 戦闘において攻撃する

ことも、攻撃受けることもない。

33.14.1 機動部隊との ASW 戦闘
1. 潜水艦側のプレイヤーは、攻撃を受ける目標セクターを決

定する。そのセクター内に敵艦艇ユニットがいない場合、
潜水艦側は他のセクターを選ぶことができる。

2. 目標のセクターの外側にあるセクターで艦艇ユニットの
いるセクター毎に、機動部隊側プレイヤーは 1 回攻撃を行
うことができる。

a. そのセクター内の艦艇ユニットの ASW 戦闘力（ASW 
Attack Value）を合計する。

b. 水上戦闘表でダイスを振り、潜水艦の耐久性と探知レ
ベルによる修正を適用する。攻撃の結果は直ちに適用
される。

3. 潜水艦側プレイヤーは、目標セクター内で目標となる艦艇
を 1 つ選択したら水上戦闘表でダイスを振り、目標の耐久
性と探知レベルによる修正を適用する。攻撃の結果は直ち
に適用される。

4. 攻撃を解決した後、その ASW 戦闘の間、その潜水艦の探
知レベルは 1 上昇する。

5. 機動部隊側プレイヤーは、目標セクター内の艦艇ユニット
の ASW 戦闘力を合計し、水上戦闘表でダイスを振り、潜
水艦の耐久性と探知レベルによる修正を適用する。攻撃の
結果は直ちに適用される。

33.14.2 単独の艦艇との ASW 戦闘
1. 探知レベルの低い側のプレイヤーは、ASW 戦闘力を使用

して水上戦闘表でダイスを振り、適切な修正を適用する。
探知レベルが同じ場合は、迎撃を行ったプレイヤーが先に
行う。攻撃の結果は直ちに適用される。

2. 攻撃を解決した後、その ASW 戦闘の間、攻撃側ユニット
の探知レベルは 1 上昇する。

3. 相手方のプレイヤーは、ASW 戦闘力を使用して水上戦闘
表でダイスを振り、適切な修正を適用する。攻撃の結果は
直ちに適用される。

33.15 海軍の弾薬消費

1. ミサイル戦闘のダイスで 1 ～ 10 の目を出した場合、攻
撃に参加したユニットの中で、ミサイル減少（Missile 
Halved）マーカーの置かれていないユニットから無作為
に選んだユニットの下に、ミサイル減少マーカーが置かれ
る。ミサイル減少マーカーの置かれたユニットは、ミサイ
ル攻撃力が半減する。

2. ASW 戦闘のダイスで 1 ～ 5 の目を出した場合、攻撃に参
加したユニットの中で、ASW 減少（ASW Halved）マーカー
の置かれていないユニットから無作為に選んだユニットの
下に、ASW 減少マーカーが置かれる。ASW 減少マーカー
の置かれたユニットは、ASW 攻撃力が半減する。

3. 対空射撃、あるいはミサイル防御の際、A+、A、あるい
は B のレーティングを持つユニットはダイスの目で 1 ～ 5
を出した場合、ユニットの下に対空弾薬 1（Flak Ammo 1）
マーカーが置かれる。そしてマーカーが除去されるまで、
レーティングが 1 段階（A なら B に、B なら C に）低下する。

4. ターンの終了フェイズに自軍の海軍基地、あるいは自軍の
AFS、または TAK 艦艇ユニット同じメガヘクス内にいる
海軍ユニットは、ミサイル減少、ASW 減少、および対空
弾薬 1 マーカーは除去される。

33.16 輸送船団

輸送船団フェイズに両軍プレイヤーは、輸送船団の編成、お
よび解散を行うことができる。

33.16.1 輸送船団の編成
1. プレイヤーは輸送船団が出港する港湾と、入

港する港湾を決定する。両方の港湾は、自軍
の支配下でなくてはならない。連絡線チャー
ト上の港湾は、輸送船団は利用することがで
きない。

2. 出向する港湾、あるいは入港する港湾に機動部隊を編成可
能な艦艇ユニットがいる場合、そのユニットを輸送船団に
組み込むことができる。それらのユニットは機動部隊と同
様に、輸送船団の様々なセクターに置かれる。

3. プレイヤーは輸送船団ルート（Convoy Route）を定める
ために、該当する番号の輸送船団（Convoy）マーカーを
メガヘクスに 1 つずつ置いていく。輸送船団ルートは、出
向する港湾と入港する港湾を繋いでいなくてはならない。

33.16.3 輸送船団の再編成
その後の輸送船団フェイズでは、プレイヤーは以下のことを
行うことができる：
1. 輸送船団を編成するルールに従って、輸送船団のルートを

望む形に変更する。
2. 出向する港湾、あるいは入港する港湾にいる艦艇ユニット

を、輸送船団に加える。
3. 輸送船団から艦艇ユニットを除去し、出向する港湾、ある

いは入港する港湾に置く。

33.16.3 輸送船団の解散
その後の輸送船団フェイズでは、プレイヤーは任意の輸送船
団を解散することができる。輸送船団から艦艇ユニットを除
去し、出向する港湾、あるいは入港する港湾に置く。そして
全ての輸送船団マーカーを除去する。

33.16.4 補給の輸送
ターンの終了フェイズにそれぞれの輸送船団は、入港する港
湾まで補給ポイントを輸送することができる。
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1. 輸送船団の補給輸送ポイント（Supply Transport Point）
を合計する。

2. 出向する港湾から入港する港湾までのメガヘクスを数え
る。地図外基地から出港した場合、地図外基地から進入エ
リアまでの距離をこれに加える。

3. 輸送された補給ポイントを、「輸送船団補給輸送表“Convoy 
Supply Transport Table”」で計算する。

4. 出港した港湾が通常補給下にない場合、補給ポイントは輸
送されない。

5. 出港する港湾、あるいは入港する港湾が損傷している場
合、輸送される補給ポイントは半減する。

6. 輸送船団ルートが機雷のあるヘクスを 1 つ以上通過する場
合、輸送された補給ポイントを計算する前に、機雷のある
それぞれのヘクスで機雷からの攻撃を受ける。

33.16.5 輸送船団への攻撃
1. 輸送船団はルート上の全てのメガヘクスで攻撃を受ける。
2. 輸送船団に対する攻撃は、迎撃に関するルールも含め、通

常の水上戦闘に関するルールに従う。輸送船団は水上戦闘
に関して、機動部隊と同じ様に扱われる。

33.17 空母打撃群（Carrier Battlegroup）

空母打撃群（CVBG）は航空母艦（CV）とその機動部隊か
らなる。これらの部隊は、ほとんどの敵の航空攻撃の範囲外
にとどまり、非常なる決意と集中した努力によってのみ攻撃
することが可能になる。
1. 空母打撃群は、連絡線チャート上の移動と、地図上の

CVBG ボックスとの行き来する移動のみすることができ
る。

2. 空母打撃群ユニットは、連絡線チャート上の CVBG 進入
（CVBG Entry）ボックスからのみ、地図上の CVBG へと
移動することができる（その逆も可能である）。

3. CVBG ボックス内にある海軍ユニットから発艦した飛行
中隊は、行動範囲を計算する際に、飛行経路のメガヘクス
数に 2 を加える。

33.17.1 空母打撃群に対する対艦攻撃
1. WP プレイヤーは、CVBG ボックス内の CVBG ユニット

に対して、対艦攻撃任務を実施することができる。このと
き行動範囲については、通常通り計算したものに 2 を加え
る。

2. 攻撃を受けている CVBG ボックス内にいる、CVBG を基
地とする飛行中隊で出撃準備状態にあるものは、自動的に
迎撃に成功する。続く迎撃戦闘においては、NATO 側に
AEW 飛行中隊がいるものとして扱われる。

3. 迎撃戦闘は、通常通りに解決される。
4. WP プレイヤーは生き残った飛行中隊の打撃力を合計し、

水上戦闘表でダイスを振る。このとき、一切の修正は適用
されない。赤字の結果が出た場合、CVBG ユニットは 1 ス
テップロスしなくてはならない。

33.18 海軍の AEW

1. 1 つ以上の自軍 CV ユニットが洋上に存在するメガヘクス
内では、そこが敵の制空エリアでない限り、AEW 飛行中
隊が展開しているものとして扱う。

33.19 沿岸砲台

沿岸砲台は、1 つまたは複数の砲や魚雷を装備する要塞化さ
れた砲台を指す。
1. 沿岸砲台は、自身から 1 ヘクス以内を移動する水上艦艇ユ

ニットに対して、攻撃を行うことができる。射程内を通過
するヘクス毎に 1 回、水上艦艇ユニットに対して攻撃を行
うことができる。

2. 水上艦艇ユニットの移動が、敵の沿岸砲台から 1 ヘクス以
内を通過しなければ実行できない場合、ユニットを所有す
るプレイヤーは、使用するヘクスの経路を正確に辿らなけ
ればならない。移動中の海軍ユニットは、その移動経路に
に応じて沿岸砲台の攻撃を受ける。

3. 水上艦艇ユニットは沿岸砲台の 1 ヘクス以内を通過する場
合、探知レベルが 2 上昇する。

4. 沿岸砲台は無限の弾薬を保有し、1 ターンの間に何回でも
攻撃することができる。

5. 沿岸砲台による攻撃は砲撃戦として行われ、沿岸砲台は 8
の耐久性と、4 砲撃力を持つものとされる。そして、2 ステッ
プロスを被ることで損傷する。

6. 沿岸砲台は、陸上部隊のそのヘクスへの進入、対地攻撃任
務、核攻撃、あるいは特殊任務部隊の襲撃によって損傷す
る。

7. 損傷した沿岸砲台は存在しなくり、修理をすることもでき
ない。

33.20 海軍の修理

1. 終了フェイズに両軍プレイヤーは、損傷を受けて 1 隻の艦
艇を表示している海軍ユニット（カウンターの裏側に黄色
い三角の損傷マークが印刷されているもの）の修理を試み
ることができる。

2. 修理を試みるために海軍ユニットは、通常補給下にある自
軍の損傷していない海軍基地にいて、そのターン中に移動
ポイントを消費していてはいけない。

3. 所有するプレイヤーは修理を試みる海軍ユニット毎にダ
イスを振り、その目が 1 か 2 の場合に修理に成功し、ユニッ
トは非損傷面へと裏返される。

33.21 艦砲射撃

1. 海岸ヘクス、あるいは港湾にいる自軍の海軍ユニットは、
そのヘクスで行われている陸上戦闘に、砲撃力の 1/4 を戦
闘支援として加えることができる。

2. 艦砲射撃も、敵の電子戦の対象になる（9.20.1 参照）。
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34. デンマークのフェリー

1. デンマークのフェリーは、1 つのフェリーヘクスから、そ
こに繋がるもう 1 つのフェリーヘクスに対して、陸上ユ
ニットを 1 つ輸送することができる。

2. それぞれのフェリーは、1 ゲームターンの間に 1 個旅団、
あるいは 1 個旅団相当のユニットまで輸送することができ
る。

3. ユニットは、フェリーで繋がっている両方のヘクスを自軍
の支配下においている場合にのみ、フェリーで輸送するこ
とができる。

4. ユニットは、フェリーで繋がったヘクスが敵が制空権を確
保しているメガヘクス内にある場合、フェリーで輸送する
ことはできない。

5. デンマークのフェリーは、開戦第 2 ターンまでしか利用す
ることはできない。

35. 山岳ユニット（選択ルール）

山岳ユニットは、山間部での移動と戦闘について特別に訓練
された部隊である。
1. 山岳ユニットは、10 移動ポイントを消費することによっ

て、山岳（Alpine）ヘクスサイドを超えることができる。
2. 山岳ユニットは通常より低い移動ポイントの消費で、荒地

-1（Rough-1）、荒地 -2（Rough-2）、北極圏荒地 -1（Arctic 
Rough-1）、および北極圏荒地 -2（Arctic Rough-2）ヘク
スに進入することができる（「地形効果表」参照）。

3. 山岳ユニットが荒地 -2 ヘクスから荒地 -2 ヘクスに対して
攻撃を行う場合、戦闘修正に 1 が加えられる。

36. 極地歩兵（選択ルール）

極地歩兵は、北極圏での移動と戦闘について特別に訓練され
た部隊である。
1. 極地歩兵は、北極圏の地形を非北極圏の地形と同じ移動ポ

イントを消費するだけで移動することができる（北極圏荒
地 -1 なら、荒地 -1 の移動コストで良い）。

2. 極地歩兵が北極圏地形のヘクスで防御する場合、戦闘修正
に 1 が加えられる。

3. 極地歩兵が北極圏地形を攻撃する場合、戦闘修正に追加で
-1 が適用される。

37. 特殊任務部隊（選択ルール）

両軍ともに特殊任務部隊が存在し、通常は大隊規模を有して
いる。このルールを導入した場合、特殊任務部隊は敵戦線後
方に対する襲撃を行うことができる。

特殊任務部隊は以下のルールに従って運用される：
1. 他のユニットとスタックしていない特殊任務部隊は、敵に

よる攻撃を宣言された時点で、自動的に退却することがで
きる。この退却には通常のルール（No-Zoc、突破、およ
び戦闘後前進）が適用される。

2. 特殊任務部隊は、襲撃を行うことができる。襲撃を行った

特殊任務部隊は、そのターンの残りの間、移動することが
できない。

37.1 襲撃の計画

1. 特殊任務部隊襲撃フェイズの開始時、フェイズプレイヤー
は自軍の全ての襲撃任務を計画する。

2. それぞれの襲撃について、その襲撃を実施する特殊任務部
隊ユニットと、部隊の輸送を行うヘリコプター、および目
標ヘクスを決定し記録する。

3. 襲撃で使用されるヘリコプターユニットは、輸送する特殊
任務部隊ユニットと同じヘクスで特殊任務部隊襲撃フェイ
ズを開始しなくてはならない。

4. 計画された襲撃は、襲撃の実施手順に従って 1 つずつ解決
されるが、その順番はフェイズプレイヤーの任意である。

37.2 襲撃の実施手順

1. 襲撃を実施するユニットと、その輸送ヘリコプターユニッ
トは、通常のヘリコプター移動のルールに従って目標ヘク
スまで移動する。

2. 移動経路上にある敵対空砲火によって、ヘリコプターは通
常通り対空砲火を受ける。目標ヘクスに存在する対空火器
は、接近するヘリコプターに対し、目標ヘクスに達する前
にのみ射撃することができる。

3. 特殊任務部隊ユニットを輸送しているヘリコプターがス
テップロスしたら、輸送していた特殊任務部隊ユニットも
ステップロスしなくてはならない。

4. 襲撃に参加している全てのヘリコプターと特殊任務部隊
が目標ヘクスに到達したら、相手方プレイヤーは、目標ヘ
クスにいる対空砲火それぞれについて、「襲撃部隊進入表
“Raid Ingress Table”」でダイスを振る。そこで得られた
結果は直ちに適用され、損失は所有プレイヤーが望む形で
ヘリコプターユニットに割り振られる。

5. 襲撃を行ったヘクスに敵の特殊任務部隊がいる場合、両軍
の特殊任務部隊ユニットを相殺する形で除去していき、ど
ちらか一方の軍の特殊任務部隊ユニットだけが残るように
する。

6. 生き残った特殊任務部隊は襲撃任務を実行し、「襲撃表
“Raid Assault Table”」でダイスを振り、結果は直ちに適
用される。

7. 襲撃を解決した後、目標ヘクス内に残っている敵の 1 個旅
団毎に、特殊任務部隊ユニットは 2 ステップロスする（こ
のとき師団は 3 個旅団分に扱う）。

8. 生き残った特殊任務部隊ユニットは再びヘリコプターに
搭乗し、通常のヘリコプター移動ルールに従って自軍の空
軍基地へと帰還する。このとき襲撃を受けたヘクスの対空
火器は射撃することができないが、移動経路上にある他の
対空火器については、通常通り射撃することができる。

37.3 特殊任務部隊の襲撃結果

1. 襲撃に成功したら、フェイズプレイヤーは生き残った特殊
任務部隊ユニット毎に、以下の中から成果を選択する。
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a. フェイズプレイヤーが選択したそのヘクス内の支援ユ
ニットから、2 戦闘ステップ分を除去する。

b. フェイズプレイヤーが選択した 1 個飛行中隊、あるい
はヘリコプター中隊を除去する。

c. フェイズプレイヤーが選択した港湾に停泊中の海軍ユ
ニットを、2 ステップ分除去する。

d. そのヘクス内の 1 つの基地に損傷を与える
e. そのヘクス内の 1 つの橋梁に損傷を与える
f. 補給集積所の補給ポイントを、5 ポイント破壊する。

例：NATO プレイヤーは、敵 1 個師団と 1 個 ADA 大隊、お

よび 1 個砲兵連隊が存在するヘクスへ特殊任務部隊による襲

撃を実施した。襲撃は成功し、特殊任務部隊 2 ユニットが生

き残った。そして NATO プレイヤーは ADA ユニット（1 戦

闘ステップ）と砲兵連隊（3 戦闘ステップ）を除去すること

にした。これらのユニットを除去した後、WP の師団が残っ

ているために特殊任務部隊は 6 ステップ失わなくてはなら

ず、結果的に全滅することとなった。

38. 輸送コスト

1. それぞれのユニットには、「輸送コスト表 “Transport 
Costs Table”」に記されているように、輸送するためのコ
ストが輸送ポイント（Transport Point）という形で定め
られている。

2. 輸送コストとは別に、航空機とヘリコプターによって輸送
されるユニットは、特定の種類に限られている（30.13.1、
31.5 参照）。

例：1 戦闘ステップロスをしたソビエト軍の空挺師団ユニッ

トは、輸送するために 6 輸送ポイントを必要とする。同様

に 2 戦闘ステップロスをしたソビエト軍の空挺師団ユニット

は、輸送するために 3 輸送ポイントを必要とする。

例：2 戦闘ステップロスをしたソビエト軍の空挺旅団ユニッ

トは、輸送するために 1 輸送ポイントを必要とする。

39. 偵察機ユニット（選択ルール）

偵察に関するルールを導入した場合、飛行中隊が攻撃任務の
目標とすることができるヘクスは、以下の条件の何れかに該
当する場合に限定される：
1. 自軍ユニットがいるヘクスに隣接するヘクス。
2. 事前に自軍の偵察飛行中隊によって視認されているヘク

ス。
3. 実施する任務が、その行動フェイズ中にすでに射撃を行っ

ている対空火器に対する敵防空網制圧任務。
4. 実施する任務がワイルド・ウィーゼル任務、補給妨害任務、

あるいは対艦攻撃任務。
5. 実施する任務によって攻撃の対象となるのが敵基地、橋

梁、沿岸砲台、あるいは SAM のみ。

39.1 偵察任務

39.1.1 偵察任務総則
1. 偵察飛行中隊のみが、偵察任務を実施することができる。
2. 移動フェイズにフェイズプレイヤーがどれか 1 つの戦闘ユ

ニットの移動を完了したら、両軍プレイヤーは望むだけの
偵察任務を実施することができる。

39.1.2 偵察任務手順
1. プレイヤーは偵察任務の目標ヘクスと、偵察任務を実施す

る 1 個偵察飛行中隊を指定する。
2. 相手プレイヤーは、偵察飛行中隊に対する対空射撃を実施

する。このとき偵察飛行中隊に対して対空射撃を行うこと
ができるのは、対空レーティングが A+、A、または B の
対空火器に限られる。そして飛行中隊に対する損失は、直
ちに適用される。

3. 偵察飛行中隊に損傷を受けていないステップが 1 ステップ
でも残っていたら、相手側プレイヤーはダイスを振る。こ
のとき出た目が NATO プレイヤーの場合は 1 ～ 3 なら、
WP プレイヤーの場合は 1 ～ 6 なら、そのヘクスは視認さ
れないまま残る。それ以外の目が出た場合そのヘクスは視
認されたものとみなし、視認（Spotted）マーカーが置か
れる。視認マーカーは、ターンの終了フェイズに除去され
る。

4. 偵察飛行中隊は自軍の空軍基地に戻り、帰還セクションに
置かれる。

40 橋梁

橋梁が描かれている、あるいは道路／鉄道が横切っている河
川／海ヘクスサイドには、橋梁があるものとみなされる。橋
梁は対地攻撃任務、特殊任務部隊による襲撃、核攻撃、ある
いは爆破によって損傷する。

40.1 橋梁の爆破

1. 自軍ユニットのみが橋梁に隣接している場合、プレイヤー
はいつでも橋梁を爆破することができる。そして爆破した
橋梁には損傷（Damaged）マーカーが置かれる。

2. プレイヤーは橋梁に自軍ユニットと敵ユニットの両方が
隣接している場合、陸上戦闘の解決中を除き、橋梁の爆破
を試みることができる。

3. 自軍ユニットが橋梁に隣接していない場合でも、以下の条
件を全て満たしていればいつでも橋梁の爆破を試みること
ができる。

a. 橋梁が元々自軍支配下だった地域に存在する。
b. 敵ユニットが未だその橋梁を越えたことがない。
c. その橋梁に敵ユニットが隣接していない。
d. そのゲームターン中に、まだその橋梁に対する爆破を

試みていない。
4. 橋梁の爆破を試みる場合、プレイヤーはダイスを振り、出

た目が 1 ～ 13 ならば爆破に成功し、損傷マーカーが置か
れる。
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40.2 橋梁への損傷の影響

1. 修理がされない限り、ゲーム上その橋梁は存在しないもの
とみなされる。

2. 損傷した橋梁を通過して河川を越える陸上ユニットは、橋
梁のない大河川／小河川を越えるために必要な移動ポイン
トを消費しなくてはならない。

3. 補給線は、損傷している橋梁を利用して大河川を越えるこ
とはできない。

41. 修理

修理フェイズに両軍プレイヤーは、損傷した基地と橋梁を修
理することができる。
1. 両軍プレイヤーは、それぞれのターンに使用可能な修理ポ

イントが、シナリオ毎に定められている。
2. 修理ポイントは、後のターンのために蓄積することはでき

ない。そのターンに使われなかった修理ポイントは失われ
る。

3. 修理を行うために基地、あるいは橋梁は、以下の条件を満
たしていなくてはならない。

a. そこに自軍ユニットが存在する、あるいは自軍の
ZOC 内にある。

b. そこが通常補給下にある、あるいは補給集積所へ補給
線を引くことができる。後者の場合、補給集積所はそ
こから 2 ヘクス以内にあり、修理コストと同じだけの
補給ポイントを消費しなくてはならない。

4. 核汚染地域内にある基地、および橋梁は、通常の倍の修理
ポイントを使用することによって修理することができる。

5. 損傷した空軍基地は、5 修理ポイントで修理することがで
きる。

6. 損傷したヘリポートは、3 修理ポイントで修理することが
できる。

7. 損傷した港湾は、10 修理ポイントで修理することができ
る。

8. 損傷した橋梁は、3 修理ポイントで修理することができる。

42. 中立国

フィンランドとスウェーデンは、シナリオに特に記載のない
限り中立国である。
1. 中立国のユニットは、移動することができない。
2. プレイヤーはゲーム中、連絡線移動も含め、中立国に進入

することも、中立国を利用することもできない。
3. 中立国の国境を越えて ZOC は、中にも外にも広がらない。
4. シナリオに特に記載のない限り、完全に中立国の内側とな

るメガヘクスの境界を越えることはできない。
5. WP プレイヤーは、任意のゲームターンの他戦域イベント

フェイズに、フィンランド、あるいはスウェーデンの中立
侵犯を宣言することができる。この場合これらの国はただ
ちに NATO の指揮下に入り、動員が開始され、上記の制
限は撤廃される。

42.1 フィンランドの中立性

1. 以下のエリアについては、フィンランドへの中立侵犯が宣
言されない限り、WP プレイヤーは進入／利用することがで
きない。

a. 進入エリア “W2”、および “W3”。
b. 連絡線ボックス “Finland 2”、“Finland 3”、および

“Finland 4”。
2. フィンランドへの中立侵犯が宣言されると、 WP の飛行

中隊とヘリコプター中隊は、 進入エリア “W2”、および
“W3” を利用することができる。 陸上ユニットが進入エ
リア “W2”、および “W3” を利用できるのは、 フィンラン
ド戦線のイベントによってそれらが確保された後である
(25.3 参照 ）。

シナリオ用追加ルール

以下に記すルールの一部、あるいは全ては、それぞれのシナ
リオの “Additional Rule” の項目への記載に従って導入され
る。

それぞれのシナリオの初期配置の項目を見ると、ユニットに
印刷された配置ヘクスや登場時期とは異なるものがあり、そ
れらは灰色の網がかかって記されている。

50. 降伏。

それぞれの国には、戦意が喪失してしまう限界点がある。強
力な共産党を擁する国や、長年の宥和の伝統を持つ NATO
加盟国の中には、この限界点が特に低い国だろう。

50.1 デンマークの降伏

1. WP の戦闘ユニットがデンマークに最初に侵入した時点で
NATO プレイヤーはダイスを振り、出た目が 1 ～ 6 の場合、
デンマークは降伏する。

2. WP の行動フェイズ開始時に通常補給下にある、あるいは
自軍支配下の損傷していない港湾に補給線を引くことので
きる WP 戦闘ユニットがシェラン（Sjaelland）にいると
いう条件を最初に満たしたとき、NATO プレイヤーはダ
イスを振る。このとき出た目が 1 ～ 10 の場合、デンマー
クは降伏する。

3. WP の戦闘ユニットが最初にコペンハーゲン（Kobenhavn）
の都市ヘクスに侵入した時点で NATO プレイヤーはダイ
スを振り、出た目が 1 ～ 15 の場合、デンマークは降伏する。

4. デンマークが降伏すると、通常のルールに基づいて WP（の
み）がデンマークのフェリーを利用することができる。

50.2 フィンランドの降伏

1. WP の行動フェイズ開始時にフィンランドの全ての港湾を
WP が支配している場合、フィンランドは降伏する。
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50.3 ノルウェーの降伏

1. WP の行動フェイズ開始時に通常補給下にある、あるいは
自軍支配下の損傷していない港湾に補給線を引くことので
きる WP 戦闘ユニットが、オスロ（Oslo）の都市ヘクス
にいるという条件を最初に満たしたとき、NATO プレイ
ヤーはダイスを振る。このとき出た目が 1 ～ 6 の場合、ノ
ルウェーは降伏する。

2. WP の行動フェイズ開始時にノルウェーの全ての港湾を
WP が支配している場合、ノルウェーは降伏する。

50.4 スウェーデンの降伏

1. スウェーデン軍戦闘ユニットの通算ステップロス数が、最
初に 25 ステップを超えた時点で NATO プレイヤーはダイ
スを振り、出た目が1～12ならばスウェーデンは降伏する。

2. WP の行動フェイズ開始時にスウェーデンの全ての港湾を
WP が支配している場合、スウェーデンは降伏する。

50.5 降伏の影響

以下のルールは NATO 加盟国、あるいは以前中立だった国
が降伏した時点で直ちに適用される：
1. その国の特別ルールに記載のない限り、降伏した国の全て

のユニットは、プレイから除去される。
2. NATO は自軍の戦闘ユニットがいる、あるいは ZOC を及

ぼしているヘクスでない限り、NATO は降伏した国を通
して補給線を引くことはできない。

3. 降伏した国の国内にある基地で NATO ユニットのいない
ものは、WP の支配下になる。

4. 降伏した国の国内にある基地で、NATO ユニットが降伏
した時点でいた基地は、依然として NATO 支配下にある。

5. もはや NATO の支配下にない空軍基地にいる飛行中隊は、
自軍の空軍基地へ移動して、帰還セクションに置かれなく
てはならない。

6. もはや NATO の支配下にない基地にいるヘリコプター中
隊は、自軍の空軍基地／ヘリポートへと移動し、その行動
フェイズの残りの期間は使用することができない。到達可
能な自軍の空軍基地／ヘリポートがない場合、ヘリコプ
ター中隊は除去される。

7. WP は通常のルールと制限に従って、降伏した国を通して
補給線を引くことができる。

8. WP は通常のルールと制限に従って、降伏した国の国内に
ある基地を利用することができる。

51. 緊張期間

シナリオによっては、ワルシャワ条約機構は最初に軍備を増
強し、その後に開戦することを決定するかもしれない。ワル
シャワ条約機構が開戦するまで、ユニットには以下のルール
が適用される。
1. 全てのユニットは、敵国や中立国に侵入することはできな

い。
2. 全てのユニットは、敵ユニットや敵の施設を攻撃すること

ができない。
3. ZOC は国境線を越えては広がらない。
4. どちらのプレイヤーも橋梁を爆破することはできない。
5. いかなる場合も、　NATO の動員は第 1 ターンに開始され

る。
6. 第 0 ターン、および第 1 ターンの移動に関するルールは、

開戦が遅れた場合でも適用される。

52. 第 0 ターンの移動

以下のルールは、最初から戦争が勃発した場合の、両陣営の
最低限の準備期間を表している。
1. 初期配置完了後、WP プレイヤーは以下の開戦前移動を実

施することができる。
a. ソビエト軍の陸上ユニットは、20 移動ポイントまで
（徒歩の歩兵ユニットは 10 移動ポイントまで）消費し
て移動することができる。

b. ソビエト軍のヘリコプター中隊は、移動力の分だけ移
動することができる。このとき、ソビエト軍のユニッ
トを輸送する輸送任務も実施することができる。

c. ソビエト軍の海軍ユニットは、移動力の分だけ移動す
ることができる。このとき、海軍ユニットはソビエト
軍の部隊、および荷物を乗下船させることが可能で、
追加の移動ポイントを消費することなくパトロール任
務に就くことも可能である。

2. WP プレイヤーによる第 0 ターンの移動が完了したら、
NATO プレイヤーは以下の開戦前移動を実施することが
できる。

a. アメリカ、イギリス、およびカナダ軍の陸上ユニッ
トは、10 移動ポイントまで（徒歩の歩兵ユニットは 5
移動ポイントまで）消費して移動することができる。

b. NATO の司令部と特殊任務部隊は、10 移動ポイント
まで消費して移動することができる。

c. アメリカ、イギリス、カナダ、および西ドイツ軍のヘ
リコプター中隊は、移動力の分だけ移動することがで
きる。このとき、特殊任務部隊やアメリカ、イギリス、
カナダ、および西ドイツ軍のユニットを輸送する輸送
任務も実施することができる。

d. NATO 加盟国の海軍ユニットは、移動力の分だけ移
動することができる。このとき、海軍ユニットはアメ
リカ、イギリス、およびカナダ軍の部隊、および荷物
を乗下船させることが可能で、追加の移動ポイントを
消費することなくパトロール任務に就くことも可能で
ある。

3. 緊張期間における制限は、第 0 ターンの移動時にも適用さ
れる。

4. 第 0 ターンの移動ルールは、ワルシャワ条約機構によって
中立が侵犯されたターンの中立国の移動にも適用される。
この場合第 0 ターンの移動は、他戦域イベントフェイズに
実施される。

53. 第 1 ターンの移動

1. 第 1 ターンの WP 移動フェイズ開始時、ワルシャワ条約
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機構加盟国の全陸上ユニットは、部隊の招集／編成のため
に、すでに 10 移動ポイントを消費しているものとする。

2. 第 1 ターンの NATO 移動フェイズ開始時、イギリス、カ
ナダ、およびアメリカを除く NATO 加盟国の全陸上ユニッ
トは、部隊の招集／編成のために、すでに 10 移動ポイン
トを消費しているものとする。

54. 奇襲

緊急時における迅速で民衆に好まれない決定は、西欧の民主
主義の強みの中には存在しない。さらに、両陣営の間で数十
年続いた対立の中で何度か緊張の高まりはあったが、何れも
開戦には至らなかった。

NATO の一部の指導者や将官はそう思っており、今回も冷
戦が終了して本物の戦争になるなどとは考えていなかった。
そのために、NATO の動員や展開についても致命的な遅れ
が生じる可能性が出てしまった。

54.1 第 1 ターンの奇襲効果

WP プレイヤーにが第 1 ターンに開戦した場合、以下の追加
ルールが適用される：
1. 第 1 ターンの間、WP プレイヤーは（攻撃と防御の）全て

の戦闘において、自軍が有利になるように追加で 2 の戦闘
修整を得ることができる。

2. 詳細な補給のルールを導入している場合、第 1 ターンの間、
全ての NATO ユニットは自己補給のみを利用しなくては
ならない。

3. 第 1 ターンの間、全ての NATO の SAM と ADA は、2
対空弾薬ポイントのみを持つ。

4. 奇襲の効果は、第 1 ターンの終了時まで続く。

54.2 第 2 ターンの奇襲効果

WP プレイヤーにが第 2 ターンに開戦した場合、以下の追加
ルールが適用される：
1. 第 2 ターンの間、WP プレイヤーは（攻撃と防御の）全て

の戦闘において、自軍が有利になるように追加で 1 の戦闘
修整を得ることができる。

54.3 続くターンの奇襲効果

WPプレイヤーが第2ゲームターンよりも後に開戦した場合、
奇襲効果による追加のルールはない。

55. スウェーデンパイロットの暗殺

信じられないように思えるかもしれないが、冷戦の絶頂期に、
ソビエト軍事情報局（GRU）はスウェーデン空軍のパイロッ
トを暗殺する計画を考え出していた。

80 年代の間に、ポーランドのディーラーを装った GRU の
工作員は、彼らの居住地と習慣についての情報を収集する

ために、何人かのスウェーデンパイロットに接触していた。
GRU の部隊は潜水艦で潜入し、敵対行動の開始前にターゲッ
トを暗殺しただろう。

1. 他戦域イベントフェイズにスウェーデンへの中立侵犯が
宣言された場合、WP プレイヤーはスウェーデンパイロッ
トの暗殺を試みることができる。

2. WP プレイヤーはダイスを振り、以下の表で結果を判定す
る：

56. スウェーデン軍の追加戦力

1. WP によるスウェーデンへの中立侵犯が行われた時点で、
以下の効果が適用される：

a. NATO プレイヤーは直ちに、追加で水上監視マーカー
と ASW 監視マーカを 1 つずつ獲得する。

b. そのエリアの一部、あるいは全部にスウェーデン領が
含まれるメガヘクスでは、NATO の迎撃修正が +4 さ
れる（つまり、-2 だった迎撃修正は +2 になる）。

2. スウェーデンが降伏した時点で、上記の効果は直ちに失わ
れる。

57. スウェーデンの介入

冷戦時代、スウェーデンはしばしば「秘密の NATO 加盟
国」というレッテルを貼られ、その戦争計画のいくつかは 
NATO との緊密な協力や、フィンランド方面への部隊や航
空機の前方配備を前提としていた。そのため、世界的な紛争
におけるスウェーデンの役割は、直接中立を侵犯されていな
くても、予想以上に活発になる可能性がある。

1. WP による直接的な攻撃を受けなくても、以下の状況にお
いてスウェーデン軍の動員が開始されることがある：

a. 開戦後最初の他戦域イベントフェイズに NATO プレ
イヤーはダイスを振り、出た目が 1 ～ 10 の場合、ス
ウェーデン軍の動員が開始される。

b. WP によるフィンランドへの中立侵犯が行われたら
NATO プレイヤーはダイスを振り、出た目が 1 ～ 14
の場合、スウェーデン軍の動員が開始される。

c. 上記の a と b が同時に発生した場合、b に対する判定
を 1 回だけ行う。

2. スウェーデンが中立状態のまま動員を開始した場合、以下
のルールが追加して適用される：

a. フィンランド戦線における NATO の戦力が 10 増加す

ダイスの目 結果

1 〜 3
航空機の半分を無作為に選び出し、それ
らをそれぞれの基地の帰還セクションに
置く。

4 〜 10
航空機の 1/3 を無作為に選び出し、それら
をそれぞれの基地の帰還セクションに置
く。

11 〜 20 GRU の破壊工作はスウェーデンの防諜活
動によって阻止される。効果なし。
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る。
b. スウェーデン軍の陸上、および航空ユニットを

NATO プレイヤーは移動させることができる。ただ
し、スウェーデン国外へ移動させてはならない。

c. スウェーデン軍の海軍ユニットを NATO プレイヤー
は移動させることができるが、WP に対する敵対行為
をとってはならない。このとき、スウェーデンの沿岸
ヘクスにおける掃海活動は、敵対行為にはあたらない。

d. スウェーデン領をその一部に含むメガヘクスに、WP
プレイヤーが制空権マーカーを置いた場合、NATO
プレイヤーはスウェーデン軍の 1 個飛行中隊までを、
その制空エリアに投入することができる。

e. 制空戦闘において WP プレイヤーは、スウェーデン
の飛行中隊に対峙した飛行中隊を、自発的に帰還させ
ることができる。WP プレイヤーが帰還を選択した場
合、対峙していた両軍の飛行中隊は自軍の基地へ帰還
する。WP プレイヤーが戦闘を選択した場合、スウェー
デンは戦争状態になり、全てにおいて NATO の一部
として扱われる。

58. 勝利条件

1985: Deadly Northern Lights のキャンペーンにおける勝利
は、政治的なものと軍事的なものの 2 つが存在する。より小
さなシナリオでは軍事的なもののみが使用され、それぞれに
独自の勝利条件がある。
1. 政治的勝利は両陣営にとって優先される、最も重要な目標

である。両軍プレイヤーは政治的勝利のために政治的勝利
ポイント（PP）の合計を計算し、政治的勝利のルールで
使用する。

2. 何れのプレイヤーも政治的勝利を達成できない場合、両
軍プレイヤーは政軍事的勝利のために軍事的勝利ポイント

（MP）の合計を計算し、軍事的勝利のルールで使用する。
3. ゲーム中のいかなる時点でも、両軍プレイヤーが合意すれ

ばゲームを中断し、政治的勝利、あるいは軍事的勝利の判
定を行って構わない。

58.1 政治的勝利

政治的勝利の判定は、以下の手順によって行われる：
1. 両軍プレイヤーは政治的勝利ポイント表を利用して、獲得

した政治ポイントの合計を計算する。
2. WP の政治的勝利ポイントの合計から NATO の政治的

勝利ポイントの合計を引き、その結果をプレイするシナ
リオに定められた「政治的勝利判定表（Political Victory 
Table）」と照らし合わせる。

3. 上記の結果、何れのプレイヤーも政治的勝利を達成しな
かった場合は、軍事的勝利の判定に移る。

ワルシャワ条約機構の政治的勝利ポイント
デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの降伏（そ
れぞれ） 10PP

フィンランドの降伏 4PP
アイスランドの降伏 3PP

NATO が先に核兵器を解放した場合 12PP
WP 支配下にあるノルウェーの港湾毎に 2PP
WP 支配下にあるデンマークの港湾毎に 1PP
NATO の CVBG、あるいは CV が 1 ステップロスす
る毎に 2PP

CONUS 輸送船団がステップロスする毎に 1PP
アメリカ、あるいはイギリスの旅団が全滅する毎
に 2PP

都市、あるいは市街地ヘクスを核兵器で攻撃する
毎に -6PP

都市、あるいは市街地ヘクスを化学兵器で攻撃す
る毎に -3PP

NATO の政治的勝利ポイント
ワルシャワ条約機構が先に化学兵器を解放した場
合 4PP

ワルシャワ条約機構が先に核兵器を解放した場合 10PP
アイスランドを保持している場合 3PP
ワルシャワ条約機構支配下の港湾がデンマークに
ない場合 5PP

ワルシャワ条約機構支配下の港湾がノルウェーに
ない場合 5PP

都市、あるいは市街地ヘクスを核兵器で攻撃する
毎に -10PP

都市、あるいは市街地ヘクスを化学兵器で攻撃す
る毎 -5PP

58.2 軍事的勝利

両軍プレイヤーとも政治的勝利を達成できなかった場合、プ
レイヤーはより古典的な軍事的勝利を判定することができ
る。軍事的勝利の結果は、近未来的に何が起きるかを保証す
るものではないが、軍事的な視点から見て、プレイヤーがど
の程度の成功を収めてかを判定する指針にはなる。
1. 軍事的勝利ポイントは都市や市街地、港湾、空軍基地ヘク

スの占領によって獲得することができる。
2. 戦略的拠点では、通常の占領によって獲得するポイントに

加えてボーナスポイントも獲得することができる。
3. 地理上の目標の中には複数のヘクスに跨がっているもの

もあるが、そのような目標から獲得することのできるボー
ナス MP は一方のプレイヤーに対してのみ与えられる。

4. 軍事的勝利ポイントを獲得するためには、目標ヘクスは以
下の条件を満たしていなくてはならない：

a. ヘクスは征服されたものでなくてはならない。つまり、
ゲーム開始時にそのヘクスは、MP を得るプレイヤー
の支配下であってはならない。そして、そのヘクスを
最後に占領した、あるいは最後に通過したのが自軍プ
レイヤーなら征服することができる。

b. そのヘクスは敵 ZOC 内にあってはならない（このルー
ルに関しては、味方ユニットの存在は敵 ZOC の効果
を打ち消すことができる）。

c. そのヘクスは距離に関係なく機能する補給源、あるい
は自軍支配下の損傷していない港湾、または空軍基地
まで補給船が引けなくてはならない。

5. 複数のヘクスからなる戦略的拠点についてボーナス MP
を獲得するためには、全ての都市ヘクス（都市ヘクスがな
い場合は市街地ヘクス）が上記条件を満たしている必要が
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ある。
6. それぞれのシナリオには、両陣営が追加して獲得すること

のできる軍事的勝利ポイントが記載されている。
7. 他戦域イベント（25 参照）によって、追加の軍事的勝利

ポイントを獲得することがある。
軍事的勝利の判定は、以下の手順によって行われる。
8. 両軍プレイヤーは軍事的勝利ポイント表を利用して、軍事

的勝利ポイントの合計を計算する。
9. WP の軍事的勝利ポイントの合計から NATO の軍事的

勝利ポイントの合計を引き、その結果をプレイするシナ
リオに定められた「軍事的勝利判定表（Political Victory 
Table）」と照らし合わせる。

軍事的勝利ポイント
基本的拠点

市街地ヘクス 2MP
都市ヘクス 5MP
空軍基地 4MP
港湾 8MP
海軍基地 10MP

戦略的拠点
Kaliningrad 30MP
Kobenhavn、Oslo、Stockholm 20MP
Baltiysk、Kobenhavn の港湾ヘクス 20MP
Bergen、Trondheim 10MP
Bergen、Oslo、Stockholm、Trondheim の港湾ヘ
クス 10MP

G d a n s k 、 K r i s t i a n s a n d 、 L u b e c k 、 N a r v i k 、
Odense、Rostock、Szczecin、Tromso 5MP

Andoya 空軍基地（D0621）、Bardufoss 空軍基地
（D1423）、Bodo 空 軍 基 地（W2415）、Flesland

空 軍 基 地（F0533）、Sola 空 軍 基 地（F0443）、
Vaernes 空軍基地（F3209）

5MP




