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このルールでは以下のカラーシステム
を使用する：例外およびエラッタのよ
うな重要事項は赤、プレイの例は青。

1.0 イントロダクション

The Next War in Lebanon は、近い
将来のイスラエルによるレバノン侵攻
を推定した作戦レベルのウォーゲーム
である。
このゲームで想定した状況は、ヒズ
ボラのテロリストグループの存在を排
除する事を目的としたイスラエル軍に
よる侵攻であり、2006 年に行われた
侵攻よりも非常に大規模な侵攻を仮定
している。
一方のプレイヤー(IDF/イスラエル
国防軍)は IDF 司令官の任務を担当す
る；もう一方のプレイヤーはヒズボラ
反政府軍を担当するが、特定のイベン
トが発生した場合にはシリア軍とイラ
ン軍も担当する事になる(双方のプレ
イヤーが同意するなら、ゲーム開始時
点からシリアとイランを参戦させても
構わない)。

2.0 コンポーネント
11x17”マップ１枚
カウンターシート１枚(ゲーム駒 176
個)
プレイヤーは、最低１つの６面体ダ
イスを用意する必要がある(６個用意
すると便利である)。

2.1 ゲームマップ

ゲームマップにはイスラエル北部と
レバノン南部が描かれていて、以下の
３種類の地形で表された 21 個の大き
なヘクス領域に分割されている：
都市(多くの人口が集中する、ティル
MODERN WAR 12 JUL-AUG 2014

ス、シドン、ナバティーエの様な都市)、
居住区(村や町、多くの道路を含む)、
過疎地(人工や道路の少ない荒地)。
全てのヘクスゾーンでスタック制限
は存在せず、ユニットはゲームに勝利
する為に移動を行い、これらのヘクス
ゾーンの中で作戦を行う。
更に幾つかのヘクスゾーンは“聖域”
であり、その１つは IDF の聖域であり
(イスラエル中央部の安全な基地を表
す)、２つは反政府軍(北部レバノンと
シリア)の聖域である。
通常、これらの聖域に対して敵ユニ
ットが進入する事はできないが、イス
ラエル軍の SOF ユニット及び航空攻
撃(空襲)は全ての聖域に進入する事が
できる。
注意：カスケードイベントによってシ
リアがゲームに“活性化”する迄は、反
政府軍はシリアを聖域として使用する
事ができない。

2.2 ゲーム駒

ゲーム駒の大部分は、レバノンで予
想される紛争に関与するであろう軍の
部隊(正規軍および非正規軍)を表して
いる。ゲーム駒に印刷されている数値
とシンボルは、各々の駒の戦力とユニ
ットタイプを表している。各々のゲー
ム駒の国籍は背景色によって識別す
る：イスラエル軍(IDF)ユニットは青、
反政府軍ユニットは黄色、シリア軍ユ
ニットは緑。ユニットには２つのタイ
プが存在する：
タスクフォース司令部(TF HQ)：これ
らのゲーム駒は、指揮統制ユニットを
(指揮官、幕僚グループ、幹部)を表し
ている。各々の TF HQ にはユニット
ID ナンバーが印刷されている：マップ
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上にはこの ID に対応した保持ボック
ス(Holding Box)が存在し、各々の TF
HQ に所属するユニットはこの保持ボ
ックスに配置する。TF HQ 自身は如何
なる戦闘力および“戦闘値”を持たず、
攻撃や防御を行う事ができない。TF
HQ は、事実上単なる位置保持マーカ
ーである。

SOF(特殊作戦部隊)：長距離偵察、急
襲、秘密作戦に熟達した兵士。

の統合作戦チットの機能は、以下の通
り：

戦闘支援部隊(CSU)：砲兵、工兵、兵
站支援部隊などの小規模な戦闘資産
ユニットの混成部隊を表している。

統合作戦チット機能の一覧

軍事ユニット：軍事ユニットは、中隊
(兵 1〜300)から師団(兵 7,000 以上)規
模の編成を表している。このゲームで
表された軍事ユニットの大半は旅団で
あり、数千の兵士と多数の車両を表し
ている。軍事ユニットには、２つの基
本タイプが存在する：正規軍(正規の軍
事組織)と非正規軍(ゲリラ及び反政府
軍)。軍事ユニットには、様々なタイプ
の活動を行う為の効率を表す２つの
“射撃値”(Firefight Ratings)が印刷さ
れているあらゆる軍事ユニットの効率
値(efficiency rating)は、戦闘で使用す
る際のそのユニットのモード(“戦闘モ
ード”または“散開モード”)によって異
なる。戦闘モードは、攻撃または防御
の為に集中した配置である。散開モー
ドは、広域をカバーする為に“散開”し
た配置であり、多くの場合より入念に
より戦術的に抗争する為に小規模グル
ープに分割する。各々のタイプのモー
ドの利点は、以下の通り：

ゲリラ：民兵より装備と訓練の充実し
た、常勤の戦士。

戦闘モード：幾つかのユニットは、正
規の軍事編成の様な開けた場所での戦
闘に向いた値が付けられている。しか
し、これらのユニットは反政府軍や非
通常型軍との戦闘には向いていない。
散開モード：幾つかのユニットは、反
政府軍の様なゲリラ戦に向いた価が付
けられている。しかし、これらのユニ
ットは開けた場所での戦闘には向いて
いない。
このゲームのすべてのユニットは、
何れのモードでも活動を行う事ができ
る。各々のユニットの表面には戦闘モ
ードが、裏面には分散モードがそれぞ
れ印刷されている。モード変更に関し
ては、後で解説されている(3.0 を参照)。

2.3 軍事ユニットの表記

以下の一覧は、各々の軍事ユニット
が実際に何を表しているのかを示して
いる。

機甲部隊：主に主力戦車を使用してい
る重ユニット。
機甲偵察部隊：主に速度の速い軽走行
車両を使用している軽ユニット。
機械化歩兵：車両や歩兵戦闘車に搭乗
し展開する歩兵ユニット。
軽歩兵：徒歩またはトラックや軽車両
に搭乗する、軽装備の歩兵ユニット。
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民兵：地方の農村で召集された、軽装
備で非常勤の戦士。

主力軍：通常軍の軽歩兵に相当する、
装備と訓練の充実した反政府軍戦士
ロケット/ミサイル：イスラエル領内の
民間/軍事施設目標に対する砲撃、及
び攻撃支援を行う為に反政府軍プレ
イヤーが使用する、短/長射程ロケッ
ト及びミサイルランチャーの小集団。

2.4 軍事ユニットの規模

軍事ユニットは中隊から師団までの
様々な規模で表現されており、単純な
ローマ数字のコードで示されている：
XXX：軍団(シリア軍 TF HQ のみ)
XX：師団(IDF の TF HQ 及びシリア
軍戦術ユニットのみ)
X：旅団、又は大隊のグループ
II：大隊

注意：ユニットに何れの規模コー
ドも印刷されていない場合、その
ユニットは分遣隊、セル、“大部隊”
及びそれ以外の変則的編成である
と見なされる。

2.5 補助機能チット

このゲームには、ゲーム中に特定の
条件や状況を表示する様々なマーカー
も含まれている。更にデッキカードの
様に機能する、１組の“カードチット”
も存在する(52 枚のトランプから１枚
のカードを引く代わりに、４枚のスー
トチット(♠♥♦♣)の山と 13 枚のラ
ンクチット(1〜13)の山から各々１枚
のチットを取り出す)。勿論このカード
チットの代わりに、52 枚一組のプレイ
ング・カード(トランプ)を使用しても
構わない(2.7 を参照)。

2.6 統合作戦チット

各々のターンの開始時に於いて、両
プレイヤーは“統合作戦チット”を取り
出す：統合作戦チットは、そのターン
の間にプレイヤーが何を行う事ができ
るかを規定する。プレイヤーが実行す
る事ができるのは所有している統合作
戦チットに対応した行動だけであり、
これには移動や戦闘も含まれる。各々
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部局 分類 ゲーム機能
J-1 兵員と人事 ユニットの再編成と
再建
J-2 情報と保安 敵の探索、および敵
の行う探索の妨害
J-3 作戦 戦術移動、戦闘、縦深(航空
/海上/ミサイル)攻撃
J-4 兵站 戦略移動、戦闘支援
J-5 戦略計画 事前計画(選択ルール)
J-6 情報伝達 ネットワーク化された
作戦と情報戦争(選択ルール)

デザイナーノート：これらは、米軍統
合作戦本部の部局の名称を使用
している(ゲーム用に多少の修正
は行っている)。

2.7 カスケード効果チット

このゲームには合計 18 枚の“カスケ
ード効果”チットが存在している：カス
ケード効果チットは、普通のプレイン
グ・カード(トランプ)と同様にスート
(絵柄)とランク(等級)によって分類さ
れる(例えば“ハート”(絵柄)の“６”(等
級))。カスケード効果チットは、プレ
イシークエンスのカスケード効果フェ
イズに於いて、及び副次艇損害の結果
として取り出される。
カスケード効果を決定する為に、先
ず４枚のスート(絵柄)チット(♠♥♦
♣)と 13 枚のランク(等級)チット(“エ
ース”〜“キング”)に仕分けして、これ
らを別々の不透明な大口の容器(マグ
カップなど)に投入する(これらの容器
から、各々１枚のチットを無作為に取
り出す)。
カスケード効果が要求された場合は
常に、該当プレイヤーは１枚のスート
チットと１枚のランクチットを無作為
に取り出し、この絵柄とランク(トラン
プのカードに相当する)によってカス
ケード効果チャートを参照する。
次に、チャートの該当箇所に記載さ
れた行動を実行する。
取り出したスーツ/ランクチットは、
後に使用する為に取っておく必要があ
る；カスケード効果の内容が判明した
なら、取り出したスーツ/ランクチット
を各々のカップに戻す事(プレイシー
クエンスや副次的損害によってカスケ
ード効果の判定が求められた際に、再
度取り出される)。

注意：幾つかのイベントには“１度だけ
のイベント”と表記されていて、この様

なイベントが発生するのはゲーム中に
１度だけである。この様なイベントが
再度発生した場合、そのイベントを無
効とし“イベント無し”と見なす事(再
度のチット取り出しは行わない事)。

3.0 ゲーム用語の定義

このゲームでは、以下の用語が使用
されている：
C2：“指揮と統制”。各々の陣営に対し
て、ゲームイベントによって変動す
る固有の“C2 レベル”が割り当てら
れている。各々のゲームターンに於
いて、より高い C2 レベルを持つプ
レイヤーが常に“第１プレイヤー”と
なる。更に、C2 レベルはそのプレイ
ヤーが取得する統合作戦チットの数
を示している。
支配と競合：あるヘクスゾーンに少な
くとも１つの混乱していない自軍軍
事ユニット(モードは問わない)が存
在し、且つそのゾーンに混乱してい
ない敵軍事ユニットが存在していな
い場合、該当プレイヤーはそのゾー
ンを“支配”している。TF HQ それ自
身が、ヘクスゾーンを支配する事は
できない。或るヘクスゾーンに双方
のプレイヤーが少なくとも１つの非
混乱で或る自軍軍事ユニットを配置
している場合、そのヘクスゾーンは
“競合”であると見なされる。
射撃値：全ての軍事ユニットには、固
有の２つの射撃値が印刷されてい
る；最初の１つはそのユニットの戦
闘モードに於ける戦力を表し、もう
１つは散開モードの戦力を表してい
る。通常、戦闘モードで配備された
ユニットはより高い戦闘射撃値はを
持つ(しかし散開値は低い)、散開も
度で配備されたユニットはより高い
散開射撃値をもつ(しかし射撃値は
低い)。

注意：ユニットの射撃値が括弧で囲
まれて印刷されている場合、そのユ
ニットはその値を攻撃的に使用する
事ができない。例えば、ロケットユ
ニットが戦闘に関与することができ
るのは、そのヘクスが攻撃を受けて
いる場合だけである(9.8 を参照)。
モード：両陣営の軍事ユニットは、２
つのモードの１つである；ユニット
の表面はそのユニットの“戦闘モー
ド”であり、裏面はそのユニットの
“散開モード”である。幾つかのユニ
ットは、一方のモードにより高い値
が設定されているが、ユニットが移
動を行う事ができるのは戦闘モード
の場合だけである。戦闘モードのユ
ニットは分散モードのユニットを攻

撃することができない(しかし通常
ルールでは、散開モードのユニット
は戦闘モードのユニットを攻撃する
ことができる)。幾つかのユニットは、
分散モードを持たない(例えばロケ
ットユニット)。
OOB：戦闘序列；単にマップ上に印刷
された保持ボックス(Holding Box)
の事であり、この保持ボックスには
タスクフォース HQ に割り当てられ
たユニットを配置し、このタスクフ
ォースはマップ上に配置された該当
する TF HQ チットで表される。OOB
は、所有プレイヤーの現時点の C2
レベルによる制限を受ける。

注意：TF HQ に所属しない全ての軍
事ユニットは、保持ボックスから分
遣され、直接マップ上に配置される。
分遣されている軍事ユニットと TF
HQ に所属している軍事ユニットと
の間に、効力の違いは存在しない。
反政府軍とシリア第１軍団は各々
唯１つの保持ボックスを所有し、そ
れらのボックスにはその種類のユニ
ットだけを配置する事ができる(反
政府軍ユニットをシリア軍の保持ボ
ックスに配置することはできず、こ
の逆も同じ)。
取 り 出 す (Draw) と 選 択 す る
(Select) ： ル ー ル 上 で “ 取 り 出 す
(draw)”と指示されている場合、プレ
イヤーは無作為に(目隠しで)選択を
行う。ルール上で“選択する(Select)”
と指示されている場合、プレイヤー
はその分類を確認した上で自発的に
(任意に)選択を行う。
反応：幾つかの統合作戦チットは、特
定の行動に対する反応として、敵プ
レイヤーターンに於いて使用する事
が可能である(通常、これは反政府軍
プレイヤーによる IDF ユニットの回
避の試み、或いは待ち伏せの発動で
ある)。
通常型/非通常型：戦闘モードの射撃値
の方が高い値であるユニットは通常
型ユニットであり、散開モードの射
撃値の方が高い値であるユニットは
非通常型ユニットである。通常型と
非通常型の区別それ自体がが、この
ゲームのプレイに影響を及ぼす事は
無い。

例外：IDF の SOF ユニットとシリア
軍のロケット及びミサイルユニット
は、非通常型ユニットである。
タスクフォース：“タスクフォース”と
は保持ボックス(Holding Box)内に
存在している軍事ユニットのグルー
プであり、マップ上に配置された TF
HQ で表される。タスクフォースは、
移動に関してその全体が１つのユニ
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ットとであると見なされる点が重要
である；つまり１枚の統合作戦チッ
トを使用する事で、タスクフォース
全体が(あたかも１つのユニットで
あるかの様に)移動を行う事ができ
る(しかし、分散モードのユニットは
移動を行う事ができず、従ってそれ
らのユニットはタスクフォースと共
に移動を行う事ができない - この
様な場合、それらのユニットはその
ヘクスに留まらなくてはならない)。
TF HQ は、自軍の C2 レベルによる
制約を受ける。
軍事ユニット：TF HQ 及び機能チット
以外の、射撃値の印刷されたプレイ
駒。

4.0 セットアップ

ゲームのセットアップを行う為に、
先ずプレイするシナリオと各々が担当
する陣営の選択を行い、シナリオで指
示された全てのプレイ駒のセットアッ
プを行う。

注意：全てのシナリオに於いて、常
に IDF プレイヤーが先にセットアッ
プを行う。
あらゆるユニットを各々の TF HQ に
割り当てる事ができ(この場合、各々の
TF HQ に割り当てられたユニットは、
それぞれの TF HQ に対応したマップ
上の保持ボックス/Holding Box に配
置される)、また、あらゆるユニットを
マップ上に直接は位置する事もできる
(この場合は TF HQ 配下では無く、分
遣隊であると見なされる)。

注意：第３次レバノン戦争シナリオ
をプレイする場合、IDF プレイヤー
は密かに“対兵力戦略”と“対価値戦
略”のどちらを採用するのかを決断
する(13.1 を参照)。
全てのスートチット(トランプの絵柄
チット)とランクチット(トランプの１
〜13 のランクチット)をそれぞれ別の
チット取り出し用カップに投入し、必
要に応じてチットを無作為に取り出す
こと。
次に、各々のプレイヤーはシナリオ
の指示(つまり自身の C2 レベルと同
数)に従って、統合作戦チットを取得す
る；先ず C2 レベルの 1/2(端数切り上
げ)と同数のチットを無作為に取り出
し、次に残りの統合作戦チットの山の
中から C2 レベルと同数(切り捨て)の
チットを任意に選択する。通常、プレ
イヤーは取得した統合作戦チットを相
手プレイヤーから見えない様に保持し、
実際に使用する際に使用するチットを
開示する。
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プレイシークエンスを開始する事。

5.0 プレイシークエンス

各々のゲームターンは、不定期の期
間(12 時間から２、３日)を表している。
各々のターンは、以下の“フェイズ”
によって構成されていて、これらのフ
ェイズは記載された順に従って実行す
る必要がある：

注意：他の殆どのウォーゲームと異
なり、このゲームには独立した移動
フェイズや戦闘フェイズは存在しな
い。移動と戦闘は、全て自軍統合作
戦フェイズの間に適切な統合作戦チ
ットを使用する事によって発生する。

1) C2 決定フェイズ

このターンで、どちらのプレイヤー
がより高い C2 レベルを持っているか
の判定を行う。より高い C2 レベルを
持つプレイヤーが、このターンの“第１
プレイヤー”となる。もう一方のプレイ
ヤーは、“第２プレイヤー”である。両
プレイヤーの C2 レベルが等しかった
場合、IDF プレイヤーが第１プレイヤ
ーである。

出しカップから無作為に取り出す；次
に取り出したチットかを１枚のトラン
プのカードに読み替えて(スートチッ
トがスペードでランクチットが３であ
った場合はスペードの３)、カスケード
効果テーブル上の該当箇所を参照し、
記載された指示を即座に実行する。

5) ターン終了

両プレイヤーは使用しなかった統合
作戦チットを全て破棄し、新たに自身
の C2 レベルと同数の統合作戦チット
を取得する；取得する統合作戦チット
は任意に選択する事ができるが、この
中の２枚だけは無作為に選択する事。

注意：ここでは、事前計画が重要で
ある。プレイヤーは、次の自軍ター
ンの準備だけを行っている訳では無
く、次の敵プレイヤーに対戦者が何
を行うつもりなのかを予測し、これ
に対する反応を行う為のチットも選
択する必要がある！。
次に、“Game Turn”マーカーを１枠
先に進める事。これがゲームの最終タ
ーンであった場合、勝利判定を行う事。
それ以外の場合、ゲームはシナリオに
記載された最終ターンまで継続される
(又はどちらかのプレイヤーが投了す
る迄)。

2) 第１プレイヤーターン
A. 準備フェイズ：第１プレイヤーは
１枚の J-2 チット(諜報)を使用する
事で、敵プレイヤーの選択した統合
作戦チットを調べる事ができる(無
作為選択したチットは除く)。
B. 統合作戦フェイズ：第１プレイヤ
ーは、所有するあらゆる統合作戦チ
ットを使用する事ができる；望む順
序でチットを使用する事ができるが、
各々のチットを１枚ずつ使用し、１
枚のチットの使用が完了するまでは
次のチットを使用しない事。統合作
戦チットのタイプ毎に、そのチット
によって何を行う事ができるのかが
記載されたルールを参照する事。第
２プレイヤーは、対戦プレイヤーに
対する反応として、特定の統合作戦
チットを使用する事ができる(要件
を満たしている場合に)。

3) 第２プレイヤーターン

上記の第１プレイヤーターンと同様
だが、プレイヤーの役割が逆転する。

4) カスケード(波及)効果フェイズ

１人のプレイヤー(どちらのプレイヤ
ーでも良い)が１枚の“スート”チット
と１枚の“ランク”チットを各々の取り
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6.0 指揮統制(C2)

各々のプレイヤーは、同時に所有す
る事のできる統合作戦チットの最大数、
及び TF HQ に同時に割り当てる事の
できるユニットの最大数(8.1 を参照)
を表す、自軍の“C2 レベル”を記録し続
けなくてはならない。

注意：オプションの J-5 チット及び
幾つかのカスケード効果によって、
一時的な例外が発生する。

6.2 統合作戦チットの
取り出しと選択

① 先ず各々のプレイヤーは、現時点
の C2 レベルの 1/2(切上げ)と同数の統
合作戦チットを、全ての使用可能な統
合作戦チットの中から無作為に取り出
す。② 次に各々のプレイヤーは現時点
の C2 レベルの 1/2(切捨て)と同数の統
合作戦チットを、全ての使用可能な統
合作戦チットの中から任意に選択し、
これを取得する。③ ゲームターン中に
使用する為に、これらのチットを自身
の前に配置する。
プレイヤーはこれらのチットを自身
の統合作戦フェイズ終了時まで手元に
置くが、その時点で使用可能なチット
の山の中へと戻す(They remain in a
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player's hand until the end of their
Joint Ops phase, at which time they
are discarded back into the draw
pile. )。
訳者注：上記プレイ手順では、(5)の
ターン終了に於いて使用可能なチット
の山に戻す事になっています。プレイ
手順通りでないと、第１プレイヤーは
敵プレイヤーターンに使用するチット
を持つことができない事になります。

6.3 統合作戦チットの使用

通常、統合作戦チットは所有プレイ
ヤーの作戦フェイズに於いて、一度に
１枚ずつ使用され、使用する順はプレ
イヤーが自由に選択する事ができる。
あるチットによる行動が完了するまで
は、次のチットを使用する事ができな
い。幾つかのチットは、効果を増加さ
せる為に同時に使用する事ができる。

デ ザ イ ン ノ ー ト ： Since you select
Joint Ops chits during the End of
Turn Phase, the enemy has an entire
turn to perform actions with his
chits, thereby possibly rendering
your picks somewhat irrelevant
(reflecting very real staff planning
issues at this level).
１枚の J-3 統合作戦チットを使用す
る事で、ユニット(複数)又は１つの TF
HQ が１つのヘクスゾーンから隣接す
るヘクスゾーンの何れかに移動する事
ができる。複数のユニットで構成され
た１つの TF HQ は、１枚の J-3 チッ
トによって移動を行う事ができる；或
いは、TF HQ に割り当てられていない
一定数のユニットは、１枚の J-3 チッ
トによって移動を行う事ができる(7.3
を参照)。

デ ザ イ ナ ー ズ ノ ー ト ： This rule is
intended to show the advantages
and disadvantages of, but mainly
the differences between, a powerful
though centralized hierarchical
regular military force and a weaker
though
decentralized
and
amorphous insurgency.
全ての事例に於いて、統合作戦チッ
トが使用された際、その効果を即座に
実行し、完了させなくてはならない。
特定のユニットに対して適用されたチ
ットの使用に関して、他のユニットが
あらゆる行動を開始する前に、そのユ
ニットは自身の行う全ての行動を完了
させなくてはならない。しかし使用さ
れた統合作戦チットがそれを可能にす
る場合、TF HQ 又はスタックしたユニ
ットは、１つの総体として行動するこ
とができる。この場合、他のユニット
/TF HQ/スタックがあらゆる行動を開

始する前に、その TF HQ は自身の行
う全ての行動を完了させなくてはなら
ない。

7.0 統合作戦チット

以下のルールには、各種の統合作戦
チットを使用した際に、プレイヤーが
何を行う事ができるのかが記載されて
いる。幾つかの統合作戦チットは、そ
の使用が特定のフェイズに限られてい
ることに注意。

7.1 J-1 兵員管理

作戦フェイズに於いて１つの J-1 タ
イプチットを使用する事によって、プ
レイヤーは以下の行動の１つを行う事
ができる：
A) 何れか１つのユニットを非混乱に
する。
自軍ユニットの何れか１つを非
混乱にする、又は何れか１つのロ
ケット又はミサイルユニットを
“射撃済み”面から表面へと裏返す
事。
B) 何れか１つの減少ユニットを回復
させる。
既に減少ユニットに減らされて
いるユニットの１つを、完全戦力
ユニットで置き換える。
C) 除去されたユニットの何れか１つ
を回復させる(反政府軍)。
既に除去された反政府軍ユニッ
トをマップ上の何れかのヘクスゾ
ーン(イスラエル軍が支配している、
又は何れかのイスラエル軍ユニッ
トが占めているヘクスゾーンは除
く)に再配置する。
D) 何れか１つのユニットのモードを
変更する。

現在のモードを表す面から、他の
モードを表す面へと裏返す。１つ
の戦闘モードのユニットを散開モ
ードへと裏返す、または１つの散
開モードのユニットを戦闘モード
へと裏返す。モード変更を行った
場合でも、混乱ユニットは混乱し
たままである。

注意：散開モードのユニットは移
動を行う事ができないが、戦闘モ
ードのユニットは散開モードのユ
ニットを攻撃することができない
(3.0)。
E) 聖域内の全てのユニットを非混乱
にする。
聖域ヘクスゾーン内の全ユニッ

トの混乱マーカーを除去する。
F) 聖域内の全ユニットのモード変更。
あらゆるユニットを、現行モード
の面から他のモードの面へと裏返
す事。戦闘モードのあらゆるユニ
ットを散開モードへと裏返し、散
開モードのあらゆるユニットを戦
闘モードへと裏返す。モード変更
を行った場合でも、混乱ユニット
は混乱したままである。

注意：上記は、保持ボックスに存
在しているか、マップ上のどちら
に存在しているかに関わらず、条
件に適合するあらゆるユニットに
対して適用される。

7.2 J-2 諜報

作戦フェイズ(“反応”を行う場合には
敵作戦フェイズ)に於いて、プレイヤー
は１枚の J-2 タイプチットを使用する
事で以下の１つを行う事ができる：
A) 対戦プレイヤーの所有する統合作
戦チットを調べる。
現時点で対戦プレイヤーが手元
に持っている全ての統合作戦チッ
ト(無作為に選択した２枚は除く)
を見る。
B) 特定の TF HQ に割り当てられた
全てのユニットを調べる。
１つの敵 TF HQ に割り当てられ
た、全てのユニットを見る。
C) 敵の攻撃を回避(反応)。
１つのヘクスゾーンが敵ユニッ
トによる攻撃を受けている場合、
防御プレイヤーのユニット(そのヘ
クスゾーン内のあらゆるタイプの
ユニット)はこの戦闘の回避を試み
ることができる；回避を行うユニ
ットはそのヘクスゾーンに留まる
が、現行の作戦フェイズに於いて
攻撃を受けることはなく防御を行
う事も無い。現行の作戦フェイズ
が完了した時点で、この J-2 チッ
トによる回避は効力を失う。
１つの６面体ダイスでダイスロ
ールを行う；このダイスロール結
果が、回避を行う事のできるユニ
ットの最大数である(例えば、ダイ
スロール結果が“３”であった場合、
最大で３個のユニットが回避を行
う事ができる)。“都市”タイプのヘ
クスゾーンで回避を行う場合、ダ
イスロールに＋１の修正を行う事。
回避を行うユニットは、常に回避
を行うプレイヤーが選択する。し
かし“過疎地”ヘクスゾーンで回避
を行う場合、反政府軍プレイヤー
のダイスロールに対してー１の修
正を行う事(IDF の航空偵察を表し
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ている)。
１つのヘクスゾーンに対して複
数回のダイスロールを行う為に、
プレイヤーは複数の J-2 チットを
同時に使用する事ができる。ダイ
スロール結果がそのヘクスゾーン
に存在する自軍ユニット数を上回
った場合、この過剰分は無視する
こと。敵プレイヤーは、必ずしも
どのユニットが回避を行ったかを
知 る 権 利 を 持 つ 訳 で は 無 い (An
enemy player is not necessarily
entitled to know what specific
units evaded. )。

デザイナーノート：これは主に反政府
軍プレイヤーに恩恵をもたらすが、
IDF プレイヤーも回避を行う事が
できる(それを望むなら)。訳者注：
本来、“非通常型ユニットが地下に
潜伏する事で戦闘を回避する”と
言うルールであった為、SOF 以外
の非通常型ユニットを持たない
IDF に不利なルールであった。
D) 情報収集。
マップ上の何処かに存在してい
る、何れか１つの敵 TF HQ に割り
当てられた全てのユニットを調べ
る、又は何れかのヘクスゾーンに
存在する１つのスタック内の全て
のユニットを調べる。
例外：聖域ヘクスゾーン内の TF
HQ とスタックを調べる事はでき
ない。

7.3 J-3 移動と攻撃

自軍の作戦フェイズに於いて(“反応”
を使用する場合には敵の作戦フェイズ
に於いて)、プレイヤーは１つの J-3 タ
イプチットを使用する事によって、以
下の行動の何れか１つを行う事ができ
る：
A) 戦闘モードの自軍ユニットの移動。
１つの TF HQ、又は担当プレイ
ヤーの現時点での C2 レベルと同
数までのユニット(同一ゾーンに存
在)は、１つのヘクスゾーンから隣
接するヘクスゾーンの何れかに移
動する事ができる(敵軍事ユニット
が占めているヘクスゾーンであっ
たとしても)。
例外：散開モードのユニットは、
移動を行う事ができない。
１枚の J-3 チットを使用する事で、
複数のユニットで構成されている
１つの TF HQ ユニットを移動さ
せる事ができるが、この場合でも
担当プレイヤーの C2 レベルを超
える数のユニットを移動させる事
はできない；つまり、移動を行う
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TF HQ に該当する保持ボックス内
に存在するユニットを最大で C2
レベルと同数まで移動させる事が
できるが、それ以外のユニットは
そのヘクスに留まらなくてはなら
ない。この様な事例では、後方に
残るユニットは常に所有プレイヤ
ーが選択する。
例外：殆どのユニットは、敵の聖
域に進入する事ができない。しか
し、2.1 の特例を参照する事。
１枚の J-3 チットによって活性化
した複数のユニットが、異なる隣
接ゾーンに移動する事が可能であ
る；これらのユニットは、一緒に
移動を行う必要は無い。
“待伏せ”の適用：待ち伏せが適用
されるのは待ち伏せが宣言された
ヘクスゾーンに存在するユニット
だけであり、未だ移動前のヘクス
に残っているユニットに対して適
用される事は無い。
複数の J-3 チットを使用する事で、
１つのユニットが複数回の移動を
行う事が可能であるが、移動の為
に一度に複数の J-3 チットを使用
する事はできない。
B) 増援の進入(あらゆるモードで)
増援は未だマップ上に進入して
いない新しいユニットの事であり
(且つ各々のシナリオに記載されて
いるユニットである)、１枚の J-3
チットを使用する事でシナリオで
指定された数と場所(通常は聖域ゾ
ーン)にしたがって到着する。到着
した増援を移動させる為には、も
う１枚の J-3 チットを使用する必
要がある。通常、散開モードのユ
ニットは移動を行う事ができない
が、散開モードのユニットが増援
として到着する事ができる。

注意：カスケード効果イベントに
よって、J-3 を使用する事無く新た
なユニットがゲームに登場する場
合がある。
C) 待伏せ

１枚の J-3 チットを使用する事で、
非混乱の自軍軍事ユニットの存在
するヘクスゾーンに進入してきた
敵ユニットに対して待ち伏せを行
う事ができる。待ち伏せは、単に
そのヘクスに進入してきたユニッ
トとの戦闘として開始される：さ
らに、この戦闘に於いて、移動を
行っているプレイヤーは J-4 チッ
トを使用する事ができない。更に、
待伏せの間は近接航空支援を行う
事ができない。

例外：SOF、第 900“Kfir”、及び空
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中機動移動を行っているユニット
が待ち伏せを受ける事は無く、進
入する阿あらゆるヘクスゾーンに
於いて常に J-4 チットを使用する
事ができる。
移動を行っているプレイヤーは、
単に２枚目の J-3 チットを使用す
る事で常に待ち伏せを回避するこ
とができる(この２枚目のチットを
使用する決断は、待ち伏せが発生
する前に行わなくてはならない；
つまり、移動を行うユニットが実
際に隣接するヘクスゾーンに進入
する前に、所有プレイヤーは待ち
伏せを受ける可能性を無効にする
為に１枚の J-3 チットを追加使用
する事を宣言しなくてはならない)。
D) ロケット/ミサイル攻撃の発動
反政府軍プレイヤーは、追加の勝
利ポイントを獲得する為にイスラ
エル(マップ上に描かれていない)
に対するロケット攻撃を宣言する
事ができる。これを行う場合、反
政府軍プレイヤーは何れか１つの
ヘクスゾーン内に存在しているロ
ケットユニット毎に、１つの六面
体ダイスでダイスロールを行う(し
かし、複数のヘクスゾーンを横切
る事はできず、これを行う為には
追加の J-3 チットが必要である)。
このダイスロール結果が“６”であ
った場合、反政府軍プレイヤーは
１勝利ポイントを獲得するが、同
時に副次的損害(10.0 と 13.0 を参
照)を被る。
しかしロケットは射程による制
限を受けており、これは各々のロ
ケットチットに印刷された“SR”
(短射程)や“MR”(Long Ranged/長
射程)によって示されている。SR
ロケットが射撃を行う事ができる
のは、マップ上に印刷された
“Short Ranged (SR) Rocket Limit”
帯の南側のヘクスゾーンを占めて
いる場合だけである；MR ロケッ
トが射撃を行う事ができるのは、
マ ッ プ 上 に 印 刷 さ れ た “Medium
Ranged (MR) Rocket Limit”帯の
南側のヘクスゾーンを占めている
場合だけである。
シリア軍プレイヤーは、ロケット
攻撃と同じルールによるミサイル
攻撃を行う事ができるが、この場
合“２つの”六面体ダイスでダイス
ロールを行う点と、射程による制
限をを受けない(シリア軍の聖域を
含むマップ上のあらゆる場所から
射撃を行う事ができる)点が異なる。
全ての事例に於いて、１枚の J-3
チットを使用する事で、１つのヘ
クスゾーン内の全て/一部のロケ
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ット及びミサイルに各々１回(だ
け)の射撃を行わせる事ができる；
この射撃を行ったロケットとミサ
イルユニットを“Fired/射撃済み”
面に裏返す事。ロケット/ミサイル
を表面に戻す為には、１枚の J-1
チットが必要である。
E) 急襲の実行(反政府軍のみ)
反 政 府 軍 プ レ イ ヤ ー が
Nahariyya ゾーンに隣接するヘク
スゾーンの１つを支配している(競
合では無い)場合、反政府軍プレイ
ヤーは追加の勝利ポイントを獲得
する為に、イスラエル(マップ上に
は描かれていない)に対する急襲を
宣言する事ができる。これを行う
場合、反政府軍プレイヤーは単に
急襲の宣言を行い、１つの六面体
ダイスでダイスロールを行う；こ
のダイスロール結果が、反政府軍
プレイヤーが即座に獲得する勝利
ポイント数である。しかしダイス
ロール結果が“６”であった場合、
合わせて副次的損害を被る(10.0
を参照)。

注意：反政府軍プレイヤーが急襲
を行う事ができるのは、各々のゲ
ームターン毎に１度だけである。
F) 近接航空支援の追加(IDF のみ)
戦闘の間に、IDF プレイヤーは１
枚の J-3 チットをその戦闘に加え
ることができ(戦闘支援の為の J-4
チットに加えて)、これによって
IDF プレイヤーは何れか１つのユ
ニットの攻撃に３回のダイスロー
ルを追加する事ができ、したがっ
て、それら全てのダイスロールの
中の最も高いダイスロールを１つ
選択する事ができる。
例外：待ち伏せの間、近接攻撃支
援を行う事はできない。
G) 縦深攻撃の実行

あらゆるイスラエル軍ゲームタ
ーンに於いて、イスラエル軍プレ
イヤーはマップ上の何れかのヘク
スゾーンに対して空襲(エリア攻撃、
PGM 攻撃、中枢攻撃の何れか)を
行う為に“J-3”チットを使用する
事ができるが、何れかの通常地上
戦闘と同時使用する事はできない
(11.0 を参照)。

7.4 J-4 移動と攻撃

作戦フェイズに於いて１枚の J-4 タ
イプチットを使用する事で、プレイヤ
ーは以下の１つを行う事ができる：
A) SAM 射撃(反政府軍のみ)

IDF プレイヤーが“近接航空支援”
の為に J-3 チットを使用した直後
に、反政府軍プレイヤーは１枚の
J-4 チットを使用して“SAM”(地対
空ミサイル)を宣言し、IDF の“近接
航空支援”の J-3 チットの使用を無
効にする試みを行う事ができる。
これを行う場合、反政府軍プレイ
ヤーは１つの６面体ダイスでダイ
スロールを行う。ダイスロール結
果が“５”か“６”であった場合、IDF
プレイヤーの J-3 チットは破棄さ
れる。これ以外の全ての結果は、
“効果無し”である。空中機動移動
を行っているユニットに対して
SAM 射撃を行うことはできない。
反政府軍プレイヤーは、１つのフ
ェイズの間に複数の(手持ちの全
て)J-4 チットを使用する事ができ
るが、１度に使用する事ができる
のは１枚だけである。
B) 空中機動移動(IDF のみ)
何れか１つの IDF ユニットは、
現在存在しているヘクスゾーンか
ら、マップ上の何れかのゾーン(敵
聖域ゾーンヘクスを含む)へと移動
を行う事ができる；これを行う場
合、移動経路上のヘクスゾーン(敵
の占めるヘクスゾーンを含む)を飛
び越える(即ち上空を飛行する)。敵
ユニットの占めるヘクスへと転送
する事ができるが、この場合には
即座に通常通りの戦闘が発生する。
例外：空中機動移動を使用する事
ができるのは、軽歩兵と SOF だけ
である。
空中機動を行うユニットが待ち
伏せを受ける事は無く、戦闘/分散
モードのどちらで到着しても構わ
ない。

注意：空中機動を行うユニットが
敵聖域ゾーンヘクスへの侵入を行
う毎に、１つのカスケード効果が
発生する。
C) 攻撃に対する戦闘支援の提供
戦闘が開始した際、双方のプレイ
ヤーは手持ちの何れかの J-4 チッ
トをその戦闘に追加する事ができ
る。J-4 チットの効果によって、戦
闘の行われているヘクスゾーン内
に存在する全ての自軍ユニットの
射撃値が、印刷された値から１ポ
イント上昇する(ユニットのモード
に関わらず)。しかし都市タイプの
ヘクスゾーンで戦闘を行う場合、
IDF 及びシリア軍ユニットが J-4
チットを使用する事ができるのは、
そのゾーンに少なくとも１つの自
軍“CSU(戦闘支援ユニット)”が存
在している場合だけであり(9.8 を

参照)、且つこの場合に J-4 チット
を使用する事ができるのは、攻撃
側だけである。いずれにせよ、各々
の陣営は１つの戦闘に於いて１枚
の J-4 チットしか使用する事がで
きない。
D) 戦略移動の実行
(IDF/シリア軍のみ)
戦略移動は、１つのヘクスゾーン
内に存在している自軍ユニットの
一定数(現時点での自軍 C2 レベル
以下)を、自動的に自軍聖域ヘクス
ゾーンに戻る移動を行わせる事の
できる、特別な移動である。更に、
ユニットは戦略移動を行う間に自
動的にモード変更を行う事ができ
る(散開モードのユニットは、通常
移動を行う事ができないにも関わ
らず)。訳者注：つまり、分散モー
ドのユニットも戦略移動を行う事
ができ、その場合には移動が可能
になるモードへと自動的にモード
変換が行われる、という事だと思
われます。この移動は、あらゆる
経路に依るあらゆる距離での自動
転送であり、聖域ヘクスゾーンに
達するまでは停止の対象とはなら
ず(又、停止する事ができない)、し
たがって如何なる戦闘を行うこと
も不可能である。

注意：聖域ヘクスゾーン内のユニ
ットを移動させる為に、J-4 チット
を使用する事はできない。

8.0 スタッキング

１つのヘクスゾーン及び１つの保持
ボックス内に存在する事のできるユニ
ット数に対する制限は存在しないが、
各々のスタックに含む事のできるユニ
ットの最大数は、所有プレイヤーの現
時点の C2 レベルと同数である。プレ
イヤーの C2 レベルが低下した場合、
そのプレイヤーは現在の C2 レベルを
超える数のユニットを含んでいるスタ
ックを、スタック制限を満たす様に変
更しなくてはならない。
プレイヤーは敵プレイヤーのスタッ
クを調べる事ができないが(J-2 チット
を使用する場合を除く)、あらゆるスタ
ック(TF HQ 内を含む)の最上部に配置
されたユニットを調べる事ができる
(現在のモード、混乱状態を含む)。

トを、同じヘクスゾーンに存在してい
る特定の TF HQ に割り当てる事がで
きる；これを行う場合、割り当てたい
自軍ユニットを、マップ上に印刷され
た該当 TF HQ に対応する TF HQ ボッ
クスの中に配置する。この逆に、プレ
イヤーは特定の自軍 TF HQ に割り当
てられたユニットの何れかを、分遣(割
り当てから外す)する事ができる；；こ
れを行う場合、分遣したい自軍ユニッ
トを TF HQ ボックスの中から取り出
し、マップ上の該当 TF HQ が存在す
るヘクスゾーンに配置する。

注意：TF HQ はスタックの移動を
容易にする機能を果たすが、更に
TF HQ を構成するユニットを秘匿
する役割も果たす(これを行う場合、
TF HQ カウンターを裏面が上に向
く様に配置する事で TF HQ の識
別情報を見えなくする事。)。反政
府軍プレイヤーが TF HQ の構成
を知る事ができるのは、J-2 チット
を使用するか、その TF HQ が戦闘
に関与する(攻撃または防御)、の何
れかの場合だけである。
ユニットを全く割り当てられていな
い TF HQ をマップ上に留まらせるこ
とができるが、TF HQ それ自体は如何
なる戦闘能力も持たない。

注意：TF HQ に他の TF HQ を割
り当てる事はできない。
各々の TF HQ に割り当てる事のでき
るユニットの最大数は、所有プレイヤ
ーの現時点の C2 レベルと同数である。
プレイの間に C2 レベルが低下する事
によって上記の制限を超えるユニット
を割り当たられた TF HQ が生じた場
合、所有プレイヤーは過剰な軍事ユニ
ットを分遣しなくてはならない(分遣
させるユニットは所有プレイヤーが選
択する)：これを行う場合、分遣させる
ユニットをその TF HQ が存在するヘ
クスゾーンに配置する事(これを行う
為に、統合作戦チットを使用する必要
は無い)。この事例では、分遣するユニ
ットはモード変更を行う事ができない。
１つの TF HQ から分遣させるユニッ
トの数に対する制限は存在しない(C2
レベルに関わらず)。

9.0 戦闘

8.1 タスクフォース司令部
(TF HQ)

戦闘が発生するのは、対立する軍事
ユニットが同一ヘクスゾーンを占めて
いる場合(移動の結果である場合を含
む)だけであり、これは即座に、自動的
に発生する(ユニットが回避を行った
場合を除く；7.2 を参照)。戦闘は、両
プレイヤーの軍事ユニットを“攻撃側”
と“防御側”に分ける；移動を行ったプ
レイヤー(すなわち、そのヘクスゾーン
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自軍統合作戦フェイズのあらゆる時
点に於いて、プレイヤーは１つのヘク
スゾーンに存在している自身のユニッ

The Next War in Lebanon
に進入した軍事ユニット)が攻撃側と
見なされ、既にそのヘクスゾーンに存
在していた軍事ユニット(回避を行わ
なかった場合)が防御側と見なされる
(待ち伏せが発生した場合を除く；7.3
を参照)。

注意：戦闘モードのユニットは、
散開モードのユニットを攻撃する
事ができない(しかし、散開モード
のユニットは戦闘モードのユニッ
トを攻撃する事ができ、この場合
戦闘モードのユニットは通常通り
の防御を行う；3.0 を参照)。
戦闘を開始する為に統合作戦チット
を使用する必要は無い；回避が行われ
る場合を除いて、両陣営のユニットが
同一ヘクスゾーンに存在している場合、
戦闘は自動的に発生する。
例外：SOF ユニットが自動的に戦闘を
開始する事は無い。自軍統合作戦フェ
イズに於いて、プレイヤーは敵が支配
するヘクスゾーンに進入した自軍
SOF ユニットに、戦闘を開始させない
事ができる。しかし、反政府軍プレイ
ヤーの統合作戦フェイズに於いて、反
政府軍プレイヤーは敵 SOF の存在す
るヘクスゾーンに自軍ユニットを移動
させ、そのヘクスゾーンで戦闘を開始
する事ができる(“回避”を行う場合を
除いて、SOF ユニットはこの戦闘を逃
れることはできない)。

注意：ゲームターン開始時に於いて
既に両軍のユニットが同一ヘクスに
存在している場合、イスラエル軍プ
レイヤーが常に攻撃側であると見な
される。
戦闘が開始した際、双方のプレイヤ
ーは関係する自軍ユニットをそのヘク
スゾーンから取り除いて、一時的にマ
ップの脇に配置する。TF HQ に割り当
てられた軍事ユニットを保持ボックス
から取り出し、上記でマップの脇に配
置されたユニットと共に配置する。マ
ップの脇に配置する際、各々のユニッ
トはモード変更を行うことはできない
(ヘクスゾーンや保持ボックスからユ
ニットを取り出す際に、モードを変更
させることはできない)。この時点で、
プレイヤーはこの戦闘に対して使用す
る J-3 及び J-4 チットを暴露し、公表
しなくてはならず、それらの効果を即
座にそして適切に実行しなくてはなら
ない。

注意：この時点で使用する意思表示
を行わなかった統合作戦チットを、
後になって遡及使用する事はできな
い。例えば、前もって待ち伏せを行
うと宣言していなかった場合、プレ
イヤーは戦闘が開始した後に待ち伏
せを宣言する事はできない。
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9.1 戦術的優位

この時点で、両プレイヤーはどちら
の陣営(攻撃側か防御側か)が“戦術的
優位”を所有しているのかを決めなく
てはならない。これを行う為に、各々
のプレイヤーは１つの六面体ダイスで
ダイスロールを行い、防御側のダイス
ルールに＋１の修正を行う。都市タイ
プのヘクスゾーンで戦闘を行っている
場合、防御側のダイスロールに更に＋
１の修正を行う。上記修正を行った後
のダイスロール結果がより高い陣営が、
戦術的優位を持つ。

注意：ダイスロール結果が同数で
あった場合、防御側が戦術的優位
を持つ。
戦術的優位を持つ陣営は、先に射撃
を行う事ができ、この射撃結果は即座
に適用される。

9.2 射撃戦闘(第１ラウンド)

戦闘を開始する為に、戦術的優位を
持つプレイヤーは自軍の非混乱ユニッ
トを１つ選択し、次に射撃の目標とす
る敵ユニットを１つ選択する(しかし、
TF HQ ユニットを目標にする事はで
きない)。次に１つの六面体ダイスでダ
イスロールを行い、そのユニットの現
行モードでの射撃値(戦闘モードの射
撃値、又は散開モードの射撃値)を加算
する。攻撃を行うユニットは、ダイス
ロール結果に対して現在使用していな
いモードの射撃値を加算する事はでき
ない。
注意：他のユニットと同様に、混
乱ユニットを射撃の目標とする事
ができる。
次に、対戦プレイヤーは目標とされ
ている自軍ユニットに対して１つの六
面体ダイスでダイスロールを行うが、
このダイスロール結果に加算する事が
できるのは、攻撃側と同じモードであ
る場合の射撃値である(実際には攻撃
側と異なるモードを使用している場合
でも)；例え攻撃ユニットと防御ユニッ
トが異なるモードを使用している場合
でも、常に攻撃ユニットのモードが両
陣営のダイスロール修正に対して戦闘
モード/散開モードのどちらの射撃値
を使用するかを規定する(これは、戦術
的優位を持たない側に対するペナルテ
ィである)。
例：反政府軍のユニットは散開モード
で戦術的優位を持っていて、戦闘モー
ドの IDF ユニットを目標にしている。
反政府軍プレイヤーはダイスロールを
行い、このダイスロール結果に自身の
散開モードの射撃値を加算する。次に
IDF プレイヤーがダイスロールを行う
が、戦闘モードであるにも関わらず、
MODERN WAR 12 JUL-AUG 2014

ダイスロール結果には散開モードの射
撃値を加算しなくてはならない。
この修正後のダイスロール結果がよ
り高いプレイヤーが、この射撃戦闘に
勝利する。より低いダイスロール結果
のユニットは混乱し、より高いダイス
ロールのユニットは何の影響も受けな
い。しかし攻撃ユニットと防御ユニッ
トのモードが異なっていた場合、より
低いダイスロールのユニットは混乱し
且つ減少(9.4 を参照)する。

注意：攻撃側と防御側の修正前のダ
イスロール結果が同数であった場合、
双方のユニットは混乱し且つ減少す
る。訳者注：net die roll を修正前の
ダイスールと訳していますが、修正
前のを unmodified と記述している
箇所があります。これが発生した場
合、副次的損害が起こる(10.0 を参
照)。
例外：特に目標とされている場合を除
いて、CSU ユニット(9.8 を参照)が戦
闘結果による影響を受ける事は無い。
攻撃/防御ユニットに対する支援を行
っている CSU ユニットは、支援を受
けたユニットが被った混乱や除去の戦
闘結果を割り当てられる事は無い。
次に、戦術的優位を持つプレイヤー
は、この戦闘に関与している上記以外
の全自軍ユニットの各々に対するダイ
スロールを行う；一度に一つずつ、各々
の攻撃に対して１つの敵目標を選択す
る。防御プレイヤーは上記で防御を行
っている各々の自軍ユニットの全てに
対してダイスロールを行う；ダイスロ
ールの高い方がこの射撃戦闘に勝利し、
敗北したユニットは混乱と除去を被る。
目標ユニットは２回以上目標にされ
る可能性があるが、それはこの戦闘に
関与している全ての自軍ユニットが少
なくとも１回は攻撃目標となった後の
ことである。全ての自軍ユニットが少
なくとも１回は攻撃目標となるまでは、
ユニットが２度目の目標とされること
は無く、全ての自軍ユニットが少なく
とも２回は攻撃目標となるまでは、ユ
ニットが３度目の目標とされることは
無い。

注意：１ラウンドの戦闘に於いて、
複数の敵ユニットを目標にする事は
できない。戦闘を行う各々のユニッ
トがダイスロールを行う事ができる
のは、ラウンド毎に１度だけである。
複数のユニットが同じ敵ユニットを
目標にしている場合、その目標ユニッ
トは各々攻撃に対して防御を行う事が
できない(この場合でも、ユニットは１
回のダイスロールしか行う事ができな
い)。その代わり、攻撃プレイヤーは攻
撃を行うユニット毎にダイスロールを
行い、その中で最も高い値を選択して、

防御ユニットのダイスロールとの比較
に使用する。この事例で防御側のダイ
スロールの方が最も高かった(或いは
同数)場合、結果の適用を受けるのは攻
撃を行ったユニットの１つだけである
(しかし、この事例では結果の適用を受
ける攻撃ユニットは、防御側が選択す
る)。しかし、マルチプルダイスロール
結果が防御ユニットのダイスロールと
等しかった場合、同じダイスロール結
果を出したユニットの全ては等しく影
響を受ける。
自身が目標となる事の無かったユニ
ットは、この戦闘に関わるダイスロー
ルを行う事はできない。

デベロッパーズノート：これは攻撃側
に対して大きな優位性を与えるが、
防御側は第２ラウンドの射撃戦闘
に於いて同様の機会を得る事を忘
れない様に。

9.3 混乱

混乱ユニットが攻撃を受けた場合、
そのユニットは自動的にー１のダイス
ロールペナルティが自動的に適用され
る(そのユニットのモードに関わらず)。
混乱ユニットは攻撃を行う事ができず
(しかし通常通りに移動を行う事がで
き、防御、待ち伏せを受ける事、回避
を試みる事、等を行う事ができる)、混
乱している間は TF に留まる事もでき
ない。

注意：戦術的優位を決めるダイスロ
ールを行う際、戦闘を行うヘクスに
存在する自軍ユニットの何れかが混
乱ユニットであるプレイヤーは、
１のダイスロール修正を適用される。
混乱ユニットは、J-1 チットを使用す
る事で非混乱となるまでは(7.1 を参
照)、混乱したままである。
混乱ユニットが２度目の混乱を受け
た場合、そのユニットは自動的に戦力
減少(9.4 を参照)となる(混乱は持続す
る)。
ロケット及びミサイルユニットは、
混乱となった際に即座に除去される。

9.4 戦力減少

ユニットが戦力減少となった場合、
そのユニットは即座に同タイプの減少
戦力ユニットで置き換えられる(但し
ヒズボラユニットは単に除去され、置
き換えは行わない)。減少戦力ユニット
には、中抜きの三角か三日月が印刷さ
れている(通常のユニットは塗りつぶ
された三角か三日月が印刷されてい
る)。ロケット及びミサイルユニットは
減少戦力になる事ができず、減少戦力
となった場合には除去される。

9.5 射撃戦闘(第２ラウンド)

射撃戦闘の第２ラウンドは、射撃戦
闘の第１ラウンドと同様の手順で解決
を行う(戦術的優位の決定は行わない)
が、防御プレイヤーが第１ラウンドで
生き残った(つまり、混乱や除去となっ
ていない事を意味している)ユニット
毎にダイスロールを行う事ができ、ル
ール 9.2 の記述と同じ手順によって敵
プレイヤーのユニットを目標にする。
ルール 9.2 の手順に従うが、防御側と
攻撃側の立場を入れ替える事。
この第２ラウンドの各々の射撃戦闘
を解決した後(そして追加的損害が存
在する場合にはその適用も行った後)
に、このゲームターンの戦闘は終了す
る。そのヘクスゾーンに留まっている
あらゆるユニットは、そのヘクスゾー
ンから移動しなかった場合に次のプレ
イヤー移動フェイズ終了時にそこで再
び戦闘を経験する事になる(回避を使
用しない限り)。Any units that remain
in that hex zone will undergo
combat again there at the end of the
next player's Movement Phase
(unless they evade) if they have not
moved out of that hex zone.訳者注：
①移動フェイズは存在しない②敵ユニ
ットが存在しない場合は戦闘も存在し
ない、ので、このルールは蛇足では無
いかと思われます。

9.6 戦闘解決

各々の戦闘は個々に解決を行い、１
つの戦闘は次の攻撃を開始する前に完
了する必要がある。
戦闘終了後、使用した全ての統合作
戦チットを破棄し、除去されなかった
全てのユニットをマップ上の戦闘が行
われたヘクスゾーンに戻す事。
次に、副次的損害によってカスケー
ド効果が発生した場合、１つのカスケ
ード効果チットを取り出し、指示され
た結果を実行する事。
最後に、その戦闘の勝者の判定を行
う(この場合の勝者の定義は、戦闘の行
われたヘクスゾーンにどちらか一方の
プレイヤーのユニットしか存在してい
ない場合、そのプレイヤーが勝者であ
る)；勝者が存在している場合、そのプ
レイヤーは１枚の統合作戦チットを無
作為に取り出し、これを取得する(この
チットは、即座に使用する事ができる)。

9.7 脆弱なユニット

ヒズボラの民兵と全てのシリア軍ユ
ニットは、混乱となった場合にマップ
上から除去される(反政府軍の民兵カ
ウンターは、増援として再使用するこ
とができる；シリア軍ユニットはゲー
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ムから除去される)。

9.8 戦闘支援ユニット(CSU)

CSU ユニットは固有の攻撃値や能力
を持たず、それ自身では攻撃を開始す
る事ができない。しかし攻撃を行って
いる自軍ユニットに随伴している場合
(防御では無い)、所有プレイヤーは戦
闘毎に、その CSU ユニットの括弧で
囲まれている戦闘係数を１つの自軍ユ
ニットの戦闘ダイスロールに加算する
事ができる(自動的に)。１つの CSU ユ
ニットは複数のユニットのダイスロー
ルに加算する事はできないが、そのヘ
クスゾーンで発生する戦闘毎に、支援
を与えるユニットを変更する事ができ
る。

注意：戦闘に於いて他の自軍ユニッ
トに随伴している場合、ロケット及
びミサイルユニットは CSU ユニッ
トであると見なされる。CSU ユニッ
トとして使用された場合、ロケット
とミサイルユニットは“Fired/射撃
済み”面が上を向く様にひっくり返
される。１つのロケット又はミサイ
ルユニットを表面に返す為には、１
枚の J-1 が必要である。
CSU ユニットが目標とされるのは、
その戦闘ラウンドに他の全ての自軍ユ
ニットが既に目標とされている場合だ
けである(これは、敵軍の方が数で勝っ
ている場合を除いて、CSU ユニットが
目標となる事は無い、と言う事を意味
している)。混乱した CSU は、自身の
係数を他のユニットのダイスロールに
与える事ができない。

9.9 戦場の併合

戦闘の行われたヘクスゾーンに非混
乱の敵ユニットが存在せず、且つ非混
乱の自軍ユニット(HQ は除く：全ての
CSU、ロケット/ミサイルユニットは含
む)が最低１つ存在している場合、その
プレイヤーがそのヘクスゾーンを支配
している。この場合、戦闘に勝利した
プレイヤーは１枚の統合作戦チットを
獲得する；自身のカップから１枚の統
合作戦チットを無作為に取り出す事。

デザイナーノート：情報を聞き出すた
めの捕虜の存在や装備の捕獲などに
よって、このボーナスを獲得する。

10.0 特殊戦闘考慮事項

以下の特記事項とユニット能力が適
用される：
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10.1 副次的損害

ヘクスゾーンでの戦闘に於いて、副
次的損害が発生する可能性がある。射
撃戦闘に於いて、攻撃及び防御ユニッ
トの修正前のダイスロール結果が同数
であった場合(攻撃及び防御ユニット
の双方が混乱し除去される disrupted
and/or eliminated)は常に、副次的損
害が発生する。

訳者注：net die roll を修正前のダイス
ール結果と訳していますが、修正前
のを unmodified と記述している箇
所があります。
この場合、何れかのプレイヤー(どち
らでも良い)が１枚のスートチットと
１枚のランクチットを即座に無作為に
取り出し、カスケード効果表を参照す
る；指示された効果を適用する事。或
るヘクスゾーンで複数の副次的損害が
発生した場合でも、プレイヤーが取り
出すチットは１枚だけである。

10.2 特殊作戦部隊
IDF ユニット

以下の３つの IDF ユニットは、特殊
な 能 力 を 持 っ て い る ； SOF 、
299(Herev)、900(Kfir)と印刷されたユ
ニットは、各々以下に記載された特殊
能力を持っている：
SOF：SOF ユニットは、SOF ユニッ
トだけで敵ヘクスゾーンに進入し
た場合には自動的に戦闘を開始す
る事は無く、敵の聖域に進入する
事ができ、空中機動移動を使用す
る事ができる(しかし、IDF プレイ
ヤーは敵の聖域に親友する毎に一
度のカスケード効果を行わなくて
はならない)。さらに SOF ユニット
は、進入したあらゆるヘクスゾー
ンで生じる待ち伏せを防ぐ。
299 “Herev”：第 299“Herev”大隊は、
ドルーズ派(レバノンの少数民族)
の志願兵で構成されている。した
がって、このユニットが進入する
あらゆるヘクスゾーンに於いて発
生する、全ての待ち伏せを阻止す
る。
900 “Kfir(クフィル/若き獅子)”：第
900 旅団は、特に市街地での対テ
ロ戦闘の訓練を受けた軽歩兵旅団
であり、都市ヘクスゾーン内で戦
闘を行う際には常に＋１の戦術的
優位性ダイスロール修正を獲得す
る。

11.0 IDF の縦深攻撃
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あらゆるイスラエル軍ゲームターン
に於いて、イスラエル軍プレイヤーは
１枚の“J-3”チットを使用する事で、マ
ップ上の何れかのヘクスゾーンに対し
て空爆を行う事ができるが、通常の地
上戦闘と共に空爆を行う事はできない。
イスラエル軍プレイヤーは、１枚の J-3
チットを使用する事で、以下の３種類
の縦深攻撃の何れか１つを宣言する事
ができる：
1) エリア攻撃
2) 精密誘導兵器(PGM)攻撃
3) 中枢攻撃
エリア攻撃
イスラエル軍プレイヤーは、１つの
ヘクスゾーンに存在する戦闘モードの
ユニット又は散開モードのユニットの
何れかの半数(切捨て)を目標とした(こ
の両方を目標に含める事はできない)
エリア攻撃を宣言する事ができる；言
い換えると、１つのヘクスゾーン内に
存在している戦闘モードユニットの半
分以下を目標にする、又は１つのヘク
スゾーン内に存在している散開モード
ユニットの半分以下を目標にする事が
できるが、この選択はイスラエル軍プ
レイヤーが行う(この選択は、エリア攻
撃のダイスロールを行う前に行う事)。
イスラエル軍プレイヤーが目標とす
るモードを決めたなら、イスラエル軍
プレイヤーは目標とするヘクスゾーン
と目標とするユニットを特定し、ユニ
ット毎に１つの六面体ダイスでダイス
ロールを行う：戦闘モードのユニット
を目標にしている場合、“５”か“６”の
結果でそのユニットは除去される。し
かし散開モードのユニットを目標にし
ている場合、ユニットが除去されるの
はダイスロール結果が“６”の場合だけ
である。都市タイプ地形のヘクスゾー
ンを占めているユニットの場合、戦闘
モードのユニットが除去されるのはダ
イスロール結果が“６”の場合だけであ
り、散開モードのユニットを目標にす
る事はできない。
イスラエル軍プレイヤーは複数の
J-3 チットを使用する事で、各々のモ
ードのそれぞれに対して、異なるタイ
プの複数の縦深攻撃任務(同時に、同じ
ヘクスゾーン又は複数のヘクスゾーン
で)を行う事ができる。しかし反政府軍
プレイヤーが地対空ミサイルの為に
J-4 チットを使用した場合(10.2 を参
照)、何れか１つのゾーンの縦深攻撃が
全て無効になる。反政府軍プレイヤー
は、攻撃を受けているヘクスゾーン毎
に１枚の J-4 チットを使用する事がで
きる(複数の J-4 チットを所有し、その
使用を望むなら)。
PGM(精密誘導兵器)攻撃
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イスラエル軍プレイヤーが PGM 攻
撃を宣言した場合、１つの反政府軍ユ
ニットを目標に指定する事ができる
(何れのモードのユニットも目標にす
る事ができる)。ダイスロール結果が
“５”か“６”であった場合、そのユニッ
トは除去される。

注意：都市地形が PGM 攻撃を修正
する事は無い。
中枢攻撃

イスラエル軍プレイヤーが中枢攻撃
を宣言した場合、１つのシリア軍 TF
HQ を目標に指定する事ができる(シ
リア軍が参戦している場合)。ダイスロ
ール結果が“５”か“６”であった場合、
そのシリア軍 HQ は除去され、その
HQ の保持ボックス内の全てのユニッ
トをマップ上に配置しなくてはならず
(モード変更は行わずに)、そのターン
の間イスラエル軍プレイヤーはこれら
のユニットを見ることができる。中枢
攻撃が、そのヘクスゾーンの地形によ
る影響を受ける事は無い事に注意。
さらに中枢攻撃が成功した場合、中
枢攻撃終了後に反政府軍プレイヤーの
C2 レベルが１レベル低下する。

11.1 地対空ミサイル(SAM)

反政府軍プレイヤーは１枚の J-4 チ
ットを使用する事で、IDF の縦深攻撃
任務に対する反応を行いこれを自動的
に無効にする事ができる(この場合、
IDF プレイヤーは J-3 チットを取り戻
すことはできない；このチットは反政
府軍プレイヤーの J-4 チットと共に消
費される)。

12.0 広域戦争

ゲームの進行中に、シリア、イラン
及びハマスが参戦する可能性がある。
シリア軍は実際の戦闘ユニットとして
表されているが、イラン軍とハマスは
カスケード効果によって抽象的に表さ
れている。

デザイナーノート：イスラエル軍の２
度目のレバノン侵攻での主要リス
クの１つは、この地域の他の国家
の軍隊が加入する可能性である。
このゲームでは、他の国家はカス
ケード効果によってプレイに登場
する。プレイヤーが望むなら、ゲ
ーム開始時にこれらの国のユニッ
トをマップ上に配置しても良いし、
全く登場させなくても構わない。

12.1 シリア

シリア軍は、カスケード効果の“シリ
ア軍の介入”によって参戦する可能性
がある。カスケード効果のシリア軍の
介入が発生する毎に、カスケード効果
の記載に従ってダイスロールを行い、
シリア軍介入の判定を行う。シリア軍
の介入は、以下の様に行われる：
“シリア”ヘクスゾーンは、この時点
で第２の反政府軍聖域ゾーンとして活
性化する。反政府軍プレイヤーは、全
てのシリア軍ユニット(これには３つ
のシリア軍ミサイルユニットも含まれ
る)を上シリアヘクスゾーンに配置す
る(全ては散開モードで配置する)。こ
れらのユニットは、自動的に登場する
(J-1 チットは必要無い)。これらのユニ
ット(訳者注：ミサイルユニットの事だ
と思います)はシリアヘクスゾーンを
離れる事ができないが、イスラエルの
民間/軍事インフラに対するミサイル
攻撃を発動する事ができる。IDF プレ
イヤーは、必要条件を満たす自軍ユニ
ットをシリアに進入させ、シリア軍の
ミサイルユニットに対して縦深攻撃を
実行する事ができるが、これを行う場
合１つのカスケード効果が発生する。
さらに、この時点で反政府軍の C2
レベルが１レベル上昇する。シリア軍
ユニットは通常通りレバノン領のヘク
スゾーンに移動する事ができるが、イ
スラエル領に進入する事はできない。
シリアが参戦したなら、これ以降に
発生するシリア軍の介入イベントを無
視する事。
反政府軍プレイヤーは、シリア軍ミ
サイルユニットや地上軍を登場させる
為に J-1 チットを使用する必要は無い。
反政府軍プレイヤーは、シリア軍ユニ
ットの命中を取り除く為に J-1 チット
を使用する事ができるが、混乱からの
回復を行う事はできない；シリア軍ユ
ニットは混乱からの回復を行う事がで
きず、混乱した場合にはゲームから除
去される。
IDF の通常型ユニットは、シリアに
進入する事ができない(IDF の SOF ユ
ニットと空爆(Airstrike)はシリアに進
入する事ができるが、これを行う毎に
IDF プレイヤーはカスケード効果のチ
ットを取り出さなくてはならない)。

12.2 イラン

イランは、カスケード効果によって
参戦する可能性がある。除去された反
政府軍ユニットは、全て自動的にマッ
プ上に再配置される；これはイスラム
義勇兵の流入、及びイランによるレバ
ノンへの武器搬入を表している。これ
らのユニットは、自動的に登場する
(J-1 チットは必要無い)。名目上はイラ
ン軍であるが、これらのユニットはあ

らゆる点で反政府軍ユニットであると
見なされ、反政府軍陣営に関連する通
常ルールの全てが適用される。

12.3 ハマス

ハマス軍(より正確には“イッズッデ
ィーン・アル＝カッサーム旅団”、パレ
スチナのイスラム原理主義者社会政治
組織の軍事部門で、ガザで最も活動的)
は、特定のカスケード効果によって表
されている事を除いて、このゲームの
中で直接的に(ユニットとして)表され
てはいない。(カスケード効果イベント
で発生する)マップ外のハマス軍蜂起
によって反政府軍プレイヤーはロケッ
ト砲攻撃ボーナスを獲得し、このゲー
ムに登場しない IDF 部隊によって鎮圧
されると見なされる。

ロケット/ミサイル攻撃またはイス
ラエル領への急襲による民間インフラ
に対する“命中”毎に 1VP
ゲーム終了時にイスラエルが支配し
ていないヘクスゾーン(聖域は除く)毎
に 1VP
ゲーム終了までに減少戦力となった
IDF ユニット毎に 1VP
ゲーム終了までに除去された IDF ユ
ニット毎に 3VP

14.0 選択ルール

以下の統合作戦チットをゲームに追
加する：
J-5 計画
J-6 情報管理

13.0 勝利条件

勝利は、勝利ポイント(VP)によって
判定される。プレイヤーは、ゲーム中
及びゲーム終了時に於いて特定の条件
を満たしている事によって VP を獲得
する。

13.1 IDF プレイヤーの
勝利ポイント

ゲーム開始時に於いて、IDF プレイ
ヤーは“対価値戦略”と“対兵力戦略”の
どちらの戦略を採用するのかを決断す
る。IDF プレイヤーは秘密裏にこの決
断を行い、ゲーム終了時にこれを明ら
かにする(しかし、おそらく数ターン後
には反政府軍プレイヤーに悟られるこ
とになるであろう)。
“対価値戦略”を選択した場合、IDF
プレイヤーは以下の VP を獲得する：
ゲーム終了時に、除去した反政府軍
(シリア軍を除く)ユニット毎に 1VP
ゲーム終了時に、除去したシリア軍
ユニット毎に 2VP
“対兵力戦略”を選択した場合、IDF
プレイヤーは以下の VP を獲得する：
ゲーム終了時に、イスラエル軍が支
配しているヘクスゾーン毎に(聖域と
イスラエルのゾーンは除く)2VP。

訳者注：対価値戦略の VP と対兵力戦
略の VP が入れ替わっていると思われ
ます。

13.2 反政府軍プレイヤーの
勝利ポイント

反政府軍プレイヤーは、以下の VP
を獲得する：
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14.1 J-5 計画

作戦フェイズに於いて、１枚の J-5
タイプチットを使用する事で、以下の
活動の１つを行う事ができる：
A) 統合作戦チットの交換
１枚の J-5 チットを使用する事で、
２枚の追加統合作戦チットを選択
する；これらの統合作戦チットは
現行ゲームターン終了時に受け取
る。２枚の追加統合作戦チットを
選択する際、J-5 チットを選択する
事はできない。J-2 諜報チットを使
用する場合を除いて、対戦プレイ
ヤーはこれらのチットを知る事は
できない。

注意：事実上、プレイヤーは現行
ターンに使用する１枚の統合作戦
チットと、次のターンに使用する
２枚の統合作戦チットとの交換を
行う。また、これによって C2 レベ
ルが変更される訳では無い事にも
注意。

14.2 J-6 情報管理

作戦フェイズに於いて１枚の J-6 タ
イプチットを使用する事で、以下の１
つの行動を行う事ができる：
A) 情報戦争
使用する J-6 チット毎に１つのダ
イスでダイスロールを行う。“５”
又は“６”の結果が出る毎に、現時
点の敵の持ち札(allotment)から１
枚の統合作戦チットを無作為に選
択し、それを除去する。これ以外
のダイスロール結果は“効果無し”
であり、何れの結果であっても敵
の C2 レベルが変更される事は無
い。
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B) ネットワーク化された作戦
何れか１つのヘクスゾーンの１
つの戦闘に於いて、自軍の戦術的
優位のダイスロールに＋１の修正
を行う。戦闘の開始時に於いて、
双方のプレイヤーは手持ちの J-6
チットを使用する事ができ、各々
のプレイヤーは複数の J-6 チット
を累積的に使用する事ができる。
C) シリア軍の防空(反政府軍)
シリア空軍と防空ネットワーク
が IDF によって完全に抑圧されて
いる訳では無い、と見なす事。IDF
プレイヤーがシリア領内への縦深
攻撃の為に J-3 チットを使用する
度に、反政府軍プレイヤーは１つ
のダイスでダイスロールを行う事
ができる：ダイスロール結果が“５”
か“６”であった場合、IDF プレイ
ヤーの J-3 チットは破棄される(あ
たかも反政府軍プレイヤーが J-4
チットを使用して SAM 射撃を行
ったかの様に)。

15.0 シナリオ

The Next War in Lebanon の
指示とセットアップ
ゲーム長 = 20 ターン

IDF 開始時 使用可能な増援 注記
タスクフォース HQ
HQx6 1*
*J-1 チットを使用する事で登場。
開始時に：イスラエルの何れかに配置。
増援：聖域に登場
戦術ユニット
機甲旅団 8
機械化歩兵旅団 7
軽歩兵旅団 3
装甲騎兵大隊 1
SOF 3
CSU 4
機械化歩兵旅団： 1*
装甲騎兵大隊： 2*
CSU： 1*
*J-1 チットを使用する毎に１つのユニ
ットが登場する
開始時：イスラエルの何れかに。
何れかのモードで TF HQ 配下で開始
する事ができる。
増援：TF HQ の存在するヘクスゾーン
か聖域ゾーンに到着
C2 レベル = 7

12

反政府軍軍
注記

開始時 使用可能な増援

戦術ユニット

する事ができる。
増援：イスラエルの聖域に登場

民兵 5

TF HQ 配下で開始する事ができる、何
れのモードでも。

ゲリラ 12

C2 レベル = 6

S.R.ロケット 5

反政府軍 開始時 使用可能な増援 注
記

M.R.ロケット 3
ミサイル 1
すべてのユニットは除去された後に創
成することができる。１枚の J-1 チッ
トを使用する事で１つの民兵かミサイ
ルユニットが登場/１枚の J-1 チット
を使用する事で、１つのゲリラかロケ
ットユニットが登場する。
レバノンの何れかに；Litani 側より南
側のヘクスゾーン(Marjayoun を含む)
の各々に最低２つのユニット。
増援：反政府軍ユニット(民兵かゲリ
ラ)の存在するヘクスゾーン、又は聖域
ゾーンに登場。
C2 レベル = 5

戦術ユニット
民兵 5
ゲリラ 12
S.R.ロケット 3
M.R.ロケット 2
すべてのユニットは除去された後に創
設することができる。
J-1 チットを使用する毎に１つの民兵
ユニット、又は J-1 チットを使用する
毎に２つのゲリラユニットが登場
開始時：全てのユニットは Litani 川の
南側で開始し、各々のヘクスゾーンに
最低２ユニット(Marjayoun を含む)
増援：反政府軍ユニットの存在するヘ
クスゾーン、又は聖域ゾーンに登場。
C2 レベル = 5

第２次レバノン戦争(2006)
指示とセットアップ
ゲームターン=12 ターン
IDF
開始時 使用可能な増援 注記
タスクフォース HQ
HQs： 12*
*イスラエルのエスカレーションが発
生した際に全て登場する。
開始時：イスラエルの何れかに配置。
増援：イスラエルの聖域に登場。
戦術ユニット
機甲旅団： 3
機械化歩兵旅団： 2
軽歩兵旅団： 1
装甲騎兵大隊： 1
SOF 2
CSU 2
機甲旅団： 4*
機械化歩兵旅団： 3*
軽歩兵旅団： 1*
SOF 1*
CSU 2*
*イスラエルのエスカレーションが発
生した際に全て登場する。
開始時：イスラエルの何れかに配置。
何れかのモードで TF HQ 配下で開始
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第２次レバノン戦争シナリオ
(2006) ルール変更、
例外と修正
15.1 地理的制約

イスラエル軍の通常型ユニットは、
Litani 川 北 を 横 切 る 事 が で き な い
(Marjayoun に進入する事ができる)。
しかし IDF プレイヤーはレバノン領の
全てに、自身の SOF ユニット(だけ)を
進入と活動を行わせる事ができ、敵ユ
ニットに対する縦深攻撃を行う事がで
きる。両陣営のユニットは、シリアに
進入する事ができない。

15.2 IDF の特殊ユニット

2006 年シナリオでは、第 900“Kfir”
軽歩兵旅団は特殊能力を持っていない
(この戦争で教訓を学んだ)。

15.3 J-4 チット (反政府軍)

反政府軍プレイヤーが戦闘中に１枚
の J-4 チットを使用する事で、SAM(地
対空ミサイル)か AT(対戦車ミサイル)
を宣言する事ができる。SAM を宣言し
た場合、反政府軍プレイヤーは１つの
六面体ダイスでダイスロールを行う：
ダイスロール結果が“６”であった場合、
イスラエル軍プレイヤーはその戦闘に

於いて J-3 チットを使用する事ができ
ない。AT を宣言した場合、各々の反
政府軍ユニットの係数(両方のモード)
が２上昇する。しかし、反政府軍ユニ
ットの射撃戦闘の修正前のダイスロー
ル結果が“１”であった場合、この＋２
の修正は終了し(その地域の反政府軍
は弾薬切れとなる)、この J-4 チットは
この戦闘から除去される(そして通常
通りに取り出しカップに戻される)。

15.4 広域戦争

このシナリオにはシリア軍やイラン
軍のの介入は存在しない：シリアとイ
ランに関する全てのカスケード効果を
無視する事(このイベントは下記 15.5
で置き換えられる)。
例外：シリア軍の干渉(下記 15.5 を参
照)。

15.5 イスラエル軍の
エスカレーション

“シリア軍の介入”カスケード効果が
発生した場合、これを“イスラエル軍の
エ ス カ レ ー シ ョ ン ” で (Changing
Direction 作戦)あると見なす事。これ
が発生した場合、IDF プレイヤーは１
つの六面体ダイスでダイスロールを行
う；ダイスロール結果が４〜６であっ
た場合、イスラエル軍は軍事的関与を
拡大し、即座にシナリオに記載された
使用可能な増援の全てをゲームに登場
させる(IDF プレイヤーは J-1 チットを
使用する必要は無い)。これ以降に発生
するイスラエル軍のエスカレーション
は、全て無視すること。

15.6 IDF プレイヤーの
勝利ポイント

IDF プレイヤーが獲得する事ができ
るのは“対兵力戦略”の勝利ポイントだ
けであり、“対価値戦略”を選択する事
はできない。
デザイナーノート：これは全体的にユ
ニット数が少なく、より短期間のシナ
リオである。このシナリオでは、非常
に多くの IDF の地上部隊が越境を開始
した 2006 年 7 月 23 日から、停戦が
発効した 8 月 14 日までの期間を扱っ
ている。1982 年以降、IDF は重要な
大規模地上作戦を実施しておらず、
2006 年の作戦では、その動員から情
報収集、実戦能力に至るまで、構造的・
手法的な多くの欠陥を露呈した。
これは、低く設定された IDF の C2
レベルと少ないタスクフォース HQ ユ
ニット、更にイスラエル政府がレバノ
ンに大規模部隊の投入を決定する時期

が不確定である事によって表されてい
る。IDF は、ヒズボラの使用する対戦
車兵器の質と量に対する準備ができて
いなかった上に、それに対抗する戦術
も持ち合わせていなかった。
これとは対照的に、ヒズボラの運用
する対空資材は非常に貧弱であった。
したがって、反政府軍プレイヤーが J-4
チットを使用する際の値が変更されて
いる。2006 年に於いて、ヒズボラの
戦闘員は少なくロケットユニットも少
数であった(その多くは短射程の
122mm“グラート”ロケットランチャ
ー/BM-21 122mm 自走多連装ロケッ
ト砲であった)。
このシナリオの反政府軍の初期配置
には、7 月 13 日に開始されたイスラエ
ル空軍によるロケット砲陣地とロケッ
トランチャーに対する空爆による損失
が織り込まれている。

注意：これは１度だけのイベントであ
る。
ダイヤ
A-2 サイバー攻撃/電子戦：１つのダ
イスでダイスロールを行う：1-3 = IDF
プレイヤーは、手持ちの J-2 または J-6
チットを１枚破棄する。チットを所持
していない場合、無効である。4-6 = 反
政府軍プレイヤーは、手持ちの J-2 ま
たは J-6 チットを１枚破棄する。チッ
トを所持していない場合、無効である。
3-4 レバノン軍の介入：反政府軍プレ
イヤーは北部レバノン聖域に隣接し且
つ IDF の通常型地上ユニットが自由に
進入する事のできるヘクスゾーンの１
つを選択する。これ以降ゲーム終了ま
での間、IDF プレイヤーはこのヘクス
ゾーンに自軍通常型地上ユニットを進
入させることができない(SOF や縦深
攻撃を使用する事は可能)。
5-10 シリア軍の介入：１つのダイス
でダイスロールを行う：1-4 = 何も起
こらない 5-6 = シリア軍が参戦する

カスケード効果チャート
カード

スペード
A-6 国家規模の支援：
IDF プレイヤーは、１枚の統合作戦チ
ット獲得する(無作為に取り出す事)。
7-Q 反政府勢力の外部支援：反政府軍
プレイヤーは、１枚の統合作戦チット
獲得する(無作為に取り出す事)。
K メディアの不意打ち訪問：クリステ
ィアン・アマンプールが取材に訪れた。
１つのダイスでダイスロールを行う。
1-3 = IDF プレイヤーは、1 つの統合
作戦チットを選択する。4-6 = IDF プ
レイヤーは、1 つの統合作戦チットを
破棄する。
注意：これは１度だけのイベントであ
る。
ハート
A-4 侵入者：反政府軍はレバノン領内
の１つの散開ユニット(モードは問わ
ない)を、何れか１つのヘクスゾーンか
ら別のヘクスゾーンへと移動させる事
ができる。
5-Q メ デ ィ ア に よ る 民 間 人 被 害 報
道：このイベントが副次的損害の結果
として発生した場合、攻撃プレイヤー
は手持ちの統合作戦チットの半数(切
下げ)を破棄しなくてはならない(破棄
するチットは所有プレイヤーが選択す
る)。それ以外の場合、効果無し。
K 国連決議は、この戦闘に対して最大
限の非難を行う：ゲームへの影響は無
い。
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即座に全てのシリア軍ユニットをマッ
プ上の“シリア”ヘクスゾーンに配置す
る。反政府軍プレイヤーは、これらの
ユニットを次の反政府軍プレイヤータ
ーンに活性化させる事ができる。
J-Q イランの再供給：反政府軍プレイ
ヤーは即座に１枚の統合作戦チットを
選択し、それを取得する。
K イランの介入：反政府軍プレイヤー
は、既に除去された全てのユニットを
イスラエル以外のヘクスゾーンの何れ
かに再配置することができる。
注意：これは１度だけのイベントであ
る
クラブ
A-4 蜂起：反政府軍プレイヤーは、こ
れ以前に除去されたユニットの 1 つを
受け取り、少なくとも１つの自軍ユニ
ットが存在しているレバノン領内の非
イスラエルヘクスゾーンの何れかに配
置する。
5-6 国際的な停戦の強要：ゲーム長を
２ターン短縮する(これによってゲー
ム終了となる場合、現行ターンを終了
する事)。
7-8 反政府軍の派閥抗争：反政府軍プ
レイヤーは、自身の統合作戦チットを
１枚無作為に選択し、これを破棄する。
9-10 ロシアの武器取引：反政府軍プ
レイヤーは、1 つの J-4 チットを獲得
する事ができる。既に全ての J-4 チッ
トを所持している場合、J-4 以外の統
合作戦チットを１枚獲得する事ができ
る。
J-Q 反政府軍の外部支援：反政府軍プ
レイヤーは１枚の統合作戦チットを無
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作為に取り出し、それを取得する。
K ハマスの蜂起：反政府軍プレイヤー
は、民間または軍事インフラの何れか
に対して２つのロケット攻撃を行う事
ができる(マップ外のウエストバンク
地区から)。一方、IDF はこの蜂起に厳
しく対処する；ロケット攻撃の結果に
関わらず、もう１つのカスケード効果
カードを取り出す(副次的損害を表し
ている)
注意：これは１度だけのイベントであ
る。

訳者注：上記は実際に出版されたルー
ルの和訳なのですが、一読して判る程
度のエラッタが多数含まれています
(誤訳は除く・・・)。
Consimworld のフォーラム上で行わ
れたエラッタに関する質問に対し、デ
ベロッパーのエリック・ハービー氏は
頓珍漢な回答を行った上、再度行われ
た質問を放置プレイしている状態です。
ギリシャ内戦に続き、ゲームデザイン
を担当したブライアン・トレイン氏が
自身のブログ上で “本来のルール”(デ
ィシジョンゲームに提出したルール)
を公開する事態となっています。
この本来のルール(オリジナルルール)
の和訳作業も行ったのですが、
① 今回、デベロッパーのエリック・ハ
ービー氏がブライアントレイン氏の
ブログに直接反論を書き込んでいる
② ギリシャ内戦の時と異なりユニッ
ト自体も変更されている為、ユニッ
トを自作する必要がある(PDF デー
タはブライアントレイン氏のブログ
で入手できます)
以上の事から、このオリジナルルール
の和訳データはブライアントレイン氏
にお願いして、氏のブログにアップし
て頂いてあります(併せて、BGG の該
当ページにもアップして頂いてありま
す)。
個人的にはユニットを自作してオリジ
ナルルールでプレイされることをお勧
め致します(マップはそのまま使用し
て良いそうです)。出版ルールでプレイ
される際も、不明点などはこのオリジ
ナルルールを参考にされると良いので
は無いか、と思います。
オリジナルルール和訳上のミスに関し
て：オリジナルルール(Third Lebanon
War)和訳の 20 頁目“カスケード効果
表”の最後の部分♣のＫ 66+4 の部分
の解説が
“(1d6)を行う(民間または軍事インフ
ラの何れかに対して)。一方、IDF はこ
の蜂起に厳しく対処する；ロケット攻
撃の結果に関わらず、副次的損害に対
するカスケード効果のダイスロールを
行う。(一度だけのイベント)”
となっていますが、正しくは
ハマスの蜂起：反政府軍プレイヤーは、
マップ外のウエストバンク地区から２
つのロケット攻撃(1d6)を行う(民間ま
たは軍事インフラの何れかに対して)。
一方、IDF はこの蜂起に厳しく対処す
る；ロケット攻撃の結果に関わらず、
副次的損害に対するカスケード効果の
ダイスロールを行う。(一度だけのイベ
ント)

となります。
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6.3 のデザインノートに関して：この
部 分 は オ リ ジ ナ ル ル ー ル で は Key
Concept: Since you select Joint Ops
Chits during your Planning Phase,
the enemy has an entire turn to
perform Actions with his chits,
thereby possibly rendering your
picks moot - reflecting very real staff
planning issues at this level. (プレイ
ヤーは自身の計画フェイズ於いて統合
作戦チットの選択を行うが、この際対
戦プレイヤーはチットの選択を行う事
ができず自身の計画フェイズ迄は手持
ちのチットしか使用する事ができな
い；したがって、プレイヤーは現実の
幕僚と同様の問題について検討する事
になるであろう。)
と記載されていた部分だと思われます。
ブライアントレイン氏のゲームでは、
統合作戦チットの選択は自軍ターン
(第１又は第２プレイヤーターン)の最
終段階として行われていた(つまり両
プレイヤーが統合作戦チットの選択を
行う時期が、第１プレイヤーと第２プ
レイヤーとでは異なっていた)のです
が、DG 社がこれをターン終了時に同
時に行う様にルールを改訂してしまっ
た為、これに合わせる様にデザイナー
ノートの変更が行われている様です。
6.3 のデザイナーノートに関して：こ
れは、Another Key Concept, and a
Design Note: Playing a Joint Ops
Chit allows the player to have one
regular unit (which can be a single
detached Tactical Unit, or a TF HQ
with a large number of Tactical
Units attached to it), or a variable
number of irregular units in a single
Zone, perform actions.This rule is
intended to show the advantages
and disadvantages of, but mainly
the differences between, a powerful
yet centralized and hierarchical
regular military force and a weaker
yet decentralized and amorphous
insurgency.(もう一つのキーコンセプ
トとデザインノート：１枚の統合作戦
チットを使用する事によって、１つの
ユニットに行動を行わせる事が可能に
なる(この場合のユニットとは、分遣さ
れた１つの戦術ユニット、又は多くの
戦術ユニットを割り当てられた１つの
TF HQ ユニットの両方を意味してい
る)、又は１つのゾーンの中に存在して
いる様々な数の非通常型ユニットに行
動を行わせる事ができる。このルール
では、強力であるが集中し階層化され
た通常の軍隊と、弱体であるが分散し
組織化されていない反政府軍の持つ長
所と短所を表す事を意図している。)
だと思われます。

