
S&T317_Moscow

Moscow: The Advance of Army Group Center, Autumn 1941

(モスクワ：中央軍集団の前進、1941 年秋)

クレジット

デザイン: Eric R. Harvey

マネージャー兼ゲーム・ディベロッパー：Doug Johnson

プレイテスト: Chris Cummins, Daniel Rouleau, David Deitch, George Rothschild, JL Robert, JR Lawlor, 

Keith Powell

ルール査読：George Rothschild, JR Lawlor

地図グラフィックス：Joe Youst

カウンター：Eric R. Harvey

生産：Richard Aguirre

1.0 はじめに
Moscow: The Advance of Army Group Center, Autumn 1941 は、1941 年 10 月から 1942 年 1 月までの、

ソ連からモスクワを奪取しようとしたドイツ軍による戦役のシミュレーションである。このゲームのシステム

は、Decision Games から先立って出版された Leningrad(2010)ゲームの子孫であり、(スタッキング制限の

ような)わずかないくつかの相違がある。Leningrad ゲームに精通しているプレイヤーは、このゲームに特

に関連するこれらのルールの閲覧するだけで、このゲームをプレイすることができる。

1.1 開始する方法（ゲームをセットアップする)

（中略）

ソ連軍：

ソ連軍プレイヤーは先にセットアップする。

・以下のユニットを除き、すべてのソ連軍ユニットは、以下に記述されているように地図に置かれる。

注意：上記の師団カウンターは、他のソ連軍ユニットより濃い茶色である。

重要：ソ連のスタッキングは、全ての以下の指示においてヘクスにつき 2 個ユニットに制限されている。通

常のスタッキングは、最初のソ連軍移動フェーズの終了時に適用される。

・不透明な広口のカップかボウルの中に、全ての残りのソ連軍ユニットを置きなさい。全てのユニットはラ

ンダムに引かれ、その未試用の側(U を持つ側)を向けて置かれる。どちらのプレイヤーもそれぞれのユ

ニットの戦力を、それらが攻撃されるか攻撃を実行するまで、知らない(12.1)。

重要：ソ連軍プレイヤーは、ユニットをカップからランダムに拾い上げるた後まで、ユニットが置かれるヘク

スを指示されない。ソ連軍プレイヤーはユニットの戦力を見ることができない。

・ソ連軍プレイヤーは、最前線の右(東)側の最前線のヘクスのそれぞれに 2 個のユニットを配置しなけれ

ばならない。最前線ヘクスは、空きのまま放置することは許されない。

・残りのソ連軍歩兵ユニットは、前線の東かヘクス列 20xx(含む)の西のどこかに配置することができる。

・ソ連軍の戦車、機械化、騎兵ユニットはヘクス列 20xx の東に配置されなければならない。

それらは最前線に置くことができない。

・4 個のソ連軍増援ユニット(第 78,、第 32,第 93,第 238)をターン記録トラック(Turn Record Track:TRT)上の

「Reinf：S」と印刷された四つのターンのボックスに配置すること。ソ連軍プレイヤーは、異なるターン・ボッ

クス(ターン・ボックス 2,3,4,5)にそれぞれこれらの 4 個のユニットの 1 個を置き、その「U」の側を上にし、そ

れぞれのボックス内に置かれた個々のユニットがどれか判明しないようにしておく。これらのユニットは、そ

れらが地図上に登場した後、攻撃するか攻撃された時に公開される(12.1)。

注意：ソ連軍プレイヤーは、自分が地図に配置するそれぞれのソ連軍ユニットの実際の戦闘力を知らない

が、一般にソ連軍の戦車と自動車化歩兵のユニットは、ソ連歩兵ユニットよりは強い(ただし、これは常に

絶対の真実ではないのだが)。

デザイナーの注：何十ものソ連軍のシベリアの師団が、タイフーン作戦の間、モスクワ正面の防御に急派

されたという一般に普及した神話に反して、モスクワ地区に移送されたのは 4 個師団(第 32,第 78,第 93,第

238)のみであった(そして、これらの師団のうちの 2 個だけが最初は主にシベリア出身兵が占めていた)。

他のいわゆるシベリアの師団の大部分は、実際、他の戦線、例えばレニングラード戦線へ移送されていた。



ドイツ

ドイツの陣営は二番目にセットアップする。

・全てのドイツの地上ユニットは、地図上でゲームを開始する。ドイツには増援や補充がない。

・ドイツ軍ユニットは、地図上に印刷された黄色の実線の前線の境界の左(西)側にセットアップされなけれ

ばならない。

・ドイツ軍プレイヤーは、自分が望む地図上のドイツの側のどのヘクスにでもそれぞれの自分のユニットを

セットアップしてもよい。ユニットは、スタッキングの制限(4.6)遵守しなければならない。

・3 個のドイツ軍の航空ユニットは、プレイの間にドイツ軍プレイヤーによって使用されるために地図の側

に配置される。

注意：ドイツ軍ユニットのうちの 1 個は（第 2SS）黒いゲーム・コマとして印刷されている。これは、単に他の

ドイツ軍第 2 師団とそれを異なるユニットと識別するのに役立つだけである。それは、その独特の色にも

かかわらずそれに関連する特別ルールがない。この時点で、プレイヤーはプレイの手順に目を通すべき

であり、疑問点がある時には、ルールの詳細を参照すること。

2.0 備品
完全なゲームは、このルール、1枚の 22×34 インチ・マップと 1枚のカウンター・シート(176個のゲーム用

コマ)を含む。

2.1 地図

ゲーム用地図は、このン戦役が戦われた地形を表現する。六角形の格子は、プレイ用のこまの移動を管

理し位置決めのために地図上に重ねて印刷されている。

地図正誤表：

CRT: 4-1 のコラム、6のサイコロの目の行の結果は 2/-と読まれるべきである。

TEC: 浅い森の行は、全てのユニットついて移動は 2MP となり「1/2MP 装甲/機械化」とあるのは削除。

2.2 地形効果表

地形効果表(Terrain Effects Chart:TEC)は、様々なプレイ用のコマの移動に地図上の特徴がどのような影

響を及ぼすかについて要約されている。移動コストは、指示された地形の特徴に進入する時にそれぞれ

のユニットに要求される移動の量を示している。

2.3 戦闘結果表

戦闘結果表(Combat Results Table:CRT)は、戦闘を解決するための主要な手段である。プレイヤーは、

CRT を検索し、最終的な戦闘オッヅに影響を及ぼすシフトの数を決定するためにコラム・シフト表を使う。

2.4 ゲームのコマ

プレイ用のこまは、歴史上の戦役に参加した実際の軍事ユニットを表現している。2種類のプレイ用のコマ

がある：戦闘ユニット(ユニットと呼ばれる)とドイツの航空ユニットである。

戦闘ユニットの表面と背面には最多で 6個の情報のアイテムが存在し、いくつあるかは、ユニットのタイプ、

状態、国籍による。

これらは以下を含む：

攻撃力：攻撃する時に使用される戦力。

防御力：防御する時に使用される戦力。

注意：ドイツ軍ユニットについては、これらは両方とも同じ数値(戦闘力)である。

移動許容：白いヘクス・シンボルの中に印刷された緑の数値。

ユニットの種類：装甲、機械化、歩兵、騎兵である。

軍事識別：歴史上のユニット識別。

ユニットの規模：

XX：師団

X: 旅団

未試用状態：ソ連軍ユニットのみ。

重要：123 の軍事識別をもつ 2 個のドイツ軍の旅団が存在する。

これは意図的であり、2 個のユニットは歴史上、二つの異なる位置に配置された同じ師団を表現している。

重要：歩兵と騎兵ユニットは、移動に関しては歩兵とみなされる。



2.5 戦闘力

戦闘力は、攻撃する時か防御する時のドイツ軍ユニットの戦闘能力である。ドイツ軍ユニットは一つの戦

闘力の数値が印刷されているのみであり、これはその攻撃力と防御力の両方を表現している。

2.6 攻撃力と防御力

攻撃力は、ソ連ユニットが攻撃している時のその戦闘能力である。防御力は、ソ連ユニットが防御している

時のその基本的な戦闘能力である。

注意：コラム・シフト表は、両方の国籍の攻撃か防御するユニットの戦闘オッヅがどのような影響を受ける

ことになるかについて示している。

2.7 移動許容

ユニットの移動許容(movement allowance:MA)は、ユニットがそれぞれのゲーム・ターンのそれ自身の移動

フェーズの間に、移動してもよいヘクスの基本の数である。この能力は、それぞれのユニット上の白い六

角形の中の緑の数値で印刷されている移動ポイント(movement points:MP)に換算して表現されている。

異なる MP の数が、地図上の異なる種類の地形に進入するために消費される。

2.8 ユニットの識別

ユニットの ID はプレイに影響を持たず、ただ歴史上の興味のためにのみ含まれている。

2.9 ゲーム・ターン

それぞれのゲーム・ターンは実時間の 1週間を表現する、1 個のヘクスはおよそ 20 マイルを表現している。

3.0 プレイの手順
プレイヤーは自分のターンを行い、自分のユニットを移動させ、自分のユニットで攻撃を行う。

・プレイヤーがこれらのアクションを実行する順は、以下に概説されるこのプレイの手順において記述され

る。

・プレイの手順の 1回の完遂は、ゲーム・ターンと呼ばれる。

・それぞれのゲーム・ターンは、二つのプレイヤー・ターン(ドイツ軍とソ連軍)から成る。

・それぞれのプレイヤー・ターンは、リストされた順でプレイされなければならない個別のフェーズから成

る：

ドイツ軍プレイヤー・ターン

ステップ 1：ドイツ軍移動フェーズ

・ドイツ軍プレイヤーは、自分のユニットのうちのいくつかか全てを移動させ、オーバーランを実行してもよ

い(7.0)。

・ドイツ軍プレイヤーは、自分が望む数のユニットやスタックを移動させてもよいし、全く移動させないことを

選んでもよい。

・それぞれのユニットやスタックは、他のユニット/スタックを移動させる前に、その移動/オーバーランを終

えなければならない。

ステップ 2：ドイツ軍戦闘フェーズ

・ドイツ軍プレイヤーは、自分のユニットで隣接するソ連軍ユニットを攻撃してもよい。

・ドイツ軍プレイヤーは、自分が望む順序でこれらの攻撃を実行し(自分のユニットを移動させた順は関係

がない)、それぞれの攻撃が解決されるとただちに結果を適用する。

ステップ 3：ドイツ軍の航空移動阻止フェーズ

ドイツ軍プレイヤーは、移動阻止を意図するヘクス内に、地図上のどこにでも未投入の航空ユニットを置

いてもよい。

重要：全てのドイツ軍の航空ユニットがこの同じゲーム・ターンの先立つフェーズの間に使用されていた場

合、このフェーズは省略される。

ソ連軍プレイヤー・ターン

ステップ 4：ソ連軍移動フェーズ

・ソ連軍プレイヤーは、自分のユニットのうちのいくつかか全てを移動させ、オーバーランを実行してもよい。

・ソ連軍プレイヤーは、自分が望む数のユニットやスタックを移動させてもよいし、全く移動させないことを

選んでもよい。

・それぞれのユニットやスタックは、他のユニット/スタックを移動させる前に、その移動/オーバーランを終

えなければならない。



ステップ 5：ソ連軍戦闘フェーズ

・ソ連軍プレイヤーは、自分のユニットで隣接するドイツ軍ユニットを攻撃してもよい。

・ソ連軍プレイヤーは、自分が望む順序でこれらの攻撃を実行し(自分のユニットを移動させた順は関係が

ない)、それぞれの攻撃が解決されるとただちに結果を適用する。

ステップ 6：ゲーム・ターン指示フェーズ

・移動阻止を行っていた航空ユニットは地図から取り除かれ、ゲーム・ターンは完了する。

・プレイヤーは、TRT 上の次のボックスにゲーム・ターン・マーカーを進める。

・これらの六つのステップは、13回のゲーム・ターンのそれぞれについて繰り返される。

・ゲーム・ターン 13 の終わりに、ゲームは終わり、プレイヤーは勝者を決定する。

3.1 ゲーム・ターン 1 の特別ルール

以下のルールはゲーム・ターン 1 の間のみ効力を有する。

・ソ連軍のスタッキングは、ヘクスにつき 2 個のユニットに制限される。通常のスタッキングは、最初のソ連

軍移動フェーズの終了時に適用される。

・オーバーランを実行するために、ドイツ軍ユニットは、オーバーランの通常の 2MP のコストの代わりに、

追加の 1MP のみを消費する(7.0)。この MPコストは、防御ユニットのいるヘクス内の地形のコストに加算さ

れる。

・ドイツ軍ユニットは、交戦からの離脱の MPコストを支払わない。

・ドイツ軍の攻撃とオーバーランは、右に 4コラム・シフトを受け取る。オーバーランによる左への 2コラム・

シフトは依然として適用される。

4.0 ユニットの移動
それぞれのユニットは、ユニットが 1回の移動フェーズで移動してもよいヘクスの基本の数を表現する移

動許容を持つ。

・各プレイヤーは、自分のプレイヤー・ターンの移動フェーズの間に、自分のユニットのみを移動する。

・戦闘はこのフェーズの間に発生することはないが、オーバーラン(移動と戦闘を組み合わせたもの)は移

動フェーズの間に発生してもよい。

・ユニットは一度に単独で移動するか、最大 4 個までのユニットのスタックで移動し、移動させるプレイヤー

の望むようにいずれかの方向か方向を組み合わせてヘクスごとに移動する。

4.1 移動の制限

ユニットは、その移動許容を上回ることは許されない。ユニットは、その移動フェーズの間、移動することを

強制されない。ユニットは、未使用の MP を貸したり、蓄えたりすることは許されない。。

4.2 移動コスト

ユニットがヘクスに進入するために消費しなければならない MP の数は、ヘクス内の地形のタイプに依存

する。

・クリア地形ヘクスに進入するコストは 1MP である。

・他のヘクスに進入するコストはそれより高いこともあれば低いこともある。これらのコストは、TEC 上で指

定される。

・ユニットが道路ヘクスサイドを通ってヘクスに進入する時、それは進入する地形のタイプに関係なく道路

に沿って 1 ヘクスを移動するためのコストのみを支払う。逆に言えば、それが非道路ヘクスサイドを通って

進入する場合、道路は移動について全く影響を及ぼさない。

4.3 最低限の移動

地形に関係なく、ユニットは全てのその MP を消費することによって、それがその移動フェーズを開始する

ヘクスに隣接するヘクスへ移動してもよい。これは、それらが移動する最初のヘクスにおいてオーバーラ

ンを行うユニットを含む。

例外：交戦からの離脱 6.4 と妨害された移動 4.4。

4.4 妨害された移動

ユニットは、敵のユニットを含むヘクスに進入することや通過することは許されない。

4.5 スタック移動

複数のユニットは同時に、一緒に移動してもよい。それらが同じヘクスで移動フェーズを開始する限り、最

多で 4 個までの自軍ユニットは移動フェーズの間、スタックとして一緒に移動してもよい。

例外：交戦からの離脱(6.0)。

・スタックは、スタックの中で最も遅いユニットの割合で移動する。



・スタックのユニットは、移動フェーズの間いつでも、スタックから離れてもよい。

・スタックから離れたユニットは、それがそのすべての MP を消費する(かプレイヤーがその移動を停止した

いと望む)まで、その移動を継続してもよい(スタックの残りは一時的に停止される)。

・スタックの残りはそれから通常とおりその移動を続ける。

・プレイヤーは、スタックから自分が望むだけのユニットを分派してもよい。

例：ドイツ軍第 12 と第 251 師団は、ヘクス 1510 でスタックしてその移動フェーズを始める。それらは 2MP

を消費してヘクス 1611 にスタックとして移動する。その時点で、ドイツ軍プレイヤーはスタックとしてのそれ

らの移動を停止し、追加の 4MP を消費し第 12 師団をヘクス 1710 に、そして 1810 に移動した。第 12 は現

在、スタックが進入したヘクスについて 2、単独で移動した時の 4 で 6MP を消費している。ドイツ軍プレイ

ヤーは、第 251 師団をヘクス 1711 に、それからヘクス 1812 に移動する。第 251 はまた、その MP の全て

を消費したことでその移動を終える。

4.6 スタッキングの制限

タイプに関係なく、最多で 4 個のユニットが同じヘクスを占めてもよい。

・スタッキングの制限は、あらゆる移動フェーズの終了時とあらゆる戦闘フェーズの終了時にのみ適用さ

れる。

・スタッキングの制限に上記の時に違反した場合、敵プレイヤーが破壊されるユニットの選択権を得る(4

個のユニットのみがそのヘクスに存在するように)。

4.7 支配地域

通常、ユニットは敵ユニットの支配地域(zone of control:ZOC)(5.0)内であるヘクスに進入した時点で停止し

なければならない。

・ユニットが直接敵ユニットに隣接するヘクスに進入した時、移動したユニットはただちに停止しなければ

ならず、そのフェーズにそれ以上移動することは許されない(ユニットがその後、交戦からの離脱を行わな

い限り)。

・ヘクス内の他の自軍ユニットの存在は、移動について敵支配地域(EZOC)を否定しない。

・ユニットは、交戦からの離脱(6.0)、戦闘(8.0)、オーバーラン(7.0)を通じてのみ EZOC を去ってもよい。

4.8 移動の制限

ユニットは地図を去ってはならない。地図を離れるように退却することを強制される場合、それは除去され

る。

・すべての川は道路シンボルによって横断される地点に架橋されているものと仮定される。しかし、これは

MPコストを計算することにのみ意味がある。

川はいかなるユニットの移動も妨げない。

例外：湖ヘクスサイドを横切る道路シンボルが存在する場合にのみ、地上ユニットはその湖ヘクスサイドを

横断することができる。

湖ヘクスサイドを横断するユニットは、道路移動レートを使用することができなければならない。

5.0 支配地域
戦闘ユニットの位置に隣接する 6個のヘクスは、そのユニットの支配地域(zone of control:ZOC)と呼ばれ

る。全ての戦闘ユニットは ZOC を出す。

例：ユニットは ZOC を全ての 6個の隣接するヘクスに投影する。

・自軍 ZOCs は、敵ユニットの移動を抑制し、敵ユニットの退却や補給を設定する敵プレイヤーの能力に

影響を及ぼすことがある。

・ユニットは全ての種類の地形に ZOC を出すが、例外として全体が海か全体が湖ヘクスサイドを越えて出

すことはない。

・自軍ユニットが EZOC内にいる場合、そのヘクス内にその ZOCs を出している全ての敵のユニットはその

自軍ユニットの ZOC の内にいる。

プレイヤーの複数のユニットが一つのヘクスに ZOC を出す時、追加の効果はない。

6.0 交戦からの離脱
ある条件下で、自軍ユニットは MP で追加コストを払うことによってその移動フェーズの間、EZOC ヘクスか

ら離れてもよい(それが進入するヘクスの地形コストに加えて)。ユニットは単独かスタックで交戦からの離

脱を行ってもよい。しかし、交戦からの離脱の瞬間に、そのヘクスに残る自軍戦闘ユニットが存在しなけれ

ばならない。



例：ドイツ軍プレイヤーがヘクス 2416から離脱したい場合、ユニットのうちの 3 個は追加の 3MP のコストで

そのヘクスを退出し、ヘクス 2315か 2316に移動することができる。そのユニットは直接ヘクス 2415か

2417へ移動することができない。なぜなら、ユニットが直接ある EZOC から他の EZOC に移動することを

要求するからである。しかし、プレイヤーが望む場合、ユニットのうちの 3 個はヘクス 2315に一つのスタッ

クとして移動することが可能であり、その後、合計で 3MP のコストでヘクス 2415へ移動することができる。

ユニットはまた、望むならば、個々に 2416へ移動することができる。いずれにせよ、ユニットがヘクス 2315

か 2316に進入した時点で、そのユニットは EZOC に再び入ることができる。

6.1 交戦からの離脱のコスト

ドイツ軍の歩兵とソ連軍ユニットの全てのタイプは、交戦からの離脱を行うために、追加の 3MP を支払う。

それらは、その移動フェーズを開始するヘクスからのみ交戦からの離脱を行ってもよい。

6.2 ドイツ軍の装甲部隊の交戦からの離脱のコスト

ドイツの機械化か装甲ユニットは、交戦からの離脱を行うそれぞれの時に追加の 2MP のみを支払う。そ

れらは、その移動フェーズの間いつでも、交戦からの離脱を行ってもよい。

6.3 接触した状態の分遣隊を残す

交戦からの離脱の瞬間に、そのヘクスに留まる自軍戦闘ユニットが存在しなければならない。

例：プレイヤーは以下のことができる。まず、3 個ユニットのスタックから 2 個のユニットを離脱させる。次に、

元々のヘクスに他のユニットを移動させ、元々のスタックの第三のユニットを離脱させる。

6.4 交戦からの離脱の制限

いかなるゲーム中のユニットも、直接他の EZOC に進入することによって離脱することは許されない。

例外：オーバーランを実行するユニットは、オーバーランを行うユニットとって自軍のユニットの ZOC内の

敵が占めらるヘクスをオーバーランすることができる。その後、オーバーランが成功している場合、そのヘ

クスに戦闘後前進を行う。しかし、オーバーランを実行したユニットは、現在の移動フェーズの間、それ以

上移動することができない。

例：第 18装甲師団と第 20装甲師団はヘクス 2515にオーバーランを行うことができた。オーバーランが成

功した場合、この 2 個師団のうちの 1 個はヘクス 2515へ移動することができるが、その移動フェーズの間、

さらに移動することができない。しかし戦闘フェーズの間、どちらかかもしくは両方の師団は、ヘクス 2514

や(もしくは)2516を攻撃することが可能であり、それらがそのヘクスを空白にした場合、それらへのヘクス

に前進を行うことができる。

7.0 オーバーラン
オーバーランは、移動フェーズの間に発生する戦闘の一形態である。オーバーランは、戦闘フェーズの間、

実行することができない。

・オーバーランを実行するユニットかスタックは、オーバーランの結果により、またユニットがオーバーラン

の後に十分な MP を残しているかどうかによるが、移動しオーバーランすることを継続してもよい。

・移動フェーズの間のいずれかの時点で、ユニット(かスタック)は隣接するヘクス内の敵ユニット(か敵のス

タック)をオーバーランしてもよい。

・オーバーランを実行するユニットは、追加の MP を消費し(7.3)、交戦からの離脱の MPコストを消費する

可能性がある。その後、防御ユニットへの攻撃を実行する(8.0)。

・オーバーランが成功した場合、オーバーランの対象であったヘクスに少なくとも 1 個のユニットは前進し

なければならない。

7.1 オーバーランのペナルティ

オーバーランを解決する時、初期の戦闘オッヅは左へ 2コラムだけシフトされる。

7.2 交戦からの離脱とオーバーラン

ユニットは、同じ移動フェーズ中に交戦からの離脱とオーバーランを実行してもよい。

7.3 オーバーランの移動コスト

オーバーランは、防御ユニットのヘクスにおける地形のコストに加えて 2MP がかかる。

例外：ゲーム・ターン 1 の間、全てのドイツ軍ユニットのオーバーランのコストは 1 移動ポイントのみとなる

(防御ユニットのヘクスにおける地形のコストに加えて)。

7.4 スタックによるオーバーラン

最多で 4 個までの自軍ユニットのスタックは、同じオーバーランに参加してもよい。

・ユニットは同じヘクスでスタックして移動フェーズを開始しなければならず、一つのスタックとして一緒に移

動されなければならない。



・ユニットは、オーバーランが解決された後、独立して移動されてもよい。

7.5 オーバーランの手順

オーバーランは、1 個のヘクス内の全ての敵ユニットに対して行われる。

・いずれかの 1回の移動フェーズの間に同じ敵ユニット、同じヘクスに対して実行されてもよい別個のオー

バーランの数に対する制限はない。

重要：たとえ道路が湖ヘクスサイドを横切っていても、ユニットは湖ヘクスサイドを横断してオーバーランす

ることができない。

7.6 成功したオーバーラン

オーバーランされた敵ユニットが除去されるか退却した場合、オーバーランは成功している。

・オーバーランを実行した自軍ユニットは、オーバーランの解決によって要求されるあらゆる損害を吸収し

なければならない。

・少なくとも 1 個のオーバーランを実行したユニットは、空にされたヘクスに前進しなければならない。

・防御ユニットが 2 ヘクスを退却しなければならない場合、攻撃側は防御ユニットが空けた 2 ヘクスに前進

する選択肢を持つ(追加の MPコストはない)。

7.7 失敗したオーバーラン

オーバーランされた敵ユニットが除去されないか退却しない場合、オーバーランは不成功である。オー

バーランが失敗した場合には、

・オーバーランしたユニットは損害を吸収するか退却してもよい(8.9)。

・オーバーランしたユニットが退却した場合、その移動フェーズの間のその移動は終わりとなる。

・それらが退却しない場合、それらの移動は継続されてもよい(追加のオーバーランの試みを含む)。

重要：たとえオーバーランを行うユニットが退却したとしても、防御ユニットはオーバーランの後、前進する

ことは許されない。

7.8 オーバーランの間に退却するユニット

ユニットとヘクスが移動フェーズの間、複数のオーバーランを受けることができるため、オーバーランを受

けるヘクスに、現在の移動フェーズの間に退却したユニットはそのヘクス内でその戦闘力をその防御に加

える。

重要：これは、8.2 にリストされる例外とは異なる。

8.0 戦闘
プレイヤーの戦闘フェーズの間、そのプレイヤーは、自分のユニットのいずれかとそれに隣接する敵ユ

ニットの間で、攻撃を開始してもよい。

・攻撃は一度に一つずつ宣言される。

・プレイヤーは自分が行いたいと望む全ての攻撃を宣言する必要はないが、攻撃が宣言された時点で、

その攻撃は追加の攻撃を宣言する前に完全に解決されなければならない。

・攻撃は、戦闘結果表と以下の手順を使用して実行される。

・戦闘は任意であり、ユニットは隣接する敵ユニットを攻撃することを要求されない。

8.1 攻撃の必要条件

ユニットは、敵ユニットを攻撃するためには、それの ZOC内に存在しなければならない。

・ユニットは、一回の戦闘フェーズの間、ただ一回しか攻撃することが許されないし、ユニットは複数回、防

御することはない。

・一つの敵が占めるヘクスの ZOC内にいる全ての自軍ユニットは、その一つの敵が占めるヘクスへの攻

撃に参加してもよい。

8.2 防御

一つのヘクス内の防御ユニットは、一つのグループとして攻撃されなければならない。攻撃下のヘクス内

のユニットは、一つにまとめられた戦力で防御しなければならない。

例外：あるヘクスに退却し、その後、そこで同じ戦闘フェーズに攻撃を受けるユニットは、そのヘクス内の

他のユニットの戦力にその戦力を加えない(けれども、それらが、移動フェーズの間、オーバーランを受け

ている場合、加える)。防御するユニットが不利な戦闘結果(損害か退却)をこうむる場合、その同じヘクス

内に以前(この戦闘フェーズに)退却してきたユニットは自動的に除去される。

8.3 調整された攻撃

複数のヘクスは、一つの防御している戦力として攻撃されてもよい。防御側のヘクス内の地形では、防御

側に最も有利なものを使用すること。



重要：全ての攻撃ユニットは、一回の調整された攻撃を実行するためには、全ての防御するヘクスに隣接

していなければならない。

例：第 18,第 9,第 20装甲師団は、一回の攻撃としてそれらの戦闘力をまとめ、ヘクス 2416と 2316を攻撃

することができた。全ての攻撃ユニットは、両方の防御ヘクスに隣接していた。第 3装甲師団は、それが

両方のヘクスに隣接していないため、攻撃に参加することができなかった。

8.4 戦闘力の行使

ユニットの完全戦力が常に、それが攻撃を実行する時はいつでも、使用されなければならない。

・ユニットは、追加の攻撃を実行するために、その戦力の一部を分割することは許されない。

・同じヘクス内の複数のユニットは、別々の敵が占めるヘクスを攻撃してもよい。

8.5 戦闘解決

それぞれの攻撃について：

・攻撃プレイヤーは、攻撃に参加する全ての自分のユニットの攻撃戦闘力を合計する。

・防御プレイヤーは、攻撃される全ての自分のユニットの防御戦闘力を合計する。

・攻撃プレイヤーは、自分のユニットの合計の攻撃力：防御ユニットの合計の防御力のかたちで対比し、値

が小さい側を１とする比率に変換する。この時、防御側が有利となるように、攻撃側の端数を操作する。

・その結果の対比は、初期戦闘オッヅと呼ばれる。

・攻撃プレイヤーは、初期戦闘オッヅに相当する CRT 上のコラム見出しの位置を決める。

例：攻撃側は 8の合計戦力を持ち、防御側は 2 の合計防御戦力を持つ。初期の比率は 2-1 (8 ÷ 4 = 2)と

なる。

・攻撃側は、初期比率の左か右へのシフトについてコラム・シフト表を検索する。これらのシフトは、最終的

な戦闘比率を生じる。

重要：ヘクスサイドが道路によって横断されている場合、ユニットは湖ヘクスサイドを横切って攻撃してもよ

い。湿地ヘクスとして防御するヘクスの地形を扱うこと。

・攻撃プレイヤーは、1 個の六面体サイコロを振り(1d6)、振って出た目と最終の戦闘比率コラムを交差照

合する。

・いずれかの他の攻撃に進む前に、示された結果はただちに適用される。

重要： オーバーランを行う時には、攻撃プレイヤーはオーバーランするユニットの移動を完了してもよい。

・攻撃プレイヤーが全ての自分の攻撃を実行した時には、そのプレイヤーは自分の戦闘フェーズの終わり

を宣告する。

8.6 攻撃の宣言

攻撃プレイヤーは、どの自分のユニットが特定の防御ユニットへの攻撃に参加するかを宣言しなければな

らない。

・未試用のソ連ユニットは、その戦力が公開される前に、参加するものとして指定されなければならない。

・攻撃プレイヤーは、自分が選んだ順で、攻撃を解決してもよい。

重要：攻撃が宣言されたあと、ソ連軍の未試用のユニットは公開される。ソ連軍プレイヤーが攻撃する場

合、最初にすべての攻撃ユニットと攻撃されるヘクスを指定し、攻撃ユニットと防御ユニットを指定した後

に、すべての参加する未試用のソ連ユニットは公開される。ソ連軍プレイヤーは、攻撃を取り消したり、異

なる攻撃ユニットや防御ユニットを指定することは許されない。ソ連側が防御する場合、ソ連軍プレイヤー

は自分の防御戦力を合計する時に未試用ユニットは公開される(ドイツ軍プレイヤーが自分の攻撃戦力を

合計した後)。

8.7 最高と最低のオッズ

初期の戦闘比率が表の上に示された最も高いものより(もしくは最も低いものより)高い(低い)場合、その

比率は最終の戦闘比率を計算するための基礎として使用される。最終の戦闘比率が表の上に示された

最も高いものより(もしくは最も低いものより)高い(低い)場合、それは単に最も高い(もしくは最も低い)利用

可能なコラムとして取り扱われる。

例：初期の戦闘比率が 11：1 である場合、プレイヤーは 10:1 の比率コラムを使用することになる。

8.8 確率の端数を処理する

オッヅ比率を計算する時、戦闘比率は常に防御側に有利になるように端数が処理される。攻撃側の戦力

が大きい場合、整数となるようにオッヅの攻撃側の値の小数点以下を切り捨て、防御側の戦力が大きい

場合、整数となるようにオッヅの防御側の値の小数点以下を切り上げる。

例：11 戦闘力ポイントが 4防御力ポイントを攻撃する場合、戦闘比率は 2:1 になるように端数が処理され

る。



8.9 戦闘結果

CRT 上の省略形は、攻撃ユニットか防御ユニットがその攻撃かオーバーランによってどのような影響を受

けるかについて示している。

・攻撃かオーバーランのため、ユニットは、効果をうけない(「-」の結果)か、除去される(「E」の結果)か、退

却するか損害をこうむるオプションが与えられる。

・二つの可能な損害の結果がある：1 か 2。

1) 「1/-」か「-/1」の結果は、単に 1 個の影響を受けるユニットが 1 ステップを失わなければならないか、全

ての影響を受けるユニットが 1 ヘクスを退却しなければならないことを意味する。

影響を受けるユニットを保有するプレイヤーは、退却する(8.10)かその代わりにステップ損害を受けること

を選択してもよい。

2) 「2/-」か「-/2」の結果は、影響を受けるユニットが 2 ステップを失わなければならないか、全ての影響を

受けるユニットが 2 ヘクスを退却しなければならないか、1 ステップを失って全ての影響を受けるユニットが

1 ヘクスを退却しなければならないことを意味する。1 ヘクスを退却し、1 ステップの損害をこうむることを選

んだプレイヤーは、まずステップの損害をこうむらなければならない。ドイツ軍プレイヤーは、2 ステップの

損害を 2 個の異なるユニット(ユニットにつき 1 ステップ)に分配してもよく、また、1 個の完全戦力のユニット

を除去してもよい。

・「1/1」か「2/1」のように、両方のプレイヤーに影響を及ぼすいくつかの結果は、分担結果と呼ばれる。

a) 防御側は先に自分の結果を適用し、それはステップ損害か退却のどちらかである。

b) 次に、攻撃側は自分のステップ損害か退却の結果を適用する。

・全ての結果が適用された後、攻撃ユニットがその元いたヘクスに留まっている場合、防御が行われたヘ

クスが空きとなったならば、攻撃ユニットは戦闘後前進を行ってもよい(移動ポイントのコストは必要ない)。

重要：防御側は分担結果において前進することは許されない。

・「E/-」か「-/E」の結果は、全ての影響を受けるユニットが除去されることを意味する。

・全てのドイツ軍ユニットは 2 ステップを持ち、全てのソ連軍ユニットは 1 ステップを持つ。1 ステップの損害

を吸収するために、ドイツ軍ユニットは裏返されてもよい。ステップ損害をこうむる時はいつでも、ソ連軍ユ

ニットは除去される。

重要：除去されたソ連軍歩兵ユニット(4 個の濃い茶色の師団を除く)は、何らかの不透明なカップに入れて

置かれなければならない。それらは増援として再びゲームに登場してもよい(14.0)。

8.10 退却する

ユニットは、所有者の選択した順で、スタックではなく、一個ずつ退却される(その所有者によって)。同じス

タックからの複数のユニットは異なるヘクスに退却してもよい。

8.11 退却の経路

ユニットは、安全なヘクスにのみ退却してもよい。利用できる安全なヘクスがない場合、あるいは、ユニット

が地図外に退却する場合、退却するユニットは除去される。ヘクスは以下の場合に安全である：

1) ヘクスに進入することによって、退却するユニットは、それと退却を引き起こした最も近い敵ユニットの

間の距離(ヘクスの数で測られる)を増やす。敵ユニットが同様に退却する場合、距離は敵ユニットの元い

たヘクスから測られる。

2) 退却の最終のヘクスに 4 個未満の他の自軍ユニットがいる(4.6)。

3) 退却されるヘクスは EZOC ではない。

重要：ヘクス内の自軍ユニットの存在は、退却に関してそのヘクスにおける EZOC を否定する。

4) 可能な時はいつでも、自軍ユニットによって占められるヘクスの前に、ユニットは空の安全なヘクスに退

却しなければならない。

8.12 戦闘後前進

戦闘かオーバーランのために、いずれかのヘクスが空にされる時、4 個までの勝利を得た参加したユニッ

トはそれぞれのヘクスに前進してもよい。

・勝利を得た攻撃ユニットとは、退却しなかったものである。

・勝利を得た防御ユニットとは、その戦闘の間に、いかなる損害もこうむっていないか、退却していないも

のである。防御ユニットと不成功のオーバーランについては 7.7 を参照。

・戦闘後前進は、そのフェーズの更なる戦闘やオーバーランの解決に移る直前に行使されなければなら

ない選択である。

・ユニットは、成功したオーバーランの結果としてのみ戦闘後前進を強制される。そうでない場合、それは

選択である(7.6)。



・2 ヘクスの退却のために、勝利を得たユニットは空にされた一方か両方のヘクスを占めてもよい。

・ユニットは EZOC ヘクスに前進してもよい(たとえ EZOC ヘクスから直接、前進する時でさえ)。

・退却と前進は MP の支出を必要としない。

・敵のユニットのすべてがヘクス内で(退却の前に)除去されてしまった場合、前進するユニットはただ 1 ヘ

クスのみ前進してもよい。

9.0 補給
ユニットがその完全な能力で移動するか攻撃するには、それは補給を受けていなければならない。補給

線がユニットと補給源の間に設定することができる場合、そのユニットは補給を受けている。

・移動のための補給は、ユニットが移動を開始する瞬間に判定される。

. 戦闘とオーバーランのための補給は、戦闘が宣言された時で判定される。

・補給線は、ユニットから補給源ヘクスへか、中断されない連続した道路ヘクスによって補給源に接続する

道路ヘクスへと設定される。

・補給線は、ユニットから補給源か道路ヘクスまで、5MP までの長さであってもよい。

・歩兵の MPコストを使用して補給線を設定する。

例外：道路に沿ってか都市ヘクスを通過して設定する時には、装甲/機械化の MPコストを使用する。

9.1 移動に関する効果

補給切れのユニットの移動許容は半分になり、全ての小数点以下を切り捨てる。

同じフェーズの間、補給を受けられる位置か受けられない位置に移動するかどうかにかかわらず、ユニッ

トはそのフェーズを通じてその完全か半分にされた移動許容を保持する。

9.2 戦闘に関する効果

攻撃かオーバーランに参加するユニットが補給切れである場合、戦闘比率は 2コラム不利にシフトされる。

攻撃ユニットが補給切れである場合、左にシフトされる。

防御ユニットが補給切れである場合、右にシフトされる。

9.3 補給線

補給線は、連続した、接続されたヘクスから成り、そのうちのいかなるものも敵によって占められているか

EZOC内であることは許されない。EZOC内のヘクスが自軍ユニットによって占められている場合、補給線

はその EZOC内のヘクスに、そしてそれを通過して設定されてもよい。

例：下図では、ドイツ第 197 歩兵師団は補給切れである(それは EZOC によって囲まれている)。

例：下図では、ドイツ第 197 歩兵師団は、ヘクス 1909 で EZOC を相殺している第 252 師団によって、補給

を受けている。

9.4 補給源

ソ連軍：開始時の最前線(地図上に印刷されている)のソ連側のすべての町と都市は、全てのソ連軍ユニッ

トのための補給源である(そのヘクスが最後にドイツ軍ユニットによって占められたものでない場合)。

ドイツ軍：開始時の最前線のドイツの側のすべての町と都市は、全てのドイツ軍ユニットのための補給源

である(そのヘクスが最後にソ連ユニットによって占められたものでない場合)。

9.5 航空ユニット

航空ユニットは、敵の補給線に影響を及ぼす(11.0)。

10.0 装甲部隊
戦闘比率は、戦闘かオーバーランに参加している装甲ユニットの存在によって影響を受ける。

10.1 装甲コラム・シフト

装甲(機械化ではない)ユニットが戦闘またはオーバーランに参加している時、所有プレイヤーは自分に有

利なコラム・シフトを受け取る。

・プレイヤーは、参加している装甲ユニットの数に関係なく、装甲のために 1コラム・シフトのみを受け取る。

・攻撃側がシフトを受け取るためには、防御側はクリア地形ヘクス(川を無視する)を占めていなければなら

ない。

・プレイヤーが少なくとも 1 個の装甲ユニットを持ち、なおかつ 10.2 が適用されない場合、防御側は常にこ

のシフトを受け取る。

10..2 都市の例外

都市で防御する時、ドイツ軍プレイヤーはドイツの装甲についてコラム・シフトを受け取らない。



11.0 航空戦力
ドイツ軍プレイヤーは戦闘、オーバーラン、ソ連軍の移動、ソ連軍の補給に影響を与えるのに使用されて

もよい 3 個の航空ユニットを持つ。

・ドイツ軍プレイヤーは、攻撃するか、攻撃されるドイツ軍ユニットの上に 1 個の航空ユニットを置いてもよ

い。航空ユニットは、ソ連軍プレイヤーが自分の未試用ユニットを公開する前か、いずれかのサイコロが

振られる前に置かれなければならない。

・阻止に使用される時、航空ユニットは航空移動阻止フェーズの間にヘクスに置かれる。

・最多で 2 個の航空ユニットは、一つのヘクスを阻止するのに使用することができる。

・全ての 3 個の航空ユニットは、一回の戦闘に影響を及ぼすのに使用することができる。

11.1 コラム・シフト

戦闘オッヅは、戦闘に参加するそれぞれの航空ユニットについてドイツの側に有利となるように 1コラムを

シフトする。

・航空ユニットは単独で攻撃することが許されず、CRT の結果によって影響を受けることはない。

・航空ユニットは、スタッキングの制限に対して数えない。

11.2 航空ユニットはいつ割り当てられるか

航空ユニットは、ソ連軍の未試用ユニットが公開される前に、戦闘に割り当てられる。

11.3 航空移動阻止

阻止する航空ユニットは、ソ連軍ユニットとソ連軍補給線についてヘクスの MPコストを二倍にする。

・2 個の航空ユニットが同じヘクスを阻止する場合、コストは 4倍になる。

・阻止されたヘクスでその移動フェーズを開始するソ連ユニットは、それが進入する最初のヘクスのため

の移動ポイントを倍にして支払う(2 個の航空ユニットがそこにいる場合、４倍になる)。

11.4 航空ユニットの投入

それぞれの航空ユニットは、ゲーム・ターンにつき一度だけ使用されてもよい。

航空ユニットが使用された後、それは投入され、次のターン(それが再使用されてもよい時)まで地図のそ

ばに置いておかれる。

12.0 ソ連軍未試用ユニット
すべてのソ連軍ユニットは、その攻撃力と防御力がどちらのプレイヤーにとってに未知の状態でプレイを

開始する。

・これを示すために、そのユニットはそれらの未試用の「U」の面を示して置かれる。

・それらのユニットはランダムにそれらのセットアップ・ヘクスの上に配置され、増援としてゲーム・ターン記

録トラックの上に置かれる。

12.1 戦力の公開

攻撃かオーバーランが宣言された後、未試用ユニットの戦力は公開される。戦闘かオーバーランは、未試

用ユニットが公開された時点で、キャンセルされたり、再割当したりすることは許されない。

13.0 モスクワ円環防御陣
いずれかのモスクワ円環防御陣ヘクスサイド(モスクワとその近郊のヘクスをめぐる境界として印刷されて

いる)を越えて行われるすべてのドイツ軍の攻撃は、防御するソ連軍ユニットに有利になるシフトを得る。

・これは、全てのドイツ軍ユニットがモスクワ円環防御陣ヘクスサイドを越えてそのヘクスを攻撃する場合

にのみ、適用できるものである。

・いくつかのドイツ軍ユニットがその同じヘクスを攻撃しているが、モスクワ円環防御陣ヘクスサイドのシン

ボルが印刷されていないヘクスサイドを越えてそうする場合、このシフトは適用されない。

例：下図において、ソ連側はモスクワ円環防御陣のために左に 1コラム・シフトを受け取る(全ての攻撃側

はモスクワ円環防御陣ヘクスサイドを越えて攻撃している)。

例：下図において、ドイツ軍プレイヤーが全ての隣接するユニットでもって攻撃する場合、ソ連軍プレイ

ヤーは自分に有利となる 1コラム・シフトを受け取らないことになる。

14.0 ソ連軍の増援
プレイヤーがゲームの開始時に持つ軍隊に加えてソ連軍プレイヤー(のみ)はそれぞれのゲーム・ターン

の移動フェーズの間に増援を受け取る。

・ソ連軍プレイヤーは、除去されたソ連軍歩兵ユニットの中から、1 個の歩兵の増援を受け取る。



重要：4 個の濃い茶色の歩兵師団は、除去された場合、わきにとっておかれ、それらは除去された歩兵ユ

ニットを入れておくカップには置かれない(8.9)。

・ソ連軍プレイヤーはランダムに、除去されたソ連軍歩兵ユニット・カップから 1 個のユニットを引き(8.9)、そ

のユニットをその未試用の側で配置する。

重要：ユニットは、どちらの陣営もその戦力を知らない状態で配置される。

・除去されたソ連軍歩兵ユニットが存在しない時にターンが開始された場合、ソ連軍プレイヤーはその

ゲーム・ターンの間、いかなる増援も受け取らない。

・それぞれのソ連軍の増援は、補給を受けている状態で地図に登場する。

注意：厳しいソ連の天候(そして、冬の天候に対するドイツの準備不足)のため、ドイツ軍の側はいかなる増

援も受け取らない。

14.1 ソ連軍の増援

ソ連軍の増援が地図に登場する時、そのユニットは、それが地図に登場する最初のヘクスについて MPコ

ストを支払う。

・ソ連軍の増援は、地図の東端のドイツ軍ユニットによって占められていない道路ヘクスサイドのみを経由

して、地図に登場してもよい。

・ソ連ユニットは EZOC内であるヘクスで地図に登場してもよい。

14.2 増援の登場位置

増援ユニットの唯一の登場ヘクスが敵ユニットによって占められるか、すでに 4 個の自軍ユニットがスタッ

クしている状態である場合、それは地図の東端のいずれかの道路ヘクスに最も近い空きの非道路ヘクス

に登場してもよい(ソ連軍プレイヤーの選択で)。

14.3 増援の遅延

ソ連軍プレイヤーは、後の以降のゲーム・ターンの間に増援を登場させるために、ゲーム・ターンの間、地

図に登場する資格があるあらゆるゲーム・ターンの増援を待機することは許されない。

・ソ連軍の増援が地図に登場することができない場合、それは永遠に失われる。

・増援はターンからターンへと蓄積されない。

それぞれのゲーム・ターンにつき 1 個の増援のみが地図に登場する。

14.4 モスクワのペナルティ

モスクワがドイツ軍の地上ユニットによって占められている場合、ソ連軍の増援は、ドイツ軍の地上ユニッ

トがモスクワを全く占めていなくなるゲーム・ターンまで、地図上に到着することは許されない。

15.0 ラスプティッツア(RASPUTITSA、泥濘)と雪天候
ゲーム・ターン 2 から始めて、それぞれのゲーム・ターンの間に、ソ連軍プレイヤーは、そのゲーム・ターン

の間にラスプティッツア(泥濘)か雪天候が有効となるかどうか判定するために 1 個のサイコロを振らなけ

ればならない。

・そのゲーム・ターンの間、ラスプティッツアか雪が有効となるかことを要求するサイコロの目の範囲を決

定するためにターン・トラックをチェックしなさい(いくつかのゲーム・ターンでは、ラスプティッツアか雪が自

動的に発生することになるが)。

15.1 ラスプティッツア(Rasputitsa、泥濘)

ラスプティッツア天候の間、以下が有効である：

・全てのドイツ軍ユニットの印刷された移動許容は、そのゲーム・ターンの経過の間、半減する(小数点以

下を切り捨て)。

・全ての攻撃は、そのゲーム・ターンの経過の間、自動的に攻撃側が不利となる 1コラム・シフトのペナル

ティ(どちらの陣営が攻撃しているかに関係なく)をこうむる。

このシフトは、通常の他の全てのコラム・シフトに加えられる。

15.2 雪

雪天候の間、以下が有効である：

・全てのユニット(両陣営とも)の印刷された移動許容は、1ポイント減らされる。

例外：4 個のソ連軍の増援ユニットの印刷された移動は、雪天候ゲーム・ターンの間、減らされない。

・全てのドイツ軍の攻撃(のみ)は、そのゲーム・ターンの経過の間、自動的に攻撃側が不利となる 2コラ

ム・シフトのペナルティをこうむる。

このシフトは、通常の他の全てのコラム・シフトに加えられる。



16.0 勝利する方法
ゲーム・ターンの終了時にドイツ軍プレイヤーがモスクワを占領する場合、ドイツ軍プレイヤーは自動的な

戦略上の勝利を得る。ドイツ軍プレイヤーがこの必要条件を満たすことができない場合、勝利はゲーム・

ターン 13 の後、判定される。

・勝利ポイントを計算することによって、勝利を判定しなさい。

・勝利には二つのレベルがある：戦術上と戦略上である。

・各プレイヤーは自分が獲得した勝利ポイントを合計する。ドイツ軍プレイヤーの勝利ポイントからソ連軍

プレイヤーの勝利ポイントを差し引く。その結果の数(正の値であれ、負の値であれ)を、勝者と勝利のレベ

ルを判定するために 16.3 に列挙された内容と比較する。

16.1 損害に関する勝利ポイント

ソ連軍プレイヤーは、ゲーム終了時に、減少戦力となったか除去されたドイツ軍ユニットについて勝利ポイ

ントを受け取る。

1: それぞれの減少戦力となった歩兵ユニットについて

3: それぞれの除去された歩兵ユニットについて

4: それぞれの減少戦力となった機械化ユニットについて

5: それぞれの減少戦力となった装甲ユニットについて

12: それぞれの除去された機械化ユニットについて

15: それぞれの除去された装甲ユニットについて

16.2 モスクワへの隣接

ドイツ軍プレイヤーは、ドイツ軍の地上ユニットによって現在占められているモスクワに隣接するそれぞれ

のヘクスについて 30勝利ポイントを受け取る。占めているユニットは、勝利ポイントを獲得するためには、

補給を受けていなければならない。

16.3 勝利の判定

勝者を決定するために、ドイツの勝利ポイント合計から、ソ連の勝利ポイントの合計を差し引く。

ドイツの戦略上の勝利：31+のポイント

ドイツの戦術上の勝利：1～30 のポイント

ソ連の戦術上の勝利：-20～0 のポイント

ソ連の戦略上の勝利：-21 以下のポイント

16.4 プレイ・バランス

両方のプレイヤーが同意するならば、ゲームを開始する前に、それぞれのプレイヤーは、ドイツの陣営を

プレイするための入札として勝利ポイントを秘密にして書きとめたメモを作成しておく。こうして、ドイツ軍プ

レイヤーとなったプレイヤーが入札で記載した勝利ポイントは、ゲームが終了した時、ソ連軍プレイヤーに

授与される追加の勝利ポイントを表現する。


