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Less Than 60 Miles デザイナーズノート

混乱と無秩序

『その目的は、敵対側のシステムを混乱させ、無秩序的に崩壊させることであり、
威圧的であると同時に、曖昧かつ混沌とした、また誤解を招くように見える行動で、

相手側を過剰に反応させることにある』

ジョン・R・ボイド「闘争のパターン」

私は、恐らく他のウォーゲームマニアの皆さんと同様に、軍事戦役や作戦に関する、膨大な数
の書籍を読んできました。そういった書籍のほとんどすべてで、作戦計画の不備や、命令の間違
いや、実行の誤りが原因で、明らかに単純だった計画が災厄に変わった、という記述が見られま
した。計画や命令やその実行が絹のように滑らかに進んだとしても、その計画が敵に裏をかかれ
たり、出し抜かれたりすることはあります。

そういった災厄の最終的な原因は、想定され得る、あらゆる類いのものです。ある師団は、ポ
イント A から街 B に移動しなければなりませんでしたが、敵は予想よりも速く反応し、数時間前
にその街を占領してしまいました。ある連隊は、敵位置を攻撃する準備をしていましたが、予期
せぬ敵の反撃によって敗走してしまいました。ある旅団は、都市を守るために防備を固めていま
したが、敵は、その旅団がまだ展開している間に攻撃を行いました。川を渡らなければならない
場合に、利用可能なすべてのリボン橋が別の場所で使用されていたこともあります。

ほとんどの作戦級および戦略級ウォーゲームで、この種のイベントを再現することは非常に困
難です。プレイヤーは、状況をほぼ完全にコントロールでき、ユニットは新しい命令でも、即座
に反応してくれます。何年にもわたって、いくつかの解決策(ランダムイベント、可変イニシアチ
ブ、コマンドポイントなど)が開発されましたが、基本的な問題はいまだに残っているのです。

・１ゲームターンという一般的な時間枠では、単一フェイズ内で、ほぼすべての目的行動を実
行できるよう調整されているため、敵が反応できる可能性はありません。

・ユニットが１ターンでカバーできる距離は、かなり長くなる可能性があるため、敵の移動フ
ェイズ中に迂回されたり、包囲されたりしないようにする唯一の解決策として、プレイヤー
は、ユニットが連なる防御線と、ZOC を用いる必要があります。

・行動方針を決定しても、それには一慣性が無く、必要に応じて迅速に変更できます。プレイ
ヤーは、実際に作戦を計画する必要はありませんし、ルールで定められていない限りは、奇
襲されることもないのです。

１ターン＝ 12 時間の問題： しかし 12 時間は反応できないため、
防御側の古典的な問題： 防御側は、1915 年のように、

敵の攻撃を阻みつつ、 ユニットが連なる戦線をつなぐしか、
包囲されないようにする。 解決方法がありません。
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「Less Than 60 Miles」は、時間、態勢、命令、指揮系統の 4 つの基本要素に、正しい重要性と
影響を与えることにより、上記の問題に対する現実的なアプローチを伝えようとしています。結
局、この 4 つの要素間の相互作用により、プレイヤーは、OODAサイクルという根本的な概念に
直面することになります。OODAサイクルとは、1980 年代初頭にジョン・ボイド氏によって理論
化され、いくつかの主要な軍事理論とドクトリンの基礎として使用されてきました。プレイヤー
は、上記の 4 つの要素を、対戦相手よりも優れた速度で使用することにより、敵の OODA ループ
内に入り、自軍が展開したイベントに対して、敵軍が適切かつタイムリーに反応する能力を損な
うのです。

時間

恐らく、戦争で最も重要な要素は「時間」です。すべての行動は、特定の時間枠内で実行する
必要があり、後で実行しても役に立たなくなったり、危険になったりします。

このゲームをデザインする上で、最初にひとつ決めたのは、高速でプレイするゲームターンを
用意することでした。各ターンは、わずか３時間というリアルタイムを表しています。これは、
プレイヤーの行動と可能性に決定的な影響を及ぼします。

３時間という時間セグメントを用いることにより、ユニットは通常、移動フェイズ中に数ヘク
スしか移動できず、反応すること無しには、即座に側面に回り込むこともできません。路外移動
をした場合には、敵もそれに応じて反応する機会がさらに増えるため、有効ではないでしょう。

さらに防御側は、最も速い接近経路を守っておけば、包囲を避けるために、唯一実行可能な解
決策として、ユニットをつなげて防御線を維持しなくてもかまいません。機動部隊の準備を整え
ておくことで、敵の動きに対抗することができ、理論に基づいた遭遇戦が可能になるのです。

最終的に、ほとんどの行動は、１ゲームターン中に完了することはできません。街の防御に成
功した、防備を固めていた機械化歩兵大隊は、NATO のアクティブ・ディフェンスのような特定
の戦術を使用する場合を除いて、攻撃側に対して即座に反撃を開始することはできません。その
ユニットを、攻撃フォーメーションに変更する必要があり、態勢を変更するために必要な時間枠
の中では、敵の反応に対して脆弱なままになるのです。

２時間ターン：接敵に対する解決策：
適切な命令を受けた防御側は、手遅れになる前に、敵の移動に反応できるでしょう。

態勢

態勢とは、そのユニットの現在の戦術的フォーメーションを定義し、その移動と戦闘能力に大
きな影響を与えます。各ユニットタイプには特定の可能な態勢があり、それぞれに長所と短所が
あります。さらに、ワルシャワ条約機構軍の機動攻撃(MASL)や、NATO 軍のアクティブ・ディフ
ェンス等、特定の軍事ドクトリンをシミュレートできる態勢もあります。

ユニットの態勢は、最後に受け取った命令の結果であり、そのユニットが利用できる戦術的な
選択肢を制限します。ユニットは、同時になんでも最善の状態で行うことはできません。「防御」
命令を受けた大隊は、どれほど良いチャンスがあっても、敵ユニットを攻撃するためにその防御
位置を放棄することはありません。 恐らく、通過する縦隊を何度か射撃するチャンスはあるでし
ょうが、それだけです。
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ユニットの態勢を変更するには時間がかかり、移行中のユニットは、敵の行動に対してより脆
弱になります。何度も言いますが、対戦相手は、あなたの無謀な移動に反応したり、それを追撃
する可能性もあるのです。

命令

大規模なフォーメーションに後退や攻撃を命じることは、複雑な仕事であり、一般的に想定さ
れるよりも難事業なのです。アルデンヌでのパットン第３軍の 90 度旋回でさえ、72 時間かかり
ました。

複数の軍事アナリストによると、1980 年代のソビエト軍大隊は、敵の防御陣地に対する意図的
な攻撃を計画し、それを実行するのに８時間から 12 時間必要だったそうです。もちろん師団や、
さらに悪いことに、より大規模な軍となれば、当然、その行動方針を変更するためには、より多
くの時間を必要とします。

アメリカ陸軍は、文字通り「1/3 – 2/3」というルールを理論化しています。旅団の命令を準備す
るのに 18 時間ある場合、旅団司令部は６時間かかり、大隊本部は４時間かかり、中隊本部は 2.6
時間かかる、というわけです。これは、利用可能な時間を割り当てるための経験則ですが、現実
的な疑問を避けています。実際、旅団が移動できるようになるまでに、どのくらいの時間がかか
るのでしょうか？ ほとんどの情報源は、いわゆる FRAGORD 手順(物事が進むにつれて書かれた
断片化された命令書)を使用した場合でも、命令の準備と、フォーメーションの展開に必要な最小
時間として 10 ～ 12 時間を示しています。

「Less Than 60 Miles」では、ほとんどの命令の実行には、必要以上の時間がかかります。物事
が動き始めたら、行動方針を変えることは問題になる可能性があるため、プレイヤーは実際の計
画を準備して実行することを余儀なくされます。

たとえば、ワルシャワ条約機構軍プレイヤーは、「作戦機動グループ」の概念を最大限に適用
する必要があります。１個または複数の師団は、路上行軍(ROAD)や戦術(TAC)など、動きの速い
態勢で維持し、敵に対応可能な予備部隊がいなくなった場合に、決定的な突破口を利用できるよ
うにする必要があります。これは土壇場で即興で行うことはできませんし、事前に準備する必要
があります。

逆に NATO 軍は、予期せぬ出来事に対処するため、またはチャンスが生じた場合に、局地的に
反撃するための迅速な反撃部隊として、ユニットの一部を維持することを決定(または強制)する
ことが可能です。この場合でも、必要な瞬間に、その予備部隊を捻出するのは、常に手遅れにな
るでしょう。

指揮系統

タイムリーに命令を発令して、それを実行するには、上級本部から命令を実行するユニットに
至る、指揮系統が必要になります。

指揮系統は、ときどきしか気にならない抽象的な概念ではありません。両陣営は、司令部を戦
闘区域の前線近くに配置し、戦闘に直接影響を与えるという利点を持つ一方、敵の航空攻撃、ミ
サイル、砲撃の標的に晒すという欠点とのバランスを取る必要があります。

常に評価すべきもうひとつのポイントは、司令部を展開(DEPL)または移動(MOV)態勢に保つこ
とです。展開(DEPL)態勢の司令部は、有線通信を使用するため、より効率的で探知が困難ですが、
定置状態です。それどころか、司令部の移動は効率が悪く、無線通信により検出が容易になりま
すが、迅速に撤退することができます。
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損耗と疲労

『我々は成功していた。しかし具体的に見れば、それは損耗戦になっていた。
それでも我々は勝っていたのだ』

ウィリアム・ウェストモーランド (アメリカ陸軍ベトナム派遣軍司令官)

少なくとも１点で、ウェストモーランド将軍は正しかったのです。歴史が始まって以来、常に
すべての戦争で、あらゆるレベルの、あらゆる形態の損耗が、重要な要因となりました。自分自
身を許容可能なレベルに保ちながら、敵に耐え難い損耗率を課すことは、勝利を得るために、何
度も検証されてきた方法なのです。

「Less Than 60 Miles」では、損耗を処理するために、SPI の「Central Front」シリーズで用いら
れた、最も興味深く、革新的な概念のひとつである摩擦(Friction)ポイントを改良しています。本
作では損耗(Attrition)ポイントに名前を変えています。

損耗ポイントとは、軍隊の戦闘能力を低下させる多くの要因を表しています。損失、車両の故
障、弾薬と燃料の不足、倦怠感、場合によっては脱走です。

ユニットは、補給連鎖の効率や、利用可能な補充によって、損耗から回復する能力が限られて
います。安全な後方地域にいたり、補充(REFT)態勢のユニットは、より早く回復します。特にほ
とんどのワルシャワ条約機構軍ユニットは、損耗しきるまでユニットを使用し、それを新しいユ
ニットと交換するというドクトリンのために、損耗から完全回復することは決してできません。

プレイヤーは、砲兵ユニットの損耗を回復したり、補給網の機能を使うことは比較的簡単です
が、戦闘ユニットを完全な戦闘効率に戻すことは、はるかに複雑な問題です。ユニットは安全な
後方地域に移動し、補充(REFT)態勢で命令する必要があります。これは、機材の修理と、補充の
受け取りに必要な時間とリソースを表しています。そのユニットが、どれほどひどく傷つけられ
たかにもよりますが、そのプロセス全体は、最大 24 時間かかる可能性があります。そしてその間
も、戦争は、あなたを待ってくれません。損耗を回復するために、低効率な方法も使えますが、
確実な結果は得られず、必要な時間もコントロールできません。

戦闘ユニットは、いったん損耗結果を被ると、明らかに出血の少ないはずの戦闘結果表が、ま
るで第一次世界大戦の統計から導き出されたように、損害が多いものに見えるでしょう。たった
ひとつの損耗ポイントが増えただけで、その大隊は休息や補充に移る必要があり、数時間の間、
防衛線には隙間が生じます。そして手元には、予備ユニットはもう無いのです。

移動と地形

『各師団は、その移動または作戦命令とその SOP に従って、戦術的な道路行軍を実行する。
各部隊は、移動テーブルから、

それぞれの移動開始点に到達するのに必要な時間を差し引いて移動すること。
梯団指揮官は、行軍の実施を監督し、

師団の SOP、命令、および戦術的状況に応じて TACCP にレポートを送ること』

「アメリカ陸軍野戦マニュアル FM71-100-2 歩兵師団の作戦と戦術」

実際の指揮官にとって、機械化部隊の移動を計画し、整理することは簡単な作業ではありませ
ん。それが上手く実行されなかった場合、容易く災厄に陥る可能性があります。実際、司令部で
は、その大半の時間を、移動計画に費やしているのです。
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しかし、ほとんどのシミュレーション・ウォーゲームでは、そのような問題は発生しません。
大半のウォーゲームでは通常、２つの移動モードがあります。

・標準モード。ユニットは完全な戦闘能力を持ち、ほとんどの地形を適切に移動します。

・道路移動モード。ユニットの戦闘能力が低下し、非常に速く移動します。

では、あなたの戦車部隊が、敵の防御位置を攻撃するために、森林地帯を横切って移動しなけ
ればならないとしましょう。子供向けのウォーゲームなら、完璧な戦闘フォーメーションで、森
林ヘクスに４移動ポイントを支払うだけで、すぐに敵を攻撃できるでしょう。

しかし、そんなことは出来ないかもしれません。アメリカ陸軍の野戦マニュアル「FM34-130 戦
場での情報準備」(1994)によれば、地形は大きく３タイプに分類されます。

地形タイプ 無抵抗の移動速度

通行可能 時速 24km

通行遅延 時速 16km

通行不能 時速 1km

では「FM34-130」が森林地帯をどのように分類しているか、見てみましょう。

幹の直径 樹木の間隔 地形タイプ

5cm 未満 6m 以上 通行可能

5cm ～ 15cm 6m 未満 通行遅延

15cm 以上 6m 未満 通行不能

簡単に言えば、戦闘フォーメーションで前進する機械化ユニットは、我が家の庭のような、1km
の通行不能な地形を横断するのに１時間かかる、という意味です。

「通行不能な地形」の新しい定義：我が家の庭です。
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結論としては、戦闘フォーメーションで移動する機械化ユニットは、起伏のない平野を除くほ
とんどすべての地形で、痛々しいほどノロマです。「痛々しい」とは、平均的な森林地帯で 20km
を通過するのに１日か２日かかる、という意味です。

起伏の多い地形を横断する戦術行軍の標準的手順は、１つか複数の縦隊を形成することです。
これにより、各縦隊が、細い道路や小径に沿って移動し、最も困難なポイントを回避できます。
そして目標に近づくと、その部隊は、事前に定義された再編成地域に移動し、再編成した後にの
み、敵位置を攻撃する準備が整います。再編成中、指揮官がその部隊を守る防御的警戒部隊を編
成していない限り、その部隊は敵の反応に対して脆弱になります。いくつかの軍隊が、この問題
に対して独自のアプローチを開発しましたが(たとえばワルシャワ条約機構軍の機動攻撃がそれで
す）、作戦級シミュレーションへの影響を過大評価することはできません。

偵察指揮官に連絡しろ

「Less Than 60 Miles」では、戦術移動中に直面する現実的な問題は、そのユニットの態勢と、
地図盤そのものとの相互作用によって再現されます。

ユニットの態勢が、その移動モードを決定します。行軍モードでは、地図に表示されていない
道路や小径を最大限に活用します。戦術モードでは、複数の縦隊を採用し、ユニットの一部を「通
行遅延」や「通行不能」地形を横切って移動させることを犠牲にして、真っ当な戦闘力を与えて
ます。最後に展開モードは、即時戦闘力を優先し、そのユニットが相対している地形を横切って
移動するように強制します。

３つの移動モード

行軍モード 戦術モード 展開モード

本作で使用することにした地図は、簡略化された 1：500000 の地形軍事マップであり、ほとん
どの地形特徴は、正規化されておらず(各ヘクスで一色に塗りつぶされておらず)、各ヘクスに複
数の地形タイプがあります。ユニットが通過する地形は、その移動モードに左右されるため、同
じヘクスでも、行軍モードで移動する場合は平地地形であり、展開モードで移動する場合は森と
される可能性があります。

移動モードと地図盤を連携すると、旅団の移動計画は突然、あまり明確ではなくなります。ポ
イント A からポイント B に移動するための最適なルートはどれでしょう？ そのユニットが目的
を達成するのに、どのくらいの時間がかかるのでしょうか？ さらに、実際の軍事計画のように、
可能な限り幹線道路を使用することが最優先事項になります。

最後の注意として、本作で用いられている移動速度は、壮大な軍事訓練アプリケーションであ
る「Steel Beasts Professional」のカスタムシナリオと比較し、それに応じて数値が調整されまし
た。これに尽力してくれたストックホルムの Ulf Krahn 氏に大いに感謝します。
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忌々しいアウトバーンの渋滞

道路移動を調査する中で、さらに多くの驚きが生じました。「FM34-130、戦場の情報準備」によ
ると、道路を移動し、単一のルートを使用するアメリカ軍重師団は、長さ 247km の縦隊を形成す
るそうです。ええ、これは誤植ではありません。にひゃく・よんじゅう・なな・キロメートルな
のです。その行軍が、３つの異なるルートで編成されている場合、縦隊の長さは「わずか」130km
に縮まります。ウォーゲームで通常見られる「道路移動モード」マーカーを置いて、単一のカウ
ンターとしてそれを表すのとは、まったく異なります。

これは「Less Than 60 Miles」でシミュレートされ、道路に沿って移動するユニットが密集し過
ぎて、典型的な交通渋滞が発生した場合には、プレイヤーは移動ポイントのペナルティを支払わ
なければなりません。

ライン川へ7日間で

水障害を越えることは、通常、現代の機械化部隊にとっては小さな障害と見なされます。追加
の３移動ポイントを支払って、移動を続ければそれでかまいません。ええ、もちろんライン(Rhine)
川は問題になるでしょうが、現代では、より小さな河川は数分で横断されるでしょう。

実際、ワルシャワ条約機構軍には、水陸両用能力の無い砲兵やトラックがあり、同じことが、
西ドイツ軍で一般的に装備されているマーダー装甲戦闘車にも当てはまります。つまり、戦車は
渡河できるけれど、それ以外のすべては手前の岸にとり残されるということです。

水陸両用渡河の準備をしているソ連軍の T-80 戦車。

水陸両用能力を備えたユニットであっても、橋のない河川を渡ることは予想以上に大きな問題
です。戦車にはシュノーケルを装備する必要があり、あまり急ではない川岸を見つける必要があ
ります。水に浮かばない車両は、泥や隠れた岩によって立ち往生する可能性があります。車両の
損失は、組織化された機動中でも当たり前のことですが、もちろん公式のプロパガンダ映画から
は削除されてきました。

「Less Than 60 Miles」では、プレイヤーが渡河に直面した際には、いくつかの選択肢から選ぶ必
要があります。水陸両用ユニットは、シュノーケルと浮き装備を使用して、急いで横断すること
を選択すれば、損耗する危険性があります。より慎重で遅いアプローチとしては、戦闘工兵支援
による準備された渡河や、または工兵のリボン橋構築による渡河が挙げられます。

戦闘

『砲兵は、下品な喧嘩に威厳を与える』
プロイセン、フリードリッヒ 2 世
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「Less Than 60 Miles」の全体的な戦闘システムは、SPI「NATO Division Commander」に触発さ
れています。あくまで私の意見ですが、「NATO Division Commander」は、現代の機械化された戦
争を、最も現実的に描写したウォーゲームのひとつです。

これにより、ユニット値の影響はあくまで限定的であり、他の多くの考慮事項が実際の差異を
生むという、戦闘モデルが実現されました。偵察、戦術展開、近隣部隊による支援、指揮統制、
電子戦、訓練、戦闘損耗、砲兵支援は、そのほんの一部です。

攻撃－防御パラドックス

私たちは皆、標準的なユニット値パラダイムに慣れてきました。ユニットは、攻撃力で攻撃し、
防御力で防御します。単純かつ明解ですよね。ではなぜ、このエレガントな概念ではダメなので
しょうか？

例として、あなたがお気に入りの類いの２つのユニットを取り上げましょう。ここでは仮に、
攻撃力７ー防御力５という数値を持つ、２つのアメリカ軍 M-1 戦車大隊があるとしましょう。こ
の２つの同一大隊をお互いに動かし、他には何も無い、完全な平地に配置すると、この古いパラ
ダイムの問題がすぐにわかります。

・大隊 A が攻撃する場合、＋２で攻撃します（攻撃７－防御５）。
・大隊 B が攻撃する場合、＋２で攻撃します（攻撃７－防御５）。

何かおかしいと思いませんか？ なぜ同じ大隊同士なのに、攻撃側が常に有利になるのでしょ
う？ 防御側は、一体何をしているのでしょうか？ 攻撃側を完全に隠蔽することはできません。
防御側の乗組員が酔っぱらって、アヒルのように座って待っているのでもない限り、この同じ大
隊同士による戦闘は、少なくとも均等でなければなりません。ええ、攻撃側は部隊をより集中さ
せることができますが、前進して相手の攻撃に晒される可能性も高くなりますよね。

こういった考慮事項により、「可変値」戦闘ルールが生まれました。このルールでは、戦闘で
ユニットが使用する防御値は、戦術的な状況によって異なります。戦車ユニットは、他の戦車か
らの攻撃を受ける場合にその危険性が高くなり、機械化ユニットは平地地形にいる戦車から攻撃
されると問題が発生します。

戦闘の王

戦闘において、砲兵と航空支援(固定翼と回転翼の両方)の重要性を強調する必要はありません。
「Less Than 60 Miles」では、元々それは重要なものだと見なしています。

とは言え、私たちはそういった「戦闘の王」を、ユニットの戦闘値に追加される単純な数値に
してしまうことを避けようとしました。プレイヤーが、戦闘支援を最大限に活用する方法につい
ても、いくつかの選択肢を提供されています。

戦術的な状況において、激しい弾幕射撃が必要でしょうか、それとも予備砲撃にいくつかの砲
兵隊を割り当てる方が良いのでしょうか？ 敵の砲兵を忙くさせ続けるために、ある程度の大隊を
使うべきでしょうか？ 牽引砲部隊は、敵の対砲兵砲撃に晒され過ぎてはいないでしょうか？

さらに、戦闘に対する砲兵の実際の影響を事前に予測することはできません。砲撃目標の座標
は、曖昧であり、間違っていたり、敵が予想より優れた遮蔽を行っている可能性もあります。そ
してプレイヤーが、弾幕射撃の正確な効果を知った時、その考えを変えるには遅過ぎるのです。

戦闘航空支援でさえ、後付けとして単純に割り当てることはできません。CAS(近接航空支援)
を効果的にするには、空軍と陸軍の間で、計画したり調整する必要があります。このプロセスに
は、航空機の武装と給油に必要な時間を除いて、最大数時間かかる場合があります。CAS 地域を
定義したり確立するために、時間と、貴重な指揮ポイントを投じていないプレイヤーは、戦闘航
空支援がほとんど、またはまったく無いことに気付くでしょう。
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作戦 Part.1 作戦計画はどのように失敗するか

第三次世界大戦での、最も有名な場所であるにも関わらず、フルダ(Fulda)峡谷はいくつかの理
由で、ワルシャワ条約軍が突破するのに最適な場所とは言えません。

まず第一に、フルダ峡谷の地形は、攻撃軸をいくつかの予測可能なルートに制限してしまい、
北へのヴェスターヴァルト(Wester Wald)と、南へのマイン(Main)川が側面攻撃を阻止し、機動を
制限しています。

第二に、この地域は、航空、砲兵、電子戦の十分な支援を受けた、NATO 軍最強の、最も装備
の整った部隊によって守られています。

最後に、この地域の実際の政治的目標(フランクフルト Frankfurt とライン川)は、一見近いよう
に見えますが、実のところ、ワルシャワ条約機構軍が利用可能な時間枠を考慮すると、おそらく
それは手の届かないところにあります。

こういった理由から、本作の「1985」世界では、ソ連の主な攻撃はもっと北の、攻撃しやすい
地形であり、おとなしい NATO 防衛部隊が存在する、カッセル(Kassel)～ブラウンシュヴァイク
(Braunschweig)～ハンブルク(Hamburg)地域で行われ、必要に応じて攻勢軸を切り替える可能性
があります。しかし、北ドイツ平原での攻勢を成功させるには、アメリカ軍を拘束することが重
要であるため、フルダ戦線を無視することはできません。

NATO軍の戦略、またはフランクフルト証券取引所を救う方法

ほとんどすべてのシナリオで、NATO 軍最初の、そして最も重要な問題は、その主要な戦闘部
隊を最前線に移動し、まともな防衛線を確立することです。NATO 軍司令官が最初の移動を計画
する場合、戦闘部隊が防御態勢を取ったり、砲兵部隊が射撃 /移動(S&S)態勢や、砲撃(BARR)態勢
姿勢に入るため、余分な時間が必要になることを常に心に留めておく必要があります。つまり、
ただ単にすべての大隊を、あわてて敵に向かわせないでください。そして『それが一番良いだろ
う』という希望は、恐らく上手くいかないでしょう。

それは考慮しなければならない問題……前線をどこにするか決定したり、防衛線に配置する部
隊に準備のための時間を余分に与えることや、敵の前進を遅滞させるために阻止攻撃を計画する
こと等々よりも、さらに重大な問題を引き起こします。

NATO 軍の最小の機動フォーメーションは旅団であり、すべての計画は、これを考慮に入れる
必要があります。各旅団には、割り当てられた戦区と任務があり、それを実行するのに十分な砲
兵や、ヘリコプター、航空支援が必要です。通常、単一の旅団は、15 ～ 25km の正面を防御する
か、30 ～ 50km の前線で遅滞行動を行う必要があります。

いったん防衛線が確立されたら、軍団司令官は、戦闘ユニットがいつまでも防御位置を保持す
ることは事実上不可能であることを念頭に置く必要があります。どんなに良い位置や、どれほど
の支援が割り当てられても、遅かれ早かれ、第一線の部隊は損耗してしまうでしょう。

したがって、前線部隊の救援が手遅れになる前に、予備部隊を利用可能にし、それを使用する
ことが重要です。理想的に言えば、各旅団は１個の予備大隊を持ち、各師団は１個の予備旅団を
持つべきですが、状況的に達成するのが難しいかもしれません。前線ユニットの救援は、２つの
ユニットを入れ替えるだけでも済みますし、戦術態勢の救援ユニットを移動させたり、元のユニ
ットを警戒部隊として防衛態勢を命令したり、救援部隊が展開を完了した後で前線ユニットを後
退させる等、さまざまな方法を使用できます。

戦争の最初の数時間で、警戒部隊を表現するのは、また別の課題となります。軍団司令官は、
有利な戦闘状況でも、その部隊の交戦を続けたいという誘惑に抵抗しなければなりません。離脱
が遅れると、そのユニットの生存性が低下するからです。さらに、２個大隊を早期に失えば、NATO
軍は困難な状況に置かれる可能性があるため、警戒部隊は無駄にはできません。この目的のため
に、航空と砲兵の支援は、戦闘比を有利にしようとして無駄にするよりも、離脱するのを助ける
ために使用するべきです。
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NATO 軍が前線を安定させることができれば、軍団司令官は、反撃のチャンスを真剣に評価す
る必要があります。混乱したり、指揮不能な敵師団に対して、適切なタイミングで局地的な反撃
を実行すれば、予期しない結果をもたらし、敵軍全体を混乱に陥れる可能性があります。大胆な
軍団司令官なら、敵の後方地域で反撃し、ワルシャワ条約機構軍に重大な損失を与えるために、
前線の中でも特定の戦区で、わざと敵を深く前進させることも検討するでしょう。

結局、NATO 軍はワルシャワ条約軍よりも、準備が整っており、補給も良好で、即応性も高い
のです。この３つの強みをうまく利用することで、共産主義者が西ヨーロッパを服従させようと
する試みを挫折させられるはずです。

ワルシャワ条約機構軍の戦略、またはソビエト連邦の英雄になる方法

ワルシャワ条約機構軍の司令官は、自由に使用できる、膨大な数の部隊と装備を有しています
が、それによって現実的な認識を歪めてはいけません。困難な地形、補給の問題、時間の不足に
よって、作戦上の選択は厳しく制限されているからです。

まず第一に、恐ろしい交通渋滞を回避し、予備師団が迅速に攻勢を継続できるように、そして
もし第一線フォーメーションが強襲を続けられないほど損耗し過ぎた場合を考慮し、部隊を梯団
に編成する必要があります。そのためには、梯団間に適切な機動余地を残すことも重要です。

同じ方法を、ワルシャワ条約機構軍の最小の機動部隊である、師団レベルで適用する必要があ
ります。１個師団は、30 ～ 40km の攻撃正面を持ち、その連隊のほとんどは機動攻撃(MASL)にあ
るはずです。自走砲が好むのは近接支援(CSUP)態勢ですが、敵の砲撃に対して特に脆弱であるこ
とを忘れないでください。偵察ユニットは、NATO 軍の警戒地域へ移動し、戦闘支援も行うとい
う、その両方に不可欠となります。

敵の抵抗がゼロに近くない限り、第１梯団の各師団は、損耗によって役立たずになる前に、お
そらく 48 時間は前進できるでしょう。その時点で、第２梯団がすぐに前進し、主導権を握るでし
ょう。

NATO 軍が、主要攻撃軸の１つに立ちはだかった場合、ワルシャワ条約機構軍司令官は、攻撃
が失敗した場合でも、防御側と支援ユニットを損耗させることを忘れないで下さい。部隊を、強
襲フォーメーションに配備するのは、行軍の段取りに致命的な遅延を与える可能性があるため、
最後の手段としてのみ考慮されるべきです。

大突破口が、前線の大きな無防備な隙間として現れることは滅多にありません。敵防衛線に崩
壊の兆候が表れるのは、敵の予備部隊が欠けていたり、支援ユニットが損耗している場合です。
その時点で、阻止攻撃と砲撃を使用して、敵の反応を遅らせ、新しい、まだ戦闘に加わっていな
い連隊が、NATO 軍の防衛線の麻痺を利用できるようになります。

最後に、ワルシャワ条約軍は、NATO 軍による大規模な、または局地的な反撃の可能性を過小
評価してはなりません。ワルシャワ軍中央戦線の司令官は、ドクトリンと時間の制約により、部
隊を不均衡な方法で使用することを余儀なくされるでしょう。それは、攻撃時には非常に効率的
なのですが、予期しない不測の事態に対する防御や、迅速な対応には適していないのです。
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作戦 Part.2 またはかろうじて成功する方法

『戦いの準備をする上で、私は常に、その計画が役に立たないことに気づいていた。
しかし、計画とは不可欠なものなのだ』

ドワイト・D・アイゼンハワー

アイゼンハワー将軍が示唆したように、どんなに真面目に策定した作戦でも、失敗する可能性
のある計画と、真面目な作戦計画が必要になります。計画を立てなかった場合、その作戦は必ず
と言っていいほど混乱に陥ります。その作戦計画には、停戦するまで各部隊に細々と命令したり、
移動させる必要はありませんが、最初のユニットを配備する前に、少なくとも一般的な作戦の枠
組みを定義する必要があります。

事態をさらに困難にするために、「Less Than 60 Miles」のタイムスケールでは、戦争危機がほと
んど悟られずに始まり、数ターンにわたって静かに臨界点に達する可能性があるため、両軍の接
近を特定したり、タイムリーに対応することがより困難になります。その時点では、恐らく対応
が遅すぎて、何もできないでしょう。

次の章では、いくつかの標準的な作戦と、それを実行するための可能な計画について説明しま
す。私は、この概念に没頭したり集中できるように、可能な限りルールを直接参照しないように
するつもりです。しかし、そこで説明される、ほとんどの考慮事項と決断は、特定のゲームルー
ルの結果です。プレイヤーは、ルールの枠組みが、作戦計画の構想と実行方法にほとんど影響を
与えないことに気付くでしょう。

各章は、上位司令部が受領した命令で始まります。もちろんゲーム中は、プレイヤーもその役
割を担うので、この部分は、作戦計画を準備する際に考慮される、追加の要素を理解するのに役
立つはずです。

時間を考慮する場合は、下記の例で使用されているタイムラインに注意してください。

日付 1985/07/23 1985/07/24

常用時 1500 1800 2100 0000 0300 0600 0900 ……

Ｈアワー H-15 H-12 H-9 H-6 H-3 H+0 H+3 ……

イベント DEFCON2 NATO NATO DEFCON1 WP 軍
緊急会合 動員令 攻勢開始

警戒部隊と遅滞行動

NATO 軍が最初に必要とするもののひとつは、警戒部隊による遅滞行動です。この例は、冷戦
の象徴のひとつである前線警戒部隊が、何十年にもわたって準備してきた課題に直面することに
なります。それが、アメリカ第５軍団が戦闘準備をする間に、ワルシャワ条約機構軍の第１梯団
を遅らせることです。

まあ、言うのは簡単です。第 11 機甲騎兵連隊への第 5 軍団の命令を見てみましょう。

……『欧州連合軍最高司令部(SHAPE HQ)は、大規模かつ計画的なワルシャワ条約機構軍の攻
勢が今後 48 時間以内に予想されることを確認した。現在の状況に根本的な変化がない限り、
DEFCON ２が 1985 年 7 月 23 日 1500 に宣言されるものとする』
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『貴官の連隊は、直ちに OPLAN33001 を実行せよ。より詳細な命令は、下記の通りである』

・第 11 機甲騎兵連隊は、1985 年 7 月 24 日 0000ZT(H-6)、事前に計画された CONCORD 線の位
置に移動せよ。

・各中隊は、警戒態勢を取り、遅滞行動を実施せよ。北方側面は、西ドイツ第５装甲師団に接
続し、南方側面は、部分的にアメリカ第８機械化歩兵師団の警戒部隊と接続している。

・橋梁への地雷敷設は、すでに許可されている。利用可能な戦闘工兵と、貴官の裁量でそれを
行うこと。

・増派された２個工兵中隊は、H+0 時まで、貴官の裁量で、防御作業を展開するために利用可
能である。

・ソビエト第８親衛軍は、第１梯団として２個師団、第２梯団として２個師団を有し、1985 年 7
月 24 日 0600ZT(H+0)に、東西ドイツ国境線を越えると予想される。

・敵の前方部隊と接触した場合、各中隊は FARGO 線に向かって逆行作戦を行う。

・アメリカ第３機甲師団は、1985 年 7 月 24 日 1800ZT(H+12)より前に FARGO 線に配置される予
定である。

・連隊が、FARGO 線に到達した場合、防御側のアメリカ第３機甲師団ユニットが守る防衛線を
通過し、フンゲン(Hungen)集結地域に移動して、休息と修理を行い、アメリカ第５軍団の作
戦予備的役割を担うものとする。

・0600ZT(H + 0)から 2100ZT(H + 15)までは、敵の激しい空爆が予想される。

・敵対行為が開始された場合、統合戦場(つまり化学攻撃や核攻撃)の可能性を考慮すること。

配属部隊は、下記の通りである。

・1 / 11、3 / 11 機甲騎兵大隊
・4 / 11 機甲騎兵攻撃ヘリコプター中隊
・1-333 ランスミサイル大隊
・2-75 自走砲兵大隊
・1-68 戦車大隊(アメリカ第８機械化歩兵師団所属)
・１個戦闘工兵大隊(１工兵ポイント）
・A-10 近接航空支援スコードロン(４航空ポイント)

警戒部隊にとっての主な課題は、警戒(SCR)態勢そのものが激戦時には特に有用ではないため、
敵との決定的な交戦を避けることです。さらに、敵ユニットがすでに 10km 範囲の「警戒地域」
に進撃路を啓開している場合、後続ユニットを遅滞させることはできず、警戒行動も無効になっ
てしまうことです。

したがって警戒部隊は、敵との距離を安全に保ちつつ、敵前方部隊と接触したら、直ちに離脱
するように努める必要があります。たとえ防御に成功しても、最終的には離脱と生存の可能性が
減少してしまうからです。

当然、機甲騎兵と偵察部隊がこの任務に最も適しています。彼らの訓練は、機動戦闘と迅速な
離脱に焦点を合わせているからです。彼らの成功性は、２つの方法で決定的に高めることが可能
となります。

１．利用可能な航空および砲兵部隊を使用して、防御位置へ最速で接近できるルートを阻止す
ることにより、交戦を防ぐ。

２．航空と砲兵部隊によって、離脱を積極的に支援し、敵が接触を維持しようとする試みを阻
害する。
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肝心なのは、遅滞行動を実行する場合、利用可能な航空・砲兵部隊の主な任務は、戦闘を支援
することではなく、敵の進撃速度を落とし、離脱の試みを支援することです。

もちろん、その逆も当てはまります。敵は、砲兵を使用して退却ルートを阻止し、弾幕砲撃に
よって、警戒部隊をその位置に釘付けにしようとします。警戒部隊は、分散したフォーメーショ
ンのおかげで、砲撃に対しては優れた生存性を持っていますが、敵偵察部隊によって正確な位置
を発見された場合、激しい砲撃を受けると、非常に危険になります。

では、十分な知識が得られたら、地図盤上で司令部の作戦計画を見てみましょう。

第11機甲騎兵連隊に対する、アメリカ第５軍団の命令

NATO 軍は、ある程度の警告時間を有していたため、敵対行為が発生する前に集結し、最初の
命令を発令し、後退することが可能である。これにより、各戦闘部隊の初期展開には、最小限の
柔軟性が与えられている。後退路の選択肢としては、CONCORD 線に可能な限り近い、ワルシャ
ワ条約軍の攻勢軸に沿ったものとする。

AH-1 攻撃ヘリコプター中隊は、フルダ北西約 15km にある、事前定義された FARP(前線武装給
油ポイント)を活性化する。この FARP をはじめ、NATO 軍の飛行場の座標は、ソ連側に間違いな
く悟られているため、空爆またはミサイル攻撃の目標となるであろう。この FARP は、すでに
FARGO 線の背後にあるため、アメリカ第３機甲師団の前進によって掩護する必要がある。

ミサイル大隊は、その長距離射程能力のおかげで、直ちに役立つ可能性がある。一方、配属さ
れた自走砲大隊は、支援を提供できるまでには数時間かかるため、それに関して心配する必要は
ない。

工兵大隊は、すでに複数の橋梁で、爆破準備を整えている。ソ連軍が、爆破されたアウトバー
ン橋に橋梁をかけ直すには６時間(２ターン)が必要である。ソ連軍は、その前進に橋梁を利用で
きなくなるため、これは我が方にとって決定的な利点となるだろう。
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戦闘工兵は、２つの最も明白なチョークポイントである、バート・ヘルスフェルト(Bad Hersfeld)
とフルダに防御作業を行っている。我々は、そこに立て籠もる気はないが、追加された防御位置
から追い払うには、ソ連第８親衛軍は高い代償を払うはずだ。

最後に、フルダの北にある CAS(近接航空支援)地域を定義して A-10 航空機を呼び、休息と補充
のための後方地域に補給中継基地を配置する。

敵対行為が始まった場合、A-10 の航空支援は、前進するソ連軍縦隊が使用する主要道路を阻止
する。ワルシャワ条約機構軍は、東西ドイツ国境の防衛線を撤去し、逃げ惑う民間人の通行を一
掃する必要性があり、これは最初の数時間で、その前進を著しく妨げるはずである。

とは言うものの、我が方のたった３個大隊は、敵の前進を可能な限り遅滞させ、H+12 以降、
いつでも FARGO 線後方に後退できるよう、最善を尽くすしかない。また司令部の命令によれば、
第 11 機甲騎兵連隊は、遅滞行動の後、アメリカ第５軍団の作戦予備部隊となるため、消耗しては
ならないことにも留意する必要がある。

第11機甲騎兵連隊 作戦計画
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地域防御(エリア・ディフェンス)のための移動と配置

NATO 軍の、もうひとつの典型的な任務は、ある地域に移動し、そこを守ることです。ここで
は、NATO 軍旅団が地域防御(エリア・ディフェンス)を設定する必要があります。つまり、割り
当てられた担当地域を、可能な限り長く保持する必要があるのです。

アメリカ第３機甲師団、第１旅団への、第５軍団司令部の命令の詳細を見てみましょう。

……『欧州連合軍最高司令部(SHAPE HQ)は、中央ヨーロッパでの大規模かつ計画的なワルシ
ャワ条約機構軍の攻勢が、1985 年 7 月 24 日 0600ZT(H+0)に開始されるとの予想を、全 NATO 加盟
諸国に通達した。一般動員令が発令され、国家指揮権限によって DEFCON2 が宣言された。貴官
への命令は、下記の通りである』

・第３機甲師団第１旅団は、1985 年 7 月 25 日 1800ZT(H+36)まで、アルスフェルト(Alsfeld)地
域を防御し、敵による近辺道路の利用を拒否すること。

・旅団は、直ちに集結を開始し、1985 年 7 月 24 日 0000ZT(H-6)に、アイヤーズ兵舎(Ayers Kaserne)
から移動を開始する。

・アルスフェルトに到着した後、旅団は町を中心に 20Km の正面防御地域を確立し、北側面は
西ドイツ軍第５装甲師団第５戦車旅団に接続し、南側面は前線から離脱してきた第 11 機甲
騎兵連隊の部隊で部分的に掩護されるものとする。

・ソ連第 79 親衛戦車師団は、アウトバーン 5 に沿ってアルスフェルトに向かって前進すること
が予想される。その前進速度は、第 11 機甲騎兵連隊の警戒部隊により、1985 年 7 月 24 日
1800ZT(H+12)まで遅滞される。

・0600ZT(H + 0)から 2100ZT(H + 15)までは、敵の激しい空爆が予想される。

・敵対行為が開始された場合、統合戦場(つまり化学攻撃や核攻撃)の可能性を考慮すること。

配属部隊は、下記の通りである。

・2-36、3-36 機械化歩兵大隊
・2-32、4-66 戦車大隊
・2-3、5-3 自走砲兵大隊
・B / 503 攻撃ヘリコプター中隊
・１個戦闘工兵大隊(１工兵ポイント）
・A-10 近接航空支援スコードロン(３航空ポイント)

強固な防御線を形成することは、適切なタイミングを必要とする困難な作業です。ただ単に敵
に向かって部隊を動かし、接触したら停止して塹壕を築く、ということはできません。交戦中に
態勢を変更することは、間違いなく悪い考えです。

考えられる解決策のひとつは、一部の戦闘ユニットを警戒部隊として割り当て、残りのフォー
メーションを防御(DEF)態勢に変更することです。しかし前線は 20km であり、利用可能な大隊が
４個しかないため、部隊は十分ではありません。ソ連第 79 親衛戦車師団と接触する前に、旅団の
配備を試みる必要があります。

第一段階として、アルスフェルトに移動する方法と、そこに到達するのにかかる時間を知る必
要があります。敵は、最初の数時間で制空権を取ると予想されるため、路上行軍(ROAD)態勢は
問題外です。したがって、より速度の遅い、戦術(TAC)態勢を維持する必要があります。さらに、
0000ZT から 0600ZT への夜間移動は、旅団の前進速度を遅くし、敵対行為が 0600ZT に始まると、
パニックに陥った民間人が幹線道路を恐ろしい交通渋滞に変えるでしょう。
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これにより、行軍スケジュールは以下の図のようになります。

第３機甲師団第１旅団 行軍スケジュール

最終的に、旅団全体は、戦術態勢で 1200ZT(H+6)前後にアルスフェルトに到着します。強行軍
を行えば、行軍スケジュールは少し早まるかもしれませんが、一方で、阻止攻撃やミサイル砲撃
といった敵側の妨害については考慮されていません。ましてや、化学戦争や核戦争は言うまでも
ありません。

旅団がいつ到着するかが分かったので、その町を守るために旅団を編成することを考えましょ
う。旅団に防衛配備を命じるには９時間かかり、関連する司令部がそれを計画するのに６時間、
機動部隊の配備には３時間かかります。この旅団が 1200ZT より前ではなく、戦術行軍でアルスフ
ェルトに到着することを考えると、0900ZT に「旅団防衛」命令の準備を発令し、ユニットは 1500ZT
に配備を開始し、1800ZT に敵との接触の準備が済むことになります。

しかしこのスケジュールは、ちょっときついですね。さらに、空爆が重要な司令部を直撃した
場合、命令準備に必要な時間が大幅に増加し、旅団が配備が半ば済んだところで、ソ連戦車師団
が突撃してくることになります。

スケジュールがきつすぎる場合、事前に対策を講じる必要があります。行軍時間や指揮系統が
中断する可能性については、あまり出来ることはないので、必要に応じてさらに時間を稼ぐため
に、１個戦車大隊を警戒部隊として使用することにしましょう。

警戒大隊は、兵舎から最初に移動し、必要に応じてアルスフェルトに２回移動します。そこに
着くと、警戒(SCR)態勢を使用して、町へ最終突撃するソ連軍の速度を遅らせます。旅団の残り
の部隊が配備を完了した後、警戒大隊は後方地域に移動し、戦術態勢で予備に切り替わります。

次に定義するのは、主戦闘地域前縁(FEBA)での旅団の詳細な展開であり、地図盤上で、より適
切に説明しましょう。
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第３機甲師団第１旅団の地域防御

予備の２個大隊は、３つの異なる方法で使用できます。

１．敵の圧力が増加した場合、予備大隊は直ちに前方に移動し、第一線部隊は後退して再装備
を行い、予備大隊がその役割を果たせるようにします。

２．または、敵が我が方の側面に回り込もうとする試みを阻止します。

３．または、前線が崩壊した場合、突破部隊を停止させ、新たな主防衛線となります。

２個の自走砲兵大隊は、敵から空爆される可能性がある限り、射撃 /移動(S&S)態勢のままでい
ます。それ以外の態勢ですと、敵航空部隊の良いカモになってしまいます。(願わくば)NATO 側
が制空権を確立したら、自走砲兵大隊を砲撃(BARR)態勢に切り替えます。

攻撃ヘリコプター中隊は、必要に応じて追加支援を提供しますが、NATO 側の希少な航空支援
は、道路を阻止したり、味方部隊の重大な離脱を支援するために使用されます。NATO 側の戦闘
機が、徐々に制空権を取ると、利用可能な CAS(近接航空支援)が増える可能性がありますが、何
が起きるか、よく見ておく必要があります。

最後に、工兵大隊を使用してアルスフェルトで防御作業を行います。基本的な防御作業には６
時間かかるため、その任務を調整して 1200ZT までに完了するには、旅団司令部が 0600ZT までに
その町の近くにいる必要があります。司令部は、とても速く移動できるため、これは問題にはな
りません。

より高いレベルでは、軍団司令部(ええ、あなた自身です)は、２つの重要事項を処理する必要
があります。それは、補給と修理を確実にするための補給中継基地と、空軍と連携した近接航空
支援エリアの定義です。
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ワルシャワ条約軍：行軍からの前進と攻撃

ワルシャワ条約機構軍は開戦段階で、軽微な NATO 軍の抵抗に対して、迅速に前進しなければ
なりません。 この例では、前の状況と同じ全体的状況を、敵側から説明しましょう。

ソビエト第 79 親衛戦車師団への第８親衛軍の命令を見てみましょう。

……『同志少将、GSFG(在東ドイツ・ソ連軍集団)司令部は、スプートニク作戦が計画通り 1985
年 7 月 24 日 06:00 に開始されることを確認した。第８親衛複合兵科軍の第１梯団としての、貴官
への命令は下記の通りである』

１．アイゼナハ(Eisenach)～バートハースフェルト(Bad Hersfeld)～アルスフェルト(Alsfeld)～
バートナウハイム(Bad Nauheim)を軸とする、アウトバーン４号線・５号線に沿って、断
固として前進せよ。

２．第２梯団と、それに続く補給段列の安全な通過を確保するために、前進軸に沿った主要交
差点を支配せよ。

３．強襲準備のために減速することなく、主要前進軸に沿って NATO 軍フォーメーションと即
座に交戦せよ。

４．1985 年 7 月 26 日 06：00(H+ 48)までにバートナウハイムを支配せよ。

５．第 39 親衛自動車化狙撃師団によって救援される準備をし、軍の作戦機動集団の役割を肩代
わりせよ。

貴官の師団は、北の第１親衛戦車軍と南の第 27 親衛戦車師団に接続されている。後方地域の安
全は、第２梯団部隊によって保証されるものとする。

配属される支援部隊は、下記の通りである。

１．1 / 288、2 / 288、3 / 288 D-20 砲兵大隊
２．1 / 336、2 / 336 攻撃ヘリコプター大隊
３．171 / 11、180 / 11 ミサイル大隊
４．第 296 航空連隊(８航空ポイント)
５．３個戦闘工兵大隊(３工兵ポイント)

最初に遭遇する敵部隊は、アメリカ第 11 機甲騎兵連隊であり、12 ～ 18 時間以内には、アメリ
カ第３機甲師団第１旅団が増派されるであろう。

予想されるように、ワルシャワ条約機構軍の戦略計画には、電撃戦のような高速の前進率が必
要です。この分かりやすいアプローチにもかかわらず、中央戦線の第 79 親衛戦車師団のタイムス
ケジュールは、特に命令「４」に書いてあるように、バートナウハイムを H+48 で支配すること
は、非常に楽観的に聞こえます。NATO 側が作戦計画に失敗するか、その抵抗が予想よりも大幅
に弱い場合を除いて、師団が 48 時間休止することなく攻撃できるかどうかは、かなり疑わしいも
のです。
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第79親衛戦車師団への命令

いずれにせよ師団司令官は、上級司令部に対して疑義を投げかける立場にはありません。最高
司令部は、スピードを求めており、第 79 親衛戦車師団長は、軍法会議に従うか、この命令に相対
するしかありません。こういった前提により、師団の行軍フォーメーションに関する最初の決定
は、すでに行われています。

・３個戦車連隊は、機動攻撃(MASL)態勢で前進し、脆弱な防御陣地をすばやく迅速に攻撃でき
るようにします。

・師団の自走砲は、近接支援(CSUP)態勢で配置され、必要に応じて高速移動と優れた砲撃火力
を可能にします。

・自動車化狙撃連隊は、戦術(TAC)態勢を使用し、敵があまりにも早く離脱したり反撃してき
た場合に、柔軟に対応します。

・偵察大隊は、偵察(REC)態勢を使用し、攻撃前に、敵の位置を偵察できますが、偵察ユニッ
トには、多少の損失が発生するでしょう。

・D-20 牽引砲大隊は、戦術(TAC)態勢とし、厳しい抵抗に遭遇した場合には、砲撃(BARR)態勢
で展開します(ただしこれには最大６時間かかります)。

路上行軍(ROAD)態勢から、攻撃(ASL)や近接支援(CSUP)態勢に移る場合の欠点は、そのユニ
ットが安全よりも速度を優先する分、敵の空爆や砲撃に対して脆弱になることです。しかし、も
し迅速に移動する必要があるなら、その代償を支払うべきでしょう。

こういった命令は、最初の 24 時間は維持できるはずです。攻撃(ASL)や全力攻撃(FASL)に切り
替える必要がある場合、同様の再編成には少なくとも９～ 12 時間かかりますから、その計画が失
敗したことを意味します。

行軍モードを決定したら、東西ドイツ国境に師団を配備する方法を定義する必要があります。
最も明白な選択は、アイゼナハからアウトバーン 40–4 を利用することですが、このルートには２
つの問題があります。

１．ヴェラ(Werra)川の国境の橋は、恐らく NATO 軍によって爆破準備が行われています。ワル
シャワ条約軍は、国境を越えて、迅速に侵攻する必要があるため、のんびりと工兵部隊を
使ってリボン橋やパネル橋を架橋することはできません。

２．アウトバーンは、避難する民間人によって渋滞し、幹線道路を使用する利点はほとんど打
ち消されています。
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したがって、この地図に示されていない、最初の目的であるバートハースフェルトに近い２級
道路を使用して、東西ドイツ国境を西に 20 ～ 30 キロ横断することにします。これによって、第 79
親衛戦車師団の前進が、より現実的な計画となるための、すべての要素が揃いました。

第79親衛戦車師団の作戦計画

師団の展開は、次の方法で完了する。

・事前定義された CAS(近接航空支援)エリアにより、第 296 戦闘機連隊の Mig-23 は、バートハ
ースフェルト(BadHersefeld)から 20km 以内で最大の効果を発揮できる。前進するにつれて、
前線航空統制により、CAS エリアを再定義する。

・補給中継基地は、少なくとも最初の 20km の前進で、適切な補給を保証する。実際、特に砲
兵部隊にとっては、再補給が受けられるかどうかは常に疑問である。

・NATO 軍監視哨から隠された、ヴェラ(Werra)川を渡るパネル橋は、主要ルートで問題が発生
した場合の、代替補給ルートとして使用する。

予期される問題は、下記の通りである。

・すでに述べたように、最初の数時間は、民間人が幹線道路を渋滞させ、師団の前進を遅らせ
るであろう。

・第８親衛軍の計画によると、H+48 まで第１梯団が交代することはない。これは師団が耐え
られる範囲をはるかに超えているため、効率的な攻撃力を可能な限り長く維持するためには、
損耗を最小限に抑える必要がある。これにより師団は、強行軍と、危険な渡河という選択肢
を除外する。

・師団が前進するにつれて、補給中継基地を前進させる。恐らく NATO 軍が橋梁を爆破するた
め、補給トラックの通過を可能にするために、バートハースフェルトにパネル橋を架橋する
必要がある。

・一部の砲兵大隊は、再装備と補給のために、短期間、砲撃を停止しなければならない場合が
ある。

・ミサイル大隊は、敵司令部や攻撃ヘリコプターの FARP 基地などの高価値目標に対して、適
切に接近し、探知した後にのみ使用する。

・航空支援は、最初に NATO 軍の離脱の試みを妨害したり阻止するために使用し、後に敵ユニ
ットを攻撃するための CAS(近接航空支援)として使用する。
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・H+0：師団は、戦闘工兵が、東西ドイツ国境のセキュリティ対策や地雷原を解除するのを待
つ必要がある(推定時間１時間)。これは、差し迫った攻勢を明らかにするのを避けるためで
あり、開戦直後にのみ実行する。

・H+3：アメリカ第 11 機甲騎兵連隊と最初に接触する可能性があり、前進が遅くなる。

・H+6：フルダ川の橋梁は、恐らく NATO 軍によって爆破され、可能なら(NATO 軍が抵抗する)
対岸へ渡河する必要があり、少なくとも１時間の遅延が発生する。

・H+9：バートハースフェルトでの市街戦。

・H+15 ～ H+24：アルスフェルトで待ち構えているアメリカ第３機甲師団が、少なくとも１個
旅団は発見できると思われる。それに加えて夜間は、町を支配するために少なくとも９時間
を要するものと思われる。

・H+30 ～ H+36：師団は、アメリカ軍旅団を敗走させ、少なくとも H+36 まで前進できる可能
性がある。(しかし実際、そうなるとは思えません。こんなことを書いたのは、政治将校を喜
ばせる目的だけです)

師団は、H+36 の後、少なくとも 12 時間休息し、修理する必要がある。司令部がそれに同意し
た場合、第 79 親衛戦車師団を第２梯団とする、別の計画を作成する。司令部が同意しなかった場
合、私はおそらく反逆罪で射殺されるので、それ以上の計画は必要ないだろう。



- 22 -

参考文献

仮想第三次世界大戦を扱ったウォーゲーム「1985:Under an Iron Sky」のために収集した情報と
データは、この「Less Than 60 Miles」開発するための非常に良い出発点にもなったため、２つの
作品の参考文献にはいくつもの共通点があります。

しかし「Less Than 60 Miles」は、完全に新たな道に向かったために、今までの道から離れる必
要が多かったため、最終的には、より厳しい要求となりました。また、特定の命令や行動を実行
するための、必要な時間とリソースを定量化するために、作戦上の問題に対する、より技術的な
アプローチが必要でした。したがって、本作の参考文献には、多くのアメリカ陸軍野戦マニュア
ルが含まれています。

たとえメール１通でも、現代戦の側面に関する疑問を解決するのを手伝ってくれた、すべての
ウォーゲーム・マニアたちにも、大いに感謝します。また、ゲームデザイン全体を通して私たち
に刺激を与えてくれた James F.Dunnigan には特に感謝しています。

一般

James F. Dunnigan, Stephen B. Patrick (1980): NATO Division Commander

International Institute for Strategic Studies (1984): The Military Balance 1984 – 1985

U.S. Combined Arms Operations Research (1983):
Deep Attack Map Exercise (DAME) Rules and Operating Procedures

U.S. Army (1994): FM 34-130 Intelligence Preparation of the Battlefield
U.S. Army (1992): FM 90-13 River Crossing Operations
U.S. Army (1982): FM 100-5 Operations

NATO

David C. Isby (1985): Armies of NATO ’ s Central Front

John L. Romjue (1993): The Army of Excellence – The Development of the 1980s Army

STASI (1982): US and NATO Military Planning on Mission of US V Corps During Crises and Wartime

U.S. Army (1988): FM 71-2 The Tank and Mechanized Infantry Battalion Task Force
U.S. Army (1993): FM 71-100-2 Infantry Division Operations and Tactics

Various Authors (2017): U.S. Army in Germany, www.usarmygermany.com

ワルシャワ条約機構

V.I. Feskov, K.A. Kalashnikov, V.I. Golikov (2004):
The Soviet Army in the Years of the Cold War 1945–91

Central Intelligence Agency (1988):
USSR Staff Academy Lesson: Rocket Troops and Artillery in a Front Offensive Operation

U.S. Army (1991): Army Field Manual, Vol. II Part 2
– Soviet Doctrine, A Treatise on Soviet Operational Art

U.S Army (1984) . FM 100-2-1 The Soviet Army - Operations and Tactics
U.S. Army (1984): FM 100-2-2 Soviet Specialized Warfare and Rear Area Support
U.S. Army (1991): FM 100-2-3 The Soviet Army - Troops, Organization and Equipment

Michael Holm (2015): Soviet Armed Forces 1945 – 1991 http://www.ww2.dk/new/newindex.htm


