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1.0 イントロダクション 
第３次レバノン戦争は、レバノンで
の戦闘作戦に関する作戦レベルのウォ
ーゲームである。このゲームには、２
つのシナリオが存在する。 
基本シナリオの背景；近い将来
(2012-2017 年)、ヒズボラの存在及び
その活動による脅威を排除する為にイ
スラエル軍が南レバノン侵攻の開始を

決断する、この侵攻は 2006 年の侵攻
より大規模でより多くの破壊を伴う事
になる。１人のプレイヤーが、イスラ
エル国防軍(IDF)司令官の任務を担当
する(IDF プレイヤー)；もう１人のプ
レイヤーが、ヒズボラ反政府軍の司令
官の任務を担当する(反政府軍プレイ
ヤー)。特定のイベントが発生した場合、
反政府軍プレイヤーは他国(シリア及
びイラン)のユニットを受け取る場合
がある(プレイヤーの同意によって、こ
れらの追加ユニットをゲーム開始時か
ら使用しても良いし、これらのユニッ
トを全く登場させなくても良い)。 
2006 年シナリオ(第２次レバノン戦
争シナリオ)は、より短いゲームであり
多少のルール変更が行われている。 

2.0 ゲームの備品 
11×17"マップ(イスラエル北部と 

南レバノン)：１枚 
戦闘マップ：１枚 
カウンターシート(180 駒)：１枚(タス
クフォース司令部、戦術ユニット、
ゲーム機能マーカー、IDF と反政
府軍の統合作戦チット/各々24 枚) 

戦闘序列(OOB)マット：２枚 
ルールブック：１冊 
戦闘とゲームイベントの解決で使用
する、２個の６面体ダイスを別途用意
する事。 

2.1 ゲームマップ 
ゲームマップは、イスラエル北部と
南レバノンが描かれていて、マップ上
の１インチが凡そ１マイルに相当する。
マップは６角形のゾーンに分割されて
いて、このゾーンは３種類に分類され
ている： 
・都市(多くの人口が集中する、ティル

ス、シドン、ナバティーエの
様な都市) 

・居住区(村や小さな町、多くの道路を
含む) 

・過疎地(人工や道路の少ない荒地)。 
ユニットは、これらのゾーンの中で
活動を行い、移動する。さらに“聖域”
ゾーンが存在する：その１つは IDF の
聖域であり(イスラエル中央部の安全
な基地を表す)、２つは反政府軍(北部
レバノンとシリア)の聖域である。 
注意：カスケードイベントによってシ
リアがゲームに“活性化”する迄は、反

政府軍はシリアを聖域として使用する
事ができない。通常、これらの聖域に
対して敵ユニットが進入する事はでき
ない。 
例外：イスラエル軍プレイヤーは①
SOF ユニット(のみ)を使用する事で、
反政府軍プレイヤーの聖域内に進入し
作戦を実行する事ができる。②反政府
軍の聖域内のユニットに対して空襲を
実行する事ができる。 

各々の聖域ゾーンの中には戦闘によ
って除去されたユニットを配置するボ
ックスが存在し、これは“デッド・パイ
ル/Dead Pile”と呼ばれる。全てのゾ
ーン(聖域ゾーンを含む)に関して、ゾ
ーン内に存在する事のできるユニット
数に対する制約は存在しない。 

2.2 プレイ駒 
プレイ駒は、この戦闘に参加すると
予想される軍事ユニット(通常型およ
び非通常型)を表している。プレイ駒に
印刷された数値とシンボルは、そのプ
レイ駒が表している部隊の戦力とタイ
プを表している。IDF プレイヤーは、
青いユニットを担当する。反政府軍プ
レイヤーはヒズボラ(黄色の)ユニット
を担当するが、それ以外の国のユニッ
トも担当する(シリア軍：緑；イラン
軍：黄色で IR と印刷されている) 

2.21 ユニット 
ユニットは、プレイヤーがマップ上
で操作し、戦闘を実行させる軍を表し
ている。ユニットには２つの基本タイ
プが存在している： 

タスクフォース司令部(TF 
HQ)：TF HQ は、通常型
戦術ユニットに対する指
揮統制体系(指揮官、幕僚
グループ、幹部)を表して
いる。各々の TF HQ は、
識別番号と所属する通常型戦術ユ
ニットを配置する OOB マット上
の保持ボックス(Holding Box)を
持っている。TF HQ 自身は、固有
の戦力や効率値を持っていない(し
かし、選択ルール 3.4 を参照する
事)。 
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戦術ユニット：これらは、5/8 インチ
の正方形のユニットである。戦術
ユニットは、中隊(兵数 1-300)から
師団(兵数 7,000+)規模の軍事編成
を表している。ほとんどのユニッ
トは旅団であり、数千の兵士と車
両を表している。各々のユニット
は２つの効率値が印刷されており、
これは様々なタイプ(各々J-2 と
J-3 タイプ)の作戦を実行するため
の相対的な能力を表している。例
えば、集中モードの IDF 機甲旅団
の J-2 効率値は“１”であり(騒音を
立てる戦車を使用している為敵に
忍び寄る事は困難であるが、この
旅団には軽偵察スコードロンが含
まれている)、J-3 効率値は“７”で
ある(戦闘に於ける高い火力を表し
ている)。戦術ユニットは、通常型
と非通常型の２つのカテゴリに分
類されている。この区別は、多く
のゲーム機能にとって重要である。 

 

 

 

 

 
 
 
通常型ユニットには、IDF(IDF
の SOFは除く)とシリア軍
(ミサイルを除く)の戦術
ユニットが含まれる。これらのユ
ニットは、モードの違い(集中モー
ドと分散モード)を表す為に、別々
のカウンターを所有している。通
常、戦術ユニットはタスクフォー
ス毎に用意された“保持ボックス
(Holding Box)”の中に配置され、
タスクフォースとしての作戦能力
を与えられる。また、戦術ユニッ
トを１つの分遣隊ユニットとして
マップ上に配置する事もできる。 

非通常型ユニットには、IDF
の SOF、非シリアの反政
府軍(ヒズボラとイラン
軍)と、全てのロケット/
ミサイル戦術ユニットが含まれる。
非通常型ユニットの効率値は、表
面だけに印刷されている；裏面(空
白面)は、そのユニットがアンダー
グラウンドモードで活動している
事を表している。これらのユニッ
トはタスクフォースの一部になる
事 が で き ず 、 保 持 ボ ッ ク ス
(Holding Box)に配置する事がで
きないが、マップ上に留まる。 

2.211 ユニットタイプ 
機甲：主に主力戦車を使用

する重ユニット。 
 
機械化歩兵：車両や歩兵戦闘

車に搭乗し展開する
歩兵ユニット。 

 
軽歩兵：徒歩又はトラックや

軽車両に搭乗する、軽
装備の歩兵ユニット 

 
SOF(特殊作戦部隊)：長距離

偵察、急襲、秘密作戦
に熟達した兵士。 

 
戦闘支援ユニット(CSU)：砲

兵、工兵、兵站支援部
隊などの小規模な戦
闘資産ユニットの混
成部隊を表している。 

民兵：その地域の農村で召集
された、軽装備で非常
勤の戦士。 

ゲリラ：民兵より装備と訓練
の充実した、常勤の戦
士。 

主力軍：正規軍の軽歩兵に相
当する、装備と訓練の
充実した反政府軍戦
士 

ロケット/ミサイル：イスラエ
ル領内の民間人や軍事
施設目標に対する砲撃、
及び攻撃支援を行う為に反政府
軍プレイヤーが使用する、短/
長射程ロケット及びミサイルラ
ンチャーの小集団。 

ダミー：戦士の小集団、噂、偽
装、偽情報を表す。この
ユニットは常にアンダ
ーグラウンドモードであり、
IDF プレイヤーを惑わす為だけ
に存在する。IDF の戦術的情報
収集及びその他のイベントによ
って発見された場合、これらの
ユニットは除去される；しかし、
これらのユニットは多数存在し
且つ再生する事ができる。 

2.212 ユニット規模シンボル 
XXX：軍団(シリア軍 TF HQ のみ) 
XX：師団(IDF の TF HQ 及びシリア

軍戦術ユニットのみ) 

X：旅団、又は大隊のグループ 
II：大隊 
表記無し：セル、分遣隊、“大部隊”、

及びそれ以外の変則的編成 

2.22 マーカー 
ゲーム機能マーカー 
これらは、ゲームの特定の状況を記
録するマーカーである。これには以下
が含まれる： 
戦闘マーカー：どの場所で

戦闘が行われている
のかを示す。 

ゲームターン(カレンダー)マーカー：
現行ゲームターンを示す。 

ゲーム終了マーカー：ターン記録トラ
ック上の最終ゲームターンの
枠に配置する。ゲーム中に発生
するイベントによって、シナリ
オで指定されたゲーム長より
も早くゲーム終了となる場合
がある。 

2.3 ゲームチット 
2.31 統合作戦チット 
各々のターンに於いて、プレ
イヤーはそのターンに実行す
る作戦を計画し、その作戦に
対応した統合作戦チットを選択する。
このチットをシャッフルしない事！両
陣営は、ゲーム開始時点から全ての統
合作戦チットを使用可能である。 
注意：シナリオにはこの例外が記
載されていて、特定のゲームイベ
ントによって使用可能なチットが
除去される場合がある。 

2.32 カスケード効果イベント 
ランダムイベントと副次的存在によ
る反動を発生させる、カスケード効果
チャートのダイスロールが存在してい
る。指定されたプレイヤーは、ダイス
ロールを２回行う事で２桁の数値を得
る；１度目のダイスロールを 10 の桁
に、２度目のダイスロールを１の桁と
して使用する(したがって、１度目のダ
イスロールが４，２度目のダイスロー
ルが３であった場合、得られた値は
“43”である)。 
得られた数値でカスケード効果チャ
ートを参照し、該当する行の結果を実
行する。幾つかのイベントには、“１度
だけのイベント”と記されている：再度
このイベントが発生した場合は、“イベ
ント無し”と見なす事。 
ダイスロールの代わりに普通の“ト
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ランプ”を使用する事もできる。カスケ
ード効果イベントが発生した際、トラ
ンプを１枚無作為に引いてカスケード
効果チャートを参照し、該当する行の
結果を実行する(引いたカードは脇の
置き、カードの山に戻さない事)。全て
のカード(トランプ)を引いてしまった
なら、全てのカードを集めてシャッフ
ルし再度同じ事を行う事(“１度だけの
イベント”に対応するカードは無視す
る事)。 

3.0 定義 
C2：指揮統制の有効性、またはプレイ
ヤーが自軍ユニットを編成し使用す
る能力を表す。ゲームを通して、各々
のプレイヤーは、それぞれ独立した
C2 レベルを持つ。より高い C2 レベ
ルを持つプレイヤーは、①対戦プレ
イヤーより先に自身のプレイヤータ
ーンを実行する事ができ、②より多
くの統合作戦チットを所持する事が
できる事によって、より多くの戦術
ユニットに作戦を行わせる事ができ
る。C2 レベルは、ゲームイベントに
よって上昇/下降する場合がある。 
支配と競合：あるゾーンに少なくとも
１つの自軍の戦術ユニット(モード
は問わない)が存在し、且つそのゾー
ンに敵戦術ユニットが存在していな
い場合、該当プレイヤーはそのゾー
ンを“支配”している。この条件を満
たしていないゾーンは、“競合”状態
である。 
効率値：各々の戦術ユニットは２つの
効率値をもっている；効率値は、各々
J-2 及び J-3 作戦を実行する能力の
相対値を表している。大部分の戦術
ユニットは、モード毎に異る効率値
が設定されている。この効率値が括
弧で囲まれている場合、その効率値
を“攻撃的に”使用する事ができない
事を意味している(すなわち、ロケッ
ト及びミサイルユニットは戦術的情
報収集を支援する事ができないが、
J-2 値を回避に使用する事ができ、
自ら攻撃を行う事ができず攻撃に参
加する事もできないが、防御のため
に射撃を行う事はできる)。 

モード：通常型ユニット(IDF とシリア
軍の戦術ユニット(IDF の SOF とシ
リア軍のミサイルユニットを除く))
と TF HQ は、自身の２つのモード
を表す２枚のカウンターを持ってい
る。 
集中モード：そのユニットが
攻撃的戦闘、または戦術移
動の為の配置である事を
表している。 

①ユニットが別のゾーンへと移動を
行う為には集中モードである事が
必要である。 

②集中モードのユニットは、１つの
(１つだけである)敵ユニットを攻
撃の目標とする事ができる。 

散開モード(効率値が斜体で
印刷され、下線と白いスト
ライプが印刷されている
事で識別できる)：これは、
そのユニットが敵の小部隊を探索
し捕捉するために分散配置されて
いる事を表している。散開モード
のユニットは現在存在しているゾ
ーンを離れる事ができないが、攻
撃を行う際に複数の敵ユニットを
目標に選択する事ができる。 

非通常型ユニットのモード：非通常型
ユニット(IDF の SOF、シリア軍以外の
反政府軍、全てのロケット/ミサイル戦
術ユニット)も、２つのモードを持って
いる： 
暴露状態：効率値の印刷され
た面を上に向ける事で表
される。これは、そのユ
ニットが公然と作戦行動
を行っている状態である事を表し
ている；通常、反政府軍ユニット
をこのモードに変更する為には、
統合作戦チットを使用する事が必
要である。 

アンダーグラウンド状態：
何も印刷されていない面
を上に向ける事で表され
る。これは、そのユニッ
トが敵軍から身を隠し、発見され
ない様に最善を尽くしている状態
を表している。プレイヤーは、ア
ンダーグラウンドモードの敵ユニ
ットを調べる事ができない；しか
し“戦術的情報収集作戦”によって、
正体の暴露を試みる事ができる。 

OOB：戦闘序列の事であるが、保持ボ
ックスを含んだマップ外のプレイヤ
ー・マットを意味している。各々の
保持ボックスは、それぞれ１つのタ
スクフォースに対応している；該当
するタスクフォースに割り当てられ
た通常型戦術ユニットをこの保持ボ
ックスに配置し、マップ上にはその
タスクフォースを表す TF HQ(タス
クフォース司令部)ユニットを配置
する。 
注意：通常型の戦術ユニットを分遣
隊としてマップ上に配置する事もで
きるが、この様なユニットは単独で
作戦を実行する。 
注意：反政府軍の OOB マットには
保持ボックスが１つしか存在せず、

それはシリア軍第１軍団用であり、
この保持ボックスに配置する事がで
きるのはシリア軍の通常型戦術ユニ
ットだけである。 
各々の OOB マットには、ユニットタ
イプ別にステップ毎の能力値が記載さ
れた、“ユニットチャート”も印刷され
ている。 

“取り出す”と“選択する”：プレイヤー
がチットを“取り出す”と指示された
場合、プレイヤーは使用可能なチッ
ト山の中から“無作為に”１枚のチッ
トを取り出す。チットを“選択する”
と指示された場合、使用可能なチッ
トの山のチットを検討した上で１枚
のチットを“任意に選択”する。 

反応：通常、プレイヤーが統合作戦チ
ットを使用する事ができるのは、自
身のプレイヤーターンの間だけであ
る。しかし敵プレイヤーターンに於
いて、対戦プレイヤーの行動に対す
る“反応”として統合作戦チットを使
用する事ができる場合が存在する
(通常、これは反政府軍プレイヤーの
放つ待ち伏せ、又は IDF 軍を回避す
る試みである)。11.0 を参照する事。 

通常型ユニットと非通常型ユニット：
IDFのSOFユニットとシリア軍のミ
サイルユニットを除く、全ての IDF
ユニットとシリア軍ユニットは通常
型ユニットである。シリア軍を除く
全ての反政府軍ユニット、IDF の
SOF ユニット、及び全てのロケット
/ミサイルユニットは、非通常型ユニ
ットである。先に記載されている様
に、通常型ユニットと非通常型ユニ
ットは、各々異なるモードを持って
いる。 

ステップ戦力：各々の戦術ユニットは、
様々なモードや戦闘による損失によ
る減少兵力状態を、１つ又はそれ以
上のカウンターによって表現してい
る。しかし各々の戦術ユニットは、
常にマップ上に配置されたただ１つ
のカウンターによって表される。両
陣営の OOB マット上のユニットチ
ャートで、各々の戦術ユニットの能
力値が戦闘による“ステップ減少”
(10.5 を参照)によって次第に弱体化
して行く様子を確認する事。通常、
戦闘旅団と師団は４つの戦力ステッ
プを持っている(２つのモードの４
段階のステップを両面印刷されたカ
ウンターで表す為、各々の旅団/師団
ユニットは４枚のカウンターで表さ
れている)；大隊と CSU は２つの戦
力ステップを持ち、非通常ユニット
は１つの戦力ステップしか持たない
(例外：IDF の SOF ユニットは、４
つの戦力ステップを持っている)。 
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機甲ユニット(集中モード) 

 
 

  完全 １ステップ ２ステップ ３ステップ 
  戦力 損失 損失 損失 
 

 
 
 

機甲ユニット(散開モード) 

タスクフォース：タスクフォースに関
しては、そのタスクフースに割り当
てられた戦術ユニットの数に関わら
ず(最大数は担当プレイヤーの C2、
7.5 を参照)、たった１つのユニット
とであると見なされる事に注意。タ
スクフォース司令部(TF HQ)が移動、
攻撃などを行う為に活性化した(１
枚の統合作戦チットを使用する)際、
その TF HQ に割り当てられた全て
の戦術ユニットが活性化する(つま
り、タスクフォースに割り当てられ
た戦術ユニット毎に統合戦術ユニッ
トを消費する必要は無く、１つのタ
スクフォースに対して１枚の統合作
戦チットを使用すれば良い)。この様
に、複数の戦術ユニットを含むタス
クフォースは、分遣隊として単独で
行動する戦術ユニットと比べ非常に
効率的に活動を行う事ができる。TF 
HQ 自身は固有の能力を持たない；
TF HQ は、そのタスクフォースに戦
力と耐久力を提供する戦術ユニット
によって構成される。 

ユニット：ユニットは、分遣された戦
術ユニットとタスクフォース(戦術
ユニットで構成されている)の両方
を指している。統合作戦チットに関
する多くの記述に於いて“ユニット
による作戦の実行”と記載されてい
るが、タスクフォースに所属する通
常型ユニットのグループとして行動
を実行する方が、より効率的である。 

4.0 セットアップ 
以下の手順に従って、ゲームのセッ
トアップを行う事： 
・各々のプレイヤーは、どちらの陣営
(反政府軍/IDF)を担当するのか、及
びどのシナリオ(第２次/第３次)をプ
レイするのかの選択を行う。第３次
レバノン戦争シナリオを選択した場
合、IDF プレイヤーは対戦プレイヤ
ーに判らない様に“対兵力戦略”と
“対価値戦略”のどちらを採用するの
かを決定する(18.1 を参照)。 

・次に、各々のプレイヤーはシナリオ
で明示されたユニットを取り出す。
取り分けたユニットは、シナリオの
指示に従って、①分遣された戦術ユ
ニットとしてマップ上に配置し、②
タスクフォースに割り当てられたユ
ニットは OBB マット上に配置し、
③又は自軍の聖域に配置する。 
先ず反政府軍プレイヤーが配置を
行い、次に IDF プレイヤーが配置を
行う。ゲームの最終ターンを表示す
る為に、マップ上のターン記録トラ
ック上にゲーム終了マーカーを配置
する(カスケード効果イベントによ
って、ゲーム期間が短縮される場合
が存在する)。 
・各々のプレイヤーは、第１ターンで
使用する統合作戦チットの選択を行
う(自身が望むチットを選択する事、
無作為選択では無い)。この際選択す
るチットの数は、シナリオで指定さ
れた C2 レベルと同数である(この
C2 レベルは、ゲームの進行に従って
増減する可能性がある)。選択した統
合作戦チットは、対戦プレイヤーに
判らない様に裏面を表にして手元に
配置しておく事。再度言う、統合作
戦チットはプレイヤーが全てのチッ
トを検討した上で任意に選択する事
ができるのであって、シャッフルし
たり無作為選択する必要は無い。 
・以上でゲームのセットアップは終了
である。5.0 のプレイシークエンス
に従って、プレイを開始する事。 

5.0 プレイシークエンス 
各々のゲームターンは、12 時間から
2、３日までの不定期間を表している。
各々のゲームターンは、記載された順
序で行う必要のある一連のフェイズに
よって構成されている： 

(1) C2 決定フェイズ 
このターンに於いて、どちらのプレ
イヤーがより高い C2 レベルを持って
いるのかを判定する。より高い C2 レ
ベルを持つプレイヤーが、このターン
の第１プレイヤーである。もう一方の
プレイヤーは、第２プレイヤーである。
双方の C2 レベルが等しかった場合、
IDF プレイヤーが第１プレイヤーとな
る。 

(2) 第１プレイヤーターン 
1. 準備フェイズ： 
先ず、直前のターンに於いて J-2 の
諜報活動か作戦を実行する事によって
正体を暴露された第１プレイヤーの戦

術ユニットは、OBB マット上の該当す
るボックスに再配置される、又はアン
ダーグラウンドモードの面へと裏返さ
れる。 
2. 統合作戦フェイズ： 
第１プレイヤーは、望む順序で自身
の統合作戦チットを使用する。統合作
戦チットのタイプ毎に、そのチットに
よって何を行う事ができるのかが記載
されたルールを参照する事。 
第２プレイヤーは、対戦プレイヤー
に対する反応として、特定の統合作戦
チットを使用する事ができる。 
3. 計画フェイズ： 
第１プレイヤーは手元に残っている
統合作戦チットを全て破棄し、使用可
能なチット山の中から自身の C2 レベ
ルと同数までの統合作戦チットを選択
し、これを取得する。 

(3) 第２プレイヤーターン 
第１プレイヤーと同様だが、プレイ
ヤーの役割が逆転する。 

(4) カスケード効果フェイズ 
１人のプレイヤーが(どちらのプレイ
ヤーでも良い)、カスケード効果チャー
トのダイスロール(トランプ引き)を１
回行う。上記の結果を実行する。 

(5) ターン終了 
ゲームターンマーカーを前進させる
事。最終ゲームターンである場合、勝
者の判定を行う。 

5.2  
シナリオに記載された最終ターン、
又は一方のプレイヤーが投了する迄、
上記のプレイシークエンスを繰り返す。 

デザインノート！：多くのウォーゲ
ームと異なり、このゲームには独
立した移動フェイズや戦闘フェ
イズは存在しない。これらの活動
は、統合作戦チットを使用する事
によって個別に発生する。 

6.0 統合作戦チット 
これは、米軍統合作戦本部の部局の
名称を使用している(ゲーム用に多少
の修正は行っている)： 
J-1 管理 (戦力の割当てと編制)； 
J-2 諜報 (敵の能力と意思について)； 
J-3 作戦 (戦術移動と戦闘)； 
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J-4 兵站 (戦略移動、戦闘支援、建設、
その他)。 

J-5 (戦略計画) と J-6 (情報伝達) 選
択ルールでのみ使用される。 

6.1 指揮統制(C2)レベル 
各々プレイヤーは、手札として所有
する事のできる統合作戦チットの最大
数を表す“C2 レベル”を持っている。 

注意：選択ルールの J-5 チット及び
幾つかのカスケード効果イベントに
よって、一時的な例外が発生する。 

現時点の C2 レベルによる制限： 
①１つの TF HQ の配下に割り当てる
事が可能な通常型戦術ユニットの最
大数は、C2 レベルと同数である； 
②１枚の統合作戦チットを使用する事
によって、１つのゾーン内で活性化
させる事のできる非通常型戦術ユニ
ットの最大数は、C2 レベルと同数で
ある。 

6.2 統合作戦チットの選択 
各々のプレイヤーは、自身のプレイ
ヤーターンの最後に行う自身の計画フ
ェイズに於いて、使用可能なチットの
山から手札とする統合作戦チットを選
択する(第１ターンで使用するチット
は、初期配置を行う際に選択する)。こ
の際手札とする事のできる統合作戦チ
ットの最大数は、その時点の C2 レベ
ルと同数である(6.1)。 
自身の計画フェイズ開始時に於いて、
手元に残っている全ての統合作戦チッ
トを破棄する事(但し、C2 レベルによ
る枚数制限の範囲内で、廃棄したチッ
トを再度取得する事ができる～２つ前
の文の様に)。 

6.3 統合作戦チットの使用 
通常、統合作戦チットは所有プレイ
ヤーの作戦フェイズに於いて一度に１
枚ずつ使用され、使用する順はプレイ
ヤーが自由に選択する事ができる。あ
るチットによる行動が完了するまでは、
次のチットを使用する事ができない。
場合によって(例えば戦闘の場合)は、
チットの効果を増加させる為に複数の
チットを同時に使用する事ができる。
使用されたチットは、通常は使用可能
なチットの山に戻される。 

キーコンセプト：プレイヤーは自身
の計画フェイズ於いて統合作戦
チットの選択を行うが、この際対
戦プレイヤーはチットの選択を
行う事ができず、自身の計画フェ

イズ迄は手持ちのチットしか使
用する事ができない；したがって、
プレイヤーは現実の幕僚と同様
の問題について検討する事にな
るであろう。 

もう一つのキーコンセプトとデザイ
ンノート：１枚の統合作戦チット
を使用する事によって、１つのユ
ニットに行動を行わせる事が可
能になる(この場合のユニットと
は、分遣された１つの戦術ユニッ
ト、又は多くの戦術ユニットを割
り当てられた１つのTF HQユニ
ットの両方を意味している)、又
は１つのゾーンの中に存在して
いる様々な数の非通常型ユニッ
トに行動を行わせる事ができる。
このルールでは、強力であるが集
中し階層化された通常の軍隊と、
弱体であるが分散し組織化され
ていない反政府軍の持つ長所と
短所を表す事を意図している。 

以下は、統合作戦チットの使用法に
関する解説である。シナリオの進行中
に統合作戦チットを使用する事によっ
て、プレイヤーは様々な活動を発生さ
せる事ができる。 

7.0 J-1 兵員管理 
１枚の J-1 チットを使用する事で、
以下の１つを行う事ができる： 
・増援ユニットをゲームに登場させる
(数と場所はシナリオの指示による)。 

・戦術ユニットの回復(①戦場のユニッ
トを完全戦力へと回復させる、②こ
れ以前に除去されたユニットをデッ
ド・パイル/Dead Pile から聖域に復
帰させる、の何れかを行う)： 
・１つのゾーン内に存在する通常型ユ
ニットの再編成(reorganize)と再組
織(regroup)；これにはモード変更も
含まれる。 

7.1 増援 
増援は、未だプレイに登場していな
い新規のユニットである。使用可能な
増援に関しては、シナリオに記載され
ている。増援フェイズに於いて J-1 チ
ットを使用する事で、増援を受け取る
事ができる；増援の数と登場場所に関
してはシナリオで指定されている(通
常は聖域ゾーンか TF HQ の存在する
ゾーンに登場する)。反政府軍プレイヤ
ーは、増援を登場させる際に同時にダ
ミーユニットを登場させる事ができ
る；15.5 を参照する事。 

注意：カスケード効果イベントに
よって増援が発生する場合がある。
この場合、増援を登場させる為に
J-1 チットを使用する必要は無い。 

7.2 回復(Recovery) 
プレイヤーは、１枚の J-1 チットを
使用する事で、以下の１つを行う事が
できる： 
・減少戦力のユニットの１つを完全戦
力に回復させる事ができる(同タイ
プの完全戦力の戦術ユニットで置き
換える；モード変更は行わない事)。 
・デッド・パイル/Dead Pile の中から
１つ(IDF プレイヤーの場合)、又は全
て(反政府軍プレイヤーの場合)の戦
術ユニット/TF HQ を取り出し、そ
れらのユニットを聖域ゾーンに配置
する(これ以降の統合作戦フェイズ
に於いて、これらのユニットは戦術
移動によってマップに進入する事が
できる)。ユニットは完全戦力で、何
れかプレイヤーの望むモードで登場
する。 

7.3 通常型戦術ユニットの 
再編成とモード変更 

プレイヤーは、１つのゾーンの中に
存在している全ての自軍通常型戦術ユ
ニットに対して、再編成(タスクフォー
スのユニット割り当ての変更)又はモ
ード変更を行う事ができる。 
TF HQ の再編成：TF HQ に所属する
戦術ユニットを分遣する、分遣されて
いるユニットをTF HQに割り当てる、
TF HQ 間でユニットの所属変更を行
う；繰り返すが、非通常型ユニットを
TF HQ に割り当てる事はできない。 
TF HQ に割り当てられたユニットは、
OOBマット上のそのTF HQに対応し
た保持ボックスに配置される。或るタ
スクフォースに所属する全ての戦術ユ
ニットは、同じモードを採っていなく
てはならない。 
TF HQ から分遣された戦術ユニット
は、何れかのモードで単独でマップ上
に配置される；これらのユニットは互
いにスタックする事ができない。これ
を行う際、分遣されたままの戦術ユニ
ットはモード変更を行う事ができる。 

7.31 タスクフォースの規制と制限 
・戦術ユニットを全く割り当てられて
いない TF HQ も、マップ上に留ま
る事ができる(しかし、所属ユニット
が存在しないため、何らの行動も行
う事ができない)。TF HQに対して、
他の TF HQ を割り当てる事はでき
ない。非通常型ユニットを TF HQ
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に割り当てる事はできない。 
・TF HQ は、OOB マット上の保持ボ
ックスに、最大で担当プレイヤーの
現時点の C2 レベルと同数までの通
常型戦術ユニットを持つ事ができる。
プレイ中に、担当プレイヤーの C2
レベルが何れかの TF HQ に割り当
てた戦術ユニット数未満に低下した
場合、そのプレイヤーは即座にその
TF HQ に割り当てたユニットの幾
つかを分遣する事によって、この C2
による制約を遵守しなくてはならな
い(分遣させるユニットは、担当プレ
イヤーが選択する)。これを行う際に
J-1チットを使用する必要は無いが、
分遣させたユニットはモード変更を
行う事はできない。 

7.32 モード変更： 
通常ユニットがモード変更を行う場
合には、効率値の変化が伴う。モード
変更を行う場合、該当するモードを表
すカウンターで置き換える必要があ
る；この際、同じタイプであるだけで
無く、同じ戦力レベル(戦力ステップ)
のカウンターを使用する必要がある；
OOB マット上のユニットチャートで
確認する事。 

8.0 J-2 諜報 
プレイヤーは、TF HQ ユニットと分
遣された戦術ユニットを、対戦プレイ
ヤーが見る事ができる様にマップ上に
配置しなくてはならない。プレイヤー
は、自身の OBB マットを敵プレイヤ
ーが見る事ができない様に配置する事
(互いに対戦者がOOBマット上に配置
したユニットを見る事はできない)。プ
レイヤーは、互いに対戦プレイヤーが
所持している統合作戦チットの枚数を
知る事はできるが、どのチットを所持
しているかを知る事はできない(つま
りチットは裏面を上に向けて、対戦プ
レやーが見る事のできる位置に配置す
る)。 
１枚の J-2 チットを使用する事で、
以下の１つを行う事ができる： 
戦術的情報収集(敵ユニットの発見) 
回避(敵非通常型ユニットは、潜伏/回

避を試みる事ができる) 
作戦情報収集(敵の実行能力の発見) 

8.1 戦術的情報収集 
戦術的情報収集は、直接行動に備え
て偵察部隊、地元の情報提供者、リモ
ート・センサー、無人航空機(UAV)を
使用して敵の位置を特定と識別を行う

事を表している。 

注意：これは主に IDF プレイヤーに
対して恩恵を与える；しかし反政府
軍プレイヤーは、IDF のタスクフォ
ースに所属するユニットを個別に攻
撃する為に TF HQ の内容を探査し
“マーク”する、又はアンダーグラウ
ンドモードである IDF の SOF ユニ
ットを探し出す事ができる。 

手順：少なくとも１つの自軍戦術ユニ
ット(モードは問わない)が存在してい
る１つのゾーンに対して１枚の J-2 チ
ットを使用する。 
①１つのダイスでダイスロールを行
い、②そのゾーンの地形に対する修正
値が存在している場合(8.13 を参照)、
ダイスロール修正を行う、③修正後の
ダイスロール値と、そのゾーンに存在
する全ての自軍戦術ユニットの J-2 効
率値の合計数とを比較する。 
修正後のダイスロール結果がこの合
計値以下であった場合、敵プレイヤー
は修正後のダイスロール結果と同数の
戦術ユニットの正体を暴露しなくては
ならない(暴露するユニットは所有プ
レイヤーが選択)。 
非通常型ユニットの場合、戦術ユニ
ットをアンダーグラウンドモード面
(裏面/無印刷面)から暴露面(表/シンボ
ル面)へと裏返す事を意味している；
TF HQ の場合、OOBマット上の該当
TF HQ の保持ボックスから１つの戦
術ユニットを取り出し、そのユニット
を一時的にマップ上の該当 TF HQ カ
ウンターの上に配置する。 
ダミーユニットの場合は除去される。 

8.11 IDF の航空偵察 
自身のプレイヤーターンの間に１度
だけ、IDF プレイヤーはマップ上の何
れか１つのゾーン(反政府軍の聖域ゾ
ーン、及びシリアが参戦している場合
にはシリアゾーンも含む)に対して１
枚の J-2 チットを使用し、航空偵察に
よる戦術的情報収集を実行する、と宣
言する事ができる。IDF プレイヤーは、
自軍ユニットの存在しないゾーンを航
空偵察の対象とする事ができる。この
作戦に於けるIDFの J-2効率値は“３”
であり、ダイスロールはそのゾーンの
地形による修正を受ける。 

8.12 回避 
敵フェイズプレイヤーの J-2 チット
(戦術的情報収集)のダイスロールの結
果として自軍の非通常型戦術ユニット
の正体が暴露された、又は敵フェイズ
プレイヤーが自軍非通常型戦術ユニッ
トに対して攻撃宣言を行った直後に於
いて、プレイヤーは１枚の J-2 チット

を使用する事で正体を暴露されたあら
ゆる自軍非通常型戦術ユニットをアン
ダーグラウンドモードへと戻す“反応”
を試みる事ができる(但し、ダミーユニ
ットは除く：正体を暴露されたダミー
ユニットは即座に除去される)。 

注意：このルールは主に反政府軍
プレイヤーに恩恵をもたらすが、
IDFの SOFユニットも回避を行う
事ができる。 

手順：①１枚の J-2 チットを使用して、
１つのダイスでダイスロールを行う、
②そのゾーンの地形に対する修正値が
存在している場合(8.13 を参照)、ダイ
スロール修正を行う、③修正後のダイ
スロール値と、この対象となる全ての
自軍非通常型戦術ユニット(すなわち、
新たに正体を暴露されたユニット、又
は攻撃対象とされたユニット)のJ-2効
率値の合計数とを比較する。 
修正後のダイスロール結果がこの合
計値以下であった場合、対象となる全
てのユニットはアンダーグラウンドモ
ード面(裏面/無印刷面)へと裏返される。 

8.13 地形 
その地域の人口が多いほど、反政府
軍ユニットが隠れる事が容易になり
(ヒズボラはレバノンの人口が多い地
域を支配下においていて、それらの地
域で地下ネットワークを持っている)、
且つその地区の住民からより多くの情
報を得る事ができる様になる 
過疎地ゾーン：ダイスロール修正無し。 
都市/居住地ゾーン： 
・IDF プレイヤーが敵戦術ユニットの
正体の暴露を試みる場合、都市ゾー
ンでは＋２，居住地ゾーンでは＋１
のダイスロール修正を行う； 
・反政府軍プレイヤーが回避を試みる
か敵戦術ユニットの正体の暴露を試
みる場合、都市ゾーンでは-２，居
住地ゾーンでは-１のダイスロール
修正を行う。反政府軍プレイヤーは、
修正後のダイスロール結果が１以下
である場合は、全て１であると見な
す事。 

8.2 作戦情報の収集 
自身のプレイヤーターンの間に１度
だけ、プレイヤーは１枚の J-2 チット
を使用する事で作戦情報の収集を行う
と宣言する事ができる。これは偵察機、
衛星、諜報活動、メディア情報、及び
その他の通常地域司令官が使用する事
のできない情報源の使用を表している。 
手順：１枚の J-2 チットを使用する事
で、対戦プレイヤーの所持する統合作
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戦チットを全て見る事ができる。 

9.0 J-3 戦術移動と戦闘 
１枚の J-3 チットを使用する事で、
以下の１つを行う事ができる： 
・戦術移動の実行： 
・攻撃の実行(待ち伏せの発動(11.2)を
含む) 
・戦闘に対する近接航空支援の追加、
又は縦深攻撃の実行(IDF のみ、12.1、
12.2) 

・ロケット/ミサイル攻撃の発動、又は
イスラエルのインフラへの急襲(反
政府軍のみ、12.3、12.4) 

9.1 戦術移動 
J-3 チット毎に、１つのゾーン内に存
在している１つの通常型ユニット、又
は担当プレイヤーの現時点での C2 レ
ベルと同数までの非通常型ユニット
(同一ゾーンに存在)は、戦術移動の為
に活性化する事ができる(ユニットと
は、１つの分遣隊ユニット又は１つの
タスクフォースである)。ユニットは、
常にゾーンから出る事ができる。ユニ
ットは無数のゾーンに移動を行う事が
できるが、敵通常型ユニットの存在す
るゾーンで停止しなくてはならず、進
入したゾーン毎に、敵の非通常型ユニ
ットの行う待伏せ(11.2)の対象となる。 

9.11 制限 
・戦術移動を行う為には、通常型ユニ
ットは集中モードでなくてはならな
い。非通常型ユニットは、暴露モー
ドに裏返した後に移動を行わなくて
はならない。 
・ユニットは敵ユニットの存在するゾ
ーンに進入する事ができるが、敵通
常型ユニットが存在するゾーンでは
停止しなくてはならない。非通常型
ユニットは、１枚の J-3 チットを使
用する事で進入してきた敵ユニット
に対して待ち伏せを行う事ができる。
待ち伏せを受けたユニットは移動を
停止し、戦闘を行う(戦闘終了後、待
ち伏せを受けたユニットは J-3 チッ
トを追加使用する事で移動を継続す
る事ができる)。 
・反政府軍の民兵ユニットは地元で召
集された戦士であり、戦術移動を使
用する事ができない。 
・ユニットは戦術移動によって自軍の
聖域ゾーンから出る事ができるが、
自軍の聖域ゾーンに進入する際には
戦略移動を使用しなくてはならない

(又は戦闘で除去される事によって)。 
・このゲームにはイスラエル領内の反
政府軍部隊は登場しない、したがっ
て反政府軍の戦術ユニットとタスク
フォースはイスラエル領に進入する
事ができない。 

9.12 移動順 
プレイヤーは、１つのユニットの移
動を完了するまでは、別のユニットの
移動を開始する事ができない。複数の
非通常型ユニットがゾーンから出る戦
術移動を行っている場合、それらのユ
ニットは個々に移動を行っていると判
定される；これらのユニットは同じゾ
ーンに向けて移動を行う必要は無く、
待ち伏せを受けた場合には個々に待ち
伏せを受ける。 

9.2 攻撃 
１枚の J-3 チットを使用する事で、
１つの自軍ユニットに同一ゾーンに存
在する敵ユニットに対する攻撃を開始
させる(攻撃対象とすることのできる
敵ユニットは、以下に記載されている)。
これは攻撃と呼ばれる；全体的な戦略
的状況に関わり無く。チットを使用し
たプレイヤーが攻撃側と呼ばれ、他方
のプレイヤーは防御側と呼ばれる。 

9.21 制限 
集中モードの１つの通常型ユニット
が攻撃目標とする事ができるのは、１
つの敵ユニットだけである。 
散開モードの１つの通常型ユニット
は、同一ゾーン内に存在する複数のユ
ニット(全ユニットを攻撃対象にする
ことも可)を攻撃目標に選択する事が
できる。 
非通常型ユニットが攻撃を行う為に
は暴露モードである事が必要であり、
攻撃を行うためには暴露モード面に裏
返さなくてはならない。 
１つの非通常型ユニットが攻撃目標
とすることができるのは、１つの敵ユ
ニットだけである；攻撃目標とするこ
とができるのは、①分遣された１つの
戦術ユニット(通常型/非通常型の両方)、
②タスクフォースに所属し且つ J-2 チ
ットを使用して一時的に正体が暴露さ
れているユニットの１つ(このJ-2チッ
トの使用は、地域の偵察と攻撃準備を
表している)。 

9.22 攻撃の継続 
J-3 チットを追加使用する事によっ
て、各々のユニットは自軍プレイヤー
ターン毎に複数回の攻撃を行う事がで
きる(また、同じ敵ユニットに対して再
度の攻撃を行う事も、別の敵ユニット

に対して攻撃を行う事もできる)。 

10.0 戦闘 

10.1 戦闘の開始 
(9.2 に従って)攻撃を開始する為に
J-3 チットを使用した際に、戦闘が発
生する。各々の戦闘は個別にに解決さ
れ、戦闘は次の攻撃が開始される前に
完了しなくてはならない。戦闘を開始
するために J-3 チットを使用する必要
があるのは、攻撃側だけである。防御
側は、防御を行う為に J-3 チットを使
用する必要は無い。 

10.2 戦闘の実行 
戦闘は、以下のステップで構成され
ている： 

10.21.ステップ１：攻撃宣言と回避 
攻撃プレイヤーは、１枚の J-3 チッ
トを使用して１つのゾーンの中で攻撃
を開始する。攻撃側は、目標ユニット
(単数または複数の)の宣言を行う。防
御ユニットが非通常型ユニットであっ
た場合、防御側は J-2 チットを使用し
て回避を試みる事ができる(8.12 を参
照)。防御ユニットが回避に成功した場
合この戦闘は終了となるが、攻撃側は
使用した J-3 チットを取り戻す事はで
きない！ 

10.22 ステップ２：関与 
両プレイヤーは、自軍ユニットの支
援に使用する J-3 と J-4 チットを同時
に提示する。 

10.23 ステップ３：配置 
この戦闘に関与する全てのユニット
とチットをバトルマップ上に配置す
る；戦闘の発生したゾーンを忘れない
為に、そのゾーンに戦闘マーカーを配
置しておく事。 

10.24 ステップ４： 
戦術的優位の判定 

どちらのプレイヤーが戦術的優位性
(10.3)を持っているかの判定を行う。 

10.25 ステップ５： 
戦術的優位プレイヤーの 
ユニットによる最初の射撃 

プレイヤーは自軍の全射撃ユニット
の J-3 値を合計し、戦闘結果テーブル
上でこの合計数に該当する列を探す。
プレイヤーが J-3 チットか J-4 チット
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を使用している場合、使用するチット
毎に１列の右シフトを行う事ができる
(J-3 チットを使用する事ができるのは、
IDF プレイヤーだけである)。 
居住地ゾーン又は都市ゾーンで戦闘
を行っている場合、１列又は２列の左
シフトを行わなくてはならない(10.51
を参照)。 
最後に、プレイヤーは副次的損害
(13.0)を回避するために、自発的な左
シフトを行う事ができる(シフトさせ
る列は自由に選択する事ができる)。 
１つのダイスでダイスロールを行い、
上記の列上で該当する箇所を参照し戦
闘結果を得る；戦闘結果は減少させる
ステップ数で表されている。戦術的劣
位プレイヤーは、この戦闘に関与して
いる自軍ユニットに対して、この戦闘
結果を自由に割り当てる事ができる。 

10.26 ステップ６： 
戦術的劣位ユニットの応射 

戦術的劣位プレイヤーに所属しこの
戦闘に関与しているユニットは、上記
の手順を使用して反撃射撃を行う(上
記10.25によって戦力が減少している
場合、その減少した値を使用する事)。
戦術的優位プレイヤーは、この戦闘に
関与している自軍ユニットに対して、
この戦闘結果を自由に割り当てる事が
できる。 

重要：各々の戦闘では、交互に１回の
射撃を行うだけである(しかし、9.22
を参照する事)。 

10.27 ステップ７：後処理： 
使用したチットを破棄する。バトル
マット上の戦術ユニットを、OOBマッ
ト上の該当する TF HQ 保持ボックス
又はマップ上に戻す事。戦闘マーカー
を取り除く事。 

10.28 カスケード効果： 
副次的損害(13.0)によってカスケー
ド効果イベントが発生した場合、カス
ケード効果イベントのダイスロール
(又はトランプのカード引き)を行い、
その結果を実行する。 

10.29 戦場の併合： 
この戦闘の勝者を判定する(10.8 を
参照)。勝者は１枚の J-2 または J-3 チ
ットを選択し、それを獲得する事がで
きる(10.8 を参照)。 

10.3 戦術的優位 
戦術的優位性を持つと言う事は、そ
の戦闘に於いて自軍ユニットが先に射
撃を行い、敵ユニットはこの射撃によ

って減少した戦力で応戦射撃を行う事
を意味している。攻撃ユニットが待伏
せ(11.2)を発動した場合を除いて、防
御プレイヤーが常に戦術的優位性を持
つ。 

10.4 戦闘に於ける支援チット 
戦闘シークエンスのステップ２に於
いて、両プレイヤーはその戦闘に関与
させるJ-3チット(IDFプレイヤーの行
う近接航空支援に使用)と J-4 チット
(両プレイヤーの行う戦闘支援に使用)
を密かに選択する事ができる。 
IDF プレイヤーは、自軍の通常型ユ
ニット/非通常型ユニットに対して航
空近接支援を行う為に、望むだけの数
の J-3 チットを関与させる事ができる。
近接航空支援に使用された J-3 チット
毎に、戦闘結果テーブルで使用する列
を１列右にシフトさせる。 
双方のプレイヤーは、１つの戦闘に
対する戦闘支援の為に、最大で１枚の
J-4 チットを使用する事ができる。こ
れは砲兵、工兵、及びその他の戦闘特
殊技能兵の使用を表している。戦闘支
援に使用された J-4 チット毎に、戦闘
結果テーブルで使用する列を１列右に
シフトさせる。戦闘の行われているゾ
ーンに自軍 CSU ユニットが存在して
いる場合、プレイヤーは自軍通常型ユ
ニットに対する戦闘支援を行う為に１
枚の J-4 チットを関与させることがで
きる。プレイヤーは、常に自軍非通常
型ユニットに対する戦闘支援を行う為
に、１枚の J-4 チットを関与させるこ
とができる。 

10.41 弾薬の枯渇 
反政府軍プレイヤーが J-4 チットを
使用した戦闘に於いて、ダイスロール
結果が“１”であった場合、そのリソー
スの弾薬は枯渇し、その J-4 チットは
このゲームから除去される(シナリオ
で指示されている場合、除去されたJ-4
チットが増援としてプレイに再登場す
る可能性がある)。 

10.5 戦闘結果 
戦闘結果テーブルで得られた数字は、
射撃を受けたプレイヤーが被るステッ
プ損失の総数である。プレイヤーはこ
の総数を、戦闘に関与した自軍ユニッ
トに対して自由にに割り当てる事がで
きる。１ステップの損失を満たす為に
は、①１つの戦術ユニットのカウンタ
ーを裏面(弱体面)に裏返す、或いは②
既に裏面で或る１つの戦術ユニットの
カウンターを別の(より効率値の低い)
カウンターで置き換える、の何れかを
行う；これを行う際、モード変更を行
う事はできない(ユニットの各々のス

テップに於ける効率値に関しては、ユ
ニットチャートを参照する事)。 
・最も弱体戦力ステップで或る戦術ユ
ニットに対して更に１ステップの損
失を適用する場合、そのユニットは
除去される。このユニットは即座に
除去され、そのユニットと同タイプ
の完全戦力のユニットを、自軍聖域
ゾーンの Dead Pile に配置する事
(Dead Pile に配置された完全戦力の
ユニットは、これ以降に１枚の J-1
チットを使用する事でプレイに復帰
する事ができる)。 
例外：除去された反政府軍の民兵
ユニットは、増援としてゲームに
再登場する事ができる；シリア軍
ユニットは、永久にゲームに戻る
事はできない。 

・或るタスクフースに割り当てられた
全ての通常型戦術ユニットが除去さ
れたが、未だ適用すべき損失が存在
している場合、そのタスクフォース
司令部(TF HQ)に対してこの損失を
適用する(つまり、その TF HQ は自
動的に除去され、所有プレイヤーの
C2 レベルが１減少する)。 
・全てのユニットを除去しても戦闘結
果によるステップ損失を適用しきれ
なかった場合、及び都市ゾーンで行
われた戦闘で何れかの陣営が何らか
のステップ損失を被った場合、“副次
的損害”が発生する；13.0 を参照す
る事。 

10.51 戦闘結果の引き下げと修正 
特定の状況下に於いて、戦闘で被る
悪影響を低下させる事ができる。 
・副次的損害の発生を避ける、或いは
避けようと試みる為に、射撃プレイ
ヤーは、常に通常の手順で決定した
戦闘解決表上で使用する列より低い
(より効果的で無い)列を使用する事
ができる。 
・防御側が都市ゾーンに存在している
場合、射撃プレイヤーは戦闘結果テ
ーブル上で２列の左シフトを行わな
くてはならない(防御側が待ち伏せ
を受けている場合、このシフトは適
用されない)。 
・防御側が居住地ゾーンに存在してい
る場合、射撃プレイヤーは戦闘結果
テーブル上で１列の左シフトを行わ
なくてはならない(防御側が待ち伏
せを受けている場合、このシフトは
適用されない)。 

10.6 除去ユニットと回復 
戦闘に於いて除去された戦術ユニッ
トと TF HQ は即座に取り除かれる(そ
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れらのユニットは反撃射撃を行う事が
できない)。除去された戦術ユニットは
完全戦力のユニットとしてデッド・パ
イル/Dead Pile に配置され、所有プレ
イヤーが J-1 チットを使用する事でゲ
ームに復帰する事ができる(7.2 参照)。 

注意：IDF プレイヤーは１枚の J-1
チットを使用する事で１つの戦術ユ
ニットか１つの TF HQ ユニットし
かデッド・パイルの中から取り出す
事ができないが、反政府軍プレイヤ
ーは１枚の J-1 チットを使用する事
でデッド・パイルの中の全てのユニ
ットを取り出す事ができる)。この回
復を受けたユニットは、完全戦力で
聖域ゾーンに配置される。 

10.61 除去された TF HQ 
タスクフォース HQ ユニット(TF 
HQ)は、タスクフォースの中で最後に
ステップ損失の適用を受けるユニット
である。TF HQ ユニットは、１ステッ
プの損失を受適用された時点で自動的
に除去される(デッド・パイルに配置さ
れる)。TF HQ ユニットを除去された
プレイヤーは、その TF HQ をデッド
パイルから回復させるまでの間、C2
レベルが１低下する。 

10.62 脆いユニット 
反政府軍の民兵と全てのシリア軍ユ
ニットは、除去された際にデッド・パ
イルに配置される事は無く、マップ外
へ取り除かれる(反政府軍の民兵カウ
ンターは、増援として再び使用するこ
とができる；シリア軍ユニットは、ゲ
ームから取り除かれる)。 

10.7 戦闘終了後の後処理 
バトルマップ上に残っている全ての
戦術ユニットを、元の場所に戻す事；
タスクフォースに所属するユニットは
OOB マット上の所属タスクフォース
の保持ボックスに、分遣されたユニッ
トは元のゾーンへ(戦闘マーカーが配
置されているゾーン)。戦闘中に使用し
た全ての統合作戦チットを、使用可能
なチットの山に配置する。 

10.8 戦場の併合 
この時点で戦闘の行われたゾーンに
敵ユニットが存在せず、且つ最低１つ
の自軍戦術ユニットが存在している場
合、そのプレイヤーは現時点でそのゾ
ーンを“支配”している。更に、そのプ
レイヤーは使用可能なチットの山の中
から１枚のJ-2かJ-3チットを選択し、
それを取得することができる(注意：こ
のチットの取得は、情報を得る為の捕
虜、捕獲した装備、等をプレイヤーが

得た事を表している)。 

11.0 J-3 反応作戦 
反応作戦には、敵プレイヤーターン
に於いて統合作戦チットを使用する事
例が含まれている。 

11.1 回避 
敵プレイヤーの行った戦術的情報収
集(8.1)か攻撃宣言(10.11)によって正
体が暴露された自軍の非通常型ユニッ
トに対して、１枚の J-2 チットを使用
する事でアンダーグラウンドモードに
戻す試みを行う事ができる；詳細は、
ルール 8.12 を参照する事。 

11.2 待伏せ 
自軍の非通常型ユニット(モードは問
わない)が存在するゾーンに敵ユニッ
トが移動した瞬間、プレイヤーは待ち
伏せを実行する事ができる。１枚のJ-3
チットを使用する事で、１つの自軍ユ
ニットに、移動を行っている敵ユニッ
トに対する待ち伏せを行わせる事がで
きる(必要なら、そのユニットを暴露モ
ード面へと裏返す事)。 
10.1 の手順に従って、戦闘を実行す
る事；待ち伏せを行っているユニット
は自動的に戦術的優位を獲得し、且つ
戦闘結果表上で使用する列は地形によ
る修正(10.51)を受けない。この戦闘が
終了したなら、敵プレイヤーは J-3 チ
ットを追加使用する事で、その敵ユニ
ットに移動を継続させる事ができる。 

11.21 近接戦闘(CQB) 
待ち伏せを受けている場合、IDF プ
レイヤーは J-3 を使用する“近接航空
支援(12.1 を参照)”を実行する事がで
きない(しかし、IDF プレイヤーが待ち
伏せを発動した場合には、近接航空支
援を行う事ができる)。このダイスロー
ルは、そのゾーンの地形による修正を
受けない(10.51)。 

12.0 J-3 特殊作戦 
IDF プレイヤーは、１枚の J-3 チット
を使用する事で“空爆”を実行する事が
できる；空爆は、敵軍に対して航空機
と精密誘導兵器(PGM やスマート爆
弾)を使用した攻撃を行う空軍力(ジェ
ット機、攻撃ヘリコプター、無人航空
機)を表している。 
反政府軍プレイヤーは、１枚の J-3
チットを使用する事でイスラエル領内

の民間または軍事インフラ目標に対す
る“ロケット/ミサイル攻撃”または“小
規模急襲”を行う事ができる。 

12.1 IDF の近接航空支援 
IDF プレイヤーは１枚の J-3 チット
を使用する事で、あらゆる戦闘に対し
て近接航空支援を行う事ができる(待
ち伏せを受けて防御を行っている場合
は除く)。 
近接航空支援を行う為の J-3 チット
の使用は、戦闘シークエンスのステッ
プ２の間に行う事。近接航空支援に、
複数の J-3 チットを使用する事ができ、
使用する J-3 チット毎に戦闘結果テー
ブル上で使用する列を１列右にシフト
させる事。 

12.2 IDF の縦深攻撃 
IDF プレイヤーは１枚の J-3 チット
を使用する事で、地上戦闘作戦から独
立した空爆を開始することができる。
つまり、空軍力だけで敵ユニットを攻
撃する。 
何れかのゾーンに対して１枚の J-3
チットを使用して、“エリア攻撃”、“精
密誘導兵器(PGM)攻撃”、“中枢攻撃”
の何れかを宣言する。目標ユニットが
非通常型ユニットであった場合、反政
府軍プレイヤーはこれに対する反応と
して１枚の J-2 チットを使用する事で、
そのユニットに回避(8.12 を参照)を行
わせる事ができる。この回避によって
IDF プレイヤーの目標が存在しなくな
った場合、IDF プレイヤーの使用した
J-3 チットを取り戻すことはできない
(無駄になる)。 

12.21 エリア攻撃 
これは１つのゾーン内に存在してい
る、①全ての敵通常型ユニット(何れか
のモード)、または②暴露状態である全
ての敵非通常型ユニット、の何れかに
対して行う事ができる。 
手順：IDF プレイヤーは、①集中モー
ドの敵通常型ユニットを目標とする場
合、戦闘結果テーブル上の“5-8”の列上
でダイスロールを行い、②散開モード
の敵通常型ユニット、又は非通常型ユ
ニットを目標とする場合、戦闘結果テ
ーブル上の“2-4”の列上でダイスロー
ルを行う。 
この列は、そのゾーンの地形による
修正を受ける(10.51 を参照)。 
反政府軍プレイヤーは、目標となっ
た自軍ユニットに対して戦闘結果を自
由に割り当てる事ができる。 
過剰な(適用不可能な)ステップ損失
が発生した場合、及び攻撃が都市ゾー
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ンで行われ且つ１ステップ以上の損失
が発生した場合、副次的損害が発生す
る；13.0 を参照する事。 

12.22 PGM攻撃 
これは１つの反政府軍通常型戦術ユ
ニット(何れかのモード)、又は１つの
暴露状態である非通常型戦術ユニット
に対して行う事ができる。 
手順：上記 12.21 と同様に戦闘結果テ
ーブルのダイスロールを行うが、PGM
攻撃では副次的損害が発生する事は無
い。 

12.23 中枢攻撃 
これは、反政府軍(シリア軍)TF HQ
に対して実行する事ができる。 
手順：TF HQ だけを目標にした PGM
攻撃であると見なす事。TF HQ がステ
ップ損失を受けた場合、その TF HQ
は除去される；該当TF HQを除去し、
OBB マットの対応する保持ボックス
内の全ての戦術ユニットを即座にマッ
プ上に配置する事(OOB マット上での
モードで配置する事；これらの戦術ユ
ニットは、これ以降単独の分遣ユニッ
トと見なされる)。 
注意：OOB マット上のユニットは、
中枢攻撃の影響を受けない点に注
意する事。 

TF HQ の除去によって、反政府軍の
C2 レベルが“１”低下することを忘れ
ない様に(これ以降にJ-1チットによっ
て TF HQ を回復した際には、低下し
た C2 レベルも回復する)。 

12.3 インフラに対する 
反政府軍ロケット/ 

ミサイル攻撃 
反政府軍プレイヤーは、１枚の J-3
チットを使用する事で１つのゾーンに
存在しているロケット/ミサイルユニ
ットの一部/全てに、イスラエル軍のマ
ップ外目標に対する“射撃”を行う事が
できる。 
手順：反政府軍プレイヤーは１枚のJ-4
チットを使用し、民間インフラ(都市及
び町)、又は軍事インフラ(基地、後方
司令部、補給廠、補給路)に対する攻撃
宣言を行う。射撃を行うユニットを暴
露面へと裏返し(未だアンダーグラウ
ンド面で在った場合)、反政府軍プレイ
ヤーは各々のロケットユニット毎に１
つのダイスでダイスロールを行い、
各々のミサイルユニット毎に２つのダ
イスでダイスロールを行う。 
“６”の目が出る度に、１つの“命中”
を獲得する。 
反政府軍プレイヤーは民間インフラ

に対する命中毎に１勝利ポイントを獲
得し、自動的に副次的損害(13.0 を参
照)を負わせる。軍事インフラに対する
命中毎に、マップ上の IDF の CSU ユ
ニットの１つ(IDF プレイヤーが選択)
が１ステップの損失を被る(これ以上
の効果は存在しない)。 

12.31 制限 
・各々のロケット/ミサイルユニットが
“射撃”を行う事ができるのは、ター
ン毎に１度だけである。 
・短射程ロケットユニット(SR と印刷
されている)が射撃を行う事ができ
るのは、それらのユニットが Litani/
リタニ川より南(つまりイスラエル
寄 り ) の ゾ ー ン だ け で あ る
(Marjayoun/マルジャユーン)ゾー
ンまで)。 

・中射程ロケットユニット(MR と印刷
されている)は、聖域ゾーン以外のあ
らゆるゾーンに存在している場合に
射撃を行う事ができる。 

・ミサイルユニット(Msl と印刷されて
いる)は、聖域を含む全ての場所から
射撃を行う事ができる。 

12.4 イスラエル領内での 
反政府軍の小規模急襲 

反政府軍プレイヤーは１枚の J-3 チ
ットを使用する事で、ヒズボラ又はシ
リア軍の特殊部隊(規模が小さすぎて
戦術ユニットとして表す事ができな
い)による“急襲”を行う事ができる；急
襲とは、密かに国境を越えてイスラエ
ル領へと侵入し、民間/軍事インフラに
対する攻撃を行うことである。 
手順：反政府軍プレイヤーは１枚のJ-3
チットを使用し、①イスラエル領内の
民間インフラに対する急襲、②イスラ
エル領内の軍事インフラに対する急襲、
の何れかを宣言する。反政府軍プレイ
ヤーは２つのダイスでダイスロールを
行い、“６”の目が出る度に１つの“命中”
を獲得する。反政府軍プレイヤーは、
民間インフラに対する“命中”毎に１勝
利ポイントを獲得し、更に自動的に副
次的損害(13.0 を参照)を負わせる。軍
事インフラに対する命中毎に、マップ
上の IDF の CSU ユニットの１つ(IDF
プレイヤーが選択)が１ステップの損
失を被る(これ以上の効果は存在しな
い)。 

12.41 制限 
急襲を発動する為に、反政府軍プレ
イヤーはイスラエルとの国境に隣接し
たレバノン領ゾーンの１つを支配して
いる(競合では無い；3.0 を参照)事が必
要である。しかし反政府軍プレイヤー

は、急襲を発動したと見なされるゾー
ンに存在している自軍ユニットの正体
を暴露する必要は無い。 

13.0 副次的損害 
副次的損害は以下の状況で発生する： 
・戦闘またはエリア攻撃(12.21)によっ
て、自軍ユニットに適用可能なステ
ップ損失数を越えるステップ損失を
被った場合； 
・戦闘またはエリア攻撃(12.21)が都市
ゾーンで行われ、何れかの陣営が１
ステップ以上の損失を被った場合； 
・反政府軍プレイヤーがロケット/ミサ
イル攻撃か急襲によって、民間のイ
ンフラに“命中”を獲得した。 
副次的損害が発生した場合、それを
引き起こしたプレイヤーがカスケード
効果チャートのダイスロール(トラン
プ引き)を行い、その結果を即座に実行
する。攻撃側と擁護側の双方が副次的
損害を負った場合、先ず攻撃側がダイ
スロールを行い、次に防御側がダイス
ロールを行う。 

14.0 J-4 チット 
J-4 チットを使用する事で、自軍の戦
闘効率を上昇させる、或いは大規模な
移動を行わせる事ができる。１枚のJ-4
チットを使用する事で、以下の１つを
行う事ができる： 
・戦略移動を行う； 
・戦闘に於いて、自軍に対する戦闘支
援を与える； 

・空中機動移動を行う(IDF のみ) 

14.1 戦略移動 
１枚の J-4 チットを使用する事で、
１つの通常型ユニット、又は１つのゾ
ーン内に存在している非通常型ユニッ
トを現時点の C2 レベルと同数まで、
自軍の聖域ゾーンへと移動させる事が
できる。これを行うユニットはモード
変更を行う事ができ、且つ移動中に待
ち伏せの対象となる事は無い。反政府
軍の民兵ユニットは、戦略移動を使用
する事ができない。 

14.2 戦闘支援 
戦闘シークエンスのステップ２に於
いて、両陣営は１つの戦闘に対して最
大１枚の J-4 チットを使用する事がで
きる；詳細は 10.4 を参照。戦闘支援
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の効果は、戦闘結果表上で使用する列
を１列右にシフトさせることである。
戦闘支援を行う為には、戦闘の行われ
ているゾーンに自軍 CSU ユニットが
存在している事が必要である。プレイ
ヤーは、自軍の非通常型ユニットを支
援する為に、常に J-4 チットを使用す
る事ができる。 

14.3 空中機動移動 
１枚の J-4 チットを空中機動移動の
為に使用する事で、IDF プレイヤーは
何れか１つの自軍ユニットを、或るゾ
ーンから他のゾーンへと移動させる事
ができる。空中機動移動を行う事がで
きるのは、TF HQ、軽歩兵、及び SOF
ユニットだけであり、IDF の SOF ユニ
ットだけが反政府軍の聖域やシリアに
進入する移動を行う事ができる。空中
機動移動を行うユニットはモード変更
を行う事ができ、空中機動移動が待ち
伏せを受ける事は無い。しかし、IDF
の SOF ユニットが反政府軍の聖域ゾ
ーンかシリアゾーンに進入する移動を
行う毎に、１回のカスケード効果イベ
ントのダイスロールを行わなくてはな
らない。 

15.0 特殊ユニット 
幾つかのユニットには、特別な効果
や制限を持っている；それらのユニッ
トの特色は以下の通り。 

15.1 反政府軍の民兵 
反政府軍の民兵ユニットは、
地元で召集された村民と非常
勤の戦士である。これらのユニ
ットは、戦術移動と戦略移動を
行う事ができない。戦闘によって除去
された民兵ユニットは、J-1 チットを
使用する事で増援として使用する事が
でき、又カスケード効果イベントによ
って再登場する事ができる。 

15.2 戦闘支援ユニット(CSU) 
CSU は、最前線の戦闘ユニッ
トでない。これらのユニット
が単独で攻撃を開始する事が
できないが(これを忘れない為
に、CSU ユニットの J-3 値は括弧で囲
まれている)、他の自軍ユニットと共に
戦闘に関与している場合には、自身の
J-3 値をこれに加算する事ができる(プ
レイヤーが J-4 チットを使用している
かどうかに関わらず)。 
CSU が何れかのゾーンに存在してい
る場合、所有プレイヤーは１枚の J-4

チットを使用する事で“戦闘支援”を行
う事ができる(戦闘毎に１枚のチット
を使用し、支援を行う戦闘の数に対す
る制約は存在せず、CSU 自身は支援を
受ける戦闘に参加する必要は無い)。
CSU ユニットは、反政府軍のロケット
/ミサイル攻撃か軍事インフラに対す
る急襲(11.3 を参照)によって、ステッ
プ損失か除去を被る可能性がある。 

15.3 IDF の特殊ユニット 
これらのユニットには、星印が印刷
されている。 

15.31 IDF の SOF ユニット 
これは非通常型ユニットで
ある：SOF ユニットはアンダ
ーグラウンドモードを採る事
ができ、反政府軍の非通常ユニットと
同様に“回避”を行う事ができる。SOF
ユニットは待ち伏せを行う事ができる
が、待ち伏せを受ける事は無い。SOF
は、反政府軍の聖域に進入する事ので
きる唯一の IDF 地上ユニットである
(しかしこれを行う毎に、IDF プレイヤ
ーはカスケード効果チャートのダイス
ロールを行わなくてはならない)。 

15.32 第 900“Kfir”軽歩兵旅団 
このユニットは、特に都市に
於ける対テロ作戦の訓練を受
けている。このユニットが攻
撃側として関与している戦闘
に於いて、戦闘結果表のダイスロール
はそのゾーンの地形による修正
(10.51)を受けることは無い。 

15.33 第 299 "Herev"  
軽歩兵大隊 

小規模であるが、ドルーズ
派(レバノンの少数民族)の志
願兵で構成されている。分遣
された戦術ユニットとして
単独行動を行っている場合、このユニ
ットが待ち伏せを受ける事は無い。 

15.4 広域戦争： 
シリア、イラン及びハマス 

イスラエル軍による２度目のレバノ
ン侵攻に於ける重大なリスクは、この
地域の他国の軍隊が参戦することであ
る。このゲームでは、他国のユニット
はカスケード効果イベントの発生によ
って参戦する。プレイヤーが望み同意
するなら、これらの軍隊の１つ又はそ
れ以上をゲーム開始時にマップ上に内
地しても構わないし、全く登場させな
くても構わない。 

15.41 シリア 

“シリア軍の介入”カスケード効果イ
ベントが発生する毎に、シリア軍が参
戦する可能性が生じる。このイベント
が発生する毎に、反政府軍プレイヤー
はこのイベントが発生した総数を記録
(メモ用紙に書く)した上で、１つのダ
イスでダイスロールを行う。ダイスロ
ール結果がこのイベントの発生回数以
下であった場合、シリア軍の介入が発
生する。シリア軍の介入は、２つのフ
ェイズに分けて行われる： 
フェイズ１：この時点で“シリア”ゾー
ンが２つ目の反政府軍聖域ゾーンと
して活性化する。反政府軍プレイヤ
ーは、３つのシリア軍ミサイルユニ
ットを“シリア”ゾーンに配置する
(アンダーグラウンドモードで)。こ
れらのユニットはシリアゾーンから
出る事はできないが、これ以降イス
ラエルの民間及び軍事インフラに対
してミサイル攻撃を発動する事がで
きる。IDF プレイヤーは、自身の IDF 
SOF ユニット、及びミサイルユニッ
トに対する縦深攻撃を実行する事に
よって、シリアに進入する事ができ
る(しかしこれを行う毎に、カスケー
ド効果チャートのロールを行わなく
てはならない)。シリア軍介入イベン
トが発生する毎に、このダイスロー
ルを行う事。 
フェイズ２：フェイズ１が発生した後
に、再びダイスロールによるシリア
軍の介入が示された場合、シリア軍
は地上軍と共に参戦する。シリア軍
第１軍団の全て(TF HQ×1、機甲師
団×2、機械化歩兵師団×2、CSU×1)
がシリアに登場し、反政府軍の C2
レベルが１上昇する。シリア軍の通
常型ユニットは戦術移動によってレ
バノン領のゾーンに移動する事がで
きるが、イスラエル領に進入する事
はできない。これ以降に発生したシ
リア軍干渉イベントは、全て無視す
る事。反政府軍プレイヤーは、シリ
ア軍ミサイルユニット及び地上軍を
登場させる為に J-1 チットを使用す
る必要は無い。J-1 チットを使用す
る事で、ステップ損失を受けたシリ
ア軍通常ユニットを完全戦力に回復
させることができるが、デッドパイ
ルのシリア軍ユニットを復帰させる
事はできない。 
IDF の通常ユニットはシリアに進入
する事ができないが、IDF の SOF ユ
ニットと空爆はシリアに進入する事
ができる；しかしシリア領に侵入す
る毎に、カスケード効果チャートの
ダイスロールを行わなくてはならな
い。 

15.42 イラン 
イランは、カスケード効果イベント
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によって参戦する可能性がある。反政
府軍プレイヤーは、幾つかのイベント
によって弾薬枯渇によって除去された
J-4 チットを取り戻すことができ、１
つのカスケード効果イベントによって、
イラン軍部隊のユニットが参戦する
(“IR”と印刷された 1-4 の主力軍ユニ
ット１つのみ)。イラン軍ユニットの参
戦イベントが発生した場合、上記のイ
ラン軍のユニットを反政府軍ユニット
の存在するレバノン領ゾーンの何れか
に配置する。イラン軍ユニットを登場
させる際に、反政府軍プレイヤーはJ-1
チットを使用する必要は無く、配置す
るユニットをどちらのモードで配置し
ても構わない。 
シリア軍ユニットと異なり、イラン
軍ユニットは J-1 チットを使用する事
でデッドパイルから回復(再登場)させ
ることができる。 

15.43 ハマス 
ハマス、より正確には“イッズッディ
ーン・アル＝カッサーム旅団”は、パレ
スチナのイスラム原理主義社会政治組
織の軍事部門で、ガザで最も活動的で
ある。ハマスの部隊は、特定のカスケ
ード効果によって表されている事を除
いて、このゲームの中で直接的に(ユニ
ットとして)表されてはいない。ハマス
によるマップ外の蜂起は“一度だけの
イベント”であると見なされ、このゲー
ムに登場しないIDF部隊によって鎮圧
されると見なされる。 

15.5 ダミー 
ダミーは、IDF の戦術的情報活動や
その他のイベントによって発見された
際に、自動的に除去される。しかし反
政府軍プレイヤーが増援を登場させる
為に J-1 チットを使用した場合、常に
それ以前に除去されたダミーユニット
をゲームに登場させることができる；
この際に登場させることのできるダミ
ーユニットの最大数はその時点の C2
レベルと同数である(当然使用可能な
カウンターの数による制約を受ける)。
この場合、ダミーユニットはレバノン
領のあらゆるゾーンに登場する事がで
き(当然アンダーグラウンドモードで)、
IDF プレイヤーを惑わす為に、他の自
軍ユニットと混在させることができる。 

16.0 計画フェイズ 
計画フェイズに於いて、フェイズプ
レイヤーは手持ちの統合作戦チットを
全て破棄(使用可能なチットの山に置
く)し、新たに現時点の C2 レベルと同
数の統合作戦チットを選択し、取得す

る。この際、使用可能なチットの山の
全てのチットを選択対象とすることが
できる。 
訳者注：Available Pile は、全て“使
用可能なチットの山”と訳していま
す。 

注意：ここでは先を見据えて計画を行
う事が必要である；プレイヤーは次の
自軍ターンの準備を行っているだけで
は無く、対戦者が次の敵軍ターンに何
を行おうとしているかを考え、それに
対する反応に使用するチットも選択し
なくてはならないのだ！。 

17.0 ターン終了 
１人のプレイヤー(どちらのプレイヤ
ーでも良い)がカスケード効果チャー
トのダイスロールを行い、発生したイ
ベントを即座に実行する。ターンマー
カーを１枠先に進める事。シナリオの
最終ターンが完了した場合、ゲームは
終了し、勝者の判定を行う。 

18.0 勝利条件 
勝利は、勝利ポイント(VP)によって
判定する。ゲーム中、及びゲーム終了
時に特定の条件を満たす事によって、
プレイヤーは VP を獲得する。プレイ
ヤーは、この VP をマップ上の記録ト
ラック上で記録するか、対戦プレイヤ
ーに見えない様に紙片に書き留める事
によって記録する事。 

18.1 IDF プレイヤーの 
勝利ポイント 

ゲーム開始時に於いて、IDF プレイ
ヤーは“対価値戦略”と“対兵力戦略”の
どちらの戦略を採用するのかを決めな
くてはならない。IDF プレイヤーは密
かにこの選択を行い、ゲーム終了時に
反政府軍プレイヤーに明示する(しか
し、数ターン後には反政府軍プレイヤ
ーに悟られることになるであろう)。 
“対価値戦略”を採用した場合、IDF プ
レイヤーは以下の勝利ポイントを獲得
する： 
・地上ユニットを含む戦闘、または縦
深攻撃で発生した副次的損害イベン
ト毎に 1VP。 
・ゲーム終了時に、支配しているゾー
ン毎に 2VP(聖域およびイスラエル
のゾーンは除く)。 
・ゲーム終了時に、除去されているシ

リア軍およびイラン軍ユニット毎に
3VP 
“対兵力戦略”を採用した場合、IDF プ
レイヤーは以下の勝利ポイントを獲得
する： 
・ゲーム終了時に、除去されているヒ
ズボラユニット毎に 1VP(除去され
た民兵は対象外) 
・ゲーム終了時に、支配しているゾー
ン毎に 2VP(聖域ゾーンとイスラエ
ルのゾーンは除く) 
・ゲーム終了時に、除去されているシ
リア軍とイラン軍ユニット毎に4VP 

18.2 反政府軍プレイヤーの 
勝利ポイント 

反政府軍プレイヤーは、以下の勝利
ポイントを獲得する： 
・ロケット/ミサイル攻撃、又はイスラ
エル領に対する急襲による民間イン
フラに対する命中毎に 1VP 
・ゲーム終了時に、支配しているゾー
ン毎に 1VP(聖域ゾーンを除く) 
・ゲーム終了時に、完全戦力では無い
IDF ユニット毎に 1VP 

・ゲーム終了時に、除去されている IDF
ユニット毎に 5VP 

18.3 勝利レベル 
・一方のプレイヤーが対戦者より多く
の VP を獲得するが、対戦者の VP
の２倍を獲得する事ができなかった
場合：辛勝 
・一方のプレイヤーが対戦者の２倍以
上且つ３倍未満の VP を獲得した場
合：実質的勝利 
・一方のプレイヤーが対戦者の３倍以
上の VP を獲得した場合：大勝 

選択ルール 

選択ルール 1.0 チットの追加 
以下の統合作戦チットを使用可能な
チットの山に追加する事： 
J-5 計画 
J-6 情報伝達 

選択ルール 2.0 J-5 計画 
１枚の J-5 チットを使用する事で、
次の自軍ターンに於いて追加の統合作
戦チットを取得する事ができる。 
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手順：１枚の J-5 チットを表面を上に
向けて自身の前に配置する。次に、最
大３枚の統合作戦チット(J-5チットを
選択する事はできない)を選択し、表面
を下に向けて上記の J-5 チットの下に
配置する。J-2 作戦的諜報活動に成功
した場合を除き、敵プレイヤーはこれ
らのチットを調べる事はできない。以
上の過程は、たった１枚の J-5 チット
の使用する事で行われる。 

実施：次のターンに於いて、プレイヤー
は上記のチットを明示した上で取得
する(使用する)ことができる。プレイ
ヤーは、これらのチットを連続して使
用しなくてはならない。以上は、１枚
のチットの使用であると見なされる。 

注意：事実上、次のターンに３枚のチ
ットを過剰使用する為に、現行ターン
に１枚の J-5 チットを使用する。プレ
イヤーの C2 レベル自体が変化する訳
では無い事に注意。 

O2.1 リアルタイムの計画立案 
J-5 の任務に、オプションのリアルタ
イム計画が追加される。 
J-5 チットを使用する事で、プレイヤ
ーは使用可能なチットの山の中から１
枚の統合作戦チットを選択し、それを
所有する事ができる(つまり、この場合
の J-5 チットは“ワイルドカード”であ
る)。 

選択ルール 3.0 J-6 情報伝達 
J-6 チットは、以下の用途を持つ： 

選択ルール 3.1  
ネットワーク化された作戦 

J-6 チットを使用する事で、J-2 と J-3
チットの効果を増加させる。 

手順： 
J-2またはJ-3チットを使用する際に、
J-6 チットを使用する。これにより、
上記 J-2 及び J-3 チットを１つのゾー
ン内に存在する①全ての自軍 TF HQ
ユニット、又は②最大で現時点の C2
レベルと同数の非通常型ユニット、の
何れかに対して使用する事ができる。
これによって行動を行う全てのHQユ
ニット(又は非通常型ユニット)は、同
じ任務を行わなくてはならず、これら
の HQ ユニット(又は非通常型ユニッ
ト)は連続して任務を行わなくてはな
らない(つまり、①１つの TF HQ に戦
術移動を行わせ、別の TF HQ には戦
闘を行わせる、と言う事はできず、②
２つの TF HQ に戦術移動を行わせる
場合、その間に別のチットを使用した

行動を挟むことはできない)。 

注意：これはプレイに大きな影響
を及ぼす！ 

選択ルール 3.2 情報戦争 
情報戦攻撃がマップ上で行われる事
は無いが、敵指揮統制ネットワーク能
力に損害を与える攻撃として別途実行
される。 
手順： 
情報戦争に使用する J-6 チット毎に、
ダイスロールを行う。“５”又は“６”の
目が出る毎に、対戦プレイヤーの使用
可能なチットの山の中から１枚の統合
作戦チットを無作為に選択し、取り除
く(使用可能なチットの山にチットが
存在する限り)。上記以外のダイスロー
ル結果は“効果無し”であり、敵の C2
レベルが変更されることも無い。 

選択ルール 3.3 シリア軍の防空 
シリア空軍及び防空ネットワークは、
IDF 空軍の活動によって完全に押さえ
込まれている訳では無い、と仮定する。 
IDF プレイヤーが J-3 チットを使用
して縦深攻撃(12.2)又はシリア軍ユニ
ットに対して空軍力による攻撃(縦深
攻撃または近接航空支援)を行う毎に、
反政府軍プレイヤーは１つのダイスで
ダイスロールを行う。ダイスロール結
果が“５”か“６”であった場合、IDF プ
レイヤーの J-3 チットは破棄される。 

選択ルール 3.4  
IDF SOF ユニットの分散 

このゲームでは、IDF の SOF ユニッ
トは戦略的資産(例えば後方地域への
急襲、又はエリア探索)として使用する
独立したユニットとして分類されてい
る。しかし、IDF が自軍特殊部隊を戦
術的資産(戦場で探索を行う多くの小
さな分遣隊)として使用する事も有り
得る。 
ゲーム開始時に於いて、IDF プレイ
ヤーは自身の特殊部隊(SOF)の使用方
法を選択する事ができる：一旦行った
選択を、これ以降に変更する事はでき
ない。戦術的資産として使用する場合、
全ての SOF ユニットをこのゲームか
ら取り除き、各々の IDF TF HQ ユニ
ットが J-2 値“２”を持つと見なすこと
(しかし、J-3 値は依然ゼロである)。 

デザイナーノート 
これは、ワシントン研究所のジェフ

リー・ホワイト氏が中東政策に対して
起草し Policy Focus Paper #106 に掲
載された“ If War Comes:srael vs. 
Hizballah and its Allies”に触発され
たゲームである。 
この論文は 2010 年 9月に出版され、
http://www.scribd.com/doc/379138
46/If-War-Comes-Israel-vs-Hizballa
h-and-Its-Allies で見る事ができる。 
この文書には、近い将来レバノンに
侵攻する IDF 陸軍/空軍の架空の戦闘
序列、これを最後にヒズボラを壊滅さ
せる為の奮闘が含まれている；私は、
ジョセフ・ミランダ氏がゲーム“バルジ
20”で最初に使用した“スタッフカー
ドシステム”、集中/散開したコマンド
の持つ制約と優位性と指揮統制システ
ムを強調したゲームシステムが、この
状況に適していると考えた。 
このゲームの前提条件の１つは、こ
の戦争が非常に短期間であるというこ
とであり、おそらく３週間以内、資材
と人員が消耗する(または停戦が強制
されるより)前に、ハイテンポの作戦に
よって終了する。もう１つの重要な前
提条件はIDFが地上作戦をレバノンの
南半分に限定するという事であり、こ
れは紛争の対象がヒズボラに限定され、
レバノン国家自体は対象としない、と
いう事である。IDF の高い C2 レベル
は、反政府軍より優れた指揮統制シス
テムと、作戦司令部を通して大規模作
戦を実行する為にはより多くのチット
を消費する必要がある事を反映してい
る。反政府軍の C2 レベルは IDF より
低いが、分散したコマンドシステムの
恩恵を受けている；一旦行動を開始し
たなら、IDF はヒズボラの無線及び電
話通信システムを妨害し混乱させる事
は確実であり、高度に連携された抵抗
や反撃を行う事が、不可能では無いと
しても困難な事になる。ヒズボラもこ
れを把握していて、来るべき日に備え
て南レバノンの大半を、個々に自らを
防御する事のできる防御拠点のネット
ワークに変えていた。また、両陣営の
統合作戦チットの使用方法は微妙に異
なっている。 
両陣営の戦術は、このゲームの勝利
条件を反映する事になるであろう。ヒ
ズボラは IDF(及び国家としてのイス
ラエル)を破壊する事はできないが、お
そらく豊富に備蓄したロケットとミサ
イルを使用してイスラエル領内に対す
る砲撃を持続すると思われ、更に IDF
に最大限の損害を負わせる為に最善を
尽くす一方で、“南レバノンの防御者”
としての任務を強化する。ジェフリー
ホワイトは、IDF が“ダーヒヤ・ドクト
リン”を使用する可能性を示唆してい
る(10 頁)；つまりヒズボラの軍事活動
を容易にしている民間の社会基盤(道
路/橋/要塞化された村/経済工業目標)
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に対して、イスラエル軍が連座的懲罰
としての地上/航空攻撃を行う、という
事である。このゲームに於いて、IDF
プレイヤーは“対価値戦略”オプション
によって、このドクトリンを採用する
選択肢を与えられている：IDF プレイ
ヤーは副次的損害の戦闘結果によって
南レバノンを破壊し威嚇する事によっ
て勝利ポイントを獲得するが、一般的
に副次的損害イベントが反政府軍に有
利に働く為、各々のイベントは IDF プ
レイヤーの軍事任務をより困難にする
(その上、シリア軍介入の可能性が増
す)。“対兵力戦略”オプションを選択し
た場合、IDF プレイヤーはヒズボラ(こ
れにはシリアも含まれる)の軍事能力
の壊滅に最善を尽くす様に促される。
いずれにせよ、IDF プレイヤーはゲー
ム終了時に南レバノンの一部を支配し
ている事によって恩恵を受ける。 
この様な戦争が実際に起こったなら、
この地域全体の動乱、民間人の甚大な
死傷、再建に多くの年数を要する様な
破壊(再建するとしても)が発生する事
になる。このゲームの様な事が、実際
には発生しない事を望む。しかしジェ

フリー・ホワイト氏は、結局この様な
戦争によってイスラエル(及びアメリ
カ)の戦略的目標が達成される事を示
唆している。彼は以下の様に述べてい
る： 
 “戦争が発生したなら、戦争を終結
させる為の直接行動を、ワシントン
は必ずしも迅速に行うべきでは無い。
これは、戦争は恐ろしい、止めさせ
なくてはならない、という確信に基
づく、紛争に対する自然な反応であ
る。にもかかわらず、変化は必要で
ある：ヒズボラの軍事能力を解体し、
政治力を低下させる必要がある；シ
リアは、重大な代償を支払うこと無
く、自身のシニカルな利益を推進す
る手段としてのレバノンに於けるバ
イオレンス・ゲームをプレイする事
が可能である、と悟る必要がある；
そしてイランは、軍事的代理人とし
てのヒズボラが敗北し、政治力が低
下する事を見届ける必要がある。
IDF の作戦の成功だけがこれらのゴ
ールを獲得する事ができ、これには
かなりの時間が必要となるだろう。
したがって、アメリカ合衆国は IDF

にその時間を与える事を考慮すべき
である─これは容易な課題では無い
が”。(41 ページ) 
両陣営が互いに抱いている敵陣営の
戦力と仮定をウォーゲームの厚紙研究
所でテストする必要がある、というの
がこのゲームを創った理由である。 

追加のデザインノート： 
これは、元々2010 の秋/冬(つまり“ア
ラブの春”の数ヶ月前で、シリア争乱/
内戦が関係する)にデザインしたゲー
ムである。2012 年にこのゲームの開
発を行っている際に前提としたのは、
アル-アサド政権が国内の反対勢力を
鎮圧する事は可能であり、したがって
レバノンの代理人たちを支援する為の
軍事介入を目論むことが可能である、
と言う事であった。時はこの前提を覆
すかも知れない；プレイヤーが同意す
るなら、シリア軍及びイラン軍の介入
をこのゲームから除外しても構わない。 

第３次レバノン戦争(201？)シナリオ指示とセットアップ 
ゲーム長 = 20 ターン 

 IDF 開始時  使用可能な増援  注記 
 TF HQ 6 1(J-1 チットを使用する事で登場) 開始時：イスラエルの 
           何れかに配置する事。 
    増援：聖域に登場する 

 戦術ユニット 機甲旅団×7 機械化歩兵旅団×1 開始時：イスラエルの何れかに。 
  機械化歩兵旅団×6  軽歩兵旅団×2 TF HQ 配下でゲームを開始する 
  軽歩兵旅団×3  CSU×1  事ができる(何れのモードも可) 
  軽歩兵大隊×1  (J-1 チットを使用する毎に 増援：TF HQ の存在するゾーン 
  SOF×3         １ユニットが侵入)  又は聖域ゾーンに登場 
  CSU×4 
 C2 レベル = 7 

 反政府勢力軍 開始時  使用可能な増援  注記 
 戦術ユニット 民兵×12 民兵：プレイ中に、除去されたカウ 開始時：レバノンの何れかに； 
  ゲリラ× 12  ンターから創成する事ができる。  Litani/リタニ川より南のゾーン 
  主力軍×4  J-1 チットを使用する毎に２つの  (Marjayoun/マルジャユーンを 
  短射程ロケット×5  民兵ユニットを登場させる。  含む)の各々に最低２ユニット 
  中射程ロケット×3 弾薬枯渇によって削除された J-4 チ 増援：反政府軍ユニットの存在 
  ミサイル×2  ット：J-1 チットを使用する毎に  するゾーンの何れか、又は 
  ダミー×8  １枚の J-4 チットを戻す事(つまり  聖域ゾーンに登場 
    使用可能なチットの山に加える)。 
   ダミー：現時点の C2 レベルと同数 
    (J-1 チットを使用する事で、上記 
    の増援の何れかと共に登場する) 
 C2 レベル = 5 
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第２次レバノン戦争(2006)シナリオ指示とセットアップ 
ゲーム長 = 12 ターン 

 IDF 開始時  使用可能な増援  注記 
 TF HQ 1 2(イスラエル軍のエスカレーション 開始時：イスラエルの何れかに 
    が発生した際に全てが登場) 増援：聖域に登場する。 
     
 戦術ユニット 機甲旅団×3 機甲旅団×4 開始時：イスラエルの 
  機械化歩兵旅団×2  機械化歩兵旅団×3  何れかに配置する事 
  軽歩兵旅団×1  軽歩兵旅団×1 TF HQ 配下でゲームを開始する 
  軽歩兵大隊×1  SOF×1  事ができる(何れのモードも可) 
  SOF×2 CSU×2 
  CSU×2 (イスラエル軍のエスカレーション 
    が発生した際に全てが登場) 
 C2 レベル = 6 

 反政府軍 開始時  使用可能な増援  注記 
 戦術ユニット 民兵×8 民兵：プレイ中に、除去されたカウ 開始時：全てのユニットを、 
  ゲリラ×8(無作為選択)  ンターから創設する事ができる。  Litani/リタニ川より南の 
  主力軍×2  J-1 チットを使用す毎に２つの民兵  ゾーン(Marjayoun/マルジャ 
  短射程ロケット×3  ユニットを登場させる。  ユーンを含む)の各々に、 
  中射程ロケット×2 弾薬枯渇によって削除された J-4  最低２つのユニットずつ。 
  ダミー×8  チット：“イラン軍の再補給”又は 増援：反政府軍ユニットの 
    “ロシア軍の分配”が発生した場合  存在するゾーンの何れか、 
    のみ再登場する(つまり、使用可能  又は聖域ゾーンに登場。 
    なチットの山に加える)。 
   ダミー：現時点の C2 レベルと同数 
    (J-1 チットを使用する事で、上記 
    の増援の何れかと共に登場する) 
 C2 レベル = 5 
 
 
 
 
第２次レバノン戦争シナリオ ルール変更、例外と修正 
2.1 地理的制約 
IDF の通常型ユニットは、Litani/リ
タ ニ 川 を 横 切 る 事 が で き な い
(Marjayoun/マルジャユーンに進入す
る事はできる)。IDF プレイヤーはレバ
ノン領のあらゆるゾーンに対して
SOF ユニットを侵入させ、戦闘を行う
事ができ、また敵ユニットに対する縦
深攻撃を行う事ができる。両陣営のユ
ニットは、シリアに進入する事ができ
ない。 

10.41 砲撃支援 
反政府軍プレイヤーが戦闘に於いて
J-4 チットを使用した場合、反政府軍
プレイヤーは戦闘結果表上で使用する
列を右に２列シフトさせることができ
る(１列では無い)。しかし、その戦闘
を解決する為のダイスロールの結果が
“１”であった場合、弾薬枯渇が発生し
たと見なされ、その J-4 チットは永久
に除去される(“イラン軍の再補給”又
は“ロシア軍の分配”イベントが発生し

た場合、このチットを復帰させること
ができる)。 

15.32 IDF の特殊ユニット 
2006 年シナリオでは、第 900“Kfir”
軽歩兵旅団ユニットは特殊能力を持た
ない(この戦争で教訓を学んだ)。 

15.4 広域戦争 
・このシナリオでは、シリア軍とイラン
軍は参戦しない。シリア軍ユニットと
イラン主力軍ユニットを除去し、“イ
ラン介入イベント”を無視すること。 
・イスラエルのエスカレーション
(“Changing Direction”作戦)：カス
ケード効果イベントの“シリア軍の介
入”を、“イスラエルのエスカレーショ
ン”であると見なす事。 
① このイベントが発生する毎に、IDF
プレイヤーはこのイベントの総発生
回数を記録し、１つのダイスでダイ

スロールを行う。 
② ダイスロール結果がこのイベント
の総発生回数以下であった場合、
IDF は軍事的関与を拡大させ、チャ
ートの“使用可能な増援”に記載され
た全てのユニットを、即座にゲーム
に登場させる(この増援の登場に対
して、IDF プレイヤーは J-1 チット
を使用する必要は無い)。これ以降、
“イスラエル軍のエスカレーション”
イベントを無視する事。 

18.0 勝利ポイント 
・IDF プレイヤーが獲得する事ができ
るのは“対兵力戦略”の勝利ポイント
だけである(対価値戦略を選択する
事はできない)。 
・双方のプレイヤーがゾーンの支配に
よる VP 獲得の対象とする事ができ
るのは、Litani/リタニ川より南のゾ
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ーン(Marjayoun を含む)だけである。 
カスケード効果イベントの変更 
・“イラン軍の介入”イベントを無視す
ること。 

・“シリア軍の介入”イベントを“イスラ
エル軍のエスカレーション”である
と見なす事。 
・“イラン軍の再補給”が実施されるの
は、このイベントが発生した際に反
政府軍プレイヤーがダイスロールを
行い、その結果が“1-3”であった場合
だけである(イスラエル海軍がレバ
ノンの港を封鎖しているが、対艦ミ
サイルによって一時的に退去させら
れた事例が存在している)。 

第２次レバノン戦争 
シナリオの解説 

・これは全体的にユニット数が少なく、
より短期間のシナリオである。この

シナリオでは、非常に多くの IDF の
地上部隊が越境を開始した 2006 年
7 月 23 日から、停戦が発効した 8月
14 日までの期間を扱っている。 
・1982 年以降、IDF は重要な大規模
地上作戦を実施しておらず、2006 年
の作戦では、その動員から情報収集、
実戦能力に至るまで、構造的・手法
的な多くの欠陥を露呈した。これは、
低く設定された IDF の C2 レベルと
少ないタスクフォース HQ ユニット、
更にイスラエル政府がレバノンに大
規模部隊の投入を決定する時期が不
確定である事によって表されている。 
・IDF は、ヒズボラの使用する対戦車
兵器の質と量に対する準備ができて
いなかった上に、それに対抗する戦
術も持ち合わせていなかった。これ
を反映する為に、反政府軍プレイヤ
ーが J-4 チットを使用する際の追加
効果が用意されている(通常１列の
右シフトが、２列の右シフトになっ
ている)。 

・2006 年に於いて、ヒズボラの戦闘
員は少なくロケットユニットも少数
であった (その多くは短射程の
122mm“グラート”ロケットランチ
ャー/BM-21 122mm 自走多連装ロ
ケット砲であった)。このシナリオの
反政府軍の初期配置には、7月 13 日
に開始されたイスラエル空軍による
ロケット砲陣地とロケットランチャ
ーに対する空爆による損失が織り込
まれている。ダミーユニットの数が
非常に多いが、これはレバノン領内
のヒズボラ部隊配置に関して、IDF
が満足な情報を持っていなかったと
いう状況を反映している。 
・このシナリオでは、オプションの J-5
と J-6 チット及びそのルールを使用
する事ができない。 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦闘シークエンステーブル (10.0 を参照) 
 ステップ 行動/注記 

・攻撃側は戦闘を行う為に J-3 チットを使用し、目標ユニットを宣言する(集中または暴露モ
ード=１つのユニット；散開モード = 複数のユニット) 

・目標とされた非通常型の防御ユニットは、回避を試みる事ができる；J-2 チットを使用(8.12) 
・戦闘マーカーを配置する。 
・この戦闘に関与させる J-3 及び J-4 チットを同時に提出する(双方とも J-4 チットは１枚に
制限され、IDF は CSU が必要、待伏せの防御(11.21)を行っている場合を除き IDF が近接
航空支援に使用する J-3 は無制限) 
・戦闘に関与している全てのユニットとチットをバトルマップ上に配置する。 
・攻撃側が待伏せを行っている場合を除き(11.2)、防御側が常に戦術的優位を持つ。 
・関与する戦術ユニットの J-3 値を合計し、戦闘結果テーブル上で該当する列を探す。副次
的損害を回避する為に、これより低い列を使用する事ができる。 
・コラムシフトの適用： 

右シフト：J-3 又は J-4 チットを使用する毎に１列 
左シフト：居住地ゾーンの場合１列、都市ゾーンの場合２列(敵が待伏せさを受けてい

る場合を除く) 
・ロール 1d6：テーブルで得られた数値は、損失するステップ数である(反政府軍のダイスロ
ールが“１”の場合は弾薬枯渇；J-4 チットを除去する(10.41))。 
・敵は自軍ユニットに対して望む様にステップ損失を分配する。最弱ステップを越える損失
を受けたユニットは、除去される：そのユニットをデッドパイルに配置する(反政府軍民兵
/シリア軍ユニットは、その代わりに除去される(10.63))。 
・全ての戦術ユニットが除去され、１ステップ減少を受けた TF HQ は除去される。除去さ
れた TF HQ がデッドパイルから回復するまでの間 C2 レベルが１低下する。 
・過剰なステップ損失および都市ゾーンでの損失は、副次的損害を発生させる。 
・第１射撃と同様(ステップ損失が適用された値を使用) 
・ユニットをマップかOBB マットに戻し、チットを使用可能なチットの山に戻す。 
・戦闘マーカーを除去する。 
・副次的損害が発生した場合、１回のカスケード効果イベントのダイスロールを行い、その
結果を実行する。 
・その戦闘の勝者(即ち、全ての敵ユニットを除去し且つ最低１つの自軍戦術ユニットが存在
している)は、１枚の J-2 又は J-3 チットを選択し取得することができる。 

戦闘結果表 (* =反政府軍は弾薬枯渇) 
 ダイスロール 1 2-4 5-8 9-15 16-24 25-36+ 
 １* -  - 1 1 2 3 
 2 - - 1 2 4 5 
 3 - - 2 3 5 7 
 4 - 1 2 3 5 8 
 5 - 1 2 4 6 10 
 6 1 2 3 5 8 12 
  

第３次レバノン戦争 バトルマップ 
 チット ユニット チット 
 
 
 
  ユニット 

1. 攻撃宣言と回避 
 
 
 
2. 関与 
 
3. 配置 
4. 戦術的優位の決定 
5. 第１射撃(戦術的優位を持つ

プレイヤーが実施) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 反撃射撃 
7. 後処理 
 
8. カスケード効果 
 
9. 併合 



 
プレイシークエンス 

フェイズ  行動 
・より高い C2 レベルを持つプレイヤーがこのターンの第１プレイヤーである。同レベルであった
場合、IDF プレイヤーが第１プレイヤーである。 
・準備：第１プレイヤーの暴露ユニットの全てを、アンダーグラウンドモード面に裏返すかOOB

マット上に配置する。 
・統合作戦：統合作戦チット機能テーブルに記載に従ってされている様に、統合作戦チットを使

用する。 
・計画：手元に残っている全てのチットを破棄し、新たに現在の C2 レベルと同数のチットを選択

し取得する。 
・第２プレイヤーは、自身のユニットで準備、統合作戦、計画フェイズを実行する。 
・カスケード効果チャートのダイスロールを行い、イベントを実行する。 
・ゲームターンマーカーを１枠前進させる。最終ターンの場合、勝利判定を行う。 

 

統合作戦チット機能表 
カード  機能 

・増援ユニットとダミーの登場(シナリオの指示を参照) (7.1、15.5)  
・戦術ユニットの回復(１つの戦術ユニットを完全戦力に復元する、又は１つの戦術ユニットか TF 
HQ(IDF のみ)か全ての戦術ユニット(反政府軍のみ)をデッドパイルから完全戦力で回復させる(7.2))。 
・１つのゾーン内のユニットの再編成、再グループ、モード変更(7.3)。 
・戦術的情報収集(8.1)： 

敵ユニットの探索(1d6 のダイスロール(地形修正有り)と、探索を行うユニットの J-2 値の合計と
比較する；ダイスロール =< J-2 の合計値で探索成功、修正後のダイスロールと同数のユニ
ットを暴露)。 

回避：非通常型ユニットは回避を行う事ができる(1d6 ダイスロール(地形修正有り)と、暴露され
たユニットの J-2 値の合計とを比較する；ダイスロール =< J-2 合計値の場合、全ての暴露
ユニットをアンダーグラウンドモードにする)。 

IDF の航空偵察：J-2 値“３”で、マップ上の何れかのゾーンで戦術偵察を行う。 
ダイスロール修正：IDF プレイヤーの行う偵察；都市ゾーンでは＋１、居住地ゾーンでは＋１。

反政府軍プレイヤーの行う偵察/回避；都市ゾーンでは-２、居住地ゾーンでは-１(反政府
軍は、<1 を“1”とみなす事)。 

作戦情報収集(8.2)：敵の統合作戦チットを調べる。 
・戦術移動の実行(9.1)：１つの通常型ユニットに(集中モードである事)、又は１つのゾーンの全ての非
通常型ユニット(最大で C2 レベルと同数まで、民兵ユニットは移動する事ができない)。敵通常型ユ
ニットの存在するゾーンに進入した際、停止しなくてはならない。ユニットが敵非通常型ユニットの
存在するゾーンに進入した際、その非通常型ユニットは待ち伏せを行う事ができる。 
・攻撃の実行(9.2) 
・IDF は、近接航空支援や縦深攻撃を使用する事ができる(12.1、12.2)。 
・反政府軍はロケット/ミサイル攻撃の発動やイスラエルのインフラに対する急襲を使用する事ができ
る(12.3、12.4)。 
・戦略移動の実行(１つの通常型ユニット、または１つのゾーン内に存在する C2 レベルと同数までの非
通常型ユニットを、聖域ゾーンに移動させる)、または空中機動移動(IDF の TF HQ/軽歩兵/SOF のみ、
何れかのゾーンから何れかのゾーンに)。 
・戦闘シークエンスの関与ステップに於いて J-4 チットを使用する事で、戦闘支援を行う(戦闘毎に１
枚のチット、１列の右シフト、通常型ユニットを支援する為には該当ゾーンに CSU が存在している
事)。 
・事前計画：J-5 チットを自身の前に配置、次に３枚のチットを選択してこの J-5 チットの下に配置す
る。プレイヤーは次のターンにこれら３つのチットを使用する事ができるが、これらを連続して使
用・リアルタイムの計画：J-5 チットを使用して１枚のチットを選択し、取得する。 
・ネットワーク化された作戦：或るゾーンで J-2 か J-3 チットを使用する際に J-6 チットを使用する。
そのゾーン内の全ての TF HQ ユニット、又は C2 レベルと同数までの非通常型ユニットに、連続し
て同一任務を実行させる事ができる。 
・情報戦争：使用する J-6 チット毎に 1d6 のダイスロールを行う。“5”か“6”の目が出る毎に、敵の使用
可能なチットの山から１枚のチットを無作為に除去する。 

  

C2の決定 
 
第１プレイヤーターン 
 
 
 
 
第２プレイヤーターン 
カスケード効果 
ターン終了 

J-1：兵員管理 
 

 
J-2 諜報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-3：作戦 
 
 
 
 
 
 
J-4：兵站 
 
 
 
 
J-5：計画 
(オプション) 

J-6：情報伝達 
(オプション) 



 
 

IDF J-3 航空作戦表 
任務 機能 

・戦闘を行っているユニットを支援する為に、望むだけの数のチットを使用する(待伏せに対する防御
を行っている場合を除く)：チット毎に、戦闘結果表(CRT)で１列の右シフトを行う。 
・目標：１つのゾーンに存在する、全ての敵通常型ユニット(モードは問わない)、または全ての暴露モ
ードの敵非通常型ユニット。 
・手順：集中モードの通常型ユニットの場合 CRT の“5-8”の列で 1d6 ダイスロールを行い、散開モー
ドの通常型ユニットか暴露モードの非通常型ユニットの場合は“2-4”の列でダイスロールを行う。そ
のゾーンの地形による修正を行う。副次的損害が発生する可能性がある。 
・目標：上記同様に１つの戦術ユニット 
・手順：上記と同様に CRT 上で 1d6 を行う。副次的損害は存在しない。 
・目標：反政府軍(シリア軍)TF HQ 
・手順：PGM 攻撃と同様に CRT 上で 1d6 を行う。副次的損害は存在しない。あらゆるステップ損失
で TF HQ を除去する；C2 レベルが永久に１低下し、OOBマット上の全てのユニットを、１つの分
遣された戦術ユニットとしてマップ上に配置する。 
・J-4 チットが必要 
・１つの TF HQ、軽歩兵または SOF ユニットを、マップ上の何れかのゾーンから別のゾーンへと移動
させる。SOF ユニットは反政府軍の聖域やシリアに進入する事ができる(これを行う毎にカスケード
効果表のダイスロールを行う事)。 
 

 
 

反政府軍の J-3 特殊作戦表 
任務 機能 

・１枚の J-3 チットを使用する事で、１つのゾーン内の全てのロケット/ミサイルユニットにマップ外
のイスラエル領の目標に対する“射撃”を行わせる事ができる。民間または軍事インフラのどちらを目
標にするかの宣言を行う。射撃を行ったロケット/ミサイルユニットを暴露面に裏返す事。 
SR ユニット：Litani 川の南側から射撃を行う事ができる(Marjayoun を含む)。 
MRユニット：聖域ゾーン以外のあらゆるゾーンから射撃を行う事ができる(Marjayounを含む)。 
ミサイルユニット：あらゆる場所から射撃を行う事ができる。 

・ロケットユニット毎に１つの６面ダイスでダイスロールを行う；ミサイルユニット毎に２つの６面ダ
イスでダイスロールを行う。“6”の目が出る毎に、１つの“命中”を獲得する。 
・民間インフラ：命中毎に 1VP、自動的に副次的損害(13.0)。 
・軍事インフラ：マップ上の１つの IDF CSU ユニットが１ステップの損失。 
・１枚の J-3 チットを使用して、民間または軍事インフラの何れかを目標に指定する。イスラエル国境
に隣接したレバノン領ゾーンを少なくとも１つ支配(競合では無い)している事が必要(支配している
ユニットを暴露する必要は無い)。 
・２つのダイスでダイスロールを行う。“６”の目が出る毎に１つの“命中”を獲得する。効果は上記同様。 

  

近接航空支援 
 
縦深攻撃/ 
エリア攻撃 

 
 

縦深攻撃/ 
エリア攻撃 

縦深攻撃/ 
中枢攻撃 

 
 
空中機動移動 
 

インフラへの 
ロケット/ミサイル 
攻撃 
 
 
 
 
 
 
 
イスラエルへの 

小規模急襲 
 



 

カスケード効果表 
２桁の数字を得る為に、サイズか色の異なる２つの六面体ダイスでダイスロールを行う。１つのダイスを 10 の桁、もう一つの
ダイスを１の桁とする：従ってダイスロールが２と３であった場合は 23 であると見なす。ダイスロールが“66”であった場合、
一度だけのイベントが発生する：１つのダイスで追加のダイスロールを行ってテーブルを参照する：例えば、２度目のダイスロ
ールが“２”の場合は“66+2”の列を参照する。２度目のダイスロールが“５”か“６”であった場合、及び既に発生したイベントが
再度発生した場合は“効果無し”と見なす事。 
上記のダイスロールの代わりに、ジョーカーを取り除いたトランプを使用する事ができる。エースは A、ジャック・クィーン・
キングは、各々Ａ，Ｊ，Ｑ，Ｋと記載されている。 

 

  ダイス 
カード  ロール 

国家レベルの支援：IDF プレイヤーは１枚の統合作戦チットを無作為に取り出し、それを取得する。 
反政府軍の外部支援：反政府軍プレイヤーは１枚の統合作戦チットを無作為に取り出し、それを取
得する。 
メディアの唐突訪問：クリスティアンアマンプールが訪れた。1つのダイスでダイスロールを行う。 

1-3 = 好意的報道：IDF プレイヤーは、１枚のチットを選択し取得する。 
4-6 = 否定的報道：IDF プレイヤーは、１枚のチットを破棄する。 

(一度だけのイベント) 
侵入者：反政府軍プレイヤーは、１つのゲリラ又は主力軍ユニットをレバノン領の何れかのゾーン
からレバノン領の他のゾーンへと移動させる事ができる(アンダーグラウンドモードのユニット
の場合、暴露する必要は無い)。 
メディアによる民間人被害報道：このイベントが副次的損害の結果として発生した場合、このダイ
スロールを行ったプレイヤーは手持ちの統合作戦チットの半数(切下げ)を破棄しなくてはならな
い(破棄するチットは所有プレイヤーが選択する)。それ以外の場合、効果無し。 
国連決議：この戦争を最も強い言葉で非難した：ゲーム効果は無い。 

(一度だけのイベント) 
1-3 = IDF プレイヤー; 
4-6 = 反政府軍プレイヤーは、手持ちの J-2 または J-6 チットを１枚破棄する。 
どちらも持っていない場合は無効。 

レバノン軍の介入：反政府軍プレイヤーは北部レバノン聖域に隣接し且つ IDF の通常型地上ユニッ
トが自由に進入する事のできるヘクスゾーンの１つを選択する。これ以降ゲーム終了までの間、
IDF プレイヤーはこのヘクスゾーンに自軍通常型地上ユニットを進入させることができない(SOF
や縦深攻撃を使用する事は可能)。 
シリア軍の介入：反政府軍プレイヤーは、このイベントの発生回数を記録する事。シリア軍の介入
ダイスロールを行う(1d6 ダイスロールを行い、このイベントの総発生回数を比較する)。15.41 を
参照する事。 
イランの再供給：反政府軍プレイヤーは、弾薬切れ(10.41)によって除去された全てのJ-4チットを、
即座に自身の使用可能なチットの山に戻す事ができる。 
イラン軍の介入(部隊)：反政府軍プレイヤーは増援として１つのイラン主力軍ユニットを受け取る。 

(一度だけのイベント) 
蜂起：反政府軍プレイヤーは、これ以前に除去された民兵ユニットの１つを受け取り、少なくとも
１つの自軍ユニットが存在しているレバノン領ゾーンの何れかに配置する。 

国際的な停戦強要：ゲーム長を２ターン短縮する(これによってゲーム終了となる場合、現行ターン
を終了する事)。 

反乱軍の派閥争い：反政府軍プレイヤーは手持ちの統合作戦チットを無作為に１枚破棄する。 
ロシアの武器取引：反政府軍プレイヤーは、弾薬枯渇によって除去された J-4 チットを１枚、使用
可能なチットの山に戻す。 

反政府軍の外部支援：反政府軍プレイヤーは１枚の統合作戦チットを無作為に取り出し、それを取
得する。 

 (1d6)を行う(民間または軍事インフラの何れかに対して)。一方、IDF はこの蜂起に厳しく対処す
る；ロケット攻撃の結果に関わらず、副次的損害に対するカスケード効果のダイスロールを行う。 

(一度だけのイベント) 
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IDF OOB マット 
 
 
36 Armor Division 
“Storm” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Mechanized 
Division 
“Galilee” 

 
98 Paratrooper 
Division 
“Fire” 

 
162 Armor Division 
“Steel” 

 
210 Armor Division 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
319 Armor Division 

 
366 Armor Division 
“Pillar of Fire” 

 

 
 
 

ユニットチャート 
ユニット 
タイプ モード 完全戦力 

(J-2/J-3) 
１ステップ  
損失 

２ステップ 
損失 

３ステップ 
損失(最弱) 

機甲旅団 集中 
分散 

1-7 
2-4 

1-6 
1-3 

0-4 
1-2 

0-2 
0-1 

機械化歩兵 
旅団 

集中 
分散 

1-6 
2-4 

1-5 
2-3 

1-4 
1-2 

0-2 
1-1 

軽歩兵旅団 集中 
分散 

2-5 
3-3 

1-4 
2-3 

1-3 
2-2 

0-2 
1-1 

軽歩兵大隊 集中 
分散 

2-2 
2-2 -- -- 

1-1 
1-1 

CSU 集中 
分散 

0-(3) 
0-(2) 

-- -- 0-(2) 
0-(1) 

SOF 非通常型 
ユニット 4-2 3-1 2-1 1-1 

 
 
  



反政府軍 OOB MAT 
 

 
1 Syrian Mechanized Corps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ユニットチャート 
ユニット 
タイプ 

モード 
完全戦力 
(J-2/J-3) 

１ステップ 
損失 

２ステップ 
損失 

３ステップ 
損失(最弱) 

機甲師団 集中 
分散 

0-10 
0-8 

0-7 
0-6 

0-5 
0-4 

0-3 
0-2 

機械化歩兵 
師団 

集中 
分散 

0-7 
0-5 

0-5 
0-4 

0-3 
0-2 

0-1 
0-1 

CSU 集中 
分散 

0-(3) 
0-(2) -- -- 

0-(2) 
0-(1) 

民兵 非通常型 
ユニット 1-2 

全ての反政府軍の非通常型ユニットは、ステップ
損失を受けた際に除去される。反政府軍の民兵は
デッドパイルに移されることは無いが、増援とし
てゲームに再登場する事ができる。 

ゲリラ 非通常型 
ユニット 

1-2, 2-2, 3-2 

主力軍 非通常型 
ユニット 

1-3, 1-4  
(イラン軍) 

短/中距離 
ロケット 

非通常型 
ユニット 

(2)-(1) 

ミサイル 非通常型 
ユニット 

(3)-(1) 

 


