アルデンヌ

４４

（ＧＭＴ）

ルール

01／02／03

師団識別は

最初の強調数字が師団識別、真中は

連隊識別、最後(もし、いくつかあっても)が大隊識別
１

ＩＮＴＲＯＤＵＣＩＯＮ

デザイナーズノート：軍隊で実施している

序章は省略します。

大隊／連隊／師団

の基本的な表記とは反対です。

ＧＭＴ社の Ardennes‘44 は二人プレイヤーのゲームで１９４４
年ヒトラーのアルデンヌ地方への奇襲攻撃を描写してあります。

２．６

ゲームの期間は１２月１６日から２６日までのドイツ軍がミュ

部隊が到着するターンを示し、登場ヘックスに到着します。

増援情報

ーズ川渡河のチャンスまでです。２つのショートシナリオはドイ
ツ軍の初期攻勢を扱っています。

２．７

初期配置情報

マップ上の白ＢＯＸの師団番号は開始時から行動できます。赤Ｂ
１．１

ゲームスケール

ＯＸの師団番号の部隊は移動規制があります(２９．１を見てく

各ゲームターンは実際の時間の約８時間を表しています。各マッ

ださい)。連合軍ユニットに記載れているヘックスから開始しま

プヘックスは約１．６マイルを表しています(２．６km)。部隊は

す、その間ドイツユニットはゲームの開始時の軍団に分けます。

大隊、連隊、旅団を表しています。
２．８
２

ＧＡＭＥ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ

２．１

内容物

マップ

２枚 ３０インチ＊３７インチ

カウンターシート

３枚

プレイヤー補助カード

Ｍｏｒａｌｅ

Ｂｏｘ

ユニット防御力部分のモラルボックスについて

計５７０個
２枚

赤四角

エリート

白四角

新兵

なし

ベテラン

これらは

戦闘結果のＦＦ (Fire Fight)（ １６．２）、死守

ルールブック ４０ページ

(Determined Defence)（１６．７）接敵したままでの混乱回復（１

セットアップ早見表

８．４）交戦離脱（２０．２）
、降伏判定（２３．８）

さいころ

２．２

１枚

１個

に

関係があります。

部隊ユニットとマーカー類

２．９

ＴＱ

（Ｔａｎｋ

Ｑｕａｌｉｔｙ）
（装甲性能数値）

２種類のプレイ用基本のコマがあります：戦闘ユニットとゲーム

ユニット左上に○内に数字があるが装甲性能数値で高ければ高

マーカーです。

いほど良く、装甲優越決定（２１．１）に使用します、赤○は防
御にだけ用いる事が出来ます(２１．２)。

２．３

部隊規模

Ｘ＝旅団

Ⅲ＝連隊

Ⅱ＝大隊

ＴＦ＝機動(機甲)部隊

Ｇｐ＝

戦闘グループ

２．１０

戦闘部隊の色識別は：

XXX＝軍団 Ｓｑ＝戦隊

ＣＣ＝戦闘団 （－）＝分遣隊または

独立部隊の一部

緑

アメリカ軍

灰

ドイツ軍

暗い灰
２．４

部隊の種別

すべての地上部隊は２つの基本種別のどちらかに属していま
す：機械化

組織の色識別

または

非機械化

ドイツ武装親衛隊

黄土

イギリス軍

青灰

ドイツ降下猟兵

(移動目的で重要です)。下記は

各兵科の種別一覧です。

２．１１

英語のＰ２を見てください。

戦闘ユニットおきに作戦開始時の軍または軍団の、色識別してあ

軍／軍団

色識別

ります。
戦車ユニット：戦車ユニットには２種類あります：戦車が描かれ

ドイツ

たのと、ＮＡＴＯシンボルのユニットです。ＮＡＴＯシンボルユ

赤

ディートリッヒ第６ＳＳ装甲軍

ニットは戦車と歩兵が含まれています。戦車が描かれた方は歩兵

灰

マントイフェル第５装甲軍

が随伴すこしか全く無い装甲車両の大隊を表しています。戦車が

青

ブランデンベルガー第７軍

描かれたユニット特性の要約はプレイヤー補助カード 8(Player

緑

北風作戦部隊

aid cards)を見てください。

連合軍

砲兵：砲兵とネーベルファーは総じて砲兵ユニットと呼びます。

紫

ミドルトン第８軍団

濃い赤
２．５

部隊識別

橙

ゲロウ第 5 軍

パットン第３軍

肌

コリンズ第７軍

デザインノート：この師団は１２月１５日夜に浸透しており、１

青

リッジウェイ第１８空挺軍団

６日ＡＭ５：３０の攻撃開始前に２個連隊は渡河していました。

赤

イギリス第３０軍団

明るい黄

３．４

軍直轄部隊または残余部隊

他のマーカー

ターン記録マーカーは１６ＡＭ ＢＯＸに置きます。橋爆破マー
連合軍の識別色は歴史上の興味だけです(セットアップと仕分け

カーを６箇所、開始時に爆破しているところに配置します(マッ

を助ける為でもあります)。ドイツ軍の識別色は輸送移動力(２２．

プ上に表示しています)。

３)、軍境界線(１１．１０)、Ourthe River の西側

での燃料

欠乏テーブルの結果に使用します。識別色は決して戦闘に影響し

３．５

ません。

全砲兵は射撃可能面で開始します。

２．１２

砲兵

３．６

ゲームマーカー類

ゲームにはまた多数のマーカーが含まれています、ゲームを容易

セットアップ早見表

見てセットアップすると早く配置できます。

に補助するために使用します。

２．１３

マップ

マップはバルジ戦で戦ったアルデンヌ地方とシュネーアイフェ
ルを収めています。

３

ＰＲＥＰＡＲＥ

３．１

ＦＯＲ

ＰＬＡＹ

一般

連合軍プレイヤーはアメリカ軍とイギリス軍を担当します、ドイ

Ａ

ドイツ軍プレイヤーターン

１

射撃済み砲兵補充

フェイズ（ドイツは 3 個グループまで、

連合軍は全て可能）（５）
（ドイツは 2 ターンのみ特別補充があり 6 個グループまで可能に
なります。
）

ツ軍は全国防軍、ＳＳ、空軍地上部隊を担当します。
２

燃料欠乏チェック

フェイズ（ドイツ軍のみ）（６）

19Turn AM から行います。
３．２

増援

両プレイヤーは自軍の増援をスタート時からの分と分けておき

燃料欠乏決定表１と２の 2 テーブルありおのおのさいころを振
り欠乏する師団を決定し OOS マーカーを置きます。

ます。開始時のユニットは白か赤の四角枠の下地色で強調してセ
ットアップコードがあります、他すべての増援もそうです。増援

３

橋

４

移動

爆破／修復

フェイズ

（７）

は到着するターンと同じターン記録表に置きます。

３．３

連合軍のセットアップ

フェイズ

全てのドイツ軍部隊は任意で移動することができます。

連合軍プレイヤーは先に配置します。指定のヘックスに配置し、

ENG 状態（交戦中）ユニットは移動できません。
（１６．５）

カウンターの上に置きます。ヘックスコードにドットが表示され

混乱部隊の移動は最大 1 ヘックスです。
（１８．２）

ているのは、開始時に陣地で開始します。

陣地を構築する事が出来ますまたは完成します。
（１５．８）
Breakdown（分遣）を行うことが出来ます、再結成は最大 2 部

３．４

ドイツ軍のセットアップ

隊までです。（２６．１）

配置する開始部隊は師団セットアップエリア内にどこにでもで

PM turn であればその日の Night turn に行動予定の 3 スタック

きます(マップ上点線で表示してあります)。軍団砲兵は同一軍団

までに Night Maker を

置く事ができます、戦術移動を使わず

の師団セットアップエリア内に配置します。ユニットは敵に隣接

且つ 1 ヘックスだけしか移動していない部隊が Night Maker の

して配置できます（スタック値の範囲内で）。

資格を得ます。
（ほかにもありますが）（２５．３）
ドイツの Replacement Maker（補充割り当てマーカー）
（２５．

ノート：ヘックス１３３１：第２７７、１２国民擲弾兵師団の部

２）を取り去る事ができます、AM turn のみに可能です。

隊らはどちらでもこのヘックスから開始できます。
５

回復

フェイズ（１８．４）

第１２国民擲弾兵師団：ドイツ軍プレイヤーは 26/77 Gren

Disrupted

26/39 Fus の 2 個連隊は Our 川の西側から始める事ができます

だし敵 ZOC 内の時はさいころ 1 個振り

(師団セットアップエリア内)。ほかの 2 個連隊は Our 川の東側

６ は混乱継続

に配置しなくてはなりません。

Maker

混乱マーカーを取り去る事ができます、た

になります。

１－３

で成功

４－

６

戦闘

ドイツ軍に関しては砲兵グループに輸送マーカーPrime Mover

フェイズ

ＥＮＧ Maker（交戦マーカー）を取り去る事が出来ます、また

がのっているものがあれは取り去ることができます。（ドイツ砲

は Disengagements（交戦離脱）を試みることが出来ます。（２

兵唯一の長距離移動手段です）
（１２．７を参照してください）

０）
戦闘の解決を行う（１４）Breakdown（分遣）は戦闘後前進の前
に行うことが出来ます。

（２６．２）

５．２

砲兵補充手順

補充は貯めておく事はできません、割り当てるグループが無い時
補充は消えてしまいます。

The Traffic Maker フェイズ

７

補充は

Traffic Maker をマップに配置する事が出来ます、ただしドイツ

ドイツは３グループ（５．４に例外があります） 連合

軍は無制限

です。

軍が 17AMturn から配置できます連合軍には規制なしです。
（２
４）

５．３

２個の Roadblock Maker を配置、再配置出来ます。

混乱（１８）、補給切れ（２３．４）、戦略移動（１２．１）の場

配置したあとにさいころを２個振り出た目の Traffic Maker（ド

合は補充を受けることができません、敵ＺＯＣの場合やＥＮＧマ

イツは Greif Maker）をマップ外の保存ＢＯＸに撤収します、更

ーカーをのせている場合は補充を受けることが出来ます。

制限

にドイツは１９ＡＭTurn よりターン記録表にある１から６まで
の数字に該当するマーカーも撤収します、重複した時はそれだけ

５．４

第２ターン特別補充

になります。

ドイツは攻撃のための備蓄を反映して 16PMturn（２ターン）に
６グループを射撃可能面にすることが出来ます。

８

補給、降伏チェック

フェイズ

すべてのドイツ軍部隊の補給状態の確認を行い、非補給と判定し

６

ＴＨＥ

ＦＵＥＬ

ＳＨＯＲＴＡＧＥ

ＰＨＡＳＥ

た時は OOS Maker を配置します。
（２３．１）

６．１

OOS Maker がすでにのっている場合でまだマーカーが取れない

19PMturn 以後ドイツ軍だけ燃料欠乏の確認をします、チェック

時は降伏チェックを行います。
（２３．７）

はチャートの２個のテーブルで確認します、さいころはそれぞれ

手順

一個ずつ振ります、結果の師団すべての部隊に OOS Maker をの
９

勝利判定

フェイズ （連合軍ターンに行います） （３０．

せます。（２３．４を参照してください）結果のなかには二つの
師団の時がありますがドイツ担当プレイヤーがどちらを補給切

２，３０．３）
Ｂ

連合軍プレイヤーターン

れにするかを決めます。

Ｃ

END ターン

（The Fuhrer Begleit & The Fuhrer Grenadier brigades は師
団として扱います。
）

Night ターンの手順
Ａ

６．３

補充フェイズ 両軍とも行います。

23AMturn から必ず

Ｂ

への連合軍の爆撃が理由です。

連合軍夜間移動フェイズ

さいころ修正
＋１

すること、ライン川西側の鉄道網

その日の昼ターンにマークした部隊

を移動する事が出来ます。

６．４

燃料欠乏と増援

Ｃ

燃料欠乏の対象師団が増援として到着するターンとが重なった

上記の部隊は戦闘を行うことが出来ます。

時は OOS Maker をのせて非補給状態になります。
（移動は最大

Ｄ

２ヘックスです）もし対象師団の一部が到着したら、ドイツ軍プ

ドイツ軍夜間移動フェイズ

その日の昼ターンにマークした部

隊を移動する事が出来ます。

レイヤーはマップ上その部隊を選ばなくてはいけません。燃料欠
乏対象の師団が到着しないときは、無効とします。

Ｅ

６．５

West of the Ourthe River

West of the Ourthe River の結果が出たときは連合軍がドイツ

上記の部隊は戦闘を行うことが出来ます。

軍の代わりに指示のあった軍の師団を川の西側の師団をマーク
砲兵支援は Night Maker の指定が無くても支援出来ます。

します、また師団のたった 1 部隊でもあれば影響します、勝利ポ
イントヘックスも West of the Ourthe River とします。

５

ＴＨＥ ＡＲＴＩＬＬＥＲＹ

５．１

ＳＵＰＰＬＹ

ＰＨＡＳＥ

概要

射撃済み面の砲兵グループを射撃可能面にすることができます、

７
ＥＳ

ＢＵＩＬＤＩＮＧ

ＡＮＤ

ＢＬＯＷＩＮＧ

ＢＲＩＤＧ

７．１

橋フェイズ

落ちた橋を以下の 2 つの条件をクリアすれは修復作業にはいれ

このフェイズ中にフェイズプレイヤーは橋の爆破と修復ができ

ます。

ます。
a
７．２

対岸に敵ユニットが無く ZOC でもなく手前に友軍ユニット

橋爆破の概要

が存在すること。

両軍とも橋を爆破できます、爆破は自分の橋フェイズが敵の戦闘

b

フェイズの行うことができます、毎ターンに一回だけそれぞれの

修復期間は友軍の橋フェイズから始まり次ターンの友軍橋フェ

その友軍ユニットまで補給が来ていること。

橋の爆破を試みることができます、ＯＯＳにかかわらず爆破はで

イズに修復できます。

きます。
７．１０
７．３

自軍の橋フェイズでの橋爆破

上記の橋は攻撃前から工兵大隊と装備の準備をしており早期の

敵ＺＯＣと自分のＺＯＣと重なり合ったところの橋を毎ターン
に一回だけ爆破を試みることが出来ます、ただし敵ヘックスとＥ

The Dasburg(2115) and Gemund(2013) Bridges

修復することができます。
16 PM turn (2turn)の橋フェイズに修復することができます。

ＺＯＣボンドを超えることは出来ません。（７．９付近の図を参

（バストーニュへの道）

照してください）、チャートの橋爆破結果テーブルを見ながらさ

以降また爆破されたときは通常のルールになります。

いころ 1 個ふり結果で“Ｂｌｏｗｎ”が出ますと爆破成功で

プレイノート

Bridge Blown maker でマークします。

1 ターンに修復中マーカーを置いておき 2 ターンに完成とします
と便利です。

７．４

敵戦闘フェイズでの橋爆破

敵が橋越しで攻撃するときに橋爆破をすることができます。

８

ＳＴＡＣＫＩＮＧ

８．１
プレイノート：敵戦闘フェイズに橋爆破に成功したら・・非架橋

スタッキングポイントリミット

1 ヘックスあたり３スタッキングポイントです。

川越しの攻撃になりますので敵戦車ユニットは Armor Shift 装甲
優越を得られません。

戦車（シルエット）と砲兵はスタックポイント値がないのでその

Tank & Recon Unit は非架橋の川を超えての戦闘後前進を阻み

ときは８．２をご覧ください。

ます。
敵は目の前で橋爆破されたら戦闘をキャンセルすることができ

８．２

ます。

原則として 1 ヘックスあたり 2 ユニットが限界です。

７．５

橋爆破でのさいころ修正

ユニットの限界

例外

＋１ 敵の戦闘フェイズでの橋爆破を試みる時。

スタッキングポイントを持つユニットと戦車（シルエット）が基

＋２

橋爆破を試みるユニットが「混乱マーカー」「ＥＮＧマー

本の組み合わせ。

カー」「戦略移動マーカー」がのっている時。

•

その戦車（シルエット）が同一師団の戦車であれば 2 個を
1 個としてカウントできます、そして同一師団の部隊を組

７．６

み合わせる。

爆破された橋の影響

両軍、橋がない状態と思ってください。

•

上記の逆で同一師団部隊の３スタッキングポイントが限界
で 2 個の組み合わせを 1 個としてカウントして、それに戦

７．７

車（シルエット）を組み合わせる。

爆破制限

Ouren River(2020)以外 1 日目（夜を含む）は爆破できません。

•

または防御力の合計６以内の 3 個以下の混成グループ
(Battle Group)を編成できます、砲兵は除きます。

Town を通っている川・・middle of a town を通る川は爆破でき

８．３

ません。

オーバースタッキングの罰則

移動と退却の後、故意に超過することはできません。移動終了後、
戦闘後前進終了後は
７．８

Ouren River（２０２０）

超過してないか注視しなくてはいけま

せん、違反したときはリミットポイントか 2 スタック内になるよ

ドイツ軍が初めて隣接した時（移動、戦闘後前進）に連合軍はさ

うに所有プレイヤーが正します、例外：退却終了後にオーバーし

いころ１から４（修正なし）で爆破ができますもし失敗したら７．

ても次の移動フェイズに制限以下なるように移動して正すこと

７に従います。

ができます、またはステップロスの選択でもかまいません。

７．９

９

橋の修復

ＺＯＮＥ

ＯＦＦ

ＣＯＮＴＲＯＬ（ＺＯＣ）

９．１

一般

すべての戦闘ユニットは ZOC を持ちます。

１１

ＢＡＳＩＣ

１１．１
９．２

ＺＯＣと移動

ＲＵＬＥＳ

ＯＦ

ＭＯＶＥＭＥＮＮＴ

移動の手順

移動フェイズの間自由に部隊を動かすことができますまたそれ

移動中ＺＯＣにはいりますと、必ず止まり移動を終了します。

ぞれの部隊には移動ポイントを消費してそれぞれの部隊の持っ

ＺＯＣから出るときは移動力に＋１加算して出ることができま

ている範囲内移動することができますさらに戦闘フェイズでも

す、入るとき無料です。

できます。移動する際は地形効果表を参照してヘックスに入る際
その地形に必要ない移動ポイントを消費します。移動はひとつ又

９．３

ＺＯＣ間移動

はひとつのスタックが移動完了したあとで次の移動を行います。

ＺＯＣに入ると必ずそこで終了しますが、ＺＯＣ間移動は可能で
す

ただしＺＯＣボンドは超えることも入ることもできません、

１１．２

拡張移動

戦闘後前進のときに敵がいたヘックスにはＺＯＣボンドでも入

非機械化部隊は拡張移動を行うことができ２MPｓ増加します。

れます。

機械化部隊はできません。
（機械化部隊は戦略移動になります。
）
拡張移動は敵ＺＯＣ内から開始できますが終了はできません。

９．５

ほかのＺＯＣの影響

退却に関しては

１７．１，１７．２をみてください。

戦闘後前進に関しては
補給に関しては

１９．３をみてください。

２３．３をみてください。

１１．３

戦術移動

戦術移動とはすべての移動コストや障害を無視して２ヘックス
動くことができますが敵ＺＯＣに入ったときは移動を終了しな
くてはなりませんまたＺＯＣボンドに入ることも超えることも

１０ ＺＯＣ ＢＯＮＤＳ
１０．１

できません、本来進入不可の地形はやっぱり進入できません。

一般

ＺＯＣボンドにはヘックスボンドとヘックスサイドボンドがあ
ります。

ノート：車両部隊（Vehicle unit）、（機械化部隊と車両部隊との
境目に注意してください）は森林ヘックスに入ることはできませ

取説の P6 を参照してください。

ん。
（道路があれば別ですが・・）

１０．２

障害マーカーや障害地形について：Traffic Maker , Roadblocks

ＺＯＣボンドの影響

移動中、ＺＯＣボンドに入ることやヘックスサイドボンドを渡る
ことはできません。

and St-Vith Bottle-neck (ルール２４)は戦術移動では無視でき
ます。

退却で上記の状態しか退却方法が無いとき退却部隊は全滅しま
す。

１１．４

補給線も通すことはできません。

移動と川

車両部隊は橋がない川ヘックスサイドを渡ることがません必ず
橋を使って渡ってください

歩兵タイプの部隊は移動開始時川

に隣接していていたら橋がなくても川ヘックスサイドをわたる
１０．３

ＺＯＣボンドと地形

ことができます。
（戦術移動も同様です）同じ移動フェイズ内に 2

ＺＯＣボンド（ヘックスサイドではありません）の間に川が 2 本

本の川を渡ることができません。

存在すると無効になります

ミューズ川

Wooded Rough HEX は ZOCBOND を無効にします、２つの

移動も戦闘も普通の川として扱います、例外は１７．２の退却時

Wooded Rough HEX の間に

のミューズ川をみてください。

ZOCHEXSIDEBOND を無効にします。
（取説 P7 と P8 の参考のマークＩの状況をみてください）

Town を通る川について
middle of town を通る川は橋があるものと考えます。
（Malmedy

プレイノート：湖ヘックスサイドにはとおります。（湖岸のこと

のような）

です・・）

重要：周囲からこの都市への川の移動による障害と地形効果は緩

１０．５

和されます。

ＺＯＣボンドの打ち消し

ZOCBOND の間に敵部隊があるときは無効になります。
敵 2 つの部隊の間に ZOCHEXSIDEBOND は無効になります。

１１．５

Forest と

West Wall について

車両部隊は道路無しには出入りできません。
１０．６

ZOC ボンドとマップ端

ZOCHEXSIDEBOND はありますが ZOCBOND はありません。

１１．６

Wooded Rough (Dark Green) Hexside

Wooded Rough とは小さな森の谷間に川や小川が存在するヘッ

ところからドイツ軍は西側の境界線へのどちら側でも移動でき

クスです。

ます。

ヘックスの周囲を濃い緑で囲まれて道路がないヘックスサイド

戦闘への影響：ドイツ部隊は軍境界線を越えて戦闘はできますが

は橋のない川ヘックスサイドと同じです。車両部隊は進入不可で

境界線越しに戦闘した部隊は境界線を越えて戦闘後前進はでき

す、歩兵部隊は移動開始時に隣接していたら進入できます。（戦

ません。ドイツ軍が戦闘結果でどうしても境界線を越えなければ

術移動も同様です）歩兵部隊は同じ移動フェイズ内に道路がない

ならなくなったときは自動的に混乱になります（１８．２）、こ

2 つの Wooded Rough ヘックスサイドを移動することはできませ

の状態での混乱は超えた境界線をこえて元にもどるか、

ん。

18AMturn まで混乱を取り去ることはできません。
（１８．４）
軍境界線はＺＯＣボンドには影響を及ぼしません。

１１．７

道路移動と森の道路

部隊が道路を利用すると道路の移動コストを使います、敵 ZOC

増援：軍境界線の効力がある間の増援は所属軍の境界線側に配置

への進入、退出も道路の移動コストを使えます。

します。

森の道路：機械化部隊が森の 2 級道路を利用するときの道路移動
コストは２ＭＰs になります。
（ＴＥＣチャートを参照してくださ
い。
）
１２
１１・８

ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ

ＵＣＫ

砲兵と移動

ＭＯＶＥＭＥＮＴ

ＡＮＤ

ＴＲ

ＭＡＫＥＲＳ

２２・１から２２．３までを参照してください。

１２．１

１１．９

機械化部隊は（連合軍砲兵部隊を含みます）移動力が 2 倍になる

マップ外ＢＯＸへの退出

戦略移動

一般

一般：連合軍はマップ端のマップ外ＢＯＸに関連したところから

戦略移動を使うことができます。 非機械化部隊、補給切れ部隊、

出ることができます。

ドイツ砲兵輸送移動中は戦略移動を利用できません。機械化部隊

出るためのコストはマップ端ヘックスからどこでも１ＭＰです、

は一級、二級道路沿いに戦略移動をしなくてはなりません。増援

出た次のターンにマップ外ＢＯＸに関連したところから再進入

部隊は戦略移動で進入することができます。

しても構いません、または隣接したマップ外ＢＯＸに移動してタ
ーンを終了します。ドイツ軍はマップ外ＢＯＸに出ることはでき

１２．２

戦略移動の規制

ません。ですがドイツは勝利ポイントヘックスからは出ることが

部隊が戦略移動を使うときはスタックした状態で開始できます

できます・・

が、しかし以下の規制があります。

すべての部隊はマップ東端からは出ることができません。
参考：連合軍部隊が南東のマップ外ＢＯＸからはマップ端Ａ，Ｂ，

•

敵ＺＯＣから開始できませんし敵ＺＯＣに入ることはでき

•

スタックして終了できません。

•

他の戦略移動マーカーをのっている部隊に隣接して終了で

ません。

Ｃヘックスに入ることができますまた南東のマップ外ＢＯＸに
出ることができます。

アントワープへ・・

きません。しかし違う道路であれば隣接していても隣接し

ドイツ軍はＷ３４２０からリージュ（ミューズ川をまたいでいま

ているとはみなしません。

す）から出ますと勝利条件になりますがマップ外ＢＯＸにおきま
戦略移動と Traffic Makers

せん、しかし脇に重ねおきます。一度でますと再進入はできませ

１２．３

ん。

戦略移動を使っている部隊が、St-Vith Bottleneck と Traffic
Maker が置かれているヘックスへ入るときは規定のＭＰコスト

退却でマップ外ＢＯＸに出る・・

を消費しなくてはいけません。敵の Roadblock Maker の置かれ

連合軍は退却でマップ外ＢＯＸに出ることができます。混乱した

ているヘックスに入りますとそこで移動終了します。

状態で適切なマップ外ＢＯＸにおきます。混乱した部隊は回復フ
ェイズまでマップ外ＢＯＸに出ることができません。
（１８．４）

１２．４

戦略移動（ＳＭ）マーカー

一回の移動フェイズで戦略移動マーカーの数は制限があります、
１１．１０ 軍の境界線

戦略移動マーカーのどちらかの目的にあった面を利用してくだ

境界間の移動規制：ドイツ軍は 18AM Game Turn 以前まで境界

さい。
（連合軍の反対面はトラックマーカー・・非機械化用です、

線を越えられません

18AM Game Turn から規制解除になりま

す。境界線はマップ上に引いてあります境界線より伸びていない

ドイツの反対面は輸送マーカーPrime Mover と記載されてあり、
砲兵移動に使用します。５個あります残り１個は純粋に戦略移動

だけです。ドイツは総計６個、連合軍は総計１０個です）戦略移
動を行うユニットおきにＳＭマーカー１個をおきます。（増援部
隊も含みます）

１２．５

戦略移動と戦闘

Ｓ Ｍ マ ー カ ー が 置 か れ て い る 部 隊 は Defensive Combat
Bonuses(DCBs)（１５．１）の恩恵を受けられませんしＳＭマー
カーが置かれている部隊を攻撃するときは戦闘比が右へ 1 シフ

１３

トします

ＸＥＳ

ＴＱ値（装甲性能数値）とＺＯＣｓはＳＭマーカーに

よる影響はありません

戦闘結果で退却か交戦（ＥＮＧ）になっ

た部隊はＳＭマーカーを取り去ります

ＲＥＩＮＦＯＲＣＥＭＥＮＴＳ

１３．１

＆

ＥＮＴＲＹ

ＨＥ

増援

増援部隊は額面の移動力を使用できます

移動フェイズの間に

最初のヘックス（道路移動率）の地形コストを消費して進入しま
す、増援部隊は必ず登場ヘックスを通り進入しなくてはなりませ
１２．６

トラックマーカー

ん。登場ヘックスが 2 個ある間からは進入することはできません。

１２．６１ 一般ルール

登場ヘックスはＺＯＣでも進入できますがそこでとまらなくて

連合軍非機械化部隊はトラックによる移動ができます。歩兵部隊

はなりませんそれ以上は移動できません。戦略移動を使えます、

は機械化部隊の戦略移動と等しい移動ができます。（ＳＭの条件

連合軍非機械化部隊はトラック移動が利用できます。

を適用することになります。）連合軍非機械化部隊は開始時に道

増援部隊は登場する代わりに登場ヘックスに関連するマップ外

路（どちらでも）にあり敵から２ヘックス離れていてまたはマッ

ＢＯＸに配置できます。

プ外ＢＯＸに居る部隊にトラックを割り当てることができます。
兵科に気をつけてください

例：アメリカ第２師団第８連隊第４大隊（４／８／２）は３ター

トラックを利用する部隊の移動力はトラックに乗せるのに全移

ンの増援です。マップ上ではＡかＢの登場ヘックから進入するか、

動力を使わなくてはなりません。
（すなわち 1 ターンは行うこと

連合軍南西マップ外ＢＯＸに配置できます。

はできません）
例外：連合軍非機械化の増援はトラックを利用することができま

１３．２

す・・1 ターンの積み込みの移動力は必要としません。

アメリカ軍工兵は自軍支配下の町、都市（村は不可です）の敵Ｚ

アメリカ軍工兵部隊の増援

ＯＣでない場所に登場しそれぞれの都市や町に工兵１個だけを
トラックマーカーは戦略移動マーカーのうらにありますのでト

配置できます、バストーニュは２ヘックスありますがそれぞれに

ラックを一個使うと機械化部隊の戦略移動マーカーが減ること

一個ずつ配置し全部で２個まで配置できます。スタック制限に注

になります。

意してください。

１２．６２ トラックの能力

アメリカ工兵の移動制限：増援を受けたターンの移動は最大２ヘ

連合軍歩兵はトラック輸送すると移動力が１２ＭＰｓになり機

ックスまでです。

械化部隊移動率で移動でき機械化部隊の戦略移動ルールを順守
します。でも移動力は２倍にはなりません１２ＭＰｓのままです。

デザインノート：はじめの３日間はパニック状態でアメリカの軍
団、軍所属の工兵は歩兵として戦闘地域に動員されました、工兵

１２．７

ＳＭ／トラックマーカーの除去

の任務は道路の補修や木を道路に切り倒しを行う・・などなど

戦略移動を行うと次ターンの移動フェイズまでＳＭマーカー／
トラックマーカーは取れません。下記の３つの状況で除去できま

１３．３

砲兵の増援

す。

すべての砲兵隊は射撃済み面にて到着します。

•

次ターンの移動フェイズで戦略移動を使わないときは取り

１３．４

去ることができ、他の部隊にマーカーをすぐ使用できます。

ドイツ戦闘部隊が登場ヘックスを占領しているときは、戦闘して

•

戦闘結果で交戦（Ｅｎｇ）を受けたときか退却を強制され

排除するか登場ヘックスの関連するマップ外ＢＯＸで空くまで

たとき。

待機するか１３．１の手順にしたがい他の登場ヘックスから進入

ドイツ軍（連合軍不可）は自軍の砲兵補充フェイズに輸送

します。
（他のＢＯＸに移動します。
）

•

ドイツ部隊の登場ヘックスの占領

マーカーを取り去ることができ、そのマーカーを
（SM/Prime Mover Maker）を所定の BOX に保管します

ＢＬＯＣＫＩＮＧ：ドイツ部隊により登場ヘックスが占領された

連合軍砲兵隊は戦略移動中表面に戻せません。
（５．３）

らその後の連合軍の増援はその登場ヘックスから進入できませ

ん。

sector の定義は登場ヘックスの関連するマップ外 BOX す

ＢＯＸに戻らなくてはなりません。

べてのヘックスです。占領されている登場ヘックスのドイツ戦闘

重要：マップ外ＢＯＸ内部隊と対応部隊は攻撃できません。

部隊につき連合軍は合計防御力６以上の部隊、複数の部隊をドイ

１４

ツ戦闘部隊に隣接しているマップ外に配置しなくてはなりませ

１４．１

ん。（占領部隊に此処に対応します）以下条件を満たすものが対

手番プレイヤーは攻撃フェイズに隣接している敵部隊を攻撃で

応部隊になれます。（間違っていたらすいません登場ヘックスが

きます。攻撃は任意です

占領されるとそのエリアから増援を占領されていない登場ヘッ

が 1 ヘックスの攻撃にまとめても同様）は 1 回しかできません。

クスさせる前に対応部隊を割り当てたのちマップ外から戦闘を

（Break through Combat

しかけ強制排除するかと思っています。
）

る防御側の防御力はまとめて算出します（個別にできません

•

その登場ヘックスから登場する増援部隊。

すので一回しか防御戦闘できません

•

登場ヘックスに関連するマップ外ＢＯＸにいる連合軍部隊

撃はその都度おこないます、あらかじめ指定する必要もありませ

（砲兵を含みます）

ん。

ＢＡＳＩＣ

ＲＵＬＥＳ

ＯＦ

ＣＯＭＢＡＴ

一般

強制されません、各部隊の攻撃（複数

１９．４ は例外です）ヘックスにい
で

１９．４は例外です）攻

砲兵隊も防御部隊になることができます。
対応部隊の制限：連合軍対応部隊は一度配置に着くとドイツ占領

１４．２

部隊がなくなるまで動けませんまたは他の部隊が対応しない限

攻撃部隊はそのつど 1 ヘックスのみ戦闘できます。一回の戦闘で

複数ヘックスへの戦闘

りそのとき動いた部隊は連合軍移動フェイズの間で登場ヘック

2 ヘックスに攻撃できません。

スが空いたときは進入できますまたは登場ヘックスの関連する

あるヘックスのスタックは個別にできるのであれば違うヘック

マップ外 BOX に移動し後のターンに他の登場ヘックスから進入

スの敵を隣接さえしていれば攻撃できます。

できます。対応部隊はまたマップ外から戦闘を仕掛けることがで

個々の部隊の戦闘力を分割できません。

きます。
（１３．５を参照してください。
）
デザインノート：非常に重要

占領部隊がいるにもかかわらず空

いている登場ヘックスから増援が出るのを制限します。（訳はた

ノート

他のゲームシステムとはちがい隣接している防御部隊

をすべての部隊で攻撃する要求はありません。

ぶんこのようなニュアンスとおもいます。
）
１４．３

指揮統制

こつ：アメリカ第１０機甲師団でバストーニュ防衛を強化するの

一般：最大 2 個師団までが協力して攻撃できます。砲兵は制限あ

を妨害するのにドイツ第７軍で南端登場ヘックスを固めるべき

りません

軍／軍団の識別色も関係ありません。

とおもいます。
無所属の部隊：無所属の部隊は他の部隊とスタックせずに師団か
連合軍のマップ外からのマップ内への攻撃

ら分離している部隊（師団の番号が無い部隊もそうです）無所属

連合軍（対応中の部隊か登場ヘックスに関連がするマップ外ＢＯ

の部隊は他の師団の部隊をスタックしていれば指揮統制の目的

Ｘの部隊）はマップ外から登場ヘックスに隣接してマップ内占領

のために師団の一部として考えることができます。（一時的な編

部隊に攻撃できます。マップ外から占領部隊のいるヘックスにつ

成）師団の番号が無い部隊とスタックしているものは 2 ユニット

ながる道路に隣接しているマップ外部隊の戦力を合計し攻撃で

を指揮統制のための 1 個師団と数えることができます。

１３．５

きます。
例：ヘックス１６０１はマップ外から２ヘックス分隣接できます、

旅団とグループ：The 150th Pz brigade,The Fuhrer Begleit

この分の戦力を攻撃時合計できます、また関連するマップ外ＢＯ

brigade,The Fuhrer Grenadier brigade and U.S.Mechanized

Ｘの射撃可能な砲兵も使用できますし航空支援も受けることが

Cavalry Groups (それぞれ 2 個戦隊からなっています) ルール上

できます。すべての戦闘ルールを適用します。

師団と考えます。

制限：すべての登場ヘックスがドイツ軍に占領されてしまったら
マップ外からの戦闘しか許可されません。（対応部隊をすべて割
り当てたのち）いいかえれば側面防御が完成したのち連合軍はマ
ップ外から戦闘をしかけます。
（おかしかったらご指摘ください）

１４．４

攻撃失敗：対応部隊としていることができます。（しかし対外ス

それぞれの戦闘に以下の手順があります。

戦闘手順

テップロスしますので規定の防御力に注意してください。
）
攻撃成功：占領部隊を排除することができれば戦闘に参加した部

ステップ１

隊は登場ヘックスを通り（必ず）戦闘後前進をすることができま

戦闘が始まる前に防御側は橋を爆破するさいころをふれます。橋

す。またなんらかの理由で前進できない。（スタックオーバーな

が落ちたら攻撃を中止することができます。

ど・・）事情があるときは必ず登場ヘックスの関連するマップ外

ステップ２

１５．３

攻撃側の戦力を合計し、防御側の戦力を合計して。（あれば

川越しの戦闘は戦闘力半減します（ミューズ川を含みます）橋が

Combat Bonuses １５．１を加算します）整数比を算出し戦闘結

健在で橋越しであれば戦車（シルエット）部隊の Armor Shift（２

果表の欄をさがします。

１．３）は受けられますが攻撃側戦闘力半減はキャンセルできま

例

１５：４ は

３：１

になります

川

せん。

車両部隊(Vehicle Unit)と戦闘

ステップ３

１５．４

攻撃側は砲兵支援を行うか宣言したあとに防御側は攻撃側がど

車両部隊が Forest,West wall or Wooded Rough hex に対して

うであろうと砲兵支援の宣言ができます、どの砲兵を使用するか

または内からの攻撃で道路つたいでなければ戦闘力は半減しま

決めます。
（２２．６）

す。いいかえれば道路なしのヘックスサイド越しの車両部隊の戦
闘力は半減します。

ステップ４
Wooded Rough and Height Advantage

砲兵等の支援で最終の戦闘結果の欄がきまればさいころをふり

１５．５

結果適用します。すみやかに除去やステップロス（１６．３）、

Wooded Rough

退却させたり Determined Defence（死守）
（１６．７）をおこな

かの Wooded Rough への戦闘での戦闘力は半減します。Wooded

ったり、戦闘後前進をおこなったり、Breakthrough Combat（１

Rough でないヘックスから Wooded Rough への戦闘力は半減し

９．４）をおこないます。

ません。
（Height Advantage

から外への戦闘

また Wooded Rough からほ

と呼びます）車両部隊は道路つた

いであれば Height Advantage を受けることができます。
１４．５

最小最大戦闘比

１：３以下は１：３として
扱います

７：１を越えるものは７：１として

戦闘比の砲兵等の欄シフトは最終比を決める前に適

用します。

デザインノート
Wooded Rough の部隊は小さな谷間に入ったと考えます。谷間か
らの攻撃は半減しますが谷間の上からの攻撃は半減しません。こ
のゲームでは Wooded Rough はよい防御ヘックスではありませ

例

初期戦闘比が９：１で左１シフト（防御側に有利）したあと

ん。

最終に７：１とします。
River & Wooded Rough Hexes
１５ ＣＯＭＢＡＴ
１５．１

Wooded Rough に流れている川は無視します。Wooded Rough

ＭＯＤＩＦＩＲＥＳ

Defensive Combat Bonuses (DCBs) 防御戦闘ボーナ

Hexside は川を考慮します。

例外

橋がある Wooded Rough

ス

Hexside 越しで Wooded Rough Hex を攻撃するとき、いつも戦

地 形 は 戦 闘 比 コ ラ ム シ フ ト の 代 わ り に 防 御 側 は Defensive

闘力は半減します） 例

Combat Bonuses (DCBs) 防御戦闘ボーナスを受け取ることが

１５．６

できます、ヘックスの防御戦闘力が増えます（ユニットごとでは

December 23rd AM turn より連合軍は空軍の支援を受けられま

ありません）Terrain Effects Chart(TEC)地形効果表を参照して

す。

２８２８から２９２８をみてください。

連合軍航空支援

そのヘックスの DCBs を確認してください。防御側にその地形の
もっとも有利な DCB を受け取ることができます複数は不可。
例

１－１－３の工兵隊が町ヘックス（DCB

＋３）での防御力

攻撃支援：連合軍プレイヤーターンに攻撃時航空支援を受けるこ
とができます。連合軍プレイヤーはさいころを 1 個ふり支援数を

は４になります。

決定します。（移動フェイズ中いつでもいいです）例

西マップ

制限

に連合軍航空支援表があります、さいころで５がでたらこのター

防御力が括弧になっている部隊は DCBs を受け取れません。

ンの航空支援はマーカーを３個受け取ります、攻撃支援する際は

戦力移動中は DCBs を受け取れません。

マーカー１個で戦闘結果表にて右に１コラムシフトし、ひとつの

歩兵が随伴していない戦車（シルエット）部隊は DCBs を最大＋

戦闘ではマーカー1 個しか支援できません。このマーカーは貯め

１までしか受け取れません。

ることはできません使用しなければ除去します、戦闘結果がでた
らマーカーは除去します。

１５．２

防御支援：ドイツ軍の攻撃解決をする前に連合軍の航空支援表

半減

半減は個々に半減します（スタックではありません）端数は切り

(Jabos Table

上げします四捨五入ではありません。（例

ふり戦闘結果表の左コラムシフト数を決めます。防御支援には制

５の半減は３になり

ます）攻撃部隊の戦闘力半減は戦闘時一回のみです複数回半減し

１５．６西マップにもあります)でさいころを一個

限はありません。マーカーは関係ありあせん。

ません。
夜ターン：航空支援はありません。

１６
１５．７

West Wall

ＣＯＭＢＡＴ

ＲＥＳＵＬＴＳ

一つの戦闘の結果を戦闘結果表から攻撃・防御側に適用します、

ドイツ軍のみ West Wall で＋３の防御力修正が得られます。
（移

言うまでもなく有利な状況だけとは限りません。

動制限は両軍に適用されます）連合軍の戦車（シルエット）と偵
察部隊は West Wall への攻撃は戦闘力半減します。

Ｄ１＊
防御側は１ステップロスし

１５．８

陣地(Improved Position＝IP)

戦闘への影響：防御ヘックスに陣地がありますと
（Determined Defence

４ヘックス後退を強制されそのあ

と混乱状態になります。 攻撃側は戦闘後前進
死守

１６．７）をすることができます。DCB

Bonus Advance

（１９．１）ができ且つ突破戦闘 Breakthrough Combat（１９．
４）ができます。

は＋２です。この DCB を受けますとそのヘックスの地形の DCB

ＤＲ４＊

は受けることができません。

防御側は４ヘックス後退を強制されそのあと混乱状態になりま
す。攻撃側は戦闘後前進

例外：戦略移動中と防御力に括弧があるものは陣地の恩恵を受け

Bonus Advance（１９．１）ができ且

つ突破戦闘 Breakthrough Combat（１９．４）ができます。

られません。戦車（シルエット）部隊の DCB は＋１までしか受

ＤＲ３

けることはできません。

防御側は３ヘックス後退を強制されそのあと混乱状態になりま
す。攻撃側は戦闘後前進

陣地構築の仕方：両軍構築できます

町、都市、村と West Wall

Bonus Advance（１９．１）ができま

す。

（これらはすでに陣地と同様の効果があります）以外に構築する

ＤＲ２

ことができます。補給状態の戦闘ユニットで戦略移動を行ってお

防御側は２ヘックス後退を強制されそのあと混乱状態になりま

らず、混乱、ＥＮＧになっていない部隊が陣地構築することがで

す。攻撃側は戦闘後前進

きます。
（戦車（シルエット）部隊はできません）構築には 2 段

ます。

階の段取りがあります。

ＦＦ

１）資格のある部隊が陣地構築するためにはその移動フェイズに

攻撃側はＥＮＧの結果か Fire Fight Table を使用してすぐにも

移動できません。そのターンに陣地マーカーの裏面にして配置し

う一度さいころを振るか（１６．２）どちらかを選ぶことができ

ます。

ます。

２）次ターンの友軍移動フェイズに混乱、ＥＮＧ状態でなければ

ＦＦ（＋１）Fire Fight

陣地マーカーを完成面にすることができます。

攻撃側はＥＮＧの結果か Fire Fight Table を使用してすぐにも

完成の遅延：構築中の部隊がＥＮＧ状態やすべての部隊が混乱状

う一度さいころを振るか（１６．２）どちらかを選ぶことができ

態のときは陣地を完成させることができせん。陣地完成は次ター

ますがさいころを振るときは＋１のさいころ修正を必ずします。

ンになりマーカーは構築中にとどまります。いったん陣地構築が

ＥＸ

始まったら取り去る方法はそのヘックスから構築部隊がそのヘ

両軍１ステップ失います。（所有者側が決めます

ックスから離脱するしかありません。

ステップロスの選択）防御側はＥＮＧ状態になります。退却と混

陣地の撤去：移動フェイズの終了時にいくつでも取り去ることが

乱はありません。ＥＸの損害で防御側が除去されない限りは（１

できます。戦闘中は敵が戦闘後前進して陣地ヘックスを占領する

ステップしかなかったとき）戦闘後前進はできません。出来ても

か防御部隊が退却を強制されたときはすみやかに取り去ります。

防御部隊のいたヘックスに前進して終わりです。

追加：陣地建設を自軍移動フェイズ開始したらそのあとの戦闘フ

防御側にＥＮＧマーカーをおきます。退却、混乱、戦闘後前進は

ェイズでの戦闘はできません。砲兵は陣地建設することはできま

ありません。

せん。

Ａ１／ＥＮＧ

Regular Advance（１９．１）ができ

Fire Fight

例外１６．３

ＥＮＧ

攻撃側が１ステップロスを適用する以外はＥＮＧと同じです。
１５．９

その他の修正

Ａ１

戦略移動中の部隊を攻撃するときは右に１コラムシフトします。

攻撃側が１ステップロスします。

戦車部隊で灰色のＴＱ値（装甲性能数値）があるものは装甲優越

＊

（Armor Shift

アスタリスクがある場合、突破戦闘 Breakthrough Combat（１

２１．１）になりますと１コラムシフトが得ら

れます。

アスタリスク

９．４）ができます。

砲兵支援によるコラムシフトｓがあり、攻撃側･防御側とも支援
Fire Fight Table

がうけられます。

１６．２

補給切れによる１コラムシフトがあります。

このテーブルは戦闘結果でＦＦが生じ攻撃側がさらに突き進み
たいとき時使用します。

攻撃側は最初に先鋒(Lead Unit)を決

めなくてはなりません、 攻撃に参加している部隊が１個しかな

ＥＮＧ＋

いときはその部隊が先鋒(Lead Unit)になります、複数であれば

防御側にＥＮＧマーカーをおきます。退却、混乱、戦闘後前進は

先鋒(Lead Unit)として１個を選びます、ＦＦのさいころを振る

あ り ま せ ん 、 違 う と こ ろ は 攻 撃 側 優 勢 マ ー カ ー Attacker’s

ときの修正に先鋒(Lead Unit)のモラルを使用します（エリート

Advantage maker を攻撃部隊 1 ヘックスに防御側へ矢印を向け

－１、ベテラン±0、新兵＋１）また損害も先鋒(Lead Unit)が受

て置きます。（１６．６）

けます。
ユニットが一個のときは先鋒として選んだ部隊が防御側ヘック

戦闘後前進：ＦＦにて前進できるのはＦＦの戦闘に関連した部隊

スへ進めます。ＦＦを使用する使用しないは自由です。

が進めます。先鋒(Lead Unit)だけではありません。

例：戦車と偵察部隊は橋のない川越しと道路が通じてない森ヘッ

１６．３

クスサイドのときは、先鋒(Lead Unit)として選ぶことができま

戦闘結果でＥＸ時

せん。

がいた時はその戦車部隊がステップロスをします。戦車部隊を選

ステップロスの選択
装甲優越 Armor Shift をもたらした戦車部隊

ぶのは Armor Shift の資格を持つ部隊ではなくてはなりません。
さいころ修正

他の結果(A1,D1.etc…)では所有者側プレイヤーはどれかを選ぶ

＋１ 先鋒が新兵

ことが出来ます。

－１ 先鋒がエリート

ＦＦ（Fire Fight）：先鋒(Lead Unit)がいつもステップロスを受

－１ 先鋒がグレー丸のＴＱ値（装甲性能数値）を持つ戦車ユニ

けます。
（１６．２）

ットであり且つ防御側が森、Wooded Rough、都市ヘックスでな

１６．４

い時か、ＴＱの比較で攻撃側が大きいまたは同等の時にさいころ

裏返すとステップロスしたことになります
（2 ステップの部隊）
、

修正があります。

1 ステップしかないときか 1 ステップしか残ってないときはマッ

ノート

さいころ修正の累積で２１．１の装甲優越 Armor Shift

ステップロスの仕方

プ上から取り去りデットパイルに置きます。

と違いＴＱ値（装甲性能数値）は同等でも得られます、２１．１
ではＴＱ同士の比較は防御側以上になっています。

Armor

大部隊 Large Units：いくつかの部隊でステップロスしてもスタ
ック値が２の部隊は 2 回目のステップロスができます。2 回目の

Shift と故意に違えております。

行い方は同系の残余ユニットに置きかえます、そのあと退却と混
例

乱結果を受けます、同系の残余部隊がないとき 2 ステップロスは

第４機甲師団がバストーニュへの攻撃で連合軍プレイヤーはＦ

ありません除去になります。

Ｆの結果を出しました。 連合軍プレイヤーはＦＦを行うべく第
４機甲師団のＣＣＲ（エリート戦車部隊）を先鋒(Lead Unit)に

１６．５

選びました。このときのさいころ修正は－２（エリート部隊とＣ

交戦中の影響は防御側のみです。（攻撃側は次ターンに再戦闘を

ＣＲのＴＱ値（装甲性能数値）を上回る戦車部隊が防御側プレイ

行わなくてもいいです。
）

ヤーにないためです。）

ＥＮＧマーカーをのせたユニットは以下の影響を受けます。

ＥＮＧマーカー

移動フェイズに移動できません。
橋の爆破の際さいころ修正＋２になります。

ＦＦの結果
Ｄ１

攻撃側優勢マーカー Attacker’s Advantage maker

防御側は１ステップロスし防御側がまだ残っているなら２ヘッ

１６．６

クス後退を強制されそのあと混乱状態になります。攻撃側は戦闘

ＥＮＧ＋の結果の時に攻撃側 1 ヘックスに置かれて矢印を防御

後前進

Regular Advance を行うことができます。

側に向いておいています。

Ａ１／Ｄ１

この部隊が矢印を向けているヘックスを再攻撃するときに右 1

両軍１ステップ失います。（攻撃側は先鋒が受けますが防御側は

コラムシフトを得られます。（どの部隊でもかまいません、そこ

防御側が決めます）防御側がまだ残っているなら２ヘックス後退

に部隊がいれば成立します。）

を行うことができ混乱状態（退却の有無にかかわらず）になりま
す。攻撃側は戦闘後前進

Regular Advance を行うことができま

マーカーの除去は以下の状況で取り去られます。

す。

再攻撃が終了した。（再攻撃終了時ＥＮＧ＋の結果ではなかった

Ａ１／ＤＲ２

ら）

攻撃側は１ステップ失います。（先鋒が受けます）防御側は２ヘ

マーカーをのせている部隊の戦闘フェイズはじめに矢印の先の

ックス後退を行うことができ混乱状態（退却の有無にかかわら

防御部隊がいない時。

ず）になります。攻撃側は戦闘後前進
ことができます。

Regular Advance を行う

マーカーをのせているヘックスからマーカーをのせた時の部隊
はそのヘックスからでたとき。（他のヘックスの部隊に変われま

せん、ただしマーカーをのせた時の部隊が 1 部隊でも残っている

さいころ修正に－１になります。さいころは２で－１して１結果

時は取り去られません。
）

はＥＸになります。連合軍側は先鋒の戦車部隊が１ステップロス

マーカーをのせた部隊、スタックが退却の結果を受けた時。

しますドイツ軍も１ステップロスをします。ですが退却と混乱は
取り消しになりました。

１６．７

死守 Determined Defence

死守は反撃か部隊維持を表しています。

１６．７４

１ステップの防御部隊

死守を行って残念ながら死守した側が全滅してしまった時に攻
１６．７１ 手順

撃側はそのヘックスにのみ戦闘後前進を行うことができます。(a

防御側は戦闘後前進 Regular Advance を Determined Defence

Limited Advance)

Table をしようして阻止を試みることができます。戦闘後前進 a

１７

Bonus Advance は阻止できません、阻止を試みることができる

１７．１

ＲＥＴＲＥＡＴＳ
退却行動

West Wall または陣地(IP)です。成功する

攻撃側は退却できません、（ステップロスのみ）防御側のみでき

と退却と混乱を無視することができます、敵の戦闘後前進も阻止

ます。戦闘結果で退却の結果がでたら結果の退却ヘックス数分退

することになります。もし防御側が 2 ユニット以上あれば混乱し

却しなければなりません。所有者側が退路を決めます。退却は以

ていない部隊を先鋒(the Lead Unit)に選びます、この部隊の能力

下の優先順位にそって退却します。

箇所は村

町 都市

をさいころ修正に使用しステップロスはこの部隊が受けます。全
部隊が混乱しているとき死守はできません。

Ａ

結果の説明

可能な限り戦闘結果の退却数分戦闘ヘックスから退却しなけれ

Ｙｅｓ

ばなりません。

成功：死守成功です。退却は取り消しになります、混乱と戦闘後

Ｂ

前進も同様です。

可能な限り空の敵ＺＯＣには入らないこと、ただしどうしても入

けれども１６．７４を参照してください

らなければならない時は最初のヘックスは空の敵ＺＯＣには入

Ｎｏ

ることができます。ＺＯＣボンドとヘックスサイドボンドには入

死守失敗です。退却を行います。

ることも超えることもできません。このあとの退却は必ず敵ＺＯ

ＹｅｓかＮｏには以下のことが伴うことがあります

Ｃのないところでなくてはなりません。友軍部隊の存在は退却の

EＸ

両軍 1 ステップロスを行います。
（攻撃側はどれかに適用で

目的でのＥＺＯＣを無効にします。（しかし今回の退却部隊は不

きます、死守を試みた側は先鋒(the Lead Unit)に適用します、1

可です。一部の部隊を先に退却させてそれをＺＯＣ無効にする友

ユニットのときはそれに適用します。）

軍とすることはできません。）
Ｃ

－１

先鋒(the Lead Unit)は 1 ステップロスします 1 ユニットの

可能な限り退却は自軍補給源に向かって退却しなければなりま
せん。

ときはそれに適用します。

Ｄ
ＣＡ

防御側は 1 ヘックス退却しますが混乱はしません

攻撃

機械化部隊は極力道路沿いに退却すること。

側は戦闘後前進 Limited Advance を得られます、攻撃側が戦闘
後前進を行い終了したら防御側は反撃を行うことができます。反

１７．２

退却による全滅（除去）

撃は通常戦闘として解決します、砲兵支援と航空支援は受けられ

以下の退却で部隊は全滅します。

ません。攻撃側は防御側の反撃で失敗してできた空きヘックスに

敵ユニットのいるヘックスに進入したとき。

は戦闘後前進できません、防御側は反撃に成功してできた空きヘ

敵ＺＯＣボンドまたはヘックスサイドボンドに進入または越え

ックスに戦闘後前進できますがそこで終わりです。

たとき。
退却１ヘックス目も敵ＺＯＣで、２ヘックス目も敵ＺＯＣのとき。

１６．７３ さいころ修正

橋のかかってないミューズ川と湖ヘックスサイド

ＦＦと同じですが違うところは下記の修正が違います。
防御側が都市にいる時は

追加で車両部隊は以下の退却で全滅します。

－１

防御側にＴＱ値が赤丸の戦車部隊がいる時は

－１

森、West Wall、Wooded Rough hex の道路のないヘックスサイ
ドでの出入りする退却。

例：連合軍は２－２－３の歩兵大隊と４－３－６の機甲大隊が
Clervaaux にてＤＲ２の結果を受けました。ですが退却をせずに
死守を宣言し４－３－６の機甲大隊（ＴＱ値

３）を先鋒に選び

ました。ドイツの戦車部隊のＴＱ値３、連合軍はＴＱ値３なので

橋のかかってない川ヘックスサイド。

１７．３

Determined Defense 死守と（１６．７）Disengagement Table

退却ができなかった

防御部隊が全滅してしまい退却できなかった時でも攻撃側がフ

交戦離脱（２０．１）と Breakdown 分遣（２６．１）は行うこ

ルに戦闘後前進することができます。

とができます。
注記

１７．４

退却でのオーバースタッキング

アメリカトラックマーカーは退却のときに速やかに取り去りま
Prime Mover Maker はドイツ軍砲兵部

退却終了時にオーバースタッキングを許可されます。しかし次の

す。輸送マーカー

自軍移動フェイズに是正するかペナルティをうけるかどちらか

隊が混乱してもとどまります。混乱のままですと射撃はできませ

を行わなければなりません。

ん。

１７．５

１８．３

退却部隊がまた攻撃に巻き込まれたら

混乱部隊の能力

退却で友軍ヘックスに退却したとき、そのヘックスでまた戦闘が

混乱部隊のＺＯＣは保持できＺＯＣボンドも形成できます。防御

起こったら退却してきた部隊はその戦闘に防御力を加えられま

戦闘力も保持し DCBs 防御戦闘ボーナスも得られます。

せん、もしそのヘックスの部隊が退却の結果を被ったときは退却
混乱マーカーの除去（Rally Phase 回復フェイズ）

してきた部隊は全滅します。

１８．４

１７．６

敵部隊に隣接していなければ自軍の Rally Phase 回復フェイズ

マップ外への退却

ドイツ軍は全マップエッジと連合軍は東側エッジからマップ外

に自動的に混乱マーカーを取り去ることができます。もし敵部隊

へ退却すると全滅します。連合軍は南西北エッジから退却すると

に隣接している時は（混乱部隊は敵ユニットから離れなければな

混乱状態になり出たセクターに関連するマップ外ＢＯＸに配置

らないことを思い出してください。
）

します。再進入は次ターンの混乱回復後以降できます。

さいころを 1 個振り１～３で回復成功します、４～６は回復失敗
になります。

１７．７

さいころ修正 Green 新兵は＋１、Elite エリートは－１します。

砲兵の退却

裏面にして（射撃終了面）他のユニットと同じように退却できま
す。

１９

もし退却１ヘックス以上退却を強制された時に、ドイツ軍砲兵は

１９．１

輸送マーカー

Prime Mover Maker なしには退却できま

ＡＤＶＡＮＣＥ
戦闘後前進

ＣＯＭＢＡＴ

一般

３種類の戦闘後前進があります。
Limited 限定

せん。

ＡＦＴＥＲ

Regular 通常

Bonus ボーナス

があります。砲

兵は戦闘後前進ができません。
１７．８

Limited 限定

ＥＮＧ状態の部隊が退却する

戦闘後前進

退却する部隊からＥＮＧマーカーを取り去り通常に退却します。

防御側が退却の要求なしに全滅した時に起こります。（ＥＸの結

夜ターンにＥＮＧ状態になり翌朝（AMTurn）に攻撃を受けた時

果または死守で防御側がステップロスをこうむったとき）攻撃側

だけです。

は防御側のいたヘックスに前進することができます。
Regular 通常

１８ ＤＩＳＲＵＰＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＲＡＬＬＹ

戦闘後前進

攻撃側はどちらかの方向に１ヘックス前進できます。
Bonus ボーナス

１８．１

混乱ルール一般

戦闘後前進

攻撃側はどちらかの方向に１ヘックス前進できます。DＲ３、Ｄ

どの部隊も２ヘックスかそれ以上退却しますと混乱状態になり

Ｒ４＊とＤ１＊の結果でおこります。

ます。すでに混乱している部隊がさらに混乱の結果を受けますと、

道路ボーナス

その部隊、またはスタックは混乱したままでそれぞれ部隊ごとに

機械化部隊は 1 級道路と森、Wooded Rough を通らない 2 級道路

１ステップロスします。

を利用して戦闘後前進するのであれば戦闘後前進量が 1 ヘック
ス増加します。機械化部隊は Regular 通常

１８．２

混乱の影響

クスになり、Bonus ボーナス

戦闘後前進で 2 ヘッ

戦闘後前進で 3 ヘックスになりま

混乱しますと以下のペナルティになります。

す。

移動は最大１ヘックスです。敵ＺＯＣには入れません。移動は敵

天候が Poor コンディションと森を通る２級道路は道路ボーナス

ＺＯＣから離れる移動をしなければなりません。

を使用することはできません。

攻撃はできません、砲兵の支援もできません。

注意：Traffic Maker は戦闘後前進には影響しません。

混乱状態でもう一度混乱結果をうけたら１ステップロスをそれ
ぞれ部隊単位にしなければならない。（１８．１）ヘックスにつ

１９．２

き１ステップではありません。

移動で禁止しているところは進入も越えることもできません。

地形と戦闘後前進

陣地は構築できません（１５．８）
。

Infantry Type(歩兵)は最初のヘックスが森であれば前進するこ

とができます、また部隊は道路沿いではれば前進できます。車両

１９．６

部隊(Vehicle Unit)は道路沿いを除いては、決して森には前進で

補給切れの部隊は最大 1 ヘックスしか前進できません、突破戦闘

きません。

も実施することもできません。

補給と戦闘後前進

Infantry Type(歩兵)は最初のヘックスが道路のない Wooded
Rough hexside を越えて、または橋のない河 hexside を越えて前

２０

進することができます。車両部隊(Vehicle Unit)は決して上記２

Ｇ

種類の hexside 越えて前進できません。
（道路沿いは可能です。
）

２０．１

ＤＩＳＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ

ＥＮＧＡＧＥＤ

ＡＮＤ

ＲＥＭＯＶＩＮ

ＭＡＲＫＥＲ

一般

ＥＮＧマーカーをのせている部隊は移動フェイズに移動できま
１９．３

せん。しかし戦闘フェイズ中にチャート内の Disengagement

敵ＺＯＣと戦闘後前進

ＺＯＣボンド：戦闘後前進では入ることも越えることもできませ

Table（交戦離脱を試みる）を使用して移動できるチャンスがあ

ん。

ります。戦闘フェイズ中でこれらの戦闘を行う前に手番プレイヤ

例外 防御側のいたヘックスであれば入れます。

ーは Disengagement 交戦離脱を実施することができます。EＮ
ＺＯＣs：戦闘後前進ではＺＯＣで止まりません、しかし同じ部

Ｇ状態の部隊は戦闘ではなくむしろ交戦離脱を行います、両方を

隊のＺＯＣからＺＯＣへと進むことはできません。

行うことはできません。成功したときは所有者により

例外 最初からＺＯＣいたときは、最初に戦闘後前進するヘック

は 2 ヘックス退却させます。非混乱部隊が敵部隊に隣接していて

スがＺＯＣであっても戦前進することができます。

も Disengagement Table（交戦離脱を試みる）を使うことができ

１また

ます。ＥＮＧマーカーをのせていない部隊でも使用できます。
１９．４

Breakthrough Combat 突破戦闘

戦闘結果にアスタリスク（＊）が含まれていたら、攻撃部隊は戦

２０．２

闘後前進したあとに戦闘を行うことができます。この２回目の戦

Disengagement 交戦離脱は各部隊おきにおこります。ＥＮＧマ

手順

闘を Breakthrough Combat 突破戦闘と呼びます。

ーカーがのっている部隊は Disengagement 交戦離脱を試みるこ

２回目の戦闘は参加した部隊のうち１スタック（ユニット）が戦

とができます。（さいころをふるまえにどの部隊が交戦離脱を試

闘後前進の間に許可されます。（これからは突破戦闘グループと

みるのか公表します。とどまるときもそうです。
）DRMs 加味し

呼びます。）機械化突破戦闘グループは戦闘後前進をフルに行う

て Disengagement Table から結果を見つけてくだい。

ことができます。非機械化突破戦闘グループ／非機械化と機械化
の混成突破グループは戦闘を行うには１ヘックスしか戦闘後前

さいころ修正

進ができません。

＋１

新兵

－１

エリート

－１

戦車または偵察

手順：突破戦闘グループが限定で一回戦闘を行うことができます。
戦力を分けることはできません、２ヘックス以上の敵を攻撃でき
ません。突破戦闘を実施する前に一回目戦闘での戦闘グループの

２０．３

結果の説明

編成で戦闘後前進を終了します。突破戦闘は次の部隊の通常攻撃

ＮＯ：退却はできません、ＥＮＧマーカーはとどまります。

の前に実施しなければなりません。突破戦闘もすべての通常戦闘

ＹＥＳ：退却を１か２ヘックス後退行わなければなりません、退

のルールを適用します。射撃可能な砲兵部隊は支援できます。
（攻

却制限１７．２と１７．７を順守します。もし混乱していない部

撃・防御共）

隊が最初に入ったヘックスが敵ＺＯＣであれば止まります。（Ｚ
ＯＣボンドには入ることも、越えることもできません。
）

制限：突破戦闘が成功し Bonus ボーナス

戦闘後前進が得られ

ても、突破戦闘グループは Regular Advance 通常戦闘後前進に

Ｄ：部隊は混乱します。結果が

限定されてしまいます。

了時に混乱状態になります、退却のとき最初のヘックスが敵ＺＯ

突破戦闘で成功して、さらにアスタリスク（＊）が得られても、

Ｃでそこでとまるような退却は禁止します。

Ｙｅｓ＋Ｄ

のときは、退却完

もうできません。
２０．４
１９．５

突破戦闘グループの他戦闘への援助

非ＥＮＧ状態の部隊が Disengagement Table を使用

する

突破戦闘グループが他部隊の戦闘の防御側ヘックスに戦闘後前

非ＥＮＧ部隊が Disengagement Table を使用して退却する間は

進で隣接して、他部隊の攻撃で指揮統制（１４．３）の範囲内で

ＥＺＯＣに入れません。

あれば突破戦闘グループの攻撃力をその他部隊の攻撃力に加算

（ＺＯＣtoＺＯＣ移動の機会は移動フェイズの間に認めていま

することができます。このときの結果は他部隊の戦闘結果に持ち

す。
）選択肢がなくＥＺＯＣに入る退却の場合は全滅します。

越しになります。
２０．５

ＥＮＧマーカーの除去

ＥＮＧマーカーはどんな状態であろうと、交戦離脱またはしない

装甲優越シフトはありません。攻撃側の戦車部隊が敵防御ヘック

ときでも取り去ります。すべてのＥＮＧマーカーは自軍戦闘フェ

スへ入るときに正規に Hexside を越えることのできない

イズに取り去ります。取り去った部隊はその戦闘フェイズに戦闘

無い河川、道路がまたいでいない森／Wooded Rough Hexside に

できません。

対しての装甲優越シフトはありません。注意、攻撃側は橋がかか

橋の

っている河川越しのときは装甲優越シフトがあり、または道路が
２１ ＴＡＮＫ
２１．１

ＡＮＤ

ＲＥＣＯＮ

ＵＮＩＴＳ

装甲優越シフト

またいでいる a dark-green wooded rough hexside にもありま
す。

攻撃側は以下の２つのケースで戦闘結果表の右コラムシフトが
得られます。

２１．４

偵察部隊の特殊能力

偵察部隊単独で防御時にＥＮＧの結果を受けたときにＤＲ１（1
•

•

攻撃側に戦車が含まれていて、防御側にＴＱ値を持つ部隊

ヘックス退却で混乱しません。）として受けることができます。

がない時

もしこのオプションを使用したとき、攻撃側は Regular

攻撃側に戦車が含まれていてが参加していて、防御側もＴ

後前進行うことができます。

の戦闘

Ｑ値を持つ部隊参加していたとき、しかし攻撃側の装甲優
越値（ＴＱ）が防御側を上回っている時

２１．５

戦車と偵察の特性の要約

橋のかかってない河川ヘックスサイドを越えて戦闘後前進、退却
例

することはできません。

攻撃側の装甲優越値（ＴＱ）が４、防御側は３の時、攻撃側は右

（１１．４、１７．２、１９．２）

シフトが得られます。

道路沿いではない森、Wooded Rough、West Wall を出入りする
戦闘後前進、退却はできません。（１１．５、１７．２、１９．

攻撃側に戦車がなく防御側に戦車（装甲優越値の丸の色が赤また

２）

はグレー）と歩兵がいるときは戦闘結果表で左コラムシフトを受

交戦離脱 Disengagement を試みるときにさいころ修正－１を受

けます。

けます。
（２０．２）

こ の 左 コ ラ ム シ フ ト の 際 、 ア メ リ カ の 戦 闘 団 Combat

死守 Determined Defence で戦車は－１のさいころ修正を提供

command(CC)とステップロスをしていない第１５０装甲旅団

する資格があります。

(150th Pz Brigade)は戦車、歩兵の両方としてとしてみなすこと

（１６．７）

ができます。

ＦＦ Fire Fight で戦車は－１のさいころ修正を提供する資格が
あります。
（グレー○です。
）

ＴＱ値がある偵察部隊は戦車、歩兵の両方としてとしてみなすこ
とができます、防御装甲優越シフトの目的のためでしたら。

２２

ＡＲＴＩＬＬＥＲＹ

２２．１

ＵＮＩＴＳ

砲兵部隊の移動一般

例

砲兵部隊は射撃体勢での移動 Shifting Fire Position（２２．２）

攻撃側の戦車部隊が装甲優越値（ＴＱ）３、防御側は４のとき、

を除いて射撃ターンは

攻撃側は右コラムシフトを受けることはできません。しかし防御

ヘックス以上移動するのであれば必ず射撃済み面にして移動し

側もコラムシフトはありません。

ます。ドイツ軍砲兵部隊は１ヘックス以上移動するときは、輸送

移動できません。連合軍砲兵部隊は１

マーカー Prime Mover Maker を必要とします。
（２２．３）こ
２１．２

Tank Destroyers

の連合軍とドイツの砲兵移動は機械化部隊の移動レートになり

赤丸の装甲優越値（ＴＱ）は攻撃でのコラムシフトには使用でき

ます。連合軍砲兵は戦略移動ができますが、ドイツ軍砲兵はでき

ません。

ません。

防御時だけ使用できます。（攻撃側に戦車を参加させてないと
射撃体勢での移動 Shifting Fire Position

き。
）

２２．２

赤丸の装甲優越値（ＴＱ）が攻撃側より高いか同じなら、攻撃側

ドイツ軍ネーベルファー部隊と連合軍砲兵は射撃可能面で１の

の装甲優越シフトを無効にすることができます。赤丸の装甲優越

移動ポイントを持っています。これらは１ヘックス移動しても射

値（ＴＱ）は死守 Determined Defence にてさいころ修正－１す

撃可能面でとどまります。移動してヘックスに入る際、移動ルー

る資格があります、しかし Fire Fight にはさいころ修正はありま

ルの範囲内で移動ポイントとは関係なしに１ヘックス移動でき

せん。（グレーの○になります。
）

ます。一級道路は 2 ヘックス移動できません。
（1 ヘックスだけ
です。）

２１．３

装甲優越シフトでの地形の影響

防御側は、森、Wooded Rough、West Wall、都市ヘックスでは

２２．３

ドイツ軍輸送移動力

German Prime Movers

ドイツの軍団所属砲兵の輸送力は不足していました、初期戦闘後

果にかかわらず射撃済み面にします。結果で１または２のときは

の後砲兵は取り残されました。実質ドイツ軍砲兵は動けませんで

戦闘結果表の今回の戦闘比を、数字分だけ左シフトを適用しなく

した。しかしながらターン毎 5 個砲兵部隊の移動力(MA)を５に

てはいけません。防御側が連合軍で

増加できる輸送マーカーが使えます。（戦略移動はできません。
）

の結果がでたときは、攻撃側は１ステップロスを受けて、その攻

これら 5 個の輸送マーカーの内訳は第 6 装甲軍に 2 個、第 5 装甲

撃を中止させてしまいます。（Ａ１の結果を受けたのと同じ扱い

軍に 2 個、第 7 軍に 1 個です。この輸送マーカーは、その軍の砲

です。）ステップロスは攻撃側が選びます。

兵しか使用できません。他の軍の砲兵は使用できません。

ＴＯＴ(Time on Target)

こ

の輸送マーカーはどちらの状態でも輸送できます。（ドイツ軍砲

注記

兵は輸送マーカーで移動しても射撃済み面にしなくてもいいで

ＴＯＴは砲兵隊の共同攻撃の実施で、攻撃側の要への集中砲火が

す。）砲兵にのせている輸送マーカーは、のせている間は射撃で

成功したことです。共同攻撃が成功するのはまれでしたが成功し

きず、次ターンの射撃済み砲兵補充フェイズに取り去ります。

た時は計り知れないものでした。

ドイツ軍プレイヤーはすべての輸送マーカーを射撃済み砲兵補
充フェイズの間にとりさります。

２２．９

砲兵部隊の地上戦闘

砲兵部隊は自分自身から攻撃することはできません、防御砲兵支
注記

援のみです。砲兵部隊が攻撃されたら防御力を使用できますが攻

輸送マーカーの裏面は戦略移動マーカーです、砲兵を移動させる

撃される砲兵は自分自身に防御砲兵支援はできません、ですが接

たびにドイツ軍機械化部隊の戦略移動が 1 つ減ります。これは限

敵されても防御砲兵支援を違う防御ヘックスに行うことができ

られた燃料、武器弾薬輸送のトラック使用、道幅などの輸送上の

ます。砲兵隊の防御地上支援は戦闘フェイズの間でその防御力を

要因を反映しています。

使用できます。

２２．４

こつ

射程

それぞれの砲兵ユニットの左上の小さな四角の中に射程（ヘック

攻撃は砲兵が含まれているヘックスを最初に攻撃します、なぜな

ス数）が印刷されています。それがターゲットヘックスからその

らＥＮＧや退却の結果は砲兵のほかのヘックスの防御支援を阻

砲兵部隊までの最大射程（ヘックスで測ります。）で砲兵支援を

止できるからです。

行えます。攻撃側／防御側とも攻撃ヘックスまでをたどります。
ターゲットヘックスは距離のうちですが砲兵のヘックスは数え

２２．１０

ません。

砲兵もＺＯＣｓを持っています。
（９．１）

２２．５

射撃態勢と射撃済み

他の影響のまとめ

退却での砲兵（１７．７）

すべての砲兵は 1 ステップしかありません；裏面は射撃済みであ

砲兵は戦闘後前進できません。
（１９．１）

ることを表示します。（連合軍砲兵では移動態勢でもあります。
）

補給切れは射撃態勢面にすることはできません。
（２３．４）

表面は射撃態勢とみなします。一度射撃をしますと射撃済み面に
裏返します。また射撃態勢面に戻すのは射撃済み砲兵補充フェイ

２３

ズの間に射撃態勢に戻せます。
（５．２）

２３．１

２２．６

このフェイズ中にフェイズプレイヤーは友軍すべての部隊の補

砲兵支援の一般

ＳＵＰＰＬＹ

ＡＮＤ

ＳＵＲＲＥＮＤＥＲ

補給、降伏チェック

フェイズ

射撃態勢で射程内の非ＥＮＧ状態、非混乱状態の砲兵は支援でき

給と降伏をチェックします。プレイヤーは補給線によって部隊か

ます。両軍の砲兵は一つの戦闘にしか支援できません。攻撃／防

ら補給源に補給できるかチェックします。補給線が引けないとき

御側 2 個の砲兵部隊を投入できます。防御側が宣言するまえに、

は、補給切れマーカーを受け取ります。すでに補給切れであれば

攻撃側が支援を先に宣言します。軍の識別色は無視します、ある

追加の影響はありません。補給切れ状態で今回補給が通じたら補

砲兵は友軍に支援することができます。（２９．５に一つ例外が

給切れマーカーを取り除きます。

あります。
）
注記
２２．７

攻撃砲兵支援

両軍の一つの攻撃砲兵支援は戦闘結果表を右に一つコラムシフ

ドイツ軍部隊は、ドイツ軍ターン開始時、燃料欠乏を被りますが、
補給フェイズに補給線が通っていれば補給が回復します。

トし、最大２シフトまでです。
２３．２
２２．８

防御砲兵支援

補給源

補給は一部のマップ端ヘックスで使用できます。ドイツ軍の補給

防御側は防御支援の効果をさいころ 1 個振って防御支援表から

源はマップ端の十字型の表示、連合軍はマップ端の緑丸の中の星

見つけます。2 個の砲兵部隊を投入したとき、さいころは 1 個だ

印。
（これらはまた登場ヘックスでもあります。
）補給源を遮断す

けですがさいころから－１します。防御支援に投入した砲兵は結

るには敵部隊が補給源ヘックスを占領しなくてはなりません。た

だ補給通過だけで補給源にはなんの影響もありません。

LOC は補給線と同じ感じですが陸路部の最大４ヘックスは除外

２３．３

し補給を受けている部隊まで引ければ成り立ちます。

補給路

補給路は２種類からなります、陸路部と道路部です。

最終的には補給線に連絡線が引ける状態です。（補給状態にはな

陸路部：陸路での補給路は４ヘックスまでになります。すべての

りません。）LOC がたどれないと孤立と判定します。両軍の孤立

地形横断には下記の制限があります。（渡河も含みます。
）

部隊またはグループは即刻降伏のためのチェックをうけなけれ

敵ヘックスへははいれません。ＺＯＣボンドを超えたり、入った

ばなりません。

りすることもできません。
２ヘックス目の空いている敵ＺＯＣに入れません。1 ヘックスだ

孤立グループの定義：グループはいくつかの部隊からなります、

けであれば敵ＺＯＣにへることができ、敵に半包囲されている部

しかしグループ内でお互いの孤立部隊が４ヘックス内の陸路で

隊に補給を通せます。友軍の存在は敵ＺＯＣでの

補給路が少なくとも 1 部隊と引ければ一つの孤立グループにな

補給妨害を

無効にします。
（Ｐ１７の左下の絵は補給が通せている例です。
）

ります。
（Ｐ１８左上の絵を見てください。
）

道路部：1 級、2 級道路で続く限り道路を補給路として使用でき

２３．７

ます。

孤立グループ内の部隊は孤立グループとして降伏チェックをし

以下のときはその道路部分は補給路として使用できません。

ます。さいころ１個を各グループおきにふり、降伏テーブルで結

・敵が存在するヘックス

果をみます。結果の降伏ポイントは孤立グループに蓄積します。

・友軍の存在しない敵ＺＯＣヘックス

降伏ポイント蓄積限界に到達すると孤立（部隊、グループ）は降

・橋が爆破されたヘックスサイド

伏します。

降伏チェック

（Ｐ１７の右上の絵を見てください。）
プレイノート：降伏ポイントマーカーは OOS マーカーでもあり
ますので、OOS マーカーの代わりなりますので、OOS マーカー
２３．４

補給切れの影響 Out of Supply

がのっていれば取り去ります。

OOS マーカーをのせていますと以下の影響をうけます。
２３．８

降伏ポイント蓄積限界

戦闘：一つまたはそれ以上の OOS 部隊が戦闘に参加しますと戦

新兵 Green ３降伏ポイント

闘結果表を１左コラムシフトします。全防御部隊が OOS の場合

通常 Normal

攻撃側は１右コラムシフトします。

エリート Elite

ＴＱ（Ｔａｎｋ

エリート降伏ポイントは孤立グループ内が一個またはそれ以上

Ｑｕａｌｉｔｙ）
（装甲性能数値）
：１減ります。

４降伏ポイント
５降伏ポイント

エリート部隊であれば使用できます。新兵降伏ポイントは全て新
移動：移動は最大２ヘックスまでです。戦略移動はできません。

兵であれば使用できます。孤立グループの降伏ポイントマーカー
値が降伏点になっていないか注意します。

砲兵：射撃済み面を射撃可能面にすることはできません。射撃可
能であれは砲兵支援ができます。

２３．９

孤立グループの分割と統合

孤立グループが所有者または敵によって２つ以上のグループに
戦闘後前進：Bonus ボーナス

戦闘後前進と突破戦闘はありませ

ん。

分割されたら、それぞれに分割前の降伏ポイントマーカーをのせ
ます。２つ以上の孤立グループが１つに統合したときは統合時で
大きいグループのマーカーを使用します。大きいグループの判別

２３．５

補給切れ部隊の能力

定義は一番大きい額面攻撃力をもつ部隊がある側とします。同じ

補給切れ状態でも以下のことは変わりません。

攻撃力のときはその中でも一番小さい降伏ポイントをもつ部隊

橋の爆破。

側とします。

構築中の陣地を完成面することができる。（構築の開始はできま

２３．１０

せん。）

孤立の解除

友軍補給フェイズにグループ内の１つでも連絡線（補給線）が引
くことができれば降伏ポイントマーカーを取り去ることができ

２３．６

孤立と降伏

ます。

補給確認後、手番プレイヤーは OOS マーカーをのせている部隊
が孤立しているか確認します。（ちょうど補給切れと判定したの

２３．１１

も 含 み ま す 。） い く つ か の 部 隊 と 連 絡 線 Line of

降伏によります部隊除去は二度とマップに配置することはでき

Communication(LOC)が 引くことができないと孤立します。

ません。降伏 BOX に置きます。

永久除去

２４ ＴＲＡＦＦＩＣ
ＨＥＸＥＳ ａｎｄ
２４．１

ＭＡＲＫＥＲＳ，ＢＯＴＴＬＥＮＥＣＫ

２４．５

スタート時

全部のマーカーは保管 BOX から出します、連合軍は１ターンの

ＲＯＡＤＢＬＯＣＫＳ

The Traffic Marker フェイズに全部配置することができます

障害マーカーの一般

両軍とも敵部隊の移動の遅延を試みるのに障害マーカーを利用

（そのあとさいころをふります。
）。ドイツ軍は 17turnAM まで

できます。道路上に置き、これらは、ドイツ特殊チーム、多数の

使用できません。
（ドイツ軍の The Traffic Marker フェイズの

混乱状態、心理的な混乱、航空妨害（天気のときは）などを一括

間。
）

表現しています。連合軍は Traffic Marker ドイツ軍は Greif
Marker になります。名前がちがいますが同じ内容です。

２４．６

取り去りの指定

19 PM turn からはじまります、ドイツ軍は毎 PM ターンからプ
レイから永久に取り去ります。開始は自軍の The Traffic Marker
２４．２

障害マーカーの影響

フェイズの間に行います。指定された障害マーカーを取り去りま

このマーカーに入るすべてのユニットはプラス２移動力が増え

す。
（ターントラックの数字を見てください。
）連合軍の取り去り

ます。
（道路、道路以外関係なしです。）戦術移動（１１．３）の

の指定はありません。（天候が晴れのときは航空妨害の開始も表

ときは無視します。戦闘、退却、補給には影響ありません。自軍

現します。
）

の障害マーカーには影響ありません。
２４．７
The Traffic Marker フェイズ

２４．３

St-Vith Bottleneck hexes

ヘックスが黄色の淵で囲まれたのが 3 箇所あります。これらは障

このフェイズの間に手番のプレイヤーは障害マーカー保管ＢＯ

害マーカーと同じ効果ですが、例外はプラス２移動力の替わりに

Ｘ内の障害マーカーを配置できます。あと Roadblock マーカー

プラス４移動力を消費します。ドイツ軍が St-Vith を占領してい

を再配置できます。

れば、プラス２移動力に変更します。連合軍に奪還されると再び
プラス４移動力にもどります。St-Vith Bottleneck hexes は連合

取り去り方：配置のあとにさいころを２個ふります、出た目と同
じ障害マーカーのＩＤ番号のマーカーをとりさります。（例

軍と戦術移動には影響ありません。

ふ

った目が２と４であれば、２と４の障害マーカーをとりさりま

注記：連合軍障害マーカーを St-Vith Bottleneck hexes に隣接し

す。）もし、ぞろ目なら障害マーカー1 個だけをとりさります。

て配置することはドイツ軍にとって深刻な交通障害となるでし

取り去った障害マーカーは保管ＢＯＸに収めて、次のターンから

ょう。

使います。いったん配置した障害マーカーは自由に取り去ること
Roadblocks

はできません。ドイツには唯一さいころの結果またはスケジュー

２４．８

ルによる取り去りがあります。
（２４．６）

効果：障害マーカーと似ていますが、より強力です。両軍２個所
有しています。効果は障害マーカーと同じですが、以下の特性が

注記：いったんドイツ軍の障害マーカーのスケジュールによる取

追加されます。

り去りがはじまると、さいころをふって取り去ることができなく

•

さいころをふらずに再配置ができます。

なります。

•

戦闘後前進の間に敵 Roadblocks を含んでいるヘックスに

デザインノート：敵プレイヤーが交通障害で迂回するようなこと
になるように妨害するのは十分ありえます。敵はあなたのもっと

入ると必ず止まらなければなりません。
•

も良く使う道路に配置する傾向になります。さいころをふって１
個または２個をとりさることでその効果が続くのかあなたはわ

•

かりません。
２４．４

戦略移動の間に敵 Roadblocks を含んでいるヘックスに入
ると必ず止まらなければなりません。
補給線を敵 Roadblocks の含んでいるヘックスを通すこと
ができません。

障害マーカーの配置規制

障害マーカーを以下のようには配置することができません。

配置：Roadblocks の配置または再配置は自軍 The Traffic Marker

重ねたり、並べたりはできません。（相手の障害マーカーの横は

フェイズに行います。以下の配置規制が適用されます。

配置規制を無視できます。
）

•

連合軍は、St-Vith Bottleneck hex 内に配置できませんがそれに

配置は友軍の 4 ヘックス以内におこないます。友軍の道路
での補給線がマップ端からとおっている必要があります。

隣接して障害マーカーは配置できます。

•

敵部隊上に置くまたは隣接して配置はできません。

敵ＺＯＣの中、隣接、敵のいるヘックス、ドイツ軍の開始エリア

•

友軍部隊上に配置できません。

内、敵戦線の後背に特に関係なく配置できます。ただ配置すると

•

連続して３ヘックスに遅延マーカーを配置することはでき

きは、保管ＢＯＸからの配置しかできません、すでにマップ上に

ません。例：Roadblock－Traffic Marker－Roadblock

配置されている障害マーカーは再配置、取り去りはできません。

たは

Roadblock－Traffic Marker－Roadblock

ま

などを

•

禁止します。

デッドパイルＢＯＸからマップ上へ、補給を受けていて非混乱半

敵の Roadblock マーカーが含むヘックスにはおくことがで

減部隊が補充を受けることができます。もし１ヘックス退却して

きません。

敵ＺＯＣから離脱できるのであれば（退却ルールに従います。）
非ＥＮＧ部隊で敵に隣接していても退却して補充を受けること

取り去り：Roadblock の取り去りは敵移動フェイズで敵がそのヘ

ができます。この特別退却は夜ターンに補充を受ける半減戦力の

ックスで終了または通過したどちらかで行うことができます。敵

２部隊だけが行うことができます。プレイヤーは補充をデッドパ

の戦闘後前進でそのヘックスで止まったときにも取り去りがで

イルから部隊を復帰させるときは、半減戦力面で敵に隣接してお

きます。このマーカーは決して除去されません、取り去ったマー

らず、補給がとおっている支配下の都市、町に配置します（村は

カーは次ターンの友軍 The Traffic Marker フェイズで使うこと

禁止です。）
。代わりにドイツ軍は登場ヘックスのＫ，Ｌ，Ｍで敵

ができます。

ＺＯＣでなければ配置できます。

スタート時：連合軍はクイックセットアップで配置されていると

２５．２３

ころに配置します

補充フェイズは同時ですが、微妙な状況が生じたときは最初にド

ツ軍は１７ＡＭ

（ヘックス２３１１と２１１１）。ドイ
ＴＵＲＮまで受け取れません。

（自軍 The

順番

イツ軍が最初に決めます。

Traffic Marker フェイズの間にしようできます。
）
２５．２４
２５

ＮＩＧＨＴ

ＴＵＲＮＳ

ＡＮＤ

ＲＥＰＬＡＣＥＭＥ

ＮＴＳ
２５．１

大部隊

半減戦力でもスタック値２の部隊をデッドパイルＢＯＸから補
充するときにはマップ上に同じ種類の補給状態、非混乱状態の残

一般

余部隊が存在しないと補充できません。配置するときは補充ポイ

PMturn と AMturn の間にちっちゃな NIGHTturn があります。

ントを消費して、残余部隊を取り去り残余部隊が居たヘックスに

夜 Tturn はプレイヤーの順番がひっくり返り（連合軍が先手でド

半減面で配置します。

イツは後手です。）夜用のフェイズを２ターン行ったあと後手が
２ターン行います。夜ターンに補充が到着します。夜ターンの内

例：デッドパイルから６－６－３アメリカ連隊を補充するときは、

容は以下のとおりです。

連合軍プレイヤーは

Ａ：補充フェイズ（両軍とも）

在しないといけません。

１－２－３の残余部隊がマップ上に存

Ｂ：連合軍移動フェイズ
Ｃ：連合軍戦闘フェイズ

２５．２５

Ｄ：ドイツ軍移動フェイズ

補充を受けた部隊は次ターンの自軍移動フェイズで移動できま

Ｅ：ドイツ軍戦闘フェイズ

せん。補充マーカーをのせている部隊です。
２５．２６

移動不可

規制

注記：夜ターンは他のフェイズはありません（補給、橋、回復、

以下の部隊は補充を受けることができません。

障害などなど）
。

・ドイツ戦車部隊で装甲優越値（ＴＱ）５以上
・ドイツ戦車部隊の攻撃力表示が黒四角部隊

２５．２

補充

・von der Heydte パラシュート部隊

２５．２１一般：夜ターンの間に両軍補充を受けます。補充は部

・150th 装甲旅団

隊を完全戦力にもどしたり、除去部隊を半減戦力でマップ復帰さ

・アメリカ空挺部隊

せます。補充量はターンレコードトラックに印刷されています補

・砲兵部隊

充ステップ数を両軍受け取ります。補充が１ステップのときは歩

・イギリス部隊

兵タイプ Infantry Type にしか当てられません（２．４）
。２ス

と

降伏した部隊

テップのときは、１ステップを歩兵タイプに割り当て、のこり１
ステップを戦車／偵察部隊または、他の歩兵タイプに割り当てら

２５．３

夜ターンの移動と戦闘

れます。両軍とも補充は半減戦力の部隊を完全戦力にもどしたり、

通常ルールと同じです、両軍とも３スタックまでが移動できます

デットパイルＢＯＸから半減戦力面でマップにもどすことがで

（戦闘もです。
）
。

きます（２５．２４に例外があります。
）
。補充ステップは次ター
ンに繰越できません、そのターンに割り当てなければ消滅します。
Ｆｌａｋの補充は戦車／偵察部隊の補充で完全戦力に戻すこと

重要：プレイヤーはどの３スタックが夜ターンに移動をおこなう

ができます。

のかＰＭターンの間に夜マーカーをのせて表示します。手番プレ
イヤーは自軍のＰＭターンに Night Marker をそれぞれのスタッ

２５．２２ 手順

クにのせます。もし Night Marker のせなかったとき夜ターンは

とばします（相手プレイヤーがのせていたらそちらはおこないま
す。
）

２６．４

分遣隊との再編成

分遣隊はオリジナル（＊）の母隊とだけに再編成されます。
行動資格：夜ターンに行動できる資格は、戦術移動をおこなわず

マップ上から取り去り母体の１ステップを再編成し回復させま

またはＰＭターンに１ヘックス以上移動を行っていないこと。

す。

補給切れでないこと（ドイツ軍は燃料欠乏も含みます。）または

再編成は移動フェイズにおこない、２部隊を再編成できます。

夜ターン行動の指定をした部隊が混乱しないこと。

＊

分遣時の記録を必要とします、しかし記録を必要にする分遣
隊はまれであります。

ペナルティー：夜マーカーのせていると、ＰＭターンは限定した
移動（上記参照）と戦闘を行うことができません。

２７

ＳＰＥＣＩＡＬ

２７．１

ＵＮＩＴＳ

Dr.Sola、第１５０装甲旅団

恩恵：夜マーカーをのせている部隊は夜ターンに全ＭＡを消費で

デザインノート：Dr.Sola はコードネームで第１５０装甲旅団の

き、全攻撃力で攻撃できます。夜ターンの間、戦略移動はできま

指揮するオットー・スコルツェニー大佐です、この装甲旅団はア

せん。

メリカ軍から鹵獲した戦車や車両を一部装備してアメリカ軍と
して偽装しており、第６装甲軍の攻撃によって混乱したアメリカ

橋の爆破：夜ターンの橋の爆破は戦闘の前にだけ許可しておりま

軍戦線をすり抜けました。

す、７．４で説明があります。
２７．１１

一般

砲兵：夜マーカーなしに攻撃支援／防御支援ともおこなうことが

第１５０装甲旅団は浸透移動と、または戦闘比コラムシフトを使

できます。

用できます。その浸透能力の発揮は一回限りで 17PMturn までで
す、コラムシフトは見破られる前に一回だけ実行できます。（さ

２６ ＢＲＥＡＫＤＯＷＮ
２６．１

ＵＮＩＴＳ

一般

いころをふって成功できれば実行できます）。もしさいころをふ
って浸透移動が成功してもそのターンの終わりに必ず見破られ、

1 ターンの最初に両軍は、大部隊(スタッキング値２以上)から大

または両方の能力を使用しても見破られます。旅団は一度見破ら

隊を分遣することができます。兵科は歩兵、空挺、グライダー連

れますと、直ちに能力を失い、通常の部隊として扱います。

隊からは歩兵大隊を分遣でき、装甲擲弾兵連隊からは装甲擲弾兵
大隊を分遣できます。戦闘指令部(CC)からは残余機甲旅団 1 個と

注記：連合軍が第１５０装甲旅団に隣接してきてもドイツプレイ

2 個分遣戦車部隊へ分割できます(英文Ｐ２０参照お願いしま

ヤーは探知のためのさいころをふる必要はありません。

す。)。移動を行う前にヘックスに半減戦力にした母隊と分遣し
た部隊を配置しそれから部隊は交戦離脱(disengage)、戦闘後前進

２７．１２

を通常に行えます。完全戦力の戦闘指令部(CC)の分遣は 2 個の分

この旅団は敵ＺＯＣを無視する試みができます。敵ＺＯＣに侵入

遣戦車部隊に加えて 1 個の残余機甲旅団を充てます。
（CC ユニッ

したらさいころをふって結果をだします。１から３がでますとだ

トはとりさります。
）

まし成功で連合軍ＺＯＣを無視します（ＺＯＣボンドは決して無

浸透移動

視できません。
）
。旅団は移動を継続でき、更なる敵ＺＯＣを無視
２６．２

分遣の規制

分遣を実行するときは移動の前でなければなりません、そのあと

する試みを行えます。４から６は失敗で敵に見破られ、敵ＺＯＣ
の効果を受けます（試みはこれ以上できません。
）。

交戦離脱(disengage)、戦闘後前進を通常に行えます。分遣は自軍
の移動、戦闘フェイズでしか起こり得ません、決して敵のターン

２７．１３

で行うことはできません。敵ＺＯＣ、補給切れ、ＥＮＧ状態でも

防御側に不意打ちを食わせる試みが成功することができれば戦

影響なく分遣をすることができます。分遣隊の数には制限があり

闘結果表を右コラムシフトできます。不意打ちの試みはまだ見破

ます（無い時は分遣をおこなうことができません。）
。

られていなければ一回だけ実行できます。戦闘結果を出す前に不

戦闘ボーナス

意打ちの結果を出します。１から３で不意打ち成功、４から６で
こつ：ＥＮＧ状態の部隊が交戦離脱を試みる前に分遣を行い、半

失敗です。成功または失敗のどちらでも通常部隊になります、以

減部隊の交戦離脱ができれば、分遣隊で戦線を維持をするあいだ

後通常攻撃をおこないます。

に、半減部隊は離脱することができます。
２７．２
２６．３

分遣隊の特徴

von der

Heydte

von der Heydte 空挺部隊は 17AM に空挺降下にてゲームに登場

分遣隊は戦力１ステップです。モラルは母隊のものを反映できず、

します。降下地点は平地か Light Woods で町、都市、村、敵部

新兵(Green)のモラルになります。

隊、敵 ZOC を含まない地点です。配置後、降下が成功したかさ

いころをふってチャートの von der Heydte Table で確認します。

Dams 側面に回りこむための厳しい攻撃で最後の 3 日間で消耗し

降下したターン移動はできません。降下後は通常の部隊(歩兵タ

てしまいました。第 2 師団は持ち場の放棄はしませんでした。史

イプ)として扱います（補給も同じです。
）。

実では 17 日未明まで退却しませんでした。

２７．３

２７．７

イギリス軍

アメリカ第１０６歩兵師団の担当区

移動：イギリス全軍は常にミューズ川西側に展開しなくてはいけ

もしドイツ軍が１かそれ以上の部隊がゲームターン１，２存在し

ません。東マップには展開不可です。

ていれば、連合軍は第１８国民擲弾兵師団の初期配置エリアに入
ることも攻撃することもできません。

戦闘：連合軍司令部内のアメリカ、イギリスの関係が対立してい
た為、アメリカ、イギリスの共同攻撃は不可です。アメリカ、イ

デザインノート：連合軍は第１８国民擲弾兵師団からこのアメリ

ギリスの部隊がいっしょにスタックしているときでの防御面で

カ第１０６歩兵師団の担当区を容易に防御する方法を持ってい

は制約はありません。

ませんでした。

(任意)

砲兵：砲兵隊は唯一支援が行えますが、少なくとも自軍の砲兵一

２７．８

個を参加させないといけません。

２ターン目の連合軍移動フェイズ初めに連合軍プレイヤーはさ

第９機甲師団の戦闘団

いころをふります。
２７．４

Sturmtigers and Brummbars

第 1000+1001 Sturmtiger

１から３で第９機甲師団の戦闘団

(CCB）は St-Vith の地域に移動しなくてはいけません。定義は

第 217 Brummbar 大隊は都市

第５装甲軍と第６SS 装甲軍境界線から南で St-Vith の４ヘック

と町攻撃時に使用できます。これらの部隊の攻撃力が黒 BOX に

ス以内です。この移動ではそれ以外は無理ですが、以後その義務

あるのは特別能力であることを認識してくだい。

からは自由なれます。４から６では望みのままに移動できます。

と

この戦闘団のすべてにおいての制限は 17PMturn に解除かれま
Sturmtiger は 38cm 臼砲を、Brummbar は 15cm 榴弾砲を装備

す。

しておりました。双方都市攻撃に理想的でした。
デザインノート：この部隊は重要な部隊です。史実では St-Vith
２７．５

パイパー戦闘団

地域に移動しました、どのようにしても多くのプレイヤーはパイ

第 1ＳＳ装甲擲弾兵師団所属４個部隊で、パイパー戦闘団として

パー戦闘団を止めたいはずです。ですが連合軍司令官はパイパー

表示されているのは 1 日目の夜ターンに移動と戦闘が行えます

の意図を知る由もなく、毎ゲーム迎撃させるのは許可しません。

（もし昼ターンに移動したとしても）。加えてパイパー戦闘団の
部隊と最終 12 月 16 日の夜ターン移動フェイズでスタックしてい

２７．９

るいくつかのドイツ軍はパイパー戦闘団の戦闘に徴用できます。

The 653 Jpz V1 （ハンティングタイガー）戦車大隊が到着する

参加したパイパー隊以外の部隊は戦闘しかできません、移動はで

保障はありません。４ターンにさいころをふり１か２がでたらそ

The 653 Jpz V1

きません。もし敵が退却したら参加したパイパー隊以外の部隊は

のターンに登場します。３か４がでたら次ターンに持ち越しにな

戦闘後前進することができます。

ります（次ターンにまたふり結果をみます）。５か６ではゲーム
には登場しません。

デザインノート：パイパーはとても積極的な指揮官でした、16
日の夜にパイパーが攻撃するために第 3 降下猟兵師団を徴用し

デザインノート：アルデンヌの作戦に投入する意図はありました

ました。

が、しかし北風作戦(Nordwind Operation)に転用されました。

ノート：12 月 16 日夜ターンはパイパー隊 4 部隊と夜マーカーを

２８

のせた 3 スタックが攻撃できることになります。

２８．１

ＷＥＡＴＨＥＲ
凍結状態

Dec.１６から２０（ＧＴ１－１０）までの地面状態はぬかるんだ
２７．６

アメリカ第 2 師団

と The Roer River Dams

状態です。これはゲームの普通の状況です。開始から Dec.２１

第 2 師団を構成している第 9 連隊と 38 連隊は開始時にヘックス

AMturn（ＧＴ１１）は凍結状態でわき道移動が楽になります。

１６３６と１５３５で開始し第 2 ターンに 1 ヘックスのみ移動で

機械化部隊は地形効果表の凍結時の移動コストを使います。

きます(カウンターの左上にＲＲＤと表示しています)。これらの
部隊はまた２９．１の規制も適用します(1 ターンは移動不可)。
もし攻撃を受けて退却するときは退却ルールを適用します。

２８．２

晴天

Dec.１６から２２までは曇天です。Dec.２3Amturn は晴天でル
ールに追加は発生します。

デザインノート：これらの 2 個連隊はドイツ軍が The Roer River

•

連合軍は航空支援が得られます(１５．６)。

•

連合軍の降伏判定のさいころ修正－２になります(空中補
給が受けることができます)。

•

ドイツ軍の燃料欠乏チェックのさいころ修正に＋１しなく

３０．２

てはなりません、ライン川西側の鉄道網への爆撃の為です。

ドイツが勝利するには、勝利確認フェイズのときに目的地を占領

ドイツの勝利

しているすなわち

東マップ上で２０ＶＰｓ分勝利ヘック

スを占領（通過すれば満たします）していること、加えて条件を
２９ ＴＵＲＮ

２９．１

１

ＳＰＥＣＩＡＬ

ＲＵＬＥＳ

移動規制

達成しているすなわち下記の条件の１つ以上達成していること。

Ａ：少なくとも複合した２４攻撃力分の部隊をＦ，Ｇエリアから

第１ターン、ユニットの右上セットアップヘックス番号が赤地四

マップ外に突破する。すくなくとも突破したヘックスの 1 つから

角で囲んで印刷されたすべての部隊は移動や交戦離脱実施

陸路部をとおして（勝利確認フェイズの間に）ドイツ補給源に補

Disengagement はできません。もし戦闘による退却を強制され

給線が引けること。

たら通常の退却を行います。－しかし 1 ターンの移動規制は適用

ドイツ軍がＦ，Ｇから突破していれば連合軍はＦ，Ｇから登場す

します。これらの部隊は攻撃できますが、戦闘後前進はできませ

ることはできません。

ん。
デザイナーズノートの移動規制 The movement restriction を参

Ｂ：リエージュの全４ヘックスを補給下の部隊が占領している。

照してください。

Ｃ：ミューズ川付近の６町／都市のうち補給下の部隊が４個占領
している。

２９．２

Echternach エヒテルナハでの第 212 国民擲弾兵師団

16 日朝エヒテルナハの東のサウワー川をドイツ軍が渡河しまし

Givet, Dinant, Namur, Andenne, Huy, Amay
(Amay は星印が印刷されていませんが勝利ポイントヘックスで

た。第 1 ターンだけ第 212 国民擲弾兵師団の１個連隊がヘックス

す。)

１００５に進入するのを許可します(ヘックス１００６から)。進

Ｄ：西マップで８勝利ポイントヘックス分占領している。

入したらそこで終了しなければなりません。
２９．３

ドイツ軍師団境界線

３０．３

連合軍の勝利

第 1 ターン、ドイツ軍部隊は師団初期配置エリアから他のエリア

Ａ：連合軍はドイツの勝利条件に達するのを妨害します。または

へ入れません、また後方へも移動できません（師団初期配置場所

Ｂ：勝利確認フェイズに二つ以上の連続するドイツ軍初期師団配

から後ろです）
。第 1 ターンは自由に前進してアメリカ軍のエリ

置エリアに少なくともエリアに連合軍 1 個部隊以上がいること。

アに移動できます。この師団境界線は第 1 ターンだけです、以後

連合軍部隊は補給線が引けなくてはいけません。これはどのドイ

無視します。

ツ軍勝利にも取って代わります。

２９．４

３１

奇襲

ＳＣＥＮＡＲＩＯＳ

不意打ち攻撃によりアメリカ軍はその結果、第 1 ターンは以下の

３１．１

ルールを適用します。

ゲームの長さ：１６ＡＭから１８ＰＭまでです、連合軍側の１８

z

ドイツ軍の 16Amturn に連合軍は砲兵の防御支援を受ける

６ターンゲーム

ＰＭターンで終了します。

ことができません。
z

連合軍は戦略移動ができません。

セットアップ：通常のゲームの配置を使用します。

ノート：拡張移動(１１．２)と死守 Determined Defence(１６．

特別ルール：東マップだけを使用します。第１０１、８２空挺師

７)は、両軍共第 1 ターンから許可しています。

団は 18PMturn に

４ＭＰｓを使った状態で戦略移動に

て到着します。西マップ端のどれかの道路ヘックスから進入しま
２９．５

ドイツ

軍団所属砲兵

軍団所属砲兵は同じ軍団所属の部隊に対して攻撃砲兵支援を提
供できます。この規制は

す。連合軍プレイヤーは空挺８個連隊移動のためにＳＭマーカー
を８個使用しなくてはいけません。

第 1 ターン以降は解除します。
勝利条件：ドイツ軍はゲーム終了時に１０ＶＰｓを得ていれば勝

３０ ＨＯＷ ＴＯ
３０．１

ＷＩＮ

利します。支配下（通過すれば満たします）の勝利ポイントヘッ

勝利確認フェイズ

クスごとに１ＶＰ獲得します、東マップの西端から４攻撃力突破

勝利チェックは連合軍プレイヤーターンだけあります勝利確認

するごとに１ＶＰを得ます。ドイツ軍プレイヤーは突破したヘッ

フェイズで行います。もしドイツ軍プレイヤーが勝利を収めたら

クスで少なくとも１つとドイツ補給源まで陸路部で補給線がと

ゲームその場で終了します。

おすことができなくては、突破部隊でＶＰを得ることができませ

ん。
３１．２

８ターンゲーム

３２．２

破壊

ゲームの長さ：１６ＡＭから１９ＰＭまでです、連合軍側の１９

連合軍プレイヤーはドイツ軍に占領されるまえに燃料集積所を

ＰＭターンで終了します。

破壊することができます。破壊は橋の爆破と似ています(１－４

あとは６ターンゲームと同じです。勝利条件は１４ＶＰｓに変更

は連合軍橋爆破フェイズ、１－２はドイツ軍戦闘フェイズに

します。

て・・もし燃料集積所に攻撃をしかけてきたら)。破壊は連合軍
橋爆破フェイズで唯一ドイツ軍が隣接していたらおこなえます。

３２ ＦＵＥＬ

ＤＵＭＰＳ

（任意）

コメント：第１軍の最重要の燃料集積所は Spa-Francorchamps

連合軍部隊は必要ありません。燃料集積所は 18PMturn の最後に
自動的にとりさります。

スパ・フランコルシャンの周辺に配置してありました。もしドイ
ツ側が占領していれば潤沢な燃料により燃料欠乏は緩和したで
しょう。パイパーは知ること無しに集積所に数マイルまで接近し

３３

ＯＰＴＩＯＮＡＬ

ていました。

３３．１

ＵＮＩＩＴＳ

一般

下地が青色のエントリーコードのユニットは使用を選択するこ
３２．１

燃料集積所の隠蔽

ゲームスタート時連合軍プレイヤーは３個（Ａ，Ｂ，Ｃ）の燃料

とができます。両プレイヤーはお互い合意するのであれば選択ユ
ニットをいくつかまたは全部使うことができます。

集積所マーカーを用意し見ないで１つ選びどのアルファベット
か見ます。それが本物の燃料集積所の位置です。その３個のマー

３３．２

カーはドイツ軍に対して隠されます。ドイツ軍は移動してどれか

第１１機甲師団：登場はマップの南西コーナーに規制します(The

連合軍の選択ユニット

の燃料集積所に隣接すると連合軍はその燃料集積所が本物か違

Semois River を渡河して進入は禁止します)。

うかドイツ軍に対し回答しなくてはいけません。もし本物であれ

第９０歩兵師団：ドイツ軍はミューズ川を一個以上の部隊が渡河

ばその燃料集積所マーカーをマップ上の同一のアルファベット

したら登場できます。(ＧＴ２２以前は決して登場できません。

に配置します。このマーカーにはスタック値はありません、移動

第５機甲師団：ＧＴ１７に連合軍北東マップ外ＢＯＸに配置しま

も退却もできません、ＺＯＣもありません。

す。ドイツ軍がミューズ川を渡河するか移動で隣接するまでは北
東マップ外ＢＯＸに留まります。

３２．２

戦闘と占領

戦闘：ベルギーの歩兵大隊が防衛任務についていたのを現す意味

３３．３

ドイツ軍選択ユニット

で燃料集積所は防御力２を持っています。燃料集積所単独では

北風作戦：軍ＩＤが緑色の１０個の部隊は北風作戦に割り当てら

Defensive Combat Bonuses (DCBs) 防御戦闘ボーナスを受け取

れていました。ヒムラーのアメリカ第７軍に対する攻撃でしたが

れません。また死守 Determined Defence（１６．７）もおこな

結局ちっちゃな成功に終わる結果でした。プレイヤーはアルデン

えません。戦闘では１ステップの損失に割り当てることができま

ヌで北風作戦の部隊が派遣されることを見込んでいるはずです。

す。しかし単独のときは燃料集積所を除去します。退却はできま

ＧＴ２１に規制なしで到着します。

せん。退却を強制されたときは除去します。ドイツ軍部隊が燃料
集積所に進入したときは防御力０に裏返して占領したことにし

オプション

プレイバランスの為のルール

ます。

アメリカ軍工兵は工兵単独戦闘で全滅を引き換えに 2 ヘックス
以上の退却します。

占領：もし占領したら、ドイツ軍プレイヤーは燃料集積所を取り

これは工兵隊の戦線維持の粘りが少ないのを反映してドイツ軍

去るまで保持しなくてはなりません、取り去ることが出来るのは、

プレイヤー側への多少の助力を与えます。

ドイツ燃料欠乏チェックのときに燃料集積所から東マップ端ま
で陸路部で補給線が引くことが出来ることができればドイツ軍
プレイヤーは取り去ることができます。とりさることができたら

プレイヤーズノート

一度だけ燃料欠乏チェックのさいころ修正で－２することがで

プレイヤーの初期での助言をいくつかあげておきます：

きます(この修正は晴天の＋１の修正もいっしょにおこないます
加味すれば－１になります）。

ドイツ軍

１：第１２ＳＳ装甲師団はエルゼンボルン周辺付近から可能な限
奪還：連合軍プレイヤーはドイツ軍が燃料集積所を取り去るまえ

り西へ突破することを考慮すること－エルゼンボルンまたは同

に奪還することができます。もし奪還しても固有の防御力は失わ

様 Bullingen ブリンゲンへの犠牲の大きい戦闘に巻き込まないこ

れます（裏面のまま）。

と。

戦闘団を失うことになります。このＳＳブロック提案はやめてお
２：Monschau モンシャウへの直接攻撃は必ず行き詰まります。

いたほうがいいとおもいます。

決してこの地域への攻勢は試みないこと。
３：第５軍団の２個砲兵隊は２ターンにエルゼンボルン地域に移
３：Houfallize ウーファリズは非常に重要です。一旦その周辺全

動します。エルゼンボルンを防衛するには重要です。

体を占領したら先の展開がよくなると思います。
４：南端の保持－決して第４師団の部隊をいくつか、または第１
４：アメリカ軍戦線をぷちっときれるまで延ばしきること。たえ

０９連隊を西に派遣してはいけません。Redange－Arlon 間の地

ず西へ突出することを意識し、いくつかのアメリカ軍部隊は回避

域防衛に重要な存在です。ドイツ軍プレイヤーはこれらに派遣す

すること。貧弱になったアメリカ軍いるあらゆる道路を押しまく

ることは少ないです。しかし Junglinster の全面は保持のこと。

ること。
５：もしバストーニュまでのレースに負けても、大きくひっくり
５：ミューズ川にもっとも容易に近づくには、St.Hubert サンユ

返される訳ではない。

ーベルと La Roche ラロッシュの間の森を一気に抜けるより、第

St.Hubert サンユーベルと La Roche ラロッシュの間に空挺部隊

１０１空挺師団をバストーニュに封じ込めるほうがいいです。

に配備させます。

６：第３装甲擲弾兵師団と第２SS 装甲師団は遅延なく、西へ突
破すること。バストーニュ西の突破し戦線を広げるのは非常に大

６：Garrison Liege に少なくても部隊を 1 個置きます。

変です。
７：Roadbloak マーカーは第 5 装甲軍の担当区側でドイツ軍が早
７：第１１６装甲師団はもっとも興味深い選択支をもっています。

期にバストーニュに到達するのを妨害する為に使用します。

St.Vith サンビット攻撃に向かわせ早期に町を陥落する、もしく
は Houfallize ウーファリズの突破を早いうちに行う。Houfallize

マップエラッタ

ウーファリズオプションのほうが有利と思います、しかしどちら

橋は印刷されていません：Ｗ２９２７

の方針もメリットがあります。

Ｅ２６３９

Ｅ１００７／１００８

Ｗ３３２１／３４２１
Ｅ１１０９／１２１０

Ｅ１１１０／１２１１
８：パットンの第３軍が南から到着したときの対応準備をしてお

Vianden（Ｅ１８１１）

くべきです。間違いなく Fuhhrer Grenadier Brigade といくつ

刷されていません。

かの独立戦車大隊が必要になると思います。

カウンターエラッタ

Seraing

イギリス第３３機甲旅団は両面

には村を示す白の囲いが印

ＴＱ値

３

です。間違いは裏

９：シュネーアイフェルで孤立した第１０６歩兵師団の２個連隊

が４になっています。

には攻撃をかけてはいけません、近いうち降伏しますので。

イギリス第３４機甲旅団はＮＡＴＯシンボルで

ＣＣ

戦闘団

の役割をします。
１０：もしエリートと戦車の組み合わせが含まれた攻撃は

１－

１、２－１の比率でも結構成功することができます。

ドイツ第１１師団第６１突撃砲大隊は１ステップです。
アメリカ第７機甲師団

戦闘団Ａのユニットの黄色枠の３はな

んの意味もありません。
１１：２－１の攻撃でいくつかのアメリカ軍部隊を拘束して
(ENG の結果を望む)その間にハイオッズを立てるために側面に

北風作戦の部隊は１０ユニットとありますが、９ユニットしかあ

部隊を送り込む。

りません、直前で引き抜かれました、参加したかどうかは確証が
ありません。その部隊は第３５３突撃砲大隊でした。

１２：連合軍プレイヤーはこのドイツ軍のリストを読まない。
増援スケジュールエラッタ
連合軍

アメリカ第８軍団第１７４砲兵隊はＢの道路に到着します、ＡＢ
からは間違いです。

１：ドイツ軍の項目を読む

アメリカ第６２８戦車大隊は１５ターンに到着します。
１９ターン、２４ＡＭ

は

１９ターン、２５ＡＭ

と見ます。

２：第９機甲師団に戦闘団Ｂ(CCB)：重要な部隊です。
もし St.Vith

２１ターン、２５ＡＭ

は

２１ターン、２６ＡＭ

と見ます。

サンビット地域に派遣したら史実どおりで１７日中戦線を維持

２２ターン、２５ＰＭ

は

２２ターン、２６ＰＭ

と見ます。

できるチャンスがあります。もし第１ＳＳ装甲擲弾兵師団をブロ

ドイツ

ックするために派遣するのでれば、ＳＳの突破を妨害できますが、

ノート：カウンター上の到着インフォーメーションは上記の三種

第２４６歩兵師団は１９ターンに到着します。

類のケースに訂正します。

クイックスタートマップエラッタ
Ｅ１７２２のアメリカ１０６／４２４／１の部隊はＩＰが抜け
ています。

