17.615

FB

17.6138 弾薬欠乏の解消：孤立していないソ連軍ユニッ

走行不能修理表
修正後 dr

結果

2 以下
3 以上

走行可能となる＊
変化なし＊＊

トの Low Ammo カウンターは取り除く。孤立していない枢軸
軍ユニットのLow Ammo カウンターは、
弾薬減少レベル(16.1)
が 3 以下のときのみ取り除く。

17.6139 弾薬減少の解消：弾薬減少状態(17.6061)にある孤立して

drm：
＋X
＋1
＋1
＋1
＋2
‐1/-2

いないソ連軍ユニット／兵器は、それによる制限を解かれる。枢軸軍の弾
薬減少(16.1)の制限が解かれることはなく、17.6171 によって変化する可
能性があるだけである。

戦車指揮官の drm
不正規使用（A21.13）の場合
孤立状態
未熟操作班（D3.45；17.6206）
燃料欠乏期間（SSR FB20）
Labor カウンターが置かれている

17.614 装甲車両の撤収 38
17.6141 帰還：Recall カウンターのある走行可能な残存 AFV は、孤
立しているか否かにかかわらず除去となり、盤上から取り除く。

＊残存する；孤立していなければ地図上から取り除く。

17.6142 AFV 小隊の撤収 S-DR：各陣営は、（捕獲したものを含め）

＊＊‐1 の Labor カウンターが置かれる（あるいはすでに置かれている－
1Labor を－2 の面にする）
。

自軍の AFV セクション（ないしはその一部）ごとに、孤立状態か否かに
かかわらず下表で秘密裏 DR を行う[例外：ドイツ軍の SPW セクション（IG
4、HWG 3、HWG 4、AG11）]。この dr は、少なくとも 1CG シナリオにおい
て 1 両でも地図盤にいた AFV セクションを対象として実施し、そのセク
ション（もしくは残存した一部）が撤収するかどうかを判定するものであ
る。撤収の結果であれば、そのセクションの残存した非孤立状態の各 AFV
は（放棄／走行不能であっても）除去となる。
（もしあれば）そのセクシ
ョンとともに進入してきた各戦車指揮官も除去となる。

17.6132 兵器の修理：捕獲したものでない残存故障兵器／使用不能
車載 FT のそれぞれについて、下表で dr を行う。

兵器修理表
修正後 dr

結果

1 以下
2 以上

修理成功
除去＊

AFV セクション撤収表

drm：
－2
－1
－1
＋1
＋1
＋1

修正後 DR
11 以下
12 以上

ソ連軍の車載兵器
枢軸軍の車載兵器
ソ連軍の MG
不正規使用（A21.13）の場合
孤立状態
枢軸軍の弾薬減少レベルが 4 または 5（16.1）

DRM：
－1
＋1
＋1
＋1

＊ 車載兵器であれば使用不能となる。ソ連軍であれば、MA が使用不能となっ
た AFV は除去される。
枢軸軍であれば、
すべての兵器が使用不能となった AFV
は除去される。

結果
残存
撤収

CG シナリオの勝敗比が、1：2 以下の陣営＊
ハンガリー軍車両セクション
枢軸軍弾薬減少レベル(16.1)が 5 である
1 月 21 日、あるいはそれ以降のソ連軍 AG セクション

＊ 少なくとも 2 以上の CG シナリオが完了するまで適用しない。

17.6133 AFV の MG 交換：孤立していない非捕獲AFV の使用不

17.615 野戦構築物の撤去：自軍の支配する非孤

能 MG1 個は（17.6132 の手順で使用不能となったものでも）
、自軍の孤立
していない残存 LMG1 個を除去することで自動的に修理できる。

立区域内にある確認状態の鉄条網／地雷原／壕（対戦車壕
含む）を撤去する試みが行える。道路障害は、道路障害の
ヘクスサイドを共有する地上レベルの両区域を支配して
いる陣営だけが撤去 dr を行える。1 区域に上記の野戦構築物のタイプが
複数あれば（全ての地雷原は同一“タイプ”とみなす）
、各々について 1
回の dr を行える。ただし、今から振る dr がどれに対してのものかを宣言
すること[例外：その区域にある全A-P地雷原を撤去してからでなければ、
同一区域にある他の野戦構築物の撤去の試みは行えない]。各 RePh のこ
の手順の作業において、各区域内の野戦構築物 1 個につき 1 回しか撤去の
試みが行えない。既存の Labor カウンターdrm は適用せず、またこの撤
去判定 dr で Labor カウンターは置かれず、Labor カウンターdrm を増す
こともない。

17.6134 FT／DC：（理由は何であれ）直前のシナリオで
プレイから除かれた各 FT／DC は、除去をもたらした修正前
効果 DR が 10 以下［例外：ソ連軍 FT は 11 以下で残存］の場
合には、もとの所有者のもとで残存保有される。それ以外の場合では、除
去となる。残存 SW は、FB 章ディバイダの“Retained”ボックスに置く。
ただし、
この規定によって残存させることのできる自軍 FT／DC の数は、
RePh のこの段階で孤立していない突撃工兵（のみ）の分隊数以下に限ら
れる。

17.6135 捕獲兵器：機能している残存捕獲兵器につき dr を行い、残
存判定をする；ソ連軍の兵器は、4 以上で除去となる（車載兵器であれば
使用不能）
。枢軸軍の兵器は 2 以上で除去となる（車載兵器であれば使用
不能）
。既に故障している捕獲兵器は除去（または使用不能）となる。い
ずれかの理由で MA が使用不能となっても捕獲 AFV は帰還にならない。

野戦構築物撤去表
修正後 dr
3 以下
4 以上†

17.6136 捕獲した AFV：捕獲した AFV は、何らかの機能している

結果
撤去成功＊
変化なし

drm：
＋2
鉄条網／地雷原／壕が前線区域上にある。
＋2
道路障害が前線区域のヘクスサイドに沿って存在する。
鉄条網／地雷原／壕が前線区域に『隣接』している（前線区域
＋1
内ではない）
。
道路障害が前線区域のヘクスサイドではなく、前線区域に『隣
＋1
接』するヘクスのヘクスサイドに沿って存在する。
－1
自陣営は、3 個分隊以上の非孤立突撃工兵を残存保有している。

兵器があればプレイにとどまる（MA が使用不能であっても）
。そうでな
ければ残骸となる。17.6072 も参照。

17.6137 特殊弾薬：残存している孤立していない非捕獲
のソ連軍の砲は（車載砲も含め）
、すべての特殊弾薬の使用可
能性が元に戻る。残存している孤立していない非捕獲の枢軸軍
の砲は（車載砲も含め）
、弾薬減少レベル(16.1)が 4 以下の場合のみ、すべ
ての特殊弾薬の使用可能性が元に戻る。

FB29

17.615

FB
DRM：
－1
直前の CG に行われたシナリオで被った自軍の“A”もしくは”G”
タイプの損害5CVP（A26.22；切り下げ）ごとに（直前のシナリオに
加え、現在の CG 日の RePh で除去された自軍ユニットの CVP
も含める；期間あるいは撤収した AFV；17.614 など）
－1
ソ連軍
直前の CG シナリオで勝利した陣営
－1

＊ 確認状態の地雷原に対しては、その区域にある全地雷原（A-P と A-T）が撤
去される。
† 修正前 dr が 6 の場合、孤立していないエリート MMC1 個が損耗する（可
能であれば突撃工兵が対象となり、なければ所有者が選択する。エリート MMC
がいなければ、1 線級 MMC が対象となる；以下同様）
。

17.616 CPP 補充 39S-DR：直前に終わった CG 日が戦闘休止日では

17.6163 枢軸軍攻撃シナリオ GCPP 補充量の調整 40：直前の

なかった場合、各陣営は 2 回の秘密裏 DR を行い CPP の補充量を決定す
る。最初の DR は汎用 CPP（GCPP：17.6161）のものであり、2 回目の
DR は特殊 CPP（SCPP：17.6162）のものである。直前の CG 日が戦闘
休止日であった場合、この手順で DR による CPP 受領は行われない。代
わりに、ソ連軍なら 6GCPP、枢軸軍なら 4GCPP を自動的に受け取る。

枢軸軍が“Attack”チットを選択するのであれば、その CG 日には特別に
GCPP が増加する。ただし、そのシナリオに勝利できなかった場合には翌
日の GCPP が減少する。枢軸軍が“Attack”チットを選択するなら、ど
の CG 日であっても 10GCPP［例外：1 月 27 日およびそれ以前の CG 日で
あれば 5GCPP］ が増加する。この増加分は、今回の CG 日の通常の CPP
補充に加算されるものである。もし枢軸軍が今回の CG シナリオの勝利条
件（17.6236）を満たせなかったら、ペナルティとして翌 CG 日の補充量
は（GCPP／SCPP の総計；比率は枢軸軍が決定）12CPP［例外：1 月 27
日およびそれ以前の CG 日であれば 6GCPP］減少する。枢軸軍は“Attack”
チットを選択した日には、歩兵 RG の 1 日購入最大量の 2RG に加え、も
う 1 個の歩兵 RG を購入できる（RG 表記載の RG 固有の 1 日最大量が増
加するわけではない［17.6195］
）
。

17.6161 汎用CPPの補充：直前のCG日が戦闘休止日でない場合、
下の表に秘密裏 DR を当てはめて GCPP の補充量を決定する。このポイ
ントは、その陣営の増援グループ表に載っているどの RG の購入にも使え
る。使用しなかった GCPP は SCPP に加算することができるが、その逆
はできない。また、使用しなかった GCPP は後の CG 日に使うために取
っておくことができる。

GCPP 補充表
修正後 DR

結果

2 以下
3-4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12
13 以上

+18
+17
+16
+15
+14
+13
+12

17.6164 CG 記録表の更新：CG 記録表の、
“補充(Repl)”列の現在
の CG 日の行に、CPP 補充 DR の結果を記録する（CG 日 1 月 19 日つい
ては“補充(Repl)”欄が灰色となっているが、これはその日の CPP 補充
が行われないためである）
。
現在のCG日のGCPPとSCPPの
“補充(Repl)”
値と“開始(Start)”値（直前の CG 日で使用されていなかった CPP 値）
を足して、同じ行の“総計(Total)”欄に記入する。これが、RG／偵察の
購入に使用できる総 GCPP と SCPP である。
例：CG-Ⅲの 2 月 7 日 CG 日が終わった。この日のシナリオはソ連軍の勝利に終わり得
44CVP を獲得した。そのうち、12CVP が“A”タイプRG の車両のものであった。RePh の手
順 17.6121 において、CG 日は 2 月 8 日に変わる。RePh の手順 17.616 において、各陣
営は GCPP 補充の DR を行う。枢軸軍の修正前 DR は 10 である。修正後 DR は 8 とな
り（-2DRM[44CVP の損失]＝-2）、枢軸軍は追加の 15GCPP を得る。枢軸軍には、直
前の CG 日までに使用されていない 2GCPP があったので（枢軸軍の CG 記録表の 2 月
8 日の“開始（Start）”欄に「2」と記入されている）、使えるのは 17GCPP となる。次に枢軸
軍プレイヤーは SCPP 補充のための DR を行う。修正前 DR は 8 であり、修正後は 6 と
なった（-2DRM[12CVP の損失]＝-2）。枢軸軍は追加の 3SCPP を得る。枢軸軍プレイ
ヤーは、2月8日のCG日の“GCPP総計(Total)”欄に「17」、“SCPP総計(Total)”欄に「3」
と記入する。もし枢軸軍が 2 月8 日に CG-Ⅲで与えられた 2 つの“Attack”チットのうち 1
つを使うなら、ボーナスの 10GCPP を加え、総計は 27GCPP と 3SCPP となる。加えて、
枢軸軍は 3 個の歩兵 RG を購入可能となる（17.6163）。

DRM：
－1

－1
－1
＋1

直前の CG に行われたシナリオで被った自軍の損害 20CVP
（A26.22；切り下げ）ごとに（直前のシナリオに加え、現在のCG日
の RePh で除去された自軍ユニットのCVP も含める；期間あるい
は撤収した AFV；17.614 など）
ソ連軍
直前の CG シナリオで勝利した陣営
ソ連軍が直前の CG 日で“Attack”チットを使用していた場合、ソ
連軍に対して

17.6162 特殊CPPの補充：直前のCG日が戦闘休止日でない場合、
下の表に秘密裏 DR を当てはめて SCPP の補充量を決定する。
このポイン
トは、その陣営の増援グループ表に載っているどの“A”タイプまたは“G”
タイプの RG の購入にのみ使える。使用しなかった SCPP は後の CG 日
に使うために取っておくことができるが、GCPP に加算することはできな
い。

17.617 枢軸軍弾薬減少＆ELR 増減
17.6171 枢軸軍弾薬減少状態の判定 41：各 CG の開
始時の枢軸軍弾薬減少レベルは、各 CG 初回シナリオに明示さ
れている。2 日目以降の各 CG 日において、枢軸軍プレイヤー
は DR を行い、下の表に当てはめて弾薬減少レベルの変化を判定しなけれ
ばならない［例外：この手順は、直前の CG 日が戦闘休止日である場合は
実施されない］
。決定後の現行の弾薬減少レベルは、CG 記録表の当該 CG
日の“ASL”欄に記入する。加えて、各 CG 日における弾薬減少レベルは
FB 地図上の“Axis Ammo Shortage Level Track”にマーカーを置いて表
示しておく。

SCPP 補充表
修正後 DR

結果

3 以下
4–5
6–7
8–9
10 – 11
12 以上

+5
+4
+3
+2
+1
+0

枢軸軍弾薬減少レベル変化表

FB30

修正後 DR

結果

9 以下
10 以上

変化なし
減少レベルが 1 上昇

17.619

FB
FB 天候表

DRM：
－1
－1
＋y－1
＋1
＋1

修正後 DR

CG-II；枢軸軍が CG 日終了時に V15、W18 の建物を支配してい
るごとに
CG-III；枢軸軍が CG 日終了時に FF15、JJ16、PP13 の建物を支
配しているごとに
ｙはこの CG で枢軸軍が使用した“Attack”チットの数。マイナス
になることはない。（17.5；17.51SSR I.6；17.52SSR II.7）
CG-II；ソ連軍がCG日終了時にV15、W18の建物を支配している
ごとに
CG-III；ソ連軍が CG 日終了時に FF15、JJ16、PP13 の建物を支
配しているごとに

DRM：
－1
全日の CG 日が晴天／晴天＆突風性
＊ EC は自動的に湿潤（Moist）

FB 雪状況表

イヤーの DRM 総計は＋2 である（-1DRM[PP13 の支配]+1DRM[2 個目の攻撃チット使
用]+2DRM[ソ連軍が FF15 と JJ16 を支配]＝-2）。修正前DR が 7 以下なら、弾薬減少
レベルは 3 のまま変化しない。修正前 DR が 8 以上なら、レベル 4 に変化する。

17.6172 ELR 増減：各陣営は、現在の ELR が変化する

＋1

結果

＋1

＋2

1 以下
2-4
5
6
7

降雪 (E3.71) ＊
積雪 (E3.72) †
積雪＆降雪 (E3.71-.72) ＊†
深雪 (E3.73) §
深雪＆降雪 (E3.71、3.73) ＊§

直前の CG 日が降雪／積雪＆降雪

FB EC 表
修正後 DR
6 以下
7–8
9
10 以上

結果
多湿
湿潤
普通
乾燥

(Wet)
(Moist)
(Moderate)
(Dry)

drm：
－3
－2
－1
－1
－2
＋1

DRM：
－2
－2
－2
－1

結果

＊ 天候が曇天に変化する
† EC は自動的に多湿（Wet）
§ EC は自動的に雪（Snow）

ELR 増減表
ELR+1
変化なし
ELR-1

修正後 dr

drm：

かを判定するために DR を行う。修正後 DR が 2 以下なら、そ
の陣営の各グループ（SSR CG16[ 17.4]）の現在の ELR が 1
増加する（最大 4 まで）
。修正後 DR が 13 以上なら、その陣営の現在の各
グループの ELR が 1 低下する（最小 0）
。CG 記録表の“ELR”列のその
日の欄に ELR 変更の更新を行うとともに、FB 地図上の各陣営の ELR
Track にそれぞれのグループの ELR を表示する。A16：戦闘継続能力の
ルールは、FB CG では使用しない。ELR 増減判定 DR には、以下の DRM
が累積して適用される。

2 以下
3 – 12
13 以上

霞 (E3.32：Mist) ＊
雪 (E3.7：Snow)
曇天 (E3.5：Overcast)
晴天 (E3.2：Clear)
晴天＆突風性 (E3.4：Gusty)

2 以下
3-5
6–7
8 – 11
12 以上

例：CG-Ⅲの 2 月7 日CG 日の開始時、枢軸軍の弾薬減少レベルは 3 であった。崩壊し
かけた右翼から幾ばくかの圧力を取り除くため、彼は 2 つ目の攻撃チットを用いて枢軸軍
強襲シナリオを生み出していた。また、DRM に該当する建物はPP13 のみを支配していた。
続くRePhにおいて、枢軸軍プレイヤーは弾薬減少レベルの変化を判定する。枢軸軍プレ

修正後 DR

結果

自軍が昨日の CG シナリオに勝利
最後に完了した CG シナリオ以降の戦闘休止日につき
直前の CG 日に購入した自軍のエリート歩兵 RG につき
直前の CG 日に購入した自軍の 1 線級歩兵 RG／AFV セクション
につき
自軍が直前の CG 日で“Attack”チットを選択した（ソ連軍は
初回シナリオにおいて“Attack”チットを使用したとみなさ
れる；17.5）
CG 開始以降ないしは最後の戦闘休止日（該当陣営が選択）以

直前の CG 日は曇天
直前の CG 日が雪
直前の CG 日が霞
現在の CG 日が 2 月
現在の CG 日が 1 月
直前の CG 日の EC が乾燥

17.6181 雪の影響期間：深雪（E3.73）が生じた場
合、翌日は自動的に積雪となる［例外：翌日も天候判定は
行われ、雪になった場合には深雪が継続する］
。積雪が生
じたら、その翌日と翌々日の 2 日間も積雪となる［例外：
この追加の 2 日間の天候判定が雪になった場合、そこで新たに判定された
雪が影響する］
。雨は積雪の影響期間に何の影響も与えない。

降、シナリオが完了するごとに

17.618 天候＆EC の判定：枢軸軍プレイヤーは
FB 天候表で DR を行い、現在の CG 日の天候（E3.）を決
める。もし雪（E3.7）になったら、さらに dr を行い、CG
日に影響する雪の状況を決定する［例外：雪の状況判定で
降雪(E3.71)になった場合、天候は自動的に曇天(E3.5)に変更になる］
。こ
こで決めた天候が自動的に EC を決めるもの（例：天候が霞(Mist；3.32)
の時の EC は自動的に湿潤(Moist)であり、天候が降雪(E3.71)であれば自
動的に多湿(Wet)である）でなければ、枢軸軍プレイヤーが DR によって
EC（B25.5）を決める。風力と風向（B25.63-.64）については、RePh の
手順 17.6241 で決める。CG 記録表各列の現在の CG 日にあたる行に、判
定結果を記入する。

17.619 増援グループの購入：両陣営は、RG 購入に GCPP と
SCPP を秘密裏に振り分ける。使われた G/SCPP は全て、その陣営の現
在の総 CPP から引く。使った CPP、残った CPP、購入した RG は秘密
裏に記録する。各陣営は、各自の RG 表を参照する。それには、使用可能
な様々な種類の RG、各 RG の CPP コスト、CG 期間中に購入できる各
RG の個数、それぞれに関する特記事項が記載されている。モジュールに
同梱されているカウンターの数は、購入できる部隊を制限するものではな
い。RG を選定するごとに、CG 記録表の“購入 RG（RG Purcased）
”の
列の現在の CG 日の行に、その ID（と購入に使った CPP）を記入する。
全 RG を選定し終わったら、CG 記録表の“CPP 使用（Spent）
”の列の
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現在の CG 日の行に、使用した G/SCPP を記入する。次に、
“CPP 残余
（Left）
”の列の現在の CG 日の行に、残った G/SCPP 値を（0 であって
も）記入する。残余の GCPP は、
“偵察”
（RePh の手順 17.622）に使用
できる。また、G/SCPP の残余は、次回以降の RePh の手順 17.619(-.6198)
でさらに RG を購入するために使用できる。

カウンターは、一番近い敵の前線区域から 6 ヘクス以上離して地上レベル
に初期配置する（このルールに関して、1 月 19 日の CG 日ではソ連軍の
進入エリアを前線区域と考える）
。秘匿状態の予備ユニット／スタックは、
以下のことが起きるまで隠匿状態を保ち、いかなる行動も行ってはならな
い。その 1：敵ユニットが 3 ヘクス以内におり、LOS が通っている。その
2：敵の航空支援（E7.；SSR FB22）が 1 ヘクス以内におり、LOS が通
っている。その 3：隠匿ユニット／スタックの隠蔽状態が失われるような
攻撃を敵から受ける。その 1、2 が生じた時点で、所有者は（もしあれば）
秘匿カウンターの陣容を盤上に置いてもよく、その 3 が生じたのであれば
強制的に置かねばならない。基本的に、予備秘匿カウンターの内容物は（も
しあれば）盤上に登場するまでは存在しないものとみなされるが、以下の
例外がある。

各 RG には以下の列がもうけられている：

17.6191 ID：各 RG は英数字の識別記号がある。アルファベットはそ
の RG のタイプと国籍を表している。すべての歩兵 RG は“I”
、重火器小
隊（HMG、MMG、MTR 等で構成される）は“HW”
、AFV は“A”
、砲
は“G”
、OBA は“O”
、戦闘爆撃機は“F”
、野戦構築物と SAN は“M”
で記載されている。タイプの後に続くアルファベットは国籍であり、
“G”
がドイツ、
“H”がハンガリー、
“R”がソ連／BVR を表している。最後に、
数字によって RG を特定している。

・予備秘匿カウンターは、オーバースタックに関して無視する。
・秘匿状態でないダミースタックは、予備秘匿カウンターのいる区域に

17.6192 グループ種別：RG の名称が記載されているとともに、歩

初期配置することも進入することもできない。

兵 RG にはクラス（A1.25；エリート、1 線級、2 線級、徴収兵）が小さ
な文字で列記されている。RG のクラスは、ELR 増減（17.6172）のルー
ルで用いられる。

・予備秘匿カウンターは、敵の狙撃に関しては非目標となる(A14.22)。ま
た、民間人の協力（E2.4）の対象とならない。

・予備秘匿カウンターは、OBA の砲撃権獲得（C1.21）チットに関して、

17.6193 完全／縮減／減少戦力とユニット種別：各 RG を構成

確認済みのユニットとスタックしていない限り、隠蔽状態のユニット
と同様追加のチットが必要とされる。

するユニット種別が記載されている。ユニット数×ユニット種別が、完全
（Full）戦力／縮減（Reduced）戦力／減少（Depleted）戦力（RePh の
手順 17.6201 で決定）別に表記されている。砲セクション RG の戦力決定
は手順 17.6204 で行う。OBA 中隊の弾薬量（C1.211）は、SSR FB16 に
従う。航空機の機数は 17.6201 で決定し、E7.21 は用いない。

・予備秘匿カウンター内の指揮官はいかなる目的であっても指揮修正を
使えない。

・予備秘匿ユニットは、夜間（E1.2）の CG 日の『シナリオ防御側』の
盤上分隊相当数にカウントしない。

17.6194 CPP コスト：RG の CPP コストが記載されている。この

・炎／火災が、予備秘匿カウンター（ダミーも含む）のいる区域に生じ

コストはのちに決定する戦力とは関係ない。この RG を受領するために、
購入者の現在の CPP（GCPP か SCPP の適切なもの）から引かれる CPP
値である。AFV や大半の歩兵については、購入したその日の CG 日に行
われるシナリオでは、CG シナリオの間に増援として盤外からプレイに登
場する（SSR CG8；17.4 参照）
。各増援 RG の全カウンターは、進入配置
の時まで FB 章ディバイダの“Entering RG”ボックスに置いておく。歩
兵／AFV RG の記載のコストは、
次の 2 通りの購入方法により変化する場
合がある。

た場合、そのカウンターは非火災区域の『隣接』区域に 1 回だけ移動
／突撃できる。ただし LOS に関係なく敵ユニットに近づかないのが条
件である。それができない場合、所有者は現在のヘクスから 3 ヘクス
以内の任意の区域に移せる。ただし、敵ユニットに近づいてはならず、
予備秘匿カウンターの初期配置のルールを遵守しなくてはならない。
それも不可能な場合、予備秘匿カウンターはシナリオが終わったかの
ように直ちに盤上から取り除かれる。秘匿ユニットがシナリオ終了時
にも存在していたり、その CG 日にはシナリオがプレイされなかった
場合は、これらのダミーでない秘匿予備ユニットは通常どおり残存す
るが、もはや予備とはみなされない。秘匿予備ユニットは通常の方法
により孤立の影響を受ける。

a) 盤上初期配置：歩兵 RG とソ連軍の AFV RG（すなわち、増援グルー
プ表の ID が“I”や“AR”で始まるもの）は追加の CPP を支払えば、購
入した日と同じ CG 日のシナリオで通常どおり盤上初期配置できる。こう
した RG は、枢軸軍かソ連軍かを問わず、CPP（GCPP か SCPP の適切
なもの）を＋1 追加して支払う［例外：ハンガリー民兵 RG は、購入した
CG 日に追加のコスト無しで常に盤上初期配置が可能である］
。

例：1 月 19 日の RePh に、ソ連軍は IR2 RG（親衛 SMG 中隊）を予備として購入し、通
常の 7CPP よりも 1 ポイント少ない 6CPP を支払った。この RG はシナリオ終了時に残存
し、秘匿状態であったかどうかにかかわらず自動的に通常の予備ではない RG となり、20
日以降の CG シナリオにおいて盤上初期配置が可能となる。

例：CG-I の 1 月19 日の CG シナリオが終わった。続く RePh の手順 17.612 で翌20 日の
CG 日が開始される。手順17.619 で、ソ連軍プレイヤーは AR2 RG(中戦車セクションⅡ)
を購入することにし、SCPP から 4 ポイントを支払った。この場合、この RG は 1 月 20 日の
CG シナリオでは盤外から増援として進入する。20 日にシナリオがプレイされないか、ある
いはソ連軍プレイヤーが 20 日の CG シナリオでこの RG を投入せずに残存させた場合は、
21 日以降の CG シナリオで盤上配置で開始することが可能となる。また、彼が 1 月 20 日
の CG シナリオでこの RG を盤上配置させたいのであれば、支払う CPP を 5CPP にする
（4CPP＋1 追加コスト）必要がある。

17.6195 １CG日最大42：そのRGを1CG日で何個まで購入できるか
の最大数を示す。さらに、両陣営ともに1CG日で歩兵RGは2個までしか購
入できない[例外：この歩兵RG購入最大量は、枢軸軍であれば17.6163に
より、ソ連軍であればMR3の購入によって増加させることができる。ただ
し、各RGの個別の最大量が変化するわけではない]。ソ連軍は、MR3を購
入したことによる追加の歩兵RGは、MR3と同じCG日に購入せねばならず、
さもなければMR3は無駄になる。

b) 予備：歩兵 RG（増援グループ表の ID が“I”で始まるもの）は、通
常の CPP より 1 小さいコストで“予備 RG”として購入できる。予備 RG
は、秘匿(E1.4)のルールに従って、購入した CG 日に（シナリオがその CG
日にプレイされるものとして）盤上初期配置（HIP は不可）しなければな
らない [例外：以下の配置制限規定により盤上に初期配置できなかった予
備 RG（ないしはその一部）は、購入した CG 日には盤外に残存保有しなけ
ればならず、その後のシナリオで使用すべく他の自軍残存ユニットに加え
ることになる]。購入した予備 RG ごとに（購入者の任意で）
、自動的に 5
個までのダミー秘匿カウンターを加えることができる。予備RGの全秘匿

例：CG-Ⅱの1月30日、ソ連軍プレイヤーは最大2個の歩兵RGを購入できる。3GCPPを
支払ってMR3を購入したなら、このCG日に3個目の歩兵RGを購入できるようになる。ソ連
軍プレイヤーはMR3を購入し、3個の歩兵RGを購入できるようにしたが、それでもIR 1 RG
は2個までしか購入できない。これはIR2、IR3、IR4、IR6も同様であり、IR5は依然として1
個しか購入できない。
例：CG-Ⅲの2月4日、枢軸軍は“Attack”チットの使用を17.6163で選択していないのであ
れば、歩兵RGは最大2個までしか購入できない。枢軸軍は、この2個をどちらもドイツ軍
RGとしてもよいし、ハンガリー軍RGとドイツ軍RGを1個ずつ、あるいはハンガリー軍を2個と
してもよい。
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受領指揮官(Leader Received)：指揮官の受領資格のある RG の指揮官が
確定したら（RePh の手順 17.6205-.6206）
、各指揮官の指揮能力値(A10.7)
を記入する。

17.6196 CG 最大数：CG の期間中に購入できる RG の最大数を示
す（各 FB CG ごとに表記されている）
。この種類の RG が残りいくつ購入
できるかを確認する目的で、CG 期間中に購入した各 RG を（RG 購入記
録に；17.6198）記録しておくこと。初回シナリオ OB（17.51－.53）で最
初から与えられている RG は、CG 最大数にはカウントしない。

配置(Set Up)：盤上(On-board)初期配置 RG として購入した RG であれ
ば、
“O”と記入する。予備(Reserve)RG として購入したのであれば“R”
と記入する。盤外から進入する RG であれば“E”と記入する。17.6194
を参照。

例：CG-Ⅲの全期間を総計して、ソ連軍は OR2 RG(中野砲 OBA 中隊)を 4 個までしか
購入できない。

17.6197 枢軸軍 CPP 支出比率 43： 枢軸軍プレイヤーは、プレイ

その他(Other)：この欄には、
（盤外）観測員の区域、事前指定へクス、
といった、雑多な情報を記録する。

されている CG に応じて、総 CPP（G/SCPP の総計）のうち特定の割合
をハンガリー軍の RG 購入に充てねばならない。枢軸軍プレイヤーは、そ
の時点での CPP 総計を以下のリストに当てはめて出された最低限度の支
出をハンガリー軍に割り当てたかを、
2 日ごとに判定しなければならない。
1 日おきの CG 日において、枢軸軍プレイヤーは CG 記録表の“％ Hug”
欄に支出せねばならない CPP を記入しておく。

17.620

RG 戦力、兵器＆指揮官

17.6201 歩兵／HW／AFV／野戦構築物／航空機 RG の戦
力 S-DR：歩“I”、“HW”、“A”、“F”タイプの RG、および野戦構築物を
購入したプレイヤーは、各々の RG ごとに“RG 戦力表”にて秘密裏 DR
を行う（初回シナリオ OB で与えられた RG も含む）
。決定した戦力に応
じて完全(Full)、縮減（Reduced）
、減少(Depleted)のいずれかの欄に記載
されたユニットを実際に受領する（17.6193）
。

CG-I：初回シナリオで与えられたOB のGCPP も含め、
2日ごとの総CPP
（G/SCPP の総計）
の 1/2
（切り下げ）
をハンガリー軍 RG の購入
（17.619）
に充てねばならない。
CG-II：初回シナリオで与えられた OB の GCPP も含め、2 日ごとの総
CPP（G/SCPP の総計）の 1/3（切り下げ）をハンガリー軍 RG の購入
（17.619）に充てねばならない。

RG 戦力表
修正後 DR

RG 戦力
完全 (Full)
縮減 (Reduced)
減少 (Depleted)

7 以下
8–9
10 以上

CG-III：初回シナリオで与えられた OB の GCPP も含め、2 日ごとの総
CPP（G/SCPP の総計）の 1/4（切り下げ）をハンガリー軍 RG の購入
（17.619）に充てねばならない。

drm：

例：CG-Ⅲの 2 月4 日、枢軸軍が使用できる総 CPP（G/SCPP の総計）は 48CPP であ
った。枢軸軍はその内11CPP をハンガリー軍の購入に使用した。翌2 月5 日、枢軸軍が
使用できる総 CPP は 16CPP であった。この日は 5CPP 以上をハンガリー軍購入に充て
ねばならない。2日間の総CPP は 64 であり、ハンガリー軍購入に充てた CPP がその 1/4
の 16CPP になるようにしなければならないからである。

＋1
＋1
－1
－1
－1
－2

17.6198 RG 購入記録：現在の CG 日の RG の選定と CPP の消費

ソ連軍 RG IR6
2 月 1 日以降のハンガリー軍 RG
ソ連軍 RG［IR6 以外］
直前の CG シナリオで勝利した陣営
野戦構築物
今回の CG 日に“Attack”チットを選択した枢軸軍

17.6202 歩兵 RG の SWS-dr：各歩兵 RG が受領する SW の数を確

が終わったら、RG 購入記録を更新する。購入した（あるいは初回シナリ
オ OB で与えられる）各 RG で受領する全ユニット／装備の記録には用紙
の 1 行を使う。これは、CG 期間中のそれまでの購入数を記録するためで
もある(17.6196)。以下は、RG 購入記録の各列の説明である。

定するために、以下の表を使う。完全戦力の歩兵 RG は、表に記載の定数
分の SW を額面どおり受領する。縮減・減少戦力の歩兵 RG であれば、同
種の完全戦力歩兵 RG が使用できる各 SW につき秘密裏 dr を行う。縮減
戦力なら修正後 dr が 5 以下で、減少戦力なら 4 以下でその SW は受領さ
れ、それよりも大きい dr であれば受領されない。RG 購入記録の該当す
る列の当該 RG の行に受領 SW を記入する。

CG 日：RG を購入した CG 日(例：
“1/19”は 1 月 19 日)。
RG ID：RG の英数字 ID（例：ソ連軍親衛狙撃兵中隊は“IR1”
）
。
種別(Group Type)：RG の名称（例：ソ連軍 RG IR3 は“狙撃兵中隊”
）
。

ドイツ軍歩兵 RG SW 表 a

購入(P)#：CG 期間中のこれまでの購入総数。

RG 種別

残余(R)#：今後の購入可能数。その陣営の RG 表の“CG 最大”列（の当
該 RG 行）の数字から購入#の数字（購入総数）を引いた値のことである。

SS 小銃兵
擲弾兵
装甲擲弾兵
工兵
警戒

戦力
（Str）
：RePhの手順17.6201-.6204で確定したRG戦力を記入する。
歩兵／AFV／砲／航空機／野戦構築物 RG の場合、完全(Full)戦力であれ
ば“F”
、縮減（Reduced）戦力であれば“R”
、減少(Depleted)戦力であれ
ば“D”と記入する。OBA RG については、
“P”
（Plentiful 弾薬豊富）
、
“N”
（Normal 弾薬は普通）
、
“S”
（Scarced 弾薬僅少）のどれかを記入
する。

HMG

MMG

LMG

PSKc

1

1
1
1

3
2
2
3
2

1

1

LtMTR

FT

DC

1
1

1
2

1
3

FT

DC

ハンガリー軍歩兵 RG SW 表 a
RG 種別
小銃兵
ヴァンナイ中隊
突撃工兵
SMG
民兵 b
徴収兵

ユニット（Units）#：RG 表に記載の当該 RG の受領ユニット数（例：
完全戦力のドイツ軍 SS 小銃兵スコードロンであれば “6+4”
）
。
受領（Received）SW／砲：当該 RG の SW／砲が確定したら（RePh
の手順 17.6202-.6204）
、受領した各兵器の個数を記録する。砲セクション
RG については、口径と砲身長を適当な欄に記入しておけばよい。
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HMG

1
1

MMG

1
1e

LMG

1
1
2
2
1
1

PSKc

LtMTR

1f
1
1

1
3
1
1

17.6202

FB
ソ連軍歩兵 RG SW 表 a

割り当てられる各兵器に付き1回、計6回（50口径HMG、HMG、MMG×2、82mmMTR
×2）の秘密裏 dr が実施された。50 口径 HMG は 6、HMG は 5、MMG は 4 と 6、
82mmMTRは5 と5であった。縮減戦力の重火器小隊は4 以下で兵器を受領するため、
このままでは MMG×1 のみ受領という結果になる。しかし、重火器小隊は最低でも 2 個
の兵器を受領しなければ判定をやり直すため（17.6203）、ソ連軍プレイヤーは再度6回の
dr を実施する。今度の dr は順に 3、2、6、3、1、5 であったため、この重火器小隊は 50
口径HMG×1、HMG×1、MMG×1、MTR×1 に加え、3 個の 2-4-8HS と1個の 2-2-8
操作班を受領する（ソ連軍 RG 表の注b と 17.6203 を参照）。

RG 種別
HMG MMG LMG ATRc LtMTR FT
DC
親衛狙撃兵
1d
1
2
1
1
親衛SMG
3
2
狙撃兵
1
1
2
1
1
SMG
3
1
突撃兵
3
3
4
BVR
1
a 各 SW は、最初の CG シナリオに限り、該当の歩兵 RG を構成するユニ
ットに所有された状態で開始せねばならない［例外：最初の CG シナリオ
で盤外に拘置されたまま残存した場合］
。
bIH5 と IH7 のための SW；IH5 のみが DC を受領する。
c 枢軸軍は PSK、ソ連軍は ATR。
d 秘密裏 dr を行い、1-2 なら 50 口径 HMG、3-6 なら通常の HMG。
e ヴァンナイ大隊所属中隊はドイツ軍の MMG を受領する。
f ハンガリー小銃兵中隊は、5cm leGrW39(h)を受領する。

中戦車セクションⅡは完全戦力であるため、自動的に T-34M43 を 3 両受領する。

17.6205 指揮官確定 S-DR：購入した（あるいは OB で与
えられた）歩兵 RG ごとに、下の該当する表で秘密裏 DR を行
い、その RG が受領する指揮官の数と種類を確定する。

17.62051 配置／進入：各歩兵指揮官は、当該指揮官が参加する最
初の CG シナリオに限り、所属する RG の MMC とスタックして初期配
置／進入させる[例外：シナリオを通じて、指揮官が盤外で控置されてい
る場合、もしくは SSR CG5 によって受領した無線機／野戦電話を所有して
いる場合]。

17.6203 重火器 RG の兵器 S-dr：完全戦力の重火器 RG
は、各 RG 表に記載の兵器と兵士を額面どおり受領する。重火
器小隊が縮減または減少戦力であれば、兵器 1 個ごとに秘密裏
dr を行う。縮減戦力であれば 4 以下、減少戦力であれば 3 以下で受領と
なる（受領した SW-MG につき、エリート HS／MTR につき 2-2-8／2-2-7
操作班を受領する）
。
それよりも大きな目を出した兵器と HS／操作班は受
領されない[例外：重火器小隊 RG は、常に少なくとも 2 個の兵器を受領
する。小隊の兵器合計が 2 個に満たなければ、今行った dr の結果はすべ
て無視される。小隊の各兵器につき再度 dr を行う。これは最終的な合計
が 2 個以上となるまで行う]。受領した兵器は、最初の CG シナリオに限
り、該当の RG の兵士に所有された状態で開始（盤上配置／進入）せねば
ならない。RG 購入記録の該当する列の当該 RG の行に受領兵器を記入す
る。

ソ連軍 指揮官表
修正後 DR

受領指揮官

1 以下

10-2、9-2、8-0

2

10-2、8-1、8-0

3

10-2、8-1、7-0

4

9-2、9-1、8-0

5

9-2、8-1、7-0

6

9-1、8-1、8-0

7

9-1、8-1、7-0

17.6204 砲セクション RGS-DR：各砲セクション

8

8-1、8-0、7-0

RG の戦力を確定するため、下の表で秘密裏 DR を行う。
RG 購入記録の“戦力（Str）
”列の当該 RG の行に確定し
た戦力を記入する。

9

9-1、8-0

10

8-1、8-0

砲セクション 戦力表
修正後 DR
7 以下
8–9
10 以上

drm：
－1
－1

RG 戦力

11

8-1、7-0

12

8-0、6+1

13 以上

7-0、6+1

DRM：

完全 (Full)
縮減 (Reduced)
減少 (Depleted)

ソ連軍砲セクション RG
直前の CG シナリオで勝利した陣営

例：2 月 5 日の CG 日に、ソ連軍プレイヤーは親衛狙撃兵中隊（IR 1）と重火器小隊
（HWR 1）、そして中戦車セクションⅡ（AR 2）を購入した。これらの RG の戦力を決定する
ため、ソ連軍プレイヤーは各々の RG につき 1 回ずつの秘密裏 DR を行う。それぞれの修
正後DRが11、8、4 だとすると、親衛狙撃兵中隊は減少戦力、重火器小隊は縮減戦力、
戦車セクションは完全戦力となる。
親衛狙撃兵中隊は、4-5-8×6 個と4-4-7×3個を受領するが、SW に関しては受領の
可否を決定せねばならない。完全戦力中隊に割り当てられる SW1 つに付き 1 回、計 6
回（HMG、MMG、LMG×2、ATR、Lt MTR）の秘密裏 dr が実施された。HMG は 1、
MMG は 5、LMG は 6 と 4、ATR は 2、Lt MTR は 5 であった。減少戦力では 4 以下で
SW を受領するため、この中隊は HMG、LMG、ATR をそれぞれ 1 つずつ受領する。加え
て、HMG が 50 口径か否かを判定する dr を追加で実施する。

－2
－2
－2
＋2
＋x＊
＋y†

突撃兵中隊（IR5）
親衛 SMG 中隊（IR2）
親衛狙撃兵中隊（IR1）
BVR 狙撃兵中隊（IR6）
狙撃兵中隊の総購入数による：狙撃兵中隊に適用

＋1

縮減戦力（R）

＋2

減少戦力（D）

SMG 中隊の総購入数による：SMG 中隊に適用

＊6～8 番目に購入した狙撃兵中隊（IR1 または IR3）の場合＋1；9 番目

以降の狙撃兵中隊の場合＋2［例外：この修正は IR6 の指揮官決定には適
用されず、また IR6 も総購入数に加算されることはない］
†6～8 番目に購入した SMG 中隊（IR2、IR4、または IR5）の場合＋1
；9 番目以降の SMG 中隊の場合＋2［例外：この修正は IR5 の指揮官決定
には適用されないが、IR5 は総購入数に加算される］

次に縮減戦力の重火器小隊が受領する兵器を決定する。完全戦力の重火器小隊に

FB34

17.621

FB

17.6206 戦車指揮官 S-DR：AFV セクション[例外：ドイツ

ハンガリー軍 指揮官表
修正後 DR

受領指揮官

1 以下
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 以上

10-2、9-1、8-0
9-2、8-1、8-0
9-2、8-1、7-0
9-1、9-1、8-0
9-1、8-1、7-0
8-1、8-1、8-0
8-1、8-0、7-0
9-1、8-0
8-1、8-0
8-1、7-0
8-0、7-0
8-0、6+1
7-0、6+1

SPW セクション]を購入するたびに、
（縮減／減少戦力であって
も）購入した陣営は次の表で秘密裏 DR を行い、戦車操作班の
質を確定する。受領した戦車指揮官は、どのシナリオであっても、購入時
の所属セクションのいずれかの AFV に乗ってシナリオを開始しなくては
ならない（撤収となれば、戦車指揮官も一緒に撤収する； 17.6142）
。

戦車指揮官表
修正後 DR
2 以下
3
4
5
6-11
12 以上
DRM：
－1
ドイツ軍
－1
ソ連軍
＋1
ハンガリー軍
＊そのセクションの全 AFV は未熟戦車操作班となる(D3.45)。

DRM：
－2
－1
＋x＊
＋1

ヴァンナイ中隊（IH3）
突撃工兵中隊（IH2）または SMG 中隊（IH4）
歩兵 RG の総購入数による

＋2

減少戦力（D）

＋1

2 月 1 日以降の CG 日

戦車指揮官
10-2
9-2
9-1
8-1
－
未熟＊

17.621 野戦構築物の購入：野戦構築物の受領に

縮減戦力（R）

は FPP が必要であり、
FPP は各 CG 日に GCPP を支出し
て購入する（RePh の手順 17.619 で購入する）
。野戦構築
物購入手順の完了とともに、今回使用されなかった全残余
FPP は喪失する。野戦構築物を選定したら、野戦構築物購入記録表にその
種類（地雷原であれば戦力）を記入する。しかし、野戦構築物の実際の盤
上の位置は、次の CG シナリオの初期配置まで決めておかなくてよい。

＊6～8 番目に購入したハンガリー軍歩兵 RG の場合＋1；9 番目以降のハ

ンガリー軍歩兵中隊 RG の場合＋2［例外：この修正は IH2 の指揮官決定
には適用されないが、IH2 は総購入数に加算される］

ドイツ軍 指揮官表
修正後 DR

受領指揮官

1 以下
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 以上

10-2、9-2、8-0
10-2、8-1、8-0
10-2、8-1、7-0
9-2、9-1、8-0
9-2、8-1、7-0
9-1、8-1、8-0
9-1、8-1、7-0
8-1、8-0、7-0
9-1、8-0
8-1、8-0
8-1、7-0
8-0、7-0
8-0、6+1

野戦構築物購入表

1
2

DRM：
－2
－2
－1
＋x＊
＋1

SS 小銃兵スコードロン（IG1）
工兵中隊（IG2 または IG5）
装甲擲弾兵中隊（IG4）
歩兵 RG の総購入数による

＋2

減少戦力（D）

＋1

2 月 1 日以降の CG 日

縮減戦力（R）

＊6～8 番目に購入したドイツ軍歩兵 RG の場合＋1；9 番目以降のドイツ

軍歩兵 RG の場合＋2［例外：この修正は IG2／IG5 の指揮官決定には適用
されないが、IG2/IG5 は総購入数に加算される］

FB35

種別

FPP コスト

単独壕 I
塹壕 I
A-T 壕 A
A-P 地雷原
A-T 地雷原
道路障害 I
鉄条網
要塞化された建物 FI
HIPFI
“?” FI
ブービートラップ A
完全設置 DC(A23.7)F

3/2/11
7
21
1 戦力につき 1/22
1 戦力につき 3/52,3
12
15
104
5/3/2/1/15
16
407
158

それぞれ 3、2、1 個分隊の容量。
左が枢軸軍、右がソ連軍の FPP コスト。各陣営で 1CG 日に 48FPP を超え
て購入してはならない。初期配置の間に、自軍が支配する既存の地雷原に
A-P/A-T 地雷原戦力を加えて（規定戦力値と上限の範囲内で）戦力を増すこ
とができる。このやり方で地雷原の戦力を減らすことはできない。上の表で
購入した地雷原は、ブービートラップ能力やその増強(B28.9)と替えることは
できない。

3

連鎖地雷含む。

4

1 建物区域のコスト。FB CG の要塞化された建物はトンネルと交換すること
はできない。

5

それぞれ AFV／分隊／HS／操作班／SMC のコスト。1 シナリオで、予備
でない歩兵分隊の 10%(切りあげ)を超える MMC は HIP できない。この上
限に関して、HIP で配置される砲と HIP の MMC の同一区域に初期配置す
る全 SW／SMC はカウントしない。夜間(E1.2)の『シナリオ防御側』の
25%HIP 配置には FPP のコストはかからないし、前述の FPP による 1 シナ

FB

17.621

17.623 主導権の決定：各陣営は、現在のCG日を“攻撃（Attack）”

リオのHIP 上限数にもカウントされない。
砲はその操作する兵士とともに、
A12.34 に従い FPP の消費なしで HIP 配置できる。どちらの陣営も秘匿予
備ユニット／“?”を HIP にすることはできない。
6

か“戦闘休止（Idle）
”のどちらかの戦術計画で開始するかを選び、主導権
を決定する。

ダミーの予備秘匿カウンターとして使用できる(17.6944b)。SSR CG12

17.6231 枢軸軍の攻撃制限：枢軸軍は 6CG 日の完了に付き 1 回の

(17.4)も参照。
7

現在のレベルを次のレベルに向上させる（レベル C→B、レベル B→A）
。ブ
ービートラップは、FB 地図盤の全非空中区域に影響が及び、ソ連軍 TC に
よってのみ起爆する。

割合でしか“攻撃（Attack）
”を選択できない。また、CG ごとに“攻撃
（Attack）
”チットを選択できる回数が以下のように制限されている。
CG-I：1 回。CG-II：3 回。CG-III：2 回。

8

プレイ開始前に、残存保有 DC（または盤上配置する歩兵中隊に与えられた
DC）1 個を HIP にして自軍の支配する建物／瓦礫／橋／塹壕区域に完全設
置 DC として初期配置できる。この時に設置区域を記録し、
「起爆させる」
歩兵ユニットの ID も記録しておく。設置 DC は索敵（A12.152）で暴露さ
れ、無作為の SW 破壊で除去されうる。

A

枢軸軍のみが購入できる。A-T 壕は FB のカウンターに同梱されている。

F

“F”のついた野戦構築物だけが、前線区域に初期配置できる。前線区域で行
われたTC でも通常どおりブービートラップを起爆させうる。

例：CG-Ⅲにおいて、枢軸軍は 2 月 3 日（CG 日 2 日目）に攻撃チットを使用した。次に
攻撃チットを使えるのは、早くても 2 月8 日（CG 日 7 日目）である。しかし、もし最初の攻
撃チットの使用が 2 月 8 日であったなら、次の CG 日（2 月 9 日；CG 日 8 日目）にすぐさ
ま 2 回目の攻撃チットを使用できる。2 月 9 日の枢軸軍の攻撃制限は、17.6235 による
夜間攻撃の禁止だけである。同様に、CG-Ⅱにおいて 1 月 29 日まで一切攻撃チットを
使わなければ、1 月 30 日、31 日、2 月 1 日に連続して攻撃チットを使用できる。繰り返
すが、この時も枢軸側の攻撃制限は 2 月 1 日の CG 日に夜間攻撃ができないことだけで
ある。

I

“I”のついた野戦構築物だけが孤立区域に配置できる。

例：枢軸軍プレイヤーが、40FPP を使って野戦構築物を購入する。まず 1 個の要塞化建
物区域を 10FPP で購入した。野戦構築物購入記録表の“Fortified Building Location”
欄の一番下にある“Total#”という灰色の枠に“1”と柔らかい鉛筆で記入する（配置が終わ
ったら消すからである）。次に 18FPP で 6 戦力の A-P 地雷原を購入し、今度は“Mines”
欄の一番下にある灰色の“Total# of Factors”の A-P の欄に“6”と記入する。最後に、彼
は残りの 12FPP で分隊×2（6FPP）、HS×2（4FPP）、操作班×1（1FPP）、SMC×1
（1FPP）の HIP を購入した。これは“HIP Location”の一番下にある灰色の枠内の該当部
分に数字で記入される。今回は購入しなかったが、他の野戦構築物を購入したら、
“Misc.Fortification”の“Type”の所に購入したものの名前だけ記入しておく。野戦構築物
を購入した時点では実際の地図上の場所を決める必要はなく、初期配置時に決定する。
初期配置（RePh手順17.6243 と 17.6245）の際に、購入記録表の記録を見て、どの野戦
構築物をいくつ利用できるのか確認して配置を進め、具体的な場所やCAを記入していく。
記入が終わったら、灰色の枠内の記録はすべて消し、次回以降の野戦構築物の購入時
に使用できるようにしておく。

17.622 偵察：偵察目的のために所要 GCPP を消費すれば、この時
点で両軍ともに偵察 dr を行える。偵察が可能であれば、その陣営は現在
の GCPP 総計（CG 記録表の「残余（Left）
」欄）から 1（偵察 dr で有利
な drm を得るためには 2）を引き、次の CG 日の「開始（Start）
」欄に新
たな総計を記入する。偵察できない、または偵察しないのであれば、次の
CG 日に現在の GCPP 総計をそのまま書き写す。
「開始（Start）
」欄の数
字は常にその CG 日開始時の GCPP 総計を示す。

ないように盤上に置く。次の CG シナリオで選択した面を表にすること。
これを同時に見せ合い、
以下の表で新規CGシナリオが生成されるか否か、
また生成された場合どんな種類になるかを確定する。枢軸軍は CG の最終
CG 日に、攻撃チットを使うことはできない。

主導権決定表

1

2

チット選択

ソ連軍攻撃

ソ連軍戦闘休止

枢軸軍攻撃

枢軸軍強襲 1

枢軸軍強襲 1

枢軸軍戦闘休止

ソ連軍強襲 1

戦闘休止日 2

シナリオが生成される；以下から該当するシナリオ種別を見つけ、詳
細を確認する。
この日のシナリオは生成されない。次のシナリオが生成されるまで
RePh の手順 17.612-.623 を繰り返す。

17.6233 シナリオ種別：
ソ連軍強襲：この CG 日はソ連軍が攻勢を行い、ドイツ軍とハンガリー
軍の入念な防御に断固立ち向かう。枢軸軍が先に初期配置を行い、ソ連軍
が先攻となる。ソ連軍の選択により、夜間シナリオとすることができる。
17.6234 参照。
枢軸軍強襲 44：この CG 日は、再編成中のソ連軍に対する枢軸軍の反撃
が行われる。ソ連軍が先に初期配置を行い、枢軸軍が先攻となる。枢軸軍
の選択により、夜間シナリオとすることができる。17.6235 参照。枢軸軍
は CG の最終 CG 日には強襲を実施できない。

修正後 dr は、偵察可能な区域数であり、偵察された区域に実際にユニ
ットや野戦構築物（要塞化建物を含む）が初期配置されていれば、対戦相
手はそれを露呈させなければならない。偵察する陣営の主要分隊タイプに
応じて以下の修正がある。

偵察 drm：
＋3
＋1
＋1
－1

17.6232 手順：各陣営は、自身の主導権チットを選び、相手から見え

戦闘休止日：この CG 日は両陣営とも積極的な戦闘行動は行わず、次の
攻撃に向けて戦力を蓄積し、再編成を行うことに決めた。次のシナリオが
生成されるまで、
RePhの手順17.609と17.612-.623を繰り返す。
ただし、
手順 17.616 では CPP の補充に秘密裏 DR を用いない。ソ連軍は自動的に
6GCPP を、枢軸軍は 4GCPP を獲得する。

2GCPP を消費
主要分隊がハンガリー軍
主要分隊タイプが静粛
主要分隊タイプが鈍兵

17.6234 ソ連軍の夜襲：“ソ連軍強襲” CG シナリオが生成された
ら、ソ連軍は夜間シナリオ（E1.）にすると宣言できる。ソ連軍は CG-I
と III では 1 回、CG-II では 2 回だけ、夜間シナリオにできる。このシナ
リオでは、両陣営の盤上／盤外配置に関係なく、ソ連軍は常に『シナリオ
攻撃側』となり、枢軸軍は常に『シナリオ防御側』となる。
『シナリオ攻
撃側』であるソ連軍は、盤外ユニットと同様に、盤上に初期配置するユニ
ットにも秘匿を用いることができる。使用できる非徳カウンターの数
（E1.411）は、最初のソ連軍 OB に含まれる分隊相当数に等しい。盤外か
ら進入する増援は常に移動の自由を得ている(E1.21)。E1.11 に従い、雲量
と基本 NVR を決める[例外：月齢は CG 記録表の月齢の列にある史実上の

各 CG 日に偵察できる区域数は、FB CG 記録表の現在の CG 日の「偵
察（Recon）
」列に記入する。次の CG シナリオで全盤上ユニットを初期
配置するまで、偵察による視察はない。偵察の効果についての詳細は
17.6246 を参照。
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17.6242 瓦礫、瓦礫の落下と破片の生成：ソ連軍はこの時点で

月齢を使用]。NVR 表で曇天の結果となっても E3.5 の曇天が生じるわけ
ではない。また、曇天と月齢は無関係である。

FB CG のプレイ範囲内で瓦礫の生成を試みるかどうかを決定する。もし
ソ連軍が瓦礫の生成を試みるならば、以下の手順に従う。

17.6235 枢軸軍の夜襲：“枢軸軍強襲” CG シナリオが生成された
ら、枢軸軍は夜間シナリオ（E1.）にすると宣言できる。ソ連軍は CG-I
と III では 1 回、CG-II では 2 回だけ、夜間シナリオにできる。枢軸軍は、
CG-I では 1 月 23 日以降、CG-II では 2 月 1 日以降、CG-III では 2 月 9
日以降に夜間シナリオにすることはできない。このシナリオでは、両陣営
の盤上／盤外配置に関係なく、枢軸軍は常に『シナリオ攻撃側』となり、
ソ連軍は常に『シナリオ防御側』となる。
『シナリオ攻撃側』である枢軸
軍は、盤外ユニットと同様に、盤上に初期配置するユニットにも秘匿を用
いることができる。使用できる非徳カウンターの数（E1.411）は、最初の
ソ連軍 OB に含まれる分隊相当数に等しい。盤外から進入する増援は常に
移動の自由を得ている(E1.21)。E1.11 に従い、雲量と基本NVR を決める
[例外：月齢は CG 記録表の月齢の列にある史実上の月齢を使用]。NVR 表
で曇天の結果となっても E3.5 の曇天が生じるわけではない。また、曇天
と月齢は無関係である。

17.62421 ヘクスの選定：ソ連軍は AR（C1.3）カウンターをプレ

17.6236 FB CG シナリオの勝利条件：
（17.6253 で確定した）CG

例：以下の事例では、ヘクス ID の向きを“1”の向きとしている。現在、CG-III の 2 月 3 日

イ範囲上のいずれか 1 ヘクスに置く。そのヘクスに LOS は必要とされな
い。ソ連軍は続いて砲撃が正確に着弾しなかったかのように、方向／距離
の DR（C1.31）を行う［例外：偏差距離は半減（切り上げ）する］
。決定
したヘクスに FFE:1 マーカーを置く。通常の砲撃範囲内に 1 区域でも入
っている建物は、すべて瓦礫生成判定の対象となる。対象となった建物は、
砲激変以外であってもすべての建物ヘクスに瓦礫判定が実施される。

17.62422 瓦礫生成判定

45：瓦礫生成判定は、3.4

項の瓦礫生成の
手順にそって各ヘクスごとに行われる。加えて、ヘクスが瓦礫化（B24.1）
した場合、瓦礫の落下（B24.12；3.4）と破片の落下（2.5）が生じる可能
性がある。FB においては、瓦礫化が生じた場合、そのヘクスの地下室区
域（9.）も含めてすべての区域が瓦礫となる。
CG 日の RePh 手順 17.6242 である。ソ連軍プレイヤーは、プレイ範囲のいずれか 1 か所
に瓦礫生成判定（17.62422）を行うことが許されている。ソ連軍プレイヤーは AR マーカー
をTT20のヘクスに置いた。AR を置くためのLOSはここでは必要ない。続いて、偏差方向

シナリオの種別に応じて、以下の勝利条件を適用する。ただし、初回シナ
リオと CG 全体の勝利条件は、CG と初回シナリオに関する個別の情報に
記載されている(17.51-.53)。すべての場合において、攻撃側が支配した石
造区域を、その後攻撃側が消失させた（例えば、瓦礫化させるなど）場合、
失われた区域は CG シナリオの勝利条件上、攻撃側の支配下区域にカウン
トしない。どの石造区域でも、防御側が消失させた石造区域は CG シナリ
オの勝利条件上、攻撃側の支配下区域にカウントする。

と距離を決める DR を行ったところ、結果は 2 と 2 だった。偏差距離は半減（切り上げ）す
るため、1 ヘクスずれて UU20 に FFE：1 が置かれる。この FFE：1 の砲撃範囲内にある建
物は、その全てのヘクスが瓦礫生成 DR の対象となり、瓦礫化する可能性がある。TT20、
TT18、VV19 の 3 つの建物が砲撃範囲にあるあため瓦礫生成の対象となり、その構成ヘ
クスすべて（合計10 ヘクス）に DR が行われる。修正後DR9 以上で、そのヘクスは地下室
区域も含めてすべての区域が瓦礫化する。DRの結果、TT21 とUU21 のみが 9 以上であ
った。TT21 の瓦礫化が判定された時点で、ソ連軍プレイヤーは直ちに瓦礫の落下と破片
の落下の可能性があるため、再度 DR を行わねばならない。瓦礫の落下判定（B24.12；
3.4）で行われた DR の色付き dr の修正後の目が 5 か 6 だった場合、適正な地形に破片
の落下（2.5）が生じる。TT21 の DR は 1：3 で、上のレベル 2 つ分の修正を加えて色付き
dr は 5 となり、破片が落下する。白の dr にかかわらず、破片は適正な地形すべてに落下
するため、SS21 と SS22 に破片カウンターが置かれる。UU21 にも同様の DR が行われ、
結果は 3：5 だった。修正後色付き dr は 7 となり、3 の方向（VV21）に瓦礫が落下する。

CG-I ソ連軍強襲シナリオ：ソ連軍はシナリオ終了時に：

・開始時よりも 16 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・枢軸軍の 2 倍以上の CVP を獲得していれば勝利する。
CG-I 枢軸軍強襲シナリオ：枢軸軍はシナリオ終了時に：

・開始時よりも 12 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・ソ連軍と同じかそれ以上の CVP を獲得していれば勝利する。
CG-II ソ連軍強襲シナリオ：ソ連軍はシナリオ終了時に：
1 月 27 日まで
・開始時よりも 16 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・枢軸軍の 2 倍以上の CVP を獲得していれば勝利する。
1 月 28 日以降
・開始時よりも 20 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・枢軸軍の 2 倍以上の CVP を獲得していれば勝利する。
CG-II 枢軸軍強襲シナリオ：枢軸軍はシナリオ終了時に：
1 月 27 日まで
・開始時よりも 12 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・ソ連軍と同じかそれ以上の CVP を獲得していれば勝利する。
1 月 28 日以降
・開始時よりも 16 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・ソ連軍と同じかそれ以上の CVP を獲得していれば勝利する。

新たに瓦礫となった VV21 は上階を含んだ建物ではないため、追加の瓦礫落下判定は
行われず、手順 17.62422 は終了する。

17.6243 孤立ユニット初期配置：先に初期配置する側（RePh の
手順 17.6233）は、
（もしあれば）孤立状態の全残存ユニット／装備を初
期配置する。その後で相手も同様に配置する（17.4、CG 12 も参照）
。孤
立エリア(17.606)では、各ユニットは（17.6071 により）直前のシナリオ
終了時にいた区域か、それに『隣接』する自軍が支配する戦略区域にのみ
初期配置できる［例外：自軍に許された初期配置エリアの全ての区域が通
常のスタック制限の上限に達した後なら、初期配置時にオーバースタック
が許される(A5；9.12)：要塞化された建物内の砲／AFV や、走行不能／放
棄された車両は動かせない］
。所有していない装備は、ユニットがその区
域に初期配置されていれば、プレイ開始前に回収を試みることができる。
孤立エリアに置くことができる野戦構築物については、野戦構築物購入表
(17.621)の注“I”を参照する。無線機／野戦電話は孤立区域に初期配置で
きない。孤立したユニットと兵器は弾薬減少(A19.131；16.)状態となって
いる［例外：枢軸軍が使用している捕獲ソ連軍兵器；A21.11；16.13］
。

CG-III ソ連軍強襲シナリオ：ソ連軍はシナリオ終了時に：

・開始時よりも 20 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・枢軸軍の 2 倍以上の CVP を獲得していれば勝利する。
CG-III 枢軸軍強襲シナリオ：枢軸軍はシナリオ終了時に：

・開始時よりも 16 以上多い石造区域を支配しているか、もしくは
・ソ連軍と同じかそれ以上の CVP を獲得していれば勝利する。

17.62431 瓦礫区域での孤立ユニット初期配置：孤立したユニ
ットが直前のシナリオ終了時にいた区域が手順 17.6242 で瓦礫化した場
合、そのヘクスに生じた新たな瓦礫区域か、それに『隣接』する自軍が支
配する戦略区域にのみ初期配置できる［例外：要塞化された建物内の砲／
AFVや、
走行不能／放棄された車両は新たな瓦礫区域にのみ配置できる］
。
配置が終わった後で、新たな瓦礫区域に両陣営が存在する場合、格闘戦で
はない混戦カウンターを置き、
次のCGシナリオを混戦状態から開始する。

17.624 風＆ユニット初期配置
17.6241 風：初期配置の前に、風力／風向を判定する(B25.63-.64)。
弱風となり、盤上に 1 箇所でも火災(17.6097)があれば、即座に漂流した煙
幕カウンターを置く。
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17.6244 ソ連軍弾薬減少の解消：弾薬減少状態となっている統制
状態のソ連軍孤立歩兵が、弾薬減少状態ではない統制状態の武装した自軍
歩兵 MMC（孤立歩兵以上のユニットサイズであること）と同一区域で自
軍プレイヤーターンを開始すれば、双方が TI となり統制状態を維持して
そのプレイヤーターンを終えた場合、その時点で弾薬減少状態が解消する。
1 個の通常 MMC が弾薬減少を解消できる自軍ユニットは、1 プレイヤー
ターンに 1 個だけである。ソ連軍 HS が統合（A1.32）した際、どちらか
の HS が弾薬減少であれば生み出された分隊は弾薬減少となる。MG の弾
薬減少状態は、弾薬減少状態となっていない統制状態の武装したソ連軍歩
兵 MMC が所有した時点で解消する。その他の兵器の弾薬減少については、
孤立していない状態で CG シナリオを終えた場合にのみ解消できる
(17.6139)。捕獲兵器(A21.11)の使用には、弾薬減少状態は適用されない。

17.6245 非孤立ユニット初期配置：先に初期配置する陣営は、残
りの残存ユニット、装備、購入した野戦構築物、盤上初期配置 RG を孤立
していない自軍境界エリア内の区域に初期配置できる[例外：野戦構築物
購入表(17.621)の注“F”のついた野戦構築物のみが自軍の前線区域に配置
できる]。
盤上に初期配置しなかった残存ユニット／RGはSSR CG8(17.4)
に従って盤外から進入させられる。最後まで全くプレイに参加しなかった
ものは、次の CG シナリオでも残存する[例外：AFV セクション RG につい
ては、どの CG シナリオであれ、セクションを構成するユニットが 1 つで

も盤上にいたのであれば撤収(17.6142)の対象となる]。ユニット／装備を
初期配置する一方で、野戦構築物（RePh の手順 17.621）の初期配置区域
を決め、野戦構築物購入記録表の適切なボックスに配置区域を記入する。
地雷原に初期配置されたユニットは、
RePh 中に攻撃を受けることはない。
先に初期配置する陣営が初期配置を終えたら、相手陣営も同じ手順を踏み、
初期配置を完了させる。

17.6246 偵察区域の視察：初期配置がすべて完了したら、（もしあ
れば）各陣営は偵察(17.622)する区域を宣言する。各偵察区域は、一番近
い自軍支配ヘクスから 4 ヘクス以内でなくてはならない。ソ連軍から始め
て、かわるがわる 1 区域ずつ偵察区域を宣言する。
「偵察された」隠匿ユ
ニットは初期配置した区域に隠蔽状態で配置する。対戦相手は、LOS に
関係なく、それらのユニットの視察の権利(A12.16)も有する。偵察区域に
野戦構築物があれば、それは暴露され盤上に置かれる[例外：地雷原のタ
イプ／戦力は暴露されない]。隠蔽地形のスタックが視察を受けた後は、
敵への LOS に関係なく、それまであった“?”を戻す。

17.625 シナリオ開始：これで次の CG シナリオをプレイする準備
が整ったことになる。両陣営は現在の ELR と SAN を伝え合う。強襲シ
ナリオは後から配置した側が先攻となる；17.623。

ドイツ軍 RG 表 特記：
a 購入した CG 日に、追加のコストなしで盤上初期配置できる。
b 1 個の MG につき、SS3-4-8HS か国防軍 2-4-8HS を受領する。1 門の

i 購入した CG 日では、
必ず増援として盤外から進入する
［例外：17.6194］
。

シナリオより前の CG 日に購入された RG であるなら、盤上初期配置が
可能である。歩兵／AFV の進入制限に関して、SSR CG8（17.4）を参
照せよ。

砲につき、2-2-8 操作班を受領する。
c RePh 手順 17.620 に従い、戦力判定を行う。

j AFV セクション撤収（17.6142）の対象となる。同じ陣営に同じ種類の

d 突撃工兵かつ工兵である(SSR FB21；A11.5；B28.8；H1.22)。

AFV が所属する AFV セクションが 2 つ以上存在するなら、その後の撤
収の可能性に備えて各AFVのIDを所属セクションごとに記録しておく
必要がある。

e 戦力判定の後、ドイツ軍は今受領した SPW251/1 を 1 両、自由に

SPW251/10 に変更してよい。
f SW 判定および（戦車）指揮官判定の必要なものを、17.6202 および

k 2GCPP で購入すれば、登場判定の dr（E7.2）に－2drm が適用される。

17.6205-.6206 の手順に従って実施する。

各航空機 RG は購入した CG 日に使用せねばならず、さもなければ失わ
れる（したがって、天候が曇天もしくは枢軸軍が“戦闘休止”を望む CG
日には購入すべきではない）
。ドイツ軍の FB は自動的に爆装であり
（SSR FB22）
、E7.21 の dr は不要である。

g 1 つの砲兵中隊につき 1 ポイントの追加 CPP コストで、盤外観測員

（C1.63）を受領できる。盤外観測員は自軍支配の東盤端ヘクスのレベ
ル 7 に、ソ連軍の配置前に秘密裏に記録して配置する。各盤外観測員は、
それが誘導する砲兵中隊が残存し続ける限り残存し続ける
（CG9；17.4）
。

l ドイツ軍の FPP で購入した野戦構築物は、ハンガリー軍も利用できる。

h 1 つの砲兵中隊につき 1 ポイントの追加 CPP コストで、事前指定ヘク

m 1 月 21 日以降は購入できない。

ス（C1.73）を 1 個受領できる。1 個の砲兵中隊は事前指定ヘクスを 2
個まで購入できる。受領した各事前指定ヘクスはその砲兵中隊が残存す
る限り残存し続ける（SSR CG9［17.4］参照）
。FB CG では事前指定ヘ
クスを通常の弾幕砲撃（E12.11）に使用できる。各弾幕砲撃は、必ず南
北のヘクス列（E12.11-.2）に沿って実施される。SSR CG5（17.4）参
照。

n 1 月 25 日以降は購入できない。
o 1 月 27 日以降は購入できない。
p 2 月 9 日以降は購入できない。
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