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３．スタッキング
スタッキング制限はない。
敵スタック内を確認できるのは戦闘時のみ。
本ゲームにＺＯＣ、補給概念はない。
発見
空軍ユニット、地上ユニットは常に発見状態。
海軍ユニットを攻撃するには、まず発見しなければな
らない。一度発見されたらゲーム終了まで発見状態。
敵海軍ユニットのヘクスに海軍ユニットで進入したら
相互に６面を振り、１－４なら相手を発見。
Ｒ、ＴＢ、ＤＢタイプの空軍ユニットが敵海軍ユニッ
トのヘクスに進入したら６面を振り、１－３なら敵を発
見し、ＴＢ、ＤＢタイプならそのまま攻撃も可能。その
他のタイプの空軍ユニットは、１でのみ発見。
沿岸監視隊：ドイツ海軍ユニットが連合軍監視隊ヘク
スを通過したらなら６面を振り１－３で発見される。Ｒ
ＯＤＯＳ、ＣＡＴＴＡＶＩＡのドイツ軍監視隊の３ヘク
ス以内を連合軍海軍ユニットが通過したら自動的に発見
される。
４．シークエンス
各ターンは、さらにインパルスに分かれ、その数は可
変である。各インパルスは、昼間もしくは夜間であり、
インパルス開始時に決定する。

Ａ：ターン開始アクション
６面を振り、順次以下を決定する。
海面状態、１－２：ラフ、３＋無風
インパルス数：出目の通り
ドイツの空軍状態：５．１参照
両軍は、Ｆ、ＦＢタイプをＣＡＰ任務に配分する。５．
４．９参照
インパルス手順
Ｂ：昼間／夜間決定：６面を振り、１－２：夜間、３＋
昼間
Ｃ：イニシアチブ決定：両者が６面を振り、大きい方が
先攻となる。
先攻プレイヤーインパルス
Ｄ：空軍オペレーションフェイズＡＯＰ
各飛行済み空軍ユニットについて６面を振り、
飛行場、
港、空母にヒットがあれば＋１修整、１－４なら表面に
戻す。
各空軍ユニットのミッションを決定し順次解決してい
く。空軍ユニットはミッション完了後は基地に帰還しな
ければならない。
Ｅ：海軍オペレーションフェイズＮＯＰ
ドイツプレイヤーは潜水艦状態をチェックする。６．
６参照。
連合軍プレイヤーはタスクフォースの編成を決め、第
１インパルスならミッションを決定する。
どちらのプレイヤーも自分の海軍ユニットのミッショ
ンを決定し、実行する。海軍ユニットは基地に帰還する
ことはない。
Ｆ：地上オペレーションフェイズＧＯＰ
さらに、混乱回復、降下、地上移動、戦闘のセグメン
トに分かれている。空港と港へのヒットの回復も試みら
れる。７．５参照。英軍工兵は飛行場の建設を試みられ
る。
上陸侵攻、イタリア軍の降伏チェック（７．７参照）
を実施する。
後攻プレイヤーインパルス
手番を入れ替えてＤ、Ｅ、Ｆを実施する。
ターン終了アクション
すべての空軍ユニットは自動的に表面に戻る。
５．空軍オペレーションフェイズ
ルフトヴァフェチェック：ドイツプレイヤーは、ドイツ
空軍ユニット表を自身の最初のインパルスにチェックす
る。
空港：ドイツプレイヤーは、Ｊｕ８７、Ｍｅ１０９Ｆを
マップ上の空港に配備できる。Ａｒ１９６は、マップ上

の港に配備できる。その他の機種は盤外にのみ配備でき
る。
空港に配備／着陸できるユニット数の制限はないが、
離陸能力は以下の制限がある。
港：Ａｒ１９６ １ユニット
Ｋａｒｐａｔｈｏｓ １ユニット
Ｋｏｓ ２ユニット
Ｓａｍｏｓ １ユニット
Ｒｈｏｄｅｓ 空港ごとに４ユニット
建設した空港 ２ユニット
盤外 無制限
盤上の空港は、そのヘクスを友軍地上ユニットが単独
で占拠した時に奪取できる。敵の空軍ユニットは離脱を
試みられ、６面を振り１－３なら友軍ホールディングボ
ックスへ移動する。４＋なら全滅する。
空軍の移動
空軍ユニットは目標へクスを決め、そこへの最短距離
ルートで移動する。ドイツ盤外ユニットは、盤の西端、
北端のいずれかのヘクスから進入する。
連合軍盤外ＭＢ、
ＨＢユニットは南端のいずれかのヘクスから進入する。
ほとんどの空軍ユニットは盤上からは無制限のレンジ
を持つ。
Ｆ、ＦＢタイプのユニットは、以下の通り拡張レンジ
でミッションを実施できる。
連合軍のＦ、ＦＢタイプの盤外配備のユニットは、拡
張レンジを宣言した上で護衛ミッションのみを実施でき
る。
拡張レンジを宣言すると、攻撃力、防御力ともに－２
修整を受けるが、１を下回ることはない。
ＦＢタイプのユニットのみは、盤外配備でも爆撃ミッ
ション、対地攻撃ミッションを拡張レンジで実施できる
が、爆撃値は半分になる。
米軍のＢ１７、Ｂ２４は、盤上のどこにでも爆撃、対
艦攻撃ミッションを実施できる。
航空ミッション
原則として１インパルスに各ユニットは１ミッション
しか実施できない。
配置転換ミッション
友軍空港間を配置転換する。新しい空港はレンジ内に
なければならない。
偵察ミッション
敵海軍ユニットの発見を試みる。Ｒ、ＴＢ、ＤＢタイ
プのみが実施できる。連合軍のＴＢタイプのみは、２ヘ
クスまでの距離から発見を試みられ、その場合は＋１修
整する。ＴＢ、ＤＢタイプは発見後に直ちに対艦攻撃ミ
ッションに切り替えて攻撃を実施できる。
ＤＲＡＣＨＥ
ドイツ軍のＤＲＡＣＨＥには、Ｆ２８２ヘリコプター
が搭載されていた。このヘリコプターは偵察ミッション

のみを実施でき１－３で成功する。原則として、ＤＲＡ
ＣＨＥのみに配備できる。他の地上へクスに着陸は可能
だが、その場合は二度と飛行できない（全滅にはならな
い）
。また、任務放棄の結果でも全滅する。
空輸ミッション
ＴＲタイプのみが友軍の非自動車化地上ユニットを、
友軍空港から他の友軍空港へと輸送できる。ＴＲ３ユニ
ットで大隊サイズ地上ユニット１個を輸送できる。地上
ユニットはＡＯＰ開始時に既に基地に空軍ユニットとス
タックしていなければならない。
輸送されたユニットは、
ＧＯＰに通常通りに移動できる。輸送中に空軍ユニット
が１つでも全滅すれば輸送していたユニットも全滅する。
空挺降下ミッション
パラシュート地上ユニットをＴＲタイプの空軍ユニッ
トで空挺降下させる。各ＴＲユニットは１個中隊を輸送
できる。地上ユニットはＡＯＰ開始時にＴＲユニットと
スタックしていなければならない。空輸と異なり、降下
目標へクスは平地かラフであれば良く、敵ユニットがい
ても構わない。空対空戦闘と対空戦闘を完了させた後で
パラシュートユニットは目標へクスに降下する。
爆撃ミッション
敵の港、空港、空軍ユニット、地上ユニットのいるヘ
クスへと移動し攻撃を実施する。ＴＢタイプ以外で爆撃
力が１以上のユニットが実施できる。Ｆ、ＦＢタイプユ
ニットが地上の敵空軍ユニットを攻撃する時は爆撃力＋
１修整。
タイプによって適切な爆撃表を使用して解決する。
目標：敵空港
ＲＨＯＤＥＳの各空港は４ヒットで機能停止する。
ＫＯＳの各空港は２ヒットで機能停止する。
建設された空港は１ヒットで機能停止する。
機能停止するまでは、ＡＯＰ開始時の飛行済みの回復
に＋１修整を受ける他は完全に機能する。
目標：敵港
各港は１ヒット目は機能に障害なく、２ヒット目で１
ターンに１ユニットしか入港／出航できなくなり、３ヒ
ットで機能停止する。１ヒットでも受けたら、ＡＯＰ開
始時の飛行済みの回復に＋１修整を受ける。
ヒットを受けた時に着陸／着水している空軍ユニット
は、６面を振り３－４なら飛行済みに、５－６なら全滅
する。
目標：敵地上ユニット
１ヒットごとに１地上ユニットを混乱させる。混乱以
上の効果はない。
対艦攻撃ミッション
発見している敵海軍ユニットを、ＴＢＳ１以上または
Ｔのコードがあるユニットで攻撃できる。目標へクスへ
行き、適切な表を使って攻撃を解決する。
英軍ＴＢタイプユニットは、ピンポイント爆撃表で＋
１修整を受ける。
ドイツＤＢタイプユニットはピンポイント爆撃表で＋

１の修整を受ける。
修整はいずれの場合も最大で＋２までである。
対艦ミサイル攻撃ミッション
対艦攻撃ミッションの特別な形態。Ｄｏ２１７ユニッ
トのみが実施できる。各ユニットは、発見している１海
軍ユニットを指定して対艦攻撃ミッションと同様に実施
する。ただし、ＣＡＰによる迎撃があった場合は、自動
的に任務放棄になる。その代わり、本ミッションでは海
軍ユニットによる対空射撃を受けることはない。ピンポ
イント爆撃表で＋２の修整を加えて解決する。各ヒット
は、敵ユニットに２ヒットずつを与える。
対地支援ミッション
友軍地上ユニットの敵地上ユニットに対する攻撃を支
援する。ＴＢタイプ以外の爆撃力が１以上のユニットで
実施できる。目標ヘクスへ行き、後のＧＯＰの戦闘セグ
メントで効果を発揮する。全支援空軍ユニットの合計爆
撃力を友軍地上ユニットの戦闘力に加算できる。この地
上支援戦闘力に地形の影響は及ばない。ＤＢタイプが地
上支援を実施する場合は、＋１修整を得られる。他のタ
イプも参加する時には、この修正は得られない。
ＣＡＰミッション
Ｆ、ＦＢタイプユニットのみが実施できる。任意のヘ
クスへ行きＣＡＰマーカーを第１インパルス面で載せて
おく。その位置で敵インパルス２回にわたってミッショ
ンを継続する。敵の一回目のインパルスが終了したら第
２インパルス面に裏返す。敵空軍ユニットが進入してき
たら、直ちに空戦を解決する。第２インパルスが終了し
た時点で基地に帰還する。
護衛ミッション
Ｆタイプユニットのみが実施できる。この任務単独、
または他の任務と共同で目標へクスへと飛行する。敵の
ＣＡＰがいなければ何も起きない。敵ＣＡＰがいれば空
戦となる。護衛ミッションとＣＡＰの空戦後、生き残っ
たＣＡＰは他の任務を実施する空軍ユニットに対する空
戦を実施する。その後で他の任務を実施する。
５．５ 空戦
空戦は友軍空軍ユニットが敵ＣＡＰヘクスに進入した
時に発生し、義務であり同時解決である。
ミッション実施側のプレイヤーは、
護衛ミッションと、
他のミッションとに空軍ユニットを分割する。
同時にＣＡＰ側のプレイヤーは、護衛攻撃と、ミッシ
ョン攻撃にユニットを分割する。ただし、少なくとも護
衛ユニットに対して１対１で護衛攻撃を割り当てなけれ
ばならない。
護衛ユニット側が多い場合は、余分の護衛ユニットを
任意のＣＡＰユニットへの攻撃に割り当てられる。
この記述は上記の護衛ミッションの説明と違うルール
になっている。
上記で割り当てた組合せに従って護衛とＣＡＰの間の
戦闘を解決する。この戦闘に参加したユニットは、以後

の手順には参加できない。
任意のＣＡＰに割り当てた余分の護衛の戦闘を解決す
る。この場合は、護衛側が一方的に攻撃する。
護衛に割り当てた後に余分のＣＡＰが残っていれば、
これを他のミッションのユニットに割り当て、一方的に
攻撃する。
これで空戦は終了し、生き残った他のミッションの空
軍ユニットはミッションを実行する。
個々の空戦は、攻撃側の攻撃力から防御側の防御力を
引いて戦力差を出して空戦表で解決する。敵よりも速度
が速い場合には速度差分だけ右に、遅い場合は左にコラ
ムシフトする。戦闘解決は１０面を振り、以下の修整を
実施する。
－２：ＦがＨを攻撃する
－１：ＦがＦ、ＦＢ以外を攻撃する
＋１：他のタイプがＦ、ＦＢタイプを攻撃する
結果は、Ａは任務放棄、Ｋは撃墜である。
多対１ユニットの空戦
上記のルールによれば余分のユニットは一方的に攻撃
を実施するので、本項のルールは必要ないはずである。
多数側は任意の順番で空戦を実施し、速度に関しては
常に一番速いユニットを利用してコラムシフトを適用す
る。
対空射撃
対空砲ユニットは戦闘力が対空射撃力である。海軍ユ
ニットは固有の対空射撃力を有する。施設は以下の固有
の対空射撃力を有する。
空港：４、ＬＥＲＯＳ、ＫＯＳの港：１、ＲＨＯＤＥ
Ｓの港：３
空戦終了後に対空射撃を実施する。対空射撃力は全て
合計し、対空射撃結果表で６面を振って判定する。
－２：夜間
－１：目標がＡＳ、Ｈ、ＨＢ、Ｂを含んでいる。
＋１：目標がＤＢ、ＴＢ、ＴＲを含んでいる。
０：目標はＦ、ＦＢのみである。
結果は影響を受ける空軍ユニット数である。
影響を受けた各ユニットについて１０面を振り、
１－３：全滅、４－８：任務放棄、９：任務放棄だ
、１０：全滅だが今回の任
が今回の任務は解決する（？）
務は解決する。
爆撃解決
２つのＣＲＴのいずれかを使用して解決する。
ＨＢ、Ｂ、ＦＢ、Ｆタイプは、水平爆撃表を使用して、
全部の爆撃力を合計して解決する。
ＡＳ、ＤＢ、ＴＢタイプは、ユニットごとにピンポイ
ント爆撃表を使用して解決する。
ただし、対地支援ミッションは、爆撃力を友軍の地上
ユニットの戦闘力に加算するので、最終的には地上戦闘

結果表を使用することになる。
爆撃、対艦攻撃、対地支援任務に参加するＦタイプユ
ニットは、
空戦攻撃力と防御力に－２の修整を受けるが、
１を下回ることはない。また、空戦に巻き込まれた場合
に、爆装を放棄して上記修整を回避することができる。
５．８ 夜間空軍ミッション
空軍ユニットのタイプで、頭にＮが付いているものは
夜間ミッション可能機である。
夜間でも偵察ミッションと対艦ミサイル攻撃ミッショ
ン以外のミッション実施可能である。
夜間ＣＡＰミッションに付いている場合は、ユニット
を９０度回転させて夜間出撃であることを示し、これは
昼間ミッションの敵機に対しては影響を持たない。逆に
夜間ミッション機は、昼間ＣＡＰミッション機の影響を
受けない。
５．９ 米空軍
米空軍は３ターン終了後に、アコレイド作戦が効力を
発揮すると登場する（８．４．５参照）
。
米軍爆撃機は、対地支援ミッションを実施できない。
６．海軍オペレーションフェイズＮＯＰ
海軍ユニットは港に配備する。ドイツ軍はＲＨＯＤＥ
Ｓの港を支配しており、他の港はイタリア軍が支配して
いる。
港は、当該へクスを単独で占拠している陣営が支配す
る。
海軍ユニットは、海ヘクスを各１移動力で移動する。
海面状態がラフなら、
海軍ユニットの移動力は１／３
（切
捨て）になる。もし０になってしまうなら、奇数インパ
ルスのみ１ヘクスだけ移動できる。
６．２．２ 潜水艦
浮上潜水艦は、無風海面を１移動力で移動する。ラフ
なら移動力は１／２（切捨て）になる。
潜航潜水艦は、１ヘクスだけ移動する。
浮上するか潜航するかを、インパルス開始時に決定す
る。潜航は連続２インパルスまでしか実施できない。
英軍駆逐艦以外の海軍ユニットは、無期限に出航して
いられる。
ＨＵＮＴ級は、３インパルスまで航行可能である。Ｆ
ＬＥＥＴ級は、
完全１ゲームターンまで航行可能である。
航行限界を越えると、直ちに除去されホールディング
ボックスに移される。
６．３ 海軍ミッション
海軍オペレーションフェイズに、各海軍ユニットは原
則として１ミッションを実施できる。

輸送ミッション
軽巡洋艦、駆逐艦、輸送艦、トローラー、上陸艇は、
１大隊／３中隊までの陸軍ユニットを輸送できる。イン
パルスを陸軍ユニットと港でスタックした状態で開始す
ること。
輸送は友軍港同士、または盤外ボックスとの間でのみ
実施できる。輸送された陸軍ユニットは、地上オペレー
ションフェイズに通常通り移動できる。
強襲ミッション
ドイツプレイヤーのみは、
島嶼の海岸ヘクスに対して、
上陸艇のみで実施できる。海軍ユニットは地上ユニット
と一緒にインパルスを開始する必要はなく、友軍港へと
移動して乗船させ、さらに目的地へと移動できる。任意
の海岸を選べ、敵ユニットがいても良い。上陸したイン
パルスには、地上ユニットも上陸艇もそれ以上の移動は
できない。
例外：連合軍プレイヤーは、イタリア軍に対して、あ
るいはロードス島に対してのみ強襲を実施できる。ラン
ディングシップ、ランディングクラフト、トランスポー
トが利用できる。
機雷敷設ミッション
枢軸軍のマインレイヤー、トルピードボートＡ／Ｂ、
駆逐艦は、機雷敷設能力がある。各ユニットは 1 ターン
に１ヘクスに対してのみ実施でき、一度敷設された機雷
はゲーム終了まで存続する。機雷敷設へクスに入った連
合軍海軍ユニットは、
６面を振り、
４－６なら触雷する。
戦艦、空母、護衛空母は、２ヒットを受ける。その他の
タイプは沈没する。
海軍砲撃ミッション
戦艦、軽巡洋艦、駆逐艦のみが、海岸へクスへ移動し、
敵港、空港、空軍ユニット地上ユニットを攻撃できる。
各目標へのヒットは、爆撃ミッションと同様の効果を持
つ。
海軍インターセプトミッション
戦艦、軽巡洋艦、駆逐艦、トルピードボートＡ／Ｂ、
潜水艦のみが、敵海軍ユニットのヘクスへ移動し、敵を
発見した上で水上戦を実施できる。
６．４ 海戦
敵味方の海軍ユニットが同じヘクスを占め、少なくと
も一方が敵を発見しているなら、発見している側の任意
で海戦を実施できる。もし相手に発見されていない側が
攻撃するなら、その時点で自動的に発見される。
もし主要ユニット（戦艦、空母、護衛空母）がいるな
ら、２ラウンド制で実施する。いなければ、１ラウンド
制で実施する。
２ラウンド制の場合は、第１ラウンドは主要ユニット
のみが攻撃を実施できる。水上戦闘力を合計し、海軍水
上戦闘結果表で解決する。
第２ラウンド、または１ラウンド制の場合には全ての
海軍ユニットが攻撃を実施でき、同様に解決する。

攻撃は同時に実施されたものと見なす。
連合軍の攻撃は常に－１修整（レーダーの優位性）
。
ランディングクラフト、ランディングシップ、トラン
スポート、トローラーを含む敵を攻撃する時には、－１
修整。
夜間であれば＋２修整。
得られる結果は、合計ヒット数である。
ヒットの配分は、攻撃したプレイヤーが実施する。本
ゲームでは、海戦において一部の艦艇をスクリーンする
ことはできない。
軽巡洋艦、駆逐艦は、最初のヒットで対空戦闘力と速
度の半分を喪失する。二番目のヒットで沈没する。駆逐
艦については、６面を振り、そのターン数後に増援とし
て再登場する。
護衛空母は、最初のヒットで対空戦闘力と速度の半分
を喪失する。二番目のヒットで飛行甲板が使用不能にな
る。三番目のヒットで沈没する。
空母は、最初のヒットで対空戦闘力と速度の半分を喪
失する。以後、この空母上で回復チェックする空軍ユニ
ットのダイスに＋１修整する。二番目のヒットで飛行甲
板が使用不能になる。三番目のヒットで残っている対空
戦闘力を失う。四番目のヒットで沈没する。
戦艦は、特別な副次損害はなく、６番目のヒットで沈
没する。
それ以外のタイプは、最初のヒットで沈没する。本ゲ
ームでは、海軍ユニットのヒットを修理できない。
規定のラウンドが終了したら、より多くのヒットを受
けた側は隣接ヘクスへ退去する。
（同点の場合の規定は原
文に記述がない）
６．４．４ 潜水艦戦闘
潜水艦は１インパルスに１回しか攻撃できない。目標
を指定し６面を振る、４－６なら目標を補足できる。失
敗した場合は、もう一回だけ別の目標を指定して試みら
れる。二回目は－１修整を受ける。二回目も失敗した場
合は、そのインパルスはもう攻撃できない。また、判定
の出目が１だった場合は、逆に潜水艦が捕捉されて攻撃
され沈没する。
潜水艦の攻撃は、６面を振り、戦艦なら６で、軽巡洋
艦と駆逐艦なら５－６で、その他の艦なら４－６でヒッ
トする。ヒットの効果は通常の海戦と同様である。
本ゲームでは、潜航中の潜水艦に対して能動的に攻撃
する手段はない。
６．５ 連合軍のタスクフォース
連合軍プレイヤーターンに、連合軍はタスクフォース
を編成できる。
１：タスクフォースの編成艦を決め
２：進入へクスを決め
３：目的地を決め
４：任務を決め

５：タスクフォースマーカーを決める。
任務完了後、
直ちにタスクフォースマーカーは解散し、
構成ユニットを盤上に展開する。
タスクフォースは、少なくとも３ユニットの駆逐艦を
含まなければならない。
タスクフォースの構成変更はできない。
タスクフォースは、盤外から進入する場合は未発見状
態で、トルコ水域から出航する場合は発見状態で配置す
る。
タスクフォースが発見されたら、敵に構成内容を開示
する。
６．６ ドイツ海軍の制限事項
ドイツ軍プレイヤーは、第１ターンの最初の自軍イン
パルスのＮＯＰ開始時に６面を振る。１、２なら、その
数の潜水艦をゲーム期間中使用可能である。
３－５なら、
次のターンに改めて振り直す。６が出た場合は、ゲーム
中、ドイツ軍は潜水艦を使用できない。
６．７ 空母
英軍空母、護衛空母は、海軍ミッションと空軍ミッシ
ョンの双方を実施できる。
また、これらを含む海軍ユニットは、敵海軍ユニット
と同一へクスになった場合の発見時に１－５で発見でき
る。
空母はＦタイプ４、ＴＢタイプ２ユニットを搭載して
いるので、
空母とマークされているものを使用すること。
護衛空母はＦタイプ２、ＴＢタイプ１ユニットを搭載
している。同様に空母とマークされているものを使用す
ること。
７ 地上オペレーションフェイズ（ＧＯＰ）
混乱回復セグメント
地上ユニットは混乱することがある。あるヘクスの地
上ユニットが混乱する時は、そのヘクスの全ユニットが
混乱する。
（爆撃ミッションの地上ユニットへの影響の説
明と矛盾している）
混乱したユニットは、攻撃や空港の修理を実施できな
い。
自軍の次回の地上オペレーション開始時の混乱回復セ
グメントに自動的に回復する。
空挺降下セグメント
混乱チェック：降下するユニット毎に６面を振る。敵ユ
ニット、またはラフに降下する場合は－１修整、夜間で
あれば－２修整するが、累積しない。
混乱すると戦闘力が半分になる。夜間降下で混乱した
場合には、降下へクスから隣接する敵がいないヘクスへ
と撤退すること。
降下戦闘解決：
敵ユニット上に降下した非混乱ユニットは、攻撃の義務

があり、状態が解消されるまで毎ラウンド攻撃を継続し
なければならない。この場合には戦闘前モラルチェック
は必要ない。この攻撃の最初のラウンドには、奇襲によ
る＋２修整を受けられる。
隣接する友軍ユニットがあれば、地上オペレーションの
移動セグメントに同一へクスへ突入して共同攻撃を実施
できる。
移動セグメント
全地上ユニットは、１移動力を持っている。
道路移動することで、２ヘクス移動することが可能であ
る。
戦闘セグメント
同一へクスにおいて戦闘は義務である。
隣接する砲兵は、
戦闘力を加算できる。
同一へクスの敵味方は、戦闘の解決によってしかヘクス
を離脱できない。追加のユニットを進入させることはで
きるが、戦闘に参加しなければならない。ヘクス内の戦
力は一体として扱い、分割できない。１：２未満での攻
撃は、自動的にＡｅとなる。
戦闘前モラルチェック
戦闘前に攻撃側のユニットはモラルチェックする。失敗
したユニットは攻撃に参加できない。全攻撃ユニットが
失敗した場合には、防御側のモラルチェックは不要にな
る。
攻撃側が終わったら、防御側もモラルチェックをする。
失敗した場合、その戦闘に関してモラル－１修整して処
理する。
解決手順
戦闘力を合計し、戦闘力修整があれば適用する。戦闘比
に直し、常に防御側の有利に切捨てる。十面を振り、地
上戦闘結果表で判定する。
戦闘力修整
港、ラフでは、防御側の戦闘力は２倍になる。
攻撃側は、地上支援ミッションの空軍ユニットの爆撃力
を加算できる。
混乱しているユニットは、攻撃でも防御でも戦闘力半分
である。
ダイス修整
地上支援しているＤＢタイプの空軍ユニットごとに＋１。
互いの最高のモラルを比較し、攻撃側が高ければ＋１、
防御側が高ければー１。修整の限界は、＋２／－２まで
である。
退却と戦闘後前進
退却を指示された側は、隣接する空／友軍ヘクスへと退
却する。攻撃側は原則として進入してきた元ヘクスへと
退却する。退却できない場合は全滅する。
追加ラウンド
最初のラウンド終了後に両軍がヘクス内に残った場合、
もし攻撃側にリーダーがいれば直ちに追加ラウンドを実

施する。いない場合は６面を振り、偶数なら追加ラウン
ドを実施し、奇数なら攻撃側が撤退する。これは、ヘク
スに両方のユニットが残る限り反復する。
ヒット除去セグメント
（このセグメントはシークエンスの説明には存在しな
い）
プレイヤーはヒットを受けている港や空港からヒットの
除去をインパルスに１回だけ試みられる。少なくとも１
個の自軍陸軍ユニットがいなければならない。６面を振
り、１－２ならヒット１を除去する。
７．６ 工兵
連合軍の工兵は、新規空港を建設できる。
混乱状態でない工兵ユニットが、ラフでも港でもない
ヘクスにいて、移動セグメント全体を建設に費やしたな
ら空港建設マーカーを上下反転した状態で配置する。そ
して、次の自軍地上オペレーションフェイズの終了時点
まで工兵ユニットが通常状態を当該へクスで維持できれ
ばマーカーを正転させ完成させる。この間、移動、戦闘
は一切できず、もし発生した場合は建設は最初からやり
直しになる。また、建設中に爆撃でヒットを受けた場合
には、２ヒットにつき完成期限が１インパルスずつ延長
される。
上陸侵攻
イタリア降伏チェック
イタリア支配港の支配状態は、ドイツ、イギリスが進
入してきた時点でチェックする。６面を振り、３－６な
らイタリア軍は直ちに降伏する。１－２なら、イタリア
軍は抵抗する。この場合、連合軍プレイヤーは、強襲上
陸ミッションとして攻撃を解決しなければならない（ド
イツについて記述がないが、当然、強襲上陸になると思
われる）
。
なお、開始時にイタリアが支配している島嶼の未占拠
の港については、
１戦力の固有守備隊がいるものとする。
別にイタリア軍ユニットがいる場合は、固有守備隊はな
いものとする。固有守備隊は、退却の結果を受けると消
滅する。なお、同じ島嶼にいる全てのイタリア軍は、最
初に判定したイタリア軍ユニット（もしくは固有戦力）
と行動を共にする。
固有戦力についてはモラルのパラメーターがないが、
一般のユニットより低いモラルを持つものと思われる。
コス島侵攻
コス島に連合軍が侵攻したなら上述のようにイタリア
軍の降伏判定をする。コス島が連合軍支配になったら直
後の空軍オペレーションフェイズに、Ｄｅｔ／７４、Ｄ
ｅｔ７の２個スコードロンを配置転換ミッションで盤外
からコス島の空港へと移動させる。

レロス島侵攻
もし連合軍が単独で（ドイツ軍がいないと言う意味で
あり、降伏したイタリア軍はいても良い）レロス島を占
拠したなら、レロス島に入港しているイタリア軍海軍ユ
ニットは連合軍に参加し、次のターンから連合軍プレイ
ヤーの指揮下に入る。
これらのイタリア海軍ユニットは、ドイツ軍が先に侵
攻し、イタリア軍がドイツ軍に降伏した場合には同様に
ドイツ軍の指揮下に入る。
イタリア軍が抵抗した場合は、これらの海軍ユニット
は直ちにゲームから取り除く。どちらの陣営も、これら
に関するＶＰを受け取ることはない。
他の島の侵攻
連合軍が、コス、レロスの少なくとも一方を支配して
からでなければ、他の島の侵攻に当ってのイタリア軍降
伏チェックは、６でのみ降伏に修整される。
９．勝利条件
ゲーム終了時に得点計算して判定する。
以下の表に従って両軍の得点を計算し、ドイツの得点
を連合軍の得点から引いて差を求める。
島嶼の支配
３５ ロードス島
１５ コス島
１５ サモス島
１０ レロス島
３ アモルゴス島
３ ナクソス島
２ アスティパリア島
１ パトモス島
１ カリムノス島
（原文にはアモルゴス島が２回示されているが単なる重
複と思われる）
５ 沈めた連合軍の主要海軍ユニットごとに
２ 沈めた連合軍の軽巡洋艦、駆逐艦、輸送艦ごとに
１ 除去した連合軍のＢ１７、Ｂ２４ごとに
ｄｒ 連合軍がロードス島への侵攻を実施した場合に、
ドイツ軍は終了時にｄｒして、その分のＶＰを得る。
ドイツ軍が島嶼の支配を得るには、連合軍の沿岸監視
ユニットを除去する必要がある。

８．セットアップ
ゲームは、基本的に１０ターンだが、連合軍の選択に
よって第１１ターンを実施できる。
セットアップは、枢軸軍が先に行う。
第１ターンのインパルス数は自動的に２であり、イニ
シアチブはいずれも連合軍である。
枢軸側セットアップ
イタリア陸軍
１５３１ ２／５０
１６３０ ３／５０
２４２５ ７／５０
２５２４ ８／５０
２１２２ Ｍｉｓｃ／１
３０２４ Ｍｉｓｃ／２
３２１１ coastal defense battalion
ＫＯＳ島の任意のヘクス coastal defense battalion
３４２０ ７／６
３５２２ ８／６
１／５０、４／５０、９／５０、５／５０砲兵
の４ユニットは、４７２６、４８２８、４９３０、５０
２６、５０２０のいずれかに一ユニットずつ。
イタリア海軍
２５２４
駆逐艦 EURO、
機雷敷設艦ＬＥＧＮＡＮＯ、
輸送艦ＰＲＯＤＥ
これらはドイツか連合軍がレロス島に侵攻してくるま
で移動できない。
ドイツ陸軍
４７２６ ＰＡＮＺＥＲＪＡＥＧＥＲ／Ｒ
ロードス島
１／Ｒ、２／Ｒ、３／Ｒ、ＭＩＳＣ／Ｒ、
８０６／Ｒ 高射砲、９９偵察、４／９９砲兵、
ただし以下のヘクスに少なくとも１ユニットを置くこ
と。４８２８、４７２６、４９２３、５０２０。
ロードス島初期配置ユニットは、ゲームを通じてロー
ドス島から出ることはできない。
５０１０ ６／９９

連合軍がロードス島への侵攻を実施しなかった場合は、
得られた差が１以上なら連合軍の勝利である。
連合軍がロードス島への侵攻を実施した場合は、得ら
れた差が３０以上なら連合軍の勝利である。

ドイツ空軍
ロードス島の空港
Ｊｕ－８７×１２ユニット
Ⅰ／ＳｔＧ３、Ⅱ／ＳｔＧ３

ドイツ空軍表で得られる可能性があるユニット
２／ＮＡＧ２、３／ＮＡＧ２（４）
、
Ⅳ／ＪＧ２７（４）
、 Ⅱ／ＺＧ２６（２）
、
２／１２３（２）
、Ⅰ／ＴＧ４（５）
、
１／ＳＡＧ１２５、３／ＳＡＧ１２５（４）
ドイツ海軍
盤外
水雷艇１０、１４、１９、
機雷敷設艦 Ｚｅｕｓ、
第９ＦＬＯＴＩＬＡ（３）
４５２１ 輸送艦 ＰＬＵＴＯ
６．６で登場する可能性がある潜水艦
Ｕ５６５、Ｕ５９６
枢軸軍増援
ドイツ陸軍の増援は盤外に登場するので、ルールに従
って輸送しなければならない。
ドイツ海軍の増援は登場するターンに指定の盤端から
１０面ロール分のヘクス数以内に展開する。
ターン３
１パラシュート大隊、２パラシュート連隊、
２ＦＡＬＬＳＨＲＩＭＡＪＡＥＧＥＲ師団
４２０１から５５０１の盤端
１２水雷艇ＦＬＯＴＩＬＡ（２）
、
輸送艦 ＯＬＹＭＰＵＳ、ＳＡＶＯＮＡ、ＫＡＲＩ、
ＴＲＡＰＩＡＮＩ、ＳＣＨＦＩＮＮＯ、
上陸艇×３、
トローラー×２
上記に輸送されている
７８０工兵中隊、２／１６／２２、２／６５／２２
２、３、４ルフトヴァフェ、
１５パラシュート中隊／ブランデンブルグ師団、
１／１／ブランデンブルグ師団、
リーダー ＳＡＬＤＥＲＮ、ＡＳＣＨＯＦＦ
３００１から３６０１の盤端
２１水雷艇ＦＬＯＴＩＬＡ（２）
、
機雷敷設艦 ＤＲＡＣＨＥと、そのヘリコプター、
輸送艦 ＩＮＧＥＢＥＲＧ、上陸艇×１
上記に輸送されている
３／４４０／２２、
１／ＦＪ／ブランデンブルグ師団、
ターン４
３００１から３６０１の盤端
機雷敷設艦×１、

輸送艦ＯＬＹＭＰＩＡ、上陸艇×１
上記に輸送されている９、１０ＫＲＩＥＧＳＭＡＲ
ＩＮＥ 海軍中隊
ターン５
盤外（ギリシャ／クレタ）
Ⅰ／ＫＧ２６（２）
、Ⅰ／ＫＧ３０（２）
、
Ⅲ／ＪＧ２７（４）
、Ⅱ／ＫＧ６（３）
、
Ⅱ／ＫＧ５１（２）
、２／ＳＡＧ１２５（４）
、
４／ＳＡＧ１２５（２）
、２／ＴＧ４（２）
、
イタリア空軍 ＭＡＣＣＨＩ２０２×２
３００１から３６０１の盤端
機雷敷設艦×１、
輸送艦ＳＩＮＦＲＡ
上記に輸送されている１／１２／１１ルフトヴァフ
ェ大隊
ターン６
盤外
Ⅰ／ＫＧ１００（３）
１００１から２５０１の盤端
輸送艦ＧＥＲＴＲＵＤＥ
上記に輸送されている３／１ＪＡＥＧＥＲ／ブラン
デンブルグ師団、８８ｍｍ砲兵、１４パラシュート中隊
例外：連合軍のロードス島侵攻が既に発生していれ
ば、３００１から３６０１に進入する。
ターン８
盤外
２／２パラシュート／ＦＡＬＬＳＨＲＩＪＡＥＧＥＲ
師団
２２０１から２６０１の盤端
水雷艇１５、１６、１７、
上陸艇×１
上記に輸送されている３／１／ブランデンブルグ師
団
連合軍セットアップ
盤外
Ｂ、Ｄ／ＲＩＦ、１／１１パラシュート大隊、
２／４ＬｔＡＡ、Ｍｉｓｃ
ＣｏａｓｔＷａｔｃｈｅｒ×２
カリモス島と、アスティパリア島に
空軍
Ｄｅｔ／７ＳＡＡＦ、Ｄｅｔ／４６、

Ｄｅｔ／７４、Ｄｅｔ／２３７、Ｄｅｔ／２７４、
Ｄｅｔ／４５４、Ｄｅｔ／５８０
１２７（２）
、１５０（２）
、２１３（２）
、
２１６（２）
、２２７（２）
、２５２（２）
、
海軍
３３２６（発見状態）
駆逐艦ＣＲＯＯＭＥ、ＨＵＲＷＯＲＴＨ、
輸送艦ＤＯＭＡＩＮＥ
上記に輸送されているＡ、Ｃ／ＲＩＦ、
Ｂ／ＲＷＫ、リーダーＴＩＬＮＥＹ
４２２８（発見状態）
駆逐艦ＦＡＵＬＫＮＯＲ、
４２ＳＢＳモーターローンチ（２）
、
輸送艦ＰＡＬＯＰＯ
上記に輸送されている１／ＤＬＩ、２９０１ＡＡ中
隊、リーダーＫＥＮＹＯＮ
２０３０（発見状態）
輸送艦ＳＵＴＥＪ
上記に輸送されているＡ、Ｃ、Ｄ／ＲＷＫ
盤外
地図南端から未発見状態で進入するか、トルコ水域か
ら発見状態で進入する
駆逐艦ＥＣＬＩＰＳＥ、ＩＮＴＲＥＰＩＤ、
ＱＵＥＥＮ ＯＬＧＡ、
潜水艦 ＭＡＱＵＥＳＥ、ＫＯＮＣＬＯＵＲ
連合軍プレイヤーはゲーム開始時に６面を振り、１が
出たなら戦艦ＨＯＷＥ、
ＫＩＮＧ ＧＥＯＲＧＥ Ⅴを、
上記の盤外ユニットに加えて使用できる。なお、これら
は３ターンの第２インパルス終了時にゲームから取り除
かれる（転出）
。なお、これら戦艦は南端からのみ進入す
る。
２以上の目が出た場合でも使用できるが、その場合に
は１隻ごとに出目と１との差のＶＰを枢軸軍に計上する。
連合軍増援
陸軍の増援は全て盤外に登場し、適切な輸送手段で輸
送して盤上に進入させる。
海軍へ盤南端から未発見状態で進入する。
ターン２
南端もしくはトルコ水域
潜水艦Ｕｎｒｕｌｙ
アメリカ空軍
Ｂ１７×２、Ｂ２４×２、Ｐ３８×４
米爆撃ユニットは、爆撃ミッションと、対艦攻撃ミ
ッションのみを実施できる。

ターン３
南端もしくはトルコ水域
駆逐艦ＡＬＤＥＮＨＡＭ、ＦＵＲＹ、
ＭＩＲＯＵＬＩＳ、ＰＡＮＴＨＥＲ、
ＴＨＥＭＩＳＴＯＣＬＥＳ、
軽巡洋艦ＡＵＲＯＲＡ、ＣＡＲＬＩＳＬＥ、
ＤＩＤＯ、ＰＥＮＥＬＯＰＥ、ＳＩＲＵＳ
潜水艦ＴＯＲＢＡＹ
アメリカ空軍
Ｂ１７×２、Ｂ２４×２、Ｐ３８×４
米爆撃ユニットは、爆撃ミッションと、対艦攻撃ミ
ッションのみを実施できる。
ターン４
南端もしくはトルコ水域
駆逐艦ＲＯＣＫＷＯＯＤ、ＨＵＲＳＬＥＹ、
ＰＥＮＮ、ＰＥＴＡＲＤ、
護衛艦ＤＵＬＶＥＲＴＯＮ
輸送艦ＫＯＲＩＴＺＡ
ターン５
連合軍の最初のインパルス開始時に６面を振り、アコ
レード作戦（ロードス島侵攻作戦）の実施を決める。
１－３なら作戦開始であり、また６面を振る。それ以
外なら延期なので、次のインパルス以降に同様に判定す
る。このターン中に発生しなければ中止となる。
選択ルール
上記の作戦中止の場合でも連合軍は作戦を実施できる
が、その場合は全ての失敗のｄｒの合計んお１／２（切
上げ）をドイツ軍のＶＰに計上する。
上陸艇×６
第１０インド師団の、９個歩兵大隊、３個砲兵大隊、
１３ＡＴ、ＲＮＦＨＷ、ＤＯＹ偵察
第２重ＡＡ、第４１軽ＡＡ大隊、
第９装甲連隊
４／１３FRONTIER FORCE 大隊（別にｄｒして１
－３でのみ参加）
駆逐艦×６
空母ＦＯＲＭＩＤＡＢＬＥ
任意の戦艦１隻（ペナルティは不要）
上記のロードス島侵攻部隊は、盤南端から進入し、ロ
ードス島の５１１９、５１２０、５１２１、５１２２、
５１２６、５０２８、５０３０のいずれかのヘクスに強
襲ミッションを実施する。
また、作戦実施時には、以下が利用可能になる。
Ｐ３８×４、

第３９ボウファイター（２）
、
第４０、７０ウェリントン、
Ｂ、Ｃ、Ｄ／１１パラシュート大隊
パラシュート大隊は盤外に登場し、空挺降下ミッショ
ンでロードス島の平地へクスに降下できる。
選択ルール
Ｐ３８ユニットは、ヘクス列３３００以南では、拡張
レンジを宣言しないで活動可能である。
ターン６
盤外：４／Ｂｕｆｆｓ大隊
ターン７
盤外：１／ＫＯ大隊
南端もしくはトルコ水域
駆逐艦ＡＤＲＩＡＳ、ＰＩＮＤＯＳ、ＥＣＨＯ
潜水艦ＳＩＭＯＯＮ
さらに、アコレード作戦が発動していなければ６面を振
り、１が出たら下記も登場する。
空母ＦＯＲＭＩＤＡＢＬＥ、
護衛空母ＡＴＴＡＣＫＥＲ、ＨＵＮＴＥＲ、
および上記の艦載機
ターン８
南端もしくはトルコ水域
駆逐艦ＥＸＭＯＯＲ、ＢＬＥＮＣＡＴＨＲＡ、
軽巡洋艦ＦＡＮＴＡＳＱＵＥ、ＴＥＲＲＩＢＬＥ
ターン９
南端もしくはトルコ水域
駆逐艦ＰＯＬＡ、ＥＯＬＡ、ＫＲＡＫＯＷＩＡＫ
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