


諸君　私はフランス戦車が好きだ

諸君　私は AMX 40 が好きだ

諸君　私はアヒルが大好きだ

ランダム戦が好きだ

拠点戦が好きだ

チーム戦が好きだ

イベント戦が好きだ

通常戦が好きだ

遭遇戦が好きだ

強襲戦が好きだ

小隊戦が好きだ

草原で　市街地で

雪上で　砂漠で

水際で　山中で

湿原で　鉄道で

この地上で見られる ありとあらゆるアヒルが大好きだ

草木に隠れたの駆逐の一斉発射が 轟音と共に重戦車を吹き飛ばすのが好きだ

視界外から殴られた車列が 効力射で散り散りになった時など心がおどる

重戦車兵の操る日虎の 88mm と 敵戦車を撃破するのが好きだ

カモにしようと 側面から飛び出してきた軽戦車を

非貫通で弾き返した時など胸がすくような気持ちだった



砲塔をそろえた中戦車の横隊が 敵の戦列を蹂躙するのが好きだ

恐慌状態の新兵が 既に瀕死の自走砲に 何度も何度も体当たりする様など感動すら覚える

敗北主義のＡＦＫたちを尻目に勝利を収める様などはもうたまらない

泣き叫ぶ芋戦車達が 私が戦線をこじ開けるとともに

なだれ込んだ Luchs の火列で ばたばたと薙ぎ倒されるのも最高だ

哀れなティア 3 戦車が 雑多な小火器で健気にも立ち上がってきたのを

改良砲塔の 75mm 榴弾が 弾薬庫ごと木端微塵に粉砕した時など絶頂すら覚える

露日の重戦車団に滅茶苦茶にされるのが好きだ

必死に守るはずだった陣地が蹂躙され チハたんが潰され殺されていく様は とてもとても悲しいものだ

英米の物量に押し潰されて殲滅されるのが好きだ

クロムウェルに追いまわされ 害虫の様に地べたを這い回るのは屈辱の極みだ

諸君　私はアヒルを 地獄の様な戦場を望んでいる

諸君　私に付き従う入隊志願者諸君

君達は一体 何を望んでいる？

更なる戦場を望むか？

情け容赦のない 糞の様なアヒルを望むか？

鉄風雷火の限りを尽くし 三千世界の鴉を殺す 嵐の様なアヒルを望むか？

「AMX 40（アヒル）！！AMX 40（アヒル）！！  AMX 40（アヒル）！！」

…よろしい　　ならば開演だ。







B を選んだあなたにおススメのアヒルは…

A を選んだあなたにおススメのアヒルは…
Luchs  (tier4 LT)

蝶のように舞い、蜂のように刺す。それを可能にするのは圧倒的な

身軽さと馬力の両立が成せる技。神出鬼没の攻撃で巨人たちをねじ

伏せよう！

→この戦車が気に入ったら、次のページに進んでみよう。

　（この戦車での戦い方が知りたいキミは１０ページ以降に進んでね）

T-34  (tier5 MT)

伝家の宝刀 Zis-4は金弾貫通 189mm！戦場のどこから撃ってもKV-

1すら豆腐扱いできるぞ！もはやコイツで抜けなきゃあきらめよう

な！

→この戦車が気に入ったら、次のページに進んでみよう。

　（この戦車での戦い方が知りたいキミは１０ページ以降に進んでね）

O-I  (tier6 HT)

最大の凶器 15cm砲。こいつにAPを込めさえすれば、同格までの

全戦車をワンパン祭りだ！逃げられる前に全部食っちまえ！

→この戦車が気に入ったら、次のページに進んでみよう。

　（この戦車での戦い方が知りたいキミは１０ページ以降に進んでね）

B-2  (tier4 HT)

フランスが生んだ希代の史実重戦車！常に同格としか戦わないとい

う特殊マッチングが最大の武器だ。ティア４に上がりたての

Newbie達を狩りまくれ！

→この戦車が気に入ったら、次のページに進んでみよう。

　（この戦車での戦い方が知りたいキミは１０ページ以降に進んでね）

cromwell  (tier6 MT)

軽戦車級の最高時速 64kmに、安定した貫通、優秀な隠蔽と３拍子

そろったコイツこそ究極の自活戦車の名にふさわしい。自分で自分

が、自分のためにゲームメイクだ！

→この戦車が気に入ったら、次のページに進んでみよう。

　（この戦車での戦い方が知りたいキミは１０ページ以降に進んでね）

えっ？ AMX 40 はどこにあるのかって？

まぁ、次のページをめくってみなよ。

C を選んだあなたにおススメのアヒルは…

D を選んだあなたにおススメのアヒルは…

E を選んだあなたにおススメのアヒルは…





どうだ諸君。

アヒルの真の姿に失望したかね？それともむしろ、絶望してしまったかね？

君は必ず思ったであろう。

「こんなゴミで戦う、ましてや勝つなんてどうすればいいんだ」と。

事実、アヒルはか弱い。

私自身ですらも他の戦車の力を借りてやっとのことで勝利できているという自負がある。

しかし、運で 5 戦 3 勝のラッキーで 60％なんてチンケなモンじゃない、

800 戦 500 勝 60％越えを達成する「勝ち方」は確かに存在する。

ＤＰＭや貫通では測れない、しかし、なけなしの長所がアヒルにはある。

それらを総動員し、自らの知力と体力を切り売りし、味方の手を借りながら勝利を得たとき、

「弱いはず」の戦車に完封され、敵が打ち砕かれる様を君は見るであろう。

ティア４軽戦車を相手に撤退するティア５重戦車を見るだろう。

ティア６敵戦車の亡骸を尻目に君は進軍するだろう。

そして、味方の頼もしさを知るだろう。

もし万一、この考え方に同意してもらえるのであれば幸いだ。

次からの項を読み進めてほしい。

もし同意できないのであれば、途中は読み飛ばして構わない。

１０ページ以降に書いたマップ解説が君の役に立つだろう。

アヒル以外の戦車に使える要素やマップごとの注意点を書いておいた。

では諸君の健闘を祈る。



アヒル戦車　AMX40　指導教本
最初に、アヒルを使って勝つために必要な要素を概観し、これを目次とする。

1.  防御と回避（  7  ・  8      ページ）
―世の中には良いアヒルと悪いアヒルがいる。良いアヒルは生き残るアヒルだ。悪いアヒル？戦わないアヒルだ。

この項では、アヒルでの生存に必要不可欠な防御と回避についてまとめてみた。

噂ほどの硬さを実感できない戦車長は大抵弱点を隠せていない。コツをつかめば驚くほど生き残れるはずだ。

2.  トリアージ（  執筆中  ）

―勝つためには泥を啜る必要だってある。問題はそいつがいつかを見極めることだ。

言い切るが他の戦車と違い、アヒルには戦略的価値は無い。

それゆえに、「どこで体を張るか、どこまで粘るか」の見極めが大切になる。

それについて解説をしてみた。

3.  攻撃（  執筆中  ）

単なる萌えアイコン程度の主砲だが、貫通さえすれば予想外のダメージを相手に与える。

ティア 1 相当の DPM とティア２相当の金弾。これでいかに効率的に相手をビビらせるかを楽しんで

ほしい。

4  .  マップ運用（  10      ページ～）

足が遅いということはつまり、先に起こることを予測せねばならないことを意味する。戦場にいくつ

かある典型的パターンを図にして用意した。使ってくれ。



『防御と回避なんて簡単だ。防御と回避さえすりゃぁイイんだからよォ！』

この項では防御と回避について解説する。

防御編

　アヒルの凄さで触れたとおり、アヒルは「柔らかいようで硬い戦車」だ。その装甲値は使い方によって最大 250mm 以

上と大きく変貌する。しかしアヒルのひどさで触れたように、貫通 80mm を超え、狙いが正確でありさえすればなら全て

の角度からダメージが入る。『使い方次第』という言葉がここまで響く戦車も無いものだ。

まずは弱点について危険度が高い順から解説していこう。

１．最初に、「絶対に狙わせてはいけない部位」だ。格下に食われるときはまず、この部位をやられていると見て良

い。逆に言えばここさえ隠せば、格下相手なら狙って絞って撃ち返しても問題ない。金弾をつまれない限り、だが。

２．  「  危険部位  」
同格や格下の金弾で抜かれる。とらせてはいけないとはいえ、さらさねば試合にならない部分でもある。さらす時間を最

低限にする、角度をつけるという細心の注意を払おう。

真後ろエンジン部
エンジンストップは死に直結する。絶対に

避けるように

キューポラ接続部
特に真左をとられたときは注意するように。

側面上部
打ち下ろされるシチュエーションは避けよ

う

側面（直角）

直角に打ち込まれるとさすがに同格でも貫通する。というか側面なら格下

には晒してもいいなんてアヒルイケメンすぎへん？

正面（直角）

直角に打ち込まれると（略）KV-1系統の重戦車に

乗ったことがある人はそのイメージで運用すれば

よい。



３．  「  安全部位  」

アヒルのアヒルたる所以。『無敵の装甲』の評判の 9 割はこの部位が発揮しているといって過言ではない。

（あ、榴弾はやめて…やめて…）

しかしこの魔法は悪魔的な角度のなせる技なので、ティア 5 駆逐とティア 6 戦車が相手のときはだいたい 6

割の確率で抜かれる。最後の悪あがきに使ってくれ。

首根っこ

もう少し詳しく言うと砲頭の正中線が危険箇所。

装甲値は変わらないが装甲が垂直で角度が死ぬ。

最大でも 80mm のため、それ以上の貫通なら

全周どこからでも貫通される超危険部位。撃つ

とき以外は極力隠そう。

ラッキーショットの大半はこの部位を抜かれる

ものなので、敵が上手かどうかは関係ない。

運転席覗き穴

細い穴部分以外は装甲値は変わらないのだが、装甲が垂直で  ここも

角度が死ぬ。足を止めたアヒルであれば通常弾のみで正面から殺せ

る。

ここを狙う敵には弱点をすべて知られているので相手をしてはいけ

ない。（戒め）

最強のおみあし。

最大 250mm の実効装甲厚がある。

ここで KV-85 の 122mmAP を弾いたとき、

俺は全てをアヒルに捧げることを決めた。

側面（角度つき）

豚飯 is 最強。

ティア 4 中戦車なら「どーぞどーぞ」と

言って撃ってもらう部位。

貫通が 150mm を越えると貫通することも

ある。

ケツ（角度つき）

エンジンさえ隠せば後ろからでも無敵。

150mm 超える奴はまずい。



―『まず、ティア６戦場についてだが、』

　『簡潔に説明を省いて結論だけ言うと』

　『お前は死ぬ』

・攻撃編・

ティア６戦場の大半において、僕はアヒルを重戦車戦場に配置します。理由はシンプルで、相手が重

戦車であればアヒル（とその他味方重戦車）を使って相手を足止めすることができるからです。

相手がティア６重戦車の場合、アヒルはほぼ間違いなく死にます。死にたくなければ他の戦車に乗っ

てください。

問題は死ぬ前に相手をどれだけ足止めしたか、削ったかです。

削るために必要な「貫通可能部位」と各車の対策をまとめました。

アヒルの基本はあくまで回避・跳弾ですが、やむを得ず撃つ必要が出たときにこれを思い出してくだ

さい。

アヒルの DPM      も      RPM      も精度もゴミ以下なので、「撃つときは死ぬとき」ぐらいの覚悟を持って戦場

に臨んでください。

補足：透過図の場合は透明なほど貫通可能性が高い。不透明なら非貫通。

KV-85

貫通安全度：F（安全部位も6割貫通）

平均被弾可能数：0.9回（上振れで死亡することあり）

攻撃可能度：B（角度さえつけられなければ余裕）



信じ難いことだが正面装甲を      AP      で（！）貫通できる唯一のティア６重戦車。正面下部がそこだ。（な

んと車体側面より薄い！！）

撃ち下ろしの状況なら無理せず正面上部でよい。

側面なら体感 4 割の確率で弾ける上に 1 発なら生存することも。122mm なら精度もリロードもゴミな

のでどんどん無駄弾を撃たせていきたい。

足が速いのでインファイトを挑まれた時点でアヒルの死亡が確定する。

駆け込ませる前に一発貫通弾をぶちこんで足を止める必要がある点だけは注意。



KV-2

貫通安全度：Z（被弾即死亡）

平均被弾可能数：0.02回（特定条件で生存率5%）

攻撃可能度：C（角度さえつけられなければ正面も貫通部位あり）

HEAT さえ使えば正面・側面から貫通できる。

被弾即死亡なので至近距離は危険。中距離から空振りさせた上でリロード時にダメージを入れ、牽制

しておきたい。



ARL44

貫通安全度：G（跳弾は体感1割以下。弾けば奇跡）

平均被弾可能数：0.2回（基本的に１発で死亡。下振れがあればこの数値か。）

攻撃可能度：D（条件が揃えば正面でも貫通部位あり。）

車体だけでなく砲頭側面も紙なので、角度がついていれば狙う価値あり。履帯  裏に弾薬庫があるので

真正面なら選択肢に入れたいが、アヒルのHEATでは貫通できない。

高貫通で高ダメージ、RPM も悪くないので低精度を期待してのタイマンは厳禁。複数で挑むだけで嘘

のように弱くなるので焦らず撃破したい。



以下の戦車に対しては絶対にタイマンを張ってはいけない。

可能な限り味方と共闘して進撃を止めよ。

T-150

貫通安全度：G（跳弾は体感1割以下。弾けば奇跡）

平均被弾可能数：0.3回（基本的に１発で死亡。非貫通や下振れがあればこの数値か。）

攻撃可能度：E（条件が揃えば正面でも貫通部位あり。）

図の通り、猫の額以下の弱点部位か砲頭以外貫通が可能な部位がなく側面も厳しい。

貫通は低いため ARL44 よりイージーに思えるかもしれないが精度が良いため事態は好転しない。弱点

のキューポラを落ち着いて狙う状況をどうやって作るかが鍵になる。

遭遇したら猫だましの貫通弾を出してにらみ合いを演出するぐらいか。

日虎・Tiger131

貫通安全度：G（跳弾は体感1割以下。弾けば奇跡）

平均被弾可能数：1回（1発では死なないが2発目で確実に死ぬ）

攻撃可能度：F（正面からの貫通は現実的に困難。）

真正面でさえあれば、どの部位も等しい確率で抜けるという意味では T-150 よりも狙いやすいが、

貫通確率が      9%  と現実感の無い数値となっている。

RPM・精度ともに整っているため基本的に正対してはいけないし、

他の戦車にとってイージーターゲットであるためヘイトを高める程度に抑えるべき相手。

M6

貫通安全度：F（安全部位も6割貫通）

平均被弾可能数：0.9回（上振れで死亡することあり）

攻撃可能度：F（正面からの貫通は現実的に困難。）

図の通り正面は豆粒レベルの弱点以外抜くところがない。T-150 と比べてキューポラが無くなった分

だけ凶悪化している。むしろ角度をつけた方が抜けるという稀有な例だが、ここまでくると敵として

認識してくれるかすら怪しい。

主砲はKV-85 と同程度の脅威度だが攻撃の成功可能性がほぼゼロなのでトドメ以外は正対してはいけ

ない。



O-I

貫通安全度：Z（被弾即死亡）

平均被弾可能数：0.02回（特定条件で生存率5%）

攻撃可能度：E（正面不可。側面に貫通部位あり）

正面貫通不可。この絶望的な 6文字により敵としてよりも間違いなくエサとして認識されている。

こちらとしてはそれを最大限利用する。

被弾即死亡だがとんでもないガバ砲であり、砲頭の回転も遅いので、履帯を切ったり顔を出したりす

ることで積極的にヘイトを高めて味方をサポートしたい。

側面に HEAT を撃っても貫通確率は 7割がいいところなので、可能な限り弾薬庫を狙っていきたい。

チャーチルVII

貫通安全度：G（跳弾は体感1割以下。弾けば奇跡）

平均被弾可能数：1回（1発では死なないが2発目で確実に死ぬ）

攻撃可能度：Z（背面以外不可）

背面エンジン以外貫通不可。弱点部位の小ささからいってダメージを与えること自体諦めた方がよい

相手。

出来るサポートはヘイトを高めるぐらいだが、O-Iと異なり高精度高貫通で狙われたら命はない。

ラスト一両がチャーチルである以外は別のターゲットを狙う方が現実的である。





制作・著作：おサルモンキー星人

Twitter：@  saruhoshi_YS 

※この 作品 は 『クリエイティブ・コモンズ非営利 4.0 国際 ライセンス』によっ

て許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方は

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja

でご確認ください。

（CC ライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作

品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いませ

ん。」という意思表示をするためのツールです。 ）

https://twitter.com/saruhoshi_YS
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja

