The Dogs of War
FM 04-001 – Operational Procedures
日本語版
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1. 移動

正確な移動コストは、そのユニット移動の方法（徒歩、ある
いは機械化／自動車化車輌によるもの）と、移動モードと呼
ばれる部隊の展開状況、態勢によって決定される。おそらく
は、良好な機動性を持ち、道路の利用も可能な戦術移動モー
ドが一番利用されるだろう。
ユニットの移動モードは、どの地形を迂回するか、または横
切るかを決める。ヘクスは行軍モードで移動しているユニッ
トにとっては少し厄介なものでしかなく、展開モードで移動
しているユニッ トにとっては大きな障害となりうる。

特徴で一部が覆われており、1 級道路も存在している。この
ヘクスへの進入コストは、以下の通り 1MP となる：
・ワルシャワ条約機構は道路移動を利用することを選択した
ので、ユニットは道路ヘクスサイドを横切って 1 級道路沿
いに移動する。この選択は移動して進入するヘクス毎に変
更が可能で、ユニットはいつでも道路外移動を選択するこ
ともできる（「8.3. 道路移動」を参照）。
・1 級道路を利用した移動で 1MP。
・道路移動を行っているので、地形や地形特徴による追加
MP はない。
ヘクス 3418 には丘陵 1 と町の地形、そして 2 級道路が含ま
れている。このヘクスへの進入コストは、以下の通り 2MP
となる：
・ワルシャワ条約機構が道路移動の継続を選択したので、地
形や地形特徴の影響を無視して、2 級道路を利用した移動
で 2MP。
・ワルシャワ条約機構が道路外での移動を選択した場合、移
動コストは再び丘陵 1 による 2MP となるが、地形特徴に
よる追加 MP はない。

1.1. 行軍モード移動

1.2. 戦術モード移動

FM 04-001 − Operation Procedures は C3 シリーズのルー
ルや仕組みをプレイの例を使って詳しく解説している。読者
は、この教本は戦略ガイドでもなければ、部隊を指揮するた
めの最良の練習方法を説明しているものではないことに留意
する必要がある。ここで説明されている行動の中には、技術
的には正しいにもかかわらず、手続き上の例を提供すること
を目的としたものもあり、戦場で使用された場合には不愉快
な結果を招く可能性がある。

第 12 親衛戦車師団の第 200 親衛連隊は、ヘクス 3920 から路
上行軍態勢で移動を開始する。このユニットは印刷されてい
る兵科記号からわかるように機械化ユニットで、態勢マー
カーに示されているように、行軍モードで移動を行う。
このユニットは、移動表の「機械化／行軍」の欄を使用する。
行軍モードで移動するので、ユニットは最も有利な地形、地
形特徴とともに、越える障害地形の移動コストを使用する
（「8.2. 移動コストの計算」を参照）。

第 12 親衛戦車師団の第 200 親衛連隊は、ヘクス 3618 から機
動攻撃態勢で移動を開始する。このユニットは印刷されてい
る兵科記号からわかるように機械化ユニットで、態勢表に示
されているように、戦術モードで移動を行う。
このユニットは、移動表の「機械化／戦術」の欄を使用する。
戦術モードで移動するので、ユニットは最も不利な地形、地
形特徴とともに、越える障害地形の移動コストを使用する
（「8.2. 移動コストの計算」を参照）。

ヘクス 3819 には丘陵 1 と丘陵 2 の地形が含まれていて、部
分的に森林の地形特徴で覆われている。このヘクスへの進入
コストは、以下の通り 2MP となる：
・最も有利な地形（丘陵 1）を利用するので 2MP。
・ユニットは行軍モードで、かつ森林の地形特徴がヘクスを
完全に覆っているわけではないので、この分の追加コスト
は無視することができる（ルール 8.2 の 4 を参照）。
・越えるヘクスサイドに障害地形は無いので、追加の MP は
生じない。
ヘクス 3720 には丘陵 1 と丘陵 2 の地形が含まれていて、森
林の地形特徴で完全に覆われているので、合計の移動コスト
は 4MP になる。
・最も有利な地形（今度も丘陵 1）による 2MP。
・森林の地形特徴で完全に覆われているので、これは無視す
ることができず 2MP。
ヘクス 3619 には丘陵 1、丘陵 2、および町の地形が含まれて
いて、森林の地形特徴で部分的に覆われており、道路も存在
している。このヘクスへの進入コストは、以下の通り 2MP
となる：
・最も有利な地形（丘陵 1 と町は同じ）による 2MP。
・森林の地形特徴はヘクスを完全には覆っていないので、こ
れによる追加 MP はない。
・ユニットは道路のあるヘクスサイドを横切って移動したわ
けではないので、道路を利用することはできない（「8.3.
道路移動」を参照）。
ヘクス 3519 には丘陵 1 の地形が含まれていて、森林の地形

ヘクス 3518 には平地と丘陵 1 の地形が含まれていて、部分
的に森林の地形特徴で覆われている。このヘクスへの進入コ
ストは、以下の通り 4MP となる：
・ 最も不利な地形 ( 丘陵 1、もっとも平地もコストは同じだ
が ) による 2MP。
・最も不利な地形特徴（森林）による 2MP。
・越えるヘクスサイドに障害地形は無いので、追加の MP は
生じない。
ヘクス 3418 には丘陵 1 と町の地形が含まれているが、地形
特徴は存在しない。ただし道路が存在する。このヘクスへの
進入コストは、以下の通り 2MP となる：
・最も不利な地形（町、もっとも丘陵 1 でもコストは同じだが）
による 2MP。
・地形特徴による追加コストはない。
・ユニットは道路のあるヘクスサイドを横切って移動したわ
けではないので、道路を利用することはできない（「8.3.
道路移動」を参照）。
ヘクス 3318 には平地、丘陵 1、および町の地形が含まれて
いて、道路も存在している。このヘクスへの進入コストは、
以下の通り 2MP となる：
・ワルシャワ条約機構は道路移動を利用することを選択した
ので、ユニットは道路ヘクスサイドを横切って 2 級道路沿
いに移動する。この選択は移動して進入するヘクス毎に変
更が可能で、ユニットはいつでも道路外移動を選択するこ
ともできる（「8.3. 道路移動」を参照）。
・2 級道路を利用した移動で 2MP。
・道路移動を行っているので、地形や地形特徴による追加
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・次に 4MP を消費してヘクス 3519 に進入した（道路移動
を利用して 2 級道路による 2MP、敵の警戒区域による
2MP）。
続いて第 200 親衛連隊（#2）が以下の様に移動を行った：
・道路移動でヘクス 3520 に進入することで 2MP を消費。敵
の警戒区域については、第 18 親衛大隊が移動中のユニッ
トに隣接し、かつ移動中のユニットより警戒中のユニット
に近いので、無効になる。
・次に 6MP を消費してヘクス 3419 へ進入した（丘陵 1 によ
る 2MP、森林による 2MP、敵の警戒区域による 2MP）。
敵の警戒区域については、移動中のユニットよりも偵察大
隊が警戒中のユニットに近いわけではないので、無効化す
ることはできない。
・ここまでの消費は 8MP なので、ソ連の連隊は強行軍を行
わなくても攻撃を行うことができる。

MP はない。
ヘクス 3218 には平地、丘陵 1、森林、および道路が含まれ
ていて、進入するためには橋梁を利用して小河川を越えなく
てはならない。このヘクスへの進入コストは、以下の通り
3MP となる：
・再び道路移動を選択したので、地形や地形特徴の影響を無
視して、2 級道路を利用した移動で 2MP。
・橋梁によって障害地形を越えることで 1MP。障害地形に
よるコストは、道路移動を選択していない場合でも消費し
なくてはならない。

1.3. 展開モード移動

第 12 親衛戦車師団の第 200 親衛連隊は、ヘクス 3720 から攻
撃態勢で移動を開始する。このユニットは印刷されている兵
科記号からわかるように機械化ユニットで、態勢マーカーに
示されているように、展開モードで移動を行う。
このユニットは、移動表の「機械化／展開」の欄を使用する。
展開モードで移動するので、ユニットは最も不利な地形、地
形特徴とともに、越える障害地形の移動コストを使用する
（「8.2. 移動コストの計算」を参照）。また、道路移動を利用
することはできない。

2. 命令

命令は、それぞれ異なる効果を及ぼす 3 つのフェイズ（発令
フェイズ、受領フェイズ、実行フェイズ）に分かれている。
発令フェイズに命令は概念化され、文書化し、所属部隊へと
伝達される。このフェイズに部隊は直接命令による影響は受
けないが、命令が実行に移されるまでの司令部要員の作業量
が、利用可能な指揮ポイントへの影響という形で現れる。ソ
連軍全体を移動させるような複雑な命令の場合、この影響は、
同時に展開される出来事に迅速に対応する能力を妨げる可能
性がある。
実行フェイズに、命令の対象となる部隊は要求された全ての
行動を実行に移すが、その中には中隊のようなより下位の部
隊に対する命令の準備も含まれる。この段階では、部隊は再
編成と再配置を行い、近隣の部隊との調整を行い、敵の行動
に対してより柔軟にならなければならない。
命令が完全に展開されたら、影響を受ける部隊は要求された
命令に基づいて展開し、臨戦態勢となる。

ヘクス 3919 には、丘陵 1、丘陵 2、および町の地形が含まれ
ていて、部分的に森林の地形特徴で覆われている。このヘク
スへの進入コストは、以下の通り 7MP となる：
・最も不利な地形（丘陵 2）による 4MP。
・最も不利な地形特徴（森林）による 3MP。
ヘクス 3519 には丘陵 1 の地形と森林の地形特徴が含まれ、
数本の道路が存在している。このヘクスへの進入コストは、
以下の通り 6MP となる：
・最も不利な地形（丘陵 1）による 3MP。
・最も不利な地形特徴（森林）による 3MP。
・ユニットは展開モードで移動しているので、道路移動を利
用することはできない。
・このヘクスへ進入すると合計で 13MP を消費することにな
るので、ヘクス 3619 で停止するか、強行軍（ルール 8.5
を参照）を行うかを選択しなくてはならない。

2.1. 命令の発令

イギリス軍の第 12 機甲旅団は、現在は予備になっているが、
前線の一部を守るために配備されることになった。
旅団は 3 個大隊で構成されているが、第 1 機甲師団から補助
ユニットとして 2 個砲兵大隊が配属されていた（「14.2. フォー
メーションと補助ユニット」を参照）。現在、全てのユニッ
トは戦術態勢にある。
3 個の戦闘大隊は態勢を防御、あるいは積極防御に変更する
ことにした（実際の態勢は、実行フェイズに決定される）が、
自走砲は最大限の支援（「17. 砲兵」を参照）が可能な射撃／
移動態勢に変更することにした。

1.4. 敵による警戒

2 つのソ連軍ユニットが、イギリス軍の 9/12 王立槍騎兵大
隊の警戒区域（「6.3.1. 警戒態勢」を参照）に接近していた。
敵の警戒区域に回廊を開くため、ソ連軍の偵察大隊（#1）
が先に移動した。この機械化ユニットは、戦術モードで以下
の様に移動した：

上記の考えから、NATO は旅団防御の命令を発令すること
にした。この命令によって、ここで希望する態勢変更は、命
令一覧に記載されているように承認された態勢変更として行
うことができる。
D0H09 ターンの自軍発令フェイズに、NATO は命令発令の
ための指揮系統を確認した。この指揮系統に含まれる司令部
は：
・実行司令部として、第 12 機甲旅団司令部
・第 12 旅団司令部の親司令部として、第 1 機甲師団司令部
・第 12 機甲旅団司令部の最高司令部として、イギリス第 I

・7MP を消費してヘクス 3619 へ進入した（丘陵 2 による
3MP、森林による 2MP、敵の警戒区域による 2MP）
。
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軍団司令部
指揮系統は、以下の様に最も高位の司令部から順に下位に向
けて繋がる：イギリス第 I 軍団 -> 第 1 機甲師団 -> 第 12 機
甲旅団。

自軍の命令実行フェイズに、NATO はどのユニットが実際
に命令を実行するのかを決定する。命令を実行するユニッ
トは第 12 機甲旅団の直接指揮下にあるユニットでなくては
ならず、第 12 機甲旅団司令部に所属するユニットと、その
司令部に臨時に配属されているユニット（「14.2. フォーメー
ションと補助ユニット」を参照）が該当する。
命令を実行するそれぞれのユニットは、現在の態勢から現在
の命令で許されている態勢（命令一覧の「承認された態勢」
を参照）へと態勢を変更することができる。この変更は即時
に行われるものではなく、最適な状況下でも、命令チットに
記載された数ターンが必要になる。さらに不完全な指揮状態、
司令部の被っている損耗、および敵の攻撃や砲爆撃によって
この時間は増加する。
ここで再度指揮系統を確認するが、命令の発令時と違って以
下のように命令を実行するユニットが含まれてくる：
・命令を実行するユニット
・実行司令部として、第 12 機甲旅団司令部
・第 12 機甲旅団司令部の親司令部として、第 1 機甲師団司
令部
・第 12 機甲旅団司令部の最高司令部として、イギリス第 I
軍団司令部
指揮系統は、以下の様に最も高位の司令部から順に下位に向
けて繋がる：イギリス第 I 軍団 -> 第 1 機甲師団 -> 第 12 機
甲旅団 -> 命令実行ユニット。

ここで NATO は、それぞれの司令部がその親司令部の指揮
範囲内に存在していて、指揮状態は完全であるかの判定を
行った。不幸なことに、第 1 機甲師団司令部が移動態勢だっ
たために指揮範囲が 4 に減少しており、第 12 機甲旅団司令
部は指揮範囲外となった。これは、指揮状態が不完全である
ことを意味し、命令伝達に必要な時間が 1 ターン伸びて 3 ター
ンとなった。

命令は発令され、NATO は時間表上の H18 の欄に、旅団防
御命令チットと第 12 機甲旅団司令部チットをウラにして置
いた。

命令を実行する個々のユニットについて指揮状態を判定する
が、それぞれ（完全、不完全、指揮途絶のように）状態が異
なる可能性がある。以下の図に示したように、それぞれの司
令部は親司令部の指揮範囲内に存在している。

最後にこの命令のための指揮ポイントを消費しなくてはなら
ないので、（最高司令部である）イギリス第 I 軍団の最高指
揮ポイントと残存指揮ポイントを 2 ポイント減らした。
ここで、イギリス第 I 軍団の最高指揮ポイントは、D0H18 ター
ンの命令受領フェイズまで減らしたままにしておかなくては
ならないことに注意すること。命令受領のターンの前に、よ
り多くの指揮ポイントが必要となった場合、命令をキャンセ
ルすることができる（「14.8. 命令のキャンセル」を参照）。

2.2. 命令の実行

D0H18 ターンの命令受領フェイズに、第 12 機甲旅団に対す
る旅団防御命令は実行準備が整った。
NATO は時間表上の命令チットと司令部チットをとるとオ
モテにし、イギリス第 I 軍団の最高指揮ポイントを 2 増加さ
せた（これは、上記 2.1 の手順で命令発令の際に減らしたポ
イントと同じである）。
なお、命令が実行されるまでの間は、それを実行する部隊は
現在の態勢の制限の範囲内で自由に行動していたので、すで
に防御のためにおおよその位置に移動していたことに注意し
て欲しい。

唯一の問題は、第 4 王立戦車連隊（実際は 4RTR/1A の 1 個
大隊）敵の砲兵による砲爆撃の結果、半拘束状態にあること
である。その結果、命令の展開に必要な時間が 1 ターン増加
する。
NATO は、ここで命令を実行するそれぞれのユニットの下、
に以下のマーカーを置く。
・そのユニットが想定している態勢を表す態勢マーカー。多
くの場合、望む態勢がユニットのウラに印刷されているの
で、この場合はマーカーを必要としない。
・新しい態勢へ変更を完了する時間を表すための時間マー
カー。ほとんどのユニットは、（H18 に命令の展開のため
の 1 ターンを加えた）D0H21 ターンに変更を完了する唯
一の例外は 4RTR/1A で、このユニットは半拘束状態のた
め、D1H00 ターンに変更を完了する。

4

D1H06 ターンの自軍命令実行フェイズ開始時、時間マーカー
を除去する。このユニットはもはや態勢変更中（6.2 参照）
ではなく、定点防御態勢における全ての利点と制限が適用さ
れる。

ユニットの下に時間マーカーが置かれている間は、まだ態勢
は変更の途中であることに注意して欲しい（「6.2. 態勢の変
更中」）。

2.3. 命令の展開完了

D0H21 ターンの自軍命令実行フェイズ開始時、イギリス第
12 機甲旅団のほとんどのユニットは、命令された新しい態
勢への展開を完了する。
NATO はこれらのユニットの下に置かれた H21 時間マー
カーを除去する。これらのユニットはもはや態勢変更中では
なく、通常通りに移動や戦闘を行うことができる。

2.5. 未承認の態勢変更

未承認の態勢変更は、司令部からの一般的な命令を無視して、
部隊が現在の態勢を、そのタイプで許可された他の態勢に変
更することを可能にする。この行動は兵站機能や他のフォー
メーションとの調整が行われていないため、部隊に悪影響を
与えるだけでなく、司令部のスタッフが予期せぬ形で計画を
変更することを余儀なくされる。
イギリスの第 12 機甲旅団は、差し迫ったワルシャワ条約機
構の攻撃から Braunschweig を防衛すべく展開していた。
別の地域での予期せぬ突破により、NATO は旅団に配属さ
れていた砲兵大隊の 1 つを迅速に再配置することを余儀なく
された。したがって、第 4 野戦砲兵大隊 (4FD/1A) は速や
かに 射撃／移動態勢から戦術態勢に変更しなければならな
かった。

2.4. 承認された態勢変更

承認された態勢変更とは、司令部から受け取った一般命令に
よる、現在の態勢と互換性のある態勢への態勢変更である。
この行動はほぼ独立して実行され、最小限の指揮系統必要と
するだけで、部隊の展開について親司令部に対し承認を得て
その情報を更新するために使用される。
イギリスの第 12 機甲旅団は、差し迫ったワルシャワ条約機
構の攻撃から Braunschweig を防衛すべく展開していた。
NATO は、市の中心部を死守することにした。第 1 王立ア
イルランドレンジャー大隊（1RIR/1A）は、防衛のチャン
スを最大にするため、態勢を防御から定点防御に変更しなく
てはならなかった。

この変更は、未承認の態勢変更を使用して実行することがで
きる（6.1.3 参照）。未承認の態勢変更に必要な展開時間は、
希望する態勢の行から「未承認の姿勢変更」欄を使用するこ
とによって、態勢表で見つけることができる。この場合は戦
術態勢への変更なので、1 ターンが必要になる。
D1H03 ターンの自軍命令実行フェイズに、NATO は指揮系
統を確認する。未承認の態勢変更に必要な唯一の条件は、そ
のユニットが親司令部の指揮範囲内に存在するということで
ある。そうでない場合、展開に必要な時間は 1 ターン増加す
る。
第 12 機甲旅団司令部は展開態勢のため、大隊は指揮範囲の
6 ヘクス以内に収まっており、態勢変更にかかる時間が 1 ター
ン伸びることもない。
実行するユニットは拘束状態、半拘束状態、あるいは遅延状
態にある場合、追加で 1 ターンがかかることになるが、ここ
ではいずれの状況下にもない。
以上の確認が完了した後、NATO は以下の手順を実行する：
・4FD/1A のカウンターは、あらかじめ態勢が印刷されてい
ない面に裏返して、戦術態勢、あるいはその態勢変更中で
あることを示す。
・H06（H03+1 ターン）時間マーカーがユニットの下に置かれ、
そのユニットが戦術態勢に変更されるターンを示す。
・第 4 野戦砲兵大隊の損耗ポイントを 1 増加させる。
・イギリス第 I 軍団の残存指揮ポイントを 1 減少させる。

この変更は承認された態勢変更で、変更には 1 ターンを要す
る（態勢表の「承認された態勢変更」を参照）。
D1H03 ターンの自軍命令実行フェイズ、NATO は指揮系統
を確認した。承認された態勢変更の唯一の条件として、その
ユニットの親司令部の指揮範囲内に存在する必要がある。
第 12 機甲旅団司令部は展開態勢のため、大隊は指揮範囲の
6 ヘクス以内に納まっており、態勢変更にかかる時間が 1 ター
ン伸びることもない。
実行するユニットは拘束状態、半拘束状態、あるいは遅延状
態にある場合、追加で 1 ターンがかかることになるが、ここ
ではいずれの状況下にもない。
以上の確認を終えて、NATO はユニットの下に以下のマー
カーを置いた：
・ユニットが想定した態勢である定点防御（RDEF）態勢マー
カー。混乱を避けるために、ユニットは予め態勢の印刷さ
れていない面へと裏返す。
・新しい態勢へ変更を完了する時間を表すための、H06 時間
マーカー（H03 プラス 1 ターン）。
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D1H06 ターンの自軍命令実行フェイズの開始時に、そのユ
ニットから時間マーカーを除去する。そのユニットはもはや
態勢変更中（6.2 参照）ではなく、戦術態勢における全ての
利点と制限が適用される。

4. 陸上戦闘

プレイヤーは戦闘の解決に「陸上戦闘チャート」を使用する
ことを強く推奨する。このチャートは戦闘の解決をシンプル
に保つのに非常に役立ってくれる。この例では、その時点で
の戦闘力差を、修正について説明するテキストの右にある別
のボックスで示している。
い く つ か の 準 備 砲 撃 の 後、 ソ 連 の 第 335 親 衛 戦 車 連 隊
(335G/12GT、ヘクス 4517) はイギリスの防御陣地を攻撃す
るために行動を開始した。

3. 砲爆撃
ソビエト第 12 親衛戦車師団は、イギリス第 12 機甲旅団が保
持する Braunschweig に攻撃を開始した。攻撃の手始めとし
て、激しい砲撃で敵の防御を弱体化させることにした。
砲爆撃フェイズにワルシャワ条約機構は、第 1 グリーン・ハ
ワーズ大隊（1GH/12/1A、ヘクス 4516）に対する砲爆撃を
宣言した。

4.1. 攻撃の種類

ワルシャワ条約はヘクス 4516 に対する通常攻撃を宣言した。
ソビエト軍は機動攻撃態勢（MASL）にあるため、この攻撃
では 8MP ではなく 6MP が必要となる。

ここでは 4 つの砲兵大隊（1/117、2/117、1/385G、2/385G）
が投入された。これらはすべて近接支援態勢（CSUP）の自
走砲であるため、完全火力（左の値）を使用する。射程（中
央の値）も確認したが、全てのユニットが目標を射程に収め
ていた（「17. 砲兵」を参照）。
ワルシャワ条約機構は参加するすべての砲兵ユニットの損耗
ポイントを 1 増加させなければならないので、各ユニット
の下に損耗 1 のマーカーを置く。火力の合計は 14 なので、
WP は砲爆撃表の「13+」欄を使用する。
次に目標の探知レベルを算出する（「23. 探知」と探知レベル
表を参照）。
・目標は自軍ユニットに隣接している戦闘ユニットなので、
探知レベルは 3 である。
・追加で適用される探知修正はなかった。
次にダイス修正を計算する（砲爆撃へのダイス修正を参照）。
・目標は防御態勢（DEF）にあるので、展開移動モードを使
用している。したがって、展開／固定の欄が使用される。
・ 目標ヘクスには町（修正 -2）が含まれていて、そのヘク
スには防御施設 1（修正 -1）も存在している。最も有利な
修正のみが使用されるため、ここでは -2 の修正が適用さ
れる。
ワルシャワ条約機構ダイスを振って 7 が出たので、修正して
5 になった。探知レベルが 3 で、砲爆撃力 13+ の欄での結果
は 1/2 だった。
・目標が戦闘ユニットであるため、斜線の左の値が適用され、
第 1 グリーン・はワーズの損耗ポイントが 1 増加する。
・結果が赤字で印刷されているので、目標は半拘束状態にな
る。NATO はユニットの下に半拘束（Half-Engaged）マー
カーを置いた。

4.2. 防御ユニット

このヘクスに NATO の戦闘ユニットは 1 つしか存在してい
ないため、第 1 グリーン・はワーズ大隊（1GH/12/1A）は
防御ユニットとして指定されなければならない。

4.3. 偵察部隊と工兵部隊

攻撃しているソビエト部隊には工兵が存在していて、WP は
その投入を宣言した。これにより WP は有利になるが、工
兵は戦闘で損失する可能性がある（「37. 工兵」を参照）。
工兵を使用することで、WP はレベル 1 の防御施設を持つ敵
軍への攻撃に対して追加の 1MP を消費せずに済むようにな
る（「37.3 工兵の効果」を参照）。
WP は隣接する第 18 親衛偵察大隊を投入してさらに有利に
なることも可能であるが、それはユニットの損耗を増加させ
る（「15.6.11. 偵察部隊」を参照）ため、投入しないことにした。

4.4. 基本戦闘力差

まず基本の戦闘力差を計算する。この戦闘は機甲ユ +2
ニットが町にいる機械化ユニットを攻撃するため、
攻撃側は攻撃力を、防御側は防御力を使用する（「15.5.
戦闘力」
を参照）
。
したがって、
基本の戦闘力差は +2
（8
攻撃力 - 6 防御力）となる。

4.5. 戦闘支援の割り当て

ワルシャワ条約機構は、1/117、2/117、1/385G、2/385G 砲
兵を戦闘支援として割り当て、合計 14 の砲兵ポイントを得
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る。投入された各砲兵ユニットの損耗ポイントは 1 増加する。
NATO は 4FD と 1RHA 砲兵を戦闘支援に割り当て、合計 7
砲兵ポイントを得た。投入された各砲兵ユニットの損耗ポイ
ントは 1 増加する。
NATO は航空戦力も 3 ポイント割り当てた。攻撃を受けた
ヘクスは NATO の CAS エリア内ではないので、生き残っ
た各航空ポイントは戦闘支援の合計にそのまま加算される
（「16.3. 航空支援」を参照）。

・指揮力は攻撃側が 4、防御側が 6 であり、-2（4-6）
の戦闘修正が適用される。
・防御ユニットは展開モードで、町の地形に存在す
るため、-3 の戦闘修正が適用される。
・防御ユニットは防御施設 1 と同じヘクスにいるが、
この優位はワルシャワ条約機構の工兵部隊によっ
て打ち消される（「37.3. 工兵」を参照）。
・攻撃ユニットは損耗を被っておらず、防御ユニッ
トは 1 損耗ポイントを持っているので、+1（1-0）
の戦闘修正が適用される。
・ワルシャワ条約機構は戦闘に工兵部隊を投入し、
+2 の戦闘修正が適用される。
・攻撃側は、攻撃されるヘクスに隣接している戦闘
ユニットが追加で 2 つあるので、+4 の戦闘修正が
適用される。
・防御側は、攻撃されるヘクスに隣接している戦闘
ユニットが追加で 1 つあるので、-1 の戦闘修正が
適用される。
・防御側は半拘束状態なので、+1 の戦闘修正が適用
される。
・双方とも親司令部の指揮範囲内にあるため、指揮
範囲外であることに対する戦闘修正は摘要されな
い。

4.6. 対空射撃

・ワルシャワ条約機構の対空火力は、攻撃ユニットによる 2
であり、これに攻撃を受けるヘクスに隣接しているユニッ
ト 2 つによる追加 +2 がある。
・ワルシャワ条約機構は対空射撃表の「3 - 4」の欄でダイス
目 6 を出し、航空支援に A1 の結果を与えた。NATO に
割り当てられた航空ポイントは 3 から 2 に減少する。

+2
-1
-1
0
+2
+6
+5
+6
+6

4.10. 戦闘の解決

最終的な戦闘力差は +6 になった。
ワルシャワ条約機構は陸上戦闘表の +6 の欄でダイスの目 7
をを出し、1/2s の結果を得た。斜線の左側の値（1）は攻撃
側に、右側の値（2s）は防御側に適用される。
この結果の s の部分は投入されている工兵がすべて除去され
たことを意味しているが、投入している工兵が防御側には存
在しないので、この結果は無視される。
攻撃側には戦術的な選択肢はなく、その結果を直ちに適用し
なければならない。ワルシャワ条約機構は、第 335 親衛戦車
連隊の損耗ポイントを 1 増加させた。
防御側は現在のの陣地を維持して損耗ポイントを 2 増加させ
るか、戦闘後後退を行って被る損耗を 1 ポイントに減少させ
るかを選択することができる。
さらに、防御側に損耗の結果が適用された場合、防御施設の
レベルが 1 下がり、防御施設は破壊される（「31.4. 防御施設
の弱体化」を参照）。

4.7. 電子戦

第 12 親衛戦車師団司令部には電子戦ポイントが 3 ポイント
割り当てられており、展開態勢にあって、防御側ヘクスから
4 ヘクス以内であるため、ワルシャワ条約機構は電子戦を実
施することができる（24.3、およびび電子戦表を参照）：
・ワルシャワ条約機構が NATO に対して電子戦を行う場合
-1 のダイス修正が適用され、敵ユニットが町の地形に存
在する場合、さらに -1 のダイス修正が適用される。
・ ワルシャワ条約機構は電子戦表の「3」の列でダイ
+4
スの目 10 を出し修正後 8 になった。これにより戦
闘修正は +2 となり、追加で E1 と E2 の効果も得
られた。
・E1 は航空機との通信に影響を与え、敵の航空機、および
ヘリコプターの支援を半減させる。NATO に割り当てら
れた航空ポイントは 2 ポイントから 1 ポイントに減少する。
・E2 は陸上での通信全般に影響を与え、敵の砲兵支援が半
減する。NATO が割り当てた砲兵ポイントは 7 から 3 に
減少する（端数は切り捨てられる）。

4.10.1. 戦闘後後退
NATO は後退を選択したので、戦闘結果を適用する前に離
脱の試みを実施しなければならない（「15.8. 戦闘後後退」を
参照）。
離脱の試みに対する修正は以下の通りに計算される（離脱修
正表を参照）：
・攻撃ユニットの存在するヘクスを除き、離脱を試みるユニッ
トには敵の戦闘ユニットの存在するヘクスが 2 つ隣接して
おり、-2 のダイス修正が適用される。
・自軍の戦闘ユニットの存在するヘクスが 1 つ隣接しており、
+1 のダイス修正が適用される。
・離脱を試みるユニットが半拘束状態のため、-1 のダイス修
正が適用される。
・離脱を試みるユニットが町ヘクスに存在するため、+1 の
ダイス修正が適用される。
・NATO は離脱を支援するために 1RHA 砲兵を割り当て、
砲兵の損耗ポイントを 1 増加させた。そのユニットの火力
は 3 であり、+2 のダイス修正が適用される。
最終的なダイス修正は +1 になった。NATO は「機械化」と「防
御態勢」の欄を使用して離脱表でダイスを振る。ダイスを振っ
て出た目の 7 は 8 に修正され、S0 の結果が得た：離脱は成
功し（S）、そのユニットは追加の消耗（0）を被らない。
離脱に成功したので、NATO はイギリス軍大隊の損耗ポイ

4.8. 戦闘支援の判定

ワルシャワ条約機構は戦闘支援（14 砲兵ポイント） +8
の効果を判定する。攻撃側戦闘支援表の「13 - 15」
の欄でダイスの目 5 を出し、+4 の結果を得た。
NATO はその戦闘支援の効果を判定する（3 砲兵ポ
+6
イントと、生存している 1 航空ポイントの合計 4 ポ
イント）。防御側戦闘支援表の「3 - 4」の欄でダイス
の目 7 を出し。結果は -2 の結果を得た。

4.9. 追加の戦闘修正

陸上戦闘表で使用される最終的な戦闘力差を得るために、追
加の戦闘修正が計算される（15.6 および陸上戦闘チャートの
戦闘修正の要約を参照）。
・攻撃ユニットは機動攻撃態勢（MASL）をとって
+4
おり、攻撃を行う際に戦闘力に -2 の修正が適用さ
れる（態勢表を参照）。
・防御ユニットは防御態勢（DEF）をとっており、0
+4
の戦闘修正が適用される。
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ントを 1 だけ増加させ、ヘクス 4416 に退却した。機動攻撃
態勢にあるため、ヘクス 4517 から攻撃を行ったソビエト軍
連隊は阻止ユニットではなく、ヘクス 4416 への後退を防ぐ
ことはできない（「8.6. 阻止ユニット」と態勢表を参照）。
また、離脱に成功すれば、後退するイギリス軍は現在の半拘
束状態を維持し、拘束状態になることを避けることができる。

前進地域

4.10.3. 戦闘後前進
攻撃されたヘクスが空になったため、ソビエト第 33 親衛戦
車連隊はヘクス 4516 に戦闘後前進をしなくてはならない
（「15.10. 戦闘後前進」を参照）。
そのヘクスに進入するためのコストは 2 級道路を使用して
2MP である。これは攻撃の際に消費された 6MP 少ないため、
追加の MP を消費することなく、ソビエト軍ユニットはそ
のヘクスへと前進する。

第 335 戦車連隊への前後それぞれの地域の実際の効果は以下
の通りである：
・前進地域内のヘクスへ移動する場合、連隊は通常の MP を
消費する。
・前進地域内のヘクスを攻撃する場合、または前進地域内の
ヘクスからの攻撃を防御する場合、追加の戦闘修正は適用
されない。
・後方地域内のヘクスへ移動する場合、連隊は追加で 1MP
を消費する。
・後方地域内のヘクスを攻撃する際には、-3 の戦闘修正が追
加で適用される。
・後方地域内のヘクスからの攻撃を防御する場合、+3 の戦
闘修正が追加で適用される。

5. ワルシャワ条約機構の前進軸

前進軸は、ワルシャワ条約機構がその移動を計画した際の一
般的な方向を定義している。留意すべき重要なことは、ワル
シャワ条約機構はヘクスを指定しているのではなく、方向の
みを指定しているということである。
ソ連の第 3 突撃軍は攻撃に備えて配備されているため、ワル
シャワ条約機構は軍の前進軸を定めなければならない（「10.
ワルシャワ条約機構の前進軸」を参照）。
計画によると、第 3 突撃軍は基本的に西方向に進軍するので、
ワルシャワ条約機構は地図上の任意のヘクスに 3SA 前進軸
マーカーを、矢印を左中央のヘクス頂点に向けて配置する。
このマーカーによって、第 3 突撃軍の前進地域と後方地域が
定義される：

日本語版作成：守谷

後方地域

前進地域

後方地域

4.10.2. 突破
攻撃されたヘクスが空になったので、突破（Breakthrough）
マーカーが置かれる。

後方地域

前進地域

地図上での位置に関係なく、第 3 突撃軍の指揮下にある全て
のユニットは、前進地域と後方地域として同じ定義をされた
ヘクスを持っている：
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