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1.0 はじめに

ために、必要な程度まで抽象化してある。
1.1 Back to Iraq, 3rd Edition（B2I3e）は、もしアメリ 地図盤のヘクスには４桁の数字がある。それはあなたが特
カ対テロリズム軍がバクダッドの政府と共に最終的な解決 定の場所がルールで参照されるのを見いだすのを手伝い、
のため地上戦を決めたなら、ペルシャ湾の北部沿岸を越え そしてあなたに、もし試合が中断されて、そして、それが

１ て現実となるかもしれない戦闘の状態を「What if」で再 完了されることができる前に、書き取られなければならな
いなら、ユニット位置を記録することを許すために供給さ
現する。
B2I3eはイラク北部での存続する戦争を据える比較的低い れる。
難易度の２人用ゲームです。我々は、連合軍地上戦力の、 2.3 カウンター
戦いを続けるために、必要な国内の政治的な意志の損失と このゲームには、戦闘ユニットと呼ばれる１７６個のカウ
補給と結び付けたことが、もし勝利が戦場で達せられな ンターがある。その他は情報マーカーと記録補助マーカー
かったなら、和解を引き起こすであろう前に、それが最大 である。少なくとも一回はこれらのルールを読んだ後で、
の侵攻時期であると信じる。上級ルールでこれらのルール カウンターを切って下さい。戦闘ユニットには国籍、タイ
について大部分を示す。
1.2 ゲームスケール

プ、戦闘力、増援情報、特定の識別、移動クラスが記載さ
れている。

２ ヘクス間は１７マイル（27.54ｋｍ）です。それぞれのゲー 2.4 略

ムターンは二日間を示す。ユニットは旅団と師団サイズ 2.5 国籍と省略
で、それぞれ 1,000 から 15,000 人を配備し３５０両程 ユニットの国籍、そして両面に表示がある、はそれらの色
度の装甲車両を持つ。連合軍の航空主導権はそれぞれの の形式に分け、ユニットタイプの左横に省略して表記す
ルールの中に含め、従って航空機ユニットで別に示されて る。他の省略は、いくつかのユニットの特定の識別を容易
に知るために使用し、ユニットタイプの右に表示される。
はいない。
1.3 いくつかの定義
もしルールが「全ての連合軍ユニット」となっていたら、 連合軍色の形式
イラクとイランの敵対勢力を示す。連合軍ユニットは「Ｉ アメリカ軍−オリーブドライブ色地に黒色
３ Ｑ」や「ＩＲ」の国籍の印のないユニット全てである。 イギリス軍−カーキ色地に黒色
もしルールがイラクやイランに敵対する国籍の１つかいく フランス軍−明るい青色地に黒色
つかとあったら、これらの国籍の特定の名前がルールで使 連合軍「ヨーロッパ軍」−明るい青色地に黄色
クェート軍−緑色地に黒色
もしルールで「列強（Great Power）
」となっていたら、ア トルコ軍−灰色地に黒色
シリア軍−黄色地に緑色
メリカ、イギリス、フランスを示す。
もしルールで「小国（Minor Power）
」となっていたら、ア 統合作戦司令部−オリーブドライブ地に白色
用される。

イスラエル−白地に青色
もしルールで「イスラム革命軍」となっていたら、イラン アルカイダ−オレンジ色地に黒色
とイラクの全てのユニットである。もしルールでイラクユ
ニットかイランユニットだけとなっていたら、これら特定 イスラム革命軍の色
メリカ、イギリス、フランス以外の連合軍諸国を示す。

４

の国籍の名前が使用されている。

イラク共和国親衛隊−赤色地に白色
イラク陸軍−赤色地に黒色

イラン革命親衛隊−黒色地に白色
B2I3eの完全なゲームのコンポーネンツは、ルール、 イラン陸軍−灰色地に黒色

2.0 ゲームのコンポーネンツ
2.1

地図盤、１７６個のユニットが含まれる。プレイヤーはプ
レイで起こる戦闘の解決やその他に起こる事象を解決する 2.6 ユニットの識別と略号
ユニット国籍とそれぞれの国家の力の中の特定のフォー
ため６面ダイスを用意する。
メーションはさらに番号と省略によって識別される。以下
2.2 地図盤

５ 地図盤は、このスケールにおいて描かれる時、作戦とその の省略記号がある。
近郊のイラク 戦域で軍事的に重要な地形を表す。
六角形の ＡＡ−アルアベド
図形はユニットの位置と移動を規定するために印刷されて ＡＣ−機甲司令部
いる。ユニットは常にある１つの時期に１つのヘクスのみ ＡＤ−アドナン

ＡＤＣ−航空防衛司令部
にいることができる。
それぞれのヘクスには移動と戦闘に影響する自然と／か、 ＡＮ−アルナイダー
人工の地形がある。地図の地形描写はそれらをヘクスの格 ＡＱ−アルカイダ
子に従わせるためにそれらの実世界設定からわずかに変え ＢＧ−バグダッド

６

られた。ヘクスからヘクスまでの地形関係は、もしこの戦 Ｃ−騎兵隊
争が実際に起きるなら、それらの実世界対応物によって直 Ｃｏ−コマンド
面するプレーヤーに同じスペース／時間の問題をもたらす ＥＣ−ヨーロッパ軍
Ｆ−フランス軍
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ＧＳＳ−総合警備部隊
ＨＭ−ハムラビ

に死傷者と機器損失のある特定の量を吸収する能力を示す
ために使われる独断的な用語である。これらのカウンター

ＩＱ−イラク軍
ＩＲ−イラン軍

の１面しか印刷されていないユニットは１ステップユニッ
トである。ユニットの裏面に帯が印刷されている連合軍ユ

Ｋ−クェート軍
ＫＣＧ−クェート市防衛隊

ニットは２ステップである。イラク側ユニットは１ステッ
１
プである。詳細は 11.0 を参照。

Ｌ−軽装備
ＭＩＲ−軍情報部緊急介入軍

2.12 その他のカウンター
次に示すカウンターの使用はルール内で明らかにする。

ＮＢ−ネブカドザル
ＭＤ−メディーナ

ゲームターンカウンター（5.0 参照）
ＭＩＰＰマーカー（4.2 参照）

ＭＥＦ−海兵隊遠征部隊
ＮＴ−ＮＡＴＯ軍

天候マーカー（13.1 参照）
連合軍空中補給マーカー（8.13 参照）

ＰＧ−共和国防衛隊
ＲＩ−緊急介入軍

核爆弾爆発マーカー（13.8 参照）
科学戦マーカー（13.4 参照）

ＳＡＩＲ−イスラム革命最高会議
ＳＢＭ−軍情報部治安大隊

連合軍再編成マーカー（9.0 参照）
連合軍重爆撃マーカー（13.16 参照）

ＳｄＦｅ−サダムゲリラ部隊
ＳＦ−特殊部隊

海軍攻撃マーカー、戦略目標マーカー（上級ルールで使用）

ＳＲＧ−特別共和国警備隊
Ｔ−トルコ軍

3.0

ＵＫ−イギリス軍
ＵＳ−アメリカ軍

２

セットアップ

重要：戦略目標、航空機、司令部、イスラエル、アルカイ
ダは上級ルールでのみ使用する。
3.1 陣営の決定
プレイヤーは連合軍かイラク側かのどちらを行うか決め

2.7 ユニットの規模

る。また、２つのシナリオのどちらかをプレイするか決め、 ３
ユニットの構成規模はユニットのタイプの上に記号で表示 選択ルール（12.0 参照）
、上級ルール（14.0 参照）を含
されている。これらの規模は、
めるか決める。シナリオで使用する両陣営の全てのユニッ
ＸＸＸＸ−軍、ＸＸＸ−軍団、ＸＸ−師団、Ｘ−旅団、II トはプレイのスタート時に、ユニットは完全な状態でプレ
−大隊
イを始める。スタック制限はセットアップ時に両プレイ
もしユニットの規模が括弧になっていたら、部隊は特別編 ヤーとも厳守しなければならない。両シナリオとも両陣営
成か不規則な編成である、この意味は戦闘のための郡の普 に増援はない。
通の一部とは異なり、キャンペーンで特別な組織である。 3.2 シナリオ１：バグダットへ
2.8 ユニットのタイプ
3.3 連合軍初期配置
ゲームで全ての地上戦闘ユニットは４つのタイプの１つで 連合軍は先に配置する。配置が禁止されている場所以外、
４
ある。ユニットは機械化、非機械化、空中展開、定置のい 連合軍プレイヤーはカウンターの左上に＊マークのあるユ
ずれかである。機械化地上ユニットは移動する主な意味で ニットをクェート、サウジアラビア、トルコに配置する。
車両で移動する部隊である。非機械化ユニットは主な意味 制限はＫＣＧユニットは３６３４ではじめる。そして
で徒歩で移動する。空中展開はヘリコプター部隊で、定置 クェート軍とサウジアラビア軍は自分の国でのみ配置でき
部隊は一回地図盤に置かれると決して移動できない部隊で る。
ある。これらの移動の区別は移動と戦闘のために重要であ 3.4 イラク軍初期配置
る（10.0 と 11.0 を参照）。
イラクプレイヤーは国に所属するカウンターの混在を取
2.9 攻撃力と防御力
り、北部イラクのラフと山岳を除き、イラク領内に配置す
戦闘力のように共通に呼ばれるこれらの数字は攻撃と防御 る。そしてＡＤＣユニットは２５１７に配置する。さらに、
の そ れ ぞ れ の ユ ニ ッ ト の 実 際 の 能 力 の 数 値 化 で あ る 他の師団の全ての赤地に白のイラク軍はバグダッドか都市 ５
（11.0参照）
。もしユニットの下に３つの数字があったら、 に隣接するヘクスに配置しなければならない。
最初の数字は攻撃力で、次は防御力、次は移動力になる。 これらの制限内で、連合軍のＺＯＣ内に配置できる。イラ
2.10 移動力
クの共和国親衛隊あるいは特別な共和国親衛隊ユニットと
地図盤上で印刷されたヘクスを移動するユニットの能力を 一緒にスタック、移動あるいは攻撃してイラクの通常の陸
示している。ユニットは地形のタイプにより移動で入った 軍ユニットの能力についていずれかのシナリオに決して制
り、通過したりすると異なる移動力を消費する（10.0 参 限がない。いずれのユニットと３個まで混在することがで
照）
。
きる。
3.5 移動不可エリアと移動制限
６
2.11 ステップ数
このシナリオではどちらのプレイヤーもイランとシリアの
ゲームでの全ての地上ユニットは１か２のステップ数を ヘクスに移動したり攻撃したり退去したり戦闘後前進でき
持っている。それはユニットの完全に効果的でなくなる前
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ない。イラク軍はトルコ内に戦闘を仕掛けられるがトルコ 4.0 勝利条件
内のヘクスに移動したり戦闘後前進したり退去はできな 4.1 B2I3eの両シナリオでのもっとも最適な勝利者はプ
い。同様に、イラク軍は道路ヘクスを通してのみクルド人 レイヤーが得点するＭＩＰＰで決められる。イラク／イス
領域へ移動か攻撃ができる。サウジアラビア軍は自分の国 ラムプレイヤーだけがＭＩＰＰを得る。連合軍プレーヤー

１ とクェートでのみ移動と戦闘ができる。

はプレイの終わりの前にＭＩＰＰを獲得する彼の敵の能力
もしユニットかスタックが戦闘の後に後退する（11.22参 を最小にすることについて、このような方法で作戦を行お
照）ことを強いられ、そして唯一の空きヘクスがこのシナ うとする。両シナリオで、イラク／イスラムプレイヤーは
リオでその陣営に禁止されるなら、もしイラク軍なら、そ ＭＩＰＰは０からはじめ、以下に示す方法で得点を得る。
のユニットかスタックは除去される。もし連合軍にこの状 イラク／イスラムプレイヤーは決してＭＩＰＰを失わな
況が起きたら、ユニットはその場で止まり、１ステップロ い。それぞれの得点はどんな理由でも計算されたら失うこ
スする。
とはない。
禁止地帯「サダムライン」はこのシナリオで効果は無視さ 4.2 ＭＩＰＰの獲得
れる。シナリオ２でのみ効果がある。

２ 3.6 シナリオ２：イスラム共同連邦軍

イラク／イスラムプレイヤーは次に示すいずれかの場合に
１、２、３のＭＩＰＰを得る。イベントでの獲得は一致す
るならいつでも得ることができる；それぞれ時期にイベン

3.7 連合軍配置

トが起きたら、イラク／イスラムプレイヤーは新しいＭＩ
連合軍は先に配置する。配置が禁止されている場所以外、 ＰＰを得る。
連合軍ユニットはサウジアラビアか／と トルコに配置す １）イラク／イスラムプレイヤーはイラク／イスラム用の
る。制限はＫＣＧとクェート軍はクェート（３６３４）に 戦闘結果表で＊印の結果がでたら。
配置する。サウジアラビア軍はサウジアラビアにのみ配置 ２）イラク／イスラムプレイヤーは連合軍用の戦闘結果表
できる。
3.8 イスラム軍配置

で＊印の結果がでたら。

３）連合軍が支配した都市ヘクスを奪回すると。
イスラム軍プレイヤーは望むだけ、全てのイラン軍とイラ ４）イラクプレイヤーはＭＩＰＰを１つ得る、戦闘でのＭ
３ ク軍ユニットをイラン、イラクかクェートに配置できる。 ＩＰＰの判定はしないで、戦闘結果表で結果に＋印があっ
このシナリオでは、シナリオ１の制限でクルド人地域に配 たら自動的に得る。
置できる。そして、少なくとも１１ユニットをクェートに 4.3 ＭＩＰＰ獲得判定
配置しなければならず、３５３４、３６３５それぞれにス ＭＩＰＰの獲得イベントが発生したら、イラク／イスラム
タートするユニットを配置しなければならない。さらにそ プレイヤーはダイスを１個振り、結果の半分（切り上げ）
の他の師団サイズの赤地に白のイラクユニットはバクダッ を求める。この数字は１回の獲得でイラク／イスラムプレ
ドか都市に隣接するヘクスに配置しなければならない。 イヤーが得られるＭＩＰＰの数字である。従って、１、２、

４

クルドの領土区域は、２つの独裁国の内部の保安部隊が素 ３が１回に得られる数字である。地図盤上にあるＭＩＰＰ
早く、彼らの同盟が形成されるとすぐに、それらの人々か の数字記録欄にこの結果を記録する。ＭＩＰＰカウンター
らすべて抵抗の全滅させようとしたと想定されるので、こ は２種類ある。
こで特別な重要性を持っていない。全滅させるにも関わら 4.4 シナリオ１：ＭＩＰＰによる勝利条件
ず、イラクのＡＤＣユニットは２５１７に配置しなければ シナリオ１は１５ターンで終了するか１人のプレイヤーが
ならない。
負けたと認めるなら終了する。１５ターン終了時に、連合
イラン軍とイラク軍は一緒に移動とスタックはできない 軍プレイヤーは次の３つの条件を満たしたなら戦争に勝利
し、同じ戦闘で共同攻撃できない。さらに、イランの地上 したと宣言できる。
ユニットの全ての組織内で、イラクの歩兵と革命親衛隊は １）クェートを支配している。
移動とスタックと戦闘を共同して行えない。
２）地図盤の５つのイラク都市の内３つ以上を支配してい
3.9 移動不可エリアと移動制限
る。
このシナリオでは、どちらのプレイヤーもシリアに移動、 ３）イラクプレイヤーのＭＩＰＰを３０以上になるのを阻

５ 攻撃、退去、戦闘後前進はできない。イスラム軍はトルコ 止した。
のヘクスに攻撃はできるが、移動、戦闘後前進、退去はで

きない。サウジアラビア軍は自分の国とクェートでのみ移 デザイナーノート：地図盤上にある５つのイラク都市は、
動と戦闘ができる。もしユニットかスタックが戦闘の後に ２１０５、２５０９、２５１６、２５１７、３４２９であ
後退する（11.22 参照）ことを強いられ、そして唯一のそ る。イランの３つの都市は、３６１０、３７２５、３７２
れへのヘクス空きがこのシナリオでその陣営に禁止される ９である。

６

なら、もしイスラム軍なら、そのユニットかスタックは除
去される。もし連合軍にこの状況が起きたら、ユニットは 4.5 シナリオ２：ＭＩＰＰによる勝利条件
その場で止まり、１ステップロスする。禁止地帯「サダム シナリオ１は１５ターンで終了するか１人のプレイヤーが
ライン」はこのシナリオで効果は有効である。
負けたと認めるなら終了する。１５ターン終了時に、連合
軍プレイヤーは次の４つの条件を満たしたなら戦争に勝利
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１）クェートを支配している。

B
軍プレイヤーは自分のターン内でフェイズの手順で解決す
る。これは天候決定後直ちに行われ、連合軍プレイヤーは、

２）地図盤の５つのイラク都市の内３つ以上を支配してい ターンで戦闘後移動か移動後戦闘かを宣言する。
この選択は常に連合軍プレイヤーが決め、ターンの基本に
る。
３）地図盤の３つのイラン都市の内２つか３つを支配して 関してターン内で決めてゆく。ターンで移動後戦闘を選択
１
したら、小国部隊は攻撃力が１になる（防御力は変化しな
いる。
。また、ターンで戦闘後移動を選択したら、全ての連
４）イラクプレイヤーのＭＩＰＰを３０以上になるのを阻 い）
合軍は攻撃の欄が１つ右へ移動する。
止した。
4.6 イスラムのサドンデス勝利

イラクプレイヤーターンは常にターンで２番目に行う。そ
してイラクのフェイズはいつも移動フェイズの後に戦闘

両シナリオとも、クェートをイスラム軍が支配したら、イ フェイズがある。
スラム側の勝利で直ちにゲームは終了する。ＭＩＰＰは無
視される。
4.8 都市の支配

6.0

スタック

6.1 スタックは同じ時期に同じヘクスに１つ以上のユ
支配はプレイ中にそれぞれのヘクスがどちらに所属するか ニットがいることを示す。連合軍はユニットの規模やタイ
に使用する。ヘクスの支配は勝利条件の判定で重要であ プ、国籍に関わらず３つまでスタックできる。イスラム／

２

る。シナリオ１のスタート時に、イラクはクルド人の領域 イラクは３個の師団までスタックできる。師団サイズより
の非道路ヘクスを除いて、イラク領内の全てのヘクスを支 小さいイラクユニットは師団の１／３サイズとする。軍規
配している、連合軍は戦力がクルド人領域で配置されるの 模のＳＲＧユニットは１個の師団規模と扱う。また、3.4
に加えて、戦力の配置できる国の全てのヘクスを支配す と 3.8 を参照。
る。シナリオ２のスタート時に、イスラム側はクェート（３ 6.2 スタック移動
６３４）を除いたクェートとイラン、イラクを支配してい スタックルールはゲーム中いつでも適用する。この意味は
る。連合軍はクェート（３６３４）と戦力が配置できる国 プレイヤーはユニットの移動に注意をしなければならない
の全てのヘクスを支配する。
かフェイズで後に移動させる移動の障害になるユニットを ３
ヘクスの支配は他のプレイヤーがヘクスに進入したり通過 早期に持つ危険がある。３個のスタック制限を厳守する限
したら変更される。ヘクス内に連合軍ユニットの ZOC を り、ヘクス内を移動フェイズに通過したり進入したりする
及ぼすことはなんらヘクスの支配に影響を与えない。活動 ユニットの数には制限がない。
中のユニットの進入が起こらなければならない。ヘクスの スタックして移動フェイズを始めるユニットはスタックで
支配の変更はゲーム中何度でも起こる。
一緒に残らなくても良い、スタックは個々のユニットか小

5.0

ターンの構成

さいグループに分割して移動できる。
プレイヤーはそれぞれ他のスタック状態について一定の目

5.1 陣営、シナリオと3.0の配置を完了後、地図盤のゲー で保ち、いつでもスタックオーバーを監視する。両プレイ
ムターン欄の１にカウンターを置く。ターンが終了するた ヤーはターンのそれぞれのフェイズの終了時にスタック
びに、１５個ある欄に沿ってカウンターを前進させる。 オーバーをチェックする。もしスタックオーバーを見つけ
ゲームターンは２人にプレイヤーターンに分かれる。それ たら、ユニット所有プレイヤーはスタック制限を満たすま

４

ぞれのターンはフェイズに分割される。プレイヤーの行動 でスタックオーバーしたヘクスのユニットを除去しなけれ
は以下に示す妥当なフェイズに行われなければならない。 ばならない。
一回プレイヤーがターンを完了したら、敵のプレイヤーの 6.3 戦場の霧
承諾無しにプレイをやり直すことはできない。
両プレイヤーはいつでも好きなときに敵のスタックの中身
5.2 ターンの手順
を確認できる。
ターンの進行手順は以下に示す。ルールの残りはそれぞれ 6.4 スタック制限外ユニット
のターンで行われる手順で説明するために構成されてい どのユニットも2.12 で示したスタック値を持っていない
る。
ユニットである。これはこれらのルールで適用される特定 ５
１．連合軍プレイヤーターン
のルールに従ってスタックに加えることができる。従っ
Ａ．天候／再編成決定フェイズ
て、攻撃力がない、アメリカＫＣＧとイラクＡＤＣはヘク
Ｂ．連合軍の移動か戦闘フェイズ
Ｃ．連合軍の戦闘か移動フェイズ

スでのスタック制限に数えない。

２．イラク／イスラム軍プレイヤーターン
Ａ．移動フェイズ

7.0

Ｂ．戦闘フェイズ
３．連合軍回復フェイズ

連合軍のＺＯＣ

7 . 1 ＺＯＣはユニットの隣接している地域に、コン
ピューター化した砲兵、空中補給システム、これらの力を

使用する能力、イラク軍の移動を妨害する能力を巨大な連 ６
5.3 連合軍ターンの詳細
合軍のユニットを抽象的に示している。
天候チェックを除き、常に最初に連合軍が行動する、連合 しかし３つの制限があり（7.2参照）
、全ての連合軍ユニッ
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トはユニットの周囲６ヘクスにいつでもＺＯＣを展開して が半分になる。１つ以上のユニットの戦闘力を半分にする
いる。複数のユニットのＺＯＣと１つのユニットのＺＯＣ 場合、全てのユニットの攻撃力を合計してから半分にす
には相違はない。イスラムユニットにはＺＯＣはない。
7.2 ＺＯＣ制限

る。どのユニット、スタックも戦闘力は１以下にはならな
い。

１ ３つの制限があり、連合軍ＺＯＣは全ての地形種類に及ぼ イスラムユニットの移動フェイズの開始時にＺＯＣを及ぼ
したり及ぼせないことを述べる。

す連合軍ユニットの補給も判定する。このとき補給切れと

第１の制限は、たとえ機械化ユニットが山岳内を通過する なった連合軍ユニットはＺＯＣを失う。
道路上にいても、機械化ユニットは山岳ヘクスにＺＯＣを 8.4 補給の方法
及ぼせない。山岳内の道路上にいる機械化ユニットは山岳 ユニットは指定された補給源ヘクスから補給線を設定でき
ヘクス以外にはＺＯＣを及ぼせる。非機械化ユニットと空 る時補給できる。
8.5 イラクの補給源
中機動ユニットのＺＯＣは山岳にＺＯＣを及ぼせる。
第２の制限は空中機動以外のユニットのＺＯＣは、全ての イラクの補給源はバクダッド（２５１６、２５１７）であ
湖と全ての海サイド越しにＺＯＣは及ばない。例えば、 る。連合軍ユニットに１回バグダッドが支配されたら、イ
クェートにいる連合軍は、３５３４と３６３５にＺＯＣは ラク側が奪回しても補給源の機能は失われる。

２ 及ぼせるが他のヘクスにはＺＯＣは及ばない。

8.6 イラクの限定補給源
、キルクーク（２５０９）
、バスラ（３
第３の制限は、空中機動以外のユニットは断崖サイド越し モスル（２１０５）
にＺＯＣは及ばない。
7.3 ＺＯＣの影響

７２５）にいるイラク軍ユニットは補給を受けられる。こ
れらのヘクスにいないイラクユニットはバグダットのよう

、キ
全てのイスラムユニットはＺＯＣに進入したら停止しなけ な補給源として使用できない。１回モスル（２１０５）
、バスラ（３７２５）が支配された
ればならない。それ以上フェイズ内で移動はできない。Ｚ ルクーク（２５０９）
ＯＣ内で移動フェイズをはじめたイスラムユニットは攻撃 ら、イラク側が奪回しても補給源の機能は失われる。
8.7 イランの補給源と限定補給源
はできるが移動はできない。
7.4 ＺＯＣの喪失
３ 補給切れになった連合軍ユニットはＺＯＣを失う。
7.5 ＺＯＣの打ち消し
連合軍のＺＯＣにいるイスラムユニットは他のイスラムユ

イランの補給源はイラン国内の地図盤端の道路ヘクスで
す。これらの道路ヘクスは連合軍のユニットにより支配さ
れたら補給源として使用はできないが、奪い返せば再度使
用できる。

ニットのためにＺＯＣを打ち消せない。また、１回連合軍 イラン国内の都市にいるイランユニットは補給を受けた状
のＺＯＣに入ったイスラムユニットはＺＯＣを展開してい 態になる。都市ヘクスにいないイランユニットは地図盤端
る連合軍ユニットを破壊するか補給切れにするか再編成 の道路ヘクスの様な補給源に使用できない。１回イランの
都市が支配されたら、イラン側が奪回しても補給源の機能
ターンになる以外ＺＯＣから離脱できない。
連合軍のＺＯＣの効果はイスラムユニットのみに影響を与 は失われる。
え、その他の連合軍ユニットには影響を与えない。移動 8.8 連合軍補給源

４

フェイズに連合軍のＺＯＣにイスラムユニットがいても移 連合軍の補給源はクェート都市ヘクス、サウジアラビアと
動の妨げにはならない。そのような連合軍ユニットは移動 トルコの地図盤端の道路ヘクスです。これらの道路ヘクス
できまた、イスラムユニットのいない隣接したヘクスに移 がイスラム側に占領されると補給源として使用できない
が、奪い返せば再度使用できる。この補給源は連合軍の国
動できる。
籍に関係なく使用できる。
7.6 イスラム側の補給線への影響
イスラムユニットは連合軍のＺＯＣ内に補給線を引けるが 8.9 イスラム側の補給条件
通過することはできない。そして上記 7.5 で示すように、 シナリオ２では、同じ補給源から２国同時に補給はできな
連合軍のＺＯＣにいるイスラムユニットは他のイスラムユ い。イランとイラクは自分の国の補給源のみから補給を受
ニットのためにＺＯＣを打ち消せない。

けれる。２つのイスラムの補給線は同じヘクス内で交差し
ても良い。

５ 8.0 補給

8.10 補給線の設定
8.1 ユニットは戦闘や移動で完全な能力を発揮するため 補給線は道路以外と道路／幹線道路の２つの手段がある。
に補給が必要である。ユニットにより消費される補給カウ 補給線はユニットかスタックから引く。ユニットかスタッ
ンターは存在しない。代わりに、補給線を引くことにより クは道路／幹線道路の補給線から道路以外のヘクスへは４
抽象的に示している。

ヘクスまで届く。
ユニットかスタックのいるヘクスは補給線ヘクスに含めな

8.2 補給の判定時期
それぞれのユニットの補給は移動フェイズの移動開始時に い；道路／幹線道路のヘクスは補給線に含める。
判定する。補給切れと判明したユニットは移動力が半分に １回補給線を道路／幹線道路から引いたら、ユニットかス

６

タックの補給源から道路か／と幹線道路で接続された道路
戦闘を解決するときにその戦闘に参加する全てのユニット ／幹線道路の経路から離れることはできない。道路／幹線
の補給を確認する。補給切れのユニットがあったら戦闘力 道路の補給線は道路と幹線道路の両方を含めることができ
る。
なる。切り上げにする（例えば、３は２にする）
。

6

Strategy&Tactics 208

Back to Iraq 3rd
A

B

道路／幹線道路にいるユニットは補給線に道路以外の補給 あろう。従って、全ての連合軍ユニットは自発的にかダイ
線を必要とはしない；単に補給源から道路／幹線道路で補 スで決めた場合にゲーム中の臨時の再編成ターンに停止し
給線を設定する。補給源にいるユニットは補給線を設定す なければならない。
る必要はない。補給源から直接補給線の道路以外の部分に 9.2 ゲームが始まったら、ターン記録欄の４ターン目に
引ける。最終的に補給源にいるユニットは補給線の設定は 連合軍再編成マーカーを置く。天候と再編成フェイズの最
１
後に連合軍プレイヤーは１個ダイスを振る。もしダイスが
必要ない。自動的に補給を受けれる。
５、６であるなら、４ターンは再編成ターンになる。直ち
8.11 補給線の制限
どちらの道路／幹線道路と道路以外の補給線は敵のいるヘ に再編成マーカーを８ターンの位置まで移動させる。連合
クスに設定、通過はできない。補給線の道路以外の部分は 軍プレイヤーは８ターンまで再編成のチェックはしなくて
補給を受けるユニットが移動できない地形を含みヘクスサ 良い。
イドやそのヘクスに設定、通過はできない。例えば、機械 もしダイスが１〜４なら、再編成ターンにはならない。再
化部隊は道路沿いでない限り湿地に道路以外の補給線を設 編成マーカーを次のターンの位置へ動かす。連合軍プレイ
ヤーは次のターンに再び再編成チェックを行う。いつでも
定できない（10.14 参照）
。
補給線はゲームで使用しない国に設定、通過はできない。 再編成ターンはダイスを振ることが要求され、４つターン
補給線は海、湖を越えて設定できない（例外：8.14）
。補 分マーカーを進め、次のターンが始まるまでそれ以上
チェックはしない。
給線は川を越えて設定できる。

２

イスラムの補給線は連合軍ＺＯＣに設定できるが通過はで 9.3 再編成の効果
ダイスを振り再編成ターンが始まったら、これは現実とし
きない。
上記の制限内で、補給線は敵の支配下ヘクスでも設定、通 て戦場にいる兵隊の疲労と物資の欠乏を補う命令である、
活動しない結果のターンは「強制的な再編成ゲームター
過できる。
ン」と呼ぶ。このようなターンでは、連合軍ユニットは移
8.12 補給能力
上記で示した以外に、補給を得るユニットの数は、１ター 動と攻撃はできない。連合軍ユニットは普通に防御はでき
ン、ゲームターン、プレイヤーターンに制限はない。
8.13 連合軍航空補給

る、そしてイスラム側には何の影響もない。
9.4 自発的な再編成

天候が好天のターンに１回、ゲームターンの望む時期に、 いずれのゲームターンにも連合軍プレイヤーは再編成の
連合軍プレイヤーは航空補給のため地図盤の好きな位置の チェックは上記ルールで義務がある−ダイス判定より優先

３

１ヘクスに対し行える。航空補給のヘクスにいる連合軍ユ する−連合軍プレイヤーは「自発的な再編成」を行うと宣
ニットは残りのゲームターンに完全補給状態になる。航空 言できる。この場合もマーカーをターン記録欄で４つ進め
補給は悪天のターンには行えない（航空補給は 8.11 の束 る。自発的な再編成は移動が１ヘクスできる以外強制的な
再編成と同じである。イスラムにはなんら影響はない。
縛から逃れられる）
。
マーカーは好天のターンにいつでも１回置ける。１回置か 9.5 回復
れたら、残りのゲームターンはそのヘクスに効果を得る。 再編成ターンを行った連合軍プレイヤーのゲームターン終
ターンの終了時に、マーカーを回収し後のターンに使用可 了時に、移動しなかったユニットで、陸上補給が設定でき
４
るユニットは減少戦力になったユニットを全て完全戦力に
能なら脇において置く。
戻せる。再編成ターンの始めにおいてすでに減少してい
8.14 ＵＳＭＣの沿岸補給
アメリカ海兵隊軍団ＭＥＦユニットは沿岸ヘクスにいると た、そしてそれの間に攻撃された連合ユニットがまだ完全
補給状態になる。さらに、ＭＥＦユニットは海、湖を越え 戦力に戻す資格がある。再編成ターンに完全戦力である連
合軍ユニットはこのゲームターンに攻撃で減少戦力になっ
て道路以外の補給線を設定できる。
たら、このターンに完全戦力には戻れない。
8.15 自発的な補給切れ
両プレイヤーとも、故意に補給切れとなるヘクスにユニッ
トを移動させても良い。

10.0 移動

10.1 ゲームでの地上ユニットはユニットに移動力が印
刷されている。移動力はゲームターンの移動フェイズにユ ５
9.1 １５のゲームターンの制限で、連合の、ここで交戦 ニットが地図盤を移動できる能力を数字で示している。
中の軍隊が戦争あるいは少なくともその最初のキャンペー 10.2 移動の拘束

9.0

再編成と回復

ンの終わりを表わすであろう一般的な残余期間と再編成を 移動力はターンからターンへ、フェイズからフェイズへ持
行うために中断しなければならないであろう前に、最大の ち越したり、他のユニットに与えたり蓄積はできない。プ
時間に概算する。けれども現在のアメリカ陸軍ドクトリン レイヤーは自分の裁量でこのルールと上記のルールの制限
が個別の戦闘の終わりにおいて同じく戦術的な休止を必要 内で、ゲーム中移動フェイズでユニットの移動力を全て、
とする、そしてそれは「再編成フェイズ」としてゲーム用 いくつか、全く使用しないことができる。移動するユニッ
語で言及される。アメリカ陸軍が全部の連合戦力のひとつ トは停止する前に全ての移動力を使う必要はない。個々の ６
の最も大きい謡を供給しているので、これらの問題へのア ユニットかスタックの移動は他のユニットが移動を始める
プローチが全部の連合キャンペーンのペースを左右するで 前に移動を終了しなければならない。プレイヤーは敵プレ
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イヤーが認めない限りすでに移動したユニットの位置を変 る。
更できない。
10.12

荒れ地

ユニットはヘクスから隣接するヘクスへ移動し−ヘクスは 丘ヘクスが高台で５００から２ , ０００フィートまで変化
飛び越えることはできない−ヘクスに移動する場合、ヘク して、そして１１から３０％の斜面を含んでいる、地形上

１ ス内の地形のいろいろな移動コストを払う。自分のユニッ のもっと多くのでこぼこの区域を表す。荒れ地ヘクスは全
トの移動は自分のターンでのみできる。敵のユニットの移 ての非機械化ユニットと空中機動ユニットは１移動力を消
動は自分のターンでは起こらない。
10.3 最小移動力

費し、機械化ユニットは３移動力を消費する。
10.13 山地

ユニットは必要とする移動コスト全て使用して十分な移動 山地は地図盤で最もでこぼこしている、３０％以上の斜面
力がないならヘクスに移動はできない。
のある２０００フィート以上の高さのある地形である。機
10.4 スタック移動
械化ユニットは道路で移動する（1 0 . 1 9 ）か下車する
スタックの移動は、ユニットは同じヘクスで移動開始時に （10.21）以外山地に入れない。山岳歩兵と空中機動は１
スタックしていなければならない。しかし、ユニットは同 移動力を消費し、その他の非機械化ユニットは２移動力を
じヘクスで移動ははじめたがスタックとして移動する必要 消費する。

２ はない。このような場合、スタック、個々に、一部だけで もしヘクス内に山地と荒れ地があったら、山地とする。
移動しても良い。シナリオ２では、イランとイラクは移動、 10.14

湿地と塩湿地

スタック、共同攻撃はできないが、連合軍は国籍による制 湿地は湿った土地を示し、沿岸での塩湿地と違い河の氾濫
限はない（例外 11.24 参照）
。
でできた灌漑地である。機械化ユニットは道路か下車で移
10.5 スタックの解消
動した場合に進入できる。非機械化ユニットは２移動力を
スタックで移動しているとき、プレイヤーは一時的にユ 消費する。空中機動は１移動力を消費する。
ニットか一部を分離するために移動を停止し分離したユ 塩湿地は好天では平地で悪天では湿地になる。もし機械化
ニットを移動させる。残ったユニットは分離したユニット ユニットが悪天になったときに塩湿地にいたら、好天にな
の移動後移動を再開する。しかしプレイヤーはまったく違 るまで移動ができない。悪天では道路上の湿地のように、
３ うスタックを移動しはじめたら、敵プレイヤーの承諾無し 普通に防禦できるが攻撃はできない。
には以前のスタックの移動は再開できない。
10.15 河ヘクスサイド
10.6 スタックの移動力
ヘクス間に走り、ヘクス内にもある地形は河である。例え
もし違う移動力のユニットのあるスタックが移動するな 道路／幹線道路で移動したとしても、機械化ユニットが河
ら、スタックは一番遅いユニットの移動力で移動する。遅 を越えるときには、ダイスを１個振る。スタックで河を越
いユニットが移動した後で、移動力のある残りのユニット えるときは、スタック全体で１個ダイスを振る。ダイスの
は移動を継続できる。
目は河を越えるための移動力に加えられる移動コストにな
10.7 敵ユニット
ユニットは敵のいるヘクスには入れない。

４

る。
非機械化ユニットは河を越えるとき、ダイスは振らず＋１

10.8 地形
を移動力に加える。
地図盤には自然なものと人工の地形の２つがある。それぞ 機械化ユニットと非機械化ユニットが一緒に河を越えるな
れの地形はいくつかの異なるタイプに分かれる。同じヘク ら、機械化ユニットはダイスを振り、非機械化ユニットは
ス内に自然の地形は１つ以上存在しない。しかし１つ以上 ＋１して移動する。
の人工の地形が同じ１つのヘクスに存在する。
10.9 自然地形

空中機動ユニットの移動は河は何の影響もない。
10.16 湖、海、貯水池

自然地形には９つのタイプ、平地、荒れ地、山地、砂漠、 機械化と非機械化ユニットは湖と海ヘクスに進入できな
絶壁、湿地、塩湿地、河、湖／海／貯水池である。地上ユ い。空中機動ユニットの移動は湖と海はなんら影響を受け
ニットの地形での移動は以下の説明と地形効果表に示す。 ないが移動を湖と海のヘクスで終了できない。
10.10 平地
10.17 絶壁

５ 平地はゲームで一番基本となる地形である。すなわち、ヘ 機械化と非機械化ユニットは絶壁ヘクスに進入できない。
クスが平地の地形だけでその中に際立って防衛を強めるで 空中機動ユニットの移動は湖と海はなんら影響を受けな
あろうどんな自然の特徴を欠いた区域を表すか、あるいは い。
このシミュレーションの縮尺において移動を遅くする。平 10.18

人工の地形

地の移動コストは１移動力である。全ての都市は平地の地 人工地形は道路、幹線道路、都市、町、陣地、国境の６つ
形のヘクスに存在している。
である。
平地と考えられるヘクスには、そのヘクスは自然の地形だ 10.19 道路と幹線道路
けとしなければならない。ヘクス内に平地以外の地形があ 道路と幹線道路はユニットの移動力を増し、普通の地形効

６

るなら、そのヘクスに他の地形の絵がある。
10.11 砂漠

果を無視する。機械化ユニットは道路上を移動するなら
0.5 移動力で他のヘクス内の地形に関係なく移動できる。

機械化ユニットは砂漠ヘクスには入れない。非機械化ユ 非機械化ユニットは同じように移動すると１移動力で移動
ニットは２移動力を消費し、空中機動は１移動力を消費す できる。幹線道路を機械化ユニットが移動すると 0.25 移
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動力で移動できる。
制限はない。攻撃者は前もって攻撃を宣言する必要はな
ユニットは同じ移動フェイズで道路と幹線道路とそれ以外 く、次の戦闘を行う前に１つの戦闘を解決するなら望むよ
の移動をユニットの移動力以内なら組み合わせて移動でき うに解決できる。
る。
11.5 戦闘方法
空中機動ユニットの移動は道路と幹線道路の移動特典は受 通常攻撃プレイヤーは防御力より与えられた戦闘より多く
１
け取れない。
の戦闘力で戦う。このような攻撃は「高比率攻撃」と呼ぶ。
10.20 都市、町、陣地、国境
これらを解決するため、攻撃プレイヤーは最初に戦闘比を
道路と幹線道路以外の移動で都市ヘクスに移動するなら１ 算出する。戦闘に参加する戦闘ユニットの戦闘力を足す。
移動力を消費する。
防御側の防御力を求める。攻撃力の合計で防御力の合計を
町、陣地、国境に移動する場合、そのヘクス内のその他の 割り比率を求める。
地形の影響で決める。
10.21 連合軍機械化ユニットの下車

11.6 低比率の攻撃
防御側の防御力より攻撃側の攻撃力が低い場合は低比率攻

連合軍プレイヤーはアメリカ、イギリス、フランスの機械 撃である。防御力の合計で攻撃力の合計を割り比率を求め
化ユニットの１つ、いくつか、全てを下車させることがで る。左側の数字が１になるように比率を求める。
きる。
11.7 戦闘比の限界
連合軍の移動フェイズの始めに、連合軍プレイヤーはアメ 連合軍のＣＲＴでは１：２から５：１までである、イスラ

２

リカ、イギリス、フランスの機械化ユニットのいづれかを ム側のＣＲＴは１：１から６１：１まである。もしＣＲＴ
非機械化ユニットに変換できる。
での一番低い戦闘比より下回ったら、戦闘は自動的に「Ａ
選択されたユニット陸上補給を受けイスラムユニットに隣 Ｓ」か「ＡＳ＋」になる。ダイスは振らない。もしＣＲＴ
接してはならない。下車したユニットは分かるように紙に での一番高い戦闘比を上回ったら、自動的に「ＤＥ」にな
記入しておく。下車したターンには移動と攻撃はできな る。ダイスは振らない。
い。
連合軍プレイヤーは自分の攻撃には連合軍用ＣＲＴを使用
下車した機械化ユニットは移動力４の非機械化ユニットと し、イスラム／イラク軍プレイヤーは自分の攻撃にイスラ
同じである。連合軍プレイヤーが望む限り下車ユニットで ム／イラク軍用ＣＲＴを使用する。
３
使用して良いが、戦闘力は半分になる。
11.8 修正前戦闘比
機械化に戻すには回復のように置き直す。単に、機械化に 上記で求めた戦闘比は修正前戦闘比と呼ぶ。以下に示す修
戻すユニットはそのターンに移動と戦闘ができない。
10.22 連合軍の航空機戦術とイスラムの移動

正でＣＲＴ上で右や左に修正が起こる。シフトが発生した
とき、所定の戦闘に当てはまるシフトがそれらの効果で累

悪天候ターンには、イスラムの機械化ユニットは２移動力 積的であるというすべての戦闘比を行うことは重要であ
増加する。非機械化ユニットは１移動力増大する。
る。

11.0

戦闘

11.9 極端な戦闘比
最終的に戦闘比がＣＲＴで表記された範囲を超えることが

戦闘フェイズにプレイヤーは自分のユニットに隣 ある。戦闘比が決まったら、もしＣＲＴで戦闘比が範囲を
４
接した敵ユニットを攻撃できる。プレイヤーターンを行っ 超えていたら、11.7 で示した方法で解決する。
11.1

ているプレイヤーは攻撃側、もう一方を防御側と呼ぶ。攻 11.10 戦闘決定のダイス
戦闘を解決するために、ＣＲＴ上で戦闘比の欄を見つけ、
撃は任意である。
ダイスを振る。その戦闘比の欄でダイスを振り、ダイスと
敵ユニットのいるヘクスはプレイヤーは周囲のヘクスから 一致する欄を見つける。これは戦闘での戦闘結果になる。
できる可能な数のユニットで１つの攻撃を行うことができ 11.11 連合軍ＣＲＴ
る。１回の攻撃では１つ以上のヘクスは攻撃できない。 「ＤＲ」は防御側のイスラム軍は１ヘクス後退しなければ
11.2

複数ヘクスの戦闘

スタックしたユニットは同じヘクスの攻撃に関与する必要 ならない。もしこの結果に＊印があったら、ＭＩＰＰ
はない。一部が１つのヘクスを攻撃し残りが他のヘクスを チェックを行う。
攻撃できる、全てで攻撃する必要はない。防御ユニットは 「ＡＳ＊」はステップロスはせず戦闘後前進、後退はでき ５
ない。この結果は常に＊を伴い、ＭＩＰＰチェックを行う。
戦闘を拒否できない。
「ＤＥ」は戦闘に参加した全てのイスラム軍を除去する。戦
１つの戦闘でユニットは戦闘力を分割できないし１つ以上 闘に参加した連合軍ユニットは戦闘後前進できる。
の戦闘に分割できない。同様に、防御ユニットも防御力を 11.12 イスラム軍ＣＲＴ
１つ以上の戦闘に分割できない。一緒にスタックして防禦 「ＤＲ」は防御側の連合軍は１ヘクス後退しなければなら
11.3

ユニットの戦闘力

するユニットは１つのユニットの様にして扱う。攻撃する ない。この結果は常に＊を伴い、ＭＩＰＰチェックを行う。
ユニットは攻撃フェイズに１回以上攻撃できない、防禦す 「ＡＳ」はステップロスはせず戦闘後前進、後退はできな
い。
６
「ＤＬ１＊」は戦闘に参加した連合軍ユニットから１ス
11.4 攻撃の手順
上記の制限内で、プレイヤーは攻撃フェイズで攻撃回数に テップを除去する。連合軍のユニットのステップロスはイ
スラム側プレイヤーの選択で行う。もし連合軍がステップ
るユニットは戦闘フェイズに１回以上攻撃を受けない。
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ロスでいなくなったら、イスラム軍は戦闘後前進できる。 もし１つ以上のユニットが後退できるヘクスがある場合、
この結果は常に＊を伴い、ＭＩＰＰチェックを行う。
ユニットの所有プレイヤーは補給源に近付くように１ヘク
11.13 地形効果表
ス後退させなければなります。もしそのようなヘクスが複
自然と人工の地形には戦闘での影響があり、防御側に有利 数あるなら、ユニットの所有プレイヤーが決める。

１ なシフトが通常ある。例えば、「Ｌ１」は荒れ地の地形効 スタックはスタック制限に従う限り１つ以上に分割して後
果である。この意味は防御側が荒れ地にいたら、戦闘比を 退できない。

算出後、ＣＲＴ上で左へ１つずらせる。もし３：１の戦闘 退去は移動ではない。しかしながら、ユニットは通常の
比なら、２：１になる。
移動で禁止されているヘクスには退去できない。
１つの戦闘では１つの地形効果しか得られない。しかし戦 11.23 戦闘後前進
闘で河越えの戦闘力の半減は地形効果を適用する前に半減 戦闘の結果防御ユニットのいたヘクスが全てのユニットが
にする。
11.14 道路と幹線道路

いなくなったら、勝者はそのヘクスに戦闘後前進できる
（スタック制限は適用される）
。このような前進は通常の移

道路と幹線道路は戦闘にはなんら影響はない。これらは移 動の一部ではない、移動力はかからない。しかし、移動す
動のみに効果があり、戦闘には効果はない。機械化ユニッ るユニットは移動する地形の禁止のヘクスへは移動できな

２ トは攻撃位置が道路にいるなら、山地と湿地に攻撃でき い。勝者は河ヘクスサイドを越えて前進できる。
る。

前進は任意である。これは決して強制ではない、前進か停

11.15 都市、町、陣地
都市で防御するユニットは３つ左へシフトできる。

止かは戦闘の結果がでたら、次の戦闘を行う前に決めなけ
ればならない。前進する攻撃者は望むなら、スタックで、

町で防御するユニットは１つ左へシフトできる。
１ユニット、少ないユニットで前進できる。戦闘に勝利し
シナリオ２でサダムラインで防御するイスラムユニットは た防御側は戦闘後前進はできない。
１つ左へシフトできる。シナリオ１では効果はない。
11.16 山地

11.24 列強国参戦要求
連合軍の攻撃は少なくとも１つの列強国（アメリカ、イギ

山地で防御するユニットは２つ左へシフトできる。機械化 リス、フランス）ユニットが参加しなければならない。
３ ユニットは攻撃位置が道路にいるなら、山地に攻撃でき 11.25 包囲攻撃
る、攻撃力は半分になる。
防御ユニットが挟み込んだ２方向、３方向、４方向の周囲
山岳歩兵には山地での特別な特典はない、単に移動に特典 から攻撃を受けたら、攻撃側がイスラムなら１シフト右へ

４

がある。
11.17 荒れ地

ずらし、攻撃側が連合軍なら２シフト右へずらす。防御す
るユニットに隣接したヘクスに友軍がいてもこのシフトに

荒れ地で防御するユニットは１つ左へシフトできる。
11.18 湿地と塩湿地

なんら影響はない。

機械化ユニットは攻撃位置が道路にいるなら、湿地に攻撃 12.0 アメリカ第１０１空挺師団
できる、攻撃力は半分になる。非機械化ユニットと空中機 12.1 第１０１空挺師団は次の特徴がある。
動ユニットはこのペナルティーはない。従って、もし湿地 １）ゲームで唯一同じプレイヤーターンに戦闘と移動がど
にいる攻撃を受けたユニットが非機械化ユニットと空中機 ちらしかできない。
動ユニットであるなら、１つ左へシフトする。また、好天 ２）戦闘後前進ができない。
では塩湿地は平地で、悪天候では湿地になる。
３）敵のヘクスから５ヘクス離れた位置で攻撃ができる。
11.19 平地
４）１個以上の連合軍ユニットと一緒に攻撃したら、攻撃
平地は戦闘でなんら影響はない。
は自動的に包囲攻撃になる。
11.20 河ヘクスサイド
５）悪天候では影響を受ける。
アメリカのＭＥＦと１０１空挺師団を除いて河川越えの攻 そして
撃力は半分になる。アメリカのＭＥＦと１０１空挺師団は ６）友軍から５ヘクス離れた位置から攻撃支援ができる。
河川の影響を受けない。
12.2 移動か戦闘

５ 11.21 砂漠

１０１空挺師団はゲーム中に移動と戦闘の両方を同じター
機械化ユニットは下車しない限り、砂漠で攻撃できない。 ンにできない。これは１つかもう１つしかできない、しか
非機械化ユニットと空中機動ユニットはこのペナルティー しプレイヤーターンに両方はできない。連合軍が選択し、
はない。
ターンでの行動を決める。

11.22 後退
12.3 地形効果の無視
「ＤＲ」
、「ＤＲ＊」の戦闘結果は、戦闘に参加した防御ユ １０１空挺師団が移動するとき、飛行していると扱う、組
ニットを１ヘクス後退させなければならない。通常、後退 織的な航空輸送で、新しい位置に移動できる。移動フェイ
の厳密な方向はユニットの所有者が決めるが、次の例外が ズに、１０１空挺師団は全ての地形を１移動力で移動で

６

ある。
き、河と海と湖、貯水池を無視できる。敵ユニット、全て
イスラエルユニットは連合軍ＺＯＣに後退できない。連合 の水地形、全ての地形を飛行して移動できるが、湿地と山
軍のＺＯＣ内にいる他のイスラムユニットはＺＯＣを打ち 地は道路があっても停止できない。敵のユニットのいるヘ
消せない。
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クスでも停止できない。
12.4 戦闘後前進不可

を決める。
乾燥した年なら、２個ダイスを振る。結果が２か１２なら

１０１空挺師団は戦闘後前進できない。
12.5 戦闘

天候は悪天になる。もし湿潤の冬の年なら、ダイスを１個
振る。結果が６なら悪天候になる。

１０１空挺師団は普通に防御はできる。攻撃は自分の位置 13.3 悪天候の影響
１
より５ヘクス以内の敵ユニットに対して行える。距離は自 好天ではなんら影響はない；全ての上記までのルールは好
分の位置から敵の位置まで数える。距離は敵のヘクスは数 天での条件で書かれている。悪天候では、次の影響がある。
える。自分のヘクスは数えない。この攻撃の射程は敵のい １）塩湿地は湿地とする。
るヘクスと全ての地形を通過して行えるが中立国のヘクス ２）連合軍の航空補給は使用できない。
は通過できない。
３）イスラム側の機械化ユニットは２移動力増える、非機
１０１空挺師団の攻撃は、河川越えの地形効果を無視する 械化ユニットは１移動力増える。そして
のを除いて、全ての地形効果を適用する。１０１空挺師団 ４）１０１空挺師団の攻撃距離が影響を受ける。
は遠距離の攻撃と隣接した攻撃で、普通の攻撃の様にス 13.4 化学戦
テップロスの損害を被る。
それぞれのゲームターン、両方の戦闘フェイズに、イスラ
１０１空挺師団が他のユニットと共同で敵ユニットを攻撃 ムプレイヤーは１つ、いくつかまたは、全ての攻撃か防御
したら、攻撃は自動的に包囲攻撃になる。
で化学戦を行なうことを宣言できる。この宣言はプレイ

２

１０１空挺師団は湿地と山地内の断崖を越えて攻撃でき ヤーにより１件ずつ慎重に行う。化学戦を示すため、化学
る。
戦マーカーを使用し、選択した戦闘で巻き込まれた連合軍
12.6 攻撃支援
のユニットの上に置く。効果は１つの戦闘で戦闘力が半分
１０１空挺師団は連合軍プレイヤーターンに移動か攻撃の （切り上げ）になる。
どちらかしかできない、イスラムユニットが隣接しない、 13.5 化学戦に対する連合軍の反応
この条件で連合軍プレイヤーは５ヘクス以内の連合軍ユ いつでもイスラム側は化学戦を宣言できる、連合軍プレイ
ニットに攻撃支援ができる。イスラムプレイヤーが攻撃を ヤーはもしワシントンは限定的な報復で反応するか大規模
宣言後、連合軍プレイヤーは単に１０１空挺師団の攻撃力 な報復で応酬するか、ダイスを１個振り決める。結果が１ ３
を利用することを宣言する。そして防御力の計算するとき 〜３なら限定的な報復で、４〜６なら大規模な報復を行
に攻撃力を加える。
う。
12.8 悪天候と１０１空挺師団
13.6 限定的な報復
悪天候では攻撃と攻撃支援力は半分になる。攻撃距離も影 限定的な報復が許可されたら、連合軍プレイヤーは、イス
響を受ける。１個ダイスを振り、結果から１を引く；０〜 ラムプレイヤーのターンの残りか自分の次のターンに、イ
５が悪天候での攻撃距離になる。自分自身の防御力は天候 スラム側が使用したのと同じように１個の化学戦ができ
により影響は受けない。
12.9 １０１空挺師団のＺＯＣ

る。連合軍は許可の引き金となった戦闘では化学戦はでき
ないし、都市や町にいるユニットに対して使用できない。

１０１空挺師団のＺＯＣは、山地、湿地、断崖、全ての水 13.7 大規模報復
４
ヘクスを含むヘクスにＺＯＣを展開できる。
この仮説は、アメリカ政府はいくつかの兵器システム（小
12.10 １０１空挺師団の補給
さい核兵器、中性子爆弾、すさましい破壊力の驚愕兵器）
、
１０１空挺師団は他の地上ユニットと同じように補給線を 化学戦よりももっと効果があり、反撃に使用を決める。も
要求される。しかしながら、非道路の補給線は１０ヘクス し大規模報復が許可されたら、イスラムプレイヤーが引き
まで拡張される。
金となった戦闘を解決するとすぐに、敵ユニットのスタッ

13.0

選択ルール

クを１つ選択し、ゲームから取り除く。また、都市か町に
いるユニットは選択できない。

デザインノート；プレイヤーはプレイを始める前にこの 13.8 イスラム側核兵器
セッションからどのルールを使用するか決める。これらは シナリオ２では、イスラムプレイヤーは小さい核兵器を使
用できる。１回それぞれのゲームターンに核攻撃を試みれ ５
いくつかの平易なリアル差をもっと追加するだろう。
る。核攻撃を行うため、ゲームターンの始めにイスラムプ
レイヤーは宣言し、地図盤の好きな場所にいる連合軍ユ
13.1 シナリオと天候
このゲームのスケールでは、天候は好天と悪天がある。そ ニットの上に核爆発マーカーを置き、ダイスを１個振る。
れぞれのゲームのスタート時に、ユニットを配置する前 結果は以下に示す。最初のターンに使用後、以後のダイス
に、ダイスを振りキャンペーンでのこの年の天候状態を決 の目に１を加える。
める。結果が１〜５なら乾燥した年になり、６なら湿潤の
冬の年になる。
13.2 天候の決定

核兵器爆発結果表

ダイス
両シナリオの最初のゲームターンは自動的に好天になる。 １、２、３
次のゲームターン以降に、１固か２個のダイスを振り天候 ４
５、６
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13.9 目標命中

B
で連合軍に有利になるように１コラムシフトできる。この
意味を示すためユニットの戦闘力と防御力の間には上向き

もし目標に命中となったら、イスラムプレイヤーは直ち の矢印で示してある。
にダイスを１個振る。結果は命中ヘクスにいる連合軍ユ 13.16 連合軍重攻撃マーカー

１ ニットにステップロスする数である。もし命中ヘクスに複 ゲームターンに１回、連合軍プレイヤーは、天候には関係

数のユニットがいたら、イスラムプレイヤーはどのユニッ なく、１つの戦闘か防御の支援するため重攻撃マーカーを
トにステップロスを割り当てるか選択する。ＭＩＰＰ 置くことができる。効果は連合軍に有利になるように１コ
チェックを行う。
ラムシフトできる。
核爆発マーカーはゲームターン終了まで置かれる。ゲーム 13.17 ＭＥＦ
ターンにこのヘクスに移動コストは空中機動ユニット以外 アメリカ海兵隊軍団ＭＥＦユニットは、水陸両用の戦闘能
倍になる。ゲームターンの終了時に核爆発マーカーを取り 力がある。これは完全海ヘクス、完全貯水池ヘクス、完全
去る。
湖ヘクスを渡ることができる。移動フェイズに１つのこれ
13.10 目標を外し着弾
らヘクスを越えた後、それ以上は移動できない。また、平
もし目標を外し着弾となったら、イスラムプレイヤーはダ 地の様に、河川ヘクスサイドを加えて、そのようなヘクス

２ イスを１個振る。目標としたヘクスの北側より周囲６ヘク 越しに攻撃ができる。ＭＥＦユニットは沿岸ヘクスにいる
スに１〜６までの数字を割り当てる。ダイスの結果を当て と常に補給状態である。
はめる。もしどちらかのユニットが新たな目標にいたら、
13.9 での方法で解決する。ＭＩＰＰチェックを行う。

上級ゲームルール

13.11 不発
概要
不発は効果無しである。爆弾は期待通り成功せず、単に爆
BTI3eの上級ルールとユニットは両陣営のジレンマ、指揮
発しなかった。ＭＩＰＰチェックは行わない。
系統の優位性、制限された戦略諜報活動、特別な作戦戦力
13.12 都市と町に対する効果
と領域の活用を加え、ゲームをもっと深く掘り下げる。上
どちらかの結果で都市か町に命中したら、追加の効果があ
級ルールはＡＧで始まるルールである。
３ る。
１）もし町に命中したら、この場所は今後町は存在しない
ＡＧ 1.0 戦略目標
ように扱うが、元々の自然の地形は通常の移動と戦闘で適
イスラム側プレイヤーは戦略目標マーカーを配置する、重
用する。
要な軍事基地やその他の鍵となる目標を示している。これ
２）もし都市ヘクスに命中したら、以後荒れ地ヘクスとし
らのマーカーは地図盤上に裏返しにして配置する、そして
て扱う。これにより都市の補給源の機能も失う。クェート
連合軍に発見され、攻撃を受ける。これらのマーカーの効
の都市部に命中したら思い掛けない死の勝利を得る。
果は戦略目標チャートに記載してある。
13.13 連合軍核攻撃の反撃
ＡＧ 1.1 戦略目標の配置
いずれかの結果でもイスラム側が核攻撃に成功したら、連
イスラム側プレイヤーは戦略マーカーを意図した数を取り
合軍プレイヤーは直ちに１個ダイスを振り、ワシントンの
上げ、最初の配置時にこのマーカーを置く。目標マーカー
４
反応を決める。もし結果が１〜５なら、戦術的な反撃にな
は次の制限内で置かれる。
る。結果が６なら、大規模反撃になる。戦術的反撃なら、
シナリオ１
連合軍プレイヤーは 13.7 で記述したように、正確に反応
（１）イスラムプレイヤーはマーカーを分類して４つ選択
することを考慮していた。結果が大規模反撃なら、アメリ
する。これらをクルド人領域以外のイラク領内へ裏返して
カの戦略核倉庫のいくつかは解放される。この場合、プレ
おく。
イを停止し、連合軍プレイヤーはゲームの勝者と宣言でき
（２）次にイスラムプレイヤーは無作為に６個戦略マー
る。
カーを選び、これらは中身を確認してはならない。これら
もしイスラム側の核攻撃ヘクスが町であったなら、連合軍
をクルド人領域以外のイラク領内へ裏返しておく。これら
の反応のダイスに１を加える。もし都市であったら、ダイ
を配置後、中身を確認しても良い。
５ スに２を加える。
シナリオ２
13.14 連合軍の海軍砲撃支援
（１）イスラムプレイヤーはマーカーを分類して５つ選択
ゲームターン中に１回、連合軍プレイヤーは沿岸ヘクスで
する。これらを確認した後で、イラクと、かイランの国内
攻撃か防御する友軍に海軍の攻撃支援ができる。この場合
に裏返して置く。
の攻撃力は、ダイスを１個振り、結果を支援するユニット
（２）次に、イスラムプレイヤーは無作為に１０個戦略マー
の攻撃力か防御力に加える。制限は支援するユニットの攻
カーを選び、これらは中身を確認してはならない。クルド
撃力を越えた海軍攻撃支援力は無視される。
人領域以外のイラクと、かイランの国内に裏返して置く。
海軍はステップと自分自身の攻撃力は持たない。海軍は連
これらを配置後、中身を確認しても良い。
６ 合軍の攻撃支援でのみ使用できる。
（３）少なくとも１０個の戦略マーカーを上記１で全ての
13.15 アメリカ第４機械化師団
Ｃ４Ｉを含んだ、イラク領内に配置する。
アメリカ第４機械化師団は新しい兵器、通信装置、戦術体
両シナリオ：全ての戦略マーカーは都市、町に配置しなけ
系を試すためのテスト部隊である。従って、参加する戦闘
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ればならない、しかし１ヘクスに１個までしか置けない。 後前進の能力を全てのイラクユニットに与える（マーカー
ＡＧ 1.2 戦略目標マーカーはユニットではない、移動や が表か裏返しでも）。イラクの司令部ユニットは通常の活
攻撃もできない、スタック制限にも含めない、敵ユニット 動で規定されたＣ４Ｉに連絡をできない。Ｃ４Ｉは単に地
の補給線を妨害しない、戦略目標マーカーチャートに示さ 図盤に存在するだけである。
れている以外の効果はない。
ＡＧ 1.3 戦略マーカーの暴露と攻撃

（コメント：イラクは実際中央のフセインに管理され、無
１
駄口は許さず、自分の部下の一部に主導権を助長させな

）
イスラムプレイヤーはいつでも戦略マーカーを見ることが い。
瞞：
（１）もし通常の航空攻撃かステルス航空攻撃で
できる。連合軍プレイヤーはマーカーを表にしない限り見 ＊ 欺 瞞
ることはできない。戦略マーカーはいろいろなゲームアク 攻撃されたら、マーカーは戦闘の結果に関わらず自動的に
ションにより暴露される。１回暴露されたら、表にして地 暴露する。そして、イスラムプレイヤーは１ＭＩＰＰを得
図盤上に置いたままにする。暴露された戦略マーカーは２ る。マーカーはその後地図盤から取り除く。
（２）もし偵察攻撃を受けたら、マーカーは偵察成功にな
度と裏にはされない。
ＡＧ1.4 一定の連合軍のアクションがマーカーの暴露と るまで裏返しのままである。この結果でマーカーは表に返
し、地図盤から取り除く。（３）もし連合軍の地上ユニッ
除去ができる。
（１）連合軍プレイヤーは陸上ユニットでマーカーヘクス トがマーカーのあるヘクスに進入したら、表に返し地図盤
に進入する。この時点で、マーカーは表に返し、ゲームか から取り除く。もし連合軍地上ユニットがマーカーのある

２

ヘクスを攻撃したら、マーカーのあるヘクスに戦闘後前進
ら取り除かれる。
（２）連合軍プレイヤーは隣接する裏返しのマーカーにＳ しない限りマーカの影響は受けない。そしてマーカーは暴
ＯＦ作戦が成功したとなったら、表に返し、マーカーは 露され、地図盤から取り除く。（４）ＳＯＦ作戦で暴露さ
れたら、マーカーは暴露され、地図盤から取り除く。
チャートで示された効果を発揮する。
質：
（１）もし航空攻撃で人質マーカーが除去された
（３）連合軍プレイヤーは戦略マーカーのあるヘクスに対 ＊ 人 質
（２）も
し航空機爆撃を行える。航空攻撃表を参照し、戦略マー ら、ダイスを１個振り、結果をＭＩＰＰに加える。
カーの除去を行う。しかしながら、これはマーカーに含ま しＳＯＦユニットが人質マーカーに対し作戦が成功した
れる情報は暴露されない（ゲームが終了するまで暴露しな ら、地図盤からマーカーを取り除き、ダイスを１個振り、 ３
い）
。航空機攻撃表で結果を出す。また、監視航空機攻撃 結果はＭＩＰＰを減少させる。（３）もし地上ユニットが
は裏返しのマーカーを暴露できる。しかし、マーカーを除 人質マーカーのあるヘクスに入ったら、マーカーは地図盤
から除去される、ＭＩＰＰは変化しない。
去できない。
報：もし戦争情報マーカーが表になったら、ダ
（４）どんな理由でも、イスラムプレイヤーはマーカーを ＊ 戦 争 情 報
（コメント：こ
好きなときに暴露しても良い。単にマーカーを表にする。 イスに＋１してＭＩＰＰチェックを行う。
のマーカーは政治効果を拡大するため使用するメディア施
表にしたマーカーの効果は表を参照。
設を示す）
ＡＧ 1.5 スカッドミサイル攻撃
設：表にした状態で軍事施設マーカーをいずれ
ＳＳＭマーカーはスカッド攻撃の行う適切な機会をイスラ ＊ 軍 事 施 設
（コ
ムプレイヤーに与える。これらは表に詳しく書かれてい かの都市に置くとその国のユニットの補給源になる。
４
メント：軍事施設は送電設備、兵器工場、兵站等、軍事支
る。
援を示す）
ＡＧ 1.6 勝利条件
Ｍ：地図盤にある１つのＳＳＭマーカーは、イス
（１）ゲームの終了時に、イスラムプレイヤーは次のＭＩ ＊ Ｓ Ｓ Ｍ
ラムプレイヤーがターンで１回スカッドミサイル攻撃を行
ＰＰを受け取る。
地図盤上にあるそれぞれのＷＭＤについてダイスを２個振 える。スカッドミサイル攻撃は全ての他のアクションを解
決した後で、イスラムプレイヤーターンの最後に使用でき
る。その合計をＭＩＰＰとする。
（２）ゲーム終了時に、連合軍プレイヤーは追加の勝利点 る。ユニットを目標にできない。スカッド未済いるの解決
のため、スカッド攻撃表でダイスを１個振る。
を得る。
全てのテロリスト基地とＷＭＤを除去すると都市の占領で ＊ テ ロ リ ス ト の 基 地
ゲームスタート時にあるそれぞれのテロリストの基地は、 ５
の得点のように数える。
（３）ゲームバランスを取るために、イスラムプレイヤー イスラムプレイヤーはアカイダの「アルナイダー」ＳＯＦ
は勝利するためにＭＩＰＰは＋１０点上昇する（４０以 ユニットを１個受け取れる、他のＳＯＦとして追加で受け
取れる最大２ユニットまでである。ＳＯＦルール参照。破
上）
。
壊されたテロリストの基地を勝利条件として数える。しか
しながら、もしテロリストの基地がゲームの過程で破壊さ

ＡＧ 戦略目標マーカー表
部：それぞれの防空司令部マーカーが暴露さ れたら、地図盤にあるテロリストユニットは取り除かな
＊防空司令部
れたら、連合軍プレイヤーはそれぞれのターンに受け取る い。
乱：解決のためダイスを１個振る。
「１〜３」なら効
航空攻撃の数を１つ減らす。
＊叛乱
６
「４〜６」なら地図盤にマーカーは表になり残り、
：もし全てのＣ４Ｉが除 果無し、
＊ Ｃ ４ Ｉ（ 作 戦 指 令 電 算 機 関 ）
去されたら、司令部ユニットがあろうがその後イラクユ ゲームの間これはＡＧ 1.4(1)の例外になる。叛乱はマー
（１）イ
ニットは戦闘後前進ができなくなる。１個のＣ４Ｉは戦闘 カのあるヘクスと周囲のヘクスに次の効果がある。
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スラムユニットはその叛乱ヘクスに入ると＋１の移動コス 戦を行える。航空攻撃は地上ユニットの戦闘に参加したり
トが余計にかかる。（２）イスラムの補給は叛乱ヘクスに 除去できない。それぞれのターンに連合軍プレイヤーは新
イスラムユニットがいない限り補給線を通過させられな たにダイスを振り、受け取れる航空攻撃のカウンターの数
い。１回暴露されたら、マーカーはゲームの間地図盤に存 を決める。使用しなかった航空攻撃カウンターは次のター

１ 在し、味方や敵から攻撃を受けない。

ンへ持ち越せない。全ての航空攻撃カウンターは作戦が完
了したら地図盤から取り除く。これらはプレイに残らない

化学兵器、
生
＊大量破壊兵器
（「 Ｗ Ｄ Ｍ 」、 核 兵 器 、
、化
、生
器（
物兵器）
：これらは戦闘で効果はない。しかしながら、こ し、他の戦闘に影響を与えない。
れらのマーカーは勝利条件に数える。
ＡＧ 2.4 目標
ＡＧ

スカッド攻撃表

連合軍プレイヤーは航空攻撃のサブフェイズを持ってい
る。これは地上戦闘の起こる前に、連合軍の戦闘フェイズ

２個ダイスを振り合計を出す。
に行う。連合軍プレイヤーは航空攻撃のサブフェイズに好
２〜３ ミサイルの消費：ＳＳＭマーカーは暴露され、取 きな順番に全ての航空攻撃を解決する。最初に適切な目標
り除く。
ヘクスに地図盤に全ての使用可能な航空攻撃マーカーを置
４〜５ 発射台発見：ＳＳＭマーカーは表に返し、このま く。連合軍は次のカウンターを攻撃目標にできる。

２ ま状態で置かれる。
６〜８

（１）敵の司令部ユニット
都市に命中：イスラムプレイヤーはダイスを１個 （２）敵の戦略目標（表か裏かは関係ない）

振り、ＭＩＰＰに加える。
ＡＧ 2.5 航空攻撃の解決
９
海外の反応：イスラムプレイヤーはダイスを１個 航空攻撃の解決は、連合軍プレイヤーは攻撃目標ごとに１
振り、現在のＭＩＰＰからダイスの結果分を引かなければ 個ダイスを振り、航空攻撃表で確認する。
（１）それぞれの航空攻撃は航空機ユニットの１つのタイ
ならない。決してＭＩＰＰはゼロ以下にはならない。
１０
１１

プから成り立つ。通常爆撃、ステルス攻撃、監視攻撃と特
効果無し
イスラエルの報復：イスラムプレイヤーはダイス 別作戦航空隊は同じターンに同じヘクスに置けない。単に

を２個振り、合計をＭＩＰＰとして受け取る；連合軍プレ １種類の航空攻撃は１つの攻撃で同じヘクスに対し全て
３ イヤーは追加のユニット（ＡＧ 5.2 を参照）を受け取る。 の航空攻撃を共同して、ターンに行える。
（２）１個以上の航空機カウンターは同じヘクスに対して
再びこの結果が出たら、
「都市に命中」として扱う。
使用できる。最初に使用した後でそれぞれの航空攻撃カウ
１２
効果無し
ＡＧ 2.0 航空攻撃

ンターは、２番目から＋１のダイス修正が付く（３番目は
＋２、４番目は＋３）
。

ＡＧ 2.1 連合軍は航空機攻撃カウンターを受け取る。こ （３）通常爆撃は通常爆撃表で解決する。ステルス攻撃は
れらは基本ゲームの重攻撃マーカーに追加して受け取る。 ステルス攻撃表で解決する。監視攻撃は監視攻撃表で解決
航空攻撃はＣ２能力と戦略目標に対して、戦略レベルの攻 する。特別作戦航空隊は特別作戦航空隊表で解決する。
撃を示している。これらは、通常爆撃、ステルス攻撃、監

４

ＡＧ 通常爆撃表
視攻撃、特別作戦航空隊の４つがある。
アメリカの特別作戦航空隊は実験的な特別作戦航空隊ルー ダイス
ルでプレイするときのみ使用する。イスラエル航空攻撃カ １以下
ウンターはもし「イスラエルの報復」のイベントが発生し

２次的被害：もし都市が目標ヘクスに含まれ
ていたら、イスラムプレイヤーはＭＩＰＰを

た場合のみ使用できる。
ＡＧ 2.2 攻撃航空機の数

２点得る。もし町が目標ヘクスに含まれてい
たら、イスラムプレイヤーはＭＩＰＰを１点

連合軍プレイヤーターンの始めに、連合軍プレイヤーはそ
のターンに使用する航空機の数を決める。
２〜４

得る。
効果無し

（１）シナリオ１：ダイスを１個振る。結果に４を加える。 ５
これが受け取る航空機です。

鎮圧：攻撃目標内にある全ての司令部ユニッ
トは裏返される。

５ （２）シナリオ２：ダイスを１個振る。結果に２を加える。 ６
これが受け取る航空機です。

鎮圧と戦略：攻撃目標内にある全ての司令部
ユニットは裏返され、目標ヘクスの戦略マー

また、連合軍はゲーム中に作戦で５機から１０機の航空支
援カウンター（シナリオ１）、３機から８機の航空支援カ ７以上

カーも除去される。
鎮圧と戦略と二次被害：攻撃目標内にある全

ウンター（シナリオ２）を受け取る。連合軍プレイヤーは
通常爆撃、ステルス攻撃、監視攻撃のカウンターの制限ま

ての司令部ユニットは裏返され、目標ヘクス
の戦略マーカーも除去される。しかし、もし

でにいずれかのカウンターを混ぜて選択する。イスラエル
航空機ユニットはもし追加の戦力ルールを使用する場合に

６

都市や町があったら、二次被害が発生する
（上記）。

のみ選択でき、連合軍の合計に加えて使用できる。イスラ ダイス修正
ムプレイヤーは決して航空攻撃はできない。
＋１：航空機ユニット毎追加の攻撃で（最初の１つは除く）
ＡＧ 2.3 航空攻撃能力
＋２：連合軍プレイヤーは都市や町以外の目標で、核兵器
それぞれ航空機攻撃カウンターはゲームターンに１つの作 や化学兵器の敵が使用したのに対し反撃できる。
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−１：攻撃は荒れ地か都市に対して行う。
−２：攻撃は山地に行う。

加の移動コストはなく、またマーカーを除去するダイスを
振る必要もない。敵ユニットはＳＯＦのいるヘクスには入

ＡＧ

れない。
ＡＧ 3.4 スタック

ステルス攻撃表

ダイス
１〜３

効果無し

４〜５
６

戦略：目標ヘクスの戦略マーカーは除去される。 のスタック制限に含めない。
鎮圧か戦略：連合軍が鎮圧か戦略か選択できる。 ＡＧ 3.5 ＳＯＦマーカーは常に補給状態である。もしコ

７以上

詳細は上記参照。
マンドコントロールルールを使用しているなら、常に指揮
鎮圧か戦略：連合軍が鎮圧か戦略か選択できる。 状態にある。

詳細は上記参照。
ダイス修正

プレイヤーは１つのヘクスに１つ以上のＳＯＦユニットが
１
いてはならない。ＳＯＦマーカーは他の非ＳＯＦユニット

ＡＧ 3.6 ＳＯＦ作戦
ＳＯＦ作戦はプレイヤーの攻撃フェイズに行う。プレイ

＋１：航空機ユニット毎追加の攻撃で（最初の１つは除く） ヤーは「ＳＯＦ目標ヘクス」と呼ばれるあるヘクスに作戦
＋１：連合軍プレイヤーは都市や町以外の目標で、核兵器 を行うためにＳＯＦユニットを使用する。ＳＯＦ目標ヘク
や化学兵器の敵が使用したのに対し反撃できる。
−１：攻撃は荒れ地か都市に対して行う。

スはＳＯＦユニットに隣接し、次に示すような目標である
ヘクスを示す。１つのＳＯＦユニットはいずれかの１つの

−２：攻撃は山地に行う。

作戦にしか参加できない、１つのヘクスの１つの目標はプ
レイヤーターンに１つのＳＯＦ作戦が最大できる数であ

ＡＧ 偵察攻撃表
ダイス

る。そしてもしヘクス内に複数の目標があったら、１つだ
けに作戦を行える。それぞれの目標に対してＳＯＦ作戦表

１〜２
３〜６

２

効果無し
で解決する。これら目標は３つある。
目標偵察：ヘクス内の全ての戦略マーカーは表に （１）ヘクスに敵司令部がある。；この作戦は作戦司令部

返す。
を鎮圧する。
７以上 目標偵察：ヘクス内の全ての戦略マーカーは表に （２）ヘクスに敵の戦略マーカーがある。；この作戦は戦 ３
返す。
略マーカーを暴露するか除去する。
ダイス修正
（３）攻撃するＳＯＦ陣営のいない敵の国の都市に対し作
＋１：航空機ユニット毎追加の攻撃で（最初の１つは除く） 戦を行う。；この作戦はＭＩＰＰの増減がある。
−１：攻撃は荒れ地か都市に対して行う。
−２：攻撃は山地に行う。

ＡＧ ＳＯＦ作戦表
ダイス

ＡＧ 3.0 特別作戦部隊（ＳＯＦ）
１〜２
ＳＯＦユニット除去＊
ＡＧ 3.1 プレイヤーは特別作戦部隊としてゲームで、自 ３〜６（以上） 効果無し
由な形の部隊を示している。ＳＯＦは長距離の諜報、襲撃、 ダイス修正
４
ＰＳＹＯＰ、テロリストを使用する。ＳＯＦユニットは多 ＋１：アメリカかイギリスのＳＯＦユニットが作戦を行
少の例外を除き、他の地上ユニットと同じに扱う。
う。
ＳＯＦユニットは戦闘力と防御力が○の中に数字があるユ ＋１：目標ヘクスに敵地上軍か暴露したテロリスト基地が
ニットです。全ての他の特別作戦部隊は通常の戦闘ユニッ ない。
トとして扱う。
＋１：連合軍ＳＯＦユニットの攻撃ヘクスはクルド人領
ＡＧ 3.2 ＳＯＦマーカーの陸上移動
域、クェート、サウジアラビアである。
ＳＯＦマーカーは４移動力を持つ。これらは好きな方向 ＋１：イランのＳＯＦユニットの攻撃がイラン領内であ
に、地形に配置されたに関わらず、ヘクスサイド、そして る。
／また 敵のＺＯＣ（ＺＯＣで停止しない）を移動できる
４移動力を持つ。ＳＯＦは侵入により敵のいるヘクスに入 作戦の成功：
５
れる。連合軍ＳＯＦは全ての水上ヘクスを越えることがで 目標が司令部：司令部が制圧され、もしイスラムプレイ
きる、しかし陸上で移動を終了しなければならない。
ＡＧ 3.3 侵入

ヤーが攻撃をしたなら、ＭＩＰＰチェックを行う。
目標が戦略マーカー：もしマーカーが裏なら、表にする。

ＳＯＦは敵の地上ユニットのいるヘクスに侵入できるが、 もしマーカーが表なら、除去される。
敵のいるヘクスに入るのに追加の１移動力が必要である。 目標が敵都市：イスラムプレイヤーはダイスを１個振る、
いつでもＳＯＦユニットは敵のいるヘクスに侵入でき、そ 結果から３を引く。これが結果が正なら、ＭＩＰＰに加え
のＳＯＦユニットの所有プレイヤーはダイスを１個振る。 る。もし負なら、ＭＩＰＰから引く。ＭＩＰＰの合計はゼ
もし６ならＳＯＦユニットは除去される。他の結果は、影 ロ以下にはならない。
６
響はない。ＳＯＦユニットはその後移動を継続できる。も ＊：もし連合軍による攻撃なら、イスラムプレイヤーはＭ
し何らかの理由で敵のいるヘクスに止まったら、ユニット ＩＰＰチェックを行う。
は除去される。戦略目標マーカーはこのマーカーに入る追
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ＡＧ 3.7 ＳＯＦユニットに対する攻撃
（１）補給状態
プレイヤーは自分の戦闘フェイズにＳＯＦユニットを攻撃 （２）戦闘後前進の能力
できる。もしＳＯＦユニットは他の地上ユニットと一緒に 鎮圧状態の司令部は航空攻撃やＳＯＦ作戦により攻撃を受
同じヘクスで防御するなら、通常の戦闘方法で解決する。 けた司令部の結果のように扱う；さもなければ、司令部は

１ もしＳＯＦユニットが単独で防御するなら、

１ステップユニットであり、もし地上ユニットに１ステッ
（１）非ＳＯＦユニットはＳＯＦユニットを攻撃するとき、 プの損害を受けたら、除去される。
印刷されている戦闘力や補給状態に関わらず、
「１」の戦 司令部は機械化ユニットである。連合軍司令部はＺＯＣが
闘力になる。ＳＯＦユニットは敵ユニットを攻撃するとき ない。
印刷されている戦闘力を使用する。
ＡＧ4.2 司令部は「作戦状態」ならＣ２支援を行える。作
（２）攻撃結果は普通に適用され、しかし敵のいるヘクス 戦支援のために、ユニットは自軍の司令部ユニットのヘク
かＺＯＣ内に退去する場合除去されない。その代わり、ユ スに連絡線を引けなければならない。この連絡線の数字で
ニットは「無力化された」
とする；ゲームからＳＯＦユニッ ある司令部の指揮範囲を越えることはできない。連絡線は
トを取り除く。ダイスを１個振る。その数字はターン記録 敵ユニットのいるヘクス、敵のＺＯＣ、移動禁止された地
欄の現在のターンからその数字分だけ進んだターン欄に置 形には通過させられない。連絡線の引けないユニットは

２ かれ、そのターンの友軍のプレイヤーターンに増援として 「指揮範囲外」とする。ユニットの指揮状態はゲーム中常
登場する。友軍の司令部に置かれる。アルナイダーユニッ に行い、自身の移動と戦闘フェイズで変化する。
トはテロリストの基地に置かれる。もし置く場所がないな ＡＧ 4.3 国家の制限
ら、除去される。
連合軍ユニットはＣ２を得るため友軍の連合軍司令部を使

（３）地形効果は、ＳＯＦユニットは都市に隣接している 用する。イラクはイラクの司令部のみ使用する。イランは
ヘクスでは都市の地形効果を受けれるのを別にすれば、通 イラン司令部のみ使用する。（例外：イスラエル、アウカ
常通り影響がある。
ＡＧ 3.8 連合軍ＳＯＦ
連合軍ＳＯＦはＺＯＣはないしステップもロスしない。
３ ＡＧ 3 . 9 ＳＯＦ空中移動
ターン毎に２個の連合軍ＳＯＦは空中移動ができる。単に
ユニットを取り上げ、地図盤の他のヘクスに置く。ＳＯＦ

イダユニット）
。
ＡＧ 4.4 Ｃ２と補給
補給に関するルールは基本ルールから以下のルールに置き
換える。
補給するために、ユニットは上記で述べたように友軍の司
令部ユニットに連絡線を引けなければならない。加えて、

ユニットは空中移動をしたら、ターンで他の移動をするこ 司令部ユニットは自分自身が補給源からそのターンに指揮
とはできない。ＳＯＦ作戦は同じターンにできる。空中移 範囲内の道路ヘクスに連絡線を引けなければならない。再
動は敵のいるヘクスには移動できない。イスラムＳＯＦユ 編（9.5）するための連合軍ユニットは、司令部ユニット
ニットは空中移動はできない。
に連絡線を引けなければならない。
ＡＧ 3.10 イスラムＳＯＦの編成
（１）司令部は他の司令部でない、補給源にたどれる道路
イスラムプレイヤーは、プレイの前に、１個のＳＯＦユ に連絡線を引くだけである。

４

ニット、次に示すユニットに置き換えられる。単にユニッ （２）連合軍海兵隊ユニットは司令部にたどるため完全な
トをプレイから取り除き、適当な配置ヘクスに一致するＳ 水上ヘクスを通過して連絡線の一部にできる。
ＯＦユニットを置く。
（１）イラク９９９旅団（シナリオ１と２）

（３）連合軍の空挺ユニットは司令部にたどるため完全な
水上ヘクスや敵のいるヘクスやどんな地形でも通過して連

（２）イラン第２９特別戦力師団（シナリオ２のみ）
ＡＧ 3.11 アルナイダーユニット

絡線を引ける。
（４）補給源にいる、航空補給、沿岸ヘクスにいて自動的

イスラムプレイヤーは初期配置時に戦略マーカーのテロリ に補給状態にあるユニットは、このルールの影響を受けな
スト基地毎に１個アルナイダーユニットを受け取れる。ア い。
ルナイダーユニットはテロリスト基地でない場所に、カウ （５）通常に補給する必要のないユニットはこのルールい
ンターを好きな場所に配置できる。これらのユニットは他 影響されない。

５ のＳＯＦと同じに扱う。

ＡＧ 4.5 Ｃ２と戦闘後前進
（１）イラクユニットは指揮できる司令部があるなら戦闘

ＡＧ 4.0 コマンドコントロール（Ｃ２）
後前進できる。加えて、もしＣ４Ｉ戦力マーカーが全て除
ＡＧ4.1 両陣営には戦闘や補給を行うのと同じように作 去されたら、指揮ができる司令部があっても、その後戦闘
戦んレベルを指揮する重要な機能を示した司令部ユニット 後前進ができない。
がある。司令部はゲームで他のユニットを支援するコマン （２）イランとアルカイダユニットは指揮できる司令部が
ドコントロールを提供する。司令部ユニットの上の数字は あるなら戦闘後前進できる。イラクのＣ２の状態は影響受
「指揮範囲」と呼び、コマンドコントロール支援ができる けない。

６

司令部からのヘクス数である。表面は「作戦状態」
、裏面 （３）アメリカ、イギリス、フランス、ヨーロッパ、イス
は「鎮圧状態」である。敵の司令部ユニットを攻撃するこ ラエルのユニットはＣ２状態に関わらず、１ヘクス戦闘後
とにより、支援攻撃ユニットのための能力を削り取ること 前進できる。他の連合軍ユニットは指揮範囲にないと戦闘
ができる。Ｃ２状態は次のゲーム活動で効果がある。
後前進できない。
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（４）加えて、アメリカ、イギリス、フランス、ヨーロッ の後サウジアラビア、クェート、シリアユニットはゲーム
パ、イスラエルの機械化ユニットはもし指揮範囲内にある の残りの期間ではイランとイラクに攻撃できない。もしイ
なら、２ヘクス戦闘後前進できる。最初の前進ヘクスは必 スラエルユニットが除去されても同じ効果が残る。
ず防御側のいたヘクスである。２ヘクス目は自由に好きな ＡＧ 5.4 アルカイダの報復
方向に移動できる。
ゲームに登場する４つのアルカイダユニットがある。これ
１
（５）ＳＯＦユニットは自身の陣営のために期待された通 らのユニットは、第５５旅団、イスラム義勇兵師団（ＩＶ
常の戦闘後前進に従う。ＳＯＦユニットは、ＳＯＦ作戦後 Ｄ）
、２個のアルナイダーＳＯＦユニットです。これらの
ではなく、通常の戦闘で戦闘後前進できる。
ユニットは次のようにして登場する。
ＡＧ 4.6 司令部ユニットの鎮圧
（１）アルナイダーユニットは戦略目標ルールを参照。
司令部ユニットは次に示す活動の結果により制圧される。（２）最初に配置されたら、イラクプレイヤーはダイスを
（１）航空攻撃
（２）ＳＯＦの攻撃

１個振る。１〜２なら影響無し。３なら第５５旅団を得る。
４〜５ならイスラム義勇兵師団（ＩＶＤ）を得る。６なら

制圧された司令部は連絡線を引くために使用できない。も 第５５旅団とイスラム義勇兵師団（ＩＶＤ）得る。
し制圧された司令部が再び制圧されたら、それ以上影響は ＊代わりに、プレイヤーはアルカイダユニットを使用する
ない。
ＡＧ 4.7 鎮圧の回復

ための決定に現状の方法を使用できる。
配置されたら、イスラムプレイヤーは自分の地上ユニット

２

全ての司令部、連合軍ユニット、イスラムは自動的に強制 の配置をするように好きなヘクスにアルカイダユニットを
か任意で、再編成フェイズに鎮圧から回復できる。全ての 置ける。次の例外があるが、これらのユニットはイスラム
鎮圧された司令部は、もし司令部は陸上補給を得ていて、 ユニットと同じように扱う。
ゲームターン中の間移動しないでいれば、作戦状態に戻 （１）イランとイラクのユニットはスタックできない。
る。

（２）もしアルカイダユニットが戦闘かＳＯＦ作戦に巻き
込まれたら、戦闘かＳＯＦ作戦毎るにＭＩＰＰを１点を得

ＡＧ 5.0 追加戦力
る。
ＡＧ5.1 プレイヤーは政治コストでイスラエルとアウカ （３）いつでもアルカイダユニットは破壊でき、その後イ ３
イダユニットを得る。
スラムプレイヤーはＭＩＰＰを２点引かれる。
ＡＧ 5.2 イスラエル報復
（４）アルカイダユニットはイスラム側のＣ２と補給源を
もしイスラエルの報復を招いたスカッド攻撃の結果がでた 使用する。
ら、その後連合軍プレイヤーはイスラエルユニットを受け ＡＧ 5.5 追加の連合軍空挺能力
取る。さらに、
アメリカは師団以上でヘリコプターで運搬維持ができる。
（１）続く全てのターンで、連合軍プレイヤーはそのター このルールを使用するとき、連合軍プレイヤーは１個のア
ンに受け取る航空機の数を決めるときに、イスラエル航空 メリカ軽歩兵、山岳兵、海兵隊、空挺ユニットをターンで
攻撃に追加の１個のダイスを振る；１〜３ならこのターン １つの「空挺移動」として扱う。これはユニットを取り上
に１個のイスラエル航空攻撃マーカーを受け取る。；４〜 げ、地図盤の他のヘクスに置く。第１０１空挺師団は「空
４
６ならこのターンに２個のイスラエル航空攻撃マーカーを 挺移動」をしたターンは戦闘できない。
受け取る。ゲーム中それぞれのターンに新しいダイスを振 「空挺移動」は次のように行う：ユニットは移動を始める
る。
ヘクスで陸上補給引けるか航空補給を受けていなければな
（２）加えて、連合軍プレイヤーは次の報復が起きたらい らない。多数の地形や敵ユニットの上を越えて、１０ヘク
つでも、連合軍の選択でイスラエルの空挺師団を得る。イ スまで移動できる。完全な水上ヘクスか敵のいるヘクスに
スラエル空挺師団はイスラムユニットのいないイラク領内 は降りれない。移動のスタートと終了時のヘクスで敵に隣
の平地か都市（平地上）に配置できる。配置されたらその 接しても良い。
「空挺移動」をしたターンは戦闘できない。
ターンでの移動できるが、移動−戦闘の場合なら普通に戦 移動資格のあるユニットは空挺移動か普通の移動かのどち
闘できる。
らかができる、両方はできない。
ＡＧ 5.3 イスラエル空挺ユニットは次の制限を除き、連 ＳＯＦユニットは空挺移動はできない。
合軍ユニットとして扱う。
ＡＧ 5.6 アメリカ特別作戦航空隊（実験ルール）

５

（１）イラクとイランでのみ活動できる。もし他の国へ退 特別作戦航空隊ユニットは戦略ＰＳＹＯＰに使用できる能
去を強要されたら、除去される。
力のある航空機を示し、高度情報遂行能力を示している。
（２）アメリカ、イギリス、フランス、ヨーロッパのユニッ ユニットは戦争情報の解明の実験のためにプレイヤーに許
トとしかスタックできない。
可する。プレイヤーは自由にユニットを追加し、特別作戦
（３）もし戦闘に巻き込まれたら、イスラムプレイヤーは 航空隊表の結果で変更できる。
戦闘毎に１点のＭＩＰＰを得る。これは＊のある結果での 特別作戦航空隊は下記の例外を除き、他の航空機と同じに
み適用され、ＣＲＴでの結果に加えて得る。
扱う。
６
（４）Ｃ２／補給源としてアメリカの司令部を使用する。連 （１）目標は、地上ユニット、都市、戦略目標マーカーで
合軍の空挺補給を使用する。
ある。
（５）もしイスラエル空挺師団がゲームに登場したら、そ （２）戦闘は特別作戦航空隊表で解決する。
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ＡＧ

特別作戦航空隊表

ダイス
１

効果無し

B
イラク９９９旅団のＳＯＦに交換ができる（イラクの好き
な場所）
１×５５旅団（アルカイダルール参照）
１×アルカイダ５５旅団（イラクの好きな場所）

１ ２

政治的反応：イスラムプレイヤーはＭＩＰＰ １×イスラム義勇兵師団（アルカイダルール参照）
チェックを行う。
１×それぞれのテロリスト基地毎にアルカイダＳＯＦ（イ
３〜５
６

効果無し
ラクのいずれかの場所）
作戦開始：以下の目標リストで作戦の１つを行

う。
７以上

ＡＧ 6.2 シナリオ２
作戦開始：以下の目標リストで作戦の１つを行 連合軍：追加初期配置

う。
ダイス修正

４×アメリカ司令部（サウジアラビア、トルコに配置でき
る）

＋１：１０以上のイスラムユニット（戦略目標ではない） ２×ＪＦＣ司令部（サウジアラビア、トルコに配置できる）
がゲームから取り除かれている。
５×ＳＯＦマーカー（サウジアラビア、トルコに配置でき

２ ＋１：連合軍はイスラム側の都市を地上ユニットで少なく る）
とも２つ占領している。

１×空挺移動マーカー

航空爆撃と特別作戦飛行隊ルールを確認。
目標は地上ユニットがいるヘクス：大規模な降伏。目標ヘ 連合軍追加の増援：
クスに隣接しているイスラムユニット毎にそして連合軍ユ １×イスラエル空挺ユニット（イスラエル報復ルール参
ニットに隣接しているイスラムユニット毎にダイスを１個 照）
振る。１〜４は効果無し。５〜６はユニットは直ちに除去
される；特別作戦部隊、共和国親衛隊と革命親衛隊は６で イスラム追加初期配置
のみ除去される。アルカイダは決して除去されない。
８×イラク司令部（イラクかクェートに配置）
３ 目標は暴露された戦略マーカー：中立化。マーカーは「活 ４×イラン司令部（イラクかクェートに配置）
性化」されない限りどんな機能も実施できない。この状態 １５×戦略目標（戦略目標ルール参照）
を示すためにマーカーを回転させる。次の再編成フェイズ イラク９９９旅団とイラン第２９特別師団に置き換えられ
る（イラン、イラク、クェート市以外のクェートに配置）
の終了時に活性化できる。
目標が連合軍に支配されていないバグダットヘクス：大規 １×アルカイダ５５旅団、１×イスラム義勇兵師団（イラ
模な政治の地滑り的効果：連合軍プレイヤーは２個ダイス ン、イラク、クェートに配置、アルカイダルール参照）
１×それぞれのテロリスト基地毎にアルカイダＳＯＦ（イ
を振る。この合計から９を引く。
もし結果が＋ならＭＩＰＰに加える；もし−ならＭＩＰＰ ラン、イラク、クェート市以外のクェートに配置）
から引かれる。もし０ならＭＩＰＰは変化がない。ＭＩＰ ＡＧ 6.3 ユニットの略語

４

IVD:Islamic Volunteer Division
Ｐは０以下にはならない。
目標はいずれかのその他の敵都市：小規模な地滑り的効 JFC:Joint Forces Command
果：連合軍プレイヤーはダイスを１個振り、結果から４を MEF:Marine Expeditionary Force
引く。もし結果が＋ならＭＩＰＰに加える；もし−ならＭ RG:Republic Guard
ＩＰＰから引かれる。もし０ならＭＩＰＰは変化がない。 SOCPG:Special Operations Command,Persian Gulf
ＭＩＰＰは０以下にはならない。
SAS:Special Aur Service
ＡＧ 6.0 上級ゲーム戦闘順列
ＡＧ 6.1 シナリオ１

SOW:Special Operations Wing

連合軍：追加初期配置
14.2 連合軍戦闘結果表
戦闘比
３×アメリカの司令部（サウジアラビアかクェートに配 ダイス

５ 置）

１

１：２
ＤＲ＊

１：１
ＤＲ

２：１
ＤＥ

３：１
ＤＥ

４：１
ＤＥ

５：１
ＤＥ

５×ＳＯＦマーカー（サウジアラビアかクェートに配置） ２
１×空挺移動マーカー
３

ＡＳ＊
ＡＳ＊

ＤＲ
ＤＲ＊

ＤＲ
ＤＲ

ＤＥ
ＤＲ

ＤＥ
ＤＥ

ＤＥ
ＤＥ

航空爆撃と特別作戦飛行隊ルールを確認。
連合軍追加の増援：

ＡＳ＊
ＡＳ＊

ＤＲ＊
ＡＳ＊

ＤＲ＊
ＤＲ＊

ＤＲ
ＤＲ＊

ＤＥ
ＤＲ

ＤＥ
ＤＥ

１×イスラエル空挺ユニット（イスラエル報復ルール参 ６ ＡＳ＊
照）
注記

ＡＳ＊

ＡＳ＊

ＤＲ＊

ＤＲ＊

ＤＲ

１×ＪＦＣ司令部（サウジアラビアかクェートに配置）

６

イスラム追加初期配置
８×イラク司令部（イラクの好きな場所）
１０×戦略目標（戦略マーカールール参照）

４
５

最終戦闘比が５：１以上なら自動的にＤＥになる。
最終戦闘比が１：２以下なら自動的にＡＳ＊になる。
＊はＭＩＰＰチェックを行う。
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14.3

イスラム軍戦闘結果表

ダイス
１：１
１ ＤＲ＊
２ ＡＳ＋
３ ＡＳ＋
４ ＡＳ
５ ＡＳ
６

ＡＳ

B

戦闘比
２：１
ＤＬ１＊
ＤＲ＊
ＡＳ＋
ＡＳ＋
ＡＳ
ＡＳ

３：１
ＤＬ１＊
ＤＲ＊
ＤＲ＊
ＤＲ＊
ＡＳ

４：１
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＲ＊
ＤＲ＊
ＤＲ＊

５：１
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＲ＊

６：１
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＬ１＊
ＤＲ＊

ＡＳ

ＤＲ＊

ＤＲ＊

ＤＲ＊

１

注記
最終戦闘比が６：１以上なら自動的にＤＬ１＊になる。
最終戦闘比が１：１以下なら自動的にＡＳになる。
＊はＭＩＰＰチェックを行う。
＋はＭＩＰＰチェックをしないでＭＩＰＰを１点得る。

２

３

４

５

６

19

Back to Iraq 3rd

Strategy&Tactics 208
A

B

索引（抜粋）
項目
１

２

３

４

いくつかの定義
国籍と省略
ユニットの識別と略号
ユニットの規模
ユニットのタイプ
攻撃力と防御力
ステップ数
その他のカウンター
セットアップ
勝利条件
ＭＩＰＰの獲得
ターンの構成
スタック
連合軍のＺＯＣ
補給
再編成と回復
移動
戦闘
連合軍ＣＲＴ
イスラムＣＲＴ
アメリカ第１０１空挺師団
選択ルール
上級ゲームルール
ＡＧ通常爆撃表
ＡＧステルス攻撃表
ＡＧ偵察攻撃表
ＡＧ ＳＯＦ作戦表
連合軍ＣＲＴ表
イスラムＣＲＴ表

頁数
２Ａ３
２Ｂ２
２Ｂ５
３Ａ３
３Ａ４
３Ａ５
３Ａ６
３Ｂ１
３Ｂ２
４Ｂ１
４Ｂ２
５Ａ４
５Ｂ２
５Ｂ６
６Ａ５
７Ａ５
７Ｂ５
９Ａ４
９Ｂ５
９Ｂ５
１０Ｂ４
１１Ａ５
１２Ｂ２
１４Ｂ４
１５Ａ１
１５Ａ２
１５Ｂ４
１８Ｂ５
１９Ａ１

索引の読み方：頁数＋上段区分＋左右区分

５

６
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１

２

３

４

５

６
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