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導入部 
1.はじめに 

1.1.ゲームの概要 

 「海空戦！南太平洋 1942」(以下、本作)は、1942 年に南太平洋

方面で戦われた日本海軍と連合国海軍の航空母艦同士の戦い

を再現するシミュレーションゲームである。本作は戦術ゲームと作

戦ゲームの 2 種類のゲームからなる。戦術ゲームでは限定された

局面での空対艦/地、水上戦闘を描いている。一方、作戦ゲーム

では、戦術ゲームが扱う戦術戦闘を含んだより広範な海上作戦を

扱っている。本作のメインテーマは作戦ゲームであり、戦術ゲーム

は作戦ゲームをスムーズに競技するための練習用とお考え頂きた

い。(無論、戦術ゲーム自体も十分楽しめるようにデザインされて

いる)。戦術ゲームは、さらに戦術航空戦ゲーム、戦術水上戦ゲー

ムの 2 つに細分化される。 

 本作は戦術ゲーム、作戦ゲームともに複数のシナリオが用意さ

れている。シナリオは別冊になったシナリオブックに全て収められ

ている。競技者は、シナリオの指示に従って競技の準備を行い、

シナリオに指定された勝利条件に従って勝利を目指して頂きた

い。 

 

注：1.2 版以前をお持ちの皆様へ。ルールに★が記載されている

ものは 2.0 版で改定された項目です。 

 

1.2.ゲームのスケール 

 本作では、艦船や航空部隊のような軍事組織を表す紙製の駒を

ユニットと呼ぶ。また本作は(他の多くのシミュレーションゲームと同

じく)一定の長さの時間を表すターンと呼ばれる単位に沿ってゲー

ムが進められていく。 

 本作における 1 つのユニットは、2～12 機程度の航空機(基本的

に同一機種からなる)、1 隻の戦闘用艦船(一部の艦船ユニットは 2

隻以上)を表す。1作戦ターンは実際の 4時間に相当する。また作

戦マップの 1 ヘクスは、対向する辺と辺の距離が実際の 30 海里

(約 55km)を示す。 

1.3.ゲームを競技する際の注意 

 本作は空母機動部隊同士の戦いを扱った作品である。同テー

マを扱った他のシミュレーションゲームと同じく、本作でも不確実

な情報と索敵を重視したシステムを採用している。この種の索敵シ

ステムを持ったゲーム場合、索敵を受けた側が誤ったルール適用

を行ってしまうと、競技が破綻する危険がある。従って本作の作戦

ゲームを競技する際は、意図的なルール違反は勿論厳禁だが、

意図しないルール違反を犯すことのないよう、特に索敵に関する

ルールは注意深く読んで頂きたい。さらに実適用の際にもルール

が怪しい場合は、ルールブックの該当部分を参照しながら、間違

いないよう確実に実施頂きたい。 
競技者用ノート:厳密なプレイに自信がない場合、ルール 67 項に記した

「審判性」を導入するのも 1 つの方法である。 

 

2.ゲームに含まれるもの 
 本作には、以下のアイテムが含まれている。ご確認頂きたい。 
製作者ノート:用語は以下のように使い分けた。 

1) ボード:競技中は机の上等に置き、その上にカウンターを配置する紙の

こと。 

2) マップ:ボードと同じだが、ヘクスが印刷された場合はマップと呼称して

いる。 

3) カード:上記以外で競技中に内容を参照する紙のこと。 

4) 用紙:同じく競技中に使用する紙だが、中に何らかの記録を行う紙の

事。 

2.1.ルールブック 

今、あなたが読まれている本書のこと 

2.2.シナリオブック 

本作に用意された全てのシナリオが掲載された冊子のこと。A4

カラーで両面印刷されている。 

2.3.カウンターシート 

 本作で使用する駒をカウンターと呼ぶ。カウンターシートは、カウ

ンターが印刷された抜き打ち式の厚紙のこと。本作では計 3 種類

のカウンターシートが用意されており、それぞれ Counter Sheet 

No,1～3 と印刷されている。 

 本作を競技する際には、カウンターシートを用意し、カウンター

を切り離して用途別に整理する。その際、整理用の小袋等がある

と便利である。 

2.4.航空戦ボード 

 戦術航空戦及び作戦ゲームで使用する。空対空戦闘や空対艦

空対地攻撃を解決するボードで、A4 サイズで印刷された厚紙で

ある。 

 

2.5.水上戦マップ 

 戦術水上戦及び作戦ゲームで使用する。水上戦闘を解決する

マップで航空戦ボードの裏面に印刷されている。 

 

2.6.ゲームカード 

 全てのゲームで使用する。ゲームで使用する図表類をまとめた

ものである。A3 両面印刷 1 種類である。 

航空戦ボード

高高度 高高度

護衛 攻撃  

中高度 中高度
(急降下爆撃機はここに配置する)

護衛 攻撃  

低高度 低高度
(雷撃機はここに配置する)

護衛 攻撃  

艦隊
Screen（Core+6隻以下、耐久力2以下の艦船は0.5隻扱い)

Core

Abort(強制帰還)

Killed(被撃墜)

<対空火力>

目標が小型艦船：AAx3 + 支援火力

目標が中型/大型艦船：AAx2 + 支援火力

目標が航空基地：AAx2

<支援射撃可能な隻数>

対空陣形(連合軍)

支援対象がCore = 6隻(注1)(注2)

支援対象がScreen = 4隻(注1)(注2)

対空陣形(日本軍)

支援対象がCore = 4隻(注1)(注2)

支援対象がScreen = 3隻(注1)(注2)

対水上陣形

2隻(注1)

(注1)小型艦船は0.5隻とする

(注2)Coreは1隻まで

名称 B26

MB 航空機の種類

空戦力 5 1 L 1L 対艦攻撃タイプ(*2)(*3)

16 4 10 6 対艦攻撃力

対地攻撃力(攻撃タイプ)

(*1)Hは標準高度が高、Lは標準高度が低、下線は戦闘機として運用できない

(*2)T:雷撃、D:急降下爆撃、L:低空爆撃、M:中高度爆撃、H:高高度爆撃

(*3)攻撃タイプに付加されている数値は貫通力を示す

8T ●●

5 3

④ 3 4 4 速力

防御力(装甲値)(*1)

対空火力

(*1)青文字は耐久力4、赤文字は耐久力6

CA17 利根
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2.7.作戦マップ 

 作戦ゲームに使用する A1 片面印刷 1 枚の地図である。地図上

には日米両軍の主戦場となったソロモン諸島、東部ニューギニア

及びその周辺海域が描かれている。盤端ヘクスについては、ヘク

スの半分以上の面積が描かれているヘクスはゲームで使用する。

それ以外のヘクスはゲームでは使用しない(無視する)。 

2.8.索敵マップ 

 作戦ゲームで航空索敵を解決する際に使用する。作戦マップを

A4 に縮小し、索敵ルールの概要が記載されている。 

 

2.9.索敵カード 

 作戦ゲームで使用する。航空索敵の結果を判定する際に使用

する。計 48 枚用意されており、競技を開始する前にミシン目に沿

って切り離しておくこと。 

2.10.共用記録ボード 

 作戦ゲームで使用する。現在のターン、航空作戦アクションの実

施状況、航空補充ポイント、勝利得点などを記録する紙のこと。A4

片面印刷で、競技中は両競技者が見える場所に置いておく。 

 

2.11.航空基地ボード 

 作戦ゲームで使用する。陸上基地から運用される航空機の運用

状況を記録する紙のこと。A4 片面印刷で両陣営でそれぞれ 1 枚

ずつ用意されている。競技中は相手側競技者から航空基地ボー

ドを見えないように配置する。 

 

2.12.艦隊ボード 

作戦ゲームで使用する。艦船の運用、艦船から発進する航空

機の運用等を記録する紙のこと。A4 片面印刷で両陣営でそれぞ

れ 1 枚ずつ用意されている。競技中は相手側競技者から艦隊ボ

ードを見えないように配置する。 

 

2.13.★記録用紙 

全てのゲームで使用する。TF の現在位置や状況、航空編隊の

任務、発進地点、目標地点等を記録する行動記録用紙と艦船の

弾薬消費等を記録する艦船記録用紙があり、シナリオブックの巻

末に原紙がある。競技開始前に原紙をコピーし(この用紙に限っ

て自由にコピーして構わない)、コピーを使用して頂きたい。 
競技者用ノート:記録用紙は A3 に拡大コピーすることを推奨する。  

 

 

2.14.ダイス 

 本作を競技する場合には、色違いの 10 面体ダイス 2 個以上が

必要になる。ダイスはゲームには含まれていないので、各自ご用

意頂きたい。 

Ver 2.0

砲撃射界

魚雷命中修正

雷撃射界

海空戦！南太平洋1942 Game Card A

空戦解決表

戦力差 <結果>
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 E 防御側1ユニット除去
A A A A A A A A A A A SA S 防御側1ステップロス

A A A A A SA SA SA SA S+ 戦闘完了時に防御側1ステップロス

S S SA SA SA E E E E E E E A 防御側強制帰還

S+ S SA SA E E E E E X: 攻撃側ステップロス(対攻撃機の場合のみ)

S+ SA SA E E E E A/S+ 防御側が日本機ならS+、それ以外はA

S+ S E E E CAP側強制帰還(対攻撃機の場合のみ)

X X S+ E E

X X X X X S E

X X X X X X X X S

X X X X X X X X X X S+

空戦力の変更

-1 爆装戦闘機
-1 M,Lの機体が自分の基準高度よりも高い高度で空戦する

(1レベル高い毎に)
コラムシフト DRM(CAPが護衛機を射撃する場合のみ)

-1 曇天 +2 護衛機のユニット数が攻撃機の2倍以上
-1 薄暮 +1 護衛機のユニット数が攻撃機の1倍以上、2倍未満
-2 1Stepユニットで攻撃 -1 護衛機のユニット数が攻撃機の半分未満、1/4以上
+1 支援1Step毎に(最大R2) -2 護衛機のユニット数が攻撃機の1/4未満

+1 護衛のいない攻撃機 (攻撃機がいない場合は上記のDRMは無視する)

D10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A/S+

A/S+

A/S+

A/S+

S+

A/S+

誘爆ルール
発進準備完了状態の空母が対象
爆装1ユニット=8AF、非爆装=2AF

命中率
日本空母(～42/6) 7
日本空母(42/7～) 6

米英空母 5
命中率修正
+? H及びCの合計数

砲雷撃実施回数表

攻撃数 DRM
砲撃 雷撃

～0 0 0 -1　哨戒任務以外
1～3 1 1 -2　対空陣形

4～6 2 1 -?　練度
7～8 3 2

9～ 4 2
<練度>

D10

日本軍 0

連合軍 0(昼戦)
　-2(夜戦～42年9月)

　-1(夜戦42年10月～)

対地攻撃表
対地攻撃力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8

1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6
1 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3
1 2

<攻撃力> ×2 艦砲射撃(昼間) ×1 航空攻撃(昼間)
×1 艦砲射撃(夜間) ×0.5 航空攻撃(曇天)
×0.5 貫通力1以下の場合 ×0.4 航空攻撃(夜間)

10
9
8

D10

1
2
3
4
5
6
7

砲爆撃判定表 <結果>

戦闘比 H:ヒット(数字はヒット数)
1:8 1:4 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 5:2 3:1 4:1 5:1 6:1 C:特殊損傷表参照(数字は参照回数)

1 C C C C HC HC H2C H2C H3C s:衝撃 Sunk:沈没

2 H H H H Hs Hs HCs HCs

3 C C C C Cs HCs 特殊損傷表

4 H s s s H Hs HC Hs D10 結果

5 H H s C H H Cs HC HCs 2HC 0以下 -

6 s C H C C HC HCs 2HC 2HC 1～2 H

7 C C Hs HCs HCs 2HC 2HC 3HC 3 3Hs

8 C s C H Hs HC HC HC 2HC 3HC 4HC 4～6 2Hs

9 H C HC HCs HCs 2HC 3HC 4HC Sunk 7～10 H

10 C H Cs Hs 2HC 2HC 2HC 3HC 4HC Sunk 11以上 -

基本命中値
8 近距離砲撃 8 急降下爆撃/低高度水平爆撃 貫通力修正
6 中距離砲撃 5 中高度水平爆撃 -4 中距離射撃(*1)
3 遠距離砲撃 2 高高度水平爆撃 -2 長距離射撃(*1)

命中値修正(水上砲撃戦) 命中値修正(航空攻撃) DRM(航空攻撃) (*1)0未満にはならない
-1 2隻で同一目標を射撃 -1 護衛なしで敵機の迎撃を受けた DRM
-2 3～4隻で同一目標を射撃 -1 曇天 +? "装甲値-貫通力"の2倍
-3 5隻以上で同一目標を射撃 -1 薄暮 　　　(装甲値>貫通力の場合のみ)

命中値修正(共通) -3 貫通力6以上&装甲値0
+2 目標の速度が1.0以下

D10

火砲の射程距離区分表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
～3
4
5

6～8
9～11
12～

短距離 基本命中値=8
中距離 基本命中値=6、貫通力-4
長距離 基本命中値=3、貫通力-2

貫通力
距離

雷撃判定表 <結果>

戦闘比 H:ヒット(数字はヒット数)
1:6 1:4 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 5:2 3:1 4:1 5:1 6:1 C:特殊損傷表参照(数字は参照回数)

1 H H 2Hs 2Hs 3Hs 4Hs 3HC s:衝撃 Sunk:沈没
2 H 2Hs 2Hs C C C 3Hs
3 C 2Hs 2Hs 2Hs 2Hs C 特殊損傷表
4 H C C C C H C 2H D10 結果
5 H H Hs C HC 3Hs 1以下 Sunk
6 H Hs H Hs C HC 2Hs HC 2 4H
7 C C HC 2H 3Hs 2C H2C 3～5 3H
8 2H 2H 2H 2H 2HC 2HC 3HC Sunk 6～9 2Hｓ
9 H 2H 2H 2H 4H 4H 4H 5H Sunk Sunk 10～14 H
10 H H H 3H 3H 4H 5H 5H Sunk Sunk 15～ -

基本命中値：水上艦=距離による、航空機=8 DRM
命中値修正(水上雷撃戦) 命中値修正(航空攻撃) +? "装甲値-貫通力"の2倍

-? 方向修正(0～3) -1 護衛なしで敵機の迎撃を受けた 　　　(装甲値>貫通力の場合のみ)

命中値修正(共通) -1 曇天
+2 目標の速度が1.0以下 -1 薄暮

D10

魚雷の射程距離区分表

0 1 2 3 4 5 6

酸素魚雷 8 6 5 3 1 1
米軍 6 4
その他 8 6
(*1)表中の数値は基本命中値

6
6

貫通
力

魚雷
距離(*1)

7

損害による能力低下

大型艦 中型艦

1打撃 2打撃 4打撃 5打撃 1打撃 3打撃

砲撃力 額面値通り ×0.75(注1) 額面値通り 0 ×0.75 0

対空火力 ×0.75(注1) ×0.75(注1) ×0.5(注1) 0 ×0.75 0

雷撃力 額面値通り 額面値通り 0 0 ×1 0

速力(注3) 額面値通り -0.5(注2) -0.5 1 -0.5(注2) 1

（注1）端数切り上げ　　(注2)額面値の速度が４以上なら－１　(注3)速度が1未満にはならない

艦の種類/番号 艦名 名称 B26 航空機の種類

雷撃力（*2） 8T ●● 搭載水偵 索敵範囲 MB 対地攻撃タイプ(*2)

貫通力 5 3
(●が1/2ステップ) 空戦力(*1) 5 1 L 1L 対艦攻撃貫通力/タイプ(*2)

砲撃力(*3) ④ 3 4 4 速力 移動力(*3) 16 4 10 6 対艦攻撃力

対空火力 索敵力 対地攻撃力

防御力(*1) 装甲値

(*1)H/L=標準高度が高/低、下線は戦闘機として運用できない

(*1)青文字は耐久力4、赤文字は耐久力6 (*2)T:雷撃,D:急降下爆撃,L:低空爆撃,M:中高度爆撃,H:高高度爆撃

(*2)赤文字は酸素魚雷、下線付きは予備魚雷搭載 (*3)青文字は2ターン、赤文字は3ターン飛行可能

(*3)○文字は艦尾射界への砲撃力が0である。       白抜きは1ターンだけなら移動力24

CA17 利根

対空射撃表

対空火力 E:除去
0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 75 S:ステップロス
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A:攻撃失敗

1 A A A A A A A A A A A A A A A A A C:目標変更(対艦船攻撃時のみ)
2 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A +:損害前に航空攻撃実施
3 2 C C C C A A A A C C C C C C C C C C Op：S+又はA(航空機側が選択)
4 3 1 A E+ S E E E E E
5 4 2 E E E E E E <支援射撃可能な隻数>
6 5 3 E+ E+ E+ 対空陣形(連合軍)
7 6 4 E+ E E E Core = 6隻(注1)(注2)
8 7 5 S+ S S S E E E E E Screen = 4隻(注1)(注2)
9 8 6 S+ SC SC SC SC SC SC SC SC SC 対空陣形(日本軍)
10 9 7 S+ S+ S+ E+ E+ E+ E+ E+ E+ E E Core = 4隻(注1)(注2)

10 8 Op Op Op Op Op Op Op Op S S S S S Screen = 3隻(注1)(注2)
9+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ E+ 対水上陣形

D10コラム コラムシフト 2隻(注1)
A 連合軍(海軍機以外) -1 同時に対空射撃を受ける航空機が2ユニット (注1)小型艦船は0.5隻とする
N 連合軍海軍機 -2 同時に対空射撃を受ける航空機が3ユニット (注2)Coreは1隻まで
J 日本機 -3 同時に対空射撃を受ける航空機が4～5ユニット

(*)海兵隊は海軍機とする -4 同時に対空射撃を受ける航空機が6ユニット以上
夜間対空射撃(火力修正) -1 急降下爆撃機
×1/3 連合軍 +2 低空爆撃又は雷撃を行うMB,HB,SP
×1/4 日本軍 -2 中高度爆撃機

-5 高高度爆撃機

D10

A N J

迎撃表
攻撃側ユニット数

1 2-3 4-6 7-9 10-

1- S S S S -1

2 S S S -1 -1
3 S S -1 -1 -1
4 S -1 -1 -1 0
5 0 -1 -1 0 0
6 0 -1 0 0 0
7 0 0 1 1 1
8 0 1 1 1 1
9 1 0 0 0 0

10+ 2 2 2 2 2
DRM

+? GCIレベル(日本軍0、連合軍+1)
-2 レーダーなしで目標が中高度
-4 レーダーなしで目標が高高度
-1 レーダー装備で目標が高高度

<結果>
S:奇襲成功、CAPの迎撃なし
数字:アラートレベル

-1 攻撃側ユニット数の-1までCAP割り当て可能
　　(攻撃隊に護衛戦闘機が随伴していない場合は0とみなす)

0 攻撃側ユニット数と同数までCAP割り当て可能
1 攻撃側ユニット数+1までCAP割り当て可能
2 攻撃側ユニット数の2倍までCAP割り当て可能

緊急発進可能

D10

共用記録ボード 海空戦、南太平洋1942

ターントラック 航空作戦アクション フェイズトラック

航空アクション数：索敵2枚、攻撃3枚

(薄暮ターンは索敵1枚、攻撃2枚)

薄暮ターンは2～3ターン攻撃禁止

夜間 昼間 薄暮 夜間 航空アクションフェイズ

汎用トラック

航空機帰還フェイズ

赤字：選択ルール時のみ

6 :00
(+0 .5 )

2 :00
6 :00

(+0 .5 )
10 :00

14 :00
(+0 .5 )

18 :00
22 :00
(+0 .5 )

14 15 16 17 18

30

10 :00
14 :00
(+0 .5 )

18 :00
22 :00
(+0 .5 )

10 :00
14 :00
(+0 .5 )

18 :00
22 :00
(+0 .5 )

1 2 3

22 23

46 47

31 32 33 34 35

38

0

43 44 4539 40 41 42

19 20 21

26 27 28 29

航空機準備フェイズ
(夜間ターンは整備力2倍)

5 6 7 10 118 9

1
日
目

2
日
目

3
日
目

2 :00
6 :00

(+0 .5 )

2 :00

48 49

4

12 13

24 25

36 37

終了フェイズ
・生存者除去セグメント

・航空基地修理セグメント

・航空機補充セグメント(22時のみ)

・ターンマーカー更新セグメント

発見マーカー除去フェイズ

天候決定フェイズ

艦船移動フェイズ
・TF再編成セグメント
・追尾セグメント
・艦船移動セグメント

艦船戦闘フェイズ
・沿岸索敵セグメント
・水上索敵セグメント
・水上戦闘セグメント
・TF回復セグメント

潜水艦戦闘フェイズ
・潜水艦索敵セグメント
・潜水艦攻撃セグメント

航空基地ボード:日本軍 海空戦、南太平洋1942

Tulag i

(3816) 索敵 CAP
Shortl and

(2711) 索敵 CAP
Buin

(2710) 索敵 CAP
Buka

(2507) 索敵 CAP
Kavieng

(1501) 索敵 CAP

発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了

発進準備 発進準備 発進準備 発進準備 発進準備

LF/MF:2

MC:4

AAF:4

水上機のみ
帰投

LF/MF:3

MC:5

AAF:6

水上機のみ
帰投

LF/MF:3

MC:5

AAF:6

小型陸上機の

み

帰投

LF/MF:3

MC:3

AAF:4

小型陸上機の

み

帰投

LF/MF:3

MC:6

AAF:6 帰投

Rabaul

(1905) 索敵 CAP
Gasmata

(1509) 索敵 CAP
Lae

(0710) 索敵 CAP
Buna

(1114) 索敵 CAP
Truk

(盤外) 索敵 CAP

発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了 発進準備完了

LF/MF:4

MC:10

AAF:8 発進準備 発進準備

LF/MF:3

MC:5

AAF:6

小型陸上機の

み

発進準備

LF/MF:2

MC:4

AAF:4

小型陸上機の

み

発進準備 発進準備

(42年10月～)

LF/MF:6

MC:∞

AAF:10
帰投

LF/MF:3

MC:4

AAF:6

小型陸上機の

み

帰投

(42年8月～)

LF/MF:4

MC:8

AAF:8

陸上機のみ

帰投

(42年10月～)

LF/MF:3

MC:5

AAF:6

陸上機のみ

帰投

LF/MF:6

MC:∞

帰投

水上機=FP,SP、陸上機=水上機以外、小型陸上機=VF,VB,F,SB(MB,HB以外の陸上機)

攻撃隊
AF10 AF11 AF12 AF13 AF14

護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装

AF15 AF16 AF17 AF18 AF19

護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装 護衛 爆装

海空戦、南太平洋1942

連合軍艦隊 (1個の艦隊には20隻まで。ただしAO,AP,AKAは含まず、耐久力2以下の艦船は0.5隻として扱う) 航空編隊
TF1 TF2 TF3 TF4

CAP 索敵中 CAP 索敵中 CAP 索敵中 CAP 索敵中 AF1

Screen(Core+6隻以下) 水上機 Screen(Core+6隻以下) 水上機 Screen(Core+6隻以下) 水上機 Screen(Core+6隻以下) 水上機 AF2

Core 水上機 Core 水上機 Core 水上機 Core 水上機 AF3

(使用済) (使用済) (使用済) (使用済)

TF5 TF6 TF7 TF8

CAP 索敵中 CAP 索敵中 CAP CAP AF4

Screen(Core+6隻以下) 水上機 Screen(Core+6隻以下) 水上機 Screen(Core+6隻以下) Screen(Core+6隻以下) AF5

種類 LF MF MC

CV2 5 4 9

CV3 5 4 11

Core 水上機 Core 水上機 Core Core CV5 5 4 9 AF6

(使用済) (使用済) CV6 5 4 11

CV7 4 3 9

CV8 5 4 11

航空機搭載艦
発進準備完了(LF値以下) 発進準備完了(LF値以下) 発進準備完了(LF値以下) 発進準備完了(LF値以下) AF7

発進準備 発進準備 発進準備 発進準備 AF8

帰投(LF値の2倍以下) 帰投(LF値の2倍以下) 帰投(LF値の2倍以下) 帰投(LF値の2倍以下) AF9

(艦名) (艦名) (艦名) (艦名)

護衛 攻撃

護衛 攻撃

護衛 攻撃

護衛 攻撃

護衛 攻撃

護衛 攻撃

航空機搭載艦

護衛 攻撃

護衛 攻撃

護衛 攻撃
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競技者用ノート:他に 6 面体ダイスを数個用意すると、マーカーが足りない

場合の代用に使えるので便利である。 

2.15.筆記用具 

 作戦ゲームを競技する際には、筆記用具が 2式以上必要になる。

また A4 サイズのクリップ等があれば、競技を進める上で便利であ

る。本作には含まれていないので、各自ご用意頂きたい。 

2.16.衝立 

 これは必需品ではないが、必需品に近いものである。艦隊ボー

ドや航空基地ボードを相手競技者から見えないようにするために

使用する。もし衝立が用意できない場合は、航空基地ボードや艦

隊ボードを机の下等に置いて相手競技者から見えないようにする

こと。 

2.17.小さめの容器 

 これも必需品ではないが、あると非常に便利である。コップのよう

に底の深いものよりは小皿やボールように底が浅いもの方が使い

やすい。マーカー類を小分けするための小さめの入れ物を複数

個(できれば 5 個以上)用意する。100 円ショップ等で売られている

ものでよい。大きさの異なる容器があると、用途に応じて使い分け

られるので便利である。 

2.18.メモ・デジカメ 

 これも必需品ではない。索敵結果をメモしておく場合にメモ帳が

あると便利である。あるいはデジカメで状況を残しておき、後で再

生確認するという手もある。両方の機能を持ったスマートフォン等

があれば便利だが、個人的にはアナログなメモ帳を好む。 

 

3.共通事項 

3.1.ダイスの読み方 

 本作では様々な不確定要素を決定するために 10 面体ダイスを

使用する。ダイスの振り方が「D10」と「D100」の 2 種類がある。 

(1) D10とは、10面体ダイス 1個を振ってランダムに 10種類の数

値を読み取る方法である。この時、"0"の目が出た場合、"10"

と見なす。 

(2) D100 とは、色違いの 10面体ダイス 2個を使用する。あらかじ

めどちらかのダイスを 10 の位、もう一方のダイスを 1 の位と決

めておく。2 個のダイスの組み合わせによって 100 種類の数

値を読み取る方法である。この時は”0”の目を”0”として扱う

が、"00"の目が出た場合、"100"と見なす。 

(3) ダイス目に対する修正を DRM と呼ぶ。例えば D10 で 9 の目

を出した時にDRM+2が適用されると、そのダイス目は 11と扱

う。 

3.2.端数の扱い 

 本作では、割り算時の端数の扱いについては個々のルールに

従う。もし個々のルールに端数の扱いに関する記載がなければ、

以下のルールを適用する。 

(1) 端数は原則として残す。 

(2) どうしても端数を整理する必要がある場合は、端数を切り捨

てる。 

(3) 例：攻撃力3のユニット5個で攻撃し、攻撃力を合計した後

で半減する場合、攻撃力の合計は 7.5 になる。端数処理

をする場合は攻撃力が 7になる。 

(4) 端数処理がルールで明示されている場合には、それぞれ

の計算直後に端数処理を行う。 

3.3.ステップロスした航空機の扱い 

 個々のルールでの記載が優先するが、特記しない限り航空機ユ

ニットの保有ステップ数に関係なく 1 ユニットは 1 ユニットとして従

う。 

3.4.ルールブックとチャートなどの表記が異なる場合 

 例えばルールブックに記載されている記載内容とチャートやユ

ニットの内容が異なる場合、チャートやユニットを優先する。 
制作者ノート:品質には万全を期しているが、個人作業のためどうしても修

正漏れが発生する可能性はある。修正漏れの言い訳としてではなく、修

正漏れが発生しても競技に対する影響を最小限にとどめるための処置と

ご理解いただきたい。 

 

4.用語集 
 以下の用語集はプレイ中に用語の意味を参照するために用意

されたものである。覚えておく必要はないので、最初に本書を読ま

れる際には、読み飛ばして頂いて構わない。 

 

・AirSoPac(Aircraft South Pacific Force)：連合軍南太平

洋方面航空部隊のこと。主にソロモン、ニューヘブリデス、

ニューカレドニア方面を拠点とし、米海軍、海兵隊、陸軍、

ニュージーランド空軍等の混成部隊である。本作では、東部

ニューギニア方面を担当する米第 5 航空軍と航空兵力を二分

する部隊として扱われている。 

・CAP(Combat Air Patrol)：直訳すると「戦闘空中哨戒」と

なる。本作では、敵航空攻撃に対して迎撃任務についている

戦闘機のことを CAP と呼ぶ。本作には自身の TF や航空基地そ

のものを守る「セルフ CAP」と、他の TF や航空基地を守る「遠

隔 CAP」の 2 種類がある 

・DRM(Dice Roll Modifires)：ダイス目に対する修正値 

・LF(Launch Factor)：航空機搭載艦や航空基地の航空機発着能

力を示す数値である。 

・MC(Maximum Capacity)：最大搭載量のことで、航空機搭載艦や

航空基地に同時収容可能な航空機の最大ユニット数を示す。 

・RF(Ready Factor)：整備能力のことで、航空機搭載艦や航空基

地で整備可能な最大ユニット数を示す。 

・TF(Task Force)：直訳すれば「任務部隊」又は「機動部隊」のこと。

本作では 1 つのグループになって同一行動を行う艦船の集団を

指す。 

・VP(Victory Point)：勝利得点のこと。ゲームの勝敗は、日本軍及

び連合軍の競技者が獲得した VP の量を比較して決定されること

が多い。6 項参照。 

・ZOCAP(Zone of Combat Air Patrol)：作戦ゲームでのみ使

用する概念で、CAP の有効範囲を示す。ZOCAP とは CAP が配置

された作戦マップ上でのヘクス及びその隣接ヘクスのことを

示し、ZOCAP 内での敵航空攻撃に対して CAP は対応できる。

例外:遠隔 CAP(57 項参照)の ZOCAP は同一ヘクスのみである。 

・移動力：艦船や航空機が 1 ターンに移動できる最大のヘク

ス数。「速力」も参照のこと。 

・遠隔 CAP：→「CAP」を参照 

・大型艦：→「艦船の大きさ」参照 

・カウンター：ゲームに使う駒のこと。カウンターは、艦船、

航空部隊等固有の戦闘部隊を示すユニットと、ユニット以外

にゲーム中の様々な状況を示すマーカーとに区分される。 

・艦船の大きさ：艦船ユニットは、その一般的な大きさに応

じて「大型艦」「中型艦」「小型艦」に区分される。大型艦

とは耐久力が 6 の艦船で、ユニットの防御力が白抜きの赤文

字で示されている。中型艦とは耐久力が 4 の艦船で、ユニッ

トの防御力が白抜きの青文字で示されている。小型艦とは耐

久力が 2 の艦船で、ユニットの防御力が黒文字で表記されて

いる。艦船の大きさと艦船の種類は異なる概念である。 

・艦船の種類：空母(CV)や戦艦(BB)等、艦船の種類を示す概

念である。詳しくは 5.1 項を参照のこと。艦船の種類と艦船

の大きさは異なる概念である。 

・完全海ヘクス：ヘクス及びヘクスサイドが全て海を示す水
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色 1 色のヘクスのこと。陸地や珊瑚礁とは関わりのないヘク

スである。 

・完全戦力：2 ステップを有する航空機ユニット。→「半減

戦力」も参照 

・攻撃機：航空攻撃で攻撃側の航空機のうち、雷爆装し、艦

船又は地上基地に対する攻撃を担当する航空機ユニットのこ

と。護衛機も参照。 

・攻撃対象候補ヘクス：空対艦攻撃の際、攻撃範囲内で被攻

撃側の艦船が位置しているヘクスのことを指す。ただし到達

チェックのダイス目と艦船の速力との関係により、艦船が存

在していても攻撃目標にならないヘクスもある。 

・小型艦：→「艦船の大きさ」参照 

・コラム：空中戦や対空射撃等の戦闘を解決する際、専用の

表を使用するが、その時戦闘解決に使用する列のこと 

・コラムシフト：戦闘解決に使用するコラムを左右にずらせ

ること。数値はずらす列の数を示し、マイナスの場合は左へ、

プラスの場合は右へずらすことを意味する 

・護衛機：航空攻撃で攻撃側の航空機のうち、雷爆装せず、

護衛を担当する戦闘機のこと。雷爆装していない航空機でも

非戦闘機は護衛機にはならない。攻撃機も参照。 

・自由状態：護衛機と CAP が空中戦を戦った場合、いずれか

一方が全滅又は強制帰還となり、もう一方がそのような状態

ではなかった場合、後者を自由状態と呼ぶ。 

・作戦ターン：→「ターン」を参照 

・シナリオ：状況設定のこと。本作には様々なシナリオが用

意されており、それはシナリオブックに全て記載されている。 

・数量可変型マーカー：「数量固定型マーカー」の逆で、ゲ

ームに含まれているマーカーの数が足りなくなった場合に自

由に代用、追加して良いマーカーのこと。 

・数量固定型マーカー：「数量可変型マーカー」の逆で、マ

ーカーの総量がゲームに含まれている数によって厳密に制限

されているマーカーのこと。 

・スタック：作戦マップ及び水上戦マップ上において特定の

ヘクスに複数のユニット・マーカーを積み重ねること。 

・スタック制限：それぞれのヘクスにスタックできるユニッ

トやマーカーの総量制限 

・ステップ：航空機ユニットの戦力段階のこと。無傷の航空

機ユニットは 2 ステップを有し、戦闘等でステップを失うと

1 ステップ、さらにステップを失うと 0 ステップとなり全滅

する。 

・ステップロス：ステップを失うこと。通常は 1 ステップを

失うことを指す。または 1 ステップ失って残り 1 ステップと

なった航空機ユニットの状態を表す場合もある。 

・水上戦ターン：→「ターン」を参照 

・セルフ CAP：→「CAP」を参照 

・戦闘機：航空機ユニットのうち CAP 及び護衛任務を遂行で

きるユニット。航空機ユニットの空戦力にアンダーラインが

引かれていないものが戦闘機である。 

・速力：艦船の最大速力を指標化したもの。速力と移動力は

良く似た概念であるが、厳密には異なるものである。移動力

はあくまでも移動可能なヘクス数なので必ず整数値になるが、

速力は小数点以下(0.5)の値を取る場合がある。 

・耐久力：その艦船がどれだけの打撃数に耐えられるかを示

す。耐久力と同じ打撃数を被った艦船は沈没する。 

・大破：大型艦又は中型艦で耐久力の残りが 1 になった艦船

のこと。戦闘能力はゼロになり、速力は 1.0 になる。 

・ターン：ゲーム上での時間経過を示す単位で、野球で言う

所の「イニング」に近い概念を持つ。本作には、作戦ゲーム

で使用する｢作戦ターン｣と戦術水上戦ゲームで使う「水上戦

ターン」の 2 種類がある。作戦ターンは実際の 4 時間、水上

戦ターンは実際の 15 分を示している。 

・打撃数：艦船や基地に与えた被害の程度を示す指標である。

艦船の場合、被った打撃数を減少させことはできないが、基

地の場合は被った打撃数を修復作業により減少させることが

できる。 

・中型艦：→「艦船の大きさ」を参照 

・中破：耐久力の半分以上の打撃を受けて裏面になっている

艦船のこと。ただし耐久力が 4 以上の艦船(中型艦以上)で耐

久力の残りが 1 となった場合は、大破となる。 

・追加 TF：通常編成可能は TF は各陣営で 8 個までと定めら

れている。追加 TF とは通常の制限を超過して編成した 9 番目

以降の TF のこと。28.9 項に示す制約が適用される。 

・半減戦力：1 ステップを有する航空機ユニット。→「完全

戦力」も参照 

・爆装：→「雷爆装」を参照 

・非戦闘機：戦闘機ではない航空機ユニット。航空機ユニッ

トに記載されている空戦力にアンダーラインが引かれている

ユニットが非戦闘機である。 

・標準高度：航空機ユニットが最適性能を発揮できる高度の

上限。L(低高度)、M(中高度)、H(高高度)の 3 種類があり、標

準高度よりも高い高度に配置された航空機ユニットは、空戦

能力が低下する(12.7 項参照)。 

・フェリー任務：航空機が特定の基地や艦船から他の基地・

艦船へ移動する任務のこと。39 項参照。 

・ヘクス：作戦マップ及び水上戦マップに印刷された六角マ

スのこと。将棋のマス目と同様、ユニット等の位置を規定す

る。 

・ヘクスサイド：ヘクスの辺のこと。 

・ヘクスポイント：ヘクスの頂点のこと。 

・マーカー：→「カウンター」を参照 

・ユニット：→「カウンター」を参照 

・雷装：→「雷爆装」を参照 

・雷爆装：爆弾や魚雷といった対地・対艦用の装備を航空機

に搭載すること。爆弾を装備することを爆装、魚雷を装備す

ることを雷装と称する。雷爆装状態の航空機ユニットのみが

対地、対艦攻撃を実施できる。また雷爆装状態の戦闘機は、

空戦力が低下する。 

 

5.カウンターの説明 

5.1.艦船ユニット 

5.1.1.艦船ユニットの概要 

艦船ユニットとは、ゲームに登場する艦船部隊を示すカウンタ

ーのことである。艦船ユニットは正方形の駒で、中央に艦船を示

すシルエットが描かれている。 

艦船ユニットは、原則として 1 ユニットが 1 隻の艦船を表わすが、

例外として複数の艦船を表わす艦船ユニットも存在する(5.1.5 項

参照)。 

艦船ユニットは国籍によって色分けされており、レモン色が日本

軍、ライトブルーが米軍、薄緑色が英連邦軍を示している。なお米

軍と英連邦軍は連合軍に属しており、雷撃時の基本命中値が異

なる(23.6.1 項参照)こと以外では、同様に扱う。 

 

A6M2

3 1 ● 5T ●

1 3 10 8 5 2

3 6 4 4 16 10 6 3 4 4 4 4

日本軍 米軍 英連邦軍 日本軍

連合軍 連合軍

CV6 瑞鶴 BB56  Wash in CA6 Aus t ra l ia



「海空戦！南太平洋 1942」ルールブック 

 

5 

 

5.1.2.艦船ユニットの種類 

艦船ユニットは、艦船の種類

と艦船の大きさによって区分さ

れている。艦船の種類とは、空

母や戦艦といった現実の世界

における艦船の種類と同一の

概念である。艦船の種類は、航

空索敵(36 項)、空対艦攻撃時

の目標決定(38 項)、沿岸索敵

(42 項)及び水上索敵(43 項)に

影響を及ぼす。またTF編成(28

項)にも影響を及ぼす場合があ

る。 

本作に登場する艦船の種類

を右に示す。 

5.1.3.艦船ユニットの大きさ 

艦船ユニットの大きさとは、耐久力によって区分されるもので、

大きさという言い方は便宜的なものである。耐久力 2 の艦船は小

型艦、耐久力 4 の艦船は中型艦、耐久力 6 の艦船は大型艦とす

る。 

艦船の大きさは、対空射撃(13項)、水上戦マップにおけるスタッ

ク制限(17.5 項)、TF編成(28 項)に影響する。 
競技者用ノート:連合軍の軽巡洋艦(CL)は中型艦であるが、日本軍の軽

巡洋艦(CL)は小型艦であるので注意のこと。 

5.1.4.艦船ユニットの読み方 

艦船ユニットは両面印刷されており、表面は無傷の状態、裏面

には損傷状態を示している。中型艦、大型艦の場合、裏面はそれ

ぞれ 2 打撃、3 打撃を被った状態を示している。 

 

 
 

艦船ユニットに記載されている文字や数値の意味は以下の通

り。 

 
 

(1) 艦の種類/番号：艦の種類は 5.1.2 項参照。艦の番号とは、

個々のユニットに付けられた固有の番号である。ただし DD の

場合は、艦番号は個々のユニットにではなく、同一性能を持っ

た一連のクラスについて同じ番号が割り振られている。また PG、

AP、AOについては、艦番号自体が与えられていない。 

(2) 艦名:それぞれの個艦名を表わす。ただし DD の場合は個艦

名ではなくクラス名が記載されている。いずれの場合も競技

する上では直接の意味はない。またPG、AP、AOについては、

艦名が記載されていない。 

(3) 雷撃力:T は魚雷を意味する。T の前の数値がその艦船の雷

撃力を示している。赤文字は酸素魚雷(通常の魚雷よりも貫

通力と射程距離で勝る)搭載艦を示し、アンダーラインは予備

魚雷(44.9項参照)を搭載していることを意味する。なお、戦艦

(BB)の場合、この位置に副砲(22.8 項参照)の攻撃力と貫通

力が記載されている。 

(4) 搭載水偵:水上機の搭載能力を示す。●が 1/2

ステップの搭載能力を示している。例に示した

「利根」の場合は、●が 2 個なので、1 ステップ

分の搭載能力を有していることになる。実際の

競技では、水上機の運用は TF 単位で実施されるので、TF

全体で●の数を合計することになる(32 項参照)。 

(5) 砲撃力:その艦船の砲撃力を示す。砲撃力の上に小さく書か

れている数値は、砲の貫通力を示す。また砲撃力が○で囲

まれている艦船は、艦尾射界に対する射撃が禁止されてい

る艦船である(22.4.1 項参照)。 

(6) 対空火力:その艦船の対空火力を示す。 

(7) 防御力:その艦船の防御力を示す。また防御力の上の小さい

数値は装甲値を示す。防御力の文字色は耐久力を示し、黒

は 2、青は 4、赤は 6の耐久力を示している。また防御力の周

りの□は、色違い(黒以外)の防御力を際立たせる意味で記

載されているだけで、競技する上での直接的な意味はない。 

(8) 速力:その艦船の速力を示す。＋マークが記載されている場

合、速力＋0.5を示す(先に例示した「金剛」は速力3.5となる)。

速力は主に水上戦マップ上の移動(21 項参照)及び作戦マッ

プ上の移動(28.5 項参照)に影響を与える。他にも索敵時の

位置誤認、航空攻撃時の目標設定、攻撃時の命中値修正

等にも影響を与える。 

(9) ASW:一部の艦船には ASW(対潜水艦戦闘)能

力を示す ASW マークが記載されている。ASW

マークの有無は、潜水艦攻撃(62.8 項)に影響を

与える。 

5.1.5.複数の艦船からなる艦船ユニット 

艦船ユニットの一部は、1 ユニットが複数の艦船を

表わしている場合がある。複数の艦船からなる艦船

ユニットは、ユニットのシルエットが複数の艦船よりな

っていることによって識別できる。 

複数の艦船からなる艦船ユニットも、競技の上では他の艦船と

同等に扱う(1 ユニット 1 隻)。また複数の艦船からなる艦船ユニット

は、裏面でも速力が低下しない。 

5.2.航空機ユニット 

5.2.1.航空機ユニットの概要 

航空機ユニットとは、ゲームに登場する航空機部隊を示すカウ

ンターのことである。航空機ユニットは正方形の駒で、中央に航空

機を示すシルエットが描かれている。航空機ユニットは 1 ユニット

が 2～12 機程度の航空機を表わしている。 

航空機ユニットは国籍によって色分けされており、レモン色が日

本海軍、ライトブルーが米海軍、黄緑色が米陸軍、薄緑色が英連

邦軍を示している。なお米海軍、米陸軍及び英連邦軍は連合軍

に属しており、対空射撃の適用が米海軍とその他の間で異なる

(13.6 項参照)以外は同等に扱う。 
製作者ノート: 米海兵隊の航空機については、本作では米海軍機と同等

に扱う。 

 

1 3 3 +

1 5 4 4 0 3 4 2

表面 裏面 日本軍

CV5 York t own CV5 York t own

艦の種類/番号 艦名

雷撃力（*2） 8T ●● 搭載水偵

貫通力 5 3
(●が1/2ステップ)

砲撃力(*3) ④ 3 4 4 速力

対空火力

防御力(*1) 装甲値

(*1)青文字は耐久力4、赤文字は耐久力6

(*2)赤文字は酸素魚雷、下線付きは予備魚雷搭載

(*3)○文字は艦尾射界への砲撃力が0である。

CA17 利根

大分類

CV 正規空母

CVL 軽空母

CVE 護衛空母

BB 戦艦

CA 重巡洋艦

CL 軽巡洋艦

DD 駆逐艦

CM 敷設艦

PG 砲艦

AV 水上機母艦

AP 輸送船

AO タンカー

空母

水上戦闘艦

非戦闘艦

小分類
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5.2.2.航空機ユニットの種類 

航空機ユニットの種類とは、艦上戦

闘機、中型爆撃機等、現実の世界に

おける航空機の種類と同一の概念で

ある。航空機の種類は、航空機の運

用(37.4 項)及び航空機の補充(49 項

参照)に影響を与える。 

本作に登場する航空機の種類を右

に示す。航空機の種類が赤文字のも

のは、艦船に搭載可能であることを示

している。 
競技者用ノート:本作に「戦闘機」という用

語が登場するが、戦闘機は航空機ユニッ

トの種類ではない。CAP や護衛任務を実施可能な航空機が戦闘機で、そ

うではない航空機が非戦闘機である(用語集参照)。 

5.2.3.航空機ユニットの読み方 

航空機ユニットは両面印刷されており、表面は 2ステップを保有

した状態(無傷の状態)、裏面には 1 ステップを失って残り 1 ステッ

プの状態を示している。表面状態の航空機を「完全戦力」、裏面

状態の航空機を「半減戦力」と呼ぶ。 

 
 航空機ユニットに記載されている文字や数値の意味は以下の通

り。 

 
 

(1) 名称:その航空機ユニットの装備している機種名を示す。航

空機ユニットを識別する際に使用する。 

(2) 航空機の種類:5.2.2 項に示した航空機ユニットの種類を示

す。 

(3) 空戦力:その航空機ユニットの空戦力を示す。空戦力の使い

方は 12 項を参照のこと。空戦力にアルファベットが追記され

ている場合があるが、それは標準高度を示している(用語集

参照)。Lは標準高度が低高度、Hは標準高度が高高度であ

ることを示している。アルファベットが記載されていない場合

は、標準高度が M(中高度)とみなす。 

空戦力の下に下線が引かれている場合、その航空機は「非

戦闘機」、それ以外の航空機は「戦闘機」であることを示す

(用語集参照)。 

(4) 移動力:作戦ゲームのみで使用する数値で、その航空機の

移動力を示している。移動力の文字色は飛行可能ターン数

を示し、黒文字は 1 ターン、青文字は 2 ターン、赤文字は 3

ターンの飛行可能ターン数を示している。また移動力が白抜

きの場合、飛行ターンを 1 ターンにすることで移動力を 24 に

できることを示している。例えば図で示した B26 の場合、2 タ

ーンの飛行可能ターン数を持っているが、その時の移動力

は 16 になる。しかし飛行ターン数を 1 ターンにする場合、移

動力は 24 になる。 

(5) 索敵力:作戦ゲームでのみ使用する数値で、その航空機の

索敵力を示している。また索敵力の上に書かれている数値は、

索敵範囲を示している(36.4 項参照)。 

(6) 対地攻撃力:その航空機の対地攻撃力を示す。また対地攻

撃力の上に書かれているアルファベットは、攻撃のタイプ(16

項参照)を示している。 

(7) 対艦攻撃力: その航空機の対艦攻撃力を示す。また対艦攻

撃力の上に書かれているアルファベットは、攻撃のタイプ(14

項参照)を示している。さらに攻撃タイプに数値が付記されて

いる場合、その数値が空対艦攻撃時の貫通力を示す。 

5.2.4.航空機名称 

 本作に登場する航空機の名称と実際の機体名称との関係を以

下に示す。 

(1) 日本機 

 A5M :三菱九六式艦上戦闘機 

 A6M2 :三菱零式艦上戦闘機 21 型 

 A6M3 :三菱零式艦上戦闘機 32 型 

 A6M-N :中島二式水上戦闘機 

 B5N :中島九七式艦上攻撃機 

 D3A :愛知九九式艦上爆撃機 

 E8N :中島九五式水上偵察機 

 E13A :愛知零式水上偵察機 

 F1M :三菱零式観測機 

 G3M :三菱九六式陸上攻撃機 

 G4M :三菱一式陸上攻撃機 

 H6K :川西九七式飛行艇 

 H8K :川西二式飛行艇 

 C5M :三菱九八式陸上偵察機 

 J1N1-R :中島二式陸上偵察機 

(2) 連合軍機 

 A24 ダグラス A24 バンシー 

 B17 ボーイング B17 フォートレス 

 B25 ノースアメリカン B25 ミッチェル 

 B26 マーチン B26 マローダー 

 Hudson ロッキードハドソン 

 P38 ロッキード P38 ライトニング 

 P39 ベル P39 エアラコブラ 

 F4 ロッキード F4 ライトニング(偵察機) 

 F4F グラマン F4F ワイルドキャット 

 PBY コンソリデーテッド PBY カタリナ 

 SBD ダグラス SBD ドーントレス 

 SOC カーチス SOCシーガル 

 TBD ダグラス TBDデヴァステータ 

 TBF グラマン TBFアヴェンジャー 

5.2.5.航空機性能表 

 ゲームカード Bに記載されている航空機性能表には、航空機の

性能一覧が記載されている。航空機性能表に記載された能力は、

原則として航空機ユニットに記載されたものと同一であるが、以下

の例外がある。 

A6M2 VF SBD VB B17 Hudson

CVL CV6 HB MB

7 1 5 1 D 3D 7H 2 H 6H 3 2 M 1L

20 2 - - 20 6 6 10 24 4 6 2 20 4 4 3

日本軍 米海軍 米陸軍 英連邦軍

連合軍

D3A VB D3A VB

CV5 CV5

3 1 D 2D 3 1 D 2D

22 4 4 8 22 2 2 4

表面 裏面

名称 B26 航空機の種類

索敵範囲 MB 対地攻撃タイプ(*2)

(●が1/2ステップ) 空戦力(*1) 5 1 L 1L 対艦攻撃貫通力/タイプ(*2)

移動力(*3) 16 4 10 6 対艦攻撃力

索敵力 対地攻撃力

(*1)H/L=標準高度が高/低、下線は戦闘機として運用できない

(*2)T:雷撃、D:急降下爆撃、L:低空爆撃、M:中高度爆撃、H:高高度爆撃

(*3)青文字は2ターン、赤文字は3ターン飛行可能

      白抜きは1ターンだけなら移動力24

記号 種類

VF 艦上戦闘機

VB 艦上爆撃機

F 陸上戦闘機

SB 単発爆撃機

MB 中型爆撃機

HB 重爆撃機

R 偵察機

FP 水上機

SP 飛行艇
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(1) 航空機ユニットには、その航空機の対地攻撃力、対艦攻撃

力について 1 種類しか記載されていない。しかし航空機性能

表はその航空機が実施可能な全ての攻撃タイプが列挙され

ている。戦術ゲームを競技する際には、ユニットに記載された

能力を使用するが、作戦ゲームでは競技者は航空機性能表

に記載されたその航空機が実施可能な攻撃タイプを任意に

選択して良い。 

(2) シナリオの都合等で航空機性能表とユニットの数値が異なる

場合がある(例えば一部の B5N)。この場合、ユニットに記載さ

れた能力を優先して適用する。 

5.3.マーカー 

5.3.1.マーカーの概要 

 マーカーとは、ユニットの状態を含めたゲーム中の様々な状況を

状態を表わす駒のことである。マーカーはユニットと同じく正方形

の駒で(ただし駒の大きさはユニットよりも小さい場合がある)、マー

カーの色や文字によって状態を表わしている。 

 マーカーには、全てのゲームで使用するマーカーと作戦ゲーム

でみ使用するマーカーの 2 種類がある。マーカーの種類としては

全てのゲームで使用するマーカーの方が少数派で、作戦ゲーム

でのみ使用するマーカーの方が多いのであるが、説明の都合上、

特定のゲームでのみ使用するマーカーについて特出しして記載

することにした。 

さらに別の分類として、マーカーにはゲームセットに含まれた枚

数によって厳密に管理されるマーカーと、足りない場合には複製

や他のマーカーの代用が許されるマーカーの 2種類がある。前者

を「数量固定型マーカー」、後者を「数量可変型マーカー」と呼ぶ。

マーカーの大半は「数量可変型マーカー」なので、以下の説明で

は「数量固定型マーカー」のみ特出しして説明する。 
競技者用ノート:数量可変型マーカーについては、競技中に足りなくなる恐

れがある。マーカー不足を回避するため、例えばルール上は個々のユニ

ットに載せることになっているマーカーをスタック全体に載せることでマー

カー数の節約を図って頂きたい。 

5.3.1.水上戦ターン/フェイズマーカー 

 戦術水上戦の際に現在の水上戦ター

ンを示すマーカーである。水上戦マップ

のターントラック上で使用する。戦術水

上戦ゲーム及び作戦ゲームで水上戦闘

が発生した場合に使用する。5 ターン目

以降は裏返して「Phase」の面を使う。関連ルール 19.1 項。また作

戦ゲームでは、「Phase」の面を向けて、共用記録ボードのフェイズ

トラックに配置し、現在のフェイズを示す。 

5.3.2.作戦ターンマーカー 

 作戦ゲームのみで使用する。共用記

録ボードのターントラック上で使用する。

現在の作戦ターンを示す。4 日目以降

は「Turn(+3Day)」の面を使う。関連ルール 27 項、50 項 

5.3.3.打撃マーカー 

 艦船ユニット及び航空基地の現在の

打撃数(損害)を示す。艦船ユニットに置

かれるか、または航空基地ボードの該当

する航空基地欄に置かれる。関連ルール 15項(艦船)、29.4項(航

空基地)、31.4 項(空母、水上機母艦)。 

5.3.4.S+/衝撃マーカー 

 S+マーカーは、空対空戦闘又は対空

戦闘で戦闘結果S+を被った航空機ユニ

ットの上に置かれる(関連ルール 12 項、

13.6 項)。衝撃マーカーは、水上戦闘の際、衝撃の結果を受けた

艦船ユニットの上に置かれる。関連ルール 22.6 項、23.7 項。  

5.3.5.VP マーカー 

 現在のVP(勝利得点)を示すマーカー

である。共用記録ボードの汎用トラック

上で使用する。日本軍用と連合軍用で

各 1 枚用意されており、それぞれ日本軍の獲得 VP、連合軍の獲

得 VP を示している。裏面は+50 と記載されており、VP が 50 点以

上になった場合に使用する。関連ルール 6 項。 
競技者用ノート:獲得 VP が 100 点以上の場合は、VP マーカーを 90 度右

へ回転させる等規則を決めて、運用して頂きたい。 あるいは両軍とも獲

得 VP を 50 点減らした状態として記録を続けるのも良いだろう。ゲームの

勝敗で問題になるのは、両陣営の獲得した VP の差なので、相対的な差

が正確に記録されていれば問題ないのだ。 

5.3.6.Task Group マーカー 

 戦術水上戦ゲーム及び作戦ゲームで

の水上戦闘で使用する。数量固定型マ

ーカー(5.3.1 項参照)で、日本軍と連合

軍で 3 枚ずつ用意されている。水上戦マップ上で Task Group の

位置と方向を記録するのに使用する。関連ルール 17.6 項。 

5.3.7.★水上戦アクションマーカー 

 戦術水上戦ゲーム及び作戦ゲームで

の水上戦闘で使用する。数量固定型マ

ーカー(5.3.1 項参照)で、日本軍と連合

軍で 4 枚ずつ用意されている。水上戦マ

ップのアクショントラック上で両陣営が実施した水上戦アクションを

記録するのに使用する。関連ルール 19.3 項。 

5.3.8.航空戦アクションマーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。数量固定

型マーカー(5.3.1 項参照)で、日本軍と連

合軍で 5 枚ずつ用意されている。共用記

録ボードのアクショントラック上で両陣営が実施した航空戦アクショ

ンを記録するのに使用する。関連ルール 35.3 項。 

5.3.9.航空基地マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。作戦マッ

プ上で両陣営の航空基地の位置を示す

ために使われる。日本軍用と連合軍用が

存在し、日本軍用は裏面が対空レーダ

ー装備状態になっている(連合軍は常に

対空レーダーを装備している)。連合軍

用は緑が第 5 航空軍用、青が AirSoPac

用となっている。関連ルール 29項。 

5.3.10.航空機搭載艦表示マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。艦隊ボー

ド上の航空機搭載艦の欄に配置し、そ

れぞれの領域がどの航空機搭載艦を示

しているのかを記録するために使用する。マーカーに書かれてい

る数値は、その航空機搭載艦の発着能力(LF)、整備能力(RF)及

び最大搭載量(MC)を示している。関連ルール 31 項。 

5.3.11.移動力減少、対水上陣形マーカー  

いずれも作戦ゲームでのみ使用する。

移動力減少マーカーは、TF の移動力

減少が発生した場合に使用するマーカ

ーで、艦隊ボード上の該当する TF 欄に

適切な方向を向けて配置する。関連ル

ール 28.6項。また対水上陣形マーカーは、TFが対水上陣形を選

択した際に使用するマーカーで、艦隊ボード上の該当する TF 欄

に配置する。関連ルール 28.8項。 

S+ Shock

航空Action

Attack3

航空Action

索敵

CV5

翔鶴

4/4

10

CV6

Ente rpr ise

5/4

11

Turn
(+3Day)

作戦

Turn

101

VP

+50

VP

-1

-
4 移動

力

-
2 対水上

陣形

水上戦

Turn
Phase

日本軍

飛行場

飛行場

(レーダー)

連合軍

日本軍

飛行場

連合軍

飛行場

◀
Task

Group

1

◀
Task

Group

3

SP 1 23 4

M 0 1 2

砲撃&移動

Gun

水上Action
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競技者用ノート:移動力減少マーカーは数が少なく、場合によっては不足

する可能性がある。その場合は別のマーカー(例えば打撃マーカー)を代

用するとか、6 面体ダイスで代用して頂きたい。 

5.3.12.索敵マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。数量固定

型マーカー(5.3.1 項参照)である。表面に

は「索敵？」と書かれてあり、裏には索敵

値として 1,2,3,4,6 のいずれかの数値又は Dummy の文字が書か

れている。最後のDummyがダミーの索敵マーカーである。航空索

敵時に索敵マップに配置し、索敵対象となっているエリアを特定

する。関連ルール 36.4 項 

5.3.13.撃墜マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。航空索敵

の際に CAP による撃墜が発生した場合、

撃墜の発生を相手側競技者に知らせる

役割を持っている。「撃墜 1」は 1ステップの撃墜。「撃墜 2」は 2ス

テップの撃墜を示している。関連ルール 36.6 項 

5.3.14.発見マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用するマーカー

である。索敵の際、作戦マップ上で敵発

見を報じたヘクスに配置する。「非水上」

面と「水上」面の 2 つの面があり、航空索敵、沿岸索敵で発見した

場合は「非水上」面、水上索敵や潜水艦索敵で発見した場合は

「水上」面を使う。関連ルール 36.5 項、42 項、43 項、選択ルール

62.6 項。 

5.3.15.索敵補助マーカー 

 作戦ゲームのみで使用する。以下の種類がある。 

  ・艦隊 1～3 隻    ・艦隊 4～6 隻 

  ・艦隊 7～9隻    ・艦隊 10隻以上 

  ・空母を含む     ・空母 1隻 

  ・空母 2 隻      ・空母 3隻 

  ・空母 4 隻以上 

  ・戦艦 1 隻      ・戦艦 2隻 

  ・戦艦 3 隻      ・戦艦 4隻以上 

  ・AP1～3 隻     ・AP4～6隻 

  ・AP7～9 隻     ・AP10 隻以上 

  ・空母、戦艦、AP含まず 

索敵の際、発見マーカーに付与する形で用いられ、作戦マップ

上で索敵に関する追加情報を表示する。関連ルール 36.5 項。 

5.3.16.雷爆装マーカー 

 作戦ゲームのみで使用するが、戦術航

空戦ゲームで使用しても良い。航空機ユ

ニットが爆装又は雷装していることを示

すマーカーである。雷爆装している航空機ユニットがあれば、ユニ

ットの上にこのマーカーを置いて、その状態を表わす。関連ルー

ル 29.3 項。 

5.3.17.攻撃目標マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。航空攻撃を実施する

場合、作戦マップ上で攻撃目標ヘクスを示すために

用いられる。関連ルール 38.2 項。 

5.3.18.残魚雷、残弾減少マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。魚雷不

足、弾薬不足を来した小型艦を表わす

マーカーである。表面が残魚雷マーカ

ー、裏面が残弾マーカーになっており、マーカーの向きによって

残魚雷数、残弾数を示す。関連ルール 54 項。 
競技者用ノート:大型艦及び中型艦はこのマーカーを使わずに艦船記録

用紙に直接書き込む方式となっている。 

5.3.19.航空補充マーカー 

 作戦ゲームでのみ使用する。共用記録

ボードの汎用トラック上で使用し、両陣営

の現在の航空補充の量を記録する。航空補充マーカーは陣営別、

機種別に用意されている。また航空補充マーカーの裏面は「+50」

と書かれてあり、航空補充ポイントの量が 50 以上になった場合に

は裏返して使用する。関連ルール 49 項。 

5.3.20.生存者マーカー 

 作戦ゲームでかつ該当する選択ルール

使用時のみ使用する。生存者を示すマー

カーで、中型艦又は大型艦が沈没した時、

作戦マップ上の沈没したヘクスに生存者マーカーが置かれる。ま

た救助された生存者は艦隊ボードにおける当該 TF の欄に置く。

関連ルール 64 項。 

5.3.21.天候マーカー 

作戦ゲームでかつ該当する選択ルール

使用時のみ使用する。数量固定型マーカ

ー(5.3.1 項参照)である。現在の天候を示すマーカーで、作戦マッ

プ上の該当するエリア内に配置する。表が「曇天」、裏が「雨天」に

なっており、該当する天候のエリア内に配置する。晴天時のエリア

に対しては配置しない。関連ルール 56 項 

 

6.勝利条件 
 本作では、個々のシナリオの指示に従って勝敗を判定する。多

くのシナリオでは、VP(勝利得点)の大小によって勝敗を判定する。

VPには、全てのシナリオを通じて共通的に得られる「共通 VP」と、

個々のシナリオで用意されている「個別 VP」がある。個別 VPにつ

いてはそれぞれのシナリオを参照されたい。 

 共通 VPには、以下のものがある。いずれも損害を与えた側が獲

得できる VPを示している。 

6.1.艦船に関するもの 

(1) 大型艦、中型艦の沈没又は損傷：艦船損害記録用紙の VP

欄を参照のこと。 

(2) 小型艦の沈没：防御力に等しい VP 

(3) 小型艦の損傷：1VP 

(4) 潜水艦の沈没：5VP(選択ルール 62 項採用時) 

6.2.航空機に関するもの 

(5) 航空機 1 ステップ損失：1VP 

(6) 航空機 1 ステップ回復(補充による)：－1VP 

注:HB 又は日本軍の SP はステップ損失/回復時の VP が 2 倍に

なる。 
制作者ノート:HB(重爆撃機)及び日本軍の SP(飛行艇)はいずれも 4 発機

である。4 発機は他の航空機に比べると遙かに高価であり、搭乗員も多

かったので機体損失時の人的被害は他の航空機よりも大きかった。 

6.3.航空機基地に関するもの 

(7) 航空基地に１打撃を与えた：１VP 

6.4.その他 

(8) 上陸作戦の成功：シナリオによる。 

(9) 生存者を 1 駒失わせた：3VP(選択ルール 64 項採用時) 
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戦術航空戦ゲーム 
7.戦術航空戦ゲームの基本概念 

7.1.概要 

 戦術航空戦ゲームは、航空機による対艦又は対地攻撃を扱うゲ

ームである。戦術航空戦は、航空戦ボード上で解決する。またゲ

ームカードを使用するが、主にゲームカードAを使用する。各シナ

リオに示されている艦船ユニットと航空機ユニットが登場し、打撃

マーカー、S+マーカーを使用する。それ以外のマーカーは使用し

ない。 

戦術航空戦ゲームはシンプルなので、どのシナリオを競技する

場合でも比較的短時間で競技できる。また一人競技にも向いてい

る。 

7.2.登場人物 

戦術航空戦ゲームには 2 つの陣営が登場する。一方の陣営が

攻撃側の航空部隊を担当し、もう一方の陣営が防御側の艦船部

隊や地上基地を担当する。攻撃を担当する陣営を「侵攻側」、防

御を担当する陣営を「迎撃側」と呼ぶ。 

侵攻側には、爆弾や魚雷を積んで攻撃を行う航空機とそれを

護衛する航空機が登場する。前者を「攻撃機」、後者を「護衛機」

と呼ぶ。一部のシナリオには護衛機が登場しない。 

迎撃側には、攻撃目標となる艦船部隊又は基地とその上空を

守る迎撃戦闘機からなる。迎撃側の戦闘機を CAP と呼ぶ。 

 

注：:雷爆装していない非戦闘機は、空中戦の際は攻撃機として

扱うが、対空射撃の目標にはならず、対艦対地攻撃を実施で

きない。  

 

8.戦術航空戦ゲームの準備 
 競技するシナリオを選択し、それぞれの競技者が担当する陣営

を決定する。航空戦ボードを用意し、シナリオに指定されたユニッ

トを用意する。シナリオの指示に従って艦船、航空機を配置し、準

備完了である。 

 

9.戦術航空戦ゲームの進め方 
 戦術航空戦ゲームは、1 回または複数回の航空攻撃からなる。1

回の航空攻撃は以下の手順で解決する。 

(1) (対地攻撃の場合はこの手順は不要)迎撃側は攻撃目標とな

る艦船を艦船配置ルールに従って配置する。 

(2) 侵攻側は麾下の航空機を航空戦ボードに配置する。この時、

雷爆装している航空機(=攻撃機)は「攻撃」欄、それ以外(=護

衛機)は「護衛」欄に配置する。配置する高度については、攻

撃機はそれぞれが実施しようとする攻撃方法によって決まっ

てくる。攻撃方法と配置高度の関係を以下に示す。(カッコ内

は攻撃の略号) 

(a) 低高度爆撃(L)：低高度に配置 

(b) 中高度爆撃(M)：中高度に配置 

(c) 高高度爆撃(H)：高高度に配置 

(d) 急降下爆撃(D)：中高度に配置 

(e) 航空雷撃(T)：低高度に配置 

(3) 攻撃機は自ら実施する攻撃方法に従って配置高度を決定す

る。攻撃方法の選択は原則として攻撃側競技者が自由に決

めて良いが、当該航空機が実施できない攻撃方法を選択す

ることはできない。当該航空機が実施可能な攻撃方法につ

いては、ゲームカード Bの航空機性能表を参照されたい。 

(4) シナリオによっては予め航空機の配置する高度を指定してい

る場合がある。その場合、シナリオの指示に従う。 

(5) 護衛機や攻撃機以外の非戦闘機は自由に配置高度を選択

できる。 

(6) 迎撃側は、低高度、中高度、高高度の順番で CAP機の配置

を行う。CAP が登場しないシナリオや使用可能な CAP 機が

残っていない場では、この手順を省略する。 

(7) 低高度、中高度、高高度の順番で空対空戦闘を解決する。

CAP 機が配備されていない高度では空対空戦闘を実施しな

い。 

(8) 空対空戦闘に生き残った攻撃機は、それぞれ航空攻撃の目

標を決定する。攻撃目標は特定の艦船また基地である。1 つ

の目標を複数の航空機で攻撃しても良い。ただし 1回の攻撃

では、目標を最大 2 つまでしか攻撃できない。 

 

例：攻撃機 6ユニットがある TFを攻撃する場合、艦船 Aに 4ユニ

ット、艦船 Bに 2ユニットで攻撃するというのは可能である。た

だし艦船 A に 3 ユニット、艦船 B に 2 ユニット、艦船 C に 1

ユニットで攻撃するというのは、最大 2 目標しか攻撃できない

という制約に反することになり、そのような目標配分は許され

ない。 

 

(9) 迎撃側は対空射撃を解決する。 

(10) 侵攻側は航空攻撃を解決する。 

(11) もしその攻撃がシナリオにおける最後の攻撃の場合、ここで

ゲームが終了となる。それ以外の場合は次の攻撃を(1)の手

順に戻って解決する。 

 

10.艦船の配置 
 航空攻撃を開始するに当たって、迎撃側は、攻撃目標となる艦

船ユニットを航空戦ボードに配置する。航空戦ボードの艦船配置

欄には、ScreenとCoreの 2つがある。迎撃側は、以下のルールに

従って艦船を配置する。 

 

注：シナリオによっては予め艦船の配置が指定されている場合も

ある。その場合はシナリオの指示に従う。 

 

(1) 艦船を Screen に配置するのか、Core に配置するのかは、迎

撃側プレイヤーの任意である。ただしこの時、以下の基準に

従わなければならない。 

(2) Screenに配置する艦船の隻数は、Coreに配置する艦船の隻

数+6 隻以下でなければならない。 

(3) この時、小型艦は 1 ユニット=0.5隻として計算する。 

(4) (2)の制約は Screen に配置する整数を制約するものであって、

Core に配置する隻数を制約するものではない。極端な話、

TFの全艦船を Coreに配置してもルール違反にならない。 

(5) 艦船の配置は、新しい航空攻撃が実施される度に自由に変

更しても良い。 

 

例:シナリオ T3 の日本艦隊は、空母(CV)2 隻、重巡(CA)4 隻、駆

逐艦(DD)5隻を持っている。駆逐艦は小型艦で、それ以外は大

型艦又は中型艦である。TF 配備ルールでは小型艦を 0.5 隻と

見なすので、日本艦隊の全隻数は 6.5 隻と計算できる。従って

日本艦隊は全艦を Screen に配置してしまうと、Screen の隻数

(6.5隻)が Coreの隻数+6(0+6=6隻)を超過してしまうので、ルー

ル違反となる。それ以外、例えば駆逐艦の 1隻をCoreに配置し、

残りを全部 Screen に配置しても、ルール的には違反ではない

(それが戦術的に有効か否かは微妙な所だが･･･) 
製作者ノート:Core は、輪形陣等で艦隊の中央付近を占めている艦船の

こと。Screen は外周を固める艦船のことである。 

競技者用ノート:戦術ゲームでは明確には示していないが、作戦ゲームで

は。艦船は TF(Task Force)という単位で行動する。ここで述べた配置や編
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成のルールは、作戦ゲームでは TF 単位で適用されることになる。  

 

11.CAP の配置 

11.1.CAP の割り当て 

 迎撃側は、敵の攻撃に対して、以下の手順で CAPの割り当てを

実施する。 

(1) 侵攻側の航空機の配置が終わった後、迎撃側は低高度、中

高度、高高度の順で CAPの割り当てを決定する。 

(2) 各高度域で迎撃側はゲームカード A の迎撃表を参照して割

り当て可能な CAP の数を決定する。迎撃表の各列は攻撃側

のユニット数に対応している。D10 を振り、表に記載された

DRMを適用する。 

(3) 迎撃表でダイス目と一致する箇所を参照する。「S」と記載さ

れている場合は「侵攻側の奇襲成功」を意味している。この

場合迎撃側は CAP を当該高度域に割り当てることはできな

い。S 以外の数値が記載されている場合、迎撃側は CAP の

割り当てが可能になる。迎撃表の数値はアラートレベルを示

し、アラートレベルに応じて CAPの最大割り当てユニット数が

決まってくる(具体的には迎撃表を参照のこと)。CAP割り当て

時には、アラートレベルで指定された数値以下のユニット数

であれば、何個割り当てても構わない(0 ユニット、つまり全く

割り当てないのも可である)。 

注：攻撃側が護衛戦闘機を随伴していない高度域では、アラ

ートレベル－1 はアラートレベル 0 とみなす。 

(4) 特定の高度における CAP の割り当ては、次の高度における

迎撃表による判定を行う前に実施しなければならない。 

(5) 当然ではあるが、特定の CAPユニットを 1度の攻撃に対して

2 つ以上の高度域に割り当てることはできない。またいったん

割り当てを決めた CAP ユニットの割り当てを途中で変更でき

ない。 

(6) 選択ルール採用時、CAP 割り当て時のダイス目(修正後)の

所に「緊急発進可能」の表記があった場合、選択ルール 52

項に従って緊急発進が可能になる。 

 

11.2.CAP の再使用 

 特定の攻撃に使用した CAP は、その後に実施される他の攻撃

に対しても再使用できる。ただし空戦の結果「強制帰還」の結果を

受けた CAPは、続く航空攻撃に対して再使用でない。 
競技者用ノート:ここで言う「攻撃」とは、戦術航空ゲームではシナリオ T3、

T4 のように複数の航空編隊が登場する場合に、個々の航空編隊による

攻撃のことを「1 度の攻撃」として扱う。作戦ゲームでは、1 編隊による攻

撃を「１度の攻撃」として扱う。  

11.3.対空レーダー 

 対空レーダーの有無によって迎撃表の DRM が変わってくる。シ

ナリオで特に指定がない場合、迎撃側はレーダーを持たないもの

として扱う。 

11.4.GCI レベル 

GCI とは迎撃表で適用される DRM を示す。本作では一律日本

軍の GCI レベルは 0、連合軍の GCI レベルは+1 とする。 
製作者ノート GCI レベルとは、レーダー等のセンサー、CIC 等の指揮統制

設備、通信装備等の統合的な防空指揮能力を反映した数値である。本作

の扱っている時期では、両陣営とも防空指揮は未成熟な部分が多かった

が、それでも連合軍の方が日本軍のそれよりも機材やシステム面で優位

に立っていた。 

 

例：シナリオ T4の一場面である。日本側の第 1次航空編隊は計 6

ユニットよりなり、日本軍は低高度に 3ユニット、中高度域に 3

ユニットを配置した。連合軍は低高度に対して迎撃表でダイ

スを振る。シナリオ特別ルールによって連合軍は対空レーダ

ーを持っていて、かつGCIレベルで連合軍のDRM+1が適用

される。ダイス目は 7 だった。DRM 適用後の結果は 8。迎撃

表の結果は 1 なので、連合軍は低高度における日本軍の航

空機 3 ユニット+1 の計 4 ユニットまで配置できる。そこで連合

軍は 3ユニットの戦闘機を低高度に配置した。 

引き続いて中高度の判定となる。迎撃表の DRM は先程と同

じく+1。ダイス目は5だった。DRM適用後の出目は6。迎撃表

の結果は－1 となる。連合軍は 2 ユニットまでの CAP を配置

できる。連合軍は手元に 2 ユニットの CAP が残っているが、

全機投入するのはリスクが大きいと判断し、1 ユニットのみを

投入し、残り 1 ユニットは温存することにした。 

 
 

 

12.空対空戦闘 
製作者ノート: 空母戦ゲームで古典的

な話題の 1 つに零戦とワイルドキャット

の空戦性能比較がある。かつて日本で

は「零戦無敗伝説」ともいうべき、零戦

の性能が他の連合軍機を圧倒していた

と広く認識されていた時期があった。それを反映した日本製の空母戦ゲ

ームでは、零戦の空戦性能がワイルドキャットを圧倒するようなレーティン

グになっていた。 

しかし近年では「零戦神話」はほぼ完全に否定されている。日米の艦上戦

闘機同士の戦いを詳しく調査した John B.Lundstorm 氏の"The First Team 

and the Guadalcanal Campaign"や梅本弘氏の「ガ島航空戦」では、数値デ

ータによる裏付けに基づいて「零戦無敵神話」が否定されている。 

本作では、零戦の空戦力は"7"、F4F の空戦力は"6"となっており、零戦

がやや有利なレーティングになっている。今日では広く知られているが、

迎撃表
攻撃側ユニット数

1 2-3 4-6 7-9 10-

1- S S S S -1

2 S S S -1 -1
3 S S -1 -1 -1
4 S -1 -1 -1 0
5 0 -1 -1 0 0
6 0 -1 0 0 0
7 0 0 1 1 1
8 0 1 1 1 1
9 1 0 0 0 0

10+ 2 2 2 2 2
DRM

+? GCIレベル(日本軍0、連合軍+1)
-2 レーダーなしで目標が中高度
-4 レーダーなしで目標が高高度
-1 レーダー装備で目標が高高度

<結果>
S:奇襲成功、CAPの迎撃なし
数字:アラートレベル

-1 攻撃側ユニット数の-1までCAP割り当て可能
　　(攻撃隊に護衛戦闘機が随伴していない場合は0とみなす)

0 攻撃側ユニット数と同数までCAP割り当て可能
1 攻撃側ユニット数+1までCAP割り当て可能
2 攻撃側ユニット数の2倍までCAP割り当て可能

緊急発進可能

D10

A6M2 VF F4F VF

CV7 CV3

7 1 6 1 D D

20 2 - - 16 2 2 2
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ガダルカナル上空での零戦と F4F の戦いは、キルレシオで言えば互角が

やや F4F が有利であった。しかし逆に言えば、長距離侵攻、敵地上空、爆

撃機護衛という不利な条件にも関わらず零戦はF4F相手に互角に近い戦

歴を残したということになる。本作でもそのことを考慮し、空戦力自体はや

や零戦が有利なレーティングとした。そして史実と同様、侵攻側は迎撃側

に比べて不利になるようにルール化することで、史実と同様の結果が再

現されることを狙っている。 

また零戦がドーントレス艦爆に対して余り有効な防空戦闘を実施できなか

ったことも近年では良く知られた事項である。本作ではそのことを反映し、

ドーントレス(及びアヴェンジャー)の空戦力を高めに評価することで、これ

らの機体の防御力を再現した。 

12.1.空対空戦闘の手順 

 空対空戦闘は、低高度、中高度、高高度の順で解決する。CAP

の配置されていない高度では空対空戦闘を実施しない。 

12.2.空対空戦闘の原則 

 空対空戦闘では、原則として全ての航空機ユニットは 2 回以上

攻撃目標にならない。また 2回以上攻撃できない。ただし例外とし

て護衛機を攻撃して突破(12.5 項参照)に成功した CAP は、護衛

機と攻撃機に対して各 1 回攻撃できる場合がある。また雷爆装機

は自ら攻撃を行うことができず、敵戦闘機の攻撃を受けるだけで

ある(ただし戦闘結果によって敵戦闘機に損害を強いることはでき

る)。 

12.3.CAP の割り付け 

 当該高度域に護衛機が存在しない場合、迎撃側は CAP を攻撃

機に対して 1 対 1 の割合で配置する。どの CAP を攻撃機のどの

ユニットに対応させるかは迎撃側の任意である。CAP の数が攻撃

機の数よりも多い場合、余った CAP については迎撃側の任意で

攻撃機に追加で割り付けができる。ただし攻撃機 1 ユニットに対し

ては CAP2ユニットまでしか配置できない。 

 護衛機が存在する場合、迎撃側はCAPを護衛機 1ユニットに対

して 1対１の割合で配置する。どの CAPをどの護衛機に対応させ

るかは迎撃側の任意であるが、護衛機と対抗させる CAP ユニット

は、以下の優先度に従って選択しなければならない。 

(1) 完全状態の CAPユニット 

(2) 空戦力の大きい CAPユニット(高度修正後) 
競技者用ノート:要するに護衛機に対抗させる CAP 機は完全戦力でかつ

空戦に強いものを優先的に割り当てる必要がある。 

 CAPの数が護衛機の数よりも多い場合、余った CAPについて、

護衛機 1ユニットに対して 1ユニットの追加ユニットを割り当てなけ

ればならない。従って護衛 1ユニットに対しては、最大 CAP2 ユニ

ットを割り当てなければならないことを意味している。 

 CAPの数が護衛機の 2倍を超える場合、護衛機の 2倍から超過

した分のCAPを攻撃機に対して配置できる。その時、CAP機の攻

撃機対する配置については「護衛がない場合」と同じルールが適

用される。 

 CAPの数が護衛機と攻撃機の合計の 2倍を超える場合、全ての

CAPを割りつけてもCAP機が余ってしまう。この場合、余ったCAP

は自由状態とみなす(12.4 項参照)。 

 護衛機の方が CAP よりも数が多い場合、CAP が割り当てられな

かった護衛機は、その攻撃においては存在を無視する。「自由状

態」とも見なさない。 

12.4.CAP と護衛機の戦闘 

 護衛機が存在する場合には、護衛機と CAP の間の空対空戦闘

を解決する。護衛機と CAPの空戦はそれぞれ 12.2項の手順によ

って決定した組み合わせ(以下、空戦組)毎に解決する。解決する

順番は迎撃側が決定する。 

 それぞれの空戦組での空対空戦闘は以下の手順で解決する。 

(1) CAP による護衛機に対する射撃を解決する。CAP 側が 2 ユ

ニットの場合、迎撃(CAP)側プレイヤーは主迎撃ユニットを決

定する。ゲームカード Aの空戦解決表を参照する。CAP機(2

ユニットの場合は主迎撃ユニット)の空戦力から目標となる護

衛機の空戦力を引く。その差に 12.7 項に記載した空戦力の

修正を行い最終的な戦力差を決定する。さらに 12.8 項に記

載されたコラムシフトを適用する。ダイス(D10)を振り、12.9 項

に示した DRM を適用する。空戦解決表に示された内容が護

衛機に適用する戦闘結果となる。 

 E:目標は 1 ユニットを失う(つまり全滅)。目標は反撃できな

い。 

 S:目標は即座に 1 ステップ失う。もし目標が全滅しなかった

場合、目標は反撃を実施できる。 

 S+:目標にS+マーカーを置く。この目標は戦闘が終わるまで

全く影響を受けないが、その攻撃が全て終了した時点で(生

き残っていれば)即座に 1 ステップを失う。 

 A:目標は強制帰還となる。ただし CAP に対する反撃は実

施できる。 

 A/S+:目標が日本機の場合は S+、それ以外の場合は A の

結果を適用する。 

 X:ここでは無視する。 

★戦闘の結果、全滅したユニットは、他と区別するため航空

戦ボードの「Killed（被撃墜）」欄に配置する。また強制帰還に

なったユニットは「Abort(強制帰還)」の欄に配置する。 
競技者用ノート：戦闘結果の”X”と赤文字の結果については、迎撃機と

CAP の交戦時には適用しないので注意すること。 

製作者ノート: 戦闘結果 S+は、対艦攻撃終了後に敵戦闘機に襲われた

爆撃機や、自らの身を犠牲にして爆撃機を守った戦闘機の戦いを再現し

ている。日本機の方が S+が出やすいのは、日本機の全体的な傾向にあ

る被弾に対する脆さ(損害の出しやすさ)と日本機の献身的な攻撃意思を

再現している。 

(2) CAP の攻撃を生き延びた護衛機は CAP に対して射撃を実

施する。射撃の方法と結果については以下を除いて(1)の記

載内容と同じである。 

・CAPが 2ユニットの場合、護衛機は CAP側の主攻撃ユニッ

トとの比較で戦力差を判定する。 

・E の結果が出た場合、CAP 側が 2 ユニットの場合は主迎撃

ユニットのみが除去となる。 

・S/S+の結果が出た場合、CAP側が 2ユニットの場合は主迎

撃ユニットのみがステップロスの対象となる。 

・Aの結果が出た場合は CAP側の全ユニットが強制帰還とな

る。 

(3) この時、一方が全滅又は強制帰還の結果を被り、もう一方が

生き残った場合、生き残った側のユニットは「自由状態」とな

る。 

 
 

12.5.突破と阻止 

 全ての空戦組での空対空戦闘が終了した後、両軍の自由状態

のユニット数を比較する。この状態によって「突破」又は「阻止」が

発生する。 

空戦解決表

戦力差 <結果>
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 E 防御側1ユニット除去
A A A A A A A A A A A SA S 防御側1ステップロス

A A A A A SA SA SA SA S+ 戦闘完了時に防御側1ステップロス

S S SA SA SA E E E E E E E A 防御側強制帰還

S+ S SA SA E E E E E X: 攻撃側ステップロス(対攻撃機の場合のみ)

S+ SA SA E E E E A/S+ 防御側が日本機ならS+、それ以外はA

S+ S E E E CAP側強制帰還(対攻撃機の場合のみ)

X X S+ E E

X X X X X S E

X X X X X X X X S

X X X X X X X X X X S+

空戦力の変更
-1 爆装戦闘機
-1 M,Lの機体が自分の基準高度よりも高い高度で空戦する

(1レベル高い毎に)

コラムシフト DRM(CAPが護衛機を射撃する場合のみ)
-1 曇天 +2 護衛機のユニット数が攻撃機の2倍以上
-1 薄暮 +1 護衛機のユニット数が攻撃機の1倍以上、2倍未満
-2 1Stepユニットで攻撃 -1 護衛機のユニット数が攻撃機の半分未満、1/4以上

+1 支援1Step毎に(最大R2) -2 護衛機のユニット数が攻撃機の1/4未満
+1 護衛のいない攻撃機 (攻撃機がいない場合は上記のDRMは無視する)

S+

A/S+

A/S+

A/S+

A/S+

A/S+

D10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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護衛機の方が多かった場合、「阻止」が発生し、超過したユニッ

ト数を「阻止レベル」と称する。阻止が発生した場合、侵攻側は攻

撃機に割り当てられたCAP機の割り当てを解除することができる。

解除できるユニット数は阻止レベルに等しい。どのユニットの割り

当てを解除するかは侵攻側の任意である。 

 CAP が護衛のユニット数を上回った場合、「突破」が発生し、超

過したユニット数を「突破レベル」と称する。自由状態のユニットの

中から、突破レベルに等しい数の CAPを攻撃欄に再配置できる。

どのユニットを再配置するかは迎撃側の任意である。攻撃欄に再

配置する場合は 12.2 項の規定に従う。 

12.6.CAP と攻撃機の戦闘 

 CAP と攻撃機との戦闘も戦闘組毎に解決する。この場合、CAP

からの射撃のみで侵攻側からの反撃はない。この時、戦闘結果が

Xの場合、CAP側の主攻撃ユニットは 1 ステップ失う。また空戦解

決表の該当欄が赤地の場合、CAP 側全ユニットは強制帰還の適

用を受ける。 

12.7.空戦力の修正 

 空戦時に以下の理由で空戦力が修正される。 

(1) 標準高度が L の航空機が中高度で戦闘を行う場合、攻撃時

の空戦力が－1 される。また高高度で戦闘を行う場合、空戦

力が－2 される。 

(2) 標準高度がMの航空機が高高度で戦闘を行う場合、空戦力

が－1 される。 

(3) 雷爆装している戦闘機は、空戦力が－1 される。 
競技者用ノート:戦闘機の定義に注意すること。戦闘機とは空戦力に下線

が引かれていないユニットのことである。 

12.8.コラムシフト 

 空戦時に以下の理由でコラムシフトされる。コラムシフトの結果、

空戦解決表の右端又は左端からはみ出した場合、右端又は左端

の欄で解決する。 

(1) 射撃を行うユニット(CAP 又は護衛)が半減戦力の場合、左へ

2 シフト 

(2) CAPによる射撃で 2ユニットが射撃する場合、主攻撃ユニット

以外に戦闘に参加する 1 ステップにつき、右へ 1 シフト(最大

2 シフト)。 

(3) 侵攻側が該当の高度域で護衛を全く配備しなかった場合、

CAP の射撃は右へ 1 シフト。これは空戦の開始段階で護衛

がいなかった場合のみ適用されるコラムシフトで、空戦の結

果で護衛側が全滅した場合にはこのコラムシフトは適用され

ない。 

12.9.空戦時の DRM 

 空戦時の DRM は、CAP が護衛を攻撃する場合のみ適用される。

この DRM の意味は、侵攻側の護衛対象と護衛の比率によって護

衛戦闘機の「守り易さ」を表わしている。 

(1) ユニット数で比較して(以下、省略)護衛機数が攻撃機数の 2

倍以上の場合、DRM+2 

(2) 護衛機数が攻撃機数の同数以上 2 倍未満の場合、DRM+1 

(3) 護衛機数が攻撃機数の1/4以上、1/2未満の場合、DRM－1 

(4) 護衛機数が攻撃機数の 1/4 未満の場合、DRM－2 
製作者ノート: 空対空戦闘の DRM は、護衛戦闘機による守り易さを再現

している。護衛戦闘機に対して護衛対象の割合が多いということは、いわ

ば「羊が多く牧羊犬が少ない」状態となる。この場合、攻撃する側から見

た場合は牧羊犬の隙を突いて羊を襲うチャンスが増える。逆の場合は護

衛戦闘機が守りやすくなる。 

12.10.強制帰還 

 強制帰還の結果は、結果を受けた目標の種類によって適用方

法が異なる。 

(1) CAP が強制帰還を受けた場合、対抗している護衛機が自由

状態になる(12.4項参照)。またそのCAPは、その後の航空攻

撃で再使用できない(11.2 項参照)。 

(2) 攻撃機が強制帰還を受けた場合、続く艦船や地上目標に対

する攻撃に参加できなくなる。 

(3) 護衛機が強制帰還を受けた場合、対抗している CAP が自由

状態になる(12.4 項参照)。 

 

 
 

13.対空戦闘 

13.1.目標設定と対空火力配分 

 空対空戦闘が完了した後、生き残った攻撃機のうち、強制帰還

の結果を受けたユニット以外は対艦攻撃又は対地攻撃を実施す

る。対艦攻撃の場合、各攻撃機は目標となる敵艦船を決定する。

1 つの航空機ユニットは、1 つの艦船のみを攻撃目標とする。複数

の攻撃機が 1 つの艦船を攻撃目標としても良いが、1 度の航空攻

撃では最大 2 目標までの艦船しか攻撃できない。 

 攻撃目標となった艦船、地上目標は対空射撃を実施できる。ま

た対艦攻撃の場合、目標とならなかった艦船が「支援射撃」を実

施できる。 

13.2.対空射撃の実施 

 防御側は、攻撃を行う攻撃機全てに対して対空射撃を実施する。

対空射撃は、攻撃機 1 ユニット毎に以下の手順に従って解決す

る。 

(1) 対空火力の決定 

(2) コラムシフト 

(3) 対空射撃の実施 

13.3.対空火力の決定 

 対空火力は、攻撃目標に従って以下の通り決定する。 

(1) 目標が小型艦船の場合：目標艦船の対空火力の 3倍＋支援

射撃を行う艦船の対空火力合計 

(2) 目標が中型艦船又は大型艦船の場合：目標艦船の対空火

力の 2 倍＋支援射撃を行う艦船の対空火力 

(3) 目標が航空基地の場合：航空基地の対空火力の 2 倍 
製作者ノート: 小型艦船の対空火力が 2 倍ではなく 3 倍なのは、ゲームシ

ステムに起因する小型艦船の不利益を部分的に解消するためのもので

ある。実際、対空火力の大きな小型艦船は航空機にとって強敵であり、日

本の秋月型駆逐艦や米フレッチャー級駆逐艦は航空機にとって必ずしも

撃沈が容易な相手ではなかった。 

13.4.支援射撃 

 艦船が攻撃目標の場合、同じ TF に所属し、攻撃目標になって
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いない艦船は、支援射撃を実施できる。支援射撃を実施する場合、

以下の制約が適用される。 

(1) 支援射撃を行う艦船ユニットは、特定の 1 ユニットに対しての

み支援射撃を実施できる。言い換えれば、TF 内の 2 隻が攻

撃目標になった場合、攻撃目標にならなかった艦船は、攻撃

目標になったどちらか一方に対してのみ支援射撃を実施で

きる。 

(2) 1 つの目標艦船に対して支援射撃を実施できる隻数には上

限がある。その上限は以下の通り。 

(a) 迎撃側が日本軍の場合、目標艦船が Core の場合は 4

隻、Screen の場合は 3 隻が支援射撃可能な隻数の上

限となる。そのうちCoreから支援射撃を行う艦船は 1隻

以下である。 

(b) 迎撃側が連合軍の場合、目標艦船が Core の場合は 6

隻、Screen の場合は 4 隻が支援射撃可能な隻数の上

限となる。そのうちCoreから支援射撃を行う艦船は 1隻

以下である。 

(c) いずれの場合でも、支援射撃を行う小型艦船は 0.5 隻

として扱う。 
製作者ノート: Core にいる艦は輪形陣の中心部で他の艦によって守られ

ている場所にいるため、攻撃を受けた場合により多くの艦が支援射撃を

実施できる。日本軍と連合軍で支援射撃できるユニット数が異なるのは、

両軍の艦隊陣形に対するドクトリンの違いを表わしている。日本軍は艦と

艦の間隔を広げることで回避余地を多くすることを好み、対する連合軍は

艦と艦の間隔を小さくすることで対空砲火を集中することを好んだ。 

13.5.コラムシフト 

 対空射撃におけるコラムシフトは、目標の数によるものと目標の

攻撃方法によるもの 2 種類がある。いずれも具体的なコラムシフト

の数値は対空射撃表を参照のこと。なお、コラムシフトの結果、一

番左又は右の列の外側に出た場合、一番左又は右の列を使用す

ること。 

13.5.1.目標の数によるもの 

 特定の艦船/基地に対して複数の航空機が同時に攻撃を実施

する場合、対空射撃に対してコラムシフトを適用する。 

13.5.2.攻撃方法 

 目標の航空機が実施する攻撃方法によってコラムシフトを適用

する。 

注：急降下爆撃の場合、中高度爆撃のコラムシフトは適用しない。 

13.6.対空射撃の解決 

 対空射撃はゲームカード A の対空射撃表を使って解決する。

13.3 項に従って決定した対空火力を対空射撃表に当てはめる。

該当する火力が対空射撃表から見つからない場合、対空射撃表

の中から実際の対空火力以下で最も近い数値を見つける。 

例：対空火力が 48 の場合、対空射撃表で 40 火力の欄を使う。 

 13.5 項に記載されたコラムシフトを適用し、最終的に使用するコ

ラムを決定する。目標となる航空機毎にコラムシフトの結果が異な

る場合があるので注意すること。 

 対空射撃表を見てダイス(D10)を振る。その時ダイス目を使用す

る列は、目標航空機の種類によって異なることに注意すること。 

(1) 目標が連合軍で海軍機以外の場合、Aの列を使用 

(2) 目標が連合軍の海軍機の場合、Nの列を使用 

(3) 目標が日本機の場合、Jの列を使用 
製作者ノート: 日本海軍機は他の機種に比べると対空射撃に対して損害

が出やすいが、攻撃意思を捨てる可能性は少ないようになっている。一

方、連合軍の陸軍機は、損害が出にくいが、攻撃意思を放棄する可能性

が高くなっている。これは、日本海軍機の脆さや連合軍陸軍機の強固な

防弾性を再現すると共に、対艦攻撃における技量や士気の違いを再現し

たものである。 

 

 目標となる航空機毎にダイス(D10)を振る。対空射撃表に示され

た結果が目標航空機に対する戦闘結果になる。 

 E：目標は全滅する 

 E+：E と同じだが、撃墜される前に目標は対艦対地攻撃を実施

できる。 

 S：目標はステップロスする 

 S+：S と同じだが、損害を適用する前に目標は対艦対地攻撃を

実施できる。 

 A：目標は強制帰還となり、対艦対地攻撃を実施できない 

 ★Op：S+と同じ。ただし攻撃側が対空射撃を受ける前に「兵力

温存」を宣言していると A の結果となる。なお「兵力温存」の宣言

は攻撃隊全体で行う必要がある。個々のユニット別に宣言すること

はできない。 

 C：目標は攻撃目標を変更する。当初の攻撃目標ではなく支援

射撃を行っている他の艦船のうちの 1 隻(侵攻側が決定)を攻撃目

標とする。もし支援射撃を行う艦船が存在しない場合は本来の目

標を攻撃する。 

 
 

14.空対艦戦闘 

14.1.空対艦戦闘の概要 

 艦船攻撃任務時において、対空射撃で行き残り、強制帰還の適

用も受けなかった航空機は、空対艦攻撃を実施する。この攻撃は

強制であり、攻撃可能な航空機が攻撃を中止することは許されな

い。 

 空対艦攻撃には以下の5種類の攻撃方法があり、最初の4つ目

は爆装した航空機が実施可能で、残り 1 つは雷装した航空機が

実施可能である。 

(1) 急降下爆撃 

(2) 低高度爆撃 

(3) 中高度爆撃 

(4) 高高度爆撃 

(5) 魚雷攻撃 

 上記(1)～(4)の場合は、ゲームカード A の砲爆撃判定表を使用

し、(5)の場合は雷撃判定表を使って攻撃の結果を判定する。攻

撃の結果は打撃数という形で表現される。打撃数が目標の艦船

の耐久力に達した場合、目標艦船は沈没する。例えば耐久力 6

の大型艦は 6 打撃を受けた時点で沈没する。 

14.2.攻撃の手順 

 空対艦攻撃は原則として航空機 1 ユニット単位で解決する。航

空機の実施する攻撃のタイプによって決まる攻撃力と目標艦船の

防御力を比較する。その比率を砲爆撃判定表又は雷撃判定表に

記載されている簡単な比率に置き換える。該当する表に丁度一致

するコラムがない場合、艦船側が有利なような最も近いコラムを見

つける。もし攻撃力:防御力の比率が砲爆撃判定表/雷撃判定表

に記載された最低の比率未満の場合、その攻撃は自動的に失敗

する。 

対空射撃表

対空火力 E:除去
0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 75 S:ステップロス
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A:攻撃失敗

1 A A A A A A A A A A A A A A A A A C:目標変更(対艦船攻撃時のみ)
2 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A +:損害前に航空攻撃実施
3 2 C C C C A A A A C C C C C C C C C C
4 3 1 A E+ S E E E E E
5 4 2 E E E E E E <支援射撃可能な隻数>
6 5 3 E+ E+ E+ 対空陣形(連合軍)
7 6 4 E+ E E E Core = 6隻(注1)(注2)
8 7 5 S+ S S S E E E E E Screen = 4隻(注1)(注2)
9 8 6 S+ SC SC SC SC SC SC SC SC SC 対空陣形(日本軍)
10 9 7 S+ S+ S+ E+ E+ E+ E+ E+ E+ E E Core = 4隻(注1)(注2)

10 8 Op Op Op Op Op Op Op Op S S S S S Screen = 3隻(注1)(注2)
9+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ E+ 対水上陣形

D10コラム コラムシフト 2隻(注1)
A 連合軍(海軍機以外) -1 同時に対空射撃を受ける航空機が2ユニット (注1)小型艦船は0.5隻とする
N 連合軍海軍機 -2 同時に対空射撃を受ける航空機が3ユニット (注2)Coreは1隻まで
J 日本機 -3 同時に対空射撃を受ける航空機が4～5ユニット

(*)海兵隊は海軍機とする -4 同時に対空射撃を受ける航空機が6ユニット以上
夜間対空射撃(火力修正) -1 急降下爆撃機
×1/3 連合軍 +1 低空爆撃又は雷撃を行うMB
×1/4 日本軍 +2 低空爆撃又は雷撃を行うHB,SP

-2 中高度爆撃機
-5 高高度爆撃機

Op：S+と同じ。ただし「兵力温存」
が宣言されるとAになる

D10

A N J
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例:攻撃力 10、防御力 4 の場合、5:2 のコラムを使う。 

例:攻撃力 5、防御力 4 の場合、1:1 のコラムを使う。 

例:魚雷攻撃で、攻撃力 1、防御力 8 の場合、その攻撃は自動的

に失敗する(雷撃判定表の最低比は 1:6)。 

 

続いて攻撃の種類別に用意された基本命中値を決定する。命

中値に必要な修正を行い、最終命中値を決定する。ダイス(D10)

を振り、出目が命中値を越えていた場合は外れで、目標艦船に損

害を与えられない。ダイス目が命中値以下の場合は命中で目標

艦船に損害を与えられる可能性がある。砲爆撃判定表又は雷撃

判定表で該当するコラムとダイス目を交差照合し、結果を適用す

る。 

s：無効(空対艦戦闘ではこの結果を無視する) 

H：目標に 1 打撃を適用する。H の前に数値が記載されている

場合、数値が目標に与える打撃数となる。 

C：特殊損傷表を使ってもう 1 度ダイス(D10)を振る。Cの前に数

値が記載されている場合、数値の回数だけ特殊損傷表を使う

(14.6 項参照)。 

14.3.実施可能な攻撃タイプ 

 航空機には、機種毎に実施可能な空対艦攻撃

のタイプがある。戦術航空戦ゲームでは、原則と

してユニットに記載されたタイプの攻撃のみ実施

できる。ただしシナリオ特別ルールで指定されて

いる場合は、上記の限りではない。 

例：左の B5Nユニットは、空対艦攻撃時には雷撃(T)を行う。 

 

注：作戦ゲームではこの制約は適用されず、ゲームカード B の

「航空機性能表」で記載された任意の攻撃方法を選択できる。 

 

14.4.命中値 

 攻撃を成功させるためには、攻撃判定時のダイス目が命中値以

下の数値を出さなければならない。 

 命中値には基本命中値と命中値修正がある。まず攻撃タイプ別

に決められた命中値を砲爆撃判定表又は雷撃判定表から読み取

る。次に命中値の修正を適用する。戦術航空戦で適用される命中

値修正は以下の 2 項目のみである。 

(1) 護衛戦闘機なしで敵戦闘機の攻撃を受けた場合、命中値－

1。この修正は、当該高度域に最初から友軍の護衛機が存在

せず、敵の CAP が存在していた場合に、その高度域の全攻

撃機に対して適用される。 

(2) 攻撃目標となる艦船の速力が 1.0 以下の場合、命中値+2 
競技者用ノート：命中判定と攻撃結果の判定は 1 回のダイス振りで実施

することに注意されたい。命中判定と損害判定を別々に振る訳ではない

のである。 

14.5.共同攻撃 

 空対艦攻撃の実施は、原則として航空機ユニット 1 個単位で解

決する。しかし侵攻側が望めば、複数の航空機ユニットの攻撃力

を集中して攻撃することも可能である。侵攻側は、以下のルール

を順守する限り、攻撃力をどのような形で集中させても良い。 

(1) 魚雷攻撃とそれ以外のタイプの攻撃の共同攻撃は禁止であ

る。魚雷攻撃のみの共同攻撃や魚雷攻撃を含まない航空機

同士の共同攻撃は可能である。 

(2) 共同攻撃を行う場合は、共同攻撃を行う航空機の対艦船攻

撃力をすべて合計する。そして合計した攻撃力と目標艦船の

防御力の比によって砲爆撃判定表/雷撃判定表で使用する

コラムを決定する。 

(3) 共同攻撃の際、命中値は修正後の命中値が最も小さいユニ

ットの命中値を当該共同攻撃における命中値として適用す

る。 

(4) 共同攻撃の際、貫通力は最も小さいユニットの貫通力を当該

共同攻撃における貫通力として使用する。 
競技者用ノート：ルールを読めばわかる通り、航空攻撃の場合、複数の航

空機ユニットで同一艦船を攻撃するために必ずしも共同攻撃を行う必要

はない。後ほど述べる水上砲撃戦、水上雷撃戦では、同一目標を複数の

ユニットで攻撃する場合には共同攻撃が必須条件になってくるので、両者

の違いに留意されたい。 

14.6.特殊損傷 

 砲爆撃判定表/雷撃判定表で C の結果が出た場合、特殊損傷

が発生する。特殊損傷 1 回につき特殊損傷表を見てダイス(D10)

を振る。その時、目標艦船の装甲値が攻撃側の貫通力を上回っ

ていた場合、その差の 2 倍がプラスの DRM として適用される。 

 

例:貫通力 2の D3Aが装甲

値 4の CV2 Lexingtonを

攻撃して特殊損傷の結

果を得た場合、特殊損傷

表を判定する際、DRM+4

を適用する(4－2＝2 の 2 倍) 

 特殊損傷で H の結果は、目標に対する打撃を意味し、Sunk の

結果は目標が沈没したことを意味する。 
競技者用ノート：航空攻撃を実施する場合は、色違いのダイスを 2 個振る

よう事を推奨する。この場合、1 個は命中判定用、もう 1 個は特殊損傷用

とすることで、ダイスを振り直す手間を省略し、競技時間の短縮を図ること

ができる。 

製作者ノート: 特殊損傷とはいっても、他の水上砲戦ゲームに見られるよ

うに「艦橋被弾」とか「砲塔電路切断」等のようなラッキーヒットを意味する

訳ではない。どちらかといえば重装甲部に対する命中という意味の方が

理解し易いと思う。重装甲部に対する命中だから装甲が厚いと装甲板に

弾き返されて損傷を与えられない場合もあるし、逆に重装甲部だから貫

通されれば重大な損傷(表の中では 2H、3H 等の結果)を引き起こす可能

性もある。 

 

 
 

15.艦船への損害適用 

15.1.概要 

 艦船への損害は「打撃数」という概念によって表わされる。艦船

への打撃数は累積され、累積の打撃数が当該艦船の耐久力に達

した時、その艦船は沈没する。 

15.2.打撃数の適用 

打撃数の適用方法は、目標艦船の耐久力によって異なる。 

(1) 目標艦船が小型艦(耐久力 2)の場合、1 打撃を受けたら艦船

ユニットを裏返す。その時の艦船の能力は、裏面に記載され

た数値を適用すること。さらに 1打撃受けたら沈没する。 

(2) 目標艦船が中型艦(耐久力 4)の場合、1 打撃を受けたら 1 の

D3A VB

CV6

3 1 D 2D 1 4

22 4 4 8 2 5 4 4

CV2 Lex ing t on

B5N VB

CV6 CV6

2 1 M 5T

20 6 4 10
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打撃マーカーを置く。2打撃目で艦船ユニットを裏返して 1の

打撃マーカーを取り除く。3打撃目を受けたら、裏返しの状態

で 1 の打撃マーカーを乗せる。4 打撃目で沈没する。目標艦

船が大型艦(耐久力 6)の場合、1～2打撃目までは 1～2打撃

マーカーを乗せる。3 打撃目で艦船ユニットを裏返す。4～5

打撃目で裏返しの状態で 1～2 打撃マーカーを乗せる。6 打

撃目で沈没する。 

(3) ★中型艦及び大型艦に打撃マーカーが乗せられている場合、

ユニットの額面能力からは能力が低下する。なお能力低下時

に小数点以下の端数は全て切り上げる。 

(ア) 砲撃力(主砲及び副砲)：大型艦の場合、1 打撃では変

化なし、2打撃で額面値の 75％、4打撃目は裏面の額

面値と同じ、5 打撃で 0 となる。中型艦の場合、1 打撃

で額面値の 75％、3 打撃で 0 となる。 

(イ) 対空火力：大型艦の場合、1～2打撃で額面値の 75％、

4 打撃で裏面の額面値の 50％、5 打撃で 0 となる。中

型艦の場合、1 打撃で額面値 75％、3 打撃で 0 にな

る。 

(ウ) 雷撃力：常に額面値のまま。(裏面の雷撃力は 0になっ

ている)。 

(エ) 速力：大型艦の場合、1 打撃で額面値のまま、2 打撃

で額面値から 0.5減少(額面値が 4以上の場合は 1減

少)、4 打撃で裏の額面値から 0.5 減少、5 打撃で速力

1 となる。中型艦の場合、1打撃で額面値から 0.5減少

(額面値が 4以上の場合は 1減少)、3打撃で速力 1 と

なる。なお、いかなる場合でも速力 1 を下回る速力減

少は適用しない。 

(オ) 航空機運用能力：31.4 項及び 32.4 項参照。 

 

 
 
例 1：右図の重巡「鳥海」が 1 打撃を受けた場合の能力は

以下のようになる。砲撃力 4(≒5x0.75)、対空火力 3(≒3×

0.75)、雷撃力 5(額面値)、速力 3(＝4-1)となる。 

 

例 2：右図の戦艦「N.Caro」が 1 打撃を受けた場合、砲撃力

16(額面値)、対空火力 8(≒10×0.75)、速力は 3(額面値)と

なる。また 2 打撃を受けた場合、砲撃力は 12(≒16×0.75)、

対空火力は 8、速力は 2+(＝3-0.5)となる。 

 

★制作者ノート：艦船の損害ルールは Ver2.0 で大きく変更した部分である。

以前のルールでは艦が損傷する度にログシートと見比べる必要があった。

実際にプレイしてみると、ログシートを毎回参照するのは結構面倒であり、

プレイの阻害要因となることが分かった。そこで新しいルールでは、損傷

による能力低下を簡単な数式で整理することとした。これによりログシート

が不要になり、よりスピーディなプレイが約束される。この改定は本ルー

ル適用前に公表された「海空戦 No.2」の各シナリオにも適用される。 

なお、記録シートも残してあるので、そちらを利用することも可能である。 

15.3.大破、中破 

 ルール上は重要ではないが、艦船の損傷状態を短い言葉で表

す表現として、本作の中では中破、大破という用語がある。意味は

用語集を参照されたい。 
 

16.空対地戦闘 

16.1.空対地攻撃の手順 

 基地攻撃任務時において、対空射撃で行き残り、強制帰還の適

用も受けなかった攻撃機は、空対地攻撃を実施する。空対地攻

撃には以下の 4種類の攻撃方法があり、いずれも爆装した航空機

が実施可能である。 

(1) 急降下爆撃 

(2) 低高度爆撃 

(3) 中高度爆撃 

(4) 高高度爆撃 

 対空射撃が終了した後、空対地攻撃可能な航空機は、その対

地攻撃力を全て合計する。対地攻撃表を見てダイス(D10)を振り、

結果を確認する。何らかの数値が得られた場合、その結果が目標

に与える打撃数になる。 

16.2.対地攻撃表の使い方 

 対地攻撃表の使い方は、合計した対地攻撃力の値によって異

なる。 

(1) 対地攻撃力の合計が 10以下の場合、又は 20,30,40,50のい

ずれかの場合、該当する攻撃力に相当するコラムを対地攻

撃表から見つけ出し、そのコラムでダイスを振って打撃数を

判定する。 

(2) 対地攻撃力の合計が 11～19の場合、攻撃力 10のコラムで 1

回、端数のコラムで 1 回ダイスを振り、その結果を合計して打

撃数とする。同様に 21～29、31～39、41～49、51～59 の場

合もそれぞれ攻撃力 20,30,40,50のコラムで 1回、端数のコラ

ムで 1回の計2回ダイスを振り、その結果を合計して打撃数と

する。 

(3) 攻撃力が 60以上の場合、攻撃力 50のコラムを利用し、後は

(2)の場合と同様に処理する。 

 

例：攻撃力 65 の場合、50、10、5 のコラムで各 1 回ダイスを振り、

その結果を合計して打撃数とする。 

例：攻撃力 238 の場合、50 のコラムで 4 回、30 のコラムで 1 回、8

のコラムで 1回の計 6回ダイスを振り、その結果を合計して打

撃数とする。 

16.3.対地攻撃力の修正 

 航空戦術ゲームでは、対地攻撃力の修正はない。 

 

 
 

大型艦 中型艦

1打撃 2打撃 4打撃 5打撃 1打撃 3打撃

砲撃力 額面値通り ×0.75(注1) 額面値通り 0 ×0.75 0

対空火力 ×0.75(注1) ×0.75(注1) ×0.5(注1) 0 ×0.75 0

雷撃力 額面値通り 額面値通り 0 0 ×1 0

速力(注3) 額面値通り -0.5(注2) -0.5 1 -0.5(注2) 1

（注1）端数切り上げ　　(注2)額面値の速度が４以上なら－１　(注3)速度が1未満にはならない

対地攻撃表
対地攻撃力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8

1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6
1 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3
1 2

<攻撃力> ×2 艦砲射撃(昼間) ×1 航空攻撃(昼間)
×1 艦砲射撃(夜間) ×0.5 航空攻撃(曇天)
×0.5 貫通力1以下の場合 ×0.4 航空攻撃(夜間)

10
9
8

D10

1
2
3
4
5
6
7
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戦術水上戦ゲーム 
17.戦術水上戦ゲームの概要 

17.1.概要 

 戦術水上戦ゲームは、水上艦船同士による水上戦闘を扱うゲー

ムである。戦術水上戦は、水上戦マップ上で解決する。またゲー

ムカードを使用するが、ゲームカード A のみ使用する。各シナリオ

に示されている艦船ユニットが登場し、打撃マーカー、Task 

Groupマーカー、衝撃マーカー、水上戦アクションマーカー、水上

戦ターンマーカーを使用する。それ以外のマーカーは使用しない。

戦術水上戦ゲームはシンプルなので、どのシナリオを競技する場

合でも比較的短時間で競技できる。また 1 人競技にも向いてい

る。 
初心者の方へ：もし水上戦に興味がなく、早く空母戦を楽しみたい場合、

戦術水上戦ゲームのルールは読み飛ばして下さい。そして水上戦は一切

発生しないものとして空母戦を楽しんでください。Op7 以外の作戦シナリ

オは水上戦ルールなしでも十分プレイできます。 

 

17.2.登場人物 

戦術水上戦ゲームは、日本軍と連合軍の艦船がそれぞれ登場

する。戦術航空戦ゲームのような侵攻側／迎撃側と言った区分は

ない。 

17.3.水上戦マップのレイアウト 

水上戦マップのレイアウトを下図に示す 

 
 

① アクショントラック 

② ターントラック 

③ Task Group ボックス(日本軍) 

④ Task Group ボックス(連合軍) 

⑤ 補助のチャート類、ユニット説明等 

17.4.水上戦マップ上での艦船の配置 

水上戦マップ上での艦船では、前後の方向が決められている。

ユニットを置いた時、左側が艦首方向、右側が艦尾方向になる。

艦首方向は常にヘクスサイド方向に向けられる(下図参照)。 

 

 

17.5.スタック制限 

水上戦マップにおけるスタック制限は以下の通り。 

(1) 1 ヘクスにそれぞれの陣営で最大 8 隻まで(両陣営合わせて

16 隻まで) 

(2) 中型艦は 1ユニットで 2 隻分として計算する。 

(3) 大型艦は 1ユニットで 3 隻分として計算する。 

(4) スタック制限は移動終了時に適用する。意図的なスタック制

限超過は許されない。また誤ってスタック制限を超過した場

合は、移動を修正してスタック制限を守るようにやり直すこと。 

 

例：以下の事例はいずれもスタック制限の範囲内である。 

・小型艦 8 隻 

・中型艦 4 隻 

・中型艦 2 隻＋小型艦 4 隻 

・大型艦 2 隻＋中型艦 1 隻 

・大型艦 1 隻＋中型艦 2 隻＋小型艦 1 隻 

17.6.Task Group  

1 つのヘクスに複数のユニットが同じ方向へ向

いて存在している場合、Task Group マーカーを使

って整理することができる。Task Group マーカー

は方向を持っており、左側が艦首方向に相当する。

(三角マークで示している) 
競技者用ノート：Task Group マーカーは、単に水上戦マップ上でのスタッ

クの取り扱いを簡便化する意味しかない。従って Task Group マーカーを

使うことで、戦術上何らかの利点が得られることはない。 

17.6.1.Task Group マーカーの配置 

移動アクション開始時に、競技者は同一ヘクスで同じ方向を向

いている複数のユニットについて、以下の手順でTask Groupマー

カーに置き換えることができる。 

(1) 未使用の Task Group マーカーを用意する。 

(2) Task Group を構成する全ユニットを Task Group 番号に相

当する Task Group ボックスに置き換える。 

(3) Task Group マーカーを該当するヘクスに適切な方向で配

置する。 

17.6.2.Task Group マーカーの移動 

Task Group マーカーは艦船ユニットと同様に移動する(21 項参

照)。その際、Task Group マーカーの速力は、そこに含まれている

最も遅い艦船の速力と同じものとして扱う。 

17.6.3.Task Group マーカーの再編成 

Task Groupマーカーの再編成は、移動アクション開始時に行う。

移動開始時点で Task Group に含まれる艦船の一部又は全部を

Task Group から分離して水上戦マップ上に直接配置しても良い。

全部を水上戦マップ上に配置した場合は、Task Group マーカー

自体が不要になるので同マーカーを水上戦マップから取り除く。 

一方、移動開始時点で Task Group マーカーと同一ヘクスで同

一方向を向いている艦船ユニットは、Task Group に含ませるため

Task Group ボックスに移動しても良い。 

17.6.4.Task Group マーカーとスタック 

Task Group マーカーの存在は、スタック制限に影響を与えない。

Task Group マーカーの有無に関わらず、同一ヘクスにスタックで

きる艦船ユニット数は 17.5 項に従う。 

 

18.戦術水上戦ゲームの準備 
(1) 競技するシナリオを選択し、それぞれの競技者が担当する陣

営を決定する。 

(2) 水上戦マップを用意し、シナリオに指定された艦船ユニットを

用意する。 

Task

Group

1

◀



「海空戦！南太平洋 1942」ルールブック 

 

17 

 

(3) シナリオの指示に従って水上戦マップ上に艦船を配置する。

その際、スタック制限を順守すること。また配置した艦船は艦

首方向を水上戦マップの中心方向に向けておく。 

(4) 競技者は担当する陣営が使用する水上戦アクションマーカ

ー各 5 枚を手元に用意する。 

(5) 水上戦ターンマーカーをターントラックの第 1ターンの欄に置

く。 

 

19.戦術水上戦ゲームの進め方 

19.1.★水上戦ターンの進め方 

 戦術水上戦ゲームは、複数回の水上戦ターンからなる。1 回の

水上戦ターンは 6回の「水上戦ラウンド」によって構成されている。

1 回の水上戦ラウンドは、19.2 に示した手順で解決する。 

6 回の水上戦アクションが終了したら水上戦ターン終了となる。

アクショントラックに配置された水上戦アクションマーカーを全て所

有プレイヤーの元に戻し、艦船に置かれた衝撃マーカーを全て

取り除く。最後に水上戦ターンマーカーを 1 マス進める。 

19.2.★水上戦アクションの進め方 

(1) 両陣営はダイス(D10)を振り、DRM を適用した後、修正後の

出目が大きい陣営が 1 アクションを実行する。アクションは移

動、砲撃、雷撃の 3 種類及び砲撃と移動を組み合わせ砲撃

＆移動があり、それぞれ実施方法が異なっている(それぞれ

21項、22項、23項参照)。修正後のダイス目が同じ値の場合

については、20.2 項参照のこと。 

(2) アクションが終了したら、該当する水上戦アクションマーカー

を水上戦マップ上のアクショントラックに配置する。 

19.3.★水上戦アクションマーカー 

 両陣営には、4 枚ずつの水上戦アクションマーカ

ーが用意されている。その内訳は、移動、砲撃、雷

撃、砲撃＆移動が各 1 枚である。 

競技者は、該当するアクションを実施したら、手元

の水上戦アクションマーカーをアクショントラックに置く。配置する

際には、アクショントラックの上段 3個を左から順次埋めていき、次

に下段 3 個を左から順次埋めていく。このような配置を行う理由は、

それぞれのアクションがどのように実施されたかを後で確認できる

ようにするためである。 

1 度利用した水上戦アクションマーカーを同一の水上戦ターン

で再使用することはできない。 
競技者用ノート：水上戦アクションマーカーは両陣営合わせて 8 枚あるが、

水上戦ターンは 6 ラウンドしかない。このことから、毎ターン～必ず使用さ

れないアクションマーカーが発生することを意味する。 

製作者ノート：主導権の DRM とアクション数の制限によって本作は水上戦

における不確実性と練度、陣形、任務の重要性を再現することに成功し

た。太平洋戦争で発生した幾多の海戦が示すことは、水上戦においては

数的優位が必ずしも決定的な要因とはならず、逆に数的に劣勢であった

陣営が思わぬ善戦を示す場合が多かったことである。ガダルカナル戦初

期の日本艦隊がまさにその好例で、彼らは数的な劣勢にも関わらず、練

度その他の優勢によってしばしば数的に優勢な連合軍艦隊を打ち破った。

逆に戦争が進んでいくと、レーダー等技術的な優位性を得た連合軍が、

数的に同等又は優勢な日本艦隊に痛打を与えるケースが増えてくる。

1944 年 10 月に起こったサマール島沖海戦は、その典型的な事例と言え

るだろう。 

19.4.★「砲撃＆移動」アクション 

「砲撃＆移動」アクションは、1 つのアクションで砲

撃と移動の両方を行えるアクションである。このアク

ションを選択した場合、まず水上砲撃戦ルールに従

って全ての砲撃を解決した後、移動ルールに従って

移動を行う。この逆、つまり移動を行った後に砲撃を行うことは認

められていない。 

 

20.主導権 

20.1.主導権決定 

 各水上戦アクションラウンド開始時に両陣営はそれぞれダイス

(D10)を振る。その目にシナリオで指定されたDRMを適用し、修正

後のダイス目が大きい方が主導権を獲得する。主導権を獲得した

陣営は、まだ未使用の水上戦アクションマーカーを使って 1アクシ

ョンを実施する。 
競技者用ノート：作戦ゲームの場合、主導権の DRM は、陣形、任務、練

度によって決定されるが、戦術水上戦ゲームにはこれらの概念がないた

め、シナリオで指定された DRM を適用することになる。 

20.2.★同じダイス目の場合 

 修正後のダイス目が同じ値の場合は、以下の通り処理する。 

(1) 第2～5水上戦ラウンドの場合、両陣営が各1ラウンドずつ(計

2 ラウンド)を実施することになる。直前のラウンドでアクション

を実施した側の陣営がまず 1 ラウンド分のアクションを実行す

る。続いてもう一方の陣営が 1 ラウンドを実行する。 

例：第 1水上戦ラウンドで日本軍が主導権を握り、1ラウンドを実施

した。次の主導権決定の際、主導権決定における修正後の

ダイス目が両陣営同じとなった。この場合、第 2 ラウンドは日

本軍がアクションを実行し、第 3ラウンドは連合軍がアクション

を実行する。次の主導権判定は第 4 ラウンドからの開始とな

る。 

例：上記の続きである。もし第 4 ラウンドの主導権判定がまたもや

修正後のダイス目が同じであった場合、第 4 ラウンドに連合

軍がアクションを実行し、第 5 ラウンドに日本軍がアクションを

実行する。先に連合軍からアクションを実行する理由は、直

前のラウンドである第 3 ラウンドでアクションを実行したのが連

合軍だからである。 

(2) 当該水上戦ターンで最初の水上戦ラウンドの場合、ダイス

(D10)を 1個振る。出目が奇数の場合は日本軍が 1アクション

を実行した後、連合軍が1アクションを実行する。出目が偶数

の場合はこの逆で、連合軍、日本軍の順番で 1 アクションず

つ実行する。いずれの場合でも、この場合は 2 ラウンド分の

水上戦ラウンドを実施したと見なし、次の主導権決定は第3ラ

ウンドからとなる。 

(3) 当該水上戦ターンで最後の水上戦ラウンドの場合、2 ラウンド

を行わない。直前のラウンドでアクションを実施した陣営だけ

が 1 ラウンドを実施し、そこで水上戦ターンが終了となる。 

20.3.★ダイスを振らないケース 

もし一方の陣営が全てのアクションマーカーを使いきった場合

(言い換えれば 4 回のアクションを全て実施した場合)、ダイスを振

らずに主導権は自動的にアクションマーカーを保持している陣営

になる。 

20.4.主導権の放棄 

主導権のダイス目が大きい陣営は、主導権を放棄して相手に

渡しても良い。この場合、相手側陣営はこの申し出を拒否できず、

何らかのアクションを実施しなければならない。この主導権放棄は、

修正後のダイス目が同じ場合は実施できない。 
競技者用ノート：主導権の放棄は、例えば彼我の距離がまだ遠くて相手

に先に移動させたい場合等に有効である。 

 

21.水上戦マップ上の移動 

21.1.★水上戦マップ上での移動の概要 

「移動」又は「砲撃＆移動」アクションを選択した場合、競技者は

水上戦マップ上に存在している麾下の全ての艦船ユニット及び

Task Group マーカーを移動させることができる。移動は任意であ
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り、移動しなくても構わない。移動は必ず艦首方向に向けて行わ

なければならない。それ以外の方向への移動は禁止されている。 

21.2.★移動力 

1 回のアクションで使用できる移動力は、艦船の速力に依存す

る。「移動」及び「砲撃＆移動」アクションマーカーの裏側に速力と

移動力の対応が示されているので参照されたい。SPが速力、Mが

移動力を示す。 

例：左の「移動」アクションマーカーの場合、速力 1 の

艦船は移動できず、速力 2～3の場合は 1移動力、

速力 4以上の場合は 2移動力できる。 
★競技者用ノート：移動できるヘクス数はマーカー毎に異なっ

ているので注意されたい。 

 

 1移動力を消費して 1ヘクス前方に移動できる。また 1移動力を

消費して 60度左右どちらかに旋回できる。移動力を全て消費する

必要はない。 

21.3.旋回 

 艦船は1移動アクションにつき1度だけ移動力の消費なしに右ま

たは左へ 60 度旋回できる。旋回を実施するのは、移動開始前、

移動中、移動終了時のどのヘクスでも良いが、旋回できるのは 60

度だけである。移動力を消費すればさらに旋回をすることも可能

である。 

21.4.盤外への脱出 

 艦船が移動中に盤外へ出てしまった時には、その艦船は移動

せず、それ以外の艦船を全て移動方向とは反対方向へ移動させ

ることによって相対的な位置を保持するように努めること。 

もし上記の対応を行った場合に、盤外へ移動しようとした艦船

以外の艦船が盤外へ出てしまう場合、アクションを実施中ではな

い陣営は、以下のいずれかを選択する。 

(1) 現在移動中の艦船がそのまま地図外に出ていく。 

(2) 現在移動中ではない艦船が地図外へ出ていく。 

いずれの場合でも、一端地図外に出てしまった艦船ユニットは、

再び地図上に登場することはない。このような艦船は撃沈されたと

はみなさない。 

21.5.速力 0.5 

 速力に”+”のコード(速力 0.5)を有する艦船ユニットは、偶数ター

ンのみ移動時に使用する速力が+0.5 となる。 

 

例：速力 3+(=3.5)の艦船ユニットは、偶数ターンの移動アクション

においては速力 4 として扱う。 

 

 
 

22.水上砲撃戦 

22.1.★水上砲撃戦の概要 

「砲撃」又は「砲撃＆移動」アクションを選択した競技者は、ゲーム

カード A(又は水上戦マップ)に記載されている砲雷撃実施回数表

を見てダイス(D10)を振る。シナリオで指定された DRM を適用した

後、ダイス目と「砲撃」欄の結果を照合する。その結果が砲撃を実

施できるスタック数になる(0 の場合は 0 スタック、すなわち砲撃失

敗になる)。実際に砲撃を実施するスタックについては、砲撃アク

ションを実施する競技者が任意に決定して良い。また砲撃アクショ

ンを行うスタックの中にあっても、砲撃を実施しない艦船がいても

構わない。 
競技者用ノート：砲撃を実施するスタックを区別するために使用していな

いマーカー等を利用すると良いだろう。 

22.2.どのような艦船が砲撃を実施できるのか 

 1 以上の砲撃力を有する艦船のみが水上砲撃戦を実施できる。

殆どの艦船が 1 以上の砲撃力を有しており、つまり殆どの艦船が

水上砲撃戦を実施できることを意味している。同じ艦船でも、損傷

状態によって砲撃力を失う場合があるので注意すること。 

22.3.水上砲撃戦の手順 

 砲撃を実施する競技者は、まず特定の目標艦を 1 個指定する。

続いてその艦船を目標に砲撃を実施する友軍艦船(1 個以上)を

全て宣言する。そして砲撃を解決する。続いて別の目標艦を選択

し、それに対して砲撃を行う艦船(1 個以上)を宣言し、砲撃を解決

する。このように目標を選んで、それに対して砲撃を行う艦を選ぶ

という手順を繰り返しながら、全ての砲撃を解決していく。希望す

る砲撃目標全てに対して砲撃が完了するまでこの手順を繰り返す。

この際に遵守すべき事項は以下の通りである。 

(1) 1 度選んだ目標に対して同じ砲撃アクションの中で 2 度以上

選択することはできない。 

(2) 1 度砲撃を行った艦船は、別の目標への砲撃に参加できな

い。(例外:副砲 22.8 項) 

(3) 砲撃に参加できるのは、先の砲撃判定回数判定時に砲撃す

るスタックとして選ばれたスタックのみである。 

22.4.★射界 

 砲撃を行う際、射界が重要になる。下図に射界を示す。下図に

示す通り、艦首射界、艦尾射界に対しては、砲撃力が半減する

(端数切上げ)。また同一ヘクスの目標に対しては砲撃力を全力発

揮できる。 
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22.4.1.利根型重巡 

 利根型重巡は、艦首部分に主砲を集中配備した

ため、艦尾方向へ砲撃する際には困難を生じてい

る。これを再現するため、利根型重巡(CA17「利根」、

CA18「筑摩」)が艦尾方向へ砲撃する際には、砲撃

力を 0 とする(つまり砲撃できない)。このことを表わ

すため、利根型重巡の砲撃力は○で囲まれている。 

22.5.射程距離区分 

 火砲にはその種類に応

じた射程距離がある。これ

を距離区分と言い、S(短距

離 )、M(中距離 )、L(長距

離)の 3つがある。Sはその

火砲にとって短距離で射

撃できる距離、M は中距

離で射撃できる距離、L は

長距離で射撃できる距離

を示している。L を超える

距離の目標を射撃すること

はできない。射程距離は水上戦マップ上のヘクス数で数え、射撃

艦のヘクスは数えないが、目標のヘクスは数える。射程距離区分

はユニットに記載された貫通力によって決まり、ゲームカード A 又

は水上戦マップの「火砲の射程距離区分表」に記載されている。 

 

例：左図の重巡「鳥海」は貫通力 5である。貫通力 5

の射程距離区分は、火砲の射程距離区分表によれ

ば、距離 0～2ヘクスの目標に対しては短距離射撃、

3～4ヘクスの目標に対しては中距離射撃、5～6ヘ

クスの目標に対しては長距離射撃として扱う。7 ヘクス以上離れた

目標に対しては砲撃できない。 

 射程距離区分は、水上砲撃戦における基本命中値と貫通力に

影響を与える。ゲームカード A の砲爆撃判定表に示されている通

り、基本命中値は射程距離区分に対応した形で与えられる。近距

離砲撃の場合は 8、中距離砲撃の場合は 6、長距離砲撃の場合

は 3 が基本命中値となる。また貫通力については、近距離砲撃の

場合は額面値通りの貫通力となるが、中距離砲撃の場合は額面

値から 4を引いた値、長距離砲撃の場合は額面値から 2を引いた

値が貫通力となる。ただし貫通力が 0 未満になることはない。 

例：先に挙げた「鳥海」の場合、距離 0～2 ヘクスの場合は基本命

中値 8、貫通力 5となる。距離 3～4の場合はそれぞれ 6と 1、

距離 5～6 の場合は 3 と 3 になる。 
製作者ノート：中距離よりも長距離の方が貫通力の劣化が少ない理由は、

長距離砲撃の場合、弾着時の砲弾の落下角度が大きいため、目標艦の

側面よりも上面に命中する割合の方が多くなるからである。一般に軍艦

の装甲は上面部の方が側面部より弱体になっているため、長距離砲撃の

場合の方が貫通力の劣化が小さい。 

22.6.水上砲撃戦の解決 

 まず 1 対 1 での解決方法を示す。基本的には 14.2 項に示した

空対艦攻撃の場合と同じである。 

 砲撃を行う艦船の砲撃力と目標艦船の防御力を比較する。この

時、砲撃側の艦首射界又は艦尾射界に目標が存在していた場合、

砲撃力が半減されることに注意すること。攻撃力と防御力の比率

を砲爆撃判定表に記載されている簡単な比率に置き換える。該

当する表に丁度一致するコラムがない場合、目標艦船側が有利

なような最も近いコラムを見つける。もし攻撃力:防御力の比率が

砲爆撃判定表に記載された最低の比率未満の場合、その攻撃は

自動的に失敗する。 

続いて射程距離区分によって決定する基本命中値を決定する

中値に必要な修正を行い、最終命中値を決定する。ダイス(D10)

を振り、出目が命中値を越えていた場合は外れで、目標艦船に損

害を与えられない。ダイス目が命中値以下の場合は命中となり、

目標艦船に損害を与えられる可能性がある。砲爆撃判定表で該

当するコラムとダイス目を交差照合し、結果を適用する。 

s：衝撃。目標に衝撃マーカーを置く。衝撃マーカーを置かれた

艦船は、その水上戦ターンの間は砲撃や雷撃が実施できない。

(空対艦攻撃では sの結果を無視していたことに注意されたい) 

H：目標に 1 打撃を適用する。H の前に数値が記載されている

場合、数値が目標に与える打撃数となる。 

C：特殊損傷表を使ってもう 1 度ダイス(D10)を振る。Cの前に数

値が記載されている場合、数値の回数だけ特殊損傷表を使う

(14.6 項参照)。 
競技者用ノート：水上砲撃戦を実施する場合は、色違いのダイスを 2 個ず

つ振るよう事を推奨する。この場合、1 個は命中判定用、もう 1 個は特殊

損傷用とすることで、ダイスを振り直す手間を省略し、競技時間の短縮を

図ることができる。 

22.7.★共同砲撃 

 複数艦で 1 つの目標を砲撃する場合も基本的な手順は 1 対 1

の場合と同じである。ただし以下の点が異なっている。 

(1) 複数艦で 1 つの目標を砲撃する場合は、砲撃力は全て合計

し、1 回のダイスで損害を判定する。 

(2) 複数艦で 1 つの目標を砲撃する場合、命中値に不利な修正

が適用される。 

(a) 2 隻で 1 目標を砲撃する場合は命中値－1 

(b) 3～4 隻で 1 目標を砲撃する場合は命中値－2 

(c) 5 隻以上で 1 目標を砲撃する場合は命中値－3 

(3) 種類の異なる火砲で 1 つの目標を砲撃した場合、命中値や

貫通力が異なる場合がある。その場合、命中値、貫通力の両

方とも砲撃に参加する艦全体で平均値を算出し、端数を四

捨五入した値を使用する。 
制作者ノート：複数艦で単一目標を砲撃すると、水柱が目標周辺に乱立

することなる。射撃中の艦から見た場合、その水柱が他艦の射撃による

ものなのか自艦の射撃によるものなのが区分しにくくなる。水柱は砲撃の

諸元修正で重要な意味を持つので、自艦の水柱を分別できないことは命

中率に悪影響を与える。 

 

例：:戦艦「霧島」(砲撃力 10、貫通力 8、以下同じ)、重巡「愛宕」(5

－5)、同「高雄」(5－5)、軽巡「長良」(2－3)が、距離 3 ヘクス

で米戦艦「サウスダコタ」(防御力6、装甲値9)に対して共同砲

撃を行った。この時の命中値と貫通力は以下の通りになる。 

(1) 命中値は「霧島」が近距離なので基本命中値 8、その他の

3艦が中距離なので基本命中値 6となる。共同砲撃のペナ

ルティでそれぞれ 6と 4に低下している。平均を計算すると

(6+4+4+4)÷4=4.5。端数四捨五入で命中値は 5 になる。 

(2) 貫通力は「霧島」が近距離なので額面値通りなので 8、そ

の他が中距離なので－4されてそれぞれ 1,1,0になる。この

平均値は 2.5 になるので、貫通力は 3 となる。 

 

 

火砲の射程距離区分表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
～3

4
5

6～8
9～11
12～

短距離 基本命中値=8
中距離 基本命中値=6、貫通力-4
長距離 基本命中値=3、貫通力-2

貫通力
距離
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22.8.副砲 

 全ての戦艦は本来の火砲(所謂主砲)以外

に副砲を持っている。副砲は本来の砲撃と

は別に追加の射撃と扱う。1 隻の戦艦が、自

らの主砲と副砲を同じ目標に向けて同時に

使用した場合、これは 2 隻による共同砲撃と

みなされ、共同砲撃のルールが適用され

る。 

 副砲射撃の解決は通常の水上砲撃戦と同様に実施される。 

22.9.夜間戦闘 

 シナリオで夜間戦闘が指定された場合(あるいは作戦ゲームで

夜間ターンに水上戦が発生した場合)、射撃可能な最大距離が 3

ヘクスに制約される。夜間戦闘では 3 ヘクスを超える距離の目標

に対して砲撃を実施できない。 

22.10.射撃用レーダー 

 一部の艦船は射撃用レーダーを装備している。射撃用レーダー

を装備した艦船は、夜間戦闘での最大射撃距離が 1ヘクス増大し、

4 ヘクスとなる。 

 中破以上の損害(ユニット自体が裏返しになった状態)を被った

艦船は、射撃用レーダーの能力を失う。 

22.11.射線上に存在する艦船の影響 

 水上砲撃戦の場合、敵味方の艦船の存在が砲撃の実施を妨害

することはない。 
製作者ノート：戦術水上戦ゲームの1ヘクスは実際の4000mに相当する。

このような広い範囲を扱う場合、LOS 上に存在する友軍艦艇の存在が砲

撃の障害になる云々というルールはナンセンスなように思われる。従って

戦術水上戦ゲームでは射線上の艦船の存在が砲撃そのものを妨害する

ことはないようにルール化した。 

22.12.0 以下の命中値 

 命中値が 0 以下の場合、その砲撃は自動的に失敗する。共同

砲撃等を実施した場合、命中値が 0 以下となる場合がある。 

 

 
 

23.水上雷撃戦 

23.1.水上雷撃戦の概要 

 雷撃アクションを選択した競技者は、ゲームカード A(又は水上

戦マップ)に記載されている砲雷撃実施回数表を見てダイス(D10)

を振る。シナリオで指定された DRM を適用した後、ダイス目と「雷

撃」欄の結果を照合する。その結果が雷撃を実施できるスタック数

になる(0 の場合は 0 スタック、すなわち雷撃失敗になる)。実際に

雷撃を実施するスタックについては、雷撃アクションを実施する競

技者が任意に決定して良い。また雷撃アクションを行うスタックの

中でも、実際には雷撃を行わない艦船がいても問題ない。 
競技者用ノート：雷撃を実施するスタックを区別するために使用していな

いマーカー等を利用すると良いだろう。 

23.2.どのような艦船が雷撃を実施できるのか 

 雷撃力を有する艦船のみが雷撃を実

施できる。艦船ユニットの左隅、中央より

やや上に数字と T の文字が書かれてい

る場合、その艦船は雷撃力を有している。

同じ艦船でも、損傷状態によって雷撃力

を失う場合があるので注意すること。 

23.3.水上雷撃戦の手順 

 雷撃を実施する競技者は、まず特定の目標艦を 1 個指定する。

続いてその艦船を目標に雷撃を実施する友軍艦船(1 個以上)を

全て宣言する。そして雷撃を解決する。続いて別の目標艦を選択

し、それに対して雷撃を行う艦船(1 個以上)を宣言し、雷撃を解決

する。このように目標を選んで、それに対して雷撃を行う艦を選ぶ

という手順を繰り返しながら、全ての雷撃を解決していく。希望す

る雷撃目標全てに対して雷撃が完了するまでこの手順を繰り返す。

この際に遵守すべき事項は以下の通りである。 

(1) 1 度選んだ目標に対して同じ雷撃アクションの中で再び選択

できない。 

(2) 1 度雷撃を行った艦船は、別の目標への雷撃に参加できな

い。 

(3) 雷撃に参加できるのは、先の雷撃判定回数判定時に雷撃を

実施するスタックとして選ばれたものみである。 

23.4.★雷撃射界 

 水上雷撃を実施するためには、目標が雷撃を実施する艦船の

雷撃射界内に存在しなければならない。なお、水上雷撃戦では、

同一ヘクスの目標に対しては実施できない。(雷撃射界と砲撃射

界は形状が異なる点に注意されたい) 

 

23.5.最大射程距離 

 水上雷撃戦の最大射程距離は、一律に決まっている。 

(1) 日本の酸素魚雷(雷撃力が赤字のもの)は最大射程が 6 ヘク

スである。 

(2) その他の全ての魚雷は、最大射程が 2 ヘクスである。 

23.6.命中値 

23.6.1.基本命中値 

水上雷撃戦は、水

上砲撃戦の場合と同

様に命中値という考え

3 1 ●

10 9

16 12 6 3

BB5 7  S.Dako ta

8T ASW

1

2 1 3 4

DD3 特型

魚雷の射程距離区分表

0 1 2 3 4 5 6

酸素魚雷 8 6 5 3 1 1

米軍 6 4

その他 8 6

(*1)表中の数値は基本命中値

6

6

貫通

力
魚雷

距離(*1 )

7
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方を持っている。雷撃の基本命中値は、雷撃を実施する艦船と目

標までの距離によって決定する。魚雷の射程距離区分表に距離

による基本命中値が記載されているので、参照されたい。 
競技者用ノート：同じ連合軍でも、米軍と米軍以外で基本命中値が異なっ

ている。英連邦の艦船は、魚雷の射程距離区分表で「その他」の欄を使う

ことになる。 

23.6.2.方向修正 

 水上雷撃戦の場合、雷撃側から見た目標の位置だけではなく、

目標から見た攻撃者の位置を考慮する必要がある。これを方向修

正と呼ぶ。方向修正は命中値への修正値という形で表わされ、－

3,－2,－1 又は 0 の修正値が適用される。次図に方向修正を示

す。 

 

 
 
製作者ノート：雷撃の方向修正が意味する所は、目標の艦首方向から発

射した方が、目標の艦尾方向から発射した場合よりも遥かに命中値が高

くなるということだ。雷撃を実施する際にベストのポジションは、恐らく目標

の斜め 60 度ぐらいだろう。これよりも角度が大きいと、魚雷が目標を追い

掛ける形になり、相手に回避の余裕を与えてしまう。逆に角度が小さい場

合は目標の投影面積が小さくなり、魚雷が目標をすり抜ける危険が高くな

る。 

23.6.3.その他、修正値 

 目標の速力が 1.0以下の場合、命中値に+2の修正を適用する。 

23.7.水上雷撃戦の解決 

 基本的には 14.2項に示した空対艦攻撃の場合と同じである。雷

撃を行う全艦船の雷撃力を合計し、目標艦船の防御力を比較す

る。攻撃力と防御力の比率を雷撃判定表に記載されている簡単

な比率に置き換える。該当する表に丁度一致するコラムがない場

合、目標艦船側が有利なような最も近いコラムを見つける。もし雷

撃力:防御力の比率が雷撃判定表に記載された最低の比率未満

の場合、その攻撃は自動的に失敗する。 

続いて基本命中値を確認する (23.6.1 項参照 )。方向修正

(23.6.2 項参照)、その他の修正(23.6.3 項参照)を適用して最終的

な命中値を決定する。ダイス(D10)を振り、出目が命中値を越えて

いた場合は外れで、目標艦船に損害を与えられない。ダイス目が

命中値以下の場合は命中となり、目標艦船に損害を与えられる可

能性がある。雷撃判定表で該当するコラムとダイス目を交差照合

し、結果を適用する。結果の意味は砲撃の場合と同じである(22.6

項参照)。 

 

 
 
競技者用ノート：水上雷撃戦を実施する場合は、色違いのダイスを 2 個振

るよう事を推奨する。この場合、1 個は命中判定用、もう 1 個は特殊損傷

用とすることで、ダイスを振り直す手間を省略し、競技時間の短縮を図る

ことができる。 

23.8.★共同雷撃 

 複数の艦船で 1隻の艦船を雷撃する場合、雷撃力を合計して比

率を算出する。それぞれの貫通力や命中値が異なる場合、以下

の通り処理する。 

(1) 貫通力については平均値を算出して端数を四捨五入する。 

(2) 命中値については、命中値全体で処理するのではなく、距

離修正と方向修正で個別に処理する。 

(3) 基本命中値については、基本命中値の平均値を算出し、端

数を四捨五入する。 

(4) 方向修正については、最も攻撃側にとって有利な修正値を

方向修正として適用する。 
製作者ノート：雷撃の方向修正で攻撃側が有利な修正値を適用する理由

は、所謂「金床戦術」を再現するためである。魚雷を同一方向から目標に

向けてはなった場合、目標はその魚雷を回避するために最も有利な方向

に舵を切ることができる。しかし魚雷が多方向から目標に接近した場合、

目標は最も有利な方向に舵を切ることが困難になり、魚雷回避の困難さ

が増す。実際、日本海軍を含めた多くの海軍では、同一目標に対する多

方向からの同時雷撃を基本戦術としていた。 

 

例;日本海軍の 2 隻の艦船が共同雷撃を行う。1 隻は距離 1 ヘク

ス(基本命中値 8)の艦首真正面(方向修正－2)から雷撃を行い、も

う 1 隻は距離 3 ヘクス(基本命中値 5)で左前方から雷撃を実施す

る。後者は酸素魚雷を装備しているが、前者は通常魚雷である。

この場合の貫通力と命中値は以下の通り判定する。 

(1) 貫通力は酸素魚雷の 7 と通常魚雷の 6 の平均値

で 6.5、つまり 7 になる。 

(2) 命中値は、基本命中値が 8 と 5の平均値 6.5を四

捨五入して 7。方向修正が 0(0と－2で攻撃側に有

利な方)となり、最終的な命中値は 7 となる。 

 

 
 

雷撃判定表 <結果>

戦闘比 H:ヒット(数字はヒット数)

1:6 1:4 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 5:2 3:1 4:1 5:1 6:1 C:特殊損傷表参照(数字は参照回数)
1 H H 2Hs 2Hs 3Hs 4Hs 3HC s:衝撃 Sunk:沈没

2 H 2Hs 2Hs C C C 3Hs

3 C 2Hs 2Hs 2Hs 2Hs C 特殊損傷表
4 H C C C C H C 2H D10 結果

5 H H Hs C HC 3Hs 1以下 Sunk

6 H Hs H Hs C HC 2Hs HC 2 4H
7 C C HC 2H 3Hs 2C H2C 3～5 3H

8 2H 2H 2H 2H 2HC 2HC 3HC Sunk 6～9 2Hｓ

9 H 2H 2H 2H 4H 4H 4H 5H Sunk Sunk 10～14 H
10 H H H 3H 3H 4H 5H 5H Sunk Sunk 15～

基本命中値:8(1943年7月までの米艦艇は6) DRM

命中値修正(水上雷撃戦) 命中値修正(航空攻撃) +? "装甲値-貫通力"の2倍
-? 方向修正(0～3) -1 護衛なしで敵機の迎撃を受けた 　　　(装甲値>貫通力の場合のみ)

命中値修正(共通) -1 曇天

+2 目標の速度が1.0以下 -1 薄暮

D10
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23.9.魚雷の弾数制限 

 1 度魚雷を発射した艦船は、戦術戦闘ゲーム中又は当該水上

戦闘中には 2 度と魚雷を発射できない。  
製作者ノート：殆どの艦船は魚雷発射管に装備された魚雷を発射した後、

予備の魚雷を搭載していなかった。日本海軍の一部の艦は予備魚雷を

搭載していたが、戦闘中に予備魚雷を準備し、再使用した事例は稀であ

った(ただし皆無ではない)。本作では、戦術水上戦では魚雷の再装填を

禁止し、魚雷の再装填は作戦ゲームで取り扱うこととした。 

競技者用ノート：どの艦船が魚雷を発射済なのかを区分する方法をルー

ル上は特に規定していない。例えば残魚雷マーカーを利用するとか、

Task Group ボックスでの配置場所を工夫するとか、それぞれ競技者側で

工夫してほしい。 

23.10.夜間戦闘 

 シナリオで夜間戦闘が指定された場合(あるいは作戦ゲームで

夜間ターンに水上戦が発生した場合)、雷撃可能な最大距離が 3

ヘクスに制約される。 

23.11.射線上に存在する艦船の影響 

 水上雷撃戦の場合、射線上に存在している敵味方の艦船が雷

撃の障害になる場合がある。雷撃を実施する艦船のヘクスと目標

艦船のヘクスの中心点を結ぶ直線を引く。これを LOS という。LOS

が他の友軍または敵艦船の存在するヘクスまたはヘクスサイドを

通過する場合、その雷撃は妨害されたことになり、実施できない。

この場合、魚雷を発射するヘクスと目標艦船の存在するヘクスの

艦船は考慮しない。 

23.12.0 以下の命中値 

 命中値が 0 以下の場合、その雷撃は自動的に失敗する。 

 

 
 

24.損害適用 
 艦船への損害適用は、戦術航空戦ゲームの場合と同じである

(15 項参照)。 
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作戦ゲーム 
25.作戦ゲームの概要 
 作戦ゲームは、空母を中心とした海上航空作戦全体を扱うゲー

ムである。本作のメインテーマとも言うべきゲームで、その分難易

度も高い。プレイ時間も 1本のシナリオを完遂するのに数時間から

十数時間、場合によっては 20 時間以上を要する場合もある。しか

し恐れることはない。たとえ最後までシナリオを完遂できなくても、

本作の魅力を味わうことは十分に可能だ。もし両方の競技者が作

戦ゲームのルールを正しく理解し、また作品を楽しむよう心がけた

のであれば、本作は他のゲームでは決して味わえないひと時を競

技者諸氏にもたらすだろう。 

作戦ゲームでは様々なカウンターやマップ、ボードを使用する。

作戦ゲームで最も目立つコンポーネントは、恐らく作戦マップだろ

う。A1 片面印刷された作戦マップには、ソロモン、東部ニューギニ

ア方面の主要な地域と海域が描かれている。しかし他のシミュレ

ーションゲームと違い、このゲームでは作戦マップ上にユニットが

置かれることはない。艦船は TF(Task Force：用語集参照)という単

位で行動するが、その TF すら作戦マップには登場しないのだ(そ

もそも TF マーカーすら存在しない)。では艦船はどのようにして行

動するのか。それは両方の競技者が秘密裏に紙の上に TF の行

動を記録するのである。そして索敵によってお互いの位置を探り

合う。敵 TF を発見しなければ攻撃できないので、索敵は作戦ゲ

ームの肝となる概念だ。作戦マップの主な目的は、索敵結果を提

示するためと言っても過言ではない。極端な話、作戦マップがなく

ても作戦ゲームを競技することは十分に可能である。 

艦船ユニットは TF 単位で行動するので、普段は艦隊ボードに

TF別に置かれている。そして行動記録用紙に記載された TF と行

動を共にしている。所属する TF が航空攻撃や水上戦闘に晒され

た時、TF に含まれる艦船ユニットは、艦隊ボードを離れて航空戦

ボードや水上戦マップに姿を現す。 

航空機ユニットはもう少し忙しい。作戦マップに登場しないのは

艦船と同じだが、航空機は艦隊ボードや航空基地ボード上で頻

繁に動きまわる。それも 1 ターンに何度も動く。航空機の基本的な

行動サイクルは、以下のようになるので、本作でも以下の手順に

沿った形で航空機が運用されることになる。 

(1) 航空機の整備 

(2) 航空機の発進 

(3) 任務遂行 

(4) 航空機の帰還 

(5) (1)に戻る。 

 本作の艦隊ボードや航空基地ボードは上記のサイクルを無理な

く再現できるようにデザインされており、ボード上での航空機ユニ

ットの動きは、実際の航空作戦のサイクルを反映したものとお考え

いただきたい。 

 

26.作戦ゲームの準備 
(1) 予め記録用紙(行動記録用紙、艦船記録用紙)を日本軍用、

連合軍用で各 1枚(両面)コピーしておく。原紙は A4だが、可

能なら A3 に拡大コピーするのが望ましい(あるいは行動記録

用紙のみをA3に拡大し、艦船記録用紙をA4のままにしてお

くという手もある)。 

(2) 競技するシナリオを選択し、それぞれの競技者が担当する陣

営を決定する。 

(3) 作戦マップを広げてテーブル等に配置する。共用記録ボー

ド、航空戦ボードは作戦マップに重ならないように作戦マップ

の横に配置する。 

(4) 航空基地ボード、艦隊ボードを日本軍用、連合軍用をそれぞ

れ各 1 枚用意する。それらを相手競技者に見えないような位

置に配置する。 

(5) 天候ルールを使用する場合は、競技開始時の天候を決定す

る。 

(6) シナリオに指定された艦船ユニットを用意し、シナリオの指示

に従ってルールを順守して TF を編成する。TF の編成につ

いてシナリオでの指示内容を順守し、ルール違反しない限り、

どのような TF編成も認められる。 

(7) シナリオの指示に従って TF の初期配置を決定し、自身の行

動記録用紙に記入する。記録した内容は相手側競技者には

わからないようにしておく。 

(8) シナリオに指示された航空基地マーカーを作戦マップに配

置する。 

(9) シナリオで登場する空母及び水上機母艦の航空機搭載艦マ

ーカーを用意し、自陣営の艦隊ボードの航空機搭載艦欄に

1 つずつ配置する。 

(10) シナリオに指示された航空機を用意する。航空機には、空母

艦載機、水上機母艦艦載機、その他水上艦船搭載機、基地

航空機の 4 種類がある。連合軍の基地航空機は、第 5 航空

軍(東部ニューギニア担当)と AirSoPac(ソロモン、ニューカレド

ニア方面)に分かれている。 

(11) 空母艦載機は、艦隊ボードのシナリオで指定された空母の

艦上で自由に配置する。その時、「発進準備完了」欄に置か

れた航空機について雷爆装していても良い。水上機母艦も

同様。 

(12) 水上艦搭載の水上機は、搭載可能な TF に自由に配置する。

その際、競技者が望めば完全戦力の水上機 1 ユニットを半

減戦力の 2ユニットに分割しても良い。TFに配置する水上機

は、艦隊ボードの該当する TFの「水上機」欄に配置する。 

(13) 基地航空隊所属の航空機は、シナリオの配置制限に従って

麾下の基地に自由に配置する。その時「発進準備完了」欄に

置かれた航空機について雷爆装していても良い。配置可能

な基地が複数存在する場合は、航空基地の最大収容力の

範囲内で自由に配置して良い。 

(14) 共用記録ボードのターントラックの第 1 日目の適切な欄に作

戦ターンマーカーを配置する。 

(15) 共用記録ボードのフェイズトラックにフェイズマーカーを配置

する。 

(16) 両軍のVPマーカー、航空補充マーカーを共用記録ボードの

汎用トラックの 0 の欄に配置する。 

(17) S+/衝撃マーカー、打撃マーカー、雷爆装マーカー、残魚雷

／残弾減少マーカー、移動力減少／対水上陣形マーカー、

生存者マーカーを準備する。これらを一まとめにしておいて

も良い。 

(18) 索敵マーカーだけをどこかに一まとめにしておく。 

(19) 発見マーカー、索敵補助マーカー、撃墜マーカーを準備す

る。これらを一まとめにしておいても良い。 

(20) 航空アクションマーカーを日本軍 5 枚、連合軍 5 枚用意し、

共同記録ボードの航空アクショントラックの近くに用意してお

く。 

(21) 攻撃目標マーカーを作戦マップのどこかに置いておく。 

 

以上で準備完了である。 

 

27.作戦ゲームの進め方 

27.1.概要 

 作戦ゲームは、作戦ターンを基準に進行する。作戦ターンはい

くつかのフェイズからなり、フェイズはさらにセグメントという単位に

分けられる場合がある。 
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27.2.作戦ターンの分類 

 作戦ターンは時刻との対応で、「昼間ターン」「薄暮ターン」「夜

間ターン」の 3 種類がある。 

(1) 昼間ターン：6 時、10 時、14 時のターンである。航空アクショ

ンを計 10 回実施できる。 

(2) 薄暮ターン：18 時のターンである。航空アクションの回数が 6

回になる。 

(3) 夜間ターン：2 時、22 時のターンである。原則として航空アク

ションは実施できない(例外 65項)。 

27.3.作戦ターンの手順 

(1) 天候決定フェイズ(選択ルール使用時のみ) 

(2) 艦船移動フェイズ 

(ア) TF編成セグメント 

(イ) 追尾セグメント 

(ウ) 艦船移動セグメント 

(エ) 生存者除去セグメント(選択ルール使用時のみ) 

(3) 航空機準備フェイズ 

(4) 第 1 航空アクションフェイズ(夜間ターン以外) 

(ア) 主導権判定セグメント 

(イ) 主導権側航空アクションセグメント 

(ウ) 非主導権側航空アクションセグメント(主導権差が 3 以

内の場合のみ) 

(5) 第 2 航空アクションフェイズ 

(以後、両陣営が全ての航空アクションマーカーを使いきるま

でアクションフェイズを繰り返す) 

(6) 艦船戦闘フェイズ 

(ア) 沿岸索敵セグメント 

(イ) 水上索敵セグメント 

(ウ) 水上戦闘セグメント 

(エ) TF回復セグメント 

(7) 潜水艦戦闘フェイズ(選択ルール使用時のみ) 

(ア) 潜水艦索敵セグメント 

(イ) 潜水艦攻撃セグメント 

(8) 航空機帰還フェイズ 

(9) 発見マーカー除去フェイズ 

(10) 終了フェイズ 

(ア) 航空基地修理セグメント 

(イ) 航空機補充セグメント(22 時ターンのみ) 

(ウ) ターンマーカー更新セグメント 

 

28.TF(Task Force) 

28.1.概要 

 作戦ゲームに登場する艦船は、全て TF(Task Force)という単位

で行動する。TFは 1隻又は複数の艦船ユニットからなる。TFの行

動は、行動記録用紙に記載され、作戦マップに TF そのものが登

場することは決してない。 

28.2.TF 編成の制約 

 TFを編成する際には、以下の制約がある。 

(1) 各陣営では、編成できる TF の数に制約がある。それぞれ最

大 8個までの TFを編成できるが、8個を超えた数の TFを編

成できない(例外 28.9 項)。 

(2) 1個のTFに含まれる艦船ユニットは 20隻を上限とする。ただ

しこの上限に非戦闘艦(AP、AO)は含めない。この時、小型

艦は 0.5 隻としてカウントする。 

(3) 1個のTFは最低でも 2隻の艦船を含める必要がある。ただし

戦闘の結果、1 隻のみなった場合は、1 隻のままでも問題な

い。 

28.3.TF の記録 

 TF は決して作戦マップには登場しないが、概念的には作戦マッ

プ上で相手側陣営に見えないように行動していると見なす。TF の

位置は行動記録用紙に記入し、行動記録用紙上で管理する。TF

の正確な位置は TFを所有している競技者のみが把握している。 

 

28.4.TF のスタック制限 

 作戦マップの 1ヘクスには 2個の TFまでしか同時に存在できな

い。TFのスタック制限は、TFの移動終了時に適用される。移動開

始時や移動途中でスタック制限を超過しても構わないが、移動終

了時には必ずスタック制限を遵守しなければならない。移動の結

果としてスタック制限を超過してしまったような移動は決して許され

ない。そのような移動しかできない場合は、移動開始段階でスタッ

ク制限を守れないような移動自体が禁止される。 

28.5.TF の移動 

 TF は固有の移動力を持っている。TF に含まれる艦船の中で最

も速力の小さい艦船の速力を基準に移動力を決定する。 

(1) 2 時、10 時、18 時のターンは、速力の端数を切り捨てた整数

値が移動力となる。 

(2) 6 時、14 時、22 時のターンは、速力の端数を切り上げた整数

値が移動力になる。 

例：速力 2.5 の TF は、2 時、10 時、18 時のターンには移動

力 2、6時、14時、22時のターンには移動力が 3になる。 

 TFは艦船移動セグメントに移動する。1ヘクス移動する度に 1移

動力を消費する。TF は陸地によって区切られたヘクスサイドや珊

瑚礁(作戦マップ上の波線)によって区切られたヘクスサイドを通

過できない。また完全陸地ヘクスには進入できない。無効地形は

TFの移動に際しては進入できない領域として扱う。 

 TFは移動力を全て消費する必要はない。 

28.6.移動力の減少 

28.6.1.移動力減少の概要 

 TFの移動力は、様々な事情によって減少する場合がある。移動

力の減少は、移動力減少マーカーによって示す。移動力の減少

は、TF 全体に適用される。例えば空母から攻撃隊を発進させると

移動力が 1 減少するが、その減少は空母だけではなく空母以外

の全艦船に適用される。移動力の減少によって移動力が 1 未満

になることはない。つまり最低でも 1 ヘクスは移動できることにな

る。 

28.6.2.★移動力減少の原因 

(1) 航空アクションフェイズ又は航空機帰還フェイズに水上機を

収容した TF は、次のターンの移動力が 1 減少する。空母機

を収容しても移動力は減少しない。 

(2) TF 編成セグメントに TF の合流又は転送に関与した TF は、

そのターンの移動力が 1 減少する。TF の分離に関与した場

合には移動力減少はない。(28.7 項参照) 
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(3) TF編成セグメントに陣形変更(28.8項参照)を実施した TFは、

そのターンの移動力が 1 減少する。 

(4) 水上戦闘(44 項)に参加した TFは、次のターンの移動力が 1

減少する。 

(5) 対地艦砲射撃(選択ルール 55 項)を実施した TF は、次のタ

ーンの移動力が 1 減少する。 

(6) 対潜水艦攻撃(62.8.5 項)を実施した TF は、次のターンの移

動力が 1～3 減少する。 
製作者ノート：Ver2.0 からは空母から攻撃隊を発進させた場合の移動力

減少を削除した(忘れやすいルールだから) 

28.6.3.移動力減少マーカーの使い方 

 移動力減少が発生したら、移動力減少マーカー

を艦隊ボード上当該 TF の欄に"1"の方向を上に

向けて配置する。当該 TF でさらなる移動力減少

が発生したら、マーカーを回転させて移動力減少

を表現する。艦船移動セグメントの移動実施時に当該 TF の移動

力減少マーカーを確認し、移動力の減少を適用する。その後、移

動力減少マーカーを取り除く。 

28.6.4.移動力減少マーカーの制限 

 移動力減少値が TF の元来の移動力を超えても構わない。その

場合でも 28.6.1項に従って最低 1ヘクスは移動できる。ただし、い

かなる場合でも移動力減少が 4 を超えるような行動を自主的に実

施してはいけない。ただし敵側から水上戦闘を仕掛けられた場合

の移動力 1 減少は、この例外として扱う。 

28.7.TF の合流、転送、分離 

 TF 編成セグメントに 2 つの TF が同一の作戦ヘクスに存在した

場合、2 つの TF を 1 つの TF に合同させることができる。これを

TFの合流という。TFの合流を行った場合、そのターンにおける当

該 TFの移動力が 1 減少する。 

 TF 編成セグメントに 2 つの TF が同一の作戦ヘクスに存在し、2

つのTFの間でTFに所属する艦船ユニットの受け渡しが行われた

場合、これを転送と呼ぶ。転送に関わった TFは、当該ターンに移

動力が 1 減少する。 

 TF編成セグメントに 1つの TFが 2つの TFに分かれる場合、こ

れを TF の分離という。分離の場合は TF の移動力減少が発生し

ない。TF分離によって 1つの TFを 2個の TFに分類できる。しか

し特定のターンに 1つのTFを 3個以上の TFに分離することはで

きない。 

 TFの合流、転送、分離は、いずれも TF編成セグメントに実施す

る。またこれらの行動を行った後、TFの編成は 28.2項の制約を遵

守しなければならない。 

28.8.TF の陣形 

 TF には陣形という概念がある。陣形には対空陣

形と対水上陣形である。対空陣形の方がデフォル

トであり、何も指定しなければその TFは対空陣形

にあるものと見なす。対水上陣形になった TF に

ついては、艦隊ボードの該当する TF の欄に対水

上陣形マーカーを置く。 

 TF の陣形変更は TF 編成セグメントに実施する。陣形変更を行

った TFは、そのターンにおける移動力が 1 減少する。 

 対水上陣形と対空陣形の得失を以下に示す。 

(1) 対空射撃を実施する際、対水上陣形を採用している TF は、

支援射撃を実施できる艦船が 2 隻になる(小型艦は 0.5 隻で

カウントする)。また対水上陣形では Screen、Coreの区別がな

くなる。対空陣形の TFについては 13.4 項と同じである。 

(2) 水上戦闘の際、対空陣形の TFは主導権判定及び砲雷撃実

施回数判定のダイス目に－2 の修正が適用される(不利にな

る)。対水上陣形の場合は上記の修正は適用されない。 

28.9.追加 TF 

 損傷した艦船を分離させたい場合等、8 個を超える TF を編成し

たい場合が出てくるかもしれない。そのような場合、9 個目以降の

TFを編成しても良い。このような TFを「追加 TF」と呼ぶ。追加 TF

については通常のルールに加えて以下の制約が適用される。 

(1) 追加 TF は航空機の運用(発艦、整備、着艦)が実施できな

い。 

(2) 追加 TFは追尾、水上索敵を実施できない。 

(3) 追加 TFは自ら水上戦闘を仕掛けることはできない。 

(4) 追加 TF は地形的な制約がある場合を除き、移動可能な最

大移動力で自軍盤端方向に向けて移動しなければなない。

自軍盤端方向とは、日本軍の場合は北又は北西、連合軍の

場合は、南又は南東である。 

 
 

 

29.航空基地 

29.1.概要 

 航空基地は、作戦マップ上の

特定地点に配置され、航空機を

運用するための特別な能力を持

っている。航空基地の能力は、

航空基地ボードに記載されてい

る。航空基地の能力一覧とその

意味を以下に示す。 

 

注:航空基地ルール上は半減戦

力の航空機について 0.5 ユニ

ットとして計算する。 

 

(1) LF(発進能力)：その航空基地から航空機を発着させる能力。

「発進準備完了」欄に配置できる航空機ユニット数の上限値

は LF値になる。また「帰投」欄に配置できる航空機ユニットの

上限値は LF値の 2 倍となる。 

(2) RF(整備能力)：航空機準備フェイズ及び航空アクションフェイ

ズの整備セグメントに使用できる整備力の上限値。 

(3) MC(最大収容力)：当該航空基地に収容できる航空機ユニッ

ト数の上限値 

(4) AAF(対空火力)：当該航空基地の対空火力。なお、実際に対

空射撃を実施する場合は 13.3項に従って火力が 2倍になる

ことに注意されたい。 

(5) 運用可能航空制限：小型陸上機のみ、陸上機のみ、水上機

のみの 3 種類がある。これらの記載がない航空基地は、運用

可能な航空基地の制限はない。 

(ア) 小型陸上機のみ：SP(飛行艇)、FP(水上機)、MB(中型

爆撃機)、HB(重爆撃機)タイプの航空機は利用でいな

い。 

(イ) 陸上機のみ：SP、FP タイプの航空機は利用できない。 

(ウ) 水上機のみ：SP、FP タイプの航空機のみ利用可能で

Henderson
(3916)

索敵 CAP

発進準備完了
(LP値と同じまで)

発進準備完了
(LP値と同じまで)

LF/MF:3

MC:8
AAF:6
小型陸上機の

み

発進準備 発進準備

(42年10月～)
LF/MF:4
MC:∞

AAF:8

帰投
(LP値の2倍まで)

-
4 移動

力

-1

-
2

対水上
陣形
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ある。 

29.2.航空機の整備 

 航空機準備フェイズ及び航空アクションフェイズに航空基地上

の航空機は整備を実施できる。整備とは、航空基地ボードの航空

基地ボックス上で航空機ユニットを移動させることができる。その

時、航空基地は整備力を消費する。なお、航空機の発進や帰還

については、整備力の消費を必要とはしない。 

(1) 「帰投」欄の航空機 1 ユニットを「発進準備」欄に移動させる

際に 1 整備力を消費する。 

(2) 「発進準備」欄の航空機 1 ユニットを「発進準備完了」欄に移

動させる際に 1 整備力を消費する。 

(3) 「発進準備完了」欄の航空機 1 ユニットを「発進準備」欄に移

動させる際に 1 整備力を消費する。 

(4) 半減戦力の航空機については、上記の数値が全て半分(端

数は残す)になる。 

(5) 1 つの航空機ユニットは、各航空機準備フェイズ及び整備セ

グメントに(1)～(3)のいずれか 1つのみ実施できる。特定航空

機ユニットで(1)～(3)の複数を同じ航空機準備フェイズ又は

整備セグメントに実施できない。 

29.3.雷爆装 

 航空機を「発進準備完了」欄に移

動させる際、その航空機を雷爆装さ

せることができる。ただし魚雷による

攻撃力を持たない航空機は爆装の

み可能で、雷装はできない。 

 雷爆装する航空機は、その航空機の上に雷爆装マーカーを配

置し、雷爆装状態を示す。 

 「発進準備完了」欄の航空機を「発進準備」欄に戻す場合、雷爆

装マーカーを取り除く。 

29.4.航空基地の損害 

 打撃を受けた航空基地は能力を失う。 

(1) 航空基地への 1打撃につき、LF、RF、AAFは 1ずつ減少す

る。他の能力は影響を受けない。 

(2) RF の最低値は 1 である。RF が 1 を下回ることはない。また

AAFの最低値は 0 である。 

(3) LF 値が 0 以下になると、「帰投」欄ではなく「発進準備」欄に

直接置かれる航空機(セルフ CAP、34.6 項参照)も緊急着陸

を行わなければならない。 

(4) 航空基地に 1 打撃受ける度にその基地に収容されているい

ずれかの航空機は 1 ステップを失う。どの航空機ユニットがス

テップを失うかは以下の優先順位に従って決定する。もし選

択肢が複数存在する場合、航空基地を保有している競技者

がステップ損失を適用する航空機を選択できる。 

(ア) 当該攻撃でステップ損失をまだ適用されていない航空

機ユニット 

(イ) 「発進準備完了」欄に置かれている航空機ユニット 

29.5.緊急着陸 

 航空基地が打撃を受けて LF が減少した場合、本来ならば着陸

可能な航空機が着陸できなくなる場合がある。そのような場合、航

空機は緊急着陸を試みることができる。また本来は LF 値に関係

なく帰投可能なセルフ CAP の航空機も、LF 値が 0 以下になった

場合は緊急着陸が適用になる。 

 緊急着陸を行う場合、以下の手順で解決する。 

(1) 完全戦力の航空機は、1 ステップを失う。 

(2) 半減戦力の航空機は、半減戦力2ユニットでグループを組み、

どちらか一方が完全損失することで、もう一方が緊急着陸を

実施できる。 

(3) (2)の方法でグループ化できない半減戦力の航空機は、完全

損失になる。ただしその場合も下記に述べる航空補充ポイン

トを受け取ることはできる。 

(4) 緊急着陸の過程で失われた航空機 1ステップにつき、1航空

補充ポイントを追加する(49 項参照)。 

(5) 緊急着陸の結果、当該航空基地の本来の着陸能力(LF値の

2 倍)を超えるような航空機ユニットを着陸させることはできな

い。 

29.6.航空基地の修理 

 打撃を受けた航空基地は、終了フェイズの航空基地修理セグメ

ントに修理を実施できる。 

(1) 当該ターンに空対地攻撃又は対地艦砲射撃を受けた航空

基地は、(その時の損害の有無に関わらず)1 セグメントあたり

1 打撃を取り除くことができる。 
競技者用ノート:ある基地に対する航空攻撃を試みたものの、空対空戦闘

や対空射撃によってその攻撃自体が未然に終わった場合、その基地は

攻撃を受けたことにはならない。 

(2) 上記以外の航空基地は、1 セグメントあたり 2 打撃を取り除く

ことができる。 

29.7.航空機の処分 

 航空基地に収容されている航空機ユニットは、いつでも所有プ

レイヤーの任意でステップ損失や除去を実施できる。この場合、

航空補充ポイントは加算されず、相手陣営は航空機ユニットのス

テップ損失に伴う VP を獲得する。このルールは、空母や水上機

母艦、水上機搭載水上艦にも適用する。 
競技者用ノート：航空機の処分は、基地や空母の最大収容能力を超過し

そうな時、価値の低い航空機を除去することで戦力価値の高い航空機を

残す場合に用いられる。 

29.8.【重要】航空機の集合 

 同じ航空基地の同じボックス(欄)に同一タイプ、同一の機種の半

減戦力ユニット 2 個が存在する場合、所有者は必ずどちらか一方

を除去し、もう一方を完全戦力にしなければならない。この場合の

同一機種とは、機種名が完全に同じものであり、所属する母艦の

違い等は考慮しない。このルールは、空母や水上機母艦、水上

機搭載水上艦にも適用する。 

 

例 1：空母「翔鶴」の「帰投」欄に、「翔鶴」所属の B5N と、軽空母

「祥鳳」所属の B5N が各 1 ユニット存在している。両方とも半

減戦力である。この場合、日本軍競技者は、いずれか一方の

B5N を除去し、もう一方の B5N を完全戦力にしなければなら

ない。日本軍競技者は、能力の高い「翔鶴」の B5N を完全戦

力とし、能力の低い「祥鳳」の B5N を除去した。 

 
 

例 2：ヘンダーソン基地の「発進準備」欄に空母「Saratoga」所属の

F4F と基地航空隊用の F4F が各 1 ユニット存在している。両

方とも半減戦力である。この場合、連合軍競技者は、2 個の

F4Fを集合して完全戦力の1ユニットにはできない。何故なら

同じ F4Fでも空母用のものと基地航空隊用のものでは、機種

タイプが異なるからである(前者は VF、後者は F)。 

 
 

B5N VB B5N VB B5N VB

CV5 CVL CV5

2 1 M 5T 2 1 M 5T 2 1 M 5T

20 3 2 5 20 3 2 4 20 6 4 10○

F4F VF F4F F4F VF

CV3 F CV3

6 1 D D 6 1 D D 6 1 D D

16 1 1 1 16 1 1 1 16 2 2 2×
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30.盤外航空基地 

30.1.概要 

 盤外航空基地とは、作戦マップの範囲外に存在する航空基地

のことである。盤外基地には、日本軍用の Truk と連合軍用の

Noumea がある。盤外基地は接続ヘクスを通じて作戦マップとつな

がっている。盤外基地は他の航空基地と同じ機能を有するが、敵

から攻撃を受けることはない。 
製作者ノート：Truk(トラック)は,太平洋戦争前半から中盤にかけて日本聯

合艦隊の主要基地が設けられた艦隊泊地があった。また Noumea(ヌーメ

ア)は、ニューカレドニア島の首都で当時米海軍の南太平洋方面における

主要な艦隊基地であった。 

30.2.接続ヘクス 

 作戦マップには盤外航空基地との接続している接続ヘクスがあ

る。接続ヘクスを経由して航空基地は盤外航空基地と作戦マップ

の間を移動できる。Truk との接続ヘクスはヘクス 1901 の"20T"と

書かれているヘクスである。Noumea との接続ヘクスは、4635、

4835、5035、5235 の 4 ヘクスで、それぞれ"10N"、"9N"、"8N"、

"7N"と書かれている。T は Truk の略、N は Noumea の略である。

T、N の前についている数値は、接続ヘクスと盤外航空基地まで

の距離(ヘクス数)を示している。 

 索敵マップについては、Truk とエリア B までの距離は 2 エリア、

Noumea とエリア T までの距離は 1エリアとする。 

 
 

31.空母と水上機母艦 

31.1.概要 

 空母と水上機母艦は、航空機ユニットを運用できる

特殊な艦船である。空母及び水上機母艦には航空

基地と類似のルールが適用され、航空基地と同様の

方法で航空機ユニットを運用できる。以下に述べる

のは航空基地と空母／水上機母艦の相違点であ

る。 

31.2.空母、水上機母艦上での航空機運用 

 空母、水上機母艦に搭載されている航

空機の運用は、艦隊ボードの下半分に

ある「航空機搭載艦」欄を使って実施す

る。太枠で囲まれた領域が 1隻の空母又

は水上機母艦を示し、艦隊ボード 1 枚で

計4隻までの空母、水上機母艦を表現している。各領域の「(艦名)」

と書かれた領域に航空機搭載艦表示マーカーを配置し、それぞ

れの艦を区分する、 

31.3.運用可能な航空機 

 空母は、VF(艦上戦闘機)、VB(艦上爆撃機)タイプ

の航空機のみ運用可能である。VF、VB タイプの航

空機は、それぞれ固有の搭載母艦が決まっている

(航空機ユニットの右側中央に記載されている艦番号

が固有の母艦である)。VB、VF タイプの航空機は、

原則として固有の母艦からのみ運用可能で、固有の母艦に帰還

しなければならない。ただし例外として固有の母艦が損傷を被っ

て着艦出来ない場合や緊急着艦による損失を避ける場合には他

の母艦に着艦しても良い。また固有の母艦を持つ場合でも、空母

ではなく航空基地に着陸することについては何ら制約なく実施で

きる。 

例:右上の SBDの場合、固有の母艦は CV6 Enterpriseである。 
競技者用ノート：日本軍の軽空母搭載機は特定の母艦が明記されておら

ず、単に CVL とのみ記載されている。これは、各シナリオに登場する日本

軍の軽空母が最大 1 隻なので、軽空母の搭載機は共通で利用する。 

水上機母艦は FP(水上機)のみ運用可能である。水上機母艦の

場合、FP には固有の母艦が規定されていないので、FP ではどの

機体でも水上機母艦に収容できる。元々航空基地に配備されて

いる FPであっても、水上機母艦に収容可能である。 

31.4.空母、水上機母艦の損傷 

 空母や水上機母艦が損傷した場合、航空基地同様に LF や RF

が減少する。原則として 1 打撃受ける度に LF、RF が 1 ずつ減少

する。加えて打撃数が耐久力の半分に到達した空母、水上機母

艦は、一切の航空機の運用能力を失う。航空機運用能力を失っ

た空母、水上機母艦は、航空機の発進、整備、収容のいずれもが

不可能になる。航空機運用能力を失うまで、空母、水上機母艦は

最低 1 の LF と RFを保持する。 

例外:連合軍の正規空母(CV))は、耐久力の半分を超える損害を

被った時、航空機運用能力を失う。 
製作者ノート：連合軍の正規空母は、優れたダメージコントロールによって

重大な損傷を被っても比較的早期に航空機の運用能力を回復できた。 

 空母や水上機母艦が損傷した場合、航空基地とは異なって搭

載している航空機が失われることはない。 

31.5.緊急着艦 

 航空基地が損傷した場合と同様、空母に対して緊急着艦を実施

することは可能である。ただし以下の例外が適用される。なお、水

上機母艦に対する緊急着艦は禁止されている。 

(1) 航空機運用能力を完全に失った空母に対する緊急着艦は

禁止されている。 

(2) 緊急着艦で失われた航空ステップの航空補充ポイントはゼロ

である(つまり航空補充ポイントを獲得できない)。 

31.6.空母、水上機母艦の修理 

 空母、水上機母艦は、他の水上艦船と同様、修理できない。 

 

32.水上艦搭載の水上機 

32.1.概要 

 空母や水上機母艦以外にも FP(水上機)タイプの

航空機を搭載可能な艦船が存在する。ユニットに●

マークが記載されている艦船は、水上機を搭載可能

な艦船である。●マーク一つで 0.5 ステップの FP を

搭載できる（右の「筑摩」は 1 ステップの FP 搭載能力を有してい

る）。個々の艦船は中途半端な搭載能力しか有していないため、

水上艦搭載の水上機は TF単位で運用されることになる。TF毎に

●マークの数を合計し、それを 2 で割った値が当該 TF で運用可

能な水上機のステップ数になる(端数切捨て)。 

32.2.水上機の分割運用 

TF に水上機を搭載する場合、完全戦力のままでは搭載できな

いケースがある。そのようなケースに限り、完全戦力の水上機を、

同じ機種の半減戦力 2 ユニットに分割しても良い。このように分割

したユニットは、いつでも自由に再統合できる。 
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32.3.TF 上での水上機の運用 

TFに搭載された水上機は、艦隊ボードのそれぞれの TFの「水

上機」欄に置く。これらの水上機は、

航空機準備フェイズに発進し、セ

ルフ CAP`又は索敵任務を遂行で

きる。航空アクションフェイズには発

進できない。 

任務が完了して帰投してきた水

上機は、「水上機(使用済)」欄に置

く。「水上機(使用済)」欄に置かれ

た水上機は、任務に使用できな

い。 

毎日 02:00 ターンの航空機準備

フェイズに、「水上機(使用済)欄」に

置かれた水上機を「水上機」欄に

戻す。 
競技者用ノート：「水上機」欄を持っているのは TF1～TF6 だけなので、水

上機を運用する TF は上記のいずれかに設定されたい。 

32.4.水上艦の損傷と水上機運用能力 

●マークを持つ水上艦は、中破以上の損傷を被った時点で水

●マークを失う。それ以外は水上機運用能力は低下しない。 

32.5.TF の損害による水上機搭載能力の減少 

TF に所属する水上機搭載艦が沈没又は損傷した場合、TF の

水上機運用能力が低下し、その結果としてTFの水上機運用能力

が不足する場合がある。そのような場合、競技者は 29.7 項に従っ

て水上機の処分を行い、搭載能力が不足する状態を解消しなけ

ればならない。 

32.6.TF 分割 

水上機を搭載している TF が 2 つに分割された場合、搭載して

いる水上機は TF の収容能力の許容範囲内で分割して再配置す

ること。 

 

33.航空機準備フェイズ 

33.1.航空基地、空母、水上機母艦 

 航空機準備フェイズに両陣営は、麾下の航空基地、空母、水上

機母艦について以下の行動を実施できる。その際、行動の順番

は問わない。 

(1) RF(整備力)の範囲内で搭載している航空機を自由に整備で

きる。整備ルール(29.2 項)を参照のこと。  

(2) 「発進準備完了」欄の航空機をセルフ CAP 又は索敵の為に

発進させることができる。ただしそれら以外(攻撃、遠隔 CAP

等)の為の発進は実施できない。 

(3) セルフ CAP を実施する航空機は、航空基地または TF の

「CAP」欄に配置する。 

(4) 索敵を実施する航空機は、航空基地または TF の「索敵中」

欄に配置する。 

(5) 夜間ターンは、整備力が 2 倍になる。ただし航空機を発進さ

せることはできない(例外、選択ルール 65 項)。 
制作者ノート：夜間ターンに整備力が 2 倍になる理由は、夜間ターンには

航空アクションフェイズが実施されないので、その分を補うためである。そ

れでも夜間ターンに利用できる整備力の合計は、昼間ターンの 1/2 にな

る。 

 

例：空母「Enterprise」(LF=5、RF=4)の航空機準備フェイズの行動

を考えてみる。この時「Enterprise」は以下の搭載機を保有して

いた。(いずれも完全戦力) 

「発進準備完了」：F4Fx2、TBFx2 

「発進準備」：F4Fx2、SBDx4 

 

 
 

(1) 「発進準備完了」欄にある F4Fx2 をセルフ CAP のため

に発進させる。(整備力消費不要) 

(2) 整備力2ポイントを使って「発進準備」欄のF4Fx2を「発

進準備完了」欄に移す。 

(3) 「発進準備完了」欄の TBFx2 を索敵任務の為に発進さ

せる。(整備力消費不要) 

(4) 整備力 2 ポイントを使って「発進準備」欄の SBDｘ2 を

「発進準備完了」欄に移す。その時、SBD には爆装を

行う。これで整備力は使いきった。 

(5) 「発進準備完了」欄の F4Fx1をセルフ CAPのために発

進させる。(整備力消費不要) 

(6) 最終的には、「CAP」欄にF4Fx3、「索敵中」欄にTBFx2、

「発進準備完了」欄にF4Fx1、SBDx2、「発進準備」欄に

SBDx2 が配置されることになった。 

 

 

 
 

E13A E13A E13A

FP FP FP

2L 1 L L 2L 1 L L 2L 1 L L

16 6 2 2 16 3 1 1 16 3 1 1

TF5

CAP 索敵中

Screen(Core+6隻以下) 水上機

Core 水上機

(使用済)
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競技者用ノート：航空機準備フェイズは、整備と発進について競技者が望

む順番で実施できる点に注意されたい。それに対して航空アクションフェ

イズでは、発進と整備の順序が厳密に決められている。それから索敵を

行う場合には、航空機準備フェイズを使わなければならない点にも注意さ

れたい。 

33.2.水上機搭載 TF 

 航空機準備フェイズに両陣営は、麾下の水上機搭載 TF から水

上機を発進させることができる。この時発進できるのは、索敵とセ

ルフ CAP任務のみである。 

 

34.CAP(セルフ CAP) 

34.1.概要 

敵航空攻撃に対して迎撃任務についている戦闘機のことを

CAP と呼ぶ。本作には自身の TF や航空基地そのものを守る「セ

ルフ CAP」と、他の TFや航空基地を守る「遠隔 CAP」の 2種類が

ある。遠隔 CAPについては、選択ルール 57 項を参照されたい。 

34.2.戦闘機と CAP 

CAP任務につくのは原則として雷爆装していない戦闘機である。

ただし非戦闘機や雷爆装した戦闘機が CAP 任務につくことを禁

止している訳ではない。このような航空機が CAP 任務についてい

ても、迎撃に参加できないので、有効性は小さい。(空中退避) 

34.3.ZOCAP 

ZOCAP(Zone of CAP)とは、CAP の有効範囲を示す概念的な

領域のことである。ZOCAP の範囲は、作戦マップ上で CAP が配

置されているヘクスとそれに隣接する 6ヘクスの計 7ヘクスに広が

る。ZOCAP の範囲では、CAP による敵航空編隊に対する迎撃や

敵航空索敵に対する妨害を実施できる。 

例外:遠隔 CAP(57 項参照)の ZOCAP は同一ヘクスのみであ

る。 

34.4.セルフ CAP の配置 

セルフ CAP の発進は、航空機準備フェイズ及び航空アクション

フェイズに実施する。一旦発進したセルフ CAP は、発進した航空

基地、TFの CAP欄に配置される。 

34.5.セルフ CAP による迎撃 

航空アクションフェイズに敵の航空攻撃が実施された時、攻撃

目標の TF 又は航空基地を ZOCAP に収める CAP は、迎撃戦闘

に介入できる。CAP による迎撃戦闘は、戦術航空戦ゲーム 11 項

に従って実施する。この時、参加可能な CAPユニットのうち、一部

(又は全部)を迎撃に投入せず温存しておいても良い。 

34.6.セルフ CAP の帰還 

セルフ CAPが帰還するのは、以下の 2 つのケースがある。 

(1) 空対空戦闘の結果、強制帰還の結果を受けた場合。この場

合、帰還は強制帰還を引き起こした一連の戦闘が終了した

時点で行われる。 

(2) (1)以外の全 CAPが航空機帰還フェイズに帰還する 

帰還する CAP は原則として発進した航空基地、TF に帰還する。

空母機の場合は、さらに 31.3 項の制約(固有の空母でのみ運用

可能)を考慮する必要がある。ただし何らかの理由で発進した航空

基地や TF に帰還できない場合、あるいは緊急着陸、緊急着艦に

よる損失を回避したい場合、発進した航空基地や TF 以外に帰還

しても良い。その場合、CAP の配置されているヘクスから CAP 機

の移動力の半分以下の距離にあるヘクスに帰還できる。そのよう

な帰還先が存在しない場合で緊急着陸、緊急着艦もできない場

合、CAP 機は失われ、相手陣営に相応の VP が与えられる。この

時、CAPを失った側は航空補充ポイントを得られない。 

帰還した CAP は、航空基地ボックス、航空機搭載艦ボックスの

「発進準備」欄に置かれる。「帰投」欄とは異なる点に注意された

い。 
制作者ノート：CAP が「帰投」欄ではなく「発進準備」欄に置く理由は、CAP

機のターンアラウンドが他の任務機に比較して小さいことに起因している。

また航空編隊のように同時に多数機が着陸/着艦する訳ではないので、

滑走路に被害があった場合でも比較的安全に収容できる事実を反映して

いる。 

 

 
 

35.航空アクションフェイズ 

35.1.概要 

 航空アクションフェイズは、航空機による作戦行動を扱う部分で、

本作の基幹となる手順である。航空アクションフェイズは以下の手

順で進攻する。 

(1) 主導権決定セグメント：両競技者はダイス(D10)を振り、主導

権を決定する。 

(2) 主導権側航空アクションセグメント：主導権を取った陣営は航

空アクションを実施ずる。 

(3) 非主導権側航空アクションセグメント：もし主導権判定のダイ

ス目(修正後)の差が絶対値で 3 以下の場合、非主導権側が

航空アクションを実施する。 
制作者ノート：航空アクションフェイズは、作戦ゲームの中核となるシステ

ムである。本作では航空戦におけるタイミング的な問題を再現するため。

主導権とアクションフェイズを組み合わせたシステムを採用している。本

作では、1 作戦ターンが 4 時間という比較的長い時間を再現しているので、

細かいレベルの航空作戦をターンの進行だけで再現するのが難しい。そ

こで航空アクションにランダム性を導入することで航空戦の不確実性を採

用することにした。これにより、例えばミッドウェー海戦のような状況も比

較的容易に再現できるようになった。もちろんダイス目が極端に走らなけ

れば、ミッドウェー海戦のような状況にならず、両陣営とも敵の攻撃を受け

る前に航空編隊を発進させることができるだろう。それでも先の状況が読

めないので、航空編隊を空母の甲板上に並べて「敵発見」の報を待つの

は競技者にスリルを味わわせることになる。さらに航空アクションは、索敵

と攻撃を組み合わせたシステムになっているので、索敵に時間をかけて

情報の精度を優先するか、それとも情報の確度を犠牲にしても先制攻撃

を仕掛けるか、競技者に決断を強いることになる。これにより、比較的大

きなターンスケールを採用しているにもかかわらず、海上航空戦の醍醐

味を再現することに成功した。 

35.2.主導権判定 

 両競技者はダイス(D10)を振る。その時ダイス目が大きい方が主

導権を獲得し、航空アクションを 1 回実施する。ダイス目の差が 3

以下の場合、主導権を得られなかった側も主導権側が航空アクシ

ョンを実施した後に航空アクションを 1 回実施する。 

35.2.1.同じダイス目の場合 

 主導権ダイス目が同じの場合、以下の通り処理する。 

(1) そのターン最初の航空アクションの場合、ダイス(D10)を 1 個

振る。出目が奇数の場合は日本軍が航空アクションを 1 回実
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施した後、連合軍が航空アクションを 1 回実施する。出目が

偶数の場合はその逆で連合軍、日本軍の順で航空アクショ

ンを 1 回ずつ実施する。 

(2) 上記以外の場合は両陣営が航空アクションを実施することに

なる。直前に航空アクションを実施しなかった陣営が航空アク

ションを1回実施し、次にもう一方の陣営が航空アクションを 1

回実施する。 
競技者用ノート：航空アクションフェイズの手順と水上戦ターンは類似のシ

ステムを採用している。両者の違いはダイス目が同じ場合の処理で、水

上戦ターンでは「直前にアクションを実施した陣営が先にアクションを実施

できる」のに対し、航空戦アクションフェイズでは「直前にアクションを実施

しなかった陣営が先にアクションを実施できる」ようになっている。 

 

例：航空アクションフェイズである。最初のフェイズで主導権ダイス

目が同じであった。そこでもう 1回ダイスを振り、出目が偶数であっ

た。そこで連合軍が最初に航空アクションを実施し、次に日本軍

が航空アクションを実施する。 

 ・連合軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

 

例：上記の続きである。次の航空アクションフェイズで再び両陣営

が同じダイス目を出した。この場合、直前にアクションを実施した

陣営(日本軍)とは反対の陣営(連合軍)が 1 アクションを実施し、次

に日本軍が 1 アクションを実施する。 

 ・連合軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

 ・連合軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

 

例：上記の続きである。次の航空アクションフェイズで日本軍はダ

イス目 8、連合軍は 4の目を出した。日本軍が大きい目を出したの

で日本軍が 1 アクションを実施する。この時、連合軍と日本軍のダ

イス目差が 3 以内なら連合軍も 1 アクション実施できる所であっ

た。 

 ・連合軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

 ・連合軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

 ・日本軍航空アクション 

35.2.2.ダイスを振らないケース 

 もし一方の陣営が全てのアクションマーカーを使いきった場合、

ダイスを振らずに主導権は自動的にアクションマーカーを保持し

ている陣営になる。 

35.3.航空戦アクションマーカー 

 両陣営には、それぞれ 5 枚ずつの航空戦アクションマーカーが

用意されている。その内訳は、攻撃が 3枚、索敵が 2枚である。攻

撃アクションの場合、「航空 Action 攻撃 1」から順番に「航空

Action攻撃 2」「航空 Action攻撃 3」の順番で使用しなければなら

ない。 

 競技者は、該当するアクションを実施したら、手元の航空アクショ

ンマーカーの共用記録ボードの航空戦アクショントラックに置く。

配置する際には、アクショントラック上段 5 個を左から順次埋めて

いき、次に下段 5 個を左から順次埋めていく。このような配置を行

う理由は、それぞれのアクションがどのような順序で実施されたか

を後で確認できるようにするためである。  

 
 

 1 度利用した航空戦アクションマーカーを同一の作戦ターンで

再使用することはできない。 
競技者用ノート：水上戦の場合とは異なり、航空戦では全てのアクション

マーカーを使い切ることになる。 

35.4.航空アクションの実施 

 航空アクションには、索敵と攻撃の 2 つのアクションがある。それ

ぞれ手順が異なっている。具体的な手順は、36 項「航空索敵」、

37 項「航空攻撃」を参照のこと。 

35.5.薄暮ターン 

 薄暮ターン(27.2 項参照)では、両陣営で使用可能な航空アクシ

ョン数が減少する。それぞれの陣営が実施可能なアクション数は、

索敵アクションが 1回(通常は 2回)、攻撃アクションが 2回(通常は

3回)の計 3回となる。従って両陣営合わせて 6回のアクションにな

る。 

 また薄暮ターンには、2ターン攻撃、3ターン攻撃を発進させるこ

とはできない(37.6 項参照)。 

35.6.夜間ターン 

 夜間ターン(27.2 項参照)には、両陣営は航空アクションを実施

できない。例外、選択ルール 65項。 

 

36.航空索敵アクション 

36.1.概要 

 航空アクションで航空索敵を選択した競技者は、航空索敵を実

施できる。航空索敵を実施する競技者を「索敵実施側」、その相

手方を「被索敵側」と呼ぶ。航空索敵の手順は以下の通りである。 

(1) 索敵実施側が索敵マーカーを配置する。 

(2) 被索敵側が索敵を解決する。 

(3) 索敵実施側が索敵機の損失を適用する。 

36.2.索敵機の運用 

36.2.1.索敵機の発進 

 航空索敵を行う航空機は、航空機準備フェイズに発進する。発

進した索敵機は、発進した航空基地または TFの「索敵中」の欄に

配置する。 

36.2.2.索敵機の帰還 

 「索敵中」の欄に配置されている航空機は、航空機帰還フェイズ

に帰還する。帰還した航空機は、航空基地、空母、水上機母艦の

「帰投」欄に配置する。水上機母艦以外の水上艦船に帰還する水

上機は、帰還先の TFの「水上機(使用済)」欄に配置する。 

 索敵機の帰投先は原則として発進した航空基地、TF と同じもの

になる。ただし例外として基地や母艦の損害などで着陸、着艦で

きない場合、あるいは緊急着陸、緊急着艦による損失を避ける場

合には、発進した航空機、TF 以外の所に帰還できる。その際、帰

還先は、索敵を実施する航空機の発進基地/母艦からの距離が

エリア数換算で索敵範囲以内でなければならない。 

36.2.3.索敵機の飛行ターン 

 航空索敵を行う航空機は、原則として発進したターンの航空機

帰還フェイズに帰還する。ただし 2 ターン以上飛行可能な航空機

航空アクションマーカーの配置する順番
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は、最大飛行可能なターン数分だけ飛行し続けられる。2 ターン

以上飛行する航空機は、2ターン目以降は航空機ユニットを 90度

右に傾けて飛行ターン数を示す。 

36.3.索敵エリア数の数え方 

 索敵エリア数を数える際、自身が含まれるエリアは数えず、目的

地のエリアはカウントする。具体的には、自身と同じエリアは距離 0

エリア、自身と同じエリアに隣接するエリアは距離 1 エリアとして計

算する。 

36.4.索敵マーカーの配置 

 索敵実施側は、相手競技者には秘密に索敵マー

カーを索敵マップ上に配置する。索敵任務につい

ている航空機 1 ユニットにつき索敵マーカー1 枚を

配置できる。そのとき、配置する索敵マーカーの索

敵値力(索敵マーカーの裏面に赤文字で記載され

ている)は、該当する航空機ユニットの索敵力以下でなければなら

ない(例外 36.8 項)。 

 索敵マーカーは、索敵マップの各エリアに最大 1 枚まで配置で

きる。索敵マーカーを配置するエリアは、索敵を実施する航空機

の発進基地/母艦からの距離がエリア数換算で索敵範囲以内で

なければならない。 

 

例：索敵力 4、索敵範囲 2 の B17 は、索敵値 4 以

下の索敵マーカーを発進基地から 2 エリア以

内に配置できる。 

 

 索敵実施側は、通常の索敵マーカー以外にダミーの索敵マー

カーを配置できる。これは裏面に"Dummy"と書かれた索敵マーカ

ーのことである。ダミーの索敵マーカーは、通常の索敵マーカー

が配置されていないエリアに配置できる。 

すべての索敵マーカーは「索敵?」の面を向けて配置される。これ

により被索敵側はどのエリアが索敵されているのかを正確には把

握できないわけである。索敵マーカー配置が完了したら、索敵実

施側は索敵マップを被索敵側に渡す。 

36.5.航空索敵の解決 

 被索敵側は、索敵マーカーを配置し

た索敵マップを受け取ると、索敵の解

決を相手競技者から秘密裏に実施す

る。索敵の解決中には相手競技者は

席を外すのが良い。 

 被索敵側は、索敵マップのうち、実

際に自軍の艦船が存在しているエリア

の索敵マーカーの裏面を確認する。こ

の時、索敵マーカーの正体がダミーマ

ーカーの場合は何もせずにマーカー

を元に戻す。ダミーマーカー以外の場

合は次の手順に進む。 

 ダミーマーカー以外の索敵マーカー

が置かれたエリア内のすべての艦船は索敵対象となる。 

36.5.1.航空索敵の解決手順 

 被索敵側は、48 枚の索敵カードを裏向きで山札を作った後、よ

くシャッフルし、内容がわからないようにする。続いて索敵対象とな

るヘクス単位で索敵判定を行う。複数のヘクスが索敵対象となる

場合、どのような順番で索敵を解決しても良いが、カードを引く前

にこのカードはどのヘクスが対象なのかを決めておかなければな

らない。 
競技者用ノート:例えば「ヘクス番号の若い順」など、あらかじめカードを引

く順番を決めておくのが望ましい。 

 

 索敵対象ヘクスを決めたら、被索敵側は索敵カードを 1 枚引く。

索敵マーカーの索敵値が、索敵カードに記載された必要索敵力

未満の場合、そのヘクスに対する索敵は失敗とみなされる。また

カードによっては天候の影響により「索敵失敗」となる場合もある。

索敵失敗の場合は終了し、他に索敵対象ヘクスが残っていれば

他のヘクスに対する索敵を解決する。 

 索敵失敗しなかった場合、索敵カードの指示に

従って索敵を解決する。索敵カードには「索敵レベ

ル」という数値が書かれている。索敵レベルは 0～3

の 4 段階があり、数値が大きい方が索敵で得られ

る情報が多くなる。 

(1) 索敵レベルが 0の場合、作戦マップで艦船が存在するヘクス

に「発見マーカー」を「非水上」面を向けて配置する。それだ

けである。 

(2) 索敵レベルが 1 の場合、該当する「発見マーカ

ー」の下にそのヘクスに存在する艦船ユニット

の総数を示す「索敵補助マーカー」を配置する。

ここで使用する「索敵補助マーカー」は「艦隊 x

隻」と記載されたものである。x隻の xがユニット数を示す。 
競技者用ノート:一部の艦船ユニット(PG 等)は 1 ユニットが複数の艦船を

示す場合があるが、索敵ルール上は常に 1 ユニット=1 隻として扱う。 

 

(3) 索敵レベルが 2 の場合、索敵レベル 1 と同じだ

が、もし該当ヘクスに空母(CV、CVL、CVE)が

存在する場合、「空母を含む」と書かれた「索敵

補助マーカー」を「発見マーカー」の下に配置

する。空母を含まない場合は、レベル 1 の場合と同じである。 

(4) 索敵レベルが3の場合、索敵レベル 1の情報に

加えて該当ヘクスに空母(CV、CVL、CVE)、戦

艦(BB)、輸送船(AP)が存在している場合、それ

ぞれの隻数を示す「索敵補助マーカー」を「発

見マーカー」の下に配置する。また空母、戦艦、

輸送船のいずれも含まない場合、「空母、戦艦、AP を含まず」

と書かれた「索敵補助マーカー」を「発見マーカー」の下に配

置する。 

36.5.2.位置誤認 

 索敵カードの誤認欄に「位置誤認」と書かれている場合、位置誤

認が発生する。あるいは CAP 効果によって位置誤認が発生する

場合がある(索敵カード参照)。位置誤認が発生したら、索敵カード

を余分に 1枚引く。カード下の「位置誤認」欄には 2つの数字が記

載されているが、この数値が位置誤認先となるヘクスを示している。

最初の数値が本来のヘクスから誤認先となるヘクスまでの距離(ヘ

クス数)を示し、2 つめの数値が誤認先のヘクスの方位を時計の時

数表記で示している(下図参照)。 

 
「位置誤認」の誤認先 

2-11

1-10

1-8

2-7

2-10

2-9

2-8

2-6

1-2

1-4

2-5

2-3

2-4

2-0

2-1

2-21-0

正しい
位置

1-6

2隻

空母

(非水上)

2

発見
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 位置誤認が発生した場合は、発見マーカーを正しい位置にで

はなく 2 枚目の索敵カードが示すヘクスだけずらした位置に配置

する。 

 この時、ずらした先のヘクスが、元のヘクスとは異なるエリアであ

ったり、あるいは陸地の真ん中であったりするようなあり得ないヘク

スだったとしても、指示されたヘクスに配置すること。ただし、位置

誤認の結果、発見マーカーが作戦マップの範囲外に出てしまった

場合、位置誤認は発生せずに正しい位置に発見マーカーを配置

する。 

 
競技者用ノート:位置誤認が発生した場合、複数の発見マーカーが同一ヘ

クスに置かれる場合がある。この場合も発見マーカーの位置はそのまま

にしておくこと。 

 誤認条件として「艦隊速力 xx 以上」と書かれている場合がある。

このような場合、当該ヘクス内の全艦船の速力が誤認条件に記載

された数値と合致する場合のみ、位置誤認が発生する。 

例：誤認条件が「艦隊速力 2.5 以上」と書かれていた場合、

当該ヘクスの全艦船の速力が"2.5"以上の場合のみ位

置誤認が発生する。 
制作者ノート:艦隊速力が大きい程位置誤認が発生しやすい理由は、索

敵そのもの位置精度よりも索敵機が発見してから味方の航空編隊が当

該海域まで到達する間に発生する位置のずれに起因するものである。  

36.5.3.艦種誤認 

 索敵カードの誤認欄に「艦種誤認」と書かれている場合、艦種誤

認が発生する。あるいは CAP 効果によって艦種誤認が発生する

場合がある(索敵カード参照)。艦種誤認が発生したら、索敵カード

を余分に 1 枚引く。索敵カードの艦種誤認欄に記載されている指

示に従って艦種誤認を解決する。 

注：艦種誤認は、索敵レベルが 2または 3の場合のみ発生す

る。 

(1) 空母を含む場合も「空母あり」と報告せず：空母の有無にか

かわらず「空母を含む」補助マーカーを配置しない。 

(2) 常に「空母を含む」と報告する：空母の有無にかかわらず常

に「空母を含む」補助マーカーを配置する。 

(3) 「戦艦なし」と報告する：「戦艦 x 隻」補助マーカーを配置しな

い。そのヘクスに空母や輸送船が含まれていない場合は「空

母、戦艦、APを含まず」と書かれた「索敵補助マーカー」を配

置する。 

(4) 空母の隻数を報告せず：「空母 x 隻」補助マーカーを配置し

ない。そのヘクスに戦艦や輸送船が含まれていない場合は

「空母、戦艦、AP を含まず」と書かれた「索敵補助マーカー」

を配置する。 

(5) CA の隻数を BB の隻数に加算して報告する：該当ヘクスに

CA が存在する場合、その隻数を戦艦の隻数に加算して報

告する。もし該当ヘクスに戦艦が存在せず、CA が存在して

いた場合、CA の隻数を戦艦の隻数として報告し、「空母、戦

艦、AP を含まず」と書かれた「索敵補助マーカー」は配置し

ない。 

(6) 空母の隻数は 1～3隻のいずれかとして報告する：「空母 1隻」

「空母2隻」または「空母3隻」と書かれた「索敵補助マーカー」

を配置する。「空母、戦艦、AP を含まず」と書かれた「索敵補

助マーカー」は配置しない。 
競技者用ノート:発見マーカーや索敵補助マーカーの数が足りない場合

(余程の事がない限り大丈夫だとは思うが)、メモ等で代用して頂きたい。 

36.5.4.CAP 効果 

 索敵目標となるヘクスに影響を及ぼす ZOCAP(34.3 項参照)に

ついて、空戦力 6以上、標準高度MまたはHの機体(具体的には

A6M、P38、F4F)が合計4ステップ以上含まれている場合、CAP効

果を適用する。 

 CAP効果の内容は以下の通り。 

(1) 索敵失敗：「発見マーカー」を作戦マップに配置しない。 

(2) 索敵レベル 1低下：索敵レベルが 1段階低下する。低下した

索敵レベルに合わせて「索敵補助マーカー」の内容を修正

する。 

(3) 位置誤認：位置誤認ルール(36.5.2 項参照)に従って位置誤

認を解決する。 

(4) 艦種誤認：艦種誤認ルール(36.5.3 項参照)に従って艦種誤

認を解決する。 

(5) 索敵機 1 ステップ損失：索敵対象となった

TF が位置するエリアに「撃墜 1」マーカーを

配置する。もし既に「撃墜 1」マーカーが置

かれている場合は、マーカーを裏返して「撃

墜 2」マーカーにする。既に「撃墜 2」マーカ

ーが配置されている場合は何もしない。 

36.5.5.航空索敵の終了 

 すべてのエリア、すべてのヘクスで索敵が終了すると、被索敵側

は索敵マップを索敵実施側に渡す。そのとき、すべての索敵マー

カーは「索敵?」面を向けて配置する。これにより、索敵実施側はど

のエリアが実際に索敵されたかがわからないことになる。 
競技者用ノート:索敵実施側は、何らかのトリックを行うことにより被索敵

側が操作したマーカーを特定できる可能性がある、しかしこれは不正行

為である。 

36.5.6.山札の扱い 

 一度引いたカードは山札に戻さず、当該航空索敵アクションが

完了するまでそのままにしておく。ただし、もし山札を全て使い切

った場合は、再び全ての索敵カードを集めて山札を作り、シャッフ

ルして引き直すこと。 

36.5.7.★小規模艦隊に対する索敵(選択ルール) 

索敵対象へクスの艦船が 3 隻以下の場合、位置誤認、艦種 

誤認及び CAP 効果は無視する。 
製作者ノート:これは小規模艦隊を多数準備して相手の索敵を混乱させた

り CAP 効果によって索敵機の消耗を強いたりするゲーム的な戦術を防

止するためのルールである。 

36.6.索敵機の損失 

 索敵実施側は、索敵マップに置かれた「撃墜 1/2マーカー」を見

て、索敵機の損失を適用する。「撃墜 1 マーカー」1 枚につき索敵

機は 1 ステップ、「撃墜 2 マーカー」1 枚につき索敵機 2 ステップ

が失われる。この時、どの索敵機がステップロスするかは、以下の

優先順位に基づいて決定する。 

(1) 標準高度が"H"の索敵機は決してステップロスしない。 

(2) 当該エリアに配置された索敵マーカーが示す索敵値以上の

索敵値を有し、索敵範囲内に当該エリアが含まれている索敵

機のみがステップロスの対象となる。 

(3) 2 ステップ以上の損失を適用する場合は、可能な限り同一の

ユニットに 2 ステップ以上の損失を適用することを避けなけれ

ばならない。 

(4) 索敵対象エリアから近いエリアを発進基地/母艦とするユニッ

ト 

 上記の優先順位に従った場合に複数のユニットが損失対象の

候補となる場合、索敵実施側が損失を適用するユニットを選択し

て良い。 

 もし当該エリアを索敵可能なユニットがすべて標準高度"H"の場

合、撃墜マーカーによる損失は無効となる。 

 索敵機の損失が発生した場合、航空補充ポイント(49 項参照)を

取得できる。1ステップの損失につき 2ポイントの航空補充ポイント

が得られる。 
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36.7.連続索敵 

 索敵対象となるヘクスに既に「発見マーカー」が置かれている場

合(どちらの面かは問わない)、該当する索敵は「連続索敵」と見な

され、索敵レベルが 1上昇する(ただし索敵レベルの最大値は 3)。 

 連続索敵の対象となる「発見マーカー」は、その航空アクション

が始まる前から置かれたものである必要がある。ただしそれがたと

え過去の位置誤認によって誤った位置に置かれた索敵マーカー

であったとしても、「連続索敵」の適用を判定する際には有効であ

る。また今回の索敵で位置誤認が発生した場合、連続索敵の適

用有無についての判断は、誤認する前の本来のヘクスで実施す

る。 

 連続索敵の場合、既に発見マーカーが置かれているヘクスに新

たな発見マーカ―が配置されることになった場合(つまり連続索敵

で位置誤認が発生しなかった場合)、それまでの索敵の結果とし

て配置されていた索敵補助マーカーは一旦全て取り除く。その次

に新らたな索敵による索敵補助マーカーを配置する。 

36.8.共同索敵 

 原則として配置する索敵マーカーの索敵値は、1 つの航空機の

索敵力以下でなければならない。ただし例外としてステップロスし

た索敵ユニットが 2 ユニット存在する場合、その索敵力を合計して

1 枚の索敵マーカーを配置できる。その場合、索敵マーカーを配

置するエリアは、両方の索敵ユニットの索敵範囲内でなければな

らない。また索敵機の損失が発生した場合、これらのユニットの索

敵力は索敵力を合計した後の索敵力と見なしてステップロスを適

用する。 

-----------------------------------------------------

索敵の例 

 日本軍の航空索敵アクションを例として航空索敵の手順を例示

する。状況としては、エリア K に連合軍の TF が 2 個存在している

ものとすう。それぞれ TF1、TF2 とした場合、その編成は以下の通

りである。また TF1、TF2はそれぞれ F4F 2ユニット(4 ステップ)の

CAPを配置しているものとする。 

 TF1:空母 1、戦艦 1、軽巡 2、駆逐艦 6 

 TF2:空母 1、重巡 3、軽巡 1、駆逐艦 6 

 
 

注：上の図では、あたかもTFマーカーが作戦マップに置かれてい

るようにも見えるが、実際には行動記

録用紙に TF の場所が記載されており、

作戦マップ上に TFマーカーのようなも

のが置かれることはない。 

 日本軍はエリア K に対して索敵力 6

の索敵マーカーを配置した。連合軍は

索敵を解決する。最初に TF1 用に索

敵カードを引く。引いたカードは左の

内容であった。必要索敵力を満足して

いるので、TF1 は索敵レベル 1 で索敵

に成功した。作戦マップ上で TF1 の存

在するヘクスに、発見マーカーと「艦隊

10 隻以上」の索敵補助マーカーを置く。さらに CAP 効果で「索敵

機 1ステップ損失」となっている。TF1のヘクスには 4ステップ以上

の CAP を持つ ZOCAP の範囲内なので、索敵機の損失は適用さ

れ、索敵マップのエリア Kに「撃墜 1」マーカーを置く。 

 次に連合軍は TF2 の索敵カードを

引く。引いたカードは右の内容であっ

た。索敵力は必要索敵力を満足して

いるので索敵自体は成功である。位

置誤認が発生する。発生条件に「艦

隊速力 4.0 以上」と書かれているが、

TF2 の全艦船は速力 4.0 なので条件

を満足している。ちなみに TF1には戦

艦「サウスダコタ」が含まれており、速

力が 3.0 なので、こちらなら位置誤認

は発生しなかった。位置誤認の際に

はもう 1 枚索敵カードを引き、位置誤

認先の場所を判定する。引いたカード

の位置誤認欄には"1－6"と記載されていた。その結果、位置誤

認先は実際のヘクスから 1 ヘクス南にずれたヘクスとなる。また索

敵レベル 3なので、艦隊の隻数の他、空母、戦艦、APの隻数を報

告に追加する。その結果、発見マーカーと「艦隊 10 隻以上」「空

母 1 隻」の索敵補助マーカーを配置する。 

 

36.9.発見マーカーの除去 

 発見マーカー及び索敵補助マーカーは発見マーカー除去フェ

イズに除去する(47項参照)。また競技者は自らの意思で相手側の

発見マーカー及び索敵補助マーカーをいつでも除去できる。 
競技者用ノート:明らかに誤認とわかるような発見マーカーや戦況に関係

のない発見マーカーは適宜除去することが望ましい。 

 

 
 

37.航空攻撃アクション 

37.1.概要 

 航空攻撃アクションを選んだ競技者は、航空攻撃アクションを実

施できる。航空攻撃アクションマーカーには、「航空 Action 攻撃 1」

「航空 Action 攻撃 2」「航空 Action 攻撃 3」の 3 種類があるが、こ

れらは 1～3の順番に使用しなければならない。「航空Action攻撃

1」を使用する時は「第 1 航空攻撃アクション」、以下「第 2 航空攻
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撃アクション」「第 3 航空攻撃アクション」と呼称する。 

 航空攻撃アクションの手順は以下の通りである。以下の手順は

厳密に順序に従って実施しなければならない。 

(1) 発進：「発進準備完了」欄に配置されている航空機を発進さ

せる。なお、自陣営にとって当該作戦ターンにおける最終航

空アクション(昼間ターンの場合は、3 回目の航空攻撃アクシ

ョン)の際には、セルフ CAP、遠隔 CAP、近距離攻撃のみ発

進可能である。 

(2) 整備：RF(整備力)の範囲内で搭載している航空機を自由に

整備できる。整備ルール(29.2 項)を参照のこと。 

(3) 攻撃：既に飛行中の航空編隊による空対艦、空対地攻撃を

実施する。攻撃は攻撃編隊毎に個別に実施する。同じ攻撃

アクションで複数の攻撃編隊が攻撃を実施する場合、攻撃実

施の順番は攻撃アクションを実施する競技者が決定する。 

(4) 帰還：航空機の帰還を処理する 
競技者用ノート:航空アクションの手順は厳密に守る必要がある。従って

航空機を発進させるためには、事前に「発進準備完了」欄に当該航空機

を配置しておく必要がある。 

37.2.航空機の発進 

 航空攻撃アクション時、航空機を発進させることができる。発進さ

せた航空機は、セルフ CAP、航空編隊のいずれかの任務を実施

できる。セリフ CAP で発進した航空機は、当該航空基地又は TF

のCAP欄に置かれる。航空編隊については 37.3項参照。なお選

択ルール採用時には遠隔 CAPを発進させることができる(57項参

照)。 

37.3.航空編隊の発進 

 航空編隊を発進させる場合は、航空基地ボード又は艦隊ボード

の航空編隊欄に配置する。その時、雷爆装していない戦闘機は

「護衛」欄に配置し、その他は「攻撃」欄に配置する。続いて行動

記録用紙の「航空編隊任務」欄に必要事項を記入する。 

(1) 編隊番号：編隊番号を記入する。(1～19) 

(2) 発進地点：航空編隊が発進したヘクス番号を記入する。 

(3) BMF(-x)/T：修正前移動力、移動力減少値、飛行ターン数の

略号である。例えば修正前移動力が 20、移動力減少値が－

4、飛行ターン数が 2 ターンの場合、20(－4)/2 と記入する。 

(4) 到達時間：到達時間は任務別航空機運用表に従って決定

する。到達時間の記入は、ターンの時刻とアクション番号を

記入する。 

例：6時の作戦ターンの第 2航空攻撃アクションに発進し、通常攻

撃を実施する航空編隊は、6 時の第 3 航空攻撃アクションに攻撃

を実施する。この場合、行動記録用紙には"06－3"と記入する。 

 
 

(5) 目標ヘクス：空対地攻撃の場合は、目標となる航空基地のヘ

クス番号を記入する。空対艦攻撃の場合は、攻撃可能な範

囲内の任意のヘクスを選択する。 

(6) 任務：空対艦任務の場合は「□対艦」欄、空対地任務の場合

は「□対地」欄にチェックを入れる。 

(7) 帰還時間：到達時間と同様の要領で帰還時間を記入する。

なお、航空機帰還フェイズが帰還予定の場合は、時刻を示

す数字の後に"R"(Return Phase の略称)と記入すること。

例:10R。 

競技者用ノート:空対艦攻撃時の目標ヘクスの設定に留意されたい。空対

艦攻撃ルールを読むと、実際に敵艦隊が存在すると思われるヘクスを目

標ヘクスとするのは必ずしも得策ではないことが理解できよう。 

37.4.【重要】航空編隊編成上の制限 

 1 つの基地、空母、水上機母艦から同一の航空アクションで複

数の航空編隊を編制することはできない。言い換えれば、1 つの

基地、空母、水上機母艦からは同一の航空アクションには 1 つの

航空編隊のみ発進できる。(例外、選択ルール緊急発進 52項、拠

点偵察 60 項) 

37.5.複数の空母から発進する航空編隊 

(1) 連合軍の場合、複数の空母から発進した航空機同士で共通

の航空編隊を編制することはできない。言い換えれば、別々

の空母から発進した航空機は、それぞれ個別の航空編隊を

編制しなければならない。 

(2) 日本軍の場合、同一の TF に含まれる空母同士は共通の航

空編隊を編制できる。 
制作者ノート:1942 年当時、米軍は空母 1 隻単位で運用していた。従って

航空編隊も空母毎に編成し、複数の空母が合同で大規模な航空編隊を

編制することは殆どなかった。対する日本軍は、真珠湾攻撃の例を見れ

ば明らかなように、戦争初期から複数の空母が合同で 1 つの機動部隊を

編成し、大規模な航空編隊を編制することに長けていた。従って複数の

空母が共同で行動する技術については、日本軍の方が連合軍よりも勝っ

ていたと言って良い。連合軍が複数の空母を集中運用するようになるの

は、1943 年後半以降になる。 

37.6.攻撃機の任務種別と攻撃範囲 

 航空編隊には攻撃距離に従って近距離攻撃、通常攻撃、2 ター

ン攻撃、3ターン攻撃の4種類の任務種別がある。この時、移動力

や飛行ターンの異なる航空機が同一の航空編隊に含まれる場合、

移動力と飛行ターンはそれぞれ最も小さい値を採用する。 

(1) 近距離攻撃：攻撃目標ヘクスが発進地点から 3ヘクス以内に

存在する。近距離攻撃は発進するアクションと攻撃するアク

ションが同じであり、発進した航空攻撃アクションで空対地攻

撃、空対艦攻撃を実施する。 

(2) 通常攻撃：(1)以外で発進地点から攻撃目標までの距離が 1

ターン分の移動力の半分以下の攻撃。 

例：移動力 24 の航空編隊は、発進地点から攻撃目標ヘクスまで

の距離が 12 ヘクス以内の場合、通常攻撃になる。 

(3) 2 ターン攻撃：2 ターン以上の飛行可能ターンを有する航空

機のみ実施可能。発進地点から攻撃目標までの距離が移動

力以下の場合に実施可能。 

(4) 3 ターン攻撃：3 ターン以上の飛行可能ターンを有する航空

機のみ実施可能。発進地点から攻撃目標までの距離が移動

力の 1.5 倍以下の場合に実施可能。 

例：A6M2は移動力 20、飛行可能ターン 2ターンであ

る。ただし 1 ターンの飛行の場合は移動力が 24 にな

る。A6M2 は以下の任務種別が選択可能である。 

(1) 近距離攻撃：発進地点から攻撃目標ヘクスまで

の距離が 3 ヘクス以内 

(2) 通常攻撃：距離 12 ヘクス以内 

(3) 2 ターン攻撃：距離 20 ヘクス以内 

(4) 3 ターン攻撃、選択不可(飛行時間が 2 ターンなので) 

37.7.航空編隊の移動力減少 

 航空編隊の移動力は以下の事象に対応して減少する。なお 2タ

ーン以上飛行できる航空機の場合、移動力の減少は毎ターン適

用される。 

例：上記 A6M2で移動力－2 が適用された場合、移動力は 1 ター

ン飛行の場合は 22、2 ターン飛行の場合は 18 になる。 

任務別航空機運用表

任務種別 到達時間 帰還時間
セルフCAP 発進直後～ 同一ターンの帰還フェイズ又は強制帰還適用時(*2)

遠隔CAP 発進直後～ 1攻撃アクション後又は同一ターンの帰還フェイズ(*2)(*3)

近距離攻撃(*1)同一アクション 1攻撃アクション後又は同一ターンの帰還フェイズ(*2)

通常攻撃 1攻撃アクション後 2攻撃アクション後又は同一ターンの帰還フェイズ(*2)

2ターン攻撃 2攻撃アクション後 1ターン後の帰還フェイズ

3ターン攻撃 3攻撃アクション後 2ターン後の帰還フェイズ

(*1)近距離攻撃とは、目標ヘクスが発進地点から3ヘクス以内

(*2)いずれか早い方

(*3)一度でも空戦に参加したら、戦闘終了後に帰還する
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注:上記の攻撃可能範囲とは、ルール 38.3 項に示す攻撃可能範

囲のことである。 
制作者ノート:艦船攻撃実施時に移動力が減少する理由は、目標が海上

を移動する艦船の場合、目標を捜索し発見するためには余分な燃料を必

要とするからである。また基地の近くでこの修正が無効になるのは、基地

に近づいている艦船は容易に発見されることを反映している。航空編隊

の規模に応じて移動力が減少する理由は、大規模な航空編隊の場合、

編隊の構成や維持に余分な燃料を必要とするからである。 

例：A6M2(移動力 24/20×2)が海上目標を攻撃する場合、移

動力は－2 になる。この場合、攻撃種別毎の攻撃距離

(発進地点と攻撃目標ヘクスの距離)は以下の通りにな

る。 

(1) 近距離攻撃： 3 ヘクス以内 

(2) 通常攻撃：11 ヘクス以内 

(3) 2 ターン攻撃：18 ヘクス以内 

(4) 3 ターン攻撃：実施できない 

37.8.攻撃の実施 

 航空編隊は、航空編隊発進時に指定した到達時間に攻撃を実

施する。攻撃の方法は、空対地攻撃と空対艦攻撃で異なる手順

になる。 

37.8.1.空対地攻撃 

 空対地攻撃の場合、攻撃目標ヘクスを指定し、攻撃を実施する。

攻撃の手順は戦術航空戦ゲームの場合と同様になる。この攻撃

に対して攻撃目標ヘクスにZOCAPを及ぼしているCAPは迎撃に

参加できる。 

37.8.2.空対艦攻撃 

 空対艦攻撃の解決手順は、38項を参照のこと。 

37.9.【重要】攻撃終了後の強制集合 

 1 回の空対艦攻撃又は空対地攻撃が終了すると、両陣営は戦

闘に参加した航空機について強制集合を実施しなければならな

い。集合の方法は 29.8 項に従う。 

(1) 侵攻側は、航空編隊に含まれる半減戦力の航空機について

可能な限り集合させなければならない。 

(2) 迎撃側は、迎撃に参加した CAPのうち、強制帰還しなかった

半減戦力の戦闘機は、可能な限り集合させなければならな

い。この時、配置ヘクスが異なる CAP であっても、同一の戦

闘に参加した航空機同士であれば強制制集合の対象とな

る。 

37.10.航空編隊の帰還 

 航空編隊は、航空攻撃アクション又は航空機帰還フェイズに帰

還する。いつ帰還するかは任務別航空機運用表を参照のこと。 

例:通常攻撃の場合、「2 攻撃アクション後又は帰還フェイズ

(どちらか早いほう)」となっている。第 1 航空アクションに

発進した場合は、第 3 航空アクションに帰還する。また第

2航空アクションに発進した場合は、同一ターンの航空機

帰還フェイズに帰還する。 

 帰還した航空機は、航空基地、空母、水上機母艦の「帰投」欄

に配置される。 

37.11.発進地点以外への帰還 

 帰還する航空編隊は、原則として発進した航空基地、TFに帰還

する。空母機の場合は、さらに 31.3 項の制約(固有の空母でのみ

運用可能)を考慮する必要がある。ただし何らかの理由で発進した

航空基地や TFの帰還できない場合、あるいは緊急着陸、緊急着

艦による損失を回避したい場合、発進した航空基地や TF 以外に

帰還しても良い。その場合、帰還先は攻撃目標ヘクスを基点とし、

以下の範囲内の地点にあるヘクスに着陸できる。 

(1) 近距離攻撃、通常攻撃：移動力の半分以下 

(2) 2 ターン攻撃：移動力以下 

(3) 3 ターン攻撃：移動力の 1.5 倍以下 

 上記の距離を判定する場合、37.7 項に示した移動力修正を適

用した後、上記の計算を行う。また移動力の異なる航空機が航空

編隊に含まれている場合、移動力は個別に計算する。従って航

空機の移動力によっては帰還できる航空機と帰還できない航空

機が発生する場合がある。 

37.12.空母、水上機母艦以外の水上艦に搭載された水上機 

 空母、水上機母艦以外の水上艦に搭載された水上機は、航空

アクションフェイズに発進することはできない。 
競技者用ノート:水上艦船で運用する水上機は、航空準備フェイズにのみ

発進できる。従ってこれらの水上機が実施できる任務は、セルフCAPと航

空索敵のみである。 

------------------------------------------------------ 

航空編隊発進の例 

索敵の例の続きである。日本軍は主導権を得て航空攻撃アクショ

ンを実施することになった。時刻は 06:00 のターンで、航空攻撃ア

クションはその作戦ターンで第 1 航空攻撃アクションとする。その

時の位置関係は以下のように設定し、日本軍の TF1には空母「翔

鶴」「瑞鶴」が含まれている。 

 
 

 日本軍は「翔鶴」「瑞鶴」から

A6M2 3 ユニット、D3A 3 ユニ

ット、B5N 2ユニットの計 8ユニ

ットからなる航空編隊を発進さ

せた。目標ヘクスは「発見 2」

マーカーの南 1ヘクス(5115)と

した。発見マーカーの直上に目標を設定しない理由は、発見マー

カー直上だと、仮に位置誤認が発生していた場合、見逃す可能

性が高いからである。詳しくは次に説明する空対艦攻撃ルール

(38 項)を参照されたい。 

 話を戻すと、この場合の行動記録用紙への記入は以下のように

なる(赤文字が手書きで記入した所)。航空編隊の移動力は一番

遅い航空機(B5N)に合わせて 20、移動力減少は艦船攻撃による

－2、航空編隊が 5～8ユニットなので－2で合計－4になる。飛行

航空編隊移動力修正

-2 艦船攻撃(*1)

-2 航空編隊5～8ユニット

-4 航空編隊9～12ユニット

-6 航空編隊13ユニット以上

(*1)攻撃可能範囲に基地が存在し
ている場合は無視

A6M2 VF D3A VB B5N VB

7 1 3 1 D 2D 2 1 M 5T

20 2 - - 22 4 4 8 20 6 4 10

3 3 2

目標ヘクス 

発進ヘクス 
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ターン数については、A6M2 以外が 1 ターンしか飛行できないの

で必然的に 1 ターンになる。 

 

 
----------------------------------------------------- 

上記の例で実際にどのような順番で攻撃が実施されるかを以下に

示す。例えば航空アクションが次に示す図のように進行した場合、

①発進、②攻撃、③帰還はそれぞれマークしたアクションで実施

される。 

 

38.空対艦攻撃 

38.1.空対艦攻撃の概要 

 空対艦攻撃は基本的には戦術航空戦ゲームと同じ手順で解決

する。ただし実際の攻撃を実施する前に攻撃目標となる TF を決

定する必要がある(場合によっては攻撃目標を発見できない場合

もある)。空対艦攻撃の手順を以下に示す。 

(1) 攻撃目標ヘクスに攻撃目標マーカーを置く。 

(2) 航空編隊到達チェック 

(3) 攻撃対象ヘクスの選択 

(4) 攻撃対象 TFの選択 

(5) 空対艦攻撃の解決(戦術航空戦ゲーム) 

38.2.攻撃目標マーカーの配置 

 攻撃目標ヘクスに攻撃目標マーカーを配置する。

その時、攻撃目標マーカーの裏表と方向にも留意

すること。 

(1) 攻撃目標マーカーの裏表は、航空編隊に含まる航空機の索

敵値によって決まる。もし索敵値 6 の航空機が含まれている

場合は、「索敵値 6」の面を向け、それ以外の場合は「索敵値

4」の面を向ける。 

注：半減戦力の航空機について、その航空機が完全戦力の場合

に索敵値 6 の場合は、索敵値 6の面を向ける。 

(2) 攻撃目標マーカーは↑の方向をヘクスポイントに向けて配置

する。さらに↑の方向の左右 30度、合計 60度の扇形の範囲

内に発進地点を含んでいなければならない。 

 

 

 

 
 
制作者ノート:攻撃目標マーカーの方向によって発進地点が推測されてし

まう恐れがある。しかしこれは実戦でも同様であった。予め目標地点が判

明している対地攻撃の場合は侵入方向を欺瞞するなど母艦の方角を隠

蔽することは左程困難ではない。しかし空対艦攻撃の場合は、最終的な

目標位置を特定できていないので、攻撃隊自身が目標を見つける必要が

ある。必然的に攻撃隊は目標を探しながらの進入になり、その進入方向

を欺瞞することが難しくなる。本作ではその辺りを考慮して空対艦攻撃時

は↑の方向を厳しく指定することにした。 

競技者用ノート:目標到達率を高めるために航空編隊に非爆装で索敵力

の大きな航空機(例えば爆装していない飛行艇等)を加えるのは、攻撃編

隊の目標到達率を高める上、貴重な高索敵力航空機を対空砲火によっ

て失う危険を避けるという意味で、良い方法である。 

38.3.攻撃可能範囲 

 攻撃目標マーカーの↑方向左

右 60度で 2ヘクス以内(自身の配

置ヘクスを含む)の計 6 ヘクスが、

攻撃目標マーカーの攻撃可能範

囲になる。攻撃可能範囲は、続く

攻撃対象ヘクス選択等に影響す

る。 
制作者ノート:攻撃可能範囲は、攻撃

する側から見た場合に目標地点の手

前方向に広がっていることがわかる。

これは攻撃隊が本来の目標地点到達前に艦船を発見した場合、それを

本物の目標と思い込んで攻撃を仕掛ける現象を再現している。 

38.4.航空編隊到達チェック 

 ゲームカード B の「航空編隊到達表」を参照する。ダイス(D100)

を振り、DRM を適用した後、攻撃種別の欄を見る。修正後のダイ

ス目と適合する行を見つけて、その行の右端にある「結果」欄を参

照する。 

編隊番号 AF1
発進地点 4810
BMF(-x)/T 20(-4)/1 (-  )/ (-  )/
到達時間 06-2
目標ヘクス 5115
任務 ■対艦 □対艦 □対艦

□対地 □対地 □対地

帰還時間 06-3

航空作戦アクション

攻撃2攻撃1

航空Action航空Act ion

航空Act ion

攻撃3

航空Act ion

索敵

航空Action

航空Act ion

攻撃2

攻撃1

航空Action

索敵

①発進

②攻撃 ③帰還

索敵値6

↓

攻撃目標
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38.4.1.到達チェック時の DRM 

 到達チェック時のDRMには、航空編隊の索敵力、天候、航空基

地の存在、その他がある。 

(1) 航空編隊の索敵力は、航空編隊に含まれる航空機のうち、

最も高い索敵力を利用する。その時、半減戦力の航空機は、

完全戦力時の索敵力を利用して良い。 

(2) 敵又は味方の航空基地が攻撃可能範囲内に存在している

場合、目標到達チェックに－20 の DRMが適用される。 

(3) 選択ルール採用時、緊急発進(52 項)を実施した航空編隊は、

+20 の DRMが適用される。 
制作者ノート:攻撃可能範囲に基地が含まれている場合、到達チェックで

有利な DRM が得られる。その理由は、基地のような顕著な目標が近くに

あると目標発見が容易になることを示している。実際、隠密性を必要とす

る空母機動部隊は、敵味方に関わらず基地に近づくことを避ける傾向ガ

強かった。 

38.4.2.到達チェックの結果 

(1) 成功：目標到達に成功する。次の手順に進む。 

(2) 失敗：目標到達に失敗する。当該航空編隊による攻撃は失

敗として扱う。 

(3) 速力 x 以下：成功として扱う。ただし攻撃目標となるヘクスは

そのヘクスに含まれる艦船のうち最も遅い速力が指定された

範囲内の場合のみである。 

38.5.攻撃対象ヘクスの選択 

38.5.1.選択可能目標ヘクス数 

 先の航空編隊到達表で振ったダイス目について、DRM 適用前

の一の位を以下の表に当てはめる。この結果が選択可能な目標

ヘクス数になる。 

 (1) 出目が 0～3：全目標 

 (2) 出目が 4 ：3(2)目標 

 (3) 出目が 5～6：2(1)目標 

 (4) 出目が 7～9：1 目標 

注：攻撃目標マーカーが「索敵値 4」の面を向いている場合は()内

の数値を使用する。 

38.5.2.攻撃対象候補ヘクス 

 攻撃対象候補ヘクスとは、攻撃対象の候補となるヘクスのことで

ある。攻撃対象候補ヘクスは、攻撃可能範囲内で被攻撃側の艦

船が含まれているヘクスである。被攻撃側の艦船が含まれていな

いヘクスは攻撃対象候補ヘクスとはならない。その時、攻撃目標

ヘクスに発見マーカーが置かれているか否かは関係ない。また到

達チェックの結果が「速力 x 以下」の場合、当該ヘクスに含まれる

艦船の速力が当該条件に合致していない場合、そのヘクスは攻

撃対象候補ヘクスから除外される。 
競技者用ノート:攻撃対象ヘクスの判定と発見マーカーの存在は無関係な

ので、発見されていない艦隊がいきなり敵機の攻撃目標になることはあり

得る。攻撃側から見た場合、たとえ敵艦隊を発見していなくても、山勘で

目標ヘクスを決定し、攻撃に成功する場合があり得る。 

38.5.3.攻撃対象ヘクスの決定 

(1) 攻撃対象候補ヘクスが存在しない場合、攻撃は失敗である。

当該航空編隊による攻撃は失敗として扱う。 

(2) 攻撃対象候補ヘクスが 1 ヘクスの場合、攻撃目標ヘクスはそ

のヘクスになる。 

(3) 攻撃対象候補ヘクスが2ヘクス以上の場合、38.5.1項で決定

した選択可能目標ヘクス数と攻撃対象候補ヘクスの数を比

較する。 

(ア) 攻撃対象候補ヘクスの数が選択可能目標ヘクス数以

下の場合、全ての攻撃対象候補ヘクスが攻撃目標と

なりえる。攻撃を受ける側の競技者は、攻撃対象候補

ヘクスのヘクス番号を全て公開し、発見マーカーを非

水上面で配置する。さらに索敵レベル 2相当の索敵補

助マーカーを配置する。攻撃を行う側の競技者は、攻

撃対象候補ヘクスの中から攻撃目標ヘクスを決定す

る。 

注:発見マーカーを置く際、当該ヘクスに既に発見マー

カーが置かれていた場合、索敵補助マーカーは全て

置き直す。 

注:既に発見マーカーが置かれているヘクスで、この時

攻撃対象ヘクスから洩れたヘクスは、攻撃対象には

ならない。 

(イ) 攻撃対象候補ヘクスの数が選択可能目標ヘクス数より

も多い場合、攻撃対象候補ヘクスの中から選択可能

目標ヘクス数だけを選別して、それ以外を攻撃対象候

補ヘクスから排除する。その選別に際しては 38.5.4 項

に示す優先順位に従って決定する。その後の手順は

(ア)の場合と同じで、攻撃を受ける側の競技者は、攻

撃対象候補ヘクスを全て公開した上で、索敵レベル 2

相当の発見マーカーと索敵補助マーカーを配置する。

その報告に基づき攻撃を行う側の競技者は、攻撃目

標ヘクスを決定する。 

 

例：攻撃対象候補ヘクスが 3 ヘクス存在し、選択可能目標ヘ

クス数が 2 目標の場合、攻撃を受ける側の競技者は、3

つの攻撃対象候補ヘクスの中から 2 ヘクスだけを選択し

て攻撃目標候補ヘクスとして公開する。その時、どのヘク

スを公開するかは 38.5.4項に示した優先順位に従う。公

開対象とはならなかったヘクスは、この攻撃の際には攻

撃目標とはならない。 

38.5.4.攻撃対象ヘクスの優先順位 

 攻撃対象ヘクスの候補となるヘクス数が選択可能な目標ヘクス

数よりも多い場合、攻撃対象ヘクスの候補を選択可能な目標ヘク

ス数まで絞り込む必要がある。その時の優先順位は以下の通り決

定する。 

(1) 攻撃目標マーカーの置かれたヘクスとの距離 1 ヘクスにつき

+1(距離が 1 ヘクスなら+1、2 ヘクスなら+2) 

(2) 当該ヘクスに存在する CV(正規空母)1 隻につき+1 

(3) 当該ヘクスに存在する CVL(軽空母)1 隻につき+0.5 

(4) 当該ヘクスに存在する BB(戦艦)1 隻につき+0.5 

(5) 当該ヘクスに大型艦、中型艦が全く含まれない場合－2 

(6) (1)～(5)までを合計し、合計値が多いヘクスが優先度の高い

ヘクスになる。 

航空編隊到達表(D100)

DRM +5 攻撃隊の索敵力4 +10 攻撃範囲の半数以上が曇天

+20 攻撃隊の索敵力2 +20 緊急発進による攻撃

+30 夜間 -20 攻撃可能範囲に基地が存在

(敵味方は関係なし)

目標の優先順位

+? 目標ヘクスからの距離

+? CV隻数

+? BB+CVLの隻数の半分(端数残す)

-2 小型戦闘艦のみ

上記の結果が大きい順に優先度が高い

同じ値の場合は隻数の多い方

(カッコ内は索敵力4以下の場合)それも同じなら非攻撃側が選ぶ

～95 ～90 ～80

101以上 91以上

近距離 通常 2Turn

96以上

～100 ～85 ～70 ～60

～89 ～77

速力3.0以下

3Turn

～84 ～74

～67

81以上

攻撃任務種別

成功

速力3.5以下

速力2.5以下

失敗

結果

2(1)目標5～6

7～9

全目標

～93

0～3

D
1
0
0

1目標

4 3(2)目標

D100の下1桁(DRM

適用前)を使用する
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(7) (6)の合計値が同じなら、ユニット数の多いヘクスが優先度の

高いヘクスになる。それでも優先度が決まらない場合は、攻

撃を受ける陣営が優先度を決定する。 

 

例：連合軍による攻撃対象ヘクス選択の例である。日本軍の

TFが 3個存在し、それぞれ以下の編成とする。 

  TF1:正規空母(CV)1隻、その他 8隻 

  TF2:軽空母(CVL)1隻、その他 6隻 

  TF3:戦艦(BB)2隻、その他 8隻 

 

  以下に 2つの例を提示する。 

 
 

  左の例では、それぞれのヘクスの優先度は以下の通り計

算する。 

   TF1:+1(距離)+1(正規空母)=+2 

   TF2:+2(距離)+0.5(軽空母)=+2.5 

   TF3:+2(距離)+1(戦艦 2隻)=+3 

   従って優先度は高い順に TF3,TF2,TF1 となる。 

   次に右側の例では以下のようになる。 

   TF1:+1(距離)+1(正規空母)=+2 

   TF2:+2(距離)+0.5(軽空母)=+2.5 

   TF3:+1(距離)+1(戦艦 2隻)=+2 

  TF1と TF3の優先度が同じだが、TF3の方が隻数で多いの

で優先度は TF2,TF3,TF1の順になる。 
制作者ノート:攻撃目標ヘクスのルールは一見すると複雑だが、実際には

それほど複雑ではない。要するに攻撃可能範囲内に艦船を含むヘクスが

あれば、そこが攻撃目標ヘクスとなるだけである。複数のヘクスが候補と

なった場合にやや複雑な処理手順を踏むことになるが、それもルールに

従って順番に処理していけば、問題はない。ただしこのルールを巧く使え

ば敵にトリックを仕掛けることが可能である。日本軍が好んだ戦術に主力

空母の手前に戦艦や重巡からなる艦隊を展開させ、敵機を吸収しようと

するものがある。目標優先順位のルールを巧妙に使えば、上記の戦術を

再現することは不可能ではない。 

 

制作者ノート:攻撃目標マーカーとの距離が大きい程優先度が高くなる理

由は、攻撃目標マーカーから遠いということは発進地点からは近いことを

意味しており、そのため敵機の攻撃を受けやすいことを反映している。 

38.6.攻撃対象 TF の選択 

 攻撃目標ヘクスに TFが 1個しかいなかった場合は、その TFが

攻撃目標になる。 

 攻撃目標ヘクスに TF が複数個存在していた場合、攻撃を受け

る側の競技者は、それぞれの TF について以下の情報を開示す

る。 

(1) TF番号 

(2) 合計隻数 

(3) 速力 

(4) CV、CVL、CVE、BB、APそれぞれの隻数 

攻撃側の競技者は申告内容に基づいて最終的な攻撃目標となる

TFを選択する。 

38.7.空対艦攻撃の解決 

 空対艦攻撃は、戦術航空戦ゲームで示した手順に従って解決

する。この時、攻撃を中止することは許されない。 

-----------------------------------------------------

攻撃目標選択の例 

 
 

航空編隊発進の例の続きである。そのターン 2 回目の攻撃アクシ

ョンで日本軍の航空編隊は目標ヘクスに到達した。ここで日本軍

は攻撃を解決する。ここで到達チェックを行う。出目は 78であった。

DRMはなし(索敵力 6 の航空機が含まれていることに注意)。結果

は「成功」であった。また D100 の一の位が 8 なので、選択可能目

標ヘクス数は 1 ヘクスになる。攻撃範囲内に存在する連合軍艦隊

は 2つ(TF1、TF2)で、それぞれの位置は 5014、5113である。この

時、実際の位置によって攻撃対象候補ヘクスや優先度が決定し、

発見マーカーは全く関与しないことに留意されたい。 

選択可能目標ヘクス数が 1で、攻撃対象候補ヘクスが上記の通り

2 なので、優先度に従ってどちらか一方の攻撃対象候補ヘクスを

候補から外す必要がある。ここで連合軍の艦隊編成を再び見てみ

ると、以下の通りである。 

 TF1(5014):空母 1、戦艦 1、軽巡 2、駆逐艦 6(速力 3.0) 

 TF2(5113):空母 1、重巡 3、軽巡 1、駆逐艦 6(速力 4.0) 

両方のヘクスの優先度は以下の通りになる。 

 TF1(5014):+2(距離)+1(正規空母)+0.5(戦艦)=+3.5 

 TF2(5113):+2(距離)+1(正規空母)=+3.0 

従って TF1 の存在するヘクス(5014)が攻撃目標ヘクスとなる。当

該ヘクスには連合軍の TF が 1 個しか存在していないので、その

TF が攻撃目標となる。当該ヘクスに既に発見マーカーが置かれ

ているので、索敵補助マーカーを一旦取り除き、「艦隊 10 隻以上」

「空母を含む」の索敵補助マーカーを配置する。 

ダイス目が違う場合も検証してみよう。仮に出目が 88 だったとし

よう。結果は「成功」から「速力 3.5以下」になる。TF1の速力は 3.0、

TF2 の速力は 4.0 なので、TF2 は攻撃対象候補から外れる。従っ

て攻撃目標は TF1 になる。 

さらにダイス目が 94だとすると、結果は「速力 2.5以下」になる。

速力 2.5以下のTFは攻撃範囲内に存在していないので、攻撃失

敗となる。 

最後の例はダイス目が 64 の場合である。結果は「成功」である

が、選択可能目標数が 3ヘクスになる。もともとの攻撃対象候補ヘ

クスは 2 ヘクスなので、両方のヘクスが攻撃対象候補として残る。

連合軍競技者はヘクス 5113 に新たな発見マーカーを配置し、索
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敵補助マーカーを以下の通り配置する。 

ヘクス 5014：「艦隊 10 隻以上」「空母を含む」 

ヘクス 5113：「艦隊 10 隻以上」「空母を含む」 

日本軍競技者は上の情報に基づいて攻撃目標ヘクスを決定す

る。 

----------------------------------------------------- 

 

 
 

39.フェリー任務 

39.1.概要 

 フェリー任務とは、航空機が特定の基地や艦船から他の基地、

艦船へ飛行することである。フェリー任務は通常の攻撃任務と同

様に実施するが、攻撃目標ヘクスが存在しない。フェリー任務は、

あらゆる航空機が実施可能である。 

39.2.フェリー任務の実施 

 フェリー任務を実施する場合、基本的な手順は通常の攻撃任務

と同じである。ただし以下の点で通常の攻撃任務とは異なってい

る。 

(1) 行動記録用紙で目標ヘクスの欄にフェリー任務の目的地を

記載する。また目標ヘクスの右にフェリー任務を示す F の文

字を付与する。例：2710F 

(2) 行動記録用紙で到達時間、任務欄には何も記入しない。 

(3) 行動記録用紙の帰還時間には、通常の攻撃任務と同様の要

領で記入する。 

39.3.フェリー任務の完了 

 フェリー任務の編隊は、帰還時間に目標地点に到達する。目標

地点に到達した航空機は、基地、空母、水上機母艦の「帰投」欄

に配置する。上記以外の水上艦船にフェリー任務で到着した航

空機は、「水上機(使用済)」欄に置かれる。 

39.4.フェリー任務の中止 

 基地、艦船の損傷や天候等の理由で目的地への通常の着陸・

着艦が不可能になった場合、フェリー任務を中止して発進地点に

引き返しても良い。この場合、帰還時間に発進基地の「帰投」欄又

は「水上機(使用済)」欄に配置する。 

39.5.空母、水上艦船へのフェリー任務 

 空母、水上機母艦、その他の水上艦船を目的地とするフェリー

任務の場合、フェリー時の飛行距離は最大 10 ヘクスに制限され

る。 

 この制約は、空母、水上機母艦、その他の水上艦船を発進地点

とし、基地を目標地点とする場合には適用されない。 
制作者ノート:空母等の艦船へフェリーを行う場合、目標地点が常に移動

しているため、基地へのフェリーに比較すると格段に困難であった。実際

問題として、WW2 当時の技術力で空母へフェリー任務を実施する場合は、

目的地とする空母が沿岸近くを航行している場合のみ可能であった。 

 

40.航空機帰還フェイズ 

40.1.航空編隊、索敵機の帰還 

 当該ターンの帰還フェイズに帰還予定の航空編隊は、帰還フェ

イズに基地、空母、水上機母艦に帰還する。またこのターンに帰

還する索敵機も帰還フェイズに帰還する。航空編隊の帰還につい

ては 37.10項、37.11項を参照のこと。索敵機の帰還については、

36.2.2 項を参照のこと。 

40.2.セルフ CAP の帰還 

 セルフ CAPの帰還については 34.6 項を参照のこと。 

 

41.TF の追尾 
初心者の方へ：慣れない間は 41～45 項は読み飛ばして下さい。これらは

水上戦闘を行う場合のみ必要になるルールです。  

41.1.概要 

TF の追尾とは、既に発見している敵 TF を TF で追尾すること

である。追尾対象となるのは「水上」面の発見マーカーが置かれた

ヘクス内の敵 TF である。追尾セグメントに 1 つの陣営は 1 ヵ所だ

け追尾を実施できる。追尾の実施は強制ではない。追尾は日本

軍がまず実施を宣言し、次に連合軍が実施を宣言する。 
競技者用ノート:本作では、航空機によるTF追尾は実施できない。TFを追

尾できるのは TF のみ。しかも 1 ターンに 1 ヵ所のみに制限されている。 

制作者ノート:本作では、水上索敵や追尾について厳しい制約が課せられ

ている。水上索敵を実施できるのは最大 2 ヘクスのみ。そのうち追尾でき

るのは 1 ヵ所のみである。太平洋の戦いでは、索敵の主役は航空機であ

り、その次は潜水艦であった。水上艦による索敵は、特定の地点におけ

る警戒が主な任務であり、積極的に洋上に出て敵艦隊を水上捜索するこ

とは殆どなかった。もし、同じシステムで太平洋以外の戦い(例えば地中

海や大西洋)を再現する場合、水上索敵や追尾のルールは変更になるこ

とだろう。 

41.2.追尾の手順 

 追尾を実施する場合、まず追

尾対象ヘクスを指定する。追尾

対象ヘクスには「水上」面の発見

マーカーが置かれていなければ

ならない。次に追尾対象ヘクス

を水上索敵範囲(昼間及び薄暮

ターンは 1ヘクス以内、夜間ター

ンは同一ヘクスのみ)内に納めて

いる友軍 TFを 1個選択する。次

に両方の TF について、それぞ

れの速力と移動可能ヘクス数(移

動力減少マーカーによる補正

後)を比較する。もし追尾される側が速力又は移動可能ヘクス数

(どちらか、あるいは両方)で追尾する側の TFを上回っていた場合、

追尾は自動的に失敗になる。 

 それ以外の場合、ゲームカード B の追尾判定表を使用する。表

の中で両 TF の速力を行列に当てはめる。表中の数値を確認し、

ダイス(D10)を振る。必要な DRM を適用した後、出目が表中の数

値以下なら追尾成功となる。それ以外は追尾失敗となる。 

 追尾が成功した場合、追尾されている側の TF はその時点で移

動を実施する(艦船移動セグメントではなく)。移動経路と移動先の

ヘクスを追尾している側に連絡する。追尾する側は、その次に追

尾 TF を移動させる。その時、移動先のヘクスは、追尾対象となる

TFを索敵範囲内に捉えていなければならない。また追尾側TFの

移動完了時点でのヘクスを相手側競技者に申告しなければなら

ない。 

追尾判定表

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

1.0 6

1.5 6 6

2.0 7 6 5

2.5 7 7 6 5

3.0 8 7 7 6 4

3.5 9 8 7 7 5 4

4.0 10 9 8 7 6 5 4

4.5 10 10 9 8 7 6 5 4

DRM:夜間+2

追
尾
側
の
速
度

追尾対象の速度
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41.3.追尾の成否と発見マーカー 

 追尾に成功した場合、発見マーカー(水上面)を追尾対象 TF の

新しいヘクスに移動させる。索敵補助マーカーは配置しない。追

尾に失敗した場合、発見マーカーを取り除く。 

41.4.複数の TF に対する追尾 

 追尾対象ヘクスに複数の TF が存在する場合、追尾できるのは

その中から 1個 TFだけである。追尾されている側の競技者は、そ

れぞれの TFについて、以下の情報を開示する。 

(1) TF番号 

(2) 合計隻数 

(3) 速力 

(4) CV、CVL、CVE、BB、APそれぞれの隻数 

追尾を実施する側は上記の情報に基づいて追尾対象とする TF

を宣言する。追尾対象とならなかった TF は、追尾には関係なくな

る。 

41.5.相互追尾 

 追尾は必ず日本軍から先に実施する。日本軍の追尾対象となっ

た連合軍 TF は、その追尾が成功した場合、他の日本軍 TF を追

尾することはできない。また既に他の連合軍 TF に対する追尾に

対する成功した日本軍 TF は、連合軍による追尾の対象にはなら

ない。 

 しかし日本軍による追尾が失敗した場合はこの限りではなく、追

尾対象となった連合軍 TFは他の日本軍 TFを追尾しても良いし、

追尾を試みた日本軍 TFは追尾の対象となり得る。 

41.6.追尾の禁止 

 混乱状態の TF(45 項参照)の存在するヘクスからは追尾を実施

できない。 

 

42.沿岸索敵 

42.1.概要 

 沿岸索敵とは、沿岸索敵セグメントに実施される

特殊な索敵である。シナリオには沿岸監視員の配

置されているヘクス(沿岸監視ヘクス)が指定されて

いる。沿岸索敵が実施されるのは、以下のケースが

ある。 

(1) 当該ターンの艦船移動セグメントの際、TF が敵側の沿岸監

視ヘクスに進入し、沿岸監視ヘクスで移動を終了した場合 

(2) 当該ターンの艦船移動セグメントの際、TF が敵側の沿岸監

視ヘクスに進入し、沿岸監視ヘクス以外のヘクスで移動を終

了した場合 

42.2.沿岸監視ヘクスで移動を終了した場合 

 作戦マップ上の移動を終了したヘクスに発見マーカーを「非水

上」の面を向けて配置する。また索敵レベル 2 相当の索敵補助マ

ーカー(隻数合計と空母の有無)を配置する。その際、位置誤認や

艦種誤認はない。 

42.3.沿岸監視ヘクス以外で移動を終了した場合 

 通過したヘクスと索敵レベル 2 に相当する情報を口頭で相手側

に伝達する。発見マーカーや索敵補助マーカーを配置する必要

はない。 

42.4.既に発見マーカーが置かれている場合 

 沿岸索敵の結果、既に置かれている発見マーカーが置かれて

いるヘクスに新たな発見マーカー置かれる事になった場合、発見

マーカーはそのまま残し、索敵補助マーカーだけを置き直す。 

 またこの時、実際にはTFが存在しない沿岸ヘクスに置かれた発

見マーカーや索敵補助マーカーは取り除く。 

 

43.水上索敵 

43.1.概要 

 水上索敵とは、水上索敵セグメントに実施される

特殊な索敵である。水上索敵セグメント開始時に

両競技者は水上索敵の実施を宣言する。水上索

敵を実施する意思がない場合はその実施を宣言

してはいけない。逆に言えば水上索敵の実施を宣

言したら必ず 1 ヵ所は水上索敵を実施しなければならない。 

(1) 両競技者が水上索敵実施の宣言をしなかった場合、水上索

敵セグメントが終了する。 

(2) どちらか一方のみが水上索敵の実施を宣言した場合、宣言

した陣営は 1～2 ヵ所で水上索敵を実施する。 

(ア) 両陣営が水上索敵の実施を宣言した場合、ダイス

(D10)を 1 個振る。出目が奇数の場合は日本軍から、

偶数の場合は連合軍から先に水上索敵を実施する。

水上索敵の順番は両陣営が交互に 1 ヵ所ずつ水上索

敵の実施を宣言していく。両陣営とも 1 回の水上索敵

セグメントで水上索敵を実施できるのは最大 2ヵ所まで

である。 

43.2.水上索敵実施の制約 

 追加 TF(28.9 項)は水上索敵を実施できない。ただし水上索敵

で発見される可能性はある。 

 選択ルール 53 項「TF 任務」を採用した場合、哨戒任務以外の

TFは水上索敵を実施できない。 

43.3.水上索敵の実施方法 

 水上索敵を実施する場合、自軍 TF の存在するヘクスを宣言す

る。もしそのヘクスに相手側陣営のTFが存在する場合、発見マー

カーを「水上」面で配置する。さらに索敵レベル 3相当の索敵補助

マーカー(隻数合計と空母、戦艦、AP の隻数)を配置する。その際、

位置誤認や艦種誤認はない。 

 昼間ターン及び薄暮ターンの場合、水上索敵実施を宣言したヘ

クスの周囲 6 ヘクスも索敵対象となり、そのヘクスに存在する相手

側 TF は発見マーカー配置の対象となる。ただし索敵を宣言した

ヘクスと隣接ヘクスの間が直接移動できない場合(陸地や珊瑚礁

で分離されている)、索敵対象にはならない。 

夜間ターンでも水上索敵を実施できる。この場合、索敵を実施

したヘクスのみが索敵の対象になる。 

43.4.既に発見マーカーが置かれている場合 

 既に置かれている発見マーカーを「水上」面に向けて、索敵補

助マーカーがもし残っていればそれは除去した後、新しい索敵補

助マーカーを配置する。 

43.5.水上索敵の禁止 

 混乱状態の TF(45 項参照)が存在しているヘクスからは水上索

敵を実施できない。 

 

44.水上戦闘 

44.1.概要 

 作戦ゲームでの水上戦闘は、水上戦闘セグメントに実施する。

水上戦闘の解決方法自体は戦術水上戦ゲームでの水上戦闘と

同じである。しかし作戦ゲームの場合は、実際に水上戦闘に突入

する前後のルールが追加になる。 

44.2.水上戦闘の宣言 

 水上戦闘セグメント時、まず日本軍競技者が作戦マップ上で水

上戦闘を実施するヘクスを 1 つ指定する。指定できるヘクスは以

(水上)

発見

7

(非水上)

1

発見
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下の条件を全て満足するヘクスである。 

(1) 敵側の発見マーカーが置かれている。 

(2) 当該ヘクスに混乱状態の TFが存在していない。 

(3) 当該ヘクスに追加 TF(28.9 項参照)以外の TF が存在してい

る。 

(4) 選択ルール 53 項(TF任務)採用時は、53.8 項に示す水上戦

闘宣言可能な TFが当該ヘクスに存在している。 

 宣言したヘクスに敵の TF が存在していた場合、水上戦闘が発

生する。水上戦闘の解決手順に従って水上戦闘を解決する。敵

の TFが存在していない場合、水上戦闘は発生しない。 

 日本軍が宣言したヘクスで水上戦闘が終了するか戦闘自体が

発生しなかった場合、連合軍競技者が水上戦闘を実施するヘク

スを 1つ指定する。そして日本軍の場合と同様の手順で水上戦闘

を解決する。 

 両競技者は水上戦闘を実施するヘクスを宣言する代わりにパス

を宣言できる。パスした場合は水上戦闘を宣言する権利は相手側

競技者に移る。また一度パスした場合、当該ターンに水上戦闘の

実施を宣言する権利を失う。 

44.3.水上戦闘の手順 

 水上戦闘が発生した場合、以下の手順で解決する。 

(1) 両陣営とも水上戦闘に参加する TF を決定する。当該ヘクス

に TFが 1個存在している場合、その TFが水上戦闘に参加

する。当該ヘクスに麾下の TF が複数個存在している場合、

所有者は水上戦闘に参加する TFを 1 個選択する。 

注：ここで選択する TFは、混乱状態の TFや追加 TFであっ

ても構わない。 
競技者用ノート:混乱状態の TF や追加 TF は自ら水上戦闘を仕掛けること

はできないが、相手から仕掛けられた水上戦闘に応じる権利は持ってい

る。 

(2) 両競技者は水上戦闘に参加する艦船を初期配置ルール

(44.4 項)に従って初期配置する。この時、水上戦闘の実施を

宣言した側の陣営から先に配置すること。 

(3) 戦術水上戦のルールに従って水上戦闘を解決する。 

44.4.初期配置 

 戦術水上戦マップへの初期配置について日本軍は下図の黄色

い点線上のヘクスに配置する。連合軍は同じく水色の点線上に配

置する。 

 
 

 配置に際しては、マップ中央と一定の距離を取る必要がある。そ

の距離は以下の通り。 

(1) 夜間戦闘の場合、敵側 TF に射撃用レーダー(22.10 項)を装

備している艦船が含まれている場合は 2 ヘクス、それ以外の

場合は 1 ヘクスの距離をマップ中央と確保する必要がある。

ここで 1 ヘクスとはマップ中央と隣接したヘクスのことである。 

(2) 昼間戦闘(薄暮含む)の場合、自軍 TF に BB(戦艦)が含まれ

る場合は 4 ヘクス、BB は含まないが CA(重巡)が含まれてい

る場合は 3ヘクス、それ以外は 2ヘクスの距離をマップ中央と

の間で確保する。 

マップ中央との距離が決まったら、以下の原則に基づいて艦船を

配置する。以下の原則を遵守する限り、競技者は水上戦闘に参

加する艦船を自由に配置できる。 

(1) スタック制限を遵守した上で可能な限りスタック数が少なくな

るようにする。 

(2) 可能な限りマップ中央に近い位置に配置する。 

(3) 全艦船はマップ中央に艦首方向を向ける。 

例：戦艦(=大型艦)2隻、重巡(=中型艦)3隻、駆逐艦(=小型

艦)6隻からなる日本軍 TF が、射撃用レーダー装備の連

合軍艦隊と夜間に水上戦闘を行ったとする。この場合、

日本軍 TFは最低でも 3個スタックを作る必要がある(2個

スタックでは収まらない)。また連合軍が射撃用レーダー

を装備し、夜間である。従って日本軍艦船はマップ中央

から最低 2 ヘクス離隔し、2 ヘクス、3 ヘクス、4 ヘクス目

(黄色ヘクス)に配置する。その際、どのヘクスにどの艦

船を配置するかは日本軍競技者の自由である。 

 
 

44.5.初期配置におけるスタック制限の超過 

 初期配置の段階でスタック制限の超過なしでは配置できない場

合が起こりえる。例えば昼間の戦闘で戦艦を含む TF の場合等で

ある。このような場合、一番後のヘクス、すなわち盤端に接するヘ

クスに限ってスタック制限の超過を認める。ただしスタック制限を超

過したヘクスからは砲雷撃を実施できない。 

44.6.主導権、砲雷撃回数判定時の DRM 

 戦術水上戦ゲームでは、主導権判定及び砲雷撃回数判定時の

DRM はシナリオで決められていた。作戦ゲームの場合、これらの

DRM は他の要因によって決まる。以下に DRM を決定する要因を

列挙する。 

(1) 練度修正：連合軍が夜戦を行う場合、1942年 9月までなら－

2、1942 年 10 月以降なら－1 の DRMが適用される。 

(2) 対空陣形の TF が参加している場合、－2 の DRM が適用さ

れる。 

(3) 選択ルール 53 項(TF 任務)採用時、哨戒任務以外の TF が

参加している場合、－1 の DRMが適用される。 

例:1942 年 10月のシナリオで対空陣形の連合軍 TF が水上

戦闘に参加する場合、主導権判定及び砲雷撃回数判定

時の DRMは－3になる(練度修正－1、対空陣形－2)。 

44.7.水上戦の長さ 

 夜間水上戦の場合、3 水上戦ターンで終了する。昼間(薄暮含

む)の場合はそれが 4水上戦ターンになる。44.8項に示す予備TF
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が 1 個参加することで、終了ターンが 1 ターン延長になる。 

44.8.予備 TF 

 水上戦闘の発生したヘクスに 2 個の TF が存在している場合、

水上戦闘に参加しない TF が存在している。この TF を予備 TF と

呼び、水上戦闘の途中に戦闘に参加する場合がある。 

(1) 第 2 水上戦闘ターン以降、ターン開始時に水上戦闘に参加

している麾下の艦船が全て中破以上の損害を被っていた場

合、予備 TFが強制的に戦闘に参加する。 

(2) 第 3 水上戦闘ターン開始時、自陣営の予備 TF を任意で参

加させても良い。 

44.8.1.予備 TF の配置 

 予備 TF は以下の条件を満足するヘクスに自由に配置する。ま

た艦首方向はいずれかの敵艦船に近づく方向に向けること。 

(1) 他の友軍艦船の 2 ヘクス以内 

(2) 最も近い敵艦船との距離が、少なくとも最接近距離+2 ヘクス

以上であること。最接近距離とは、敵と味方が最も近づいて

いる距離のこと。 

44.8.2.予備 TF 投入の順番 

 同じ水上戦ターンに両軍が予備 TF を投入する場合、水上戦闘

を宣言した側から先に配置すること。 

44.9.魚雷の消費 

 戦術水上戦ゲームの場合は、1 シナリオで 1 回

しか水上雷撃戦を実施できなかった。そのこと自

体は作戦ゲームでも同じだが、作戦ゲームでは、

それに加えて魚雷の消費という概念が加わる。 

 原則として魚雷を搭載する艦船は、作戦ゲーム

中1度だけ水上雷撃戦を実施できる。魚雷攻撃を実施した艦船に

は 

残魚雷マーカーを 0 の面を上にして当該艦船に配置する。 

 一部の艦船は予備魚雷を搭載している。雷撃

力の下に下線が引かれている艦船は予備魚雷を

搭載している。予備魚雷を搭載している艦船は、

ある戦闘で水上雷撃戦を実施した後、別の水上

戦闘でもう 1 度だけ水上雷撃戦を実施できる。予

備魚雷を搭載した艦船の魚雷残量を表わすため、残魚雷マーカ

ーの「残魚雷 1」の面を利用する。 

 

45.TF の混乱 

45.1.概要 

 水上戦闘に参加した TF が何らかの損害を被る

と、当該 TF は混乱する。混乱状態の TF が存在

するヘクスからは、追尾、水上索敵、水上戦闘、

対地艦砲射撃が実施できなくなる。 
制作者ノート:TF の混乱ルールは、TF による水上戦闘

の発生回数を抑制するために用意されたルールである。弾薬制限ルール

を適用しない場合、水上艦による対艦攻撃を抑止するためには、攻撃を

仕掛けてくる艦船そのものを撃破する以外に方法はない。特に速力が低

下した艦船にとっては、水上艦の追撃は悪夢となる。勿論水上艦による

対艦攻撃そのものを禁止するつもりはないが、無制限な追撃戦は抑制し

たい。また、実際に南太平洋海域で島嶼近海を除いた洋上における艦隊

同士の交戦が皆無であったことも留意する必要がある。それらを考慮し、

本作では事実上連続 2 ターンに渡る水上戦闘を禁止することにした。 

45.2.混乱の適用 

 水上戦闘が発生し、それに参加したいずれかの友軍艦船が"H"、

"C"、"s"のいずれかの結果を 1度でも被った場合、その水上戦闘

に参加した全ての友軍 TF は混乱状態になる。混乱状態になった

TF については、艦隊ボード上当該 TF 欄に衝撃マーカーを配置

する。 

 また戦場の支配権(45.3 項)を獲得できなかった陣営の TF は混

乱状態になる。 

45.3.戦場の支配権 

 水上戦闘に参加した陣営は、いずれか一方が戦場の支配権を

獲得する。両陣営とも戦場の支配権を獲得できない場合もあるが、

両陣営が戦場の支配権を獲得できることはない。 

 戦場の支配権は、以下の手順で決定する。 

水上戦闘終了時に戦術水上マップの中央ヘクスに最も近い位置

にいる水上戦闘艦を決定する。その時、中破以上の損害を被って

いる艦は対象外とする。中央ヘクスに最も近い位置を占めている

水上戦闘艦を有する陣営が戦場の支配権を得る。 

 もし上記に該当する水上戦闘艦が存在しない場合、あるいは中

央ヘクスから一番近い距離の水上戦闘艦が複数存在し、それぞ

れの陣営の艦が含まれる場合、両陣営供戦場の支配権を得る事

に失敗したと見なす。(従って両陣営の TFが混乱する) 
競技者用ノート:移動の関係で艦船同士の相対位置を変えないままマップ

自体をずらせる場合がある。この場合、マップ中央のヘクスも移動するこ

とになるので、ブランクカウンターなどを使って本来のマップ中央ヘクスが

わかるようにしておくこと。 

45.4.混乱の効果 

 混乱状態の TF が存在するヘクスでは、追尾、水上索敵を宣言

できない。また選択ルール採用時は、対地艦砲射撃(55項参照)も

実施できない。 

45.5.混乱した TF の合流、分離、転送 

 混乱状態の TF が合流、分離、転送に関与した場合、関連した

TFは全て混乱状態になる。 

45.6.混乱からの回復 

 混乱状態の TF は、自身が水上戦闘に参加しなかったターンの

TF回復セグメントに混乱状態から回復する。 

 

46.艦船の損害 

46.1.概要 

 艦船への損害適用は、戦術航空戦ゲームの場合と同じである

(15 項参照)。また航空基地に対する損害については 29.4 項を参

照のこと。空母、水上機母艦に対する損害については31.4項を参

照のこと。 

 上記に加えて作戦ゲームでは「誘爆」という概念が追加になる。

これは空母のみに適用される特別な損害である。 

46.2.誘爆 

 「発進準備完了」欄に航空機が置かれている状態で砲撃、爆撃

又は雷撃を受け、特殊損傷以外でH又はCの結果を受けた場合、

誘爆が発生する可能性がある(特殊損傷によるHの結果は誘爆の

判定対象にはならない)。以下の基本誘爆値を参照し、そこにその

時適用される H と C の数を加える。それが誘爆発生値である。ダ

イス(D10)を振り、出目が誘爆発生値以下の場合に誘爆が発生す

る。 

(1) 日本軍空母(1942年 6 月以前)：7 

(2) 日本軍空母(1942年 7 月以降)：6 

(3) 連合軍空母：5 

例：「発進準備完了」欄に爆装状態の SBD 2ユニットが置かれ

ている空母 Enterprise(防御力 4)が日本機の攻撃を受

けて 2HCの結果を受けた。この時、Enterpriseは D10で

8(=5+3)以下の目を出すと誘爆が発生する。 

  

 誘爆が発生すると「発生準備完了」欄の航空機は全て失われる。

さらに雷爆装した航空機 1ユニットにつき 8攻撃力(半減戦力の場
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合は 4 攻撃力)、それ以外の航空機 1 ユニットにつき 2 攻撃力(半

減戦力の場合は 1 攻撃力)で空母を爆撃したとみなす。砲爆撃判

定表で攻撃力と防御力の比率を求め、先の誘爆判定の時のダイ

ス目を砲爆撃判定表に当てはめて損害を適用する。誘爆の結果

として C の結果を受けた場合、特殊損傷が適用になるが、特殊損

傷による損害判定の際、装甲値や貫通力による DRM は適用しな

い。 

例：先の Enterprise の例の続きである。この時、もし誘爆が

発生した場合、Enterprise の艦上で「発進準備完了」状

態に置かれていた SBD 2 ユニットは失われ、その時の誘

爆は攻撃力 16 を発揮。Enterprise を 4－1の比率で攻

撃する。仮に誘爆判定のダイス目が”6”だった場合、”HC”

の結果が適用される。 
制作者ノート:誘爆ルールは言うまでもなくミッドウェー海戦における日本

空母 4 隻の悲劇的な最期を再現するためのルールである。ミッドウェーの

戦例以外にも、戦争末期における米空母「フランクリン」や「バンカーヒル」

が大損害を被った事例は、空母という艦種が本質的に脆弱性を持った艦

であることを示している。 

 

 
 

47.発見マーカー除去フェイズ 
 原則として発見マーカー除去フェイズに作戦マップ上に残って

いる発見マーカーと索敵補助マーカー全て除去する。ただし例外

がある。 

 敵側の発見マーカーのうち、「水上」面を向けている発見マーカ

ーを 1 個だけ作戦マップ上に残しても良い。この発見マーカーは

次のターンの追尾フェイズに追尾対象となり得る。 

 

48.上陸作戦 

48.1.概要 

 本作では上陸作戦はシナリオ特別ルールで扱う。

シナリオの中で上陸作戦を認められた場合、以下のルールに従っ

て上陸作戦を処理する。 

48.2.上陸作戦の実施 

 上陸作戦を実施するためには、上陸作戦を行う艦船は目的地の

ヘクスで一定の期間留まっていなければならない。上陸を実施す

るターンの開始時からターン終了時まで上陸目標ヘクスで過ごし

た場合、1 ターン分の上陸作業が完了したと見なす。場合によっ

ては、上陸作戦は複数ターンに渡って実施する必要があるが(詳

細はシナリオ特別ルール参照)、その場合、上陸作戦は連続した

ターンで実施する必要がある。もし上陸作戦が完了する前に当該

ヘクスを離れてしまった場合、上陸作戦は最初からやり直しにな

る。 

選択ルール 56項「天候」を採用する場合、雨天によって上陸の

実施が中断した場合、天候回復後の上陸作戦は最初からではな

く雨天になるまでに実施していたターンに引き続いて実施したも

のとみなす。 

48.3.上陸作戦中の制限 

 上陸作戦中の TF は、上陸作戦が終了するまでそのヘクスを離

れることはできない。ただし速力や移動力は元々の値を保持する

ものとする。 

48.4.上陸作戦の中断 

 上陸作戦はいつでも中断できる。ただし一度上陸作戦を中断し

た場合は、次ターン以降、最初から上陸作戦をやり直さなければ

ならない。 

48.5.TF 任務 

 選択ルール 53項「TF任務」を採用する場合、上陸任務のTFの

みが上陸作戦を実施できる。 

 
 

49.航空補充 

49.1.概要 

 戦闘その他の理由で航空機がステップロスあ

るいは除去された場合、航空補充ポイントが得ら

れる場合がある。蓄積した航空補充ポイントは、

22 時ターンの補充セグメントに使用し、ステップ

回復や除去されたユニットの復活を行うことがで

きる。 

49.2.航空補充ポイントの獲得 

 航空補充ポイントは以下の場合に獲得できる。 

49.2.1.戦闘に伴う航空補充ポイント 

(1) セルフ CAP 中の航空機が 1 ステップ失う毎に 2 航空補充ポ

イントを獲得する。 

(2) 索敵中の航空機が CAP によって 1 ステップ失う毎に 2 航空

補充ポイントを獲得する。 

(3) 通常の航空編隊が空中戦又は対空砲火で 1 ステップ失う毎

に 1 航空補充ポイントを獲得する。ただしその航空編隊が 2

ターン以上飛行する場合、航空補充ポイントは得られない。 

(4) 敵の対地攻撃により航空基地において撃破された航空機 1

ステップを失う毎に 2 航空補充ポイントを獲得する。 
制作者ノート:航空機ユニットがステップロスや失われた場合、実際には半

数や全機が失われる訳ではない。編隊の一部が失われただけで残りは

無事に帰還する場合、あるいは被弾した機体があって直ぐには再使用で

きない場合、ゲーム上はステップロスやユニット損失という形で表現され

る場合がある。セルフ CAP の場合、被弾した機体が基地に帰還できる確

率が高いので、獲得できる航空補充ポイント量がその事を反映している。

逆に 2ーン以上飛行した航空編隊が航空補充ポイントを獲得できないの

は、被弾した機体が長い距離を飛行する間に失われる可能性が高いから

である。 

49.2.2.戦闘以外による航空補充ポイント 

(1) 緊急着陸(29.5 項)の際に失われた航空機 1 ステップ毎に 1

F/SB

補充



「海空戦！南太平洋 1942」ルールブック 

 

44 

 

航空補充ポイントを獲得する。緊急着艦(31.5 項)の場合は航

空補充ポイントを獲得できない。 

49.3.航空補充ポイントマーカー 

 航空補充ポイントの残量は航空補充ポイントマーカーで示す。

共用記録ボードの汎用トラックに航空補充ポイントマーカーを置き、

現在の航空補充ポイント残量を示す。航空補充ポイントマーカー

は航空機の種類(5.2.2 項)別に用意されているが、一部のマーカ

ーは複数の種類に対応している(例えば F/SB のように)。 

例：F/SB という航空補充ポイントマーカーについては、種類

が Fの航空機、SBの航空機のどちらを失った場合にも加

算される。 

49.4.航空補充ポイントの消費 

 22 時のターンの航空機補充セグメントに、両陣営は航空補充ポ

イントを消費して半減戦力の航空機を回復したり、除去された航

空機を復活させたりできる。 

(1) 航空補充ポイント 3ポイントを消費することで半減戦力の航空

機を完全戦力にできる。 

(2) 航空補充ポイントを 3 ポイント消費することで除去された航空

機 1 ユニットを半減戦力で復活させることができる。 

(3) 航空補充ポイントを 6 ポイント消費することで除去された航空

機 1 ユニットを完全戦力で復活させることができる。 

(4) 2 種類以上の航空機に対応している補充マーカーは、補充

マーカーが示しているどの種類の航空機を回復/復活させて

も良い。 

49.5.航空機の復活場所 

 除去された航空機を復活させる場合、復活させる場所が決まっ

ている。 

(1) 空母の艦載機は、固有の母艦(31.3 項)にのみ復活できる。 

(2) 空母艦載機以外の日本軍航空機は、Rabaulにのみ復活でき

る。 

(3) 連合軍の第 5航空軍所属の航空機は、第 5航空軍の航空基

地ならどこでも復活できる。 

(4) 連合軍の AirSoPac 所属の航空機及び水上艦搭載の水上機

は、AirSoPac所属の航空基地ならどこでも復活できる。 

49.6.VF/VB の航空補充ポイントの流用 

 F/SBの航空補充ポイントが 1～2ポイント残っている場合、VFの

航空補充ポイントを加えて合計 3ポイントを消費することによってF

タイプの航空機 1 ステップを回復/復活させることができる。 

 同じくF/SBタイプの航空補充ポイントが 1～2ポイント残っている

場合、VBの航空補充ポイントを加えて合計3ポイントを消費するこ

とによって SB タイプの航空機を回復/復活させることができる。 

 

 
 

50.ターンマーカーの更新 
 ターンマーカー更新セグメントにターンマーカーを次のターンに

移す。4日目以降に突入した場合は、ターンマーカーを(+3Day)の

面を向けて、最初のターンに配置する。 
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選択ルール 
51.選択ルールの概要 
 選択ルールはその名の通り選択的に適用するルールである。選

択ルールは競技者間で合意が成立した場合のみ採用できる。

個々の選択ルールは、項目単位で独立して適用できるように設計

されている。従って競技者は選択ルールについて部分的に適用

することができる。ただし、一部の選択ルールは他の選択ルール

が適用されることが前提となっている(例：55項「対地艦砲射撃」）。

このようなルールは、ルールの冒頭に適用しなければならないル

ールが記載されている。 

 またいくつかのシナリオでは、シナリオの中で特定の選択ルール

を必須としている場合がある。そのような場合は、シナリオの指示

に従って該当する選択ルールを採用しなければならない。 
制作者ノート:選択ルールは主に概念的に理解が難しいルールを集めた

ものである。また一度に読まなければならないルールを減らすことで、ル

ールを読む負荷を減らすという意味もある。逆に言えば、選択ルールを採

用した場合も競技の負荷が極端に増える訳ではない。従ってゲームに慣

れてきたら積極的に選択ルールを取り入れることをお奨めしたい。  

 

52.緊急発進 
制作者ノート:緊急発進ルールは有益性の高い選択ルールである。概念

的に難しい部分も少ないので、導入を強くお奨めする。 

52.1.概要 

 敵機の攻撃を受けた航空基地、空母は、「発進準備完了」欄の

航空機を緊急発進させることができる場合がある。CAP 割り当て

時(11.1 項)に結果欄に「緊急発進可能」の表示があった場合、攻

撃を受けたヘクス内の基地、空母の「発進準備完了」欄の航空機

を緊急発進させることができる。水上機母艦からは緊急発進でき

ない。 
競技者用ノート：攻撃目標の TF 以外でも攻撃目標と同一ヘクスに位置す

る空母、基地からは緊急発進可能である。 

 

 緊急発進が実施できる場合は、「発進準備完了」欄の航空機を

全部又は一部を発進させることができる。また複数の高度域から

攻撃を受けた場合、複数回緊急発進できる可能性がある。緊急発

進を実施した航空機は、セルフCAP又は攻撃任務を実施できる。

航空索敵(36項)、フェリー任務(39項)及び遠隔CAP(57項)任務は

実施できない。また空中待避(52.6 項)も実施できる。 

52.2.セルフ CAP 

 緊急発進した航空機がセルフCAPを実施する場合、当該TFの

CAP欄に配置する。緊急発進したCAP機は、緊急発進のトリガー

となった敵攻撃隊に対する迎撃に投入しても良い。 

52.3.攻撃任務 

 緊急発進した航空機は、通常通り航空編隊を編成できる。緊急

発進で編成した航空編隊については、以下のルールが適用され

る。 

(1) 緊急発進する攻撃隊は、同一の基地、空母から発進する航

空機同士のみ編隊を組むことができる。緊急発進時に異なる

空母、基地から発進した航空機は、同一の編隊を組めない。 

(2) 緊急発進する攻撃隊は、同じ緊急発進で発進した航空機同

士でのみ編隊を構成できる。例えばある攻撃で 2 度緊急発

進の機会があり、2 度に渡って緊急発進による攻撃隊を発進

させた場合、それぞれの攻撃隊は個別に編制される。 

(3) 同じ緊急発進で同一の基地、空母から発進した攻撃隊は、1

つの攻撃隊として編成される。 

(4) 37.4 項については、緊急発進の際に編成した攻撃隊では緊

急発進の機会毎に適用されると考える。 

(5) 緊急発進した航空編隊は、緊急発進したことがわかるように

目標ヘクス番号の後に Eの記号を付与する。 

(6) 緊急発進した航空編隊が空対艦攻撃を実施する際、目標到

達チェック(38.4 項)に+20 の DRMを適用する(不利になる。 

(7) 緊急発進した航空編隊は、2 ターン攻撃、3 ターン攻撃は実

施できない。また拠点偵察(60 項)も実施できない。 

52.4.緊急発進した攻撃隊の攻撃時期、帰還時期 

 緊急発進した攻撃隊は、緊急発進を実施した航空アクションの

後で、自陣営が最初に実施した航空攻撃アクションに発進した攻

撃隊と同じ目標到達時間、帰還時間となる。 

例：昼間ターンである。自軍が航空攻撃アクションを 1回実施

済みで手元に航空アクションマーカーが 2 枚残っている

ものとする。このタイミングで友軍空母が敵機の攻撃を受

け、緊急発進を余儀なくされた。この攻撃隊は、自軍の第

2 航空攻撃アクションに発進した場合と同じ到達時間、帰

還時間となる。 

52.5.緊急発進による攻撃隊発進ができない場合 

 自軍の未使用の航空攻撃アクションが 0個場合(つまり航空攻撃

アクションを全て使い切った場合)、緊急発進した攻撃隊を編制で

きない。自軍の未使用の航空攻撃アクションが 1 個の場合、緊急

発進した攻撃隊は近距離攻撃のみ可能となる。セルフ CAP や空

中退避については上記の制約を受けない。 

52.6.空中待避 

 セルフ CAP、攻撃隊の編制以外に緊急発進した航空機は、空

中待避を実施できる。空中待避を実施した航空機は、CAP と同様

に航空機やTFのCAP欄に配置される。空中待避した航空機は、

CAPのように敵機に対する迎撃を実施することはできない。 

 空中待避中の航空機は、任意の自軍航空攻撃アクション又は帰

還フェイズに帰還できる。空中待避から帰還した航空機は、「帰投」

欄ではなく「発進準備」欄に配置する。その他、空中待避中の航

空機の帰還については、セルフ CAP と同様に扱う。 

 航空機帰還フェイズに CAP 欄に残っている空中待避中納航空

機は、強制的に帰還する。 

 

53.TF 任務 

53.1.概要 

 この選択ルールを導入すると、個々のTFには任務が付与される。

任務には「哨戒任務」「砲撃任務」「上陸任務」「撤退任務」の 4 種

類がある。 

(1) 哨戒任務は最も一般的な任務形態で、海上を自由に行動し、

敵艦隊を探して攻撃する任務である。 

(2) 砲撃任務は陸上目標に対して対地艦砲砲撃(55 項)を行う任

務である。砲撃任務を付与されている TF のみが対地艦砲射

撃を実施できる。 

(3) 上陸任務は特定の目標地点に対して上陸作戦(48項)を実施

する任務である。上陸任務を付与されている TF のみが上陸

作戦を実施できる。 

(4) 撤退任務は損害を受けて自軍港湾へ引き上げる任務である。

追加 TF(28.9 項)は撤退任務とみなす。 
競技者用ノート：撤退任務は追加 TF に付与される強制任務である。追加

TF 以外で撤退任務を採用するメリットはない。ただし、追加 TF 以外の TF

数は 8 個という制約があるので、重要な TF を新たに編成したい場合に現

存の TF を追加 TF にして TF 数を確保するという手段は有効である。 

53.2.任務の設定 

 競技開始時、競技者は麾下のTFについて全て任務を設定する

必要がある。設定可能な任務は撤退任務を除く 3 種類の任務の

いずれかである。 
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競技者用ノート：特定の地点に対して艦砲射撃や上陸作戦を実施しようと

する場合は、予め砲撃任務、上陸任務を付与しておく必要がある。 

53.3.目標地点 

 砲撃任務及び上陸任務を付与された TF は、目標地点のヘクス

番号を予め設定しておく必要がある。目標地点以外に対地艦砲

射撃や上陸作戦を実施できない。設定された目標地点を変更で

きない。 

 上陸任務 TF の目的地点は、シナリオで指定されたヘクスのみ

指定可能である。砲撃任務 TF の場合は敵航空基地が位置する

任意のヘクスを目標地点に設定できる。 

哨戒任務では目標地点の設定は必要ない。 

53.4.任務の変更 

 原則として TFの任務変更は認められない。ただし以下のケース

では任務変更を実施できる。 

(1) 砲撃任務 TF は、実際に対地艦砲射撃を実施する以前に限

って哨戒任務に変更できる。1 度でも対地艦砲射撃を実施し

た後は哨戒任務に変更できない。また 1 度哨戒任務に変更

した TFを再び砲撃任務に戻すことはできない。 

(2) 全ての TF は、いつでも撤退任務に変更できる。ただし一度

撤退任務に変更した TF は、他の任務に再度変更することは

できない。 

(3) TF の任務変更は、艦船移動フェイズの TF 編成セグメントに

実施する。 

53.5.TF の分離・転送・合流 

53.5.1.砲撃任務 

 砲撃任務を付与された TFは、原則として TFの分離を実施でき

ない。もし分離する場合は、分離した TF のうち 1 つの TF のみが

砲撃任務を継続でき、その他の TFは撤退任務になる。 

 砲撃任務を付与された TFは、他の TF との間で合同・転送を行

うことはできない。 

53.5.2.上陸任務 TF 

 上陸任務を付与された TF は、TF の分離を実施できる。この場

合、分離したそれぞれの TFの任務については 2つの選択肢があ

る。1つは親 TF と同じ上陸任務を引き継ぐこと。もう 1つは撤退任

務に任務変更することである。 

 上陸任務を付与された TF は、原則として他の TF との間で合

同・転送を行うことはできない。ただし、全く任務と目的地が完全

に一致している 2 つの TFについては、転送・合同を実施できる。 
競技者用ノート：砲撃任務、上陸任務の TF は、原則として目的地まで分

離・合同・転送はできないと考えておくのが良い。 

53.5.3.哨戒任務 TF 

 哨戒任務のTFは、自由に分離でき、その場合分離したTFはい

ずれも哨戒任務となる(例外:分離した一方の TF が追加 TF の場

合、撤退任務TFになる)。転送や合同については、哨戒任務中の

TF 同士であれば自由に実施できる。他の任務の TF との間で合

同や転送は実施できない。 

53.5.4.撤退任務 TF 

 撤退任務のTFは、自由に分離でき、その場合分離したTFはい

ずれも撤退任務となる。転送や合同については、撤退任務中の

TF 同士であれば自由に実施できる。他の任務の TF との間で合

同や転送は実施できない。 

53.6.航空機の運用 

 砲撃任務、上陸任務TFは、セルフCAPの発進と索敵機の発進

を実施できる。その他の航空任務は実施できない。 

 撤退任務 TFは一切の航空機発進が禁止される。 

 哨戒任務 TFは何らの制約なしで航空作戦を実施できる。 

53.7.TF の移動 

(1) 哨戒任務 TFは自由に移動できる。 

(2) 砲撃任務、上陸任務 TF は、目的ヘクスに到達するまでは自

由に移動できる。ただし目標ヘクスに到達した後は、任務を

変更しない限りそのヘクスから離れることはできない。 

(3) 撤退任務 TFは、地形的な制約がある場合を除き、移動可能

な最大移動力で自軍盤端方向に向けて移動しなければなら

ない。自軍盤端方向とは、日本軍の場合は北又は北西、連

合軍の場合は、南又は南東である。撤退任務 TF は対潜攻

撃(62.8.5 項)を実施できない。 

53.8.水上索敵、追尾、水上戦闘 

 哨戒任務 TF は、水上索敵、追尾、水上戦闘の実施を宣言でき

る。砲撃任務 TF は、目標ヘクスでのみ水上戦闘の実施を宣言で

きる。その他のケースでは、水上索敵、追尾、水上戦闘の実施を

宣言できない。 
競技者用ノート：水上戦闘の実施は宣言できなくても、水上戦闘を挑まれ

た場合には対抗しなければならない。つまり「売られた喧嘩は買わなけれ

ばならない」ということである。 

 

 
 

54.弾薬制限 

54.1.概要 

 このルールは、艦船に搭載されている火砲類の弾薬数の量的

制限を再現するものである。このルールは全ての艦船に適用され

るが、小型艦とそれ以外で適用方法が異なっている。 

54.2.中型艦、大型艦の弾薬制限 

 中型艦、大型艦の弾薬制限については、艦船記録用紙を使用

する。艦船記録用紙には本作に登場する全ての中型艦、大型艦

の艦名が記載されている。水上戦闘の際、ある水上戦ターンで砲

撃を実施した艦船は、艦船記録用紙の G の文字を 1 つマークす

る。全ての G マークが塗りつぶされた艦船は砲撃できない。 

 対地艦砲射撃(55 項)を実施した中型艦、大型艦は 5 個の G マ

ークを塗りつぶす。未使用の Gマークが 4個以下の中型艦、大型

艦は、対地艦砲射撃を実施できない。 

 副砲を装備する艦船は、副砲だけを射撃した水上ターンについ

ては G マークを塗りつぶす必要はない。ただし全ての G マークが

塗りつぶされた場合は、副砲も含めて一切の砲撃ができなくなる。 

 
競技者用ノート：この選択ルールを採用する場合は、中型艦、大型艦の

G G

5T ● G G 5T ●

5 2 G G 5 2 + 5 2 ＋ 2

3 2 3 4 G G 2 1 3 3 2 1 3 2 - 0 3 1

T T

沈没

8VP

CA1 古鷹

2VP 3VP 5VP
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魚雷消費について、艦船記録用紙の T マークを使って記録することを推

奨する。 

54.3.小型艦の弾薬制限 

 小型艦の弾薬制限を表現する場合は、残弾減

少マーカーを使用する。ある水上戦闘で砲撃を 1

回以上実施した小型艦には、その水上戦闘終了

時点で弾薬制限マーカーが置かれる。最初は

「残弾 1」の文字が上に向くように配置する。この

時はまだ砲撃能力が残っている。 

 既に「残弾 1」マーカーが載せられている小型艦が、別の水上戦

闘で砲撃を 1 回以上実施した場合、水上戦闘終了時に残弾減少

マーカーを 180 度回転させて「残弾 0」が上に向くようにする。「残

弾 0」が上を向いた小型艦は、それ以上砲撃を実施できない。 
競技者用ノート：水上戦闘中に砲撃を実施したことを表現するために、弾

薬制限マーカーを 90 度傾けて配置することをお奨めしたい。(下図参照)。 

 

 
 

 小型艦が対地艦砲射撃を実施した場合、弾薬減少マーカーを

「弾薬 0」の面を向けて配置する。既に弾薬減少マーカー(向いて

いる方向は問わない)が載せられている小型艦は、対地艦砲射撃

を実施できない。 

 

 
 

55.対地艦砲射撃 
制作者ノート：ヘンダーソン飛行場に対する「金剛」「榛名」の艦砲射撃が

有名なので、本邦では水上艦艇による飛行場に対する艦砲射撃能力を

過大評価する向きがあるが、実際の所、陸地の飛行場に対して艦砲射撃

を実施しても、その効果はたかが知れている。例えば観測用の航空機な

しの場合、着弾観測できない対地射撃で地上に対して有効弾を期待する

のは「まぐれ当たり」しかない。観測用の航空機を飛ばせる場合は少しマ

シになるが、敵飛行場上空に低速の着弾観測機を飛ばすのは自殺行為

に近い。夜間ならもっと条件は悪く、艦上観測での目標照準は絶望的に

なる。 

ヘンダーソン基地の事例は、日本側の地上観測者が飛行場付近で着弾

観測を実施するという特殊な条件があったために効果を発揮したが、そ

れにしても事前の調整を必要とした作戦であり、即興的に実施した訳では

ない。その他、タラワのように狭いサンゴ礁の島なら艦上観測による対地

射撃も効果を期待できるが、ポートモレスピーのセブンマイル飛行場(海

岸から 7 マイル=約 10km)のように海岸から離れた場所にある飛行場に対

する正確な砲撃が困難なことは容易に想像できよう。さらに敵地付近に

は機雷の危険もある。 

本作では、対地艦砲射撃の威力は夜間に重巡 1 隻で撃ちまくっても陸攻

1 ユニット(約 9 機)による中高度水平爆撃に及ばないようなレーティングに

なっている(昼間ならその 2 倍)。そしてヘンダーソン飛行場に対する砲撃

のようなケースは、シナリオ特別ルール扱いとしている。 

55.1.概要 

 対地艦砲射撃は、艦船による陸上目標に対する砲撃を再現す

るルールである。本作では対地艦砲射撃は常に敵の航空基地を

目標にして実施される。この選択ルールを採用する場合は、以下

の選択ルールを必ず採用しなければならない。 

  53 項「TF任務」 

  54 項「弾薬制限」 

55.2. 対地艦砲射撃実施の手順 

 砲撃任務 TF のみが対地艦砲射撃を実施できる。目標ヘクスに

到達した砲撃任務 TF は、水上戦闘セグメントに水上戦闘の実施

を宣言する。もし当該ヘクスに敵TFが存在する場合、水上戦闘を

実施しなければならない。この時、水上戦闘を宣言したヘクスに

砲撃任務 TF 以外の別の友軍 TF が存在していた場合、どちらか

一方が水上戦闘に参加する(所有競技者の任意)。 

 当該ヘクスに敵 TF が存在しない場合、あるいは水上戦闘で混

乱の結果を被らなかった場合、砲撃任務TFは対地艦砲射撃を実

施できる。 

55.3.水上戦闘と対地艦砲射撃 

 対地艦砲射撃ヘクスで水上戦闘が発生した場合で以下のいず

れかの条件に該当する場合、そのターンには当該ヘクスで対地

艦砲射撃を実施できない。 

(1) 砲撃任務 TFが水上戦闘に参加した。 

(2) 同一ヘクスで水上戦闘に参加した友軍 TF が混乱状態(45 

項)になった。 
競技者用ノート：砲撃任務 TF と哨戒任務 TF を目標ヘクス内にスタックさ

せるのは良い方法である(カバーリングフォース=援護部隊)。この場合、水

上戦闘は哨戒任務 TF に任せ、砲撃任務 TF は参加しないようにしておく

(水上戦闘を宣言した TF が必ずしも戦闘参加を強制される訳ではない点

に注意されたい)。もし哨戒任務 TF が敵 TF を一方的に撃破できれば、砲

撃任務 TF はそのまま対地艦砲射撃を実施できる。 

とはいえ、有力な敵水上部隊が存在するヘクスでの対地艦砲射撃はほぼ

絶望的である。対地艦砲砲撃を実施したい場合には、まず同一ヘクスに

存在する敵水上部隊を排除する必要があるということだ。 

55.4.対地艦砲射撃の実施 

 対地艦砲射撃を実施する際には、対地攻撃力を算出し、対地

攻撃表で解決する。対地攻撃力の算出方法は以下の通り。 

(1) 昼間ターン(薄暮含む)の場合、対地艦砲射撃を実施する艦

船の砲撃力を合計して 2 倍する。 

(2) 夜間ターンの場合、対地艦砲射撃を実施する艦船の砲撃力

を合計する。 

(3) (1)(2)いずれの場合も貫通力 1 以下の火砲については攻撃

力を半減する(昼間は 1 倍、夜間は 0.5 倍)。 

(4) 副砲の火力も加える。 

(5) 対地艦砲射撃に必要な弾薬を残していない場合、火力は 0

になる(54 項参照)。 

 合計した対地攻撃力を対地攻撃表に当てはめ、打撃数を判定

する。対地攻撃表の使い方は 16.2 項を参照のこと。 

55.5.対地艦砲射撃の継続 

 対地艦砲射撃は、弾薬の続く限り継続実施できる。ただし、任務

変更で砲撃任務以外の任務に変更した TF については、再び砲

撃任務に戻るまで(通常のルールでは戻れない)、対地艦砲射撃

を実施できない。 

 

56.天候 
制作者ノート：本作の主戦場となったソロモン諸島から東部ニューギニア

にかけての一帯は熱帯性気候の高温多湿地域で、降水量は多い。特に

ブーゲンビル島のキエタ等は 1 年中雨の降らない日はないというぐらい雨

が多い。日米の激戦地となったガダルカナル島も、特にその南岸地区は、

水上戦闘終了

(残弾0)

水上戦闘中 水上戦闘終了

(残弾1)

水上戦闘中
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弾
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ソロモン諸島の中でも最も雨の多い地域である。風向きは季節によって

異なるが、3 月から 11 月にかけて南東の貿易風が吹く。本作で天候が南

東から北西へ流れるのは、貿易風の影響を再現したものである。 

本作における天候ルールは、現実の姿よりもゲームへの影響度を重視し

てデザインされている。それは「天候がゲーム展開に決定的な影響を及

ぼすことはないが、天候の影響がアクセントになる」程度の影響度である。

また現実の戦いを見ても、天候の影響が海空戦の結果に決定的な影響

を与えた事例は多くはない。従って本作の天候ルールは、シミュレーショ

ンという見地から見ても概ね妥当な内容だと考えている。 

とはいえ、天候ルールは両軍に平等に影響を与えるものではなく、運不

運によるある程度のアンバランスは避けられない。もし競技者が介在でき

ない要素によって有利不利のバランスが崩れるのを嫌われるのであれば、

天候ルールの採用をお奨めできない。 

とはいえ、天候ルールは、競技のワンパターン化を防ぐという意味では心

地よいアクセントになる可能性は高く、ある程度競技に慣れてきたら、導

入をお奨めできる。 

56.1.概要 

 この選択ルールは戦場における

天候の影響を再現するルールであ

る。天候には晴天、曇天、雨天の 3

種類があり、晴天の場合はこれまで

のルールと全く同じである。天候の

影響はエリア単位で適用される。 

 まず競技開始時にどちらかの競技者はゲームカード Bの天候決

定表を見ながらダイス(D10)を振る。天候決定表には参照して競

技開始時の天候を決定する。天候はエリア単位で適用される。天

候決定表の雨天及び曇天欄には競技開始時に雨天、曇天が適

用されるエリア名が記載されている。 

 天候マーカーは、各エリアの天候を示すためのマーカーである。

作戦マップ上で、曇天のエリアには曇天の面を向けて配置し、雨

天のエリアには雨天の面を向けて配置する。晴天のエリアには何

も置かない。 

 天候マーカーには(1)～(5)の数値が記載されている。天候マー

カーを配置する際、どの数値のマーカーを配置しても構わない。

もしどのマーカーを使うかについて競技者間で疑義が発生したら、

日本軍競技者が決定権を有している。 

 
 

56.2.天候の変化 

 毎ターンの天候フェイズに日本軍競技者はゲームカード B の天

候変化表を見てダイス(D10)を振り、結果を適用する。 

(1) 「天候マーカー反転」の結果が出た場合、該当する数字の天

候マーカーをひっくり返す(曇天なら雨天、雨天なら曇天に変

化する)。ただし曇天から雨天になるのは、エリアA,B,E,G,H,J

のマーカーのみである。それ以外のエリアで曇天マーカーが

反転の結果が出ても無視する。 

(2) 「天候移動」の結果が出たときは、天候移動表に従ってすべ

ての天候マーカーを1エリア移動させる。例えばエリアFに存

在していた天候マーカーはエリア Eに移動する。 

(3) 「天候決定表参照」の結果が出た場合は、作戦マップ上の天

候マーカーを一旦全て除去し、続いて天候決定表を見てダ

イス(D10)を振る。天候決定表の指示に従って天候マーカー

を再配置する。 

56.3.曇天の影響 

(1) 空対艦攻撃時、攻撃範囲内の半分以上が曇天エリアの場合、

航空編隊到達チェック(38.4 項)時に+10 の DRM が適用され

る。 

(2) 曇天エリア内での空対空戦闘(12 項)時、左へ 1 コラムシフト

する。 

(3) 曇天エリア内での空対艦攻撃(14項)時、命中値が－1修正さ

れる。 

(4) 曇天エリア内での空対地攻撃(16 項)時、攻撃力が半減され

る。 

(5) 曇天エリア内で拠点偵察(60 項)を実施する時、低高度に配

置する必要がある。 

56.4.雨天の影響 

56.4.1.禁止事項 

(1) 雨天エリア内の基地や艦船から航空機を発進させることはで

きない。 

(2) 雨天エリア内に対して航空索敵(36 項)を実施できない。 

(3) 雨天エリア内の TF、航空基地に対して航空攻撃を実施でき

ない。雨天エリア内のヘクスが攻撃目標に設定されていた場

合、その攻撃は目標到達に失敗したとみなす。 

(4) 空対艦攻撃の場合、雨天エリア内のヘクスに攻撃可能範囲

(38.3 項)は及ばない。 

(5) 雨天エリア内の TFは追尾(41 項)を実施できない。 

(6) 雨天エリア内で対地艦砲射撃(55 項)を実施できない。 

(7) 雨天エリア内で上陸作戦(48 項)を実施できない。 

(8) 雨天エリア内で拠点偵察(60 項)を実施できない。 

56.4.2.制限事項 

(9) 雨天エリア内の基地や艦船に着陸、着艦は実施できる。ただ

し、この場合緊急着陸(29.5 項)、緊急着艦(31.5 項)扱いとな

る。 

(10) 雨天エリア内から移動を開始、雨天エリアを通過、雨天エリア

内で移動を終了する TFは、2ヘクスを超えて移動できない。

移動力そのものが影響を受ける訳ではなく、移動力が余って

いても 2 ヘクスを超えて移動できないという意味である。 

(11) 雨天エリア内で水上索敵(43 項)を実施する場合、有効範囲

は索敵を実施したヘクスに限定される。また雨天エリアに隣

接した非雨天エリアヘクスから水上索敵を実施した場合、雨

天エリア内に水上索敵の有効範囲が及ばない。 

56.4.3.影響を受けない項目 

(12) 雨天エリア内でも沿岸索敵は通常通り実施できる。 

(13) 雨天エリア内でも水上戦闘は通常通り実施できる。 

(14) 雨天エリア内でも航空機は通常通り移動できる。 

(15) 雨天エリアでも潜水艦索敵及び潜水艦攻撃は通常通り実施

できる 
 

57.遠隔 CAP 

57.1.概要 

 遠隔 CAP とは発進基地や発進した空母自身ではなく、遠隔地

にある友軍艦隊や友軍基地を守るための CAP任務のことである。

遠隔 CAP はセルフ CAP とは異なり、航空編隊の一種として扱わ

れる。 

57.2.遠隔 CAP の発進 

 遠隔CAPは、航空攻撃アクションの一環として発進する。発進し

た遠隔 CAP は、航空基地ボード又は艦隊ボードの航空編隊欄に

配置する。続いて行動記録用紙の「航空編隊任務」欄に必要な事

項を記入する。 

天候変化表(OR) 天候決定表(OR) 天候移動(OR)
変化の内容 雨天 曇天 A->Q M->H

1 天候マーカー(1)反転(*1) 1 F,L A,M,R B->R N->J
2 天候マーカー(2)反転(*1) 2 F,L G,H,J C->S P->K
3 天候マーカー(3)反転(*1) 3 G B,C,H,N D->T Q->F
4 天候マーカー(4)反転(*1) 4 B D,E,F,G E->P R->L
5 天候マーカー(5)反転(*1) 5 H,J B,K,Q F->E S->M
6 変化なし 6 J F,H,P,S G->A T->N
7 変化なし 7 B,Q L,M H->B
8 天候移動 8 P E,R,T J->C
9 天候移動 9 T A,C,S K->D
10 天候決定表参照 10 - D,T L->G

(*1)曇りから雨になるのはA,B,F,G,H,J,Lのみである

D10D10

曇天(1) 雨天(5)
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(1) 編隊番号：編隊番号を記入する。(1～19) 

(2) 発進地点：航空編隊が発進したヘクス番号を記入する。 

(3) BMF(-x)/T：修正前移動力、移動力減少値、飛行ターン数の

略号である。遠隔CAPの場合、移動力減少値は 0、飛行ター

ン数は 1 とする。 

(4) 到達時間：到達時間は任務別航空機運用表に従って決定

する。 

(5) 目標ヘクス：遠隔 CAP で ZOCAP を展開する中心となるヘク

スのこと。発進地点から移動力の 1/2 以下の距離内のヘクス

ならどこでも可。 

(6) 任務：空欄を利用して"CAP"と記入する。 

(7) 帰還時間：到達時間と同じ要領で記載する。 

57.3.遠隔 CAP の展開 

 遠隔 CAP は、発進した直後から有効になる。遠隔 CAP は目標

ヘクスのみに ZOCAPを展開し、隣接ヘクスには ZOCAPを展開し

ない。遠隔CAPが配置されたヘクス内の航空基地やTFに対する

攻撃を実施する敵の攻撃隊に対して、遠隔 CAPは迎撃戦闘に介

入できる。 

57.4.遠隔 CAP の帰還 

 遠隔CAPは、発進した次の航空攻撃アクション又は航空機帰還

フェイズに発進地点に帰還する。また 1 度でも空中戦に参加した

遠隔CAPの戦闘機は、戦闘終了後直ちに発進地点に帰還する。

帰還してきた遠隔 CAP機は、「帰投」欄に置かれる。 

 帰還する遠隔 CAP 機は、原則として発進した航空基地、TF

に帰還する。ただし何らかの理由で発進した発進基地、空母

に帰還できない場合、あるいは緊急着陸、緊急着艦による損

失を回避したい場合、発進した航空基地や TF 以外に帰還して

も良い。その場合、帰還可能なヘクスは、遠隔 CAP の配置さ

れているヘクスから遠隔 CAP 機の移動力の半分以下の距離に

あるヘクスである。そのような帰還先が存在しない場合で緊

急着陸、緊急着艦もできない場合、CAP 機は失われ、相手陣

営に相応の VP が与えられる。この時、CAP を失った側は航空

補充ポイントを得られない。 
競技者用ノート:戦闘に参加した遠隔 CAP は、結果に関係なく即座に帰還

扱いになる点に注意されたい。 

 

58.航空魚雷の備蓄数制限 

58.1.概要 

 この選択ルールを使うと航空魚雷の使用可能回数が制限される。

競技者は航空魚雷を搭載する度に残量をチェックし、残量がゼロ

になれば、それ以上航空魚雷を搭載できなくなる。航空魚雷の使

用回数は、空母毎及び航空基地毎に実施する。 

58.2.空母における航空魚雷残量チェック 

 空母における残量制限については、観戦記録用紙を使用する。

空母艦上で 1 つの航空機が雷装する毎に、空母の T マークを 1

つ塗りつぶす。全ての T マークが塗りつぶされた空母では航空機

は雷装できない。 

58.3.航空基地における航空魚雷残量チェック 

 航空基地における航空魚雷の備蓄数は、シナリオの特別ルー

ルによって指定されている。各航空基地における航空魚雷の残量

は行動記録用紙等を使用する。ある航空基地で 1 つの航空機が

雷装する毎に、航空基地における航空魚雷備蓄数が 1 つ減少す

る。航空魚雷備蓄数がゼロになった航空基地や元々航空魚雷を

備蓄していない航空基地では、航空機は雷装できない。 

58.4.航空魚雷を搭載したままの着陸 

 航空魚雷を搭載した航空機が航空魚雷を使用せずに空母/基

地に帰還してきた場合、航空魚雷は着陸/着艦前に投棄されたと

みなす。 
制作者ノート:航空魚雷を搭載したまま着陸/着艦することは、不測の事態

を引き起こす可能性があったので、通常は着陸/着艦前に投棄するのが

通例であった。 

58.5.航空魚雷の取り外し 

 「発進準備完了」欄で雷装した航空機を「発進準備」欄に戻す場

合、航空魚雷の残量が増える。1 つの航空機から雷装マーカーを

取りはず毎に航空魚雷の残量が 1 つ増える。 

 

59.非武装航空機 
 非武装航空機とは、非戦闘機の一種である。空戦力が□で囲ま

れて表示されている航空機が非武装航空機である。非武装航空

機を相手にした空中戦では、"X"の結果を無視する。 

 

 
 

60.拠点偵察 
 この選択ルールを採用する場合は、以下の選択ルールを必ず

採用しなければならない。 

  59 項「非武装航空機」 

60.1.概要 

 拠点偵察とは航空任務の一種である。通常の対地攻撃任務に

似ているが、目標に対する攻撃は行わず、その代わりに目標付近

の詳細な偵察情報を入手する。偵察機は拠点偵察専用の航空機

であり、この選択ルールを採用した場合のみシナリオに登場する。 

60.2.拠点偵察の方法 

 拠点偵察は、以下の点を除いて通常の空対地攻撃と同様に計

画・実行される。 

(1) 計画段階で行動記録用紙の任務欄に「偵察」と記入する。 

(2) 拠点偵察の目標ヘクスは、作戦マップ上のいずれかの拠点

ヘクス(赤丸のヘクス)である。 

(3) 拠点偵察任務を実施できるのは、索敵力 4以上(又は完全戦

力時には索敵力4以上で現在半減戦力である)航空機か、偵

察機タイプ(偵察機 60.6 項)の航空機だけである。 

(4) 拠点偵察は、必ず 1 ユニットの航空機(完全戦力、半減戦力

は問わない)で実施されなければならない。ただし護衛戦闘

機が随伴することは可能であり、護衛戦闘機の数に制限はな

い。 

(5) 拠点偵察は 37.4項の例外となる。つまり拠点偵察任務を行う

場合、他の航空任務と同じ航空アクションで同一の航空基地

/母艦から発進し、任務を実施して良い。 

60.3.拠点偵察の実施 

 拠点偵察を実施する編隊が目標上空に到達したら、空戦ボード

を取り出し、拠点偵察を実施する航空機を任意の高度に配置する。

拠点偵察を受けた側は、11 項に従って CAP の配置を行う。拠点

偵察は緊急発進(52 項)のトリガーとなりえる。12 項に従って空対

空戦闘を行う。戦闘の結果、拠点偵察を実施する側が強制帰還

の適用を受けず、かつ完全除去されなかった場合のみ拠点偵察

の任務を遂行できる。それ以外は任務失敗である。なお、拠点偵

察は対空射撃を受けない。 

 拠点偵察に成功した場合、目標ヘクス及びそれに隣接するヘク
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スすべてが偵察の対象となる。拠点偵察を受けた側の競技者は、

該当ヘクスに TF が存在していた場合、発見マーカー及び索敵レ

ベル 3に相当する索敵補助マーカーを配置する。その時、艦種誤

認、位置誤認は発生せず、CAP 効果も無視する。(索敵カードは

引かない) 

 拠点偵察に成功した場合、目標ヘクス及び隣接ヘクスに存在す

る航空基地も偵察の対象となる。拠点偵察を受けた側の競技者は、

該当する航空基地に存在している航空機のステップ数(何らかの

任務を行って飛行中のものは除く)を申告しなければならない。 

60.4.拠点偵察実施の制限 

 1 つの拠点ヘクスに対して実施できる拠点偵察の回数は、1 日 1

回を上限とする。 

60.5.拠点偵察と天候 

 目標ヘクスが雨天の場合、拠点偵察は実施できない。また雨天

ヘクスは拠点偵察の対象とはならない。 

 目標ヘクスが曇天の場合、拠点偵察を実施する航空機は、空戦

ボード上で低高度に配置されなければならない。また隣接ヘクス

が曇天の場合、拠点偵察を実施する航空機が低高度に配置され

た場合のみ偵察の対処となる。 

60.6.偵察機 

 偵察機(タイプ R の航空機)は、拠点偵察用の航空

機であり、攻撃任務を実施できないが(対地、対艦攻

撃力がないので)、拠点偵察の他に索敵、フェリー任

務は実施可能である。偵察機は航空補充(49項)の対象とはならな

い。従って偵察機が失われても航空補充ポイントは得られず、ま

た航空補充ポイントを使って偵察機を復活させることはできない。 
製作者ノート:偵察機は少数機で運用されることが多く、そのことを反映し

て本作でも偵察機は他の航空機よりも 1 ユニットの表わす機数が少ない。

2～6 機で 1 ユニットを構成している。偵察機が航空補充の対象外なのは、

偵察機という機体の特殊性に加えて、1 ユニットの規模が小さい事も反映

している。 

 

61.振り子攻撃 

61.1.概要 

 振り子攻撃とは、「シャトルアタック」とも呼ばれる攻撃スタイルで、

発進基地/母艦と帰投先の基地/母艦が異なる攻撃の事である。

本作では、一部の例外を除いて発進した基地/母艦への帰還を

義務付けているが、この選択ルールを導入すれば、発進地点と異

なる場所への帰投が可能になる。 

 振り子攻撃の利点は、発進地点から見て攻撃範囲外にある目標

を攻撃できる可能性があることである。また予想もしなかった方向

からの攻撃を仕掛けることで、敵の不意を突く可能性もある。 

61.2.振り子攻撃実施の条件 

 振り子攻撃を実施するためには、シナリオ特別ルールで振り子

攻撃が実行可能である旨記載されていなければならない。またシ

ナリオで指定された基地や母艦間においてのみ振り子攻撃を実

施できる。 

 振り子攻撃で実施できる攻撃の任務種別(37.6 項参照)は、通常

攻撃のみである。近距離攻撃、2 ターン攻撃、3 ターン攻撃は、振

り子攻撃では実施できない。 

 振り子攻撃を実施する際、帰投先を搭載機航空艦に設定しては

いけない。基地から艦船に航空機を移送する場合は、あくまでも

フェリー任務(39 項)に依らなければならない。 
製作者ノート:洋上を自由に行動する空母に対し、基地から発進した航空

機がその位置をトレースするのは甚だ困難であった。 

61.3.振り子攻撃実施の実施方法 

 振り子攻撃を実施する場合は、通常の攻撃と同様に目標地点を

設定する。また帰還時間の欄に帰還ヘクスも指定する。 

 振り子攻撃の場合、目標ヘクスについて通常の攻撃とは異なる

制限が適用される。通常の攻撃では、発進地点から見て 1 ターン

分の移動力の半分以下の距離に位置している必要があった(37.6

項)。しかし振り子攻撃では、目標までの距離は必ずしも移動力の

半分以下である必要はない。 

 振り子攻撃では、発進ヘクスから目標ヘクスを経由して帰還ヘク

スに至る経路の移動距離が移動力の範囲内であれば良い。 

 

 
 

62.潜水艦 
製作者ノート:潜水艦は、

太平洋戦争の帰趨を決

定した最も重要な兵器で

あった。大日本帝国は、

潜水艦による通商破壊戦

によって事実上その国力

を失い、降伏を余儀なくさ

れたのである。このように

重要な役割を果たした潜

水艦であったが、戦争初期の 1942 年の段階では、まだそれほど目立った

活躍を見せてはいなかった。それには日米それぞれの事情があったので

ある。 

日本側について言えば、個艦優越を誇った日本の潜水艦は、艦艇攻撃を

主目的にして整備されてきた。しかし当時の技術では高速航行する水上

艦艇を潜水艦が捕捉追従するのは極めて困難であった。さらに戦前の予

想に反して空母機動部隊が戦争の主役として躍り出た結果、主力艦隊の

運動速力が戦前の予想を遥かに上回ることとなった。つまる所、20kt そこ

そこの戦艦群を追いまわす訓練をしていた日本の潜水艦は、30kt 以上で

疾駆する高速空母部隊を追従する能力がなかったのである。それでもガ

ダルカナル戦の時期は、戦争中日本潜水艦が最も「輝いていた時期」で

もあった。正規空母「ワスプ」撃沈や「サラトガ」、新鋭戦艦「ノースカロライ

ナ」の撃破等は、この時期の日本潜水艦が成し遂げた快挙といえた。 

一方の米海軍だが、日本海軍ほど艦艇攻撃に固執していなかった米潜

水艦は、早くも日本の商船隊にとって脅威を及ぼし始めていた。1942 年

に失われた日本の商船隊は約 70 万トン。後年に比べるとその損害規模

は小さかったが、それでも決して無視できない損害を与えていたのであ

る。 

米潜水艦の戦果が(後の時期に比べると)やや奮わない原因は、まず隻数

の不足が挙げられる。そしてもう 1 点、重要なことは、当時の米潜水艦に

搭載されている魚雷には重大な欠陥を内在していたのである。要するに

「命中しても爆発しない」「深度調整機能の不具合で目標の下を通過する」

といった欠陥魚雷が大量にストックされていた訳だ。そのため米潜水艦は

何度も攻撃のチャンスを掴みながらも、決定的な戦果を上げられずにい

た。 

62.1.概要 

 本作に登場する潜水艦は、潜水艦ユニットで表現

され、1つの潜水艦ユニットは、最大 4隻の潜水艦を

表わしている。隻数はユニットに表記されており、対

潜攻撃で１隻失うと 1 打撃マーカーを置いてそれを示す。また潜

水艦ユニットの裏面は 2 隻の状態を示しており、対潜攻撃で 2 隻

の潜水艦を失ったユニットは、裏返しにしてそれを示す。シナリオ

艦番号/艦名

隻数 ● ● ● ● ★

6 +

魚雷貫通力 12T 2 2 速度

雷撃力 防御力

SS9 伊19 航空機運

用能力
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で指定された潜水艦ユニットは、この選択ルールを採用した場合

にのみ登場する。 

 潜水艦ユニットには、艦番号/艦名、雷撃力、魚雷の貫通力、防

御力、速力及び航空機搭載能力の有無が記載されている。潜水

艦は TF として行動することはなく、常に 1 ユニット毎に行動する。

潜水艦ユニットは作戦マップに現れることはなく、常に行動記録用

紙上に記録される。 
製作者ノート:潜水艦の艦名は、そのユニットを構成する代表的な潜水艦

1 隻の艦名を記している。従って潜水艦ユニット自体は複数の潜水艦を表

している。 

62.2.潜水艦の移動 

 潜水艦は、TF と同様に艦船移動セグメントに移動する。潜水艦

はTFを構成せず、常にユニット毎に移動する。潜水艦の移動は、

艦船移動セグメントに移動し、その移動内容は行動記録用紙にて

管理される。潜水艦の移動力が減少することはないが、制圧され

て移動できなくなることはある。 

62.3.【重要】潜水艦の配置制限 

 潜水艦は、他の友軍潜水艦と常に 3 ヘクス以上の距離を取らな

ければならない。他の友軍潜水艦の 2 ヘクス以内に進入すること

は禁止される。この制限は、艦船移動セグメントの終了時に適用さ

れる。 

 また潜水艦は友軍 TF と隣接してはいけない。艦船移動セグメン

ト終了時に友軍 TF と隣接状態又は同一ヘクスの潜水艦は、即座

に制圧状態になる。 

62.4.潜水艦に対する航空索敵 

 そのターンに移動を実施した潜水艦は航空索敵の目標となる。

移動しなかった潜水艦は航空索敵の目標とはならない(例外「潜

水艦による航空機の運用」63 項)。 
競技者用ノート:移動しなかった潜水艦は航空索敵による発見の対象には

ならない点は、忘れやすいが重要なルールである。 

 

移動した潜水艦 1 ユニット毎に索

敵カードを引く。索敵結果が索敵レ

ベル 2 以上の場合のみ、潜水艦は

発見される。発見された潜水艦につ

いては潜水艦発見マーカーを該当ヘクスに配置する。潜水艦に

対する航空索敵は、天候や CAP の影響を受ける可能性がある。

潜水艦に対する索敵では、位置誤認は発生する可能性があるが、

艦種誤認は発生しない。 

 索敵機によって発見された潜水艦は、制圧状態(62.12 項参照)

になる。 

62.5.潜水艦に対する航空攻撃 

 潜水艦に対する航空攻撃には 3 つの方法がある。索敵機による

攻撃、対潜 CAPによる攻撃、待機中の航空機による攻撃である。 

62.5.1.航空機による対潜攻撃の共通事項 

航空による対潜攻撃は、航空索敵アクションで敵潜水艦を発見

したことがトリガーとなって引き起こされる。またその攻撃は航空索

敵アクションの中で解決される。 

航空機による対潜攻撃は、1 つの潜水艦発見マーカーに対し

て 1 度だけ実施できる。例えば索敵機による対潜攻撃を実施した

潜水艦発見マーカーに対して、同じ航空索敵アクションの中で対

潜 CAPによる攻撃を実施できない。 

実施対象の潜水艦発見マーカーのヘクスに、実際には潜水艦

が存在しなかった場合、その攻撃は自動的に失敗する。 

対潜攻撃を実施した航空機は、攻撃終了後に即座に帰還し、

当該基地/母艦の「帰投」欄に置かれる。何らかの事情で正常な

状態で発進地点に帰還できない場合は、37.11 項に従って発進

地点以外に帰還して良い。 

62.5.2.索敵機による攻撃 

 索敵機による対潜攻撃を実施する場合、

攻撃対象となるエリアを指定する。指定さ

れたエリアは、当該エリアに配置された

索敵マーカーが示す索敵値以上の索敵

値を有し、索敵範囲内に当該エリアが含

まれている索敵機のみが実施できる。ま

た当該エリアに複数の潜水艦発見マー

カーが置かれている場合は、その全てが

攻撃対象となる。 

 対潜攻撃を実施する陣営は、目標とな

るヘクスを指定する。そのヘクスに本当

に潜水艦が存在している場合、攻撃を受

けた陣営はその潜水艦の防御力を申告

する。ゲームカード B の対潜攻撃表を参

照し、防御力に該当する数値を読みとる。

もし目標ヘクスが対潜CAPの ZOCAP内

の場合、防御力を申告値から 1引いた値

として対潜攻撃表を参照する。さらに潜

水艦発見マーカーが置かれているヘクス

が完全海ヘクス以外の場合、防御力を 1

減少させる。 

索敵機による攻撃の場合、撃沈率の数値を半分に修正する。

ダイス(D100)を振り、出目が修正後の撃沈率以下なら潜水艦 1 隻

が撃沈される。攻撃を受けた潜水艦ユニットに打撃マーカーを乗

せて隻数の減少を示す(62.11 項参照)。 

62.5.3.対潜 CAP による攻撃 

 航空索敵アクションで潜水艦発見マーカーが置かれた時、当該

マーカーから 6 ヘクス以内に配置されている対潜 CAP は即座に

攻撃を実施できる。攻撃の手順は 62.5.2 の場合と同じだが、攻撃

成功値を半減にしない。また攻撃目標ヘクスが自身の ZOCAP 内

の場合、防御力－1 が適用される。さらに潜水艦発見マーカーが

置かれているヘクスが完全海ヘクス以外の場合、防御力を 1 減少

させる。 

 攻撃を行った対潜 CAP は、即座に帰還する。そのため、続く対

潜攻撃で自身の ZOCAP による修正が適用されなくなるので注意

が必要である。 

62.5.4.待機中の航空機による攻撃 

 航空基地、空母、水上機母艦で待機中の航空機は、以下の条

件全てに合致した場合、潜水艦発見マーカーに対して対潜攻撃

を実施できる。 

(1) 爆装した状態で「発進準備完了」欄に置かれている。 

(2) 索敵力が 4 以上 

(3) 潜水艦発見マーカーが自身から 6 ヘクス以内 

 攻撃の方法は 62.5.3 項と同じである。 

62.6.潜水艦による索敵 

 潜水艦索敵セグメントに制圧状態にない潜水艦は、潜水艦索敵

を実施できる。潜水艦索敵は、日本軍が全ての索敵を実施した後、

連合軍が全ての索敵を実施するという形で実施する。 

索敵を試みる潜水艦ユニット毎に密かにダイス(D10)を振る。出

目が当該潜水艦の保有隻数の 2倍以下(夜間の場合は 1倍以下)

の目が出た場合、索敵の試みは成功する。それ以外の場合は失

敗である。 

索敵を実施する競技者は索敵が成功したヘクスのヘクス番号

を全て申告する(索敵に失敗したヘクスについては何も申告しなく

ても良い)。申告されたヘクスに非索敵側の TF が存在する場合、

非申告側は発見マーカーを「水上」面を向けて配置する。また索

敵レベル 1 相当の索敵補助マーカーを同じヘクスに配置する。た

対潜攻撃表（OR)

　

～0 12

1 10

2 8

3 6

4 4

5 2

防御力修正

-1 対潜CAPあり

-1 完全海ヘクス以外

撃沈率修正

×? ASW艦の隻数

(最大3隻まで)

×0.5 索敵機による攻撃

×1.5 移動力2消費

×2 移動力3消費

防御
力

撃沈率
(%)
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だし既に当該ヘクスに発見マーカーが置かれている場合は、それ

が偽物(位置誤認の結果、TFの存在しないヘクスに置かれたもの)

ではない限り、そのままにして新たな発見マーカー、索敵補助マ

ーカーを配置しない。 

潜水艦の索敵範囲内に存在する偽物の発見マーカーは、該当

する索敵補助マーカーと共に全て取り除く。 

昼夜を問わず申告されたヘクスに隣接するヘクスも索敵の対象

となり、発見マーカー及び索敵レベル 1相当の索敵補助マーカー

が置かれる。ただし目標ヘクスと隣接ヘクスの間が珊瑚礁や完全

陸地ヘクスサイドによって艦船による通過ができない場合、そのよ

うな隣接ヘクスは索敵対象とはならない。 

62.7.潜水艦による追尾 

 潜水艦は TF 同様に追尾を実行できる。また潜水艦自身は追尾

の対象とはならない。制圧状態の潜水艦は追尾を実施できない。 

62.8.潜水艦による攻撃 

 潜水艦攻撃は、潜水艦攻撃セグメントに実施する。1 回の潜水

艦攻撃セグメントで実施できるのは、両陣営ともそれぞれ 1回のみ

である。また潜水艦攻撃を実施できる潜水艦は、直前の潜水艦索

敵セグメントで索敵を実施している必要がある。潜水艦攻撃は日

本軍、連合軍の順番に解決する。潜水艦攻撃の手順は以下の通

り。 

(1) 目標 TFの決定 

(2) 目標艦船の決定 

(3) 雷撃命中値の決定 

(4) 攻撃結果の判定 

(5) 対潜攻撃 

62.8.1.目標 TF の決定 

 潜水艦攻撃を実施する競技者は、直前の潜水艦索敵フェイズで

潜水艦による索敵を実施したヘクス又はその隣接ヘクス(陸地や

珊瑚礁によって分断されていない)のうち、発見マーカーが置かれ

ているヘクスを１つ選択する。当該ヘクスに TF が 1 つしか存在し

ない場合、その TFが潜水艦の攻撃目標になる。 

 当該ヘクスに複数の TF が存在する場合、攻撃を受けた側の競

技者は、それぞれの TFについて以下の情報を開示する。 

(1) TF番号 

(2) 合計隻数 

(3) 速力 

(4) CV、CVL、CVE、BB、APの隻数 

TF 番号、隻数と速力を申告する。潜水艦側競技者は、上記の申

告内容に基づき、目標とする TFを決定する。 

62.8.2.目標艦船の決定 

潜水艦攻撃を受ける側の競

技者は、目標となった TF に含

まれる全ての艦船を相手競技

者に見える場所に配置する。

潜水艦攻撃を実施する競技者

は、ゲームカード B の「潜水艦

攻撃目標決定表」を見てダイ

ス(D10)を振る。潜水艦攻撃目

標決定表にはダイス目に応じ

て 3 つの文字列が記載されて

おり、それぞれの記載内容に

従って攻撃目標を決定する。 

(1) 空母:CV、CVL、CVEを 1

隻選択する。複数の艦が該当する場合は潜水艦側競技者の

任意で 1 つを選択する。もし該当する艦が 1 隻も含まれてい

なかった場合は、何も選択しない。 

(2) BB、CA/CL、DD、AP;該当する種類の艦船を 1隻選択する。

複数の艦が該当する場合は潜水艦側競技者の任意で1つを

選択する。もし該当する艦が 1 隻も含まれていなかった場合

は、何も選択しない。 

(3) Any:潜水艦側競技者の任意で 1 隻の艦船を選択する。ただ

し他に選択肢がない場合を除いて、他の選択で選択した艦

(あるいは選択する予定の艦)を重複選択するのは禁止であ

る。 

(4) 選択肢で該当する艦船が 1 隻も存在しなかった場合(例えば、

潜水艦攻撃目標選択表の出目が"1"で、空母、戦艦、駆逐

艦を全く含まない TFが目標となった場合)、潜水艦側競技者

は任意の 1 隻を攻撃目標として選択する。 

 最終的には 1～3隻の目標が残る筈である。ここで 1隻が残って

いる場合は、その1隻が最終的な攻撃目標になる。2～3隻が残っ

ている場合は、無作為に 1 隻を決定し、最終的に攻撃目標とす

る。 
競技者用ノート:無作為判定時には 6 面体ダイスがあると便利だろう。 

例:正規空母(CV)2隻、軽空母(CVL)1隻、重巡(CA)2隻、駆

逐艦(DD)6隻の計 11隻からなる日本軍 TFが連合軍潜水

艦による攻撃を受けた。連合軍競技者は、潜水艦攻撃目

標判定表を見てダイス(D10)を振る。出目は"5"であった。

結果は「BB、Any、DD」である。"BB"の結果については該

当なしなので選択せず。"DD"の結果については、新鋭の

乙型駆逐艦 1 隻を選択した。"Any"の結果について連合

軍競技者は、当然のことながら正規空母のうちの 1 隻を

選択する。こうして正規空母 1 隻、駆逐艦 1 隻が攻撃目

標の候補として残されたことになる。連合軍競技者は、ど

ちらが最終的な攻撃目標になるかを無作為に判定する。

判定の結果、攻撃目標は駆逐艦となった。絶好のチャン

スを逃した連合軍競技者の無念や如何。 

  なお、この時攻撃目標判定表のダイス目が"3"の場合、結

果が「空母、Any、DD」となるので、連合軍は正規空母 2隻

を攻撃目標として設定することが可能になり(同じ艦でな

ければ、同タイプの艦を Anyで選択するのは可能である)、

正規空母を攻撃できるチャンスが広がる所であった。 

62.8.3.雷撃命中値の決定  

 ゲームカード B の「潜水艦命中値決定表」を参照する。TF に含

まれる ASW 艦の隻数を合計し(4 隻以上は 4 隻とする)、該当する

列を参照する。ダイス(D10)を振り、DRM を適用した後、結果を参

照する。結果が”-”なら潜水艦攻撃が失敗で、攻撃は行わない。 

結果が何らかの数値の場合は潜水艦攻撃が実行され、その時

の命中値が結果の数値となる。数値は/で 2 つに区切られている

が、左側の数値は米潜水艦の攻撃時、右側の数値はその他の潜

水艦による攻撃時の命中値である。 
製作者ノート:当時の米潜水艦は、搭載魚雷の不調に悩まされていた。 

 潜水艦命中値決定表の DRMは、以下のものがある。 

(1) TF の速力(目標艦ではなく TF の速力を適用する)の 2 倍を

加算する。例:速力 3.5の TFなら DRM+7 となる。 

(2) 当該 TF が対潜 CAP の ZOCAP 内に位置している場合、

DRM+2 

(3) 当該 TFが対水上陣形の場合、DRM－2 

(4) 攻撃を実施するヘクスが完全海ヘクス以外、DRM+2 

(5) 当該TFに含まれるASW艦と非ASW艦の割合によってDRM

が適用される。 

(ア) ASW 艦の隻数が非 ASW 艦の 2 倍以上の場合、

DRM+2 

(イ) ASW艦の隻数が非ASW艦と同数以上、2倍未満の場

合、DRM+1 

(ウ) ASW 艦の隻数が非 ASW 艦の 1/4 以上、1/2 未満の

場合、DRM－1 

(エ) ASW 艦の隻数が非 ASW 艦の 1/４未満の場合、DRM

潜水艦攻撃目標決定表(OR)

D10 目標

1 空母 BB DD

2 空母 CA/CL DD

3 空母 Any DD

4 BB CA/CL DD

5 BB Any DD

6 AP Any DD

7 AP Any DD

8 AP Any DD

9 AP CA/CL DD

10 AP CA/CL DD
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 例:先の例の続きである。雷撃命中値の判定を行う。日本

側 TFの速力は 3.5 とする。また TFからは対潜 CAPが飛

行中とする。陣形は対空陣形としよう。潜水艦命中値判

定表では、まず日本側 TF に含まれる ASW 艦の隻数は 6

隻なので、4の列を参照。DRMは、TFの速力 3.5(目標艦

の速力ではない点に注意)なので、その 2 倍の+7、対潜

CAP による効果が+2、さらに TF に含まれる ASW 艦の隻数

が非 ASW 艦の同数以上、2 倍未満なので+1、DRM が+10

なる。 

  ダイスを振ると、出目は 2であった。DRM を適用した後の最

終的な出目は 12 になる。結果は 2/3 で攻撃を実施する

のが米潜水艦なので、最終的な命中値は 2になる。 

62.8.4.攻撃結果の判定 

 目標艦と命中値が決まったら、ゲームカード A の「雷撃判定表」

を参照する。潜水艦の雷撃力と目標艦船の防御力を比較し、雷

撃判定表の最も近い比率に当てはめる。丁度良い比率が見つか

らない場合は、目標艦船側が有利なように切り捨てる。ダイスを振

り、先に求めた命中値以下の目が出れば攻撃成功である。ダイス

目を雷壁判定表の該当する欄に当てはめて、その結果を目標艦

船に適用する。 

 なお、雷撃判定表に記載されている命中値修正は、いずれも適

用しない。 

 

例:先の例の続きである。雷撃を実施したのが米海軍の雷撃

力 16 の潜水艦だったとしよう。攻撃を受けた駆逐艦の防

御力が 4 とすれば、雷撃判定表で 4:1 欄を見る。ダイス

(D10)を振り、命中値である 2以下の目が出れば、雷撃は

成功し、目標となる艦船には雷撃判定表に示された結果

を適用する。 

  今回の例では、出目が 2だったとしよう。2以下の目が出た

ので潜水艦による攻撃は成功である。4:1 の欄で 2 の結

果を見ると、"C"となっている。特殊損傷表を使って損害

を判定するが、特殊損傷表の内容と駆逐艦の耐久力から

考えて、駆逐艦がこの攻撃を生き延びる可能性はかなり

小さいものとなった。 

62.8.5.対潜攻撃 

 潜水艦による攻撃を受けた TF は、その結果如何に関わらず対

潜攻撃を実施できる。対潜攻撃の実施は任意であり、強制されな

い。撤退任務 TFは対潜攻撃を実施できない。 

 対潜攻撃を実施する TF は、まず消費する移動力を決定する。1

～3 の移動力が消費可能であり、多くの移動力を消費した方が撃

沈の可能性が高まる。ただし最低でも 1 移動力を消費しなければ

対潜攻撃を実施できない。 

 次に対潜攻撃に参加するASW艦の隻数を決定する。TFに含ま

れる全 ASW艦が攻撃に参加できるが、3隻以上は全て 3隻として

扱う。 

 ゲームカードBの対潜攻撃表を参照し、潜水艦の防御力に該当

する数値を読みとる。もし TF の存在するヘクスが対潜 CAP の

ZOCAP 内の場合、あるいはそのヘクスが完全海ヘクス以外の場

合、潜水艦の防御力をそれぞれ－1 する(両方の条件に合致する

場合は防御力－2)。対潜攻撃表の防御力に該当する数値を読み

とり、その数値に以下の修正を行う。 

(1) 2 移動力を消費した場合、1.5 倍 

(2) 3 移動力を消費した場合、2 倍 

(3) 攻撃に参加する ASW艦の隻数を乗算する。 

ダイス(D100)を振り、出目が修正後の数値以下なら潜水艦 1 隻

が撃沈される。攻撃を受けた潜水艦ユニットに打撃マーカーを乗

せて隻数の減少を示す(62.11 項参照)。 

対潜攻撃を実施する・しないに関わらず、潜水艦による攻撃終

了後に攻撃対象の TFが 1隻以上のASW艦を保有していた場合、

あるいは攻撃が対潜 CAP の ZOCAP 内で実施された場合、攻撃

を行った潜水艦は攻撃終了後に制圧状態となる。 

 

例:先の例の続きである。駆逐艦を撃沈された日本軍 TFは、

米潜水艦に対する報復を決意した。2 移動力の消費を宣

言して対潜攻撃を行う。米潜水艦の防御力は 4 だが、対

潜 CAPの ZOCAP内にいるので、防御力は 3になる。防御

力 3での撃沈率を対潜攻撃表で求めると、6 となっている。

これに移動力 2消費による 1.5倍、さらに ASW艦が 3隻

以上なので 3倍を適用すると、撃沈率は以下の通り 27 と

なる。 

    6×1.5×3 = 27 

  日本軍競技者はダイス(D100)を振る。27 以下の目が出れ

ば米潜水艦 1隻撃沈となり、米潜水艦には打撃マーカー

が乗せられる。なお、対潜攻撃の結果に関わらず、攻撃

を行った米潜水艦は制圧状態になる。 
製作者ノート:日本潜水艦と米潜水艦の防御力の違いは、主として両軍の

対潜攻撃力の差に起因している。開戦当初日本海軍が使用した九五式

爆雷は、沈降速力が遅い上に最大設定震度が 60m に過ぎず、連合軍潜

水艦は深深度潜行することによって日本側の対潜攻撃を容易に回避でき

たのである。連合軍潜水艦にとって日本側対潜艦艇が真に脅威となるの

は、1943 年により深深度攻撃可能で沈降速力も優れた二式爆雷が戦場

に姿を現してからであった。 

62.9.潜水艦の魚雷消費 

 潜水艦による攻撃を 1回実施すると、その潜水艦ユニットは 1回

分の魚雷を消費する。潜水艦の搭載する魚雷は 2回分である。攻

撃を 2回実施した潜水艦は、以後、攻撃を実施できなくなる。なお、

命中値が得られなかった攻撃でも攻撃を実施したのみなし、魚雷

を 1 回分消費する。 

 潜水艦の残魚雷は、残魚雷マーカーを用いて表わす。 

62.10.対潜 CAP 

62.10.1.対潜 CAP の運用 

 対潜 CAP とは、潜水艦を警戒するために常時艦隊上空をパトロ

ールしている航空機のことである。対潜 CAPは以下の点を除いて

通常の CAP と同様に運用される(遠隔 CAP も可能である)。 

(1) 対潜 CAP を実施できるのは、索敵力 4 以上の爆装した航空

機である(雷装ではダメ)。 

(2) 水上艦から発進した水上機について、索敵力が 4 以上の場

潜水艦命中値決定表(OR)

ASW艦の数

0 1 2 3 4

5以下 7/9 7/9 7/9 6/8 5/7

6-7 7/9 7/9 6/8 5/7 4/6

8-9 7/9 6/8 5/7 4/6 4/5

10-11 6/8 5/7 4/6 4/5 3/4

12-13 5/7 4/6 4/5 3/4 2/3

14-16 2/3 1/2 1/2 1/2 1/1

17以上 - - - - -

結果： (米潜水艦/その他)

DRM： +? 艦隊速度の2倍

+2 対潜CAP

-2 対水上陣形

+2 完全海ヘクス以外での攻撃

+2 ASW艦が非ASW艦の2倍以上

+1 ASW艦が非ASW艦の1倍以上、2倍未満

-1 ASW艦が非ASW艦の1/4以上、1/2未満

-2 ASW艦が非ASW艦の1/4未満

D10
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合は対潜 CAP を実施できる。その場合、爆装マーカーを置

いて対潜 CAP中であることを示す。 

(3) 対潜 CAP は、62.5.3 項に従って発見した敵潜水艦を攻撃で

きる。このような攻撃を実施した対潜 CAP は攻撃後に即座に

帰還し、「帰投」欄に置かれる。 

62.10.2.対潜 CAP の効果 

(1) 62.5.3 項に従って対潜攻撃が可能 

(2) 対潜攻撃時に攻撃実施ヘクスが対潜CAPの ZOCAP内であ

った場合、目標潜水艦の防御力が－1 される。(62.5 項、

62.8.5 項参照) 

(3) 潜水艦攻撃命中値判定時、攻撃実施ヘクスが対潜 CAP の

ZOCAP内であった場合、DRM+2が適用される。(62.8.3項参

照) 

62.10.3.対潜 CAP と通常 CAP 

 対潜 CAP中の航空機は通常の CAP任務を実施できない。また

対潜CAP中の航空機が通常CAPになる、またその逆は禁止であ

る。 

62.11.潜水艦ユニットの損害 

 潜水艦ユニットは、その耐久力に等しい隻数の潜水艦を含んで

いると見なす。対潜攻撃(62.5 項、62.8.5 項)によって潜水艦が撃

沈されると、潜水艦ユニットに打撃マーカーを乗せてそのことを示

す。打撃マーカーの使い方は他の艦船と同じである。すなわち耐

久力の半分を失った場合は裏返しになり、それ以外の損害につ

いては打撃マーカーの 1 又は 2の面を使う。 

 潜水艦ユニットが打撃を受けても額面上の能力に変化はない。

ただし潜水艦索敵(62.6 項)の成功率は耐久力に比例するので、

耐久力が減少すると索敵の成功率が低下する。 

62.12.制圧状態の潜水艦 

 以下の事項に該当する場合、潜水艦は制圧状態になる。 

(1) 航空索敵によって発見された。 

(2) 移動終了時に友軍 TF と隣接又は同一ヘクスにいた。 

(3) 自らが攻撃を実施した。 

 制圧状態になった潜水艦には、衝撃マーカーを置いてそのこと

を示す。 

 制圧状態になった潜水艦は、回復するまで移動、追尾、索敵、

攻撃が実施できない。航空機の運用(63 項)も禁止である。 

 制圧状態になった潜水艦は、制圧状態を受けた次のターンの潜

水艦フェイズの終了時点で制圧状態から回復する。 
競技者用ノート:制圧状態を示すため、衝撃マーカーを利用すると良い。つ

まり制圧を受けたターンには「衝撃」面を向けて置き、そのターンの終了

時点で「S+」面に裏返す。その次のターンの終了時点で S+マーカーを取り

除き、制圧状態から回復したことを示す訳である。 

62.13.潜水艦損失の VP 

 潜水艦 1 隻撃沈につき 5VPを獲得する。 

 

63.潜水艦による航空機の運用 
製作者ノート:戦前及び戦時中を通じて潜水艦に対する航

空機搭載に一番熱心だったのは日本海軍であった。彼ら

は量産型の巡航潜水艦に小型の水上偵察機を 1 機搭載して運用し、戦

争末期になるとより本格的な水上爆撃機を2～3 機搭載可能な「潜水空母」

とも言うべき艦種を複数隻就役させている。 

これら潜水艦搭載の水上機は、残念ながら実戦では殆ど成果を上げるこ

とができなかった。一部の潜水艦が小型水上機を使って米西海岸を攻撃

し、「米本土を空襲した唯一の枢軸軍」という名誉を得ることはあったが、

その効果は多分に精神的なものであった。 

本作では、日本潜水艦の航空機運用能力を概ね史実に基づいて再現し

ている。その能力は偵察能力に限られており、しかも少数の小型機による

偵察なので効果は大きくはないが、上手く使えば史実以上の成果を残せ

る可能性はある。 

 この選択ルールを採用する場合は、以下の選択ルールを必ず

採用しなければならない。 

  62 項「潜水艦」 

63.1.概要 

 一部の潜水艦は、航空機運用能力を有している。★マークが航

空機運用能力を示している。潜水艦の航空機運用能力は、ユニッ

トの表と裏で異なっている場合がある。多くの場合、裏面になった

潜水艦は航空機運用能力を失う。 

 潜水艦の搭載機は、航空機ユニットの形では登場せず、その効

果は抽象的な形で表現される。 

63.2.航空機運用の実施 

 潜水艦の搭載機が実施できる任務は拠点偵察だけである。潜

水艦移動フェイズ時、航空機を運用する潜水艦は密かにそのこと

を行動記録用紙に記入する。航空機運用中の潜水艦は移動でき

ないが、航空偵察の対象になる。 

 航空機運用中の潜水艦が航空偵察によって発見された場合、

通常通り制圧状態になる。制圧状態になった場合は航空機の運

用はその時点で中止となる。 

 制圧状態にならなかった航空機搭載潜水艦は、潜水艦索敵セ

グメントに航空機による偵察を実施できる。偵察の対象は、潜水艦

から 5ヘクス以内にある拠点ヘクス(地図上で赤丸が描かれている

ヘクス)でなる。目標ヘクス及びそれに隣接するヘクスに偵察を受

けた側の TF が存在する場合、偵察を受けた側は発見マーカーと

索敵レベル 1 相当の索敵補助マーカーを配置する。なお、潜水

艦搭載航空機は CAPや対空射撃による迎撃を受けない。 
製作者ノート:潜水艦搭載機の索敵レベルが通常の拠点偵察よりも低い

のは、潜水艦に搭載された航空機の限定された能力を反映している。 

63.3.航空機運用時の制約 

 航空機運用中の潜水艦は、移動、索敵、攻撃が禁止になる。 

63.4.天候の影響 

 曇天による影響は受けない。 

 潜水艦が存在するヘクス又は偵察目標のヘクスが雨天エリアの

場合、偵察は禁止である。また目標ヘクスに隣接したヘクスが雨

天エリアの場合、そのヘクスは偵察の対象外となる。 

63.5.ゲーム中 1 回のみ 

 潜水艦搭載航空機による偵察任務は、潜水艦1ユニットにつき1

回のゲームで 1 回までを限度する。この回数は、航空機を運用し

ようとして航空偵察により発見されて中止になった場合(63.2 項参

照)を含まない。 

 

64.生存者 
製作者ノート:南太平洋海域は、海水温や気候が比較的温暖であったた

め、艦船が沈没した場合でも多くの乗員が海上で生存することができた。

そのため艦船を脱出した乗員の多くは他の艦船に救助されて生還するこ

とができた。 

一方で救助が遅れた場合、鱶や漂流に伴う飢餓等で多くの乗員が犠牲

になった例もある。とりわけ単独航行の艦船が撃沈された場合、乗員の

犠牲が多くなる傾向があった。 

64.1.生存者マーカーの発生 

64.1.1.中型艦及び大型艦 

 中型艦又は大型艦が沈没した場合、生存者マー

カーが発生する。中型艦の場合は生存者マーカー

1 つ、大型艦の場合は生存者マーカー2 つが発生

する。 

64.1.2.小型艦 

 小型艦 4 隻が沈没する毎に生存者マーカーが 1 つ発生する。4
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番目の小型艦が沈没したヘクスに生存者が発生し、以後 8 番目、

12番目･･･、というように 4の倍数の沈没艦につき生存者マーカー

が 1 つ発生する。 

64.1.3.輸送艦 

 上陸部隊を輸送中(上陸未完了)の艦船が沈没した場合、生存

者マーカーが 1つ発生する。この生存者は、64.1.1項及び 64.1.2

項によって発生した生存者に追加する形で発生する。 

64.2.生存者マーカーの収容 

 生存者マーカーが発生したヘクスに友軍 TF が存在している場

合、その TFが 1移動力を消費する(つまり移動力減少マーカーを

置く)ことで友軍の生存者マーカーを収容できる。この移動力減少

の効果は、次のターンの移動時に適用される。 

 もしその場で生存者マーカーを収容しなかった場合、生存者マ

ーカーは作戦マップに置かれる。生存者マーカーは次の生存者

除去セグメントまで作戦マップ上に残っている。その間、生存者マ

ーカーのヘクスを通過する友軍 TF は当該ヘクスで 1 移動力を消

費する(つまり移動力減少マーカーを置く)ことで生存者マーカー

を収容できる。 

 敵の生存者マーカーを収容することはできない。 

64.2.1.生存者マーカーの収容能力 

 生存者マーカーの収容能力には限度がある。生存者マーカー

の収容能力は TF 単位で計算する。従って特定の艦船ユニットに

生存者マーカーが収容されるという扱いではなく、TF 全体で生存

者マーカーを収容していると扱う。 

 TFの生存者収容能力は、以下の数値を合計する。 

(1) TFに含まれる小型艦 1 隻につき 1 

(2) TFに含まれる中型艦 1 隻につき 2 

(3) TFに含まれる大型艦 1 隻につき 3 

例：CV(=大型艦)1隻、CA(=中型艦)2隻、DD(=小型艦)6隻の

TFは、最大 13個の生存者マーカーを収容できる。 
制作者ノート:生存者を特定の艦船に積載させず艦隊全体で積載している

ようにした理由は、プレイの簡便さと、相手側が生存者を輸送中の艦を優

先して狙い撃ちするという不自然さを避けるためである。 

競技者用ノート:一部のシナリオでは生存者マーカーの不足が予想される。

そのような場合は TF に収容されている生存者をメモ書きで記録するなど

の方法で生存者マーカーの節約を図って頂きたい。 

64.2.2.TF の分割・損耗 

 生存者マーカーを収容した TF を分割する場合、所有競技者は

分割後の TF の収容能力が許す範囲で生存者を自由に配分して

良い。 

 生存者マーカーを収容しているTFが損害を被り、生存者マーカ

ーの数が収容能力を超過した場合、積みきれなくなった生存者マ

ーカーは 64.1 項と同様に沈没した艦船から発生する生存者マー

カーと同様に扱う。 

64.3.生存者マーカーの損失 

 艦船移動フェイズの生存者除去セグメントに作戦マップ上に残

っている生存者マーカーのうち同一ターンに作戦マップ上に置か

れたもの以外は全て失われる。その際、失われた生存者マーカー

1 枚につき相手競技者は 3VP を受け取る。(つまり生存者は海に

投げ出されたターンには死なない) 

64.4.自沈 

 競技者は、いつでも自陣営の艦船を自沈させることができる。自

沈させた場合、攻撃を受けて沈んだ場合と同様に生存者が発生

する。 

 競技者は自沈の事実を相手競技者に伝える必要はない。しかし

自沈に伴う VP 変化を共用記録ボード上で記録しなければならな

い。 

64.5.沿岸救助 

 以下のヘクスで沈没した艦船は生存者を発生させない。小型艦

については、下記に該当する沈没艦を他と区分しておき、生存者

発生の対象外であることを明確化しておくこと。 

(1) 自軍航空基地から 1 ヘクス以内 

(2) 自軍沿岸監視ヘクス 

64.6.生存者の下船 

 生存者を搭載している TF が自軍航空基地ヘクスでターン開始

時からターンの終了時まで過ごすと、生存者を下船させることがで

きる。下船した生存者は TFから取り除き、ゲームからも取り除く。 

 

 
 

65.夜間航空作戦 

65.1.概要 

 夜間ターンは航空機による任務を実施できない。

ただしこの選択ルールを使用した場合、一部の航空

機は夜間ターンに航空作戦が実施できるようになる。夜間航空作

戦を実施できるのは、シナリオで指定された航空機のみである。 

65.2.夜間航空作戦の手順 

 シナリオで夜間航空作戦の実施が認められている場合、その陣

営は夜間にも航空作戦を実行できる。夜間の航空作戦は薄暮タ

ーンと同様に 2回の航空攻撃アクションと 1回の航空索敵アクショ

ンからなる。もし一方の陣営しか夜間航空作戦を実施できない場

合、その陣営は 3回の航空アクションを自由に実行できる。また両

陣営に夜間航空作戦の実施が認められている場合、通常の主導

権判定ルール(35.2 項)に従って主導権判定に基づく航空アクショ

ンを行う。 

65.3.夜間航空索敵 

 夜間の航空索敵を実施する場合、索敵レベルの最高値は"1"と

なる。従って修正後の索敵レベルが 2 以上の場合、索敵レベルを

"1"として扱う。また夜間は曇天の効果を無視する(曇天でも通常

通り索敵できる)。 

65.4.夜間航空攻撃 

65.4.1.空対地攻撃 

 夜間の空対地攻撃では、低空爆撃のみが実施可能になる。また

その時の攻撃力は通常の 0.4 倍になる。さらに曇天の影響を無視

する。 

65.4.2.空対艦攻撃 

 夜間の空対艦攻撃では、航空編隊到達チェック(38.4 項参照)の

際、不利な修正が適用される。ゲームカード B の「航空編隊到達
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表」を参照されたい。また低空爆撃又は雷撃のみが実行可能であ

る。それぞれの基本命中率は従来の 8 ではなく 3 になる(こちらは

チャートに記載されていないので要注意)。 

 いずれの場合についても夜間は曇天の影響を無視する。 

65.4.3.対空射撃 

 夜間に対空射撃を実施する場合、その火力は以下の通り修正さ

れる。 

 連合軍:1/3 

 日本軍:1/4 
制作者ノート:連合軍は 1942 年の段階で部分的にレーダーによる管制射

撃を導入していたが、技術的にはまだ初歩的なレベルであった。日本軍

の場合はレーダー管制による対空射撃は終戦まで実現できなかった。  

65.5.夜間 CAP 

 夜間には両陣営とも CAP任務を実施できない。 
制作者ノート:1942 年の段階で、戦闘機による夜間迎撃は発展途上の段

階にあった。  

65.6.夜間整備 

 夜間の航空アクションでは、整備を実施できない。 
制作者ノート:夜間ターンには航空機整備フェイズに整備力が2倍になると

いうルールがあるので(33.1 項参照)、それとのバランスを取るためのルー

ルである。 

65.7.夜間対潜作戦 

 夜間における対潜水艦索敵及び索敵によって発見した潜水艦

に対する攻撃は、通常通り実施できる。 

65.8.夜間作戦と休養 

 夜間航空作戦を実施し、帰還した航空機は、18 時ターンになる

まで整備できない(帰投ボックスに留まる)。夜間航空作戦から帰還

してきたことを示すため、そのような航空機は帰投ボックスの左側

に配置して、その日の18時ターンから通常通り整備できるようにな

る。 

 

66.特殊な航空機 

66.1.A6M2(零戦 21 型)  

 A6M2 は、対地、対艦攻撃力を持っていない。しかしこの選択ル

ールを用いると対地、対艦攻撃力を有することになる。 

 A6M2 は爆装可能である。ただし爆装時は、飛行時間が最大 1

ターンになり、移動力は 24 になる。爆装時の対地、対艦攻撃力は

A6M3 と同じである。 
制作者ノート:良く知られている通り、零戦には爆装能力があり、60kg 爆弾

2 発を搭載することが可能であった。従ってデザイン当初の案では、A6M2

は爆撃力を持っていた。しかし A6M2 の長大な航続力を残したまま爆装能

力を認めてしまうと、非現実的なアウトレンジ攻撃が可能になる。それを

避けるためには、標準ルールの段階でA6M2に関する特別ルールが必要

になる。これはルール量増加やルール適用ミスの可能性を増大させると

いう観点から好ましくない。従って標準ルールでは、A6M2 の爆撃能力を

なしとし、選択ルールで爆装能力を認めるというルール編集方針とした。

従って本選択ルールに関しては、日本軍側競技者が採用を望むのであ

れば、常に採用しても良いと考える。 

 
 

67.審判プレイ 

67.1.概要 

 本作は完全な位置隠匿システムを採用しているため、意図的な

ルール適用間違い(いわゆる「ズル」)を容認する可能性がある。ま

た意図的ではなくてもルールの勘違いや適用ミスによって自陣営

に有利なルール間違いを行ってしまう余地がある。そのようなルー

ル適用ミスの可能性を減らし、両陣営にとって平等なルール適用

を実現するため、審判を加えた 3人プレイを推奨する。審判は、以

下の処理について競技者に代わって処理を行う。 

 航空索敵(36 項) 

 空対艦攻撃時の攻撃可能ヘクスの決定 

67.2.航空索敵 

航空索敵を解決する場合、索敵マーカーの配置(36.4 項)まで

は通常のルール同様に航空索敵を実施する競技者が配置する。

ただしダミーマーカーの使用は不要である(敵側陣営は索敵マッ

プを見ないから)。 

索敵マーカーを配置した後、競技者は索敵マップを相手側競

技者ではなく審判に提出する。その後、審判は 36.5項に従って索

敵を解決する。その時、必要に応じて両陣営の行動記録用紙、艦

隊ボード、航空基地ボード等を参照する。審判が航空索敵を実施

している間は、両競技者は席を離れること。 

航空索敵が終了し、発見マーカー、索敵補助マーカー、撃墜

マーカーの配置が完了したら、審判は競技者を呼び戻す。撃墜

マーカーが置かれていた場合は、索敵を実施した競技者は、36.6

項に従って撃墜マーカーの処理を行う。 

67.3.空対艦攻撃時の攻撃可能ヘクスの決定 

 空対艦攻撃実施時における攻撃対象ヘクスの決定(38.5 項)の

際、審判は以下の作業を実施する。 

(1) 攻撃を実施する側の行動記録用紙を見て、攻撃を実施する

競技者が攻撃目標マーカーを適切に配置しているか確認す

る。 

(2) 攻撃を受けた側の競技者の行動記録用紙を見て、攻撃を受

けた側が適切な攻撃可能ヘクスを指定しているかを確認する。

もし、どちらかの競技者が望めば、審判は攻撃を受けた側の

競技者に代わって攻撃可能ヘクスの設定を行って良い。 

67.4.その他 

 上記以外にも審判は水上索敵や潜水艦索敵の実施を競技者に

代わって実施することができる。両競技者が合意すれば、これらを

審判が代理で実施しても良い。 

 

68.勝ち逃げ禁止 
製作者ノート:作戦シナリオではシナリオブックの中で、競技者に対して攻

撃的に競技するように求めている。しかしこの事項は多くの曖昧さを含ん

でおり、必ずしも競技者にとって完全な意味でのガイダンスにはなってい

ない・以下の選択ルールは、競技者に対して攻撃的な攻撃を(ある程度)
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強制するものである。 

68.1.適用範囲 

 この選択ルールは、シナリオの長さが 7 ターン以上の作戦シナリ

オに適用可能である。左記以外のシナリオには適用できない。 

68.2.判定負け 

 シナリオ開始 2日目以降、毎日 22時ターン終了フェイズ開始時

に(つまり航空補充を実施する前に)両陣営がその日 1 日で獲得し

た VP をそれぞれ合計する。それぞれの陣営が獲得した VP 合計

がいずれも5点以下の場合、上記の計算での獲得VPの少ない陣

営が「判定負け」となり、敗北とする。 

68.3.免責事項 

(1) 判定負けを適用された競技者が、通常のVP判定でも敗北条

件を満たしている場合、判定負けは適用されない。 
製作者ノート:不利な状況の競技者が勝ち逃げに走る動機はない。 

(2) 積極的に戦った場合でも、例えば悪天候や兵力不足、極端

な不運といった要因が発生して判定負けになるケースもある。

このような場合、判定負けを受けた競技者は、再申請を要求

できる。再申請を要求された相手側競技者は、再申請の内

容が適切であると判断できる場合、判定勝ちの適用を取り消

すことができる。この時、相手側競技者ではなく、競技を観戦

している他者の合意であっても再申請は有効とする。 

68.4.勝ち逃げ申請 

 判定負けの条件を満足しない場合でも、相手側競技者が勝ち

逃げに走っていると判断した場合、競技者は相手側競技者に対

して「勝ち逃げ提訴」を実施できる。相手側競技者が提訴内容を

正当だと認めた場合、提訴は有効となり、提訴された競技者は勝

ち逃げにより敗北する。 
制作者ノート:普通に考えれば、勝ち逃げを図る競技者が自らの勝ち逃げ

を認めることはないと考えるだろう。しかしシミュレーションゲームを競技

する際には不文律として「フェアである」ことが要求されているはずだ。だ

から邪な心で競技することはできないと信じている。 

 

 
 

ゲームデザイン もりつち 

テストプレイヤー 
IIb さん 

Fred さん 

官兵衛さん 

奥津城さん 

青木さん 
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現在、最も精緻でリアルな空母戦ゲーム 
 

1942 年 5 月 7 日、日米の空母機動部隊は珊瑚海で激突した。珊瑚海海戦。史上初の空母対空母の戦いである。この戦い

以降、空母は戦艦に代わって海軍の主戦兵力となった。そして日米の空母機動部隊は、南太平洋を舞台に何度も激しい戦

いを繰り広げることなった。 

「海空戦！南太平洋 1942」は、珊瑚海、ソロモン諸島周辺海域を舞台として戦われた空母対空母の戦いを作戦レベルで再

現するシミュレーションゲームである。本作には 8 本の戦術シナリオと 7 本の作戦シナリオが用意されており、プレイヤーは

本作の複雑なシステムを徐々に理解できるようになっている。ルールは複雑だが、空母戦の本質を捉えた斬新なものにな

っており、これまでの空母戦ゲームとは違ったリアルでかつプレイアブルな空母戦を楽しむことができる。特に索敵システム

と航空戦闘システムは本作の二大特徴となっており、索敵システムではリアルかつプレイアブルな航空索敵戦を、航空戦

闘システムではエキサイティングな航空戦闘を再現している。 

まさに空母戦ゲームの決定版ともいうべき「海空戦！南太平洋 1942」。貴方も是非プレイしてみてほしい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

海空戦！南太平洋 1942 

購入のお問い合わせは以下を参照して下さい

http://mk2kpfb.ｃｈｕ.jp/SGame/SPac1942.html 

(i-OGM でも取り扱っております) 

タイトル：海空戦！南太平洋 1942 

テーマ：南太平洋における日米の空母戦 

スケール： 

 1ユニット=1 隻、2～12 機 

 1 ヘクス=30 海里(55km) 

 1 ターン=4 時間(作戦シナリオ) 

難易度(5 段階)：3～5 

ソロプレイ：戦術シナリオ=容易 

       作戦シナリオ=困難 


