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1. 序章

“1985: Under an Iron Sky” は、1985 年の中央ヨーロッパにおける、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 枚の地図にはデンマークからドイツ、オー
ストリアを通ってイタリアの工業中心地帯までが描かれている。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描かれている。

1991 年のソビエト崩壊後、それまでは機密扱いだった文書も公開され、ワルシャワ条約機構軍の兵器に対する過大評価
や実際の技術力との差、機構軍内部の結束力や衛星諸国への信頼度、支援体制などに関する事項が明らかとなった。
こうした新情報はこのゲームに反映させてある。そして最終的には、NATO の確固たる防御と臨機応変な反撃によって
バランスのとれたゲームになるようになっている。

2. ゲームの備品

2.1 ゲーム地図

5 枚のマップは、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。

以下のコードはユニットや空軍基地表に記載することにより、地図上の特定の地域を表している。
N: 北部地図地域（North Map Section）
C: 中央地図地域（Central Map Section）
S: 南部地図地域（South Map Section）
Ne: 北東地図地域（North East Map Section）
Se: 南東地図地域（South East Map Section）

例えば、カウンターにその配置場所として S1005 と記載があれば、南部地図地域のヘクス 1005 に配置される。

2.2 各種図表類

ゲームにおける様々な場面で参照されたり、各種の解決の際に用いられたりする図表類がある。

2.3 プレイ用の駒

それぞれの駒は、中央ヨーロッパでの紛争で使われる戦闘部隊、あるいは支援部隊を表している。

2.4 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。

2.5 ゲームに含まれるもの

“1985: Under an Iron Sky” には、以下のものが含まれている。
・95cm × 65cm の地図  3 枚
・31cm × 24cm の地図  2 枚
・地形効果表（Terrain Effects Chart）／移動コスト表（Movement Costs Chart） 2 枚
・陸上戦闘結果表（Ground Combat Table）／陸上戦闘修正一覧（Ground Combat Modifiers）／指揮能力一覧（Cadre 

Ratings）2 枚
・航空戦闘結果表（Air Combat Table）／対地攻撃表（Ground Strike Table）／敵防空網制圧表（SEAD Table） 

 2 枚
・対空戦闘結果表（Flak Fire Tables）／ヘリコプター迎撃表（Helicopter Interception Table）／特殊任務解決表（Special 

Forces Assault Tables） 2 枚
・核攻撃結果表（Nuclear Attack Table）／動乱表（Revolt Tables）  2 枚
・北大西洋戦闘表（North Atlantic Battle Chart）／ユニット識別表（Unit Legend Chart） 2 枚
・NATO 空軍基地表（NATO Airfield Chart） 2 枚
・WP 空軍基地表（WP Airfield Chart）  2 枚
・制空エリア・ディスプレイ（Air Superiority Areas） 2 枚
・各 280 個のカウンターを収めたカウンター・シート 8 枚
・英文ルール 1 冊
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・シナリオ／デザイナーズ・ノート 1 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打撃グループで、同一の飛行任務を実施する。飛行グルー

プは、敵による対空戦闘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。陸上ユ

ニットは標準攻撃、あるいは縦陣攻撃によって敵陸上ユニットを攻撃する。ワルシャワ条約機構軍はこれらに加え、
単一梯団攻撃、急襲による攻撃がある。

・空中警戒管制機（AWACS）：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。

・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。

・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。

・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）：対空砲や地対空ミサイルの総称で、航空機やヘリコプターに遭遇した陸上ユニットや対空火器
を使用する。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ユニットを、独立部隊として扱う。
・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。
・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。
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・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。ベルギー（BE）、
カナダ（CA）、デンマーク（DK）、フランス（FR）、イタリア（IT）、ルクセンブルク（LX）、オランダ（NE）、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。オーストリア（AU）、リヒテンシュタイン（LI）、スウェーデン、スイス、
およびユーゴスラビア。スウェーデンとスイス、ユーゴスラビアには、どちらのプレイヤーが指揮するユニットも
進入することができない。

・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。

・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。
・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）ユニット、電子

戦（EW）ユニット、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）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）一部の航空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。チェコ
スロバキア（CZ）、東ドイツ（EG）、ハンガリー（HU）、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. 動員フェイズ
 WP プレイヤーは、ワルシャワ条約機構加盟国の動員を行う。

2. 情勢不穏／動乱フェイズ
 プレイヤーは、ワルシャワ条約機構加盟国内での情勢不穏や動乱の発生、動乱の伝播についてチェックを行う。

3. 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。

4. 他戦域イベントフェイズ
 プレイヤーは、北大西洋戦闘フローチャートに従って、このターンに発生する戦闘やイベントを解決する。

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

6. 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。

7. 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. 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、密かに飛行中隊の割り当てを行う。
 c. 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、制空戦闘の手順に従って制空エリアの支配を決定する



4

8. 核攻撃フェイズ
 プレイヤーは核兵器の発射と、核攻撃の解決を行う。

9. 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：
　 　特殊任務の計画と実行を行う。
 d. WP 陸上移動フェイズ：
　 　陸上ユニットの移動と戦闘を行う。
 e. WP 除去フェイズ
　 　持続性化学汚染マーカーと、対空火器制圧（Flak Suppress）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. 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：
　 　陸上ユニットの移動と戦闘を行う。
 e. NATO 除去フェイズ
　 　持続性化学汚染マーカーと、対空火器制圧（Flak Suppress）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。

11. 終了フェイズ
 a. 各制空エリアに割り当てた全ての飛行中隊を利用可能な空軍基地へと帰還させる。
 b. 全ての制空権マーカーを除去する。
 c. 全てのワイルド・ウィーゼル（Wild Weasel）マーカーを除去する。
 d. 損傷していない空軍基地で帰還（Used）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。
 e. 補充可能な全ての対空火器と砲兵に対し、完全な状態まで弾薬を補充する。
 f. 補充可能な全ての NATO 陸上ユニットに対し、完全に自己補給を回復させる。
 g. 各種施設の修理を行う。
 h. ゲームターン・マーカーを次のスペースに進め、新たなゲームターンを開始する。

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（移動コスト表参照）。
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（例外：乗船状態の海兵隊ユニッ
ト、航空機またはヘリコプターで輸送されているユニット）。

7. 特殊任務攻撃を行うヘクス（33.0 参照）、および動乱マーカーの置かれたヘクス（36.0 参照）を除き、自軍ユニッ



5

トは敵ユニットの存在するヘクスへ進入することができない。
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。一旦敵の支配地域に進入したユニットは、自
発的に敵支配地域から離脱することができない。

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。

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（14.1 参照）。

5. 既に移動を行ったユニットも、そのあと他のユニットと統合して師団になった場合、再度移動を行うことができる
（14.2 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. 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戦闘で 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. 戦闘ユニットのみがヘッジホッグ・モードになることができる。
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力を消費することができるが、疲労する可能性がある。
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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。

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
を振って以下の通り疲労の判定を行う。

現在の疲労レベル 効果なし 疲労レベル 1 増加 ステップロス

疲労なし 01 〜 10 11 〜 20

疲労レベル 1 01 〜 05 06 〜 20

疲労レベル 2 01 〜 15 16 〜 20

現在の疲労レベル 効果なし 疲労レベル 1 増加 ステップロス

疲労なし 01 〜 05 06 〜 20

疲労レベル 1 自動

疲労レベル 2 自動

現在の疲労レベル 効果なし 疲労レベル 1 増加 ステップロス

疲労なし 自動

疲労レベル 1 自動

疲労レベル 2 自動

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
スを振って以下の通り疲労の判定を行う。

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
スを振って以下の通り疲労の判定を行う。

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。

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。この時ユニットは荒地–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 の状態で戦闘を行うこととなる。

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。

5.4.1 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 のマーカー “Fatigue 1” 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 のマーカー “Fatigue 2” 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。
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5.5 地図外移動

両軍プレイヤーは、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。地図外移動は通常の移動フェ
イズ中に行われ、その時ユニットは、行軍モードか戦術モードでなくてはならない。地図上に印刷された地図外移動トラッ
クには、その地図外移動に必要なモード、およびそのモードで消費する移動ポイントが記されている。

1. 地図外の地域へ航空機は進入することができず、地図外の地域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。

2. 戦術モードで地図外移動を行って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、かつ地図外を移動中のユニットが戦術モードにある場合、地図外
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へ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。

3. 地図外移動を行っているユニットは、地図外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。
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（WP のみ）

1. 移動フェイズを鉄道上で開始したワルシャワ条約機構のユニットは、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. 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。
3. 鉄道ヘクスから離脱した場合、あるいは上記 2 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）

一部の特殊な部隊は、依然として主に徒歩で移動を行っている。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. 空挺、空中機動、山岳、海兵、および特殊任務部隊は、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 1 〜 10 の場合は疲労レベルが 1 増加するが、
11 〜 20 の場合は疲労レベルは変わらない。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。この時のみ、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 西ドイツ軍予備部隊

西ドイツ軍ユニットで “HSB”、あるいは “HSR” と印字されているユニットは郷土防衛予備部隊で、西ドイツを離れるこ
とはできない。ユニットが西ドイツ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。

5.10 オーストリア防衛隊

オーストリア軍ユニットで “AM” と印字されているユニットは郷土防衛予備部隊で、オーストリアを離れることはでき
ない。ユニットがオーストリア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。
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5.11 国境地雷原

開戦第 1 ターンは、ワルシャワ条約機構／ NATO 国境、およびワルシャワ条約機構／オーストリア国境のヘクスサイド
を超える際に、追加 2 移動ポイントを消費する必要がある。ただし、以下のヘクスサイドについては、この追加コストは
適用されない：N3631/N3732、C3608/C3709、C2919/C3018、C3924/C4023。

このルールは NATO の地雷原の影響を表しているのではなく、WP の地雷原の影響を表している。東ドイツとチェコス
ロバキアの国境沿いに敷設されたこの防衛網は大軍による移動を阻害し、差し迫った攻撃を敵に知らせることを避けるた
め、開戦の直前になって除去されることになる。

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. 戦闘ユニットのみが ZOC を持ち、支援ユニットは ZOC を持たない。
2. 行軍モード、またはヘッジホッグ・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：9.5「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（9.11 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、何らの制限も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、既に敵 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. 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。
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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、および特殊任務部隊は、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施設（基地）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：9.5 「急襲」）。

2. 敵 ZOC 内で移動フェイズ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、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は、緊急対応防御力を持たない支援ユニットと同様に扱われる。自軍ユニッ
トはその空軍基地のヘクスへ進入する前に、攻撃を行わなくてはならない（上記の 4，5 を参照）。

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後退する。
この時後退路が確保できなかったら、ユニットは除去される。
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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. 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。
2. 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）。
3. 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、あるいは定量弾薬消費）を宣言する。
4. 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、あるいは定量弾薬消費）を宣言する。
5. 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）。
6. 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）。
7. 防御側プレイヤーは防御の種類を宣言する（NATO のみ：9.16「積極防御」）。
8. 防御側プレイヤーは空中機動大隊の使用を宣言する（NATO のみ：9.17 参照）。
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。定量弾薬消費（13.2 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、利用可能な空軍基地に帰還し、帰還
（Used）セクションに置かれる。
17. 戦闘結果を適用する（9.9、および 9.10 参照）。

9.2 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。

9.3 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）。

9.4 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。

9.4.1 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。
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9.4.2 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（端数切り捨て）。
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 ステップロスの損傷する。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（師団は師団基幹）になる。

9.5 急襲（WP のみ）

急襲はソビエトでは好んで使われる戦法で、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。

9.5.1 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。

9.5.2 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火力は半分になる。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 になる。

9.6 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。弾薬の消費や航空機、ヘリコプターによる地上支援のよ
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。

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、何の行動もとることができない。
6. 攻撃力が 0 のユニットは、敵ユニットが ZOC から離脱することを阻止できない（攻撃力が 0 のユニットの敵 ZOC
からは、自由に離脱することができる）。

7. 補給切れ、および弾薬切れのユニットは、敵ユニットが ZOC から離脱することを阻止できない。
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（9.10 参照）。

9.7 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。
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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存在するユニットへ攻撃を行う場合、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。非戦闘ユニット、
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 C3932 に存在している。WP の 16B12 師団がヘクス C4032 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 C4031 へと移動させ、同じ旅団を攻撃した。戦闘は 4 対 1 だが、

C4032 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。

9.8 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。

9.9 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（9.12 参照）か、1 ヘクス後退する（9.11 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（Breakthrough）マーカー（9.13 参照）を置いて、戦闘後前進（9.14）
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、これ以上の移動を行うことはできない。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。

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（9.12 参照）。
2. 攻撃側ユニットは停止し、これ以上の移動を行うことはできない。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。

9.10 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、これ以上の移動を行うことはできない。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（9.15 参照）。
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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。

9.11 戦闘後後退

攻撃において D の結果が出た場合、防御側は損傷す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。

2. 後退するユニットは、敵の ZOC、敵ユニットのいるヘクス、および突破地域へと後退することはできない。また、
橋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。
4. この時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。

9.12 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。この時の戦闘結果は 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）。
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9.13 突破

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、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側のユニットの 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、突破ゾーンに侵入する際に、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。

9.14 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、ユニットの上に “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。

9.15 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。

9.16 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 “Pattems 
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。

以下のルールは NATO による積極防御ドクトリンをシミュレートしたもので、利点とともにやむを得ない欠点も含まれ
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。
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9.16.1 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。

9.16.2 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。

9.17 空中機動大隊（NATO のみ）

1970 年代の終わり、西ドイツ軍とイギリス軍では、対ソ戦術に特化した対戦車空中機動旅団を展開し始めていた。これ
らの特殊部隊は、WP の攻勢軸に沿った防御の鍵となる地点へ空輸され、彼らに対する敵による組織だった攻勢が可能に
なる前に撤退することとなっていた。
以下のルールは、NATO によるこの空中機動部隊の特殊な運用を表している。

陸上戦闘で NATO が防御を行う場合、空中機動大隊を展開させることによって、防御部隊を増強する試みを行うことが
できる。空中機動大隊を展開させることのできるユニットは以下のユニットで、ユニットの左上に “A” の文字が印字さ
れている。
　

・西ドイツ軍　第 25 降下猟兵旅団　＜ WG 25th Fallschirmjäger Brigade ＞
・西ドイツ軍　第 26 降下猟兵旅団　＜ WG 26th Fallschirmjäger Brigade ＞
・西ドイツ軍　第 27 降下猟兵旅団　＜ WG 27th Fallschirmjäger Brigade ＞
・イギリス軍　第 3 機甲師団　第 6 空中機動旅団　＜ UK 6th Airmobile Brigade, 3rd Armored Division ＞
【訂正】イギリス軍　第 3 機甲師団　第 19 機械化旅団　＜ UK 19th Mech Brigade, 3rd Armored Division ＞はユニッ

トの左上に “A” の文字が印字されているが、空中機動大隊を展開させることはできない。

9.17.1 空中機動大隊展開の条件
1. 空中機動旅団は、最低でも 1 個大隊を輸送可能な未使用のヘリコプターユニットとスタックしていなくてはならな
い。

2. 空中機動旅団は通常補給下にあって、戦術モードをとっていなくてはならない。
3. 空中機動旅団は、敵 ZOC にいてはならない。
4. 空中機動旅団はその行動フェイズ中に、何らかの攻撃を受けていてはならない（対地攻撃任務によるものも含む）。
5. 空中機動旅団はその行動フェイズ中に、既に空中機動大隊を展開していてはならない。
6. 防御側のスタックには、最低でも 1 個戦闘ユニットが含まれていなくてはならない（支援ユニットのみに対する攻
撃に、空中機動大隊を展開させることはできない）。

9.17.2 空中機動大隊の展開
1. 空中機動旅団とスタックし、最低でも 1 輸送ポイントを持つヘリコプターユニットは、通常のヘリコプター移動、
対空射撃、迎撃のルールに従って攻撃目標のヘクスへと移動する。

2. ヘリコプターユニットが 2 ステップ以上の損害を被った場合、空中機動大隊は撃破されたものとし、陸上戦闘の解
決に何ら影響を及ぼさない。これに加え、空中機動旅団は 1 ステップの損害を受ける。

3. ヘリコプターユニットの被った損害が 1 ステップ以下だった場合、空中機動大隊は展開に成功したものとみなされ
る。

4. この戦闘において、空中機動大隊を展開させる空中機動旅団ユニット自体は移動を行わない。旅団に所属する 1 個
大隊が代わりに戦闘箇所へと空輸され、任務を無事遂行すると、敵による組織だった攻撃が開始される前に撤退し
てくるのである。

5. 戦闘が終了し、戦闘後後退、および戦闘後前進が行われる前にヘリコプターユニットは、自身が移動を開始した空
軍基地（すなわち、空中機動旅団のいるヘクス）へと帰還する。輸送ヘリコプターは行動済みとなり、そのフェイ
ズ中に再度使用することはできない。
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9.17.3 空中機動大隊の効果
1. NATO の防御力が 1 増加し、戦闘解決の際に戦闘修正を 1 獲得することができる。
2. 空中機動大隊の効果は、1 回の戦闘の間だけ適用される。攻撃の目標となったヘクスが同じフェイズ中に再度攻撃
を受けた場合、NATO プレイヤーは、新たな空中機動大隊の展開を試みることになる。

3. 1 つの戦闘に対して複数の空中機動大隊を展開させても、何ら追加の効果は発生しない。防御力の増加も、戦闘修
正の追加も +1 までである。

4. 最終的な戦闘結果が D だった場合、空中機動大隊を展開した空中機動旅団は、1 ステップロスを被る。これは戦闘
によって被った通常の損害に加えて適用される。

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 の陸上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 の陸上移動フェイ
ズ中に活性化され、移動することができる。

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、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、特に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。

9.18.1 軍団予備の活性化
1. WP プレイヤーが戦闘を（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、および突破地
域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. 敵の対地支援半減する（端数切り捨て）。
3. 敵の集中攻撃による戦闘修正は無効になる。
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。
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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

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。

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。
1. 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：

戦闘ユニット（師団、旅団、または連隊） 3

師団基幹 1

砲兵 3

特殊任務部隊 2

ADA（機動対空火器）、および SAM（固定対空火器） 1

EW（電子戦部隊） 1

戦闘工兵 1

SSM 1

司令部 1

ソビエト軍前線補給拠点、鉄道連隊 1

2. NATO のユニットステップロスは、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。

3. WP のユニットステップロスは、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。

4. 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）。

5. 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に達したら、そのユニットを師団基幹ユニットに置き換
える。

6. 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に達したら、ユニットは除去される。
7. 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）。

8. 自軍の支援ユニットのみが陸上戦闘に巻き込まれたら、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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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. 戦闘の解決の際のダイスの目が 4 〜 16 の間であったら、戦闘に参加した全ての戦闘ユニットは「戦闘経験済み」
ということで指揮力は 5 になる（ユニットを裏返す）。＜※英文チャートに記載の 5 〜 15 は間違い＞

4. 分割されている状態の師団を統合する場合、その内の 1 ユニットでも「戦闘経験済み」であるならば、統合後の指
揮力は 5 になる。

5. ワルシャワ条約機構の同盟諸国（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。

6. 空挺部隊、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。

7. 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
合意すれば自己補給に関するルールを採用して、よりリアルだが頭を使うプレイにすることもできる。

12.1 補給線

主要補給網から補給を得るには、ユニットは補給源、あるいはそれ自身が通常補給下で機能している司令部ユニットまで
補給線を引けなくてはならない。

補給線は以下の規則に従って引かれる：
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. 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利用する。
3. 補給線を引く際の移動コストに影響を与えるものは、地形以外は（追加移動コストの必要な）移動妨害によるもの
と、（移動コストの計算に戦術モードを使わなくてはならない）避難民の影響によるものがある。

12.2 NATO の通常補給

NATO のユニットは補給状態を判定するために以下のルールを使用する：
1. 戦争開始後最初の 4 ターンの間は、適切な連絡線が引けていれば NATO ユニットは通常補給下になる。
2. 最初の 4 ターンが過ぎた後、NATO ユニットは、それ自身が通常補給下にある同じ国籍の司令部ユニット、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くことができる場合に通常補給下になる。

3. 補給線は複数の司令部を利用して延ばすことはできない。
4. 司令部は長さに関係なく、機能している補給源まで補給線が引ければ、通常補給下になる。
5. 地図の西端、あるいは南端にあるアウトバーンヘクスは、補給源になる。
6. 損 傷 し て い な い NATO の 港 湾（Amsterdam、Bremen、Bremerhaven、Emden、Hamburg、Kobenhavn、
Odense、Wilhelmshaven）は補給源になる。

7. オーストリア軍ユニットにとって、オーストリア国内の都市は補給源になる。
8. NATO の港湾は、海からその港湾まで繋がる入江や河川が敵 ZOC を通過する場合、あるいは敵の制空権によって
支配されている地域を通過する場合、補給源として機能しない。

9. 師団ユニットが旅団ユニットに分割された場合、個々の旅団ユニットは、10 移動ポイント以下でそれ自身が通常
補給下にある師団基幹まで補給線が引ければ、通常補給下になる。師団基幹が除去されている場合、あるいは未だ
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プレイに登場していない場合、個々の旅団は独立部隊として扱い、第 2 項に記されているように、同じ国籍の司令
部か補給源まで補給線を引く。

10. （選択ルール）アメリカ軍、イギリス軍、およびオランダ軍についてはは上記の第 9 項を無視し、第 2 項に記され
ているように、司令部か補給源まで補給線を引く。

1980 年代の一部の NATO 諸国は、補給施設や組織を旅団レベルでの管理に移行し、独立性を高めていた。

11. 砲兵ユニットは常に独立部隊として扱い、第 2 項に記されているように、司令部か補給源まで補給線を引く。

NATO の補給ルールに従うと、Bomholm 島の防衛旅団はゲーム開始時から補給切れの状態になってしまう。だが、
これは意図的なものであり問題ない。

12.3 ワルシャワ条約機構の通常補給

WP のユニットは補給状態を判定するために以下のルールを使用する：
1. 戦争開始後最初の 3 ターンの間は、機能する連絡線が引けていれば WP ユニットは通常補給下になる。
2. 最初の 3 ターンが過ぎた後、WP ユニットは、それ自身が通常補給下にある何れかの国籍の司令部ユニットか前線
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くことができる場合に通常補給下に
なる。

3. 補給線は複数の司令部を利用して延ばすことはできない。
4. 司令部は 10 移動ポイント以下でそれ自身が通常補給下にある前線補給拠点、あるいは機能している補給源まで補
給線が引ければ、通常補給下になる。

5. 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れば通常補給下になる。ただし、ワルシャ
ワ条約機構加盟各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。

6. 通常補給下にある前線補給拠点は、その前線補給拠点に補給線を引くことのできる全てのユニットを通常補給下に
することができる。また、その前線補給拠点に対して補給線を引くことのできる軍司令部も、その司令部に補給線
を引くことのできる全てのユニットを通常補給下にすることができる。

7. ワルシャワ条約機構加盟各国、およびオーストリアの地図端にあるアウトバーン、および鉄道ヘクスは、全て補給
源として扱われる。

WP がオーストリア国内へ侵攻した場合、ヘクス S6118 は WP の補給源として機能する。

8. WP の師団ユニットを連隊ユニットに分割された場合、個々の連隊ユニットは、5 移動ポイント以下で何れかの師
団基幹まで補給線が引ければ、通常補給下になる。

12.4 補給切れ

ユニットが機能している補給源まで補給線を引くことができない場合、直ちに補給状態は悪化し、補給切れとして扱われ
る。

1. 何れかの移動フェイズ開始時、機能している補給源まで補給線を引くことのでき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機能している補給源まで補給線
を引くことができた場合、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機能している補給源まで補給線
を引くことができない場合、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。

12.5 空挺部隊、および海兵隊の補給

1. 空中機動、および空挺ユニットは、通常補給下にある空軍基地から出発して輸送された場合、そのゲームターンの
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残りの期間、輸送先の空軍基地では通常補給下にあるものとされる。
2. 増援として登場した場合、あるいは通常補給下にある港湾から出港した場合、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状態にあれば通常補給
下になる。

  a. 通常の補給線を補給源まで引くことができる。
  b. 敵が制空権を確保しているメガヘクス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. 自己補給（選択ルール）

自己補給に関するルールを通常補給に関するルールに加えることによって、補給にリアリティ（と複雑さ）を増すことが
できる。
自己補給ルールを採用する場合、12.4（補給切れ）のルールは無視すること。

通常補給下にあるユニットは、自己補給を利用しない。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. 特殊任務部隊は弾薬ポイントも燃料ポイントも持たず、これらを必要とすることもない。
6. 師団ユニットの分割・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。

13.1 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。この時 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。

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持っていない場合、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。

13.2 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、自己補給から 1 弾
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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、最低でも 1 弾薬ポイントを持っているユニットは、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、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。

13.3 自己補給の再補給

1. 各ゲーム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全ての NATO ユニットは、自己補給を完
全な状態にまで回復する。

2. 自軍の移動フェイズに通常補給下にある 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。各 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。

14. 分割と統合

プレイヤーは自軍移動フェイズに師団ユニットを、その師団を構成する小規模のユニット（大半は 2 〜 3 個の旅団／連隊
ユニットと師団基幹ユニット）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小規模のユニットを統合
して、師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。

14.1 分割

1. 自軍移動フェイズに敵の ZOC 内にいない師団ユニットは、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。分割された師団ユニットは、特定のユニッ
ト（NATO）や決められた構成のユニット（WP）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、分割時に師団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、分割前の師団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、分割前に師団ユニットが被っていたステップロスを引き継ぐが、師団基幹だけは決してス
テップロスを引き継がない。

5. 自己補給を使用している場合、分割後の各ユニットは、分割前に師団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。

14.2 統合

1. 自軍の移動フェイズに、敵の ZOC 内でないヘクスに師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
して師団ユニットにすることができる。そして師団を構成しているユニットを、同じ所属の師団ユニット（NATO）、
または以前のターンに分割されていた師団ユニット（WP）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。こうした師団は、師団を構成す
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. 自己補給を使用している場合、統合後の師団ユニットは、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。

7. 師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 8 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。

8. 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、統合後の師団ユニットのステップロスは以下の表に
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従って決定される。なお、全滅している旅団／連隊については 3 ステップロストして計算し、全滅している師団基
幹については 1 ステップロスとして計算する。（上記 7 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。  

統合前のステップロス数 師団のステップロス数 師団に置かれる損害マーカー

0 0 なし

1 〜 3 1
NATO：1 損害マーカー

WP：1 損害マーカー

4 〜 6 2
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 師団 構成ユニット

オーストリア 1st Mech 1 Mech 師団基幹、3/1 Mech、 4/1 Mech、 9/1 Arm

ベルギー 16th Mech 16 Mech 師団基幹、4/16 Mech、 12/16 Mech、 17/16 Mech

ベルギー 1st Mech 1 Mech 師団基幹、1/1 Mech、 7/1 Mech、 10/1 Mech

デンマーク Jutland Jut 師団基幹、1/Jut Mech、 2/Jut Mech、 3/Jut Mech

デンマーク Zealand Zea 師団基幹、1/Zea Mech、 2/Zea Mech

フランス フランス軍師団は分割できない。また、統合可能な旅団もない。

イタリア Centauro Centauro 師団基幹、C/Ce Arm、 G/Ce Mech、 L/Ce Mech

イタリア Ariete Ariete 師団基幹、8/Ar Mech、 32/Ar Arm、 132/Ar Arm

イタリア Mantova Mantova 師団基幹、B/Man Mech、 I/Man Mech、P/Man Arm

イタリア Folgore Folgore 師団基幹、G/Fol Mech、 T/Fol Mech、 V/Fol Arm

オランダ 1st Mech 1 師団基幹、11/1 Mech、 12/1 Mech、 13/1 Arm

オランダ 4th Mech 4 師団基幹、41/4 Arm、 42/4 Mech、 43/4 Mech

オランダ 5th Mech 5 師団基幹、51/5 Arm、 52/5 Mech、 53/5 Mech

イギリス 1st Arm 1 師団基幹、7/1 Arm、 12/1 Arm、 22/1 Arm

イギリス 3rd Arm 3 師団基幹、4/3 Arm、 6/3 AirMob、 19/3 Arm

イギリス 4th Arm 4 師団基幹、11/4 Arm、 20/4 Arm、 33/4 Arm

イギリス 2nd Mech 2 師団基幹、15/2 Mech、 24/2 Mech、 49/2 Mech

アメリカ 3rd Arm 3A 師団基幹、1/3A Arm、 2/3A Arm、 3/3A Arm

アメリカ 8th Mech 8 師団基幹、1/8 Mech、 2/8 Mech、 3/8 Mech

アメリカ 1st Arm 1A 師団基幹、1/1A Arm、 2/1A Arm、 3/1A Arm

アメリカ 3rd Mech 3 師団基幹、1/3 Mech、 2/3 Mech、 3/3 Mech

アメリカ 1st Arm Cav 1C 師団基幹、1/1C Arm Cav、 2/1C Arm Cav

アメリカ 2  Arm 2A 師団基幹、1/2A Arm、 2/2A Arm、 3/2A Arm

アメリカ 1st Mech 1 師団基幹、1/1 Mech、 2/1 Mech、 3/1 Mech

アメリカ 4th Mech 4 師団基幹、1/4 Mech、 2/4 Mech、 3/4 Mech

アメリカ 5th Mech 5 師団基幹、1/5 Mech、 2/5 Mech

アメリカ 24th Mech 24 師団基幹、1/24 Mech、 2/24 Mech

NATO のユニットの分割／統合は以下の通り：
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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：

アメリカ 2nd Marine 2Mar 師団基幹、2/2Mar Mar、 6/2Mar Mar、 8/2Mar Mar

西ドイツ 6th PG 6 師団基幹、16/6 PG、 17/6 PG、 18/6 Pz

西ドイツ 1st Pz 1 師団基幹、1/1 PG、 2/1 Pz、 3/1 Pz

西ドイツ 3rd Pz 3 師団基幹、7/3 PG、 8/3 Pz、 9/3 Pz

西ドイツ 7th Pz 7 師団基幹、19/7 PG、 20/7 Pz、 21/7 Pz

西ドイツ 11th PG 11 師団基幹、31/11 PG、 32/11 PG、 33/11 Pz

西ドイツ 4th PG 4 師団基幹、10/4 PG、 11/4 PG、 12/4 Pz

西ドイツ 10th Pz 10 師団基幹、28/10 Pz、 29/10 PG、 30/10 PG

西ドイツ 1st G 1G 師団基幹、22/1G PG、 23/1G Alp、 24/1G Pz

西ドイツ 5th Pz 5 師団基幹、13/5 PG、 14/5 Pz、 15/5 Pz

西ドイツ 2nd PG 2 師団基幹、4/2 PG、 5/2 PG、 6/2 Pz

西ドイツ 12th Pz 12 師団基幹、34/12 Pz、 35/12 PG、 36/12 Pz

国籍 師団 構成ユニット

ソビエト
18B14 戦車
17B13 戦車
16B12 戦車

1×1C2 師団基幹、3×4D2 連隊

ソビエト
13B10 戦車
11B9 戦車
10B8 戦車

1×1C2 師団基幹、3×2D1 連隊

ソビエト 15B17 自動車化
13B15 自動車化 1×1C2 師団基幹、3×2D2 連隊

ソビエト
10B13 自動車化
9B11 自動車化
8B10 自動車化
7B10 自動車化

1×1C2 師団基幹、3×1D2 連隊

WP 同盟国 戦車師団 1×1D2 師団基幹、3×2D1 連隊

WP 同盟国 自動車狙撃化師団 1×1D2 師団基幹、3×1D2 連隊

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。

15. 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。

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、あるいは補給源まで補給線を引かなくてはなら
ない（12.0 参照）。
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15.1 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。

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。

16. 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）。

17. 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、敵の航空機、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、および部隊固有対空火器で、A+、A、または B の対空レーティングを持つものは、それぞれが 3
対空弾薬（Flak  Ammunition）ポイントを持つ。

4. 部隊固有対空火器で、C または D の対空レーティングを持つものは、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。

17.1 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. 部隊固有対空火器で A+、A、または B の対空レーティングを持つものは、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. 部隊固有対空火器で、C または D の対空レーティングを持つものは、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。

17.2 対空火器対ヘリコプター

1. 全ての対空火器は、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
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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。
このルールとは関係なく、超低空飛行で防御支援を行うヘリコプターは無敵とも言える。しかし、ソビエトの一部
の師団は NATO のヘリコプター対策の重装備を施しており、これは明らかに非現実的である。

「1 ヘクスの差し渡しは 14km もあり、超低空とはいえ、その 14km もの距離を飛行している間に対空砲がヘリコ
プターを射撃する機会が全くないなんてことがあり得るだろうか。」というのがこのルールの趣旨である。「敵を射
程内に収めているということは、自分も敵の射程内に収まっている」という言葉が昔の軍隊にあるが、ヘリコプター
で何かをする場合には敵から 1,500 ～ 2,000m は離れていなくてはならないということを忘れてはならない。

3. SAM または ADA が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。
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、部隊固有対空火器で射撃を行うことはできない。

5. 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。

17.3 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適切な空軍基地に戻
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）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、右側の数字が損害を受けたステップ数として、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（27.17、31.4 参照）。
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。

18. 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。

3. 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。
4. 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。

18.1 前線補給拠点の再配置

1. 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、
または南東端に向けて 5 ヘクス移動させる。この時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。

2. 前線補給拠点が地図端に向けて 5 ヘクス移動できない場合、その前線補給拠点は除去される。
3. 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、または南東端の鉄道、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。

4. 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。
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19. 鉄道連隊（WP のみ）

鉄道連隊は複数の鉄道、および道路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、そのような移動をすることはできない。

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. 陸上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、または南東端の鉄道、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。

20. 戦闘工兵（WP のみ）

戦闘工兵は、特別に訓練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. 増援

両陣営とも、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。

21.1 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、“P3 3” や “GA 2”、“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）。

21.2 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。通常増援の登場ターンは、登場ヘクス
が敵によって塞がれている、あるいは所有プレイヤーが登場ターンを意図的に遅らせるということがない限り変更される
ことはない。

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、国籍の一致するものに登場する。この時その空軍基
地は、敵 ZOC 内や敵の制空エリア内にあってはいけない。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。NATO のヘリコプターの場合、空軍基地やヘリポートは、国籍が一致していなく
てはならない。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。

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。この時その空軍基地は、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させることもできる。
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4. 空中機動、空挺、および特殊任務部隊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
クスから登場する（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 内に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。

21.3 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 内容 ルール

AM オーストリアでの動員 21.10 オーストリア軍の増援

CM チェコスロバキアでの動員 21.6 チェコスロバキア軍の増援
21.9 ワルシャワ条約機構における動員

EM 東ドイツでの動員 21.7 東ドイツ軍の増援
21.9 ワルシャワ条約機構における動員

PM ポーランドでの動員 21.4 ポーランド軍の増援
21.9 ワルシャワ条約機構における動員

CA アメリカ大陸からの空輸 21.21 アメリカ大陸からの空輸による増援（CA）

CS アメリカ大陸からの海輸 21.22 アメリカ大陸からの空輸による増援（CS）

DM デンマークでの動員 21.13 デンマーク軍の増援

GA GIUK 増援 A グループ 21.24 GUIK 増援（GA、GB）

GB GIUK 増援 B グループ 21.24 GUIK 増援（GA、GB）

NO ノルウェー方面の増援 21.23 ノルウェー方面の増援（NO）

Pn POMCUS へのリフォージャー増援 21.20 リフォージャー増援（Pn）

21.4 ポーランド軍の増援

1. ポーランド軍の陸上ユニットの増援は、ヘクス C6101、C6110、または C6115 から登場する。また、登場を 1 ター
ン遅らせることにより、ヘクス C6127 から登場させることもできる。

2. ポーランド軍第 7 海兵師団は Gdynia から撤退させて、1 ゲームターン後にヘクス C6101 から登場させることがで
きる。また、その逆も可能である。

3. ポーランド軍の増援でユニットに “PM” と印字されているものは、WP プレイヤーがポーランドでの動員を宣言し
た場合にのみ登場する（21.9 参照）。

21.5 ハンガリー軍の増援

1. ハンガリー軍の陸上ユニットの増援は、ヘクス Se1414 から登場する。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、
地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

21.6 チェコスロバキア軍の増援

1. チェコスロバキア軍の陸上ユニットの増援は、ヘクス C6127、C6115、Se0907、または Se1408 から登場する。また、
登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させること
もできる。

2. チェコスロバキア軍の増援でユニットに “CM” と印字されているものは、WP プレイヤーがチェコスロバキアでの
動員を宣言した場合にのみ登場する（21.9 参照）。



28

21.7 東ドイツ軍の増援

1. 東ドイツ軍の陸上ユニットの増援は、自軍支配下にある東ドイツ国内の都市ヘクス、あるいは市街地ヘクスで敵ユ
ニットと隣接していない、かつ動乱（Revolt）マーカーの置かれていない場所に登場する。

2. 東ドイツ軍の増援でユニットに “EM” と印字されているものは、WP プレイヤーが東ドイツでの動員を宣言した場
合にのみ登場する（21.9 参照）。

21.8 ソビエト軍の増援

ソビエト軍の陸上ユニットの増援の大半は、所属する軍管区を表す 2 文字のコードと、それに続く登場ターンが印字され
ている。

ソビエト軍陸上ユニットの登場するヘクスは、所属する軍管区によって異なる。他の種類のユニットに印字されている軍
管区は、歴史的興味によるものだけである。

1. 北方集団（Ng）の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、またはアウトバーンヘク
スから登場する。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘ
クスから登場させることもできる。

2. 中央集団（Cg）の陸上ユニットの増援は、チェコスロバキア国内の地図端にある任意の鉄道、またはアウトバー
ンヘクスから登場させることもできる。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、
またはアウトバーンヘクスから登場する。

3. 南方集団（Sg）の陸上ユニットの増援は、チェコスロバキア、またはハンガリー国内の地図端にある任意の鉄道、
またはアウトバーンヘクスから登場する。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、
またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

4. バルト軍管区（Ba）、レニングラード軍管区（Le）、および白ロシア軍管区（Be）に所属する陸上ユニットの増援は、
ヘクス C6101 または C6110 から登場する。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、
またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

5. モスクワ軍管区（Mo）に所属する陸上ユニットの増援は、ヘクス C6110 から登場する。また、登場を 1 ターン遅
らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

6. キエフ軍管区（Ki）に所属する陸上ユニットの増援は、ヘクス C6110 または C6115 から登場する。また、登場を 1 ター
ン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

7. カルパチア軍管区（Ca）に所属する陸上ユニットの増援は、ヘクス C6115、C6127、または Se1408 から登場する。
また、登場を 1 ターン遅らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させ
ることもできる。

8. オデッサ軍管区（Od）に所属する陸上ユニットの増援は、ヘクス Se1414 から登場する。また、登場を 2 ターン遅
らせることにより、地図東端にある任意の鉄道、またはアウトバーンヘクスから登場させることもできる。

9. 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、またはアウトバーンヘクスから登場する。
10. “NO” のコードが印字されているソビエト軍ユニットについては、「ノルウェー方面の増援（21.23）」で後述する。

21.9 ワルシャワ条約機構の動員

大規模な戦争になると、ソビエトでの戦力の動員は確実に行われるであろう。しかし、ワルシャワ条約機構加盟国での動
員については、動員がもたらす政治的な結果や国内情勢を考慮した上で、WP プレイヤーが行わなくてはならない。

1. 任意のゲームターンの動員フェイズに WP プレイヤーは、東ドイツ、ポーランド、およびチェコスロバキアでの動
員を宣言することができる。

2. 動員が宣言されたワルシャワ条約機構加盟国は、増援ユニットをユニットに印字された変動増援のコードと一致す
るゲームターン記録表（Game Turn Record Sheet）上の欄に置く。

3. 動員による増援が到着するターンは、動員が宣言されたターンからコードの後に記された数字の分だけ後のターン
である。

例：WP プレイヤーが第 4 ターンの動員フェイズに、東ドイツでの動員を宣言したとする。この場合東ドイツ軍の

ユニットに “EM+3” のコードが印字されていると、そのユニットは第 7 ターンの増援フェイズに登場する。

4. 動員を宣言した後に、WP プレイヤーは動員が宣言された国毎に、動乱の判定を行わなくてはならない（36.0 参照）。
5. 動員は、各国につき一度だけ宣言することができる。また、この宣言は取り消すことはできない。
6. 既に動乱が発生している国（動乱マーカーが置かれている国）については、動員を宣言することはできない。
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21.10 オーストリア軍の増援

オーストリアでは戦争に突入すると、国境戦での防衛を放棄して、地域的なゲリラ戦略を採用することになっている。オー
ストリアの郷土防衛隊は軽武装だが山岳線向けによく訓練されたおり、敵戦線の後方での作戦行動が可能になっている。

1. オーストリア軍のユニットで “AM” のコードが印字されているものは、動員ユニットである。動員による登場ター
ンは、WP がオーストリアの中立を侵犯したターンから、コードの後に記された数字の分だけ後のターンである。

2. 動員されたオーストリアの山岳旅団は、自軍支配下にあるオーストリア国内の都市、または市街地ヘクスで、敵
ZOC 内になく、オーストリア軍司令部から 4 ヘクス以内の場所に登場する。ただし、1 つのヘクスに登場できるの
は 1 個旅団のみで、登場できないものは除去される。

3. 動員されたオーストリア軍の歩兵連隊は、オーストリア国内の敵 ZOC 内にないヘクスで、同じターンに動員され
た他の歩兵連隊とは最低でも 3 ヘクス離れた場所に登場する。この時登場できないものは除去される。

21.11 ベルギー軍の増援

1. ベルギー軍の陸上ユニットの増援は、ベルギー国内の任意の地図西端ヘクスから登場する。進入可能なヘクスがな
い場合、増援ユニットはプレイから除外される。

21.12 カナダ軍の増援

1. カナダ軍の増援でユニットに “NO” のコードが印字されているものは、「ノルウェー方面の増援（21.23）」に従って
登場する。

2. カナダ軍の増援でユニットに “CA” のコードが印字されているものは、「アメリカ大陸からの空輸（21.21）」に従っ
て登場する。

21.13 デンマーク軍の増援

1. デンマーク軍の陸上ユニットで “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切れの場合、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。

21.14 フランス軍の増援

1. フランス軍の陸上ユニットの増援は、ベルギー、またはフランス国内の任意の地図西端ヘクスから登場する。進入
可能なヘクスがない場合、増援は次のターンまで延期される。

21.15 イタリア軍の増援

1. イタリア軍の陸上ユニットの増援は、イタリア国内の任意の地図南端ヘクスから登場する。進入可能なヘクスがな
い場合、増援は次のターンまで延期される。

21.16 オランダ軍の増援

1. オランダ軍の陸上ユニットの増援は、オランダ国内の任意の地図西端ヘクスから登場する。進入可能なヘクスがな
い場合、増援ユニットはプレイから除外される。

21.17 イギリス軍の増援

1. 通常増援で登場するイギリス軍の陸上ユニットの増援は、自軍支配下で損傷していない、通常補給源として機能す
る港湾に投稿する。この時その港湾は、敵の制空エリア内にあってはならない。また、登場を 1 ターン遅らせるこ
とにより、オランダ、またはベルギー国内の任意の地図西端ヘクスから登場させることもできる。

2. イギリス軍のユニットで “GA”、または “GB” のコードが印字されているものは、「GIUK 増援（21.24）」に従って
登場する。
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21.18 アメリカ軍の増援

1. アメリカ軍の陸上ユニットの増援で “Pn” のコード（つまり P1、P2、P3、P4、P5、P6）が印字されているものは、
「リフォージャー増援（21.20）」に従って登場する。
2. アメリカ軍の増援ユニットで “GA”、または “GB” のコードが印字されているものは、「GIUK 増援（21.24）」に従っ
て登場する。

3. アメリカ軍の増援ユニットで “CA” のコードが印字されているものは、「アメリカ大陸からの空輸（21.21）」に従っ
て登場する。

4. アメリカ軍の増援ユニットで “CS” のコードが印字されているものは、「アメリカ大陸からの海輸（21.22）」に従っ
て登場する。

5. アメリカ軍の増援ユニットで “NO” のコードが印字されているものは、「ノルウェー方面の増援（21.23）」に従って
登場する。

21.19 西ドイツ軍の増援

1985 年の時点で西ドイツ軍は、実に効率的な防衛隊を組織していた。戦時下においては良質な 10 個旅団（HSB: 
HeimastschutzBrigade）と、守備隊や後方防衛任務に就く数ダースの連隊や小部隊（HSR: HeimatschutzRegiment）
を動員することが可能であった。これらを表すユニットの組織と配置については、過度な精密さは避けて単純にしてある。

1. 西ドイツ軍の郷土防衛旅団（HSB）の中で部隊番号が 50 番台のもの（51HSB、52HSB、53HSB、54HSB、55HSB、
および 56HSB）は、西ドイツ国内の自軍支配下にある都市、または市街地ヘクスで、西ドイツ軍司令部から 5 ヘク
ス以内、かつ WP ユニットから最低でも 3 ヘクス離れた場所に登場する。同一ヘクスには 1 ユニットしか登場する
ことができない。また、可能な限り同一ターンに登場する旅団は、その時点で存在する西ドイツ軍司令部に均等に
割り振られなくてはならない。均等に割り振ることのできない旅団については、NATO プレイヤーが割り振る先の
司令部を自由に決めて構わない。

2. 上記以外の郷土防衛旅団、および郷土防衛連隊（HSR）は、西ドイツ国内の自軍支配下にある都市、または市街地
ヘクスで、西ドイツ軍司令部から 7 ヘクス以内、かつ WP ユニットから最低でも 3 ヘクス離れた場所に登場する。
同一ヘクスには 1 ユニットしか登場することができない。

3. 登場可能なヘクスが存在しない場合、登場することができなかった西ドイツ軍の郷土防衛ユニットは、プレイから
除外される。

21.20 リフォージャー（REFORGER）増援（Pn）

REFORGER（Return of FORces to GERmany：部隊のドイツへの帰還）は、NATO によるドイツ防衛のための増援部
隊配備作戦のことである。アメリカ大陸に拠点を置く師団の中のいくつかは、その装備と同じだけの装備（POMCUS：
部隊装備品海外事前備蓄）を西ドイツ国内の守られた拠点に配備されている。戦争状態になると、師団の人員のみが
POMCUS の拠点に空輸され、そこに既に準備されている装備を受け取ることになる。しかし、注目すべき、そして重要
な例外としてヘリコプターがある。様々な理由から、ヘリコプターだけは POMCUS の拠点に備蓄されていない。

一部の重要な師団を除き、リフォージャー作戦において本当にヨーロッパへ増援として送られるべき部隊は何なのかが、
何十年も議論されてきた。多数のアメリカ軍部隊が、何年もの間にいくつものリフォージャー演習に参加してきたが、議
論は堂々巡りである。

1. “P” とそれに続く数字のコードが印字されているユニットは、全てリフォージャー増援のユニットである。
2. リフォージャー増援は、増援スケジュールで決められたターンに指定された POMCUS 拠点ヘクスに登場する。実
際に登場するターンについては、北大西洋上での戦闘の結果や敵の制空権の状況によって左右されることがある。

例：アメリカ軍の第 4 機械化師団第 2 旅団は、ユニットに “P2 5” のコードが印字されている。このユニットは

POMCU 拠点 2 に、第 5 ターンに登場する。

3. リフォージャー増援の陸上ユニットは、登場したゲームターン中に動くことができない。何らかの理由で動くこと
を強いられたら、それらのユニットは除去される。

4. POMCUS 拠点が敵戦闘ユニットによって占拠された場合、あるいは砲兵による核攻撃で破壊された場合、その拠
点に登場する予定であった未登場のリフォージャー増援は、代わりに海輸によって登場する、ただし、登場時期は
予定よりも 5 ターン遅れることになる。

5. 自軍の増援フェイズに POMCUS 拠点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、その拠点に登
場する予定で未登場の全てのリフォージャー増援は、登場が 1 ターン遅れることになる。NATO プレイヤーは、そ
うしたリフォージャー増援の一部、あるいは全部を海輸による増援に変更することができるが、その時点で予定さ
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れていた登場ターンから 5 ターン遅れることになる。

例：第 2 ターンに WP プレイヤーが、POMCUS 拠点 1 と 2 を納めるメガヘクスの制空権を確保していた場合、未だ

プレイに登場していない増援で、ユニットに “P1”、または “P2” のコードが印字されているものは、その時点で予定

されている登場ターンよりも 1 ターン遅れて登場することになる。

6. POMCUS 拠点は、対地攻撃任務や特殊部隊任務によって破壊することはできない。

21.21 アメリカ大陸（CONUS）からの空輸による増援（CA）

アメリカ軍とカナダ軍の飛行中隊、およびヘリコプター中隊でヨーロッパへ送られることが決まっているものは、タンカー
やアイスランドの空軍基地での給油を利用することによって、空輸によってヨーロッパへと移送されることになっていた。

1. “CA” のコードが印字されている全てのユニットは、アメリカ大陸からの空輸による増援である。
2. “CA” のコードが印字されている増援は、実際に登場するターンが北大西洋上での戦闘の結果で左右されることが
ある。

3. “CA” のコードが印字されている飛行中隊は、自軍支配下で損傷していない国籍が一致する空軍基地に登場するが、
敵の制空エリア内であってはならない。

4. “CA” のコードが印字されているヘリコプター中隊は、自軍支配下で損傷していない国籍が一致する空軍基地／ヘ
リポートに登場するが、敵の制空エリア内であってはならない。

5. “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。

21.22 アメリカ大陸（CONUS）からの海輸による増援（CS）

ヨーロッパへ送られることが決まっているアメリカ軍とカナダ軍の師団の一部は、北アメリカから北ヨーロッパの港湾へ
と海輸されることになっていた。もちろん、ソビエト空軍や潜水艦による北大西洋航路での妨害は非常に危険なものであっ
た。
1980 年代の初めの数年間、アメリカ海軍によるロールオン／ロールオフ能力を持った高速輸送船の取得は、NATO の
海上輸送量とスピードを大幅に向上させた。

1. “CS” のコードが印字されている全てのユニットは、アメリカ大陸からの海輸による増援である。
2. “CS” のコードが印字されている増援は、自軍支配下で損害受けていない、補給源として機能する港湾に登場するが、
敵の制空エリア内であってはならない。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、オランダ、またはベルギー国
内の任意の地図西端ヘクスから登場させることもできる。

3. “CS” のコードが印字されている増援は、実際に登場するターンが北大西洋上での戦闘の結果で左右されることが
ある。

4. “CS” のコードが印字されているヘリコプター中隊は、登場したターン中にいかなる任務も遂行することができな
い。そして、続く自軍の移動フェイズには利用可能な空軍基地へと移動しなくてはならない。

21.23 ノルウェー方面の増援（NO）

WP と NATO の増援の一部はノルウェー方面への増援として決まっており、通常は中央ヨーロッパの戦線へ投入するこ
とはできなかった。それでもなお、両軍プレイヤーとも北大西洋上での戦闘での敗北というリスクを増大させてでも、こ
れらの増援を中央ヨーロッパへ投入することができる。

1. “NO” のコードが印字されている全てのユニットは、ノルウェー方面の増援である。
2. “NO” のコードが印字されている NATO の増援は、実際に登場するターンが北大西洋上での戦闘の結果で左右さ
れることがある。

3. “NO” のコードが印字されている WP の増援は、実際に登場するターンが北大西洋上での戦闘への WP プレイヤー
による決定で左右されることがある。

4. “NO” のコードが印字されている飛行中隊は、自軍支配下で損傷していない国籍が一致する空軍基地に登場するが、
敵の制空エリア内であってはならない。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。

5. “NO” のコードが印字されているヘリコプター中隊は、自軍支配下で損傷していない（NATO であれば国籍が一致
する）空軍基地／ヘリポートに登場するが、敵の制空エリア内であってはならない。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。

6. “NO” のコードが印字されている NATO の陸上ユニットの増援は、自軍支配下で損傷していない、補給源として
機能する港湾に登場するが、敵の制空エリア内であってはならない。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、
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オランダ、またはベルギー国内の任意の地図西端ヘクスから登場させることもできる。
7. “NO”のコードが印字されている WP の陸上ユニットは、ポーランド国内の任意の地図東端ヘクスから登場させ
ることもできる。

8. WP の空中機動、および空挺部隊ユニットは、自軍支配下で損傷していない国籍が一致する空軍基地に登場するが、
敵の制空エリア内であってはならない。また、登場を 1 ターン遅らせることにより、ポーランド国内の任意の地図
東端ヘクスから登場させることもできる。

21.24 GIUK（グリーンランド・アイスランド・イギリス）増援（GA、GB）

イギリスの基地に配備されている NATO の飛行中隊の一部は、開戦当初は恐らく GIUK 海域の防衛任務に回され、その
海域でのソビエト軍の封じ込めに（運良く）成功したならば、中央ヨーロッパの戦線へと投入されるであろう。
これらの増援の登場時期は北大西洋の戦況と、NATO プレイヤーによる（リスクを冒しての）中央ヨーロッパへの即時
投入の決定如何によって左右される。

1. “GA”、あるいは “GB” のコードが印字されている全ての NATO 増援ユニットは、GIUK 増援である。
2. GIUK 増援が実際に登場するターンは、北大西洋上での戦闘での決定とイベントによって左右される。
3. GIUK 増援で登場する飛行中隊、およびヘリコプター中隊は、自軍支配下で損傷していない国籍が一致する空軍基
地／ヘリポートに登場するが、敵の制空エリア内であってはならない。

4. 登場可能な空軍基地がない場合、その GIUK 増援は次のターンまで登場が遅れることになる。

21.25 北大西洋上での戦闘

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った。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。

変動増援の一部は、北大西洋上での戦闘でのプレイヤーの決定やイベントによって、その登場を早くすることもできれ
ば遅れることもあり、さらには増援が取り消されることもある。プレイヤーは「北大西洋戦闘表（North Atlantic Battle 
Chart）」を使って、北大西洋上空／海上での戦闘の結果を決定する。

1. 開戦第 1 ターンの他戦域イベントフェイズから始めて、プレイヤーは北大西洋戦闘表に記載された該当するターン
の項目を順番に解決する。

2. 表には 3 種類の項目（イベント、WP の決定事項、NATO の決定事項）が記載されている。それぞれの項目には、
いくつかの選択肢や、そこからもたらされる結果が記載されている場合もある。

3. NATO や WP の決定事項については、それぞれのプレイヤーが選択肢の中から 1 つを選び、その選択による結果
を直ちに適用する。

4. イベントの場合、その結果はダイスを振って求めることがあり、そこで求められた結果は直ちに適用される。
5. いくつかの項目については、その適用のための条件として、以前に特定の項目が実行されている必要がある。こう
した前提条件が必要な項目は、その前提条件が満たされていない場合には無効となる。

6. いくつかの項目は後に発生するイベントに関し、プラスまたはマイナスのダイス修正を与えることがある。これら
の修正は累加するので、プレイヤーはその修正を記録しておかなくてはならない。イベントに関してダイスを振る
場合、その時点でのダイス修正が適用される。

7. いくつかの項目は、特定のコードが印字された変動増援の実際の登場ターンを変えることがある。こうした変更は
全て累加し、変動増援の登場ターンはゲーム中に何回でも遅れる（早まる）ことがある。

例：実際の戦争は第 2 ターンに始まったが、そのターンの他戦域イベントフェイズには、プレイヤーは開戦第 1 ター

ン（War Turn 1）に記載の 5 つの項目を順番に解決していく。

項目 1（Item #1）は分かり易いイベントで、ダイスを振る必用もない。ソビエトの北方艦隊が北海に進入したとい

う事実だけである。

項目 2 はノルウェー侵攻に投入を予定していた部隊を、中央ヨーロッパ方面へ転用するか否かの WP の決定事項で、

選択肢は “YES” と “NO”。
ここで WP プレイヤーはノルウェー侵攻にそのまま投入することを決めたので、選択肢は “NO”（項目 2.2）。この結果、

ユニットに “NO” のコードが印字されているユニットは全てノルウェー侵攻へ投入されるので、ゲームからは除外

される。そしてダイス修正に -1 が適用されて、WP が大西洋上での戦闘に勝利する可能性が高まった。

項目 3 は、イギリスに基地を置く飛行中隊を直ちに中央ヨーロッパへ増援として送り込むことについての NATO の

決定事項で、選択肢は “YES”、“NO”と “NEUTRAL” の 3 つがある。
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ここで NATO プレイヤーは “NEUTRAL”（項目 3.3）を選択し、決定は先送りにされた。

項目4は、イギリスに基地を置くアメリカ第3空軍を中央ヨーロッパへ移送することについてのNATOの決定事項で、

選択肢は “YES”、“NO” と “NEUTRAL” の 3 つがある。

NATO プレイヤーはアメリカ第 3 空軍を北大西洋方面に投入することにしたので、選択肢は “NO”（項目 4.2）。この

結果ダイス修正は -1 から 0 へと戻され、“GA” のコードが印字されている全ての NATO の増援ユニットは、現在予

定されている登場ターンよりも 2 ターン遅れて登場することになる。

項目 5 は GIUK 海域における空／海の戦闘に関するイベントである。

WP プレイヤーがダイスを振って 6 の目が出た。そして現在のダイス修正は 0 なので出た目がそのまま適用され（項

目 5.2）、ソビエト艦隊は中規模の損害を出しつつも GIUK 海域への扉をこじ開けた。このため “GA” のコードが印字

されている全ての NATO の増援ユニットは、現在予定されている登場ターンよりも 1 ターン遅れて登場することに

なった（“GA” のコードが印字されている全ての NATO の増援ユニットは、都合 3 ターン遅れて登場することになっ

た）。

21.26 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がない限り、第 1 ゲームターンに自動的に動
員が開始される。

22. 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、両陣営とも持ち合わせ
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。

221. 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. 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くために、1 補充ポイントが必要になる。
5. 師団ユニットから 1 ステップロスを取り除くために、3 補充ポイントが必要になる。
6. 師団基幹のみが生き残っている師団の場合、3 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。

7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

22.2 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、連絡線を確保してい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、連絡線を確保している空軍基地に置かれる。
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23. 天候（選択ルール）

“1985: Under an Iron Sky” 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
振り、そのゲームターンの天候を決定する。

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。

“1985: Under an Iron Sky” 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。

23.1 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。

23.2 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、および電子戦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。

23.3 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。

24. 化学兵器（選択ルール）

化学兵器は使用後最初の 48 時間に強力な効果を発揮するが、時間の経過とともに効果は薄れていく。

24.1 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。

24.2 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。

24.3 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
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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。

24.4 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. WP 移動フェイズ中に 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、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
にダイスを振り、下記の表によって使用の可否を判定する。

化学戦開始後の経過ターン数 使用可否のダイスの目
（支援ユニットの使用不可）

0 1 〜 10

1 1 〜 5

2+ 1 〜 2

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。

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できない可能性がある。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、またはヘリコプターユニットを離陸させようとする毎にダイスを振り、下記の表に従ってその可否
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）。

化学戦開始後の経過ターン数 任務不可のダイスの目
（航空／ヘリコプターユニットの離陸不可）

0 1 〜 10

1 1 〜 5

2+ 1 〜 2

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。

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。他の空軍基地へ移送された航空ユニットは、そのターン
中の残りの間、使用することはできない。ヘリコプターユニットは、残りの陸上フェイズの間、使用することはで
きない。

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
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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。

25. 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。

25.1 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。この時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。

25.2 核兵器の発射

1. 核兵器は 3 つの方法で発射することができる：
  a. 打撃力が 3 以上の飛行中隊が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。
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）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。

25.3 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、通常の対地攻撃任務の手順に従って行われる（27.7 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施設に対し、自由に割り振ること
ができる。

4. 目標ヘクス内の施設は、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、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、適正なタイプ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。
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25.4 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、基地が損害を受けていてもいけない。

4. 核汚染されたヘクス内で損傷している施設は、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：

  a. ダイスの目が 1 〜 12 の場合、核汚染レベル 3 は 2 に減少する。
  b. ダイスの目が 1 〜 8 の場合、核汚染レベル 2 は 1 に減少する。
  c. ダイスの目が 1 〜 5 の場合、核汚染レベル 1 は 0 に減少する。

26. 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、両陣営による戦略
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。
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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。

27. 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空域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、適切な空軍基地の帰還セクションに置かれる。

6. 適切な空軍基地とは、飛行中隊と同じ国籍の空軍基地である。

27.1 航空機の種類

基本的に、それぞれの飛行中隊は様々な任務を実施するために対空戦闘力を有しているが、対空戦闘力を有しないために、
特定の任務しか実施することができない飛行中隊も存在する。

値（表記） 用途（機種） 実施可能任務

R-n-n 偵察機 偵察、対地支援、対地攻撃、敵防空網制圧、迎撃、
移送

B-n-n 爆撃機 対地支援、対地攻撃、敵防空網制圧、迎撃、移送

T-n-n 輸送機 空輸、空挺降下、移送

ECM 電子戦機 制空戦闘とワイルド・ウィーゼル以外の全て

AW 早期警戒管制機 制空戦闘

27.2 空域

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 個のヘクスによって構成される空域（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（斜線で分割された白字の数字）が記されている。

メガヘクスは以下の様に使用される：
1. 制空権フェイズにプレイヤーは、1 つ、あるいは複数のメガヘクスで制空権の確保を試みることができる。
2. 航空任務で迎撃を行う場合、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。この時斜線の左側の数字が NATO による迎撃に適用され、右側の数字が WP の迎撃に適用される。

3. ワイルド・ウィーゼル任務に成功した場合、その効果は任務に成功したメガヘクス全体に及ぶ。
4. ワイルド・ウィーゼル任務は、敵が制空権を確保しているメガヘクス（制空エリア）で実施することはできない。
5. 行動範囲に関するルール（下記参照）を使用した場合、航空機の移動とその行動範囲は、メガヘクスの数で数えら
れる。

27.3 行動範囲（選択ルール）

このルールを導入した場合、それぞれの飛行中隊は、その時点で所属している空軍基地から限られた範囲内でのみ任務を
実施することができる。

1. 行動範囲はメガヘクスの数で数えられ、任務を実施する航空機の国籍や任務の種類で異なる。

任務 NATO WP

制空戦闘 4 4
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迎撃／護衛 7 6

対地攻撃、対地支援、ワイルド・ウィーゼル 7 6

空輸、移送、空挺降下 無制限 無制限

偵察 無制限 無制限

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. 盤外の空軍基地を離陸する飛行中隊の飛行経路は、（WP なら）地図東端から、（NATO なら）地図西端から数え、
最終的な距離に 1 を加える。

4. 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。
5. 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。

6. 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。
7. 以下の航空機については長距離侵攻能力があるため、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。

NATO F-111（全ての種類）、Tornado（全ての種類）、A-6（全ての種類）、E-3（全ての種類）

WP Mig31（全ての種類）、Su-24（全ての種類）、A50（全ての種類）、Yak28PP

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。

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。

27.4 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。

27.5 空戦修正

制空権、および迎撃における空戦のダイスの目は、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. AWACS（早期警戒管制機）修正
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 AWACS（AW）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。同様に防御側の飛行中隊と同じメガヘクスに自軍の AWACS 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
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。
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
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る。
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
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。
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）
攻撃側の飛行中隊は自軍の敵の制空エリアで戦闘を行う場合、ダイスの目に +1 の修正が適用される。
防御側の飛行中隊は自軍の敵の制空エリアで戦闘を行う場合、ダイスの目に -1 の修正が適用される。

27.6 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、いくつかの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攻撃することができる。
・WP は敵のワイルド・ウィーゼル任務を抑制することができる。
・特定のメガヘクスの制空権を確保することにより、敵の増援を遅らせることができる。
・敵による強襲上陸を阻止することができる。
・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。

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
 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メガヘクスに対し、秘密裏に AWACS 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メガヘクスにのみ、AWACS 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。
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27.7 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、所有プレイヤーは適切な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、所有プレイヤーは適切な空軍基地へ
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、再度上記の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 AWACS 中隊がある場合、AWACS 中隊もその制空エリアに留め置かれ
る。相手側の AWACS 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。

27.8 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。

27.8.1 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。

27.8.2 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。
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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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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。
7. 生き残った飛行中隊の打撃力（Strike Value）が陸上戦闘の解決の際に付加される。

27.9 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
・ヘクス内の施設に損害を与える
・そのヘクス内での敵ユニットの移動を妨害する

27.9.1 対地攻撃任務総則
1. 陸上移動フェイズにおいて、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後、両軍プレイヤーは望
む数の対地攻撃任務を実施することができる。

2. まずフェイズプレイヤーが全ての対地攻撃任務を実施し、次いで非フェイズプレイヤーが対地攻撃任務を実施する。
3. それぞれの対地攻撃任務は 1 つずつ、対地攻撃任務の手順に従って解決される。

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。

27.9.2 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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

27.9.3 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。

27.9.4 対地攻撃の結果

5 または 10
目標ヘクスは移動妨害を受ける（移動妨害マーカーを置く）。
目標ヘクスに "+5MP" または "+10MP" 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 つの施設（港湾、橋梁、空軍基地）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

1

目標ヘクスには "+10MP" 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。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。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。対地攻撃を実施したプレイヤーは、ユニットにステップロスを与
える代わりに、目標ヘクス内の施設等に損害を与えても構わない（上記 "+" の結果参
照）。
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1. 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。

27.10 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制圧する。

27.10.1 敵防空網制圧任務総則
1. 陸上移動フェイズにおいて、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後、あるいは陸上戦闘を
宣言した時点で、両軍プレイヤーは望む数の敵防空網制圧任務を実施することができる。

2. まずフェイズプレイヤーが全ての敵防空網制圧任務を実施し、次いで非フェイズプレイヤーが敵防空網制圧任務を
実施する。

3. それぞれの敵防空網制圧任務は 1 つずつ、敵防空網制圧任務の手順に従って解決される。

27.10.2 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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

27.10.3 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。

27.10.4 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。

27.11 ワイルド・ウィーゼル任務（選択ルール・このゲームでは NATO のみ）

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。

27.11.1 ワイルド・ウィーゼル任務総則
1. 部隊の所属名のそばに W の文字が印字されている飛行中隊のみが、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。

2. 陸上移動フェイズにおいて、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後、両軍プレイヤーは望
む数のワイルド・ウィーゼル任務を実施することができる。
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3. それぞれのワイルド・ウィーゼル任務は 1 つずつ、ワイルド・ウィーゼル任務の手順に従って解決される。
4. 自軍が制空権を確保しているメガヘクス、あるいは何れの軍も制空権を確保していないメガヘクスでのみ、ワイル
ド・ウィーゼル任務を実施することができる。

27.11.2 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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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 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のみである。

7. 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。

27.11.3 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。

27.12 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。

27.12.1 移送任務総則
1. 陸上移動フェイズにおいて、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後、両軍プレイヤーは望
む数の移送任務を実施することができる。

2. まずフェイズプレイヤーが全ての移送任務を実施し、次いで非フェイズプレイヤーが移送任務を実施する。
3. それぞれの移送任務は 1 つずつ、移送任務の手順に従って解決される。
4. 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。
5. 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。

27.13 空輸任務

空輸任務では、プレイや－は空中機動、空挺、山岳、海兵、特殊任務部隊、ADA、および EW ユニットを空軍基地から
空軍基地へと空輸するために、望む数の輸送中隊を使用することができる。

27.13.1 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. 空輸されるユニットは、陸上移動フェイズの開始時に損傷していない自軍の空軍基地にいて、通常補給下で戦術モー
ドになくてはならない。また、敵 ZOC 内にいてはいけない。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。

3. 空輸されるユニットとそのユニットを空輸する輸送中隊は、同じヘクスで移動を開始しなくてはならない。
4. 輸送されたユニットは、その行動フェイズ中に移動することはできない。
5. 輸送中隊は部隊を輸送するために、十分な輸送力を持っていなくてはならない。飛行中隊の輸送力の範囲内であれ
ば、複数の陸上ユニットを輸送することができる。「34. 空挺部隊と空中機動部隊」で輸送コストを参照すること。

6. 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力を合算することができる。
7. 着陸する空軍基地は，任務を実施する飛行中隊と同じ国籍の空軍基地でなくてはならない。

27.13.2 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：
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  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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 空輸されたユニットは、到着したヘクスで輸送機から降りる。
9. 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。

27.14 空挺降下任務

空挺降下任務では、プレイヤーは望む数の輸送中隊を使用して、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。

27.14.1 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. 飛行中隊は部隊を輸送するために、十分な輸送力を持っていなくてはならない。飛行中隊の輸送力の範囲内であれ
ば、複数の陸上ユニットを輸送することができる。「34. 空挺部隊と空中機動部隊」で輸送コストを参照すること。

4. 空輸されるユニットは、陸上移動フェイズの開始時に損傷していない自軍の空軍基地にいて、通常補給下で戦術モー
ドになくてはならない。また、敵 ZOC 内にいてはいけない。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。

5. 空輸される空挺ユニットとそのユニットを空輸する輸送中隊は、同じヘクスで移動を開始しなくてはならない。
6. 空挺降下を行うために空挺部隊ユニットは、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。

7. 空挺降下任務は、平地（Clear）、荒地 -1（Rough-1）、あるいは市街地（Urban）で、敵ユニットのいないヘクス
に対してのみ実施することができる。

8. 空挺降下は、悪天候のゲームターン中には実施することができない。
9. それぞれの空挺降下任務は 1 つずつ、空挺降下任務の手順に従って順番に解決される。

27.14.2 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。
4. 迎撃の試みは、迎撃戦闘の手順に従って解決される。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。
9. 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。この時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。
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27.15 補給妨害任務（NATO のみ）

NATO 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。

27.15.1 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明示したら、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。

27.15.2 補給妨害の効果（自己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る戦闘ユニットは、自己補給を消費しない限り、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、自己補給を消費しない限り、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。

27.15.3 補給妨害の効果（自己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。

27.16 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（空輸、および移送任務を除く）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か否かを宣言する。

2. 迎撃側のプレイヤーは、使用可能な空軍基地、および敵の航空任務の目標ヘクスを含むメガヘクスに存在している
飛行中隊の中から、迎撃を試みる飛行中隊を選び出す。

3. 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。

27.17 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. 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、適切な空軍基地へと戻り、
出撃準備（Ready）セクションへと置かれる。

c. 目標ヘクスを含むメガヘクスに元々いた飛行中隊は自動的に迎撃には成功し、ダイスを振る必要はない。



47

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、その飛行中隊は適切な空軍基地に戻って
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、適切な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。

b. 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。

c. 生き残った護衛任務飛行中隊は、適切な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 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。

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 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
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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、その飛行中隊は適切な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
は適切な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、適切な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。

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 a から繰り返す。

例：WP プレイヤーは、Bremen 近郊にある NATO の B-3 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でヘクス N2733 に対する対地攻撃任務を実施

することを宣言した。

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、適切な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。

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適切な空軍基地に戻し、残った WP の 2 個飛行中隊はヘクス N2733 に

対する対地攻撃任務を実施した。

27.17.1 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。

1. 襲撃戦闘フェイズの手順 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。
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27.17.2 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）。

27.18 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（NATO の EF-111 と、WP の Yak-28PP）が存在し、航空任務
を支援することができる。

27.18.1 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、電子戦中隊は適切な空軍基地に戻り、帰還セクションに置かれる。

27.18.2 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（27.3、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。

27.19 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、ユニットの上に損害マーカーを置く。

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、（適切な空軍基地へ戻る
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存在する場合、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被っていた損傷は、
統合後の飛行中隊に全て引き継がれる。

28. 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. 飛行中隊は、国籍の同じ自軍空軍基地から出撃することができる。
3. NATO のヘリコプター中隊は、同じ国籍の自軍空軍基地／ヘリポートから、あるいは占領した空軍基地／ヘリポー
トから出撃することができる。

4. 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、あるいは占領した空軍基地／ヘリポートから
出撃することができる。
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5. 空軍基地・ヘリポートは、20 個までの飛行中隊／ヘリコプター中隊を支援することができる。20 個を超えて存在
する飛行中隊／ヘリコプター中隊は、移送以外の行動をとることはできない。

6. 損傷している、核汚染ヘクス内にある、有効な連絡線を引くことができない、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、
いかなる行動もとることができない。

28.1 損傷を受けた飛行中隊の修理

各ゲーム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. 修理を行うために空軍基地は、損傷を受けておらず、有効な連絡線が引けていて、かつ核汚染ヘクス内にあっては
ならない。

2. 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。
3. 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。
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。

28.2 地図外（Off-Map）空軍基地

地図外空軍基地は、地図に描かれた範囲の外にある様々な空軍基地を表している。地図外空軍基地は以下の例外を除き、
通常の空軍基地と同様のルールが適用される。

1. 地図外空軍基地は攻撃を受けることも、損傷することも、敵に占領されることもない。
2. 地図外空軍基地は国籍が同じならば、無制限に飛行中隊を支援することができる。
3. 地図外空軍基地は、ヘリコプター中隊を支援することはできない。

28.3 敵空軍基地の占領

1. 自軍ユニットは、空軍基地のヘクスにいる敵ユニットを除去するか後退させるかした後、そのヘクスに戦闘後前進
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。

2. 自軍ユニットは、敵ユニットのいない空軍基地のヘクスに対し攻撃を宣言し、適切な移動ポイントを消費すること
によって、その空軍基地を占領することができる。

3. 相手方プレイヤーが、自軍ユニットのいない空軍基地ヘクスを防御するための砲兵支援や対地支援任務を行わな
かった場合、その空軍基地ヘクスへの攻撃と戦闘後前進は、自動的に成功する。

4. 相手方プレイヤーが、自軍ユニットのいない空軍基地ヘクスを防御するための砲兵支援や対地支援任務を行った場
合、戦闘は通常通り解決される。戦闘で D の結果が出たら攻撃側は戦闘に勝利し、戦闘後前進によって空軍基地を
占領することができる。

5. 攻撃を受ける空軍基地に敵ヘリコプター中隊がいた場合、戦闘解決前に航続距離内の他の空軍基地／ヘリポートへ
移動することができる。あるいはその空軍基地の防御に参加し、攻撃が成功した場合も、戦闘の終了時に航続距離
内の他の空軍基地／ヘリポートへ移動することができる。何れの場合でも、その陸上移動フェイズの残りの間、そ
のヘリコプター中隊を使用することはできない。

6. 敵のいない空軍基地を攻撃して成功しても、突破ゾーンは形成しない。
7. 敵に占領された空軍基地にいる飛行中隊／ヘリコプター中隊は、全て除去される。
8. 占領した空軍基地は損傷しているものとされ、自軍のヘリコプター中隊が使用するには修理しなくてはならない。

28.4 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／ヘリポートへ移動し、その陸上
移動フェイズの残りの間、使用することはできない。このような移動が不可能な場合、そのヘリコプター中隊は除
去される。

29. 強襲上陸

一定の条件下において海兵ユニットは、海上移動をした後に、敵ユニットのいない沿岸ヘクスに上陸することができる。
各シナリオのルールでは、そのシナリオでの NATO、WP それぞれのシナリオにおける強襲上陸能力について記載して
ある。

以下のルールは、全てのシナリオに共通して適用されるものである：
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1. 強襲上陸を行うために海兵ユニットは、陸上移動フェイズの開始時に自軍の損傷していない港湾ヘクスにいて、通
常補給下で戦術モードになくてはならない。

2. 出港する港湾ヘクスと上陸する沿岸ヘクスは、何れも敵の制空エリア内にあってはならない。
3. 上陸する沿岸ヘクスに、敵ユニットがいてはならない。ただし、そのヘクスが敵 ZOC 内にあっても構わない。
4. 海兵ユニットは出港する港湾ヘクスから上陸する沿岸ヘクスまで、連続した海ヘクスでたどれなくてはならない。
5. 海兵ユニットは強襲上陸を行ったゲームターン中は、通常補給下にあるものとみなされる。
6. 海兵ユニットは、強襲上陸を行った後に移動することはできない。
7. 陸上移動フェイズ中に海兵ユニットは、上陸する沿岸ヘクスまで移動する。上陸するヘクスが敵 ZOC 内にある場合、
海兵ユニットは通常の陸上戦闘と同じ手順で、その ZOC を及ぼしている敵ユニットを直ちに攻撃しなくてはなら
ない。戦闘結果は以下の結果とともに通常通り適用される：

戦闘結果 追加の結果

D なし

C 海兵ユニットは 1 ステップロスを被る

A1 海兵ユニットは 2 ステップロスを被る

A2 海兵ユニットは 3 ステップロスを被る

30. 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、1 ユニッ
トを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の制空エリア内にある場合、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。

31. ヘリコプター

31.1 ヘリコプターの移動

1. ヘリコプターは飛行して進入する 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（17.2 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：21.22）。

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。その一方で、ヘリコプターが目標ヘクスまで超低空飛行飛行で移動するが、その帰還の際
には燃料の問題から通常飛行を行い、対空火器によって撃墜されてしまうような任務を実施することもあるだろうが、
これはまた別の問題である。

31.2 ヘリコプターと制空権

1. ヘリコプター中隊が敵が制空権を確保しているメガヘクスに進入したら、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。この時ダイスの修正
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。
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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制空エリアに進入した場合、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、1 つの任務を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. 陸上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. 自軍陸上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することができる。

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付せ
られることはない。

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. 陸上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存在する場
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

ユニットに輸送能力が印字されたヘリコプター中隊は、空挺、空中機動、山岳、海兵、特殊任務部隊、および EW ユニッ
トの空輸任務を実施することができる。

1. ヘリコプター中隊は、輸送するユニットに対して充分なだけの輸送能力を持たなくてはならない。ヘリコプター中
隊の輸送能力の範囲内であれば、複数のユニットも輸送することができる。「34. 空挺部隊と空中機動部隊」で輸送
コストを参照すること。

2. 同じ空軍基地／ヘリポートで移動を開始した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。

3. 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。

4. 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。

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. 陸上ユニットはヘリコプター中隊によって輸送される全行程において、2 移動ポイントを消費する。そしてヘリコ
プターから降りた後も通常通り移動することができる。

7. 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。

8. 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。

9. 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。
10. 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



53

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、
続く移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. 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 2 移動ポイントの消費で、荒地 -1（Rough-1）ヘクスに進入することができる。
3. 山岳ユニットは 3 移動ポイントの消費で、荒地 -2（Rough-2）ヘクスに進入することができる。
4. 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。

33. 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。特殊任務部隊は、敵戦線後方の部隊や軍事施設に対す
る襲撃を行う。

特殊任務部隊は以下のルールに従って運用される：
1. 特殊任務部隊は支援ユニットで、戦闘力は持たない。戦闘ユニットとスタックしていない状況で攻撃を受けた場合、
自動的に退却するか、防御力としての対地支援任務を受けることによって通常通りの戦闘を行うかを選択する。通
常の戦闘を行って D の結果を被ったら、たの支援ユニット同様に除去される。

2. 特殊任務部隊は、空挺部隊としての能力を持つ徒歩ユニットである。
3. 特殊任務部隊は、2 戦闘ステップを持つ。

33.1 特殊任務の計画

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特殊任務の計画を行う。
2. それぞれの特殊任務について、その任務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. 特殊任務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. 計画された特殊任務は、特殊任務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。

33.2 特殊任務の実施手順

1. 特殊任務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。
3. 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。

4. 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
もステップロスする。

5. 1 つの任務に参加している全てのヘリコプター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、「特殊任務部隊進入表 “Special Forces 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。

6. 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。

7. 生き残った特殊任務部隊は「特殊任務解決表 “Special Forces Assault Table”」でダイスを振り、結果は直ちに適
用される。

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適切な
空軍基地へと帰還する。この時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。

33.3 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。
  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
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  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. そのヘクス内の空軍基地／ヘリポートに損傷を与える
  d. そのヘクス内の港湾に損傷を与える
  e. そのヘクス内の 1 つの橋梁に損害を与える
2. 上記の成果を適用した後、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（この時師団は 3 個旅団分に扱う）。

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 個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。

34. 空挺／空中機動部隊（選択ルール）

特定の種類のユニットは輸送機中隊、あるいはヘリコプター中隊によって輸送することができる（27.13、27.14、および
31.5 参照）輸送されるそれぞれのユニットは、以下の通り輸送能力を必要とする；

1. 師団規模のユニットを輸送する際には 9 輸送ポイントを必要とするが、1 ステップロスをする毎に必要な輸送ポイ
ントは 3 減る。

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。

2. 旅団、および連隊規模のユニットを輸送する際には 3 輸送ポイントを必要とするが、1 ステップロスをする毎に必
要な輸送ポイントは 1 減る。

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。

3. 大隊規模のユニットを輸送する際には 1 輸送ポイントを必要とする。
4. 電子戦ユニットを輸送する際には 1 輸送ポイントを必要とする。
5. ADA ユニットを輸送する際には 2 輸送ポイントを必要とする。

35. 情勢不穏（WP のみ）

ゲームの進行において、いくつかのワルシャワ条約機構加盟国は、情勢不穏の状態になることがある。
情勢不穏による影響はそれぞれの国によって異なる。これに加え、情勢不穏になる国では動乱が発生する可能性もあり、
その可能性は徐々に高まっていく。

35.1 ポーランドの情勢不穏

1. 戦争が始まったゲームターンの情勢不穏／動乱フェイズに、WP プレイヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜
8 の場合、ポーランドは情勢不穏の状態なる。

2. ポーランドが情勢不穏になった場合、海兵、空挺、EW、および飛行中隊とヘリコプター中隊を除き、ポーランド
軍ユニットはポーランド国外に出ることはできない。そして情勢不穏の影響を受けるユニットが国外にいる場合、
可能な限り速やかにポーランド国内に戻らなくてはならない。

3. ポーランド軍ユニット、ポーランド国内の空軍基地、ヘリポート、または施設を NATO が攻撃した場合、ポーラ
ンドの情勢不穏状態は解消し、ただちに上記の制限は解除される。

35.2 ハンガリーの情勢不穏

1. 戦争が始まったゲームターンの情勢不穏／動乱フェイズに、WP プレイヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜
6 の場合、ハンガリーは情勢不穏の状態なる。

2. ハンガリーが情勢不穏状態になった場合、下記ユニットは信頼できないものとされ、ハンガリー国外に出ることが
できなくなる。
対象ユニット：第7自動車化狙撃師団（7 Mech Div）、第9自動車化狙撃師団（9 Mech Div）、第15自動車化狙撃師団（15 
Mech Div）

3. 信頼できないユニットがすでにハンガリー国外にいる場合、WP プレイヤーは可能な限り速やかにハンガリー国内
に戻さなくてはならない。
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35.3 チェコスロバキアの情勢不穏

1. 戦争が始まったゲームターンの情勢不穏／動乱フェイズに、WP プレイヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜
6 の場合、チェコスロバキアは情勢不穏の状態なる。

2. チェコスロバキアが情勢不穏状態になった場合、下記ユニットは信頼できないものとされ、チェコスロバキア国外
に出ることができなくなる。
対象ユニット：第 3 自動車化狙撃師団（3 Mech Div）、第 4 戦車師団（9 Arm Div）、第 9 戦車師団（9 Arm Div）、
第 15 自動車化狙撃師団（15 Mech Div）、第 13 戦車師団（13 Arm Div）、第 14 戦車師団（14 Arm Div）

3. 信頼できないユニットがすでにチェコスロバキア国外にいる場合、WP プレイヤーは可能な限り速やかにチェコス
ロバキア国内に戻さなくてはならない。

35.4 東ドイツの情勢不穏

1. 戦争が始まったゲームターンの情勢不穏／動乱フェイズに、WP プレイヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜
4 の場合、東ドイツは情勢不穏の状態なる。

2. 東ドイツが情勢不穏状態になった場合、下記ユニットは信頼できないものとされ、東ドイツ国外に出ることができ
なくなる。
対象ユニット：第 19 自動車化狙撃師団（19 Mech Div）、第 20 自動車化狙撃師団（20 Mech Div）、第 6 自動車化狙
撃師団（6 Mech Div）、第 10 自動車化狙撃師団（10 Mech Div）、第 17 自動車化狙撃師団（17 Mech Div）

3. 信頼できないユニットがすでに東ドイツ国外にいる場合、WP プレイヤーは可能な限り速やかに東ドイツ国内に戻
さなくてはならない。

36. 動乱（WP のみ）

ゲームの進行において、いくつかの出来事がワルシャワ条約機構加盟国での動乱の要因となる。一度動乱が起きると、他
のワルシャワ条約機構加盟国によって鎮圧されない限り動乱は国内で広がり、最後には親ソビエト政府が倒されることに
なる。

動乱では以下のルールを使用する：
1. 動乱は以下のワルシャワ条約機構加盟国における特定の出来事が要因となる：東ドイツ、チェコスロバキア、ハン
ガリー、ポーランド。ワルシャワ条約機構加盟国のそれぞれで、動乱の要因になる出来事は異なる。

2. 1 つのワルシャワ条約機構加盟国での動乱は、地図上に最初の動乱（Revolt）マーカーが置かれた時点で始まり、
革命に成功する、あるいは動乱が鎮圧されるまで続く。

3. 1 つのワルシャワ条約機構加盟国での動乱は、その国の国内の動乱マーカーが全て除去された時点で鎮圧されたも
のとみなされる。

4. 1 つのワルシャワ条約機構加盟国での動乱は、その国の政府が倒された時点で革命に成功したものとみなされる。
5. 1 つの国に動乱を起こす要因は複数ある。
6. 1 つの国では一度動乱が起きてしまうと、最初の動乱が鎮圧された後は動乱が起きなくなる。

36.1 チェコスロバキアでの動乱の要因

チェコスロバキアでは以下の出来事が動乱の要因となる：
1. WP プレイヤーがチェコスロバキアでの動員を宣言した時。
2. チェコスロバキア軍の師団が、合計で 9 ステップ以上のステップロスをした最初の時点。
3. 通常補給下にあって、連絡線を確保できている NATO の陸上ユニットが Praha、あるいは Plzen を最初に占領し
た時。

4. ゲーム中に 2 回まで、NATO プレイヤーは WP プレイヤーに対し、チェコスロバキア国内に 2 個師団、あるいは
2 個師団相当のソビエト軍ユニットがいることを誇示させることができるが、これを WP プレイヤーができない時。

36.2 東ドイツでの動乱の要因

東ドイツでは以下の出来事が動乱の要因となる：
1. WP プレイヤーが東ドイツでの動員を宣言した時。
2. 東ドイツ軍の師団が、合計で 10 ステップ以上のステップロスをした最初の時点。
3. 通常補給下にあって、連絡線を確保できている NATO の陸上ユニットが East Berlin、Dresden、Leipzig、あるい
は Karl-Marx Stadt を最初に占領した時。
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4. ゲーム中に 2 回まで、NATO プレイヤーは WP プレイヤーに対し、東ドイツ国内に 3 個師団、あるいは 3 個師団
相当のソビエト軍ユニットがいることを誇示させることができるが、これを WP プレイヤーができない時。

36.3 ハンガリーでの動乱の要因

ハンガリーでは以下の出来事が動乱の要因となる：
1. ハンガリー軍の師団が、合計で 6 ステップ以上のステップロスをした最初の時点。
2. 通常補給下にあって、連絡線を確保できている NATO の陸上ユニットが Bratislava、あるいは Gyor を最初に占領
した時。

36.4 ポーランドでの動乱の要因

ポーランドでは以下の出来事が動乱の要因となる：
1. WP プレイヤーがポーランドでの動員を宣言した時。
2. ポーランド軍の師団が、合計で 13 ステップ以上のステップロスをした最初の時点。
3. 通常補給下にあって、連絡線を確保できている NATO の陸上ユニットがポーランド国内のいずれかの市街地、都
市ヘクスを占領したとき、または East Berlin、Dresden、Cottbus、Neubrandenburg、Frankfurt an der Oder、
Gorlitz、あるいは Kolin を最初に占領した時。

4. ゲーム中に 2 回まで、NATO プレイヤーは WP プレイヤーに対し、ポーランド国内に 2 個師団、あるいは 2 個師
団相当のソビエト軍ユニットがいることを誇示させることができるが、これを WP プレイヤーができない時。

36.5 動乱の開始と拡大

1. ワルシャワ条約機構加盟国で動乱の要因となる出来事が発生した場合、NATO プレイや－は「動乱表 “Revolt 
Table”」の 0 の欄でダイスを振る。その結果が 0 であった場合、動乱は発生しない。ただし、再び動乱の要因とな
る出来事が発生した場合には、再度判定を行う。0 以外の結果が出た場合に動乱は発生し、結果の数字と同じ数だ
けの動乱（Revolt）マーカーが、NATO プレイヤーによって動乱の発生した国に置かれる。

2. 動乱マーカーは、動乱が発生した国の任意の市街地、あるいは都市ヘクスに NATO プレイヤーによって置かれる。
動乱マーカーが置かれるヘクスには、WP のユニットがいても構わない。動乱マーカーは、NATO プレイヤーの望
むヘクスに置くことができる。

3. 動乱マーカーは貨幣のように両替可能で、2 つの動乱 -1（Rvolt 1）マーカーは、1 つの動乱 -2（Revolt 2）マーカー
に換えることができる。

4. 都市ヘクスには、最大で 10 動乱マーカーまで置くことができる。
5. 市街地ヘクスには、最大で 5 動乱マーカーまで置くことができる。
6. 動乱の要因は発生したが、実際の動乱は発生しなかった国の陸上戦闘ユニットは、そのゲームターンの残りの期間、
敵ユニットを攻撃することができない。

7. 実際の動乱が発生した国の全ての陸上戦闘ユニットは、その動乱が鎮圧されるまで、あるいはその国の政府が倒さ
れるまで、敵ユニットを攻撃することができない。

8. 実際の動乱が発生した国の全ての陸上戦闘ユニットは、その動乱が鎮圧されるまで、あるいはその国の政府が倒さ
れるまで、その国を離れることはできない。ただし、すでに国外にいるユニットの国内への帰還は強制されない。

9. それぞれのゲームターンの動乱フェイズに、すでに動乱が発生している各ワルシャワ条約機構加盟国について、
NATO プレイヤーはすでに置かれている動乱マーカーの数を合計し、動乱表上のその合計に該当する欄でダイスを
振り修正を適用する：

a. 結果が数字であった場合 NATO プレイヤーは、その数字に等しい数の動乱マーカーをその国内に追加で置 
く。

b. 結果が GO であった場合、そのワルシャワ条約機構加盟国の政治体制は崩壊する。

36.6 動乱マーカーの効果

1. 1 つ以上の動乱マーカーが置かれているヘクスを「動乱ヘクス」と呼ぶ。
2. そのヘクス内に戦術モードの WP 戦闘ユニットがいない限り、WP は動乱ヘクスを通して補給線も連絡線も引くこ
とはできない。

3. 陸上ユニットは（NATO も WP も）、動乱ヘクスを離脱する際に追加 5 移動ポイント消費しなくてはならない。
4. 動乱マーカーを動かすことはできない。

36.7 動乱の鎮圧

1. WP の陸上移動フェイズに、WP プレイヤーは動乱マーカーのみが存在するヘクスへ進入し、通常の陸上戦闘ルー
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ルに従って動乱マーカーを攻撃することができる。
2. 動乱が発生している国と同じ国籍の陸上、ヘリコプター、航空、あるいは支援ユニットを使用して、その国の動乱
マーカーを攻撃することはできない。

3. 動乱ヘクスの防御力は、そのヘクス内の動乱マーカーの合計に等しい。
4. 動乱ヘクスの指揮力は 1 である。
5. 動乱ヘクスの地形効果は防御側の戦闘修正として適用される。
6. NATO プレイヤーは飛行中隊、およびヘリコプター中隊を利用して、通常の陸上戦闘のように動乱ヘクスへの支
援任務を実施することができる。ただし、この時の各中隊の打撃力は半分になる。

7. NATO プレイヤーは支援ユニットを利用して、通常の陸上戦闘のように動乱ヘクスへの防御支援を実施すること
ができる。ただし、この時の砲兵の弾幕力は半分になる。

8. 戦闘の結果が D であった場合、そのヘクス内の全ての動乱マーカーは除去される。ただし、突破マーカーが置か
れることはなく、戦闘後前進も発生しない。その他の結果については通常通り適用する。

9. 動乱が発生した後、動乱が発生した国内から全ての動乱マーカーが除去されたら、その時点で動乱は鎮圧されたも
のとみなし、以後はその国で動乱が発生することはない。

36.8 政治体制の崩壊

動乱フェイズ中に動乱表上でダイスを振り、その結果が GO であった場合には、そのワルシャワ条約機構加盟国の政府は
倒されたものとみなされる。

1. 政治体制の崩壊した国の全てのユニットは、ゲームから除去される。
2. その国に置かれていた全ての動乱マーカーは除去される。
3. WP プレイヤーは、最低でも WP の陸上ユニットが 1 ユニットでもいれば、その国の空軍基地を利用することがで
きる。

4. WP の陸上ユニットの 2 ヘクス以内の範囲であれば、WP プレイヤーはその国を通して補給線を引くことができる。
5. WP の陸上ユニットが隣接していれば、WP プレイヤーはその国の国内にある橋梁を破壊することができる。
6. NATO のヘリコプター、および航空輸送中隊は、その国内の WP の陸上ユニットがいない空軍基地を、修理する
ことなく利用することができる。

37. 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の場合。
4. 実施する任務がワイルド・ウィーゼル任務、あるいは補給妨害任務の場合。
5. 実施する任務によって攻撃の対象となるのが敵施設（橋梁、港湾、空軍基地）、あるいは SAM のみの場合。

37.1 偵察任務

偵察任務総則
1. 偵察飛行中隊（攻撃力の部分に “R” と印字されているもの）のみが、偵察任務を実施することができる。
2. 陸上移動フェイズに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。

3. 両軍プレイヤーとも偵察任務を希望する場合は、フェイズプレイヤーが先に実施する。
4. 偵察任務に成功した場合、その目標ヘクスは視認されたものとみなされる。そしてそのゲームターンの間、そのヘ
クスは視認された状態が継続する。

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。この時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。
この時出た目が NATO プレイヤーの場合は 1 〜 3 なら、WP プレイヤーの場合 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。

4. 偵察飛行中隊は適切な空軍基地に戻り、帰還セクションに置かれる。
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38. 損傷

38.1 空軍基地／ヘリポートの損傷

空軍基地／ヘリポートは、いくつかの方法（陸上ユニットによる攻撃／占領、特殊任務部隊による作戦、対地攻撃任務、
核攻撃）によって損傷する。
損傷した空軍基地には以下のルールが適用される：

1. 損傷した空軍基地にいる飛行中隊は、空軍基地が修理されるまで任務を実施することができない。
2. 損傷した空軍基地／ヘリポートにいるヘリコプター中隊は、移送任務以外の任務を実施することができない。
3. 損傷した空軍基地にいる飛行中隊は、修理することができない。

38.2 港湾の損傷

港湾は敵ユニットによる占領、対地攻撃任務、あるいは核攻撃によって損傷する。
損傷した港湾には以下のルールが適用される。

1. 損傷した港湾は補給源として利用することができない。
2. 増援ユニットは、損害を受けた港湾を登場ヘクスとすることができない。

38.3 橋梁の損傷

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、核攻撃、あるいは爆破によって損傷する。

38.3.1 橋梁の爆破
1. 自軍ユニットが橋梁に隣接するヘクスにいる場合、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
は損傷マーカーが置かれる。

2. 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。
3. 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。

38.3.2 橋梁への損傷の影響
1. 修理がされない限り、全てのことにおいて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、損害を受けた橋梁を利用して大河川を越えることはできない。

39. 修理

修理フェイズに両軍プレイヤーは、損傷した施設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。使わなかった修理ポイントは失われる。
3. 修理される施設は自軍ユニットが存在する、あるいは自軍の ZOC 内にあって、機能する連絡線が引ける状態でな
くてはならない。

4. 核汚染地域内にある施設は、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. 損害を受けた港湾は、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。

40. 連絡線

いくつかのルールでは、ユニット、あるいは施設に対して連絡線を引く必要がある。
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1. 連絡線は陸上、あるいはフェリーによって無限に連続するヘクスだが、敵ユニット、敵 ZOC、通過不能ヘクスサイド、
山岳ヘクスサイドを通すことはできない。

2. 連絡線は中立国の国内を通すことはできない。
3. WP の連絡線は、地図東端、あるいは南東端まで引くことによって機能する。
4. WP の連絡線は、自軍支配下にある Odense、あるいは Kobenhavn の港湾まで引くことによっても機能する。この
時港湾は、損害を受けた状態ではいけない。

5. NATO の連絡線は、地図西端、イタリア国内の地図南端、あるいは補給源として機能している港湾まで引くこと
によって機能する。

41. 中立国

オーストリア、リヒテンシュタイン、スウェーデン、スイス、およびユーゴスラビアは、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、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. 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、オーストリア、またはリヒテンシュタイン
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、上記の制限は撤廃
される。

5. スウェーデン、スイス、およびユーゴスラビアは、決して中立を侵されることはない。

42. 勝利条件

“1985: Under an Iron Sky” 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。
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て政治的勝利、あるいは軍事的勝利の
判定を行って構わない。

42.1 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、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 NATO の政治的勝利ポイン

NATO 諸国が降伏する毎に 10 PP ワルシャワ条約機構加盟国の政治体制
が崩壊する毎に 15 PP

アメリカ軍の 3 個旅団が除去される毎
に（師団は 3 個旅団として扱う） 2 PP ワルシャワ条約機構加盟国で動乱が発

生する毎に 8 PP

西ドイツ軍の 3 個旅団が除去される毎
に（師団は 3 個旅団として扱う） 1 PP 動乱（Revolt）マーカーが置かれている

WP 加盟国毎に 10 PP

アメリカ軍の飛行中隊がステップロス
する毎に 1 PP 連絡線を確保した NATO 戦闘ユニット

が存在する WP 加盟国毎に 6 PP

ライン河西岸にいる連絡線を確立した
WP 師団毎に 5 PP WP が先に核兵器を解放した場合 4 PP

北大西洋のシーレーンが妨害されてい
る場合 4 PP 北大西洋のシーレーンが安全な場合 10 PP
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42.2 軍事的勝利

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得ることができる。
2. 戦略的拠点では、通常の占領によって得られるポイントに加えてボーナスポイントも得ることができる。
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得られるボーナス MP は一
方のプレイヤーに対してのみ与えられる。

軍事的勝利ポイントとしてカウントするためには、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：
1. 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。

2. 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）。

3. そのヘクスへの連絡線を確保する必要がある。
4. 複数のヘクスからなる戦略的拠点についてボーナス MP を得るためには、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ある。

軍事的勝利の判定は、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。
2. 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。

都市、あるいは市街地ヘクスを核兵器
で攻撃する毎に -6 PP

都市、あるいは市街地ヘクスを化学兵
器で攻撃する毎に -3 PP

NATO が先に核兵器を解放した場合 12 PP ワルシャワ条約機構加盟国で動乱が発
生する毎に 3 PP

NATO の全ての港湾を WP が支配してい
る場合 10 PP NATOの戦闘ユニットが西ベルリンに

いる場合 1 PP

いかなる WP 加盟諸国も動員を行ってい
ない場合 3 PP 都市、あるいは市街地ヘクスを核兵器

で攻撃する毎に -10 PP

いかなる WP 加盟諸国でも動乱が発生し
ていない場合 4 PP 都市、あるいは市街地ヘクスを化学兵

器兵器で攻撃する毎に -5 PP

  

軍事的勝利ポイント表

基本的拠点

占領した市街地ヘクス毎に 5 MP

占領した都市ヘクス毎に 10 MP

占領した空軍基地毎に 4 MP

戦略的拠点

Bonn、Praha、East Berlin 30 MP Innsbruck 10 MP 

Amsterdam、Kobenhavn、Wien 20 MP West Berlin 30 MP

Luxemburg 5 MP Frankfurty am Main 20 MP

Amsterdam、Bremen、Hamburg、
Kobenhavn の港湾ヘクス 20 MP Udine 5 MP
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例：ゲームの終了時に WP プレイヤーが Kobenhavn の 3 つの都市ヘクス全てを支配し、連絡線を確保しているとす

る。WP プレイヤーは都市ヘクス 3 つによる 30MP、戦略的拠点である Kobenhavn を支配していることによる 20MP、

Kobenhavn の港湾を支配していることによる 20MP を獲得し、合計で 70MP を獲得することになる。

シナリオ用追加ルール

これ以降に記載するルールの一部、または全部が、各シナリオをプレイする際に導入される。

各シナリオにおけるユニットのセットアップについて、配置ヘクスや登場ヘクス、空軍基地、登場ターンがユニットに印
字されているものと異なる場合、そのユニットの情報に関する記載は網掛けがしてある。

43. ベルリン要塞（ベルリン特別ルール）

1. フランス軍のベルリン旅団は、国籍の異なる他の NATO ユニットとスタックすることができる。
2. NATO のベルリン守備隊ユニットは、西ベルリンのヘクスで防御する際に、戦闘修整に 1 が加えられる。

44. 避難民の影響

1. 開戦第 1 ターンの間、ライン（Rhine）河以東の西ドイツ国内では、ユニットは行軍モードで移動することができない。
2. 開戦第 1 ターンの間、ライン（Rhine）河以東の西ドイツ国内では、アウトバーンを戦術モードで移動する際に 2
移動ポイントを消費しなくてはならない。

3. 開戦第 1 ターンの間、ライン（Rhine）河以西の西ドイツ国内では、アウトバーンを行軍モードで移動する際には
1 移動ポイントを、戦術モードで移動する際には 2 移動ポイントを消費しなくてはならない。

45. NATO 諸国の信頼性

1985 年の時点で西ヨーロッパには、国内の強大な共産主義政党やマルクス主義に感化されたテロリスト集団、左翼的平
和主義団体が活動していた。そのため、一部の NATO 加盟国においては、ソビエト連邦との戦端が開かれた際に挙国一
致で戦うことについて、疑問視する考えも出ていた。

45.1 オーストリア

1. WP の戦闘ユニットがオーストリア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 〜 5
の場合、オーストリアは降伏する。

2. WP がウィーン（Vienna）の全てのヘクスを支配した時点でも NATO プレイヤーはダイスを振り、出た目が 1 〜
8 の場合、オーストリアは降伏する。

3. WP がオーストリア国内の全ての都市ヘクスを支配した場合、オーストリアは降伏する。

45.2 ベルギー

1. 通常補給下にあって連絡線を確保している WP の戦闘ユニットがベルギーに最初に侵入した時点で、NATO プレ
イヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜 3 の場合、ベルギーは降伏する。

2. 通常補給下にある WP の戦闘ユニットが最初にリエージュ（Liege）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、ベルギーは降伏する。

3. ベルギーが降伏した時、通常補給下にあって他の NATO の陸上戦闘ユニットとスタック、あるいは隣接している
ベルギー軍の陸上ユニット、および他の NATO ユニットと同じ基地にいるベルギー軍のヘリコプター／飛行中隊は、
以降は自由ベルギー軍として活動し、プレイからは除外されない。自由ベルギー軍は、機能しているベルギーとフ

Wilhelmshaven、Emden、Bremerhaven、
Lubeck、Odense、Rostock、Szczecin、
Gdansk、Trieste、Mestre

5 MP Gorlitz 10 MP

Liege 20 MP Koblentz 10 MP

Nancy 10 MP Karl-Marx Stadt 10 MP

Gyor 10 MP Dresden 20 MP

Kiel 10 MP Magdeburg 10 MP
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ランスの補給源を利用することができる。

45.3 デンマーク

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 WP の戦闘ユニットがシェラン（Sjaelland）島に存在するという条
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（12.3 と 12.5 も参照のこと）。

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、ベルギーは降伏する。

4. デンマークが降伏すると WP プレイヤーは、コペンハーゲン（Kobenhavn）とオーデンセ（Odense）港ヘクスを
通常のルールでの制限に基づいて補給源として利用することができる。

5. 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の利用することができる。

45.4 フランス

1. 戦争が勃発する前には、フランス、およびベルギー国外にいるフランス軍ユニットは移動することができない。フ
ランス、およびベルギー国内にいるフランス軍ユニットは自由に移動することはできるが、他の国に進入すること
はできない。開戦第 1 ターンには、これらの制限は解除される。

2. 戦争が勃発する前には、フランス軍ユニットのみがフランスに進入することができる。開戦第 1 ターンには、この
制限は解除される。

3. 開戦第 1 ターン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る。この時出たダイスの目が 1 〜
12 の場合、ゲーム中にフランス軍の戦闘ユニットは他の国のユニットとスタックすることができなくなる。ダイス
の目が 13 〜 20 の場合には、フランス軍の戦闘ユニットにこのようなスタック制限は適用されない。フランス軍の
ベルリン旅団は、この時のダイスの目に関係なく、他の国のユニットと自由にスタックすることができる。

4. 開戦第 1 ターンの他戦域イベントフェイズに、NATO プレイヤーはもう一度ダイスを振る。この時出た目が 1 〜 8
の場合、フランスの共産主義政党によって戦争不介入を訴える大規模なデモが組織され、全てのフランス軍の増援
は 2 ゲームターン遅れることになる。

45.5 イタリア

1. イタリア軍の飛行／ヘリコプター中隊は、（一部、または全部に）イタリア、またはオーストリアの国土を含むメ
ガヘクスでのみ任務を実施することが可能で、目標となるヘクスはイタリア、またはオーストリア国内でなくては
ならない。

2. イタリア軍の陸上ユニットはイタリア、またはオーストリア国内にのみ展開することができる（例外：Folgore 旅団、
下記参照）。

3. 開戦第 1 ターン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る。この時出たダイスの目が 1 〜 6
の場合、Folgore 空挺旅団と全ての輸送飛行／ヘリコプター中隊は、NATO による防衛を支援するために、イタリ
ア国外で活動することができる。他の全てのイタリア軍ユニットは、依然としてイタリア、およびオーストリア国
内に留まらなくてはならない。

4. 通常補給下にある WP の戦闘ユニットが最初にイタリア、あるいはオーストリアに侵入した時点で NATO プレイ
ヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜 8 の場合、市民による暴動が突発する。この時イタリア国内の全ての都市、
および市街地ヘクスには、可能な限り速やかにイタリア軍の戦闘ユニットを置かなくてはならず、この制限はゲー
ム終了時まで継続する。

5. 通常補給下にあって連絡線を確保している WP の戦闘ユニットがイタリアの都市ヘクスに最初に侵入した時点で、
NATO プレイヤーはダイスを振る。この時出た目が 1 〜 10 の場合、イタリアは降伏する。

6. 通常補給下にあって機能する連絡線を確保している WP の戦闘ユニットがミラノ（Milano）の都市ヘクスに侵入
すると、イタリアは降伏する。

45.6 オランダ

1. オランダ軍の陸上ユニットが初めて陸上戦闘に参加した（巻き込まれた）時、NATO プレイヤーはダイスを振る。
この時のダイスの目が 1 〜 3 の場合、戦闘で多数の死者が出たことにより、オランダ政府は部隊を本国に送還したり、
解散したりしなくてはならなくなる。そのため、以下のルールが適用される：

a. オランダ国外にいる全ての戦闘未経験戦闘ユニットの指揮力は、砲兵も含めて 0 になる。オランダ国内にいる
戦闘未経験ユニットの指揮力は、影響を受けない。

b. オランダ国外にいる全てのオランダ軍陸上ユニットは、通常の移動ルールに従って、可能な限り速やかにオラ
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ンダ国内へと移動しなくてはならない。
c. オランダ国内にいるオランダ軍の陸上ユニットは、オランダ国外に出ることができなくなる。

ダイス目のが 4 〜 6 の場合、徴兵された部隊の間で動揺が広がり、以下のルールが適用される：
a. オランダ国外にいる全ての戦闘未経験戦闘ユニットの指揮力は、砲兵も含めて 1 になる。オランダ国内にいる
戦闘未経験ユニットの指揮力は、影響を受けない。

b. オランダ国内にいるオランダ軍の陸上ユニットは、オランダ国外に出ることができなくなる。
2. 通常補給下にある WP の戦闘ユニットが最初にオランダに侵入した時点で NATO プレイヤーはダイスを振り、出
た目が 1 〜 6 の場合、オランダは降伏する。

3. 通常補給下にある WP の戦闘ユニットが最初にアムステルダム（Amsterdam）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 〜 13 の場合、オランダは降伏する。

4. オランダが降伏した時、通常補給下にあって他の NATO の陸上戦闘ユニットとスタック、あるいは隣接している
オランダ軍の陸上ユニット、および他の NATO ユニットと同じ基地にいるオランダ軍のヘリコプター／飛行中隊は、
以降は自由オランダ軍として活動し、プレイからは除外されない。自由オランダ軍は、機能しているオランダとイ
ギリスの補給源を利用することができる。

45.7 ルクセンブルク

1. 通常補給下にある WP の戦闘ユニットが最初にルクセンブルク国内に侵入した時点で NATO プレイヤーはダイス
を振り、出た目が 1 〜 10 の場合、ルクセンブルクは降伏する。

2. WP の戦闘ユニットがルクセンブルク（Luxembourg）の都市ヘクスに侵入した時点で、ルクセンブルクは降伏する。

45.8 NATO 諸国の降伏

NATO 加盟国が降伏した場合、あるいは中立国だった国が降伏した場合、以下のルールが適用される：
1. それぞれの国毎のルールに特に記載のない限り、降伏した国のユニットは全て、プレイから除去される。
2. 自軍戦闘ユニットが存在している、あるいは自軍戦闘ユニットが 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と連絡線を引くことはできない。

3. NATO ユニットのいる空軍基地／ヘリポートについては、降伏した国の国内にあっても、依然として NATO の支
配下にある。

4. 降伏した国の国内にある空軍基地／ヘリポートで NATO ユニットのいないものは、WP の支配下になる。
5. NATO の支配下にない空軍基地にいる飛行中隊は、最も近い適切な空軍基地に移動し、帰還セクションに置かれる。
6. NATO の支配下にない空軍基地／ヘリポートにいるヘリコプター中隊は、最も近い適切な空軍基地／ヘリポート
に移動し、その行動フェイズの残りの期間は使うことができな。適切な移動先のないヘリコプター中隊は除去され
る。

7. WP は通常のルールに従って、降伏した国を通して補給線と連絡線を引くことができる。
8. WP は通常のルールに従って、降伏した国の国内にある空軍基地／ヘリポートを利用することができる。

46. ワルシャワ条約機構の強襲上陸

1. WP はバルト海（Baltic Sea）でのみ強襲上陸を行うことができる。出発する港湾も上陸するヘクスも、バルト海
に面していなくてはならない。

2. 開戦第 1 ターンに強襲上陸を行うそれぞれの海兵ユニットについて、WP プレイヤーはダイスを振る。この時のダ
イスの目が 1 〜 5 の場合、そのユニットは 1 ステップロスする。

3. 開戦第 2 ターン以降に強襲上陸を行うそれぞれの海兵ユニットについて、WP プレイヤーはダイスを振る。この時
のダイスの目が 1 〜 4 の場合、そのユニットは 2 ステップロスし、ダイスの目が 5 〜 8 の場合、1 ステップロスする。

47. NATO の強襲上陸

1. NATO は地図上のどこででも強襲上陸を行うことができる。
2. 上陸するヘクスがバルト海に面している場合、NATO プレイヤーは上陸する海兵ユニット毎にダイスを振る。こ
の時のダイスの目が 1 〜 5 の場合、そのユニットは 1 ステップロスする。

48. 緊張期間

WP 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。
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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. フランス軍ユニットのみがフランスに進入することができる。

49. 第 0 ターンの移動

いくつかのシナリオでは、第 1 ゲームターンに WP は宣戦布告する。以下のルールは、戦争への体制を両軍が整える最
小の準備期間を表している。

1. セットアップ完了後、WP プレイヤーは、ソビエト軍の陸上ユニットを最大で 20 移動ポイントまで消費して移動
させることができる。

2. セットアップ完了後、WP プレイヤーは、ソビエト軍のヘリコプター中隊を移動力の分だけ移動させることができ
る。この時、ソビエト軍のユニットに対する輸送任務を実施して構わない。

3. WP による移動が完了したら、NATO プレイヤーはアメリカ、イギリス、西ドイツ、およびカナダ軍の陸上ユニッ
トを、最大で 10 移動ポイントまで消費して移動させることができる。

4. WP によるヘリコプターの移動が完了したら、NATO プレイヤーはアメリカ、イギリス、西ドイツ、およびカナ
ダ軍のヘリコプター中隊を移動力の分だけ移動させることができる。この時、アメリカ、イギリス、西ドイツ、お
よびカナダ軍のユニットに対する輸送任務を実施して構わない。

5. 緊張期間における制限は、第 0 ターンの間適用される。

50. 第 1 ターンの移動

1. 第 1 ゲームターンの WP 陸上移動フェイズ開始時、ワルシャワ条約機構の同盟諸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 ゲームターンの NATO 陸上移動フェイズ開始時、オーストリア、ベルギー、デンマーク、オランダ、フランス、
イタリア、およびルクセンブルク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。

51. 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。

51.1 第 1 ターンの奇襲効果

WP プレイヤーにが第 1 ゲーム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 ゲームターンの間、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。ただし、この修正は西ベルリンの NATO に対する戦闘には適用されない。

2. 自己補給のルールを導入している場合、第 1 ゲームターンの間、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 ゲームターンの間、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 ゲームターンの終了時まで続く。

51.2 第 2 ターンの奇襲効果
WP プレイヤーにが第 2 ゲーム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 ゲームターンの間、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。ただし、この修正は西ベルリンの NATO に対する戦闘には適用されない。

51.3 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。




