
(GMT)CORSAIRS☆☆☆☆HELLCATS 
Exclusive Rulebook    日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳ルールルールルールルール 
 
    本作本作本作本作「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」はははは「「「「ダウンダウンダウンダウン・・・・インインインイン・・・・フレームスフレームスフレームスフレームス（（（（炎炎炎炎

のののの翼翼翼翼）」）」）」）」シリーズシリーズシリーズシリーズのののの第第第第４４４４弾弾弾弾でででで、、、、前作前作前作前作「「「「Zero！（！（！（！（零戦零戦零戦零戦）」）」）」）」のののの続編続編続編続編にあたにあたにあたにあた

りますりますりますります。。。。 
    ここではここではここではここでは、、、、先先先先のののの大戦大戦大戦大戦におけるにおけるにおけるにおける太平洋戦域太平洋戦域太平洋戦域太平洋戦域でででで、、、、米軍米軍米軍米軍がががが反攻反攻反攻反攻をををを開始開始開始開始

したしたしたしたガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル以降以降以降以降のののの航空戦航空戦航空戦航空戦をををを扱扱扱扱っていますっていますっていますっています。。。。 
    戦戦戦戦いはいはいはいはガガガガ島島島島をををを皮切皮切皮切皮切りとしてりとしてりとしてりとして、、、、以後以後以後以後ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島をををを飛飛飛飛びびびび石作戦石作戦石作戦石作戦でででで

攻攻攻攻めめめめ上上上上がりがりがりがり、、、、やがてやがてやがてやがてフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンをををを経経経経てててて、、、、超重爆超重爆超重爆超重爆 B-29 によるによるによるによる中国奥中国奥中国奥中国奥

地地地地成都成都成都成都をををを出撃基地出撃基地出撃基地出撃基地ととととするするするする冒険的冒険的冒険的冒険的なななな長距離爆撃行長距離爆撃行長距離爆撃行長距離爆撃行をををを幕幕幕幕間劇間劇間劇間劇としてとしてとしてとして、、、、

日米戦日米戦日米戦日米戦ののののクライマックスクライマックスクライマックスクライマックス沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦にににに至至至至りますりますりますります。。。。 
 
    「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」はあくまではあくまではあくまではあくまで前作前作前作前作 Zero！！！！のののの増補版増補版増補版増補版であであであであ

りりりり、、、、原則的原則的原則的原則的にににに使用使用使用使用するするするする内容物内容物内容物内容物とととと空戦空戦空戦空戦ルールルールルールルールおよびおよびおよびおよびキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

ルールルールルールルールのののの全全全全てはてはてはては Zero！！！！にににに依存依存依存依存していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし 1942年中期年中期年中期年中期かかかか

らららら 1945年年年年のののの終戦終戦終戦終戦までにまでにまでにまでに登場登場登場登場したしたしたした多多多多くのくのくのくの新型機新型機新型機新型機とととと様様様様々々々々なななな新局面新局面新局面新局面―――― 
新目標新目標新目標新目標、、、、新任務新任務新任務新任務、、、、新新新新キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを再現再現再現再現するするするする特別特別特別特別ルールルールルールルールがががが本作本作本作本作

でででで追加追加追加追加されますされますされますされます。。。。 
 
注意注意注意注意！「！「！「！「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」はははは、、、、前作前作前作前作 Zero！！！！とととと合合合合わせてでなわせてでなわせてでなわせてでな

いといといといとプレイプレイプレイプレイできませんできませんできませんできません。。。。 
 
ルールルールルールルール項目番号項目番号項目番号項目番号についてのについてのについてのについての註註註註：：：： 
 
「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ののののルールルールルールルール項目番号項目番号項目番号項目番号はははは Zero！！！！ののののルールルールルールルール

番号番号番号番号にかみにかみにかみにかみ合合合合うようにうようにうようにうように振振振振られていますられていますられていますられています。。。。従従従従ってってってって Zero！！！！でででで設設設設けられけられけられけられ

たたたたルールルールルールルール番号番号番号番号のののの後後後後にににに続続続続くくくく格好格好格好格好になっているものがになっているものがになっているものがになっているものが多多多多くくくく、、、、項目番号項目番号項目番号項目番号

がががが飛飛飛飛んでいるようにんでいるようにんでいるようにんでいるように感感感感じられるかもしれませんじられるかもしれませんじられるかもしれませんじられるかもしれません。。。。これらのこれらのこれらのこれらの多多多多くがくがくがくが

Zero！！！！にににに追加追加追加追加されるされるされるされる新概念新概念新概念新概念のののの兵器兵器兵器兵器やややや戦術戦術戦術戦術などをなどをなどをなどを表表表表していますしていますしていますしています。。。。 
    なおなおなおなお本作本作本作本作でででで追加追加追加追加されるされるされるされる全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい概念概念概念概念ののののルールルールルールルールはははは（（（（例例例例えばえばえばえば「「「「神神神神

風特攻風特攻風特攻風特攻」）」）」）」）Zero！！！！にににに振振振振られたられたられたられたルールルールルールルール番号番号番号番号のののの後後後後にににに続続続続くくくく形形形形になっていになっていになっていになってい

ますますますます。。。。 
 
2.0 「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」のののの内容物内容物内容物内容物：：：： 
 
・・・・両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷されたされたされたされた 120枚枚枚枚のののの航空機航空機航空機航空機カードカードカードカード 
・・・・４４４４枚枚枚枚ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカード（（（（フルスロットルフルスロットルフルスロットルフルスロットル）））） 
・・・・88 個個個個のののの駒駒駒駒 
・・・・３３３３枚枚枚枚のののの両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷されたされたされたされたキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート 
・・・・１１１１枚枚枚枚のののの片面印刷片面印刷片面印刷片面印刷されたされたされたされたキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート 
（（（（それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 27.8××××21.5センチセンチセンチセンチのののの厚紙厚紙厚紙厚紙）））） 
・・・・４４４４枚枚枚枚ののののキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲーム記録記録記録記録シートシートシートシート 
・・・・１１１１枚枚枚枚のののの両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷されたされたされたされた「「「「プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助表補助表補助表補助表／／／／キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・リソーリソーリソーリソー

スススス解説表解説表解説表解説表」（」（」（」（43××××21.5センチセンチセンチセンチのののの見開見開見開見開きのきのきのきの厚紙厚紙厚紙厚紙）））） 
・・・・１１１１冊冊冊冊ののののルールブックルールブックルールブックルールブック(Exclusive Rulebook) 
  
――――開封開封開封開封したしたしたした際際際際、、、、これらこれらこれらこれら内容物内容物内容物内容物にににに損傷損傷損傷損傷がががが見見見見られるかられるかられるかられるか、、、、またはまたはまたはまたは不足不足不足不足しししし

ていたていたていたていた場合場合場合場合、、、、そのそのそのその旨下記旨下記旨下記旨下記のののの GMT 社社社社までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。可可可可及的及的及的及的

速速速速やかにおやかにおやかにおやかにお取取取取りりりり替替替替えいたしますえいたしますえいたしますえいたします――――     
 
GMT ゲームゲームゲームゲーム社社社社 
「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」係係係係 
P.O. Box 1308 Hanford, CA 93232-1308  
電話電話電話電話(800) 523-6111 
www.gmtgames.com 
 
17.0 キャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームでででで使使使使うううう新新新新たなたなたなたな航空機航空機航空機航空機：：：： 
    「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ではではではでは次次次次のののの３３３３タイプタイプタイプタイプのののの新型航空機新型航空機新型航空機新型航空機がががが追追追追

加加加加されていますされていますされていますされています。。。。それはそれはそれはそれは輸送機輸送機輸送機輸送機、、、、夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機、、、、攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機のののの３３３３種種種種でででで

すすすす。。。。 
 
17.4 輸送機輸送機輸送機輸送機 

 
註註註註:「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」にはにはにはには純粋純粋純粋純粋なななな意味意味意味意味でのでのでのでの輸送機輸送機輸送機輸送機はははは登場登場登場登場

しませんしませんしませんしません。。。。 
しかししかししかししかしキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして、、、、爆撃機等爆撃機等爆撃機等爆撃機等がががが物資物資物資物資/人員輸送人員輸送人員輸送人員輸送

任務任務任務任務―――― 空中投下空中投下空中投下空中投下およびおよびおよびおよび空輸空輸空輸空輸 ―――― をををを代行代行代行代行するするするする事事事事になりますになりますになりますになります。。。。便便便便

宜上宜上宜上宜上そのそのそのその任務任務任務任務にあたっているにあたっているにあたっているにあたっている航空機航空機航空機航空機をををを「「「「輸送機輸送機輸送機輸送機」」」」とととと呼称呼称呼称呼称しますしますしますします 
 
17.41 輸送可能輸送可能輸送可能輸送可能なななな航空機航空機航空機航空機はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ積荷容量積荷容量積荷容量積荷容量がががが記載記載記載記載されていされていされていされてい

ますますますます。。。。それはそれはそれはそれは航空機航空機航空機航空機カードカードカードカードまたはまたはまたはまたは任務任務任務任務カードカードカードカードにににに記載記載記載記載されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。 
    このこのこのこの積載容量積載容量積載容量積載容量はははは、、、、そのそのそのその機機機機がどれだけのがどれだけのがどれだけのがどれだけの積荷積荷積荷積荷をををを運運運運ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる

かについてかについてかについてかについて示示示示しししし、、、、空中補給空中補給空中補給空中補給およびおよびおよびおよび空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務をををを成成成成しししし遂遂遂遂げたげたげたげた時時時時にににに得得得得

られるられるられるられる勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点（（（（VP））））をををを決定決定決定決定するのにもするのにもするのにもするのにも用用用用いられますいられますいられますいられます。。。。またそれまたそれまたそれまたそれ

らららら空中補給空中補給空中補給空中補給およびおよびおよびおよび空輸空輸空輸空輸のののの成否成否成否成否ががががキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの展開展開展開展開にににに影響影響影響影響をををを与与与与

えるえるえるえる事事事事ももももありますありますありますあります。。。。 
 
17.42     輸送機輸送機輸送機輸送機はははは、、、、全全全全てのてのてのての目的目的目的目的においてにおいてにおいてにおいて中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機にににに関関関関するするするするルールールールー

ルルルルがががが適用適用適用適用されるものとしますされるものとしますされるものとしますされるものとします。。。。 
（（（（例外例外例外例外：：：：軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機をををを用用用用いたいたいたいた空輸空輸空輸空輸のののの場合場合場合場合はははは、、、、軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機[ 17.1 ]にににに関関関関

するするするするルールルールルールルールがががが適用適用適用適用されるものとしますされるものとしますされるものとしますされるものとします）。）。）。）。なおなおなおなお空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務でででで物資輸物資輸物資輸物資輸

送中送中送中送中のののの軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機にはにはにはには「「「「過重状態過重状態過重状態過重状態」」」」[ 17.15 ]のののの罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されまされまされまされま

すすすす）））） 
 
17.5    夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機 
 
17.51    夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機はははは、、、、夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務にのみにのみにのみにのみ使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。 
 
17.52    夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機にはにはにはには、、、、ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンはははは存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。常常常常にににに単単単単

独行動独行動独行動独行動ですですですです。。。。 
 
17.53    詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは夜間任務特別夜間任務特別夜間任務特別夜間任務特別ルールルールルールルール〔〔〔〔27.3〕〕〕〕をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
17.6 攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機 
 
    米軍米軍米軍米軍のみがのみがのみがのみが有有有有するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃／／／／爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機（（（（Attack Bombers））））はははは、、、、中低中低中低中低

空専門空専門空専門空専門（（（（高高高高(High)高度高度高度高度にはにはにはには上昇上昇上昇上昇できませんできませんできませんできません））））のののの戦術的航空攻撃戦術的航空攻撃戦術的航空攻撃戦術的航空攻撃

のののの為為為為にににに特化特化特化特化されたされたされたされた爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機をををを指指指指しますしますしますします。。。。 
    これらはこれらはこれらはこれらは米軍米軍米軍米軍のののの中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機（「（「（「（「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」でででで追加追加追加追加ささささ

れたれたれたれた B-25 ミッチェルミッチェルミッチェルミッチェル C-1 ととととＪＪＪＪ型型型型／／／／機銃機銃機銃機銃によるによるによるによる対地対地対地対地・・・・対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃をををを任任任任

務務務務とするとするとするとするガンシップガンシップガンシップガンシップにににに改造改造改造改造したしたしたしたタイプタイプタイプタイプ））））とととと、、、、低空攻撃専門低空攻撃専門低空攻撃専門低空攻撃専門でででで特注特注特注特注しししし

たたたた攻撃攻撃攻撃攻撃/爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機（（（（A-20 ハボックハボックハボックハボックとととと A-26 インベイダーインベイダーインベイダーインベイダー））））をををを指指指指していましていましていましていま

すすすす。。。。これらこれらこれらこれらＡＡＡＡナンバーナンバーナンバーナンバーのののの爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは本来本来本来本来ならばならばならばならば単発単発単発単発としとしとしとし

てててて開発開発開発開発されるべきされるべきされるべきされるべき機体機体機体機体でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、とりまくとりまくとりまくとりまく環境環境環境環境ととととダグダグダグダグ

ラスラスラスラス社社社社のののの強力強力強力強力なななな主張主張主張主張によりによりによりにより双発高速爆撃機双発高速爆撃機双発高速爆撃機双発高速爆撃機としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍

することになったすることになったすることになったすることになった特別特別特別特別のののの事情事情事情事情がががが存在存在存在存在しますしますしますします。。。。 
 
17.61    攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機にはにはにはには、、、、中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機としてのとしてのとしてのとしての通常通常通常通常のののの爆撃力爆撃力爆撃力爆撃力にににに加加加加えてえてえてえて、、、、

「「「「機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力(STRAFFING)」」」」がががが記載記載記載記載されていますされていますされていますされています。。。。 
    このこのこのこの機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力はははは、、、、地上地上地上地上／／／／海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対するするするする航空攻撃航空攻撃航空攻撃航空攻撃にのみにのみにのみにのみ

用用用用いられいられいられいられ、、、、決決決決してしてしてして空対空戦闘空対空戦闘空対空戦闘空対空戦闘にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすことはありませんぼすことはありませんぼすことはありませんぼすことはありません。。。。 
    機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力のののの行使行使行使行使にはにはにはには「「「「機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射〔〔〔〔21.7〕」〕」〕」〕」にににに関関関関するするするするルールルールルールルールがががが

適用適用適用適用されますがされますがされますがされますが、、、、攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機はははは「「「「機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射」」」」にににに伴伴伴伴うううう２２２２ラウンドラウンドラウンドラウンド目目目目のののの対空対空対空対空

射撃射撃射撃射撃をををを免除免除免除免除されされされされますますますます（（（（これはこれはこれはこれは爆撃爆撃爆撃爆撃とととと同時同時同時同時にににに機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射もももも行行行行っているっているっているっている

事事事事をををを表表表表しますしますしますします）。）。）。）。 
 
註註註註：：：：Zero！！！！においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機がががが増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））によりによりによりにより「「「「増加増加増加増加

機銃機銃機銃機銃(Package Guns)」」」」をををを装備装備装備装備したしたしたした場合場合場合場合にににに似似似似たようなたようなたようなたような効果効果効果効果をををを得得得得られられられられ

ましたがましたがましたがましたが、、、、これはそれからこれはそれからこれはそれからこれはそれから発展発展発展発展したしたしたしたルールルールルールルールになりますになりますになりますになります。。。。 
 
例 示例 示例 示例 示 : B-25C-1 攻 撃 機攻 撃 機攻 撃 機攻 撃 機 がががが 、、、、 超 低 空超 低 空超 低 空超 低 空 (Very Low) でででで 輸 送 船輸 送 船輸 送 船輸 送 船

(Freighter)をををを襲襲襲襲いましたいましたいましたいました。。。。 
攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機はははは最初最初最初最初にににに 2枚枚枚枚のののの行動行動行動行動カードカードカードカード（（（（１１１１枚枚枚枚はははは水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃としてとしてとしてとして、、、、もうもうもうもう

１１１１枚枚枚枚はははは超低空超低空超低空超低空によるによるによるによる追加分追加分追加分追加分））））をををを引引引引いていていていて、、、、水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃によるによるによるによる結果結果結果結果をををを見見見見



ますますますます。。。。更更更更にもうにもうにもうにもう２２２２枚追加枚追加枚追加枚追加ででででカードカードカードカードをををを引引引引いていていていて、、、、今度今度今度今度はははは機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力にににに

よるよるよるよる結果結果結果結果をををを求求求求めますめますめますめます。。。。 
対対対対するするするする輸送船側輸送船側輸送船側輸送船側はははは目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃としてとしてとしてとして２２２２枚枚枚枚ののののカードカードカードカードをををを

引引引引きききき、、、、攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機にににに与与与与えたえたえたえた損害損害損害損害とととと攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗のののの成否成否成否成否〔〔〔〔22.23〕〕〕〕をををを求求求求めまめまめまめま

すすすす。。。。 
ここでここでここでここで得得得得られたられたられたられた攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗カードカードカードカードはははは、、、、爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果とととと機銃掃射結果機銃掃射結果機銃掃射結果機銃掃射結果

のののの中中中中でででで最良最良最良最良のののの結果結果結果結果カードカードカードカードををををキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルしますしますしますします（（（（爆撃爆撃爆撃爆撃とととと機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射がががが

同時同時同時同時にににに行行行行われているのでわれているのでわれているのでわれているので、、、、そのそのそのその阻止阻止阻止阻止はははは両者両者両者両者のののの結果結果結果結果をををを見見見見てててて適用適用適用適用ささささ

れるのですれるのですれるのですれるのです）。）。）。）。 
 
17.62     空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット〔〔〔〔18.4〕〕〕〕をををを懸吊懸吊懸吊懸吊したしたしたした攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機はははは通常通常通常通常のののの爆弾投爆弾投爆弾投爆弾投

下下下下（（（（爆撃力使用爆撃力使用爆撃力使用爆撃力使用））））とととと同時同時同時同時ににににロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを実施実施実施実施しししし、、、、更更更更にににに同時同時同時同時にににに

機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力機銃掃射力をををを使使使使うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。そそそそしてそれらによるしてそれらによるしてそれらによるしてそれらによる目標目標目標目標からからからから

のののの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃はははは１１１１ラウンドラウンドラウンドラウンドだけしかだけしかだけしかだけしか被被被被りませんりませんりませんりません。。。。ただしこのただしこのただしこのただしこの場合場合場合場合ロロロロ

ケットケットケットケット弾弾弾弾のみによるのみによるのみによるのみによる攻撃攻撃攻撃攻撃ではないのでではないのでではないのでではないのでロケットロケットロケットロケット射出攻撃射出攻撃射出攻撃射出攻撃によるによるによるによる対対対対

空射撃空射撃空射撃空射撃のののの軽減軽減軽減軽減〔〔〔〔18.42〕〕〕〕はははは適用適用適用適用されませんされませんされませんされません。。。。 
 
17.63        これらこれらこれらこれら攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機としてのとしてのとしてのとしての特典特典特典特典をををを除除除除きききき、、、、全全全全てのてのてのての目的目的目的目的でででで攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機

にはにはにはには中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機にににに関関関関するするするするルールルールルールルールがががが適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。 
 
18.0 新兵装新兵装新兵装新兵装 
 
    「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ではではではでは様様様様々々々々なななな新兵器新兵器新兵器新兵器がががが導入導入導入導入されますされますされますされます。。。。 
    これらはそのこれらはそのこれらはそのこれらはその陣営陣営陣営陣営のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機またはまたはまたはまたは軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機にににに装備装備装備装備されますされますされますされます

[ 17.15 ]。。。。 
 
18.4 空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾 
 
18.41    特定特定特定特定のののの航空機航空機航空機航空機（（（（個個個個々々々々のののの航空機航空機航空機航空機カードカードカードカード参照参照参照参照））））はははは、、、、爆弾爆弾爆弾爆弾のののの代代代代

わりにもしくはそれにわりにもしくはそれにわりにもしくはそれにわりにもしくはそれに加加加加えてえてえてえて空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを装備装備装備装備することできすることできすることできすることでき

ますますますます（（（（注注注注：：：：TBF アベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機はははは、、、、爆弾爆弾爆弾爆弾ととととロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを同時同時同時同時にににに

装備装備装備装備できますができますができますができますが、、、、決決決決してしてしてして魚雷魚雷魚雷魚雷ととととロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを同時同時同時同時にににに装備装備装備装備することすることすることすること

はできませんはできませんはできませんはできません）。）。）。）。増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））としてとしてとしてとしてロケットロケットロケットロケット弾装備弾装備弾装備弾装備がががが可能可能可能可能となとなとなとな

ったったったった場合場合場合場合、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤのののの任意任意任意任意でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか装備可能装備可能装備可能装備可能なななな航空機航空機航空機航空機のののの上上上上にににに

ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾カウンターカウンターカウンターカウンターをををを置置置置くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。 
 
18.42    対地対地対地対地ロケットロケットロケットロケット攻撃攻撃攻撃攻撃はははは、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃／／／／機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射ステップステップステップステップにおいてにおいてにおいてにおいて機機機機

銃掃射銃掃射銃掃射銃掃射とととと同様同様同様同様のののの手順手順手順手順でででで実施実施実施実施されますされますされますされます（（（（以下以下以下以下のののの例外例外例外例外をををを除除除除きききき）。）。）。）。 
 

ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを行行行行うううう航空機航空機航空機航空機はははは、、、、火力火力火力火力(Burst)にににに関関関関わらずわらずわらずわらず機銃機銃機銃機銃

掃射掃射掃射掃射のののの解決解決解決解決のののの為為為為にはにはにはには１１１１枚枚枚枚ののののカードカードカードカードしかしかしかしか引引引引けませんけませんけませんけません（（（（例外例外例外例外：：：：ただしただしただしただし

熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットののののボーナスボーナスボーナスボーナス能力能力能力能力としてとしてとしてとして「Ｓ（「Ｓ（「Ｓ（「Ｓ（機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射のののの名手名手名手名手）」）」）」）」

〔〔〔〔19.25〕〕〕〕をををを持持持持つつつつ機機機機はははは機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射のののの結果結果結果結果カードカードカードカードをををを１１１１枚追加枚追加枚追加枚追加でででで引引引引くことくことくことくこと

がががが許許許許されますされますされますされます）。）。）。）。 
 

ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃はははは、、、、超低空超低空超低空超低空(Very Low)またはまたはまたはまたは低空低空低空低空(Low)でのみでのみでのみでのみ

実施実施実施実施できますできますできますできます。。。。ただしただしただしただしロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃ではではではでは超低空超低空超低空超低空によるによるによるによる追加追加追加追加カーカーカーカー

ドドドドはははは貰貰貰貰えませんえませんえませんえません。。。。 
 

ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃ではではではでは、、、、１１１１ヒットヒットヒットヒットにつきにつきにつきにつき目標目標目標目標にににに２２２２損害損害損害損害をををを与与与与えますえますえますえます

（（（（例外例外例外例外：：：：掩蔽陣地掩蔽陣地掩蔽陣地掩蔽陣地(Fortified targets:27.9)にににに対対対対するするするするロロロロケットケットケットケット弾攻弾攻弾攻弾攻

撃撃撃撃）。）。）。）。 
 

ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを受受受受けるけるけるける防御側防御側防御側防御側はははは、、、、ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを行行行行ったったったった航航航航

空機空機空機空機にににに対対対対してしてしてして、、、、目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃としてとしてとしてとして引引引引くくくくカードカードカードカードをををを１１１１枚減枚減枚減枚減らさらさらさらさ

れますれますれますれます（（（（これはこれはこれはこれはロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃があるがあるがあるがある程度離程度離程度離程度離れたれたれたれた距離距離距離距離からからからから、、、、撃撃撃撃ちちちち

っっっっ放放放放しでしでしでしで行行行行われるわれるわれるわれる事事事事をををを表表表表していますしていますしていますしています）。）。）。）。 
 
例示例示例示例示:低低低低(Low)高度高度高度高度にいるにいるにいるにいる F4U コルセアコルセアコルセアコルセアがががが、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの飛行場飛行場飛行場飛行場にににに対対対対

してしてしてしてロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを行行行行おうとしていますおうとしていますおうとしていますおうとしています。。。。低低低低(Low)高度高度高度高度ではではではでは機銃機銃機銃機銃

掃射掃射掃射掃射はははは行行行行えませんがえませんがえませんがえませんが、、、、ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃はははは行行行行えますえますえますえます。。。。プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、

ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃のののの判定判定判定判定のののの為為為為にににに１１１１枚枚枚枚カードカードカードカードをををを引引引引きますきますきますきます。。。。もしそれがもしそれがもしそれがもしそれがヒヒヒヒ

ットットットットであったならであったならであったならであったなら、、、、彼彼彼彼はははは飛行場飛行場飛行場飛行場にににに対対対対してしてしてして２２２２ポイントポイントポイントポイントのののの損害損害損害損害をををを与与与与えるえるえるえる

ことができますことができますことができますことができます（（（（ただしただしただしただし実際実際実際実際にににに損害損害損害損害をををを与与与与えられるかどうかはえられるかどうかはえられるかどうかはえられるかどうかは目標目標目標目標

からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを解決解決解決解決してからですしてからですしてからですしてからです）。）。）。）。 
    これにこれにこれにこれに対対対対しししし防御側防御側防御側防御側はははは、、、、目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを判定判定判定判定するするするする為為為為ににににカーカーカーカー

ドドドドをををを引引引引きますきますきますきます。。。。飛行場飛行場飛行場飛行場のののの目標目標目標目標シートシートシートシート３３３３ＡＡＡＡ下欄下欄下欄下欄をををを見見見見るとるとるとると「「「「目標目標目標目標からのからのからのからの

対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃(Target)」」」」はははは「「「「３３３３」」」」とありとありとありとあり、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイでででで低低低低(Low)高高高高
度度度度からのからのからのからの水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃をををを見見見見るとるとるとると「「「「基本値基本値基本値基本値」」」」とあるのでとあるのでとあるのでとあるので、、、、通常通常通常通常ならそのまならそのまならそのまならそのま

まままま３３３３枚枚枚枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて結果結果結果結果をををを判定判定判定判定するのですがするのですがするのですがするのですが、、、、ロケッロケッロケッロケッ

トトトト弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃なのでなのでなのでなので１１１１枚減枚減枚減枚減らされてらされてらされてらされて、、、、２２２２枚枚枚枚ののののカードカードカードカードをををを引引引引くことになりまくことになりまくことになりまくことになりま

すすすす。。。。 
 
18.43    ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾とととと爆弾爆弾爆弾爆弾のののの両方両方両方両方をををを装備装備装備装備しているしているしているしている航空機航空機航空機航空機はははは、、、、それらそれらそれらそれら

のののの使用使用使用使用にあたってそれぞれにあたってそれぞれにあたってそれぞれにあたってそれぞれ別個別個別個別個のののの攻撃攻撃攻撃攻撃としてとしてとしてとして解決解決解決解決しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんりませんりませんりません。。。。そのそのそのその際際際際はははは攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機〔〔〔〔17.62〕〕〕〕をををを除除除除きききき、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの攻撃攻撃攻撃攻撃でででで目目目目

標標標標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを被被被被りますりますりますります。。。。 
 
18.5 ナパームナパームナパームナパーム（（（（油脂爆弾油脂爆弾油脂爆弾油脂爆弾）））） 
 
18.51    増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））ででででナパームナパームナパームナパーム弾搭載弾搭載弾搭載弾搭載がががが許許許許されるされるされるされる時時時時はははは、、、、戦闘戦闘戦闘戦闘

機機機機またはまたはまたはまたは軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機にににに、、、、通常通常通常通常のののの爆弾爆弾爆弾爆弾のののの代代代代わりにわりにわりにわりにナパームナパームナパームナパーム弾弾弾弾をををを積積積積まままま

せるせるせるせる事事事事ができますができますができますができます。。。。 
    ナパームナパームナパームナパーム弾弾弾弾のののの使用使用使用使用はははは通常通常通常通常のののの爆撃爆撃爆撃爆撃とととと同同同同じじじじ方法方法方法方法でででで、、、、かつかつかつかつ同同同同じじじじ枚数枚数枚数枚数

ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて解決解決解決解決されますされますされますされます。。。。 
 
18.52    ナパームナパームナパームナパーム弾弾弾弾はははは、、、、掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標(Fortified targets:27.9)がががが持持持持

つつつつ防御特典防御特典防御特典防御特典をををを無視無視無視無視できますできますできますできます。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外のののの目標目標目標目標にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃ではではではでは、、、、

命中命中命中命中(Hit) 、、、、直撃直撃直撃直撃(Direct)、、、、致命弾致命弾致命弾致命弾(Vital) によるによるによるによる損害損害損害損害がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ１１１１

ずつずつずつずつ増加増加増加増加しますしますしますします。。。。 
 
18.53    ナパームナパームナパームナパーム弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃をををを行行行行うううう航空機航空機航空機航空機はははは、、、、必必必必ずずずず水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃をををを行行行行わなわなわなわな

ければなりませんければなりませんければなりませんければなりません（（（（たとえそれがたとえそれがたとえそれがたとえそれが急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機であってもですであってもですであってもですであってもです）。）。）。）。 
 
18.54 ナパームナパームナパームナパーム弾弾弾弾はははは、、、、対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃にはにはにはには使用使用使用使用できませんできませんできませんできません。。。。 
 
18.6     空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷 
 
18.61    機雷散布任務機雷散布任務機雷散布任務機雷散布任務をををを行行行行うううう航空機航空機航空機航空機はははは、、、、爆弾爆弾爆弾爆弾のののの代代代代わりにわりにわりにわりに機雷機雷機雷機雷をををを搭搭搭搭

載載載載することができますすることができますすることができますすることができます。。。。水平爆撃可水平爆撃可水平爆撃可水平爆撃可能能能能なななな航空機航空機航空機航空機はははは、、、、水平爆撃力水平爆撃力水平爆撃力水平爆撃力

のののの２２２２倍倍倍倍にににに等等等等しいしいしいしい機雷機雷機雷機雷をををを搭載搭載搭載搭載できますできますできますできます。。。。 
    公算公算公算公算(Saturation)爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力とととと同同同同じだけのじだけのじだけのじだけの機雷機雷機雷機雷をををを搭搭搭搭

載載載載できますできますできますできます。。。。 
    機雷散布機雷散布機雷散布機雷散布にににに関関関関してはしてはしてはしてはルールルールルールルール〔〔〔〔27.6〕〕〕〕とととと、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにおけるにおけるにおけるにおける機機機機

雷散布任務雷散布任務雷散布任務雷散布任務、、、、目標目標目標目標シートシートシートシート（（（（6A））））をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
18.7    航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷 
 
18.71    爆雷爆雷爆雷爆雷をををを搭載搭載搭載搭載したしたしたした航空機航空機航空機航空機はははは、、、、敵潜水艦敵潜水艦敵潜水艦敵潜水艦〔〔〔〔27.4〕〕〕〕をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする事事事事

ができますができますができますができます。。。。 
    水平爆撃可能水平爆撃可能水平爆撃可能水平爆撃可能なななな航空機航空機航空機航空機またはまたはまたはまたは雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機はははは、、、、それらそれらそれらそれら水平爆撃力水平爆撃力水平爆撃力水平爆撃力まままま

たはたはたはたは雷撃力雷撃力雷撃力雷撃力１１１１につきにつきにつきにつき２２２２個個個個のののの爆雷爆雷爆雷爆雷をををを装備装備装備装備できますできますできますできます（（（（水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃とととと雷撃雷撃雷撃雷撃

のののの両方両方両方両方がががが可能可能可能可能なななな場合場合場合場合はよりはよりはよりはより大大大大きいきいきいきい方方方方をををを使用使用使用使用しますしますしますします）。）。）。）。 
    公算爆撃公算爆撃公算爆撃公算爆撃とととと急降下爆撃力急降下爆撃力急降下爆撃力急降下爆撃力ではではではでは、、、、それらそれらそれらそれら１１１１爆撃力爆撃力爆撃力爆撃力につきにつきにつきにつき１１１１個個個個のののの爆爆爆爆

雷雷雷雷をををを装備装備装備装備できるものとしますできるものとしますできるものとしますできるものとします。。。。 
 
18.72    爆雷攻撃爆雷攻撃爆雷攻撃爆雷攻撃はははは必必必必ずずずず超低空超低空超低空超低空(Very Low)でででで行行行行わなければなりわなければなりわなければなりわなければなり

ませんませんませんません。。。。 詳細詳細詳細詳細はははは爆雷爆雷爆雷爆雷のののの効果効果効果効果〔〔〔〔27.44〕〕〕〕をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
18.8 有翼有翼有翼有翼ロケットロケットロケットロケット爆弾爆弾爆弾爆弾「「「「桜花桜花桜花桜花(MXY7 Ohka) 」」」」  
 
編註編註編註編註：：：：帝國海軍帝國海軍帝國海軍帝國海軍がががが沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦からからからから実戦投入実戦投入実戦投入実戦投入したしたしたした「「「「桜花桜花桜花桜花(MXY7) 」」」」はははは、、、、

パイロットパイロットパイロットパイロットがががが操縦操縦操縦操縦するするするする純粋純粋純粋純粋なななな意味意味意味意味でのでのでのでの人間爆弾人間爆弾人間爆弾人間爆弾でしたでしたでしたでした。。。。しかしそしかしそしかしそしかしそ

れはれはれはれは大砲大砲大砲大砲をををを発射発射発射発射するするするする際際際際にににに使用使用使用使用するするするする綿火薬綿火薬綿火薬綿火薬をををを少少少少しずつしずつしずつしずつ燃燃燃燃やしてやしてやしてやして推推推推

力力力力をををを得得得得るるるる華奢華奢華奢華奢ななななロケットロケットロケットロケット推進機推進機推進機推進機にににに過過過過ぎませんでしたぎませんでしたぎませんでしたぎませんでした（（（（最速最速最速最速でもでもでもでも秒秒秒秒

速速速速 300 メートルメートルメートルメートルがががが限度限度限度限度でででで音速音速音速音速をををを超超超超えるえるえるえる事事事事などなどなどなど到底無理到底無理到底無理到底無理でしたでしたでしたでした。。。。恐恐恐恐



らくらくらくらく突入時突入時突入時突入時はははは飛行機飛行機飛行機飛行機のののの動力動力動力動力ダイブダイブダイブダイブとととと同程度同程度同程度同程度のののの速度速度速度速度だったとだったとだったとだったと思思思思わわわわ

れますれますれますれます）。）。）。）。そのそのそのその攻撃法攻撃法攻撃法攻撃法はははは一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻がががが敵艦隊敵艦隊敵艦隊敵艦隊のののの 20 ㎞㎞㎞㎞手前手前手前手前でででで高度高度高度高度

3500 メートルメートルメートルメートルからからからから切切切切りりりり離離離離しししし、、、、敵艦敵艦敵艦敵艦のののの数数数数㎞㎞㎞㎞手前手前手前手前までまでまでまで滑空滑空滑空滑空でででで行行行行きききき、、、、そそそそ

こからこからこからこからロケットロケットロケットロケットをををを噴噴噴噴かしながらかしながらかしながらかしながら突入突入突入突入するするするする（（（（ロケットロケットロケットロケットはははは９９９９秒秒秒秒でででで燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きききき

ますますますます））））というものでというものでというものでというもので、、、、終始緩降下終始緩降下終始緩降下終始緩降下てててて機速機速機速機速とととと操舵性操舵性操舵性操舵性のののの両立両立両立両立をををを図図図図りつりつりつりつ

つつつつ、、、、対空砲対空砲対空砲対空砲のののの圏内圏内圏内圏内にににに入入入入ってからってからってからってからロケットロケットロケットロケットでででで更更更更にににに増速増速増速増速するするするする方法方法方法方法がががが採採採採

られましたられましたられましたられました。。。。これはこれはこれはこれは常識的常識的常識的常識的にににに見見見見てもとてつもなくてもとてつもなくてもとてつもなくてもとてつもなく困難困難困難困難ななななミッションミッションミッションミッションでででで

ありありありあり、、、、アプローチアプローチアプローチアプローチがががが高高高高すぎてすぎてすぎてすぎてもももも低低低低すぎてもやりすぎてもやりすぎてもやりすぎてもやり直直直直しがきかずしがきかずしがきかずしがきかず、、、、海海海海にににに

突突突突っっっっ込込込込んでしまうというものでしたんでしまうというものでしたんでしまうというものでしたんでしまうというものでした。。。。またまたまたまた母機母機母機母機であるであるであるである一式陸上攻撃一式陸上攻撃一式陸上攻撃一式陸上攻撃

機機機機はははは、、、、長大長大長大長大なななな航続距離航続距離航続距離航続距離をををを得得得得るるるる代償代償代償代償としてとしてとしてとして翼内翼内翼内翼内ににににガソリンガソリンガソリンガソリンをををを積載積載積載積載しししし

ているているているている為為為為、、、、一発当一発当一発当一発当たればすぐたればすぐたればすぐたればすぐ火火火火をををを吹吹吹吹くくくく事事事事からからからから「「「「一式一式一式一式ライターライターライターライター」」」」とととと揶揶揶揶

揄揄揄揄されるほどされるほどされるほどされるほど極端極端極端極端にににに撃撃撃撃たれたれたれたれ脆脆脆脆いものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。それがそれがそれがそれが２２２２トントントントンものものものもの「「「「桜桜桜桜

花花花花」」」」をををを懸吊懸吊懸吊懸吊するするするする事事事事によってによってによってによって、、、、更更更更にににに母機母機母機母機のののの速度速度速度速度、、、、航続距離航続距離航続距離航続距離がががが減少減少減少減少しししし、、、、

敵迎撃戦闘機敵迎撃戦闘機敵迎撃戦闘機敵迎撃戦闘機にににに撃墜撃墜撃墜撃墜されるされるされるされる危険性危険性危険性危険性がががが著著著著しくしくしくしく高高高高まりましたまりましたまりましたまりました。。。。 
史上初史上初史上初史上初めてめてめてめて桜花攻撃隊桜花攻撃隊桜花攻撃隊桜花攻撃隊をををを率率率率いていていていて出撃出撃出撃出撃したしたしたした野中五郎少佐野中五郎少佐野中五郎少佐野中五郎少佐はははは、、、、神神神神

雷部隊雷部隊雷部隊雷部隊によるによるによるによる「「「「桜花桜花桜花桜花」」」」攻撃攻撃攻撃攻撃のののの成功率成功率成功率成功率がががが極端極端極端極端にににに低低低低いことをいことをいことをいことを認識認識認識認識しししし、、、、

「「「「桜花桜花桜花桜花はははは駄目駄目駄目駄目だだだだよよよよ。。。。昼間強襲昼間強襲昼間強襲昼間強襲をかければをかければをかければをかければ喰喰喰喰われるにわれるにわれるにわれるに決決決決っているっているっているっている。。。。

俺俺俺俺はははは全滅全滅全滅全滅してしてしてして捨捨捨捨てててて石石石石になるになるになるになる。。。。だからだからだからだから後後後後はははは何何何何とかしてとかしてとかしてとかして桜花桜花桜花桜花のののの使用使用使用使用をををを

止止止止めさせてくれめさせてくれめさせてくれめさせてくれ」「」「」「」「たとえたとえたとえたとえ国賊国賊国賊国賊とととと罵罵罵罵られてもられてもられてもられても、、、、桜花作戦桜花作戦桜花作戦桜花作戦はははは司令部司令部司令部司令部にににに

断念断念断念断念させたいさせたいさせたいさせたい。。。。攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機としてとしてとしてとして敵敵敵敵にににに到達到達到達到達することができないことがすることができないことがすることができないことがすることができないことが

明白明白明白明白なななな戦法戦法戦法戦法をををを肯定肯定肯定肯定するのはするのはするのはするのは嫌嫌嫌嫌だだだだ。。。。クソクソクソクソのののの役役役役にもにもにもにも立立立立たないたないたないたない自殺行自殺行自殺行自殺行

為為為為にににに部下部下部下部下をををを道連道連道連道連れにしたくないれにしたくないれにしたくないれにしたくない」」」」とととと言言言言いいいい残残残残しているしているしているしている。。。。それだけにそれだけにそれだけにそれだけに米米米米

軍軍軍軍はこのはこのはこのはこの極極極極めてめてめてめて成功率成功率成功率成功率のののの低低低低いいいい狂気狂気狂気狂気のののの沙汰沙汰沙汰沙汰のののの人間爆弾人間爆弾人間爆弾人間爆弾をををを評評評評してしてしてして

「「「「バカボンバカボンバカボンバカボン(Baka-Bomb)」」」」とととと呼呼呼呼んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。 
 
    桜花桜花桜花桜花はははは公算公算公算公算(Saturation)爆撃可能爆撃可能爆撃可能爆撃可能なななな中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機にににに懸吊懸吊懸吊懸吊されてされてされてされて運運運運

ばればればればれ、、、、航続距離内航続距離内航続距離内航続距離内のののの敵艦敵艦敵艦敵艦にににに対対対対してしてしてして発射発射発射発射されますされますされますされます。。。。一旦桜花一旦桜花一旦桜花一旦桜花がががが母母母母

機機機機をををを離離離離れるとれるとれるとれると、、、、そのそのそのその速度速度速度速度とととと極極極極めてめてめてめて小小小小さいさいさいさい機体機体機体機体のののの為為為為にににに撃墜撃墜撃墜撃墜はははは非常非常非常非常

にににに困難困難困難困難でしたでしたでしたでした。。。。 
    桜花桜花桜花桜花(MXY7) はははは、、、、人間人間人間人間がががが操縦操縦操縦操縦していますがそのしていますがそのしていますがそのしていますがその特性特性特性特性をををを表表表表してしてしてして航航航航

空機空機空機空機カードカードカードカードではなくではなくではなくではなく、、、、人間爆弾人間爆弾人間爆弾人間爆弾コマコマコマコマとしてとしてとしてとして表表表表されていますされていますされていますされています。。。。 
 
18.82    公算公算公算公算(Saturation)爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、そのそのそのその公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力のののの大小大小大小大小にににに関関関関

わりなくわりなくわりなくわりなく一基一基一基一基のののの桜花桜花桜花桜花(MXY7) だけをだけをだけをだけを懸吊懸吊懸吊懸吊できますできますできますできます。。。。桜花桜花桜花桜花(MXY7)
をををを懸吊懸吊懸吊懸吊するするするする爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの一切一切一切一切のののの爆装爆装爆装爆装をををを禁止禁止禁止禁止されますされますされますされます。。。。 
 
18.83    桜花桜花桜花桜花(MXY7) をををを抱抱抱抱いたいたいたいた中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機はははは、、、、特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵フェイフェイフェイフェイズズズズ

[ 28.4 ]のののの終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、それをそれをそれをそれを発進発進発進発進させることができますさせることができますさせることができますさせることができます。。。。このこのこのこの爆撃爆撃爆撃爆撃

機機機機はははは、、、、目標目標目標目標からからからから遙遙遙遙かにかにかにかに離離離離れたれたれたれた位置位置位置位置からからからから桜花桜花桜花桜花をををを発進発進発進発進させるのでさせるのでさせるのでさせるので迎迎迎迎

撃戦闘機撃戦闘機撃戦闘機撃戦闘機にににに襲襲襲襲われるわれるわれるわれる以外以外以外以外はははは、、、、決決決決してしてしてして対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを受受受受けることはあけることはあけることはあけることはあ

りませんりませんりませんりません。。。。 
    目標上空目標上空目標上空目標上空にににに留留留留まるまるまるまる事事事事をををを選択選択選択選択しなかったしなかったしなかったしなかった米戦闘機米戦闘機米戦闘機米戦闘機はははは、、、、桜花桜花桜花桜花をををを発発発発

進進進進させたさせたさせたさせた中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機にににに対対対対してしてしてして空戦空戦空戦空戦をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。 
    桜花桜花桜花桜花をををを発進発進発進発進させたさせたさせたさせた爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンのののの終了時終了時終了時終了時にににに自動的自動的自動的自動的にににに

空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱[ 12.0 ]をををを行行行行わなければなりませんわなければなりませんわなければなりませんわなければなりません。。。。ただしそのただしそのただしそのただしその

離脱結果離脱結果離脱結果離脱結果によりによりによりにより撃墜撃墜撃墜撃墜されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても米軍米軍米軍米軍のののの勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にはにはにはにはカウントカウントカウントカウント

されませんされませんされませんされません。。。。 
 
18.84    桜花桜花桜花桜花(MXY7) をををを抱抱抱抱いたままのいたままのいたままのいたままの爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは、、、、

そのそのそのその火力火力火力火力がががが更更更更にににに１１１１増加増加増加増加しますしますしますします（（（（リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機のののの場合場合場合場合）。）。）。）。それがそれがそれがそれがウインウインウインウイン

グマングマングマングマンならならならならミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドとしてとしてとしてとして引引引引けるけるけるけるカードカードカードカードがががが１１１１枚増枚増枚増枚増えますえますえますえます。。。。 
従従従従ってってってって桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機にににに対対対対するするするする迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機（（（（リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機））））のののの火力火力火力火力はははは基基基基

本的本的本的本的にににに＋＋＋＋３３３３されるされるされるされる事事事事になりますになりますになりますになります（（（（対爆撃機対爆撃機対爆撃機対爆撃機としてとしてとしてとして＋＋＋＋２２２２〔〔〔〔20.22〕、〕、〕、〕、対対対対

桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機＋＋＋＋１１１１）。）。）。）。 
 
18.85    桜花桜花桜花桜花(MXY7) はははは通常爆弾通常爆弾通常爆弾通常爆弾とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを受受受受けまけまけまけま

すすすす（（（（しかししかししかししかし米戦闘機米戦闘機米戦闘機米戦闘機にににに空戦空戦空戦空戦をををを挑挑挑挑まれることはありませんまれることはありませんまれることはありませんまれることはありません）。）。）。）。ただしただしただしただし

桜花桜花桜花桜花にににに対対対対するするするする目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃はははは通常引通常引通常引通常引けるけるけるける枚数枚数枚数枚数よりよりよりより１１１１枚少枚少枚少枚少

ないものとなりないものとなりないものとなりないものとなりますますますます（（（（ちなみにちなみにちなみにちなみに個艦個艦個艦個艦がががが持持持持つつつつ広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃はははは全全全全てててて１１１１

なのでなのでなのでなので桜花桜花桜花桜花にはにはにはには効効効効きませんきませんきませんきません）。）。）。）。 
桜花桜花桜花桜花はははは２２２２ダメージダメージダメージダメージまたはそれまたはそれまたはそれまたはそれ以上以上以上以上ののののダメージダメージダメージダメージをををを被被被被るとるとるとると撃墜撃墜撃墜撃墜されされされされ

ますますますます。。。。なおなおなおなお「「「「攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗」」」」カードカードカードカードはははは桜花特攻桜花特攻桜花特攻桜花特攻にににに全全全全くくくく影響影響影響影響をををを与与与与えませんえませんえませんえません

（（（（桜花搭乗員桜花搭乗員桜花搭乗員桜花搭乗員がががが攻撃攻撃攻撃攻撃をををを断念断念断念断念するするするする事事事事はありはありはありはあり得得得得ませんませんませんません）。）。）。）。 
 
18.86    対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃によってによってによってによって撃墜撃墜撃墜撃墜されなかったされなかったされなかったされなかった桜花桜花桜花桜花(MXY7) はははは、、、、そのそのそのその

特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果をををを判定判定判定判定するするするする為為為為にににに日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側がががが１１１１枚枚枚枚のののの爆撃爆撃爆撃爆撃カードカードカードカードをををを引引引引きまきまきまきま

すすすす。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは通常通常通常通常のののの爆撃爆撃爆撃爆撃とととと一緒一緒一緒一緒ですですですです。。。。 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：桜花桜花桜花桜花 11 型型型型(MXY7) のののの弾頭部弾頭部弾頭部弾頭部はははは 1200キロキロキロキロのののの徹甲炸薬弾徹甲炸薬弾徹甲炸薬弾徹甲炸薬弾にににに

なっていましたなっていましたなっていましたなっていました（（（（搭載火薬量搭載火薬量搭載火薬量搭載火薬量ははははドイツドイツドイツドイツののののＶＶＶＶ２２２２ロロロロケットケットケットケットとととと同等同等同等同等ですですですです）。）。）。）。

直撃直撃直撃直撃すればすればすればすれば戦艦戦艦戦艦戦艦でもでもでもでも正規空母正規空母正規空母正規空母でもでもでもでも轟沈轟沈轟沈轟沈できるというできるというできるというできるという、、、、そのそのそのその威力威力威力威力のののの

絶大絶大絶大絶大さだけがさだけがさだけがさだけが、、、、バカボンバカボンバカボンバカボンとととと言言言言われるほどわれるほどわれるほどわれるほど困難困難困難困難なななな特攻任務特攻任務特攻任務特攻任務にににに敢敢敢敢ええええ

てててて挑挑挑挑んだんだんだんだ理由理由理由理由でしたでしたでしたでした。。。。それがそれがそれがそれが通常爆弾通常爆弾通常爆弾通常爆弾とととと同同同同じじじじ効果効果効果効果というのはというのはというのはというのは桜花桜花桜花桜花

をををを知知知知るるるる日本人日本人日本人日本人としてとしてとしてとして慚愧慚愧慚愧慚愧にににに耐耐耐耐えませんえませんえませんえません。。。。そこでそこでそこでそこで私案私案私案私案ですがですがですがですが、、、、命中命中命中命中

＝＝＝＝５５５５ダメージダメージダメージダメージ、、、、直撃直撃直撃直撃＝＝＝＝13 ダメージダメージダメージダメージ、、、、致命弾致命弾致命弾致命弾＝＝＝＝20 ダメージダメージダメージダメージとしてはとしてはとしてはとしては

どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。そのそのそのその代代代代わりわりわりわり桜花桜花桜花桜花をををを懸吊懸吊懸吊懸吊したしたしたした中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機ののののスピードスピードスピードスピードはははは

１１１１減少減少減少減少しししし、、、、それだけそれだけそれだけそれだけ往路往路往路往路ターンターンターンターンがががが長長長長くなってくなってくなってくなって迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機にににに喰喰喰喰われわれわれわれ

やすくなるものとしますやすくなるものとしますやすくなるものとしますやすくなるものとします。。。。 
    もちろんもちろんもちろんもちろん GMT 側側側側のののの評価評価評価評価がががが、、、、史実史実史実史実のののの桜花桜花桜花桜花(MXY7) のののの公認公認公認公認戦果戦果戦果戦果

（（（（桜花桜花桜花桜花 55 基特攻出撃基特攻出撃基特攻出撃基特攻出撃にににに対対対対してしてしてして駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦１１１１隻撃沈隻撃沈隻撃沈隻撃沈、、、、他他他他５５５５隻大小破隻大小破隻大小破隻大小破））））にににに

基基基基づいているであろうことはづいているであろうことはづいているであろうことはづいているであろうことは想像想像想像想像にににに難難難難くありませんくありませんくありませんくありません。。。。 
 
19.0     操縦士操縦士操縦士操縦士とととと爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員(Pilots and Crews) 
 
19.2    「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ではではではでは熟練熟練熟練熟練したしたしたしたパイロットパイロットパイロットパイロットととととクルークルークルークルー

についてについてについてについて新新新新しいしいしいしい方式方式方式方式をををを導入導入導入導入していますしていますしていますしています。。。。ただしただしただしただし後述後述後述後述するするするする熟練操縦熟練操縦熟練操縦熟練操縦

士士士士のののの有無有無有無有無〔〔〔〔19.24〕〕〕〕とととと爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員のののの有無有無有無有無〔〔〔〔19.34〕〕〕〕はははは「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア

＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」にだけにだけにだけにだけ適用適用適用適用されるものでされるものでされるものでされるもので、、、、前作前作前作前作 Zero！！！！にににに遡遡遡遡ってってってって

使用使用使用使用することはすることはすることはすることは決決決決してできませんしてできませんしてできませんしてできません（（（（ただしただしただしただし GMT ゲームゲームゲームゲームのののの機関誌機関誌機関誌機関誌

C3I においにおいにおいにおいてててて、、、、このこのこのこのルールルールルールルールをををを Zero！！！！にまでにまでにまでにまで適用適用適用適用できるできるできるできる記事記事記事記事がいがいがいがい

ずれずれずれずれ掲載掲載掲載掲載されるかもしれませんされるかもしれませんされるかもしれませんされるかもしれません）。）。）。）。ただしただしただしただし乗機乗機乗機乗機とできるとできるとできるとできる機体機体機体機体がががが共共共共

通通通通しているしているしているしている限限限限りにおいてりにおいてりにおいてりにおいて両両両両ゲームゲームゲームゲームのののの熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを混混混混ぜぜぜぜ合合合合わせわせわせわせ

てててて使用使用使用使用することはすることはすることはすることは自由自由自由自由ですですですです。。。。 
    なおこのなおこのなおこのなおこのルールルールルールルール変更変更変更変更はははは、、、、次次次次のののの２２２２つのつのつのつの理由理由理由理由によりますによりますによりますによります。。。。まずまずまずまず第一第一第一第一

にににに序盤戦序盤戦序盤戦序盤戦をををを経経経経てててて、、、、両軍両軍両軍両軍のののの空中勤務者空中勤務者空中勤務者空中勤務者にににに生生生生じたじたじたじた練度練度練度練度のののの大大大大きなきなきなきな変動変動変動変動

ををををモデルモデルモデルモデル化化化化するするするする為為為為にににに。。。。第二第二第二第二にににに日本軍日本軍日本軍日本軍のののの未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット[ 19.4 ]にににに
関関関関するするするするルールルールルールルールをををを取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる為為為為にですにですにですにです。。。。 
 
    ちなみにちなみにちなみにちなみにプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、このこのこのこの新新新新しいしいしいしいルールルールルールルールががががキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでででで使使使使ええええ

るるるる熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの数数数数をかなりをかなりをかなりをかなり減減減減らすらすらすらす点点点点にににに注注注注意意意意しておいてくださしておいてくださしておいてくださしておいてくださ

いいいい。。。。 
 
19.24     熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定：：：： 
 
    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・ミッションミッションミッションミッションまたはまたはまたはまたはストライクストライクストライクストライクをををを開始開始開始開始するするするする前前前前にににに、、、、両軍両軍両軍両軍

はははは熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがそのがそのがそのがそのミッションミッションミッションミッション/ストライクストライクストライクストライクにににに参加参加参加参加しているかどしているかどしているかどしているかど

うかうかうかうか以下以下以下以下のののの方法方法方法方法によってによってによってによって判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
１１１１）．）．）．）．ミッションミッションミッションミッションまたはまたはまたはまたはストライクストライクストライクストライクにににに参加参加参加参加するするするする各戦闘機各戦闘機各戦闘機各戦闘機またはまたはまたはまたは軽爆撃軽爆撃軽爆撃軽爆撃

機機機機（（（（ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンをををを含含含含））））ごとにごとにごとにごとに１１１１枚枚枚枚ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きますきますきますきます。。。。

このこのこのこの際際際際、、、、望望望望むならむならむならむなら１１１１枚引枚引枚引枚引くくくく毎毎毎毎にににに山札山札山札山札（（（（デッキデッキデッキデッキ））））にそれをにそれをにそれをにそれを戻戻戻戻しししし再再再再びびびび混混混混

ぜぜぜぜ直直直直してしてしてして次次次次をををを引引引引くことにしてもくことにしてもくことにしてもくことにしても構構構構いませんいませんいませんいません。。。。 
２２２２）．）．）．）．アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いたらいたらいたらいたら、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカード右右右右側側側側にあるにあるにあるにある

「「「「 熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの有無判定表有無判定表有無判定表有無判定表( Pilot/Crew Selection 
Table)」」」」にににに当当当当てはめててはめててはめててはめて判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
３３３３）．）．）．）．もしもしもしもし引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードとそのとそのとそのとそのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその航空機航空機航空機航空機がががが所所所所

属属属属するするするする軍軍軍軍とがとがとがとが合致合致合致合致したならしたならしたならしたなら、、、、そのそのそのその航空機航空機航空機航空機にににに搭乗搭乗搭乗搭乗できるできるできるできる熟練熟練熟練熟練パイロパイロパイロパイロ

ットットットット/クルークルークルークルーのののの中中中中からからからから無作為無作為無作為無作為にににに引引引引きききき抜抜抜抜いてそのいてそのいてそのいてその航空機航空機航空機航空機にににに搭乗搭乗搭乗搭乗させさせさせさせ

ることができますることができますることができますることができます。。。。米軍米軍米軍米軍のののの場合場合場合場合、、、、同同同同じじじじ機種機種機種機種(F4F/F4U/TBF/SBD
等等等等)でもでもでもでも海軍航空隊海軍航空隊海軍航空隊海軍航空隊とととと海兵航空隊海兵航空隊海兵航空隊海兵航空隊とでとでとでとで別別別別々々々々のののの熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを持持持持

つつつつ場合場合場合場合があるのでがあるのでがあるのでがあるので注意注意注意注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい（（（（見分見分見分見分けやすいようにけやすいようにけやすいようにけやすいように海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの

パイロットパイロットパイロットパイロットはははは上上上上のののの縁取縁取縁取縁取りがりがりがりが赤赤赤赤になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに米海軍米海軍米海軍米海軍はははは

青青青青、、、、陸軍陸軍陸軍陸軍はははは草色草色草色草色ですですですです）。）。）。）。どのどのどのどのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンややややミッションミッションミッションミッションでででで海軍海軍海軍海軍とととと海海海海

兵隊兵隊兵隊兵隊どちらをどちらをどちらをどちらを使使使使うかがうかがうかがうかが決決決決まっていますまっていますまっていますまっています。。。。それらはそれらはそれらはそれらは決決決決してしてしてして混在混在混在混在できできできでき

ませんませんませんません。。。。 



    そのそのそのその区別区別区別区別はははは以下以下以下以下ののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインにににに従従従従ってってってって下下下下さいさいさいさい：：：： 
 
☆☆☆☆ガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル戦役戦役戦役戦役(Guadalcanal):どちらでもどちらでもどちらでもどちらでも好好好好きなきなきなきな方方方方をををを選択選択選択選択でででで

きますきますきますきます。。。。 
 
☆☆☆☆第二次第二次第二次第二次ソロモンソロモンソロモンソロモン海戦海戦海戦海戦(Eastern Solomons)：：：：空母艦載機空母艦載機空母艦載機空母艦載機／／／／海軍海軍海軍海軍、、、、

ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン航空隊航空隊航空隊航空隊／／／／海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊 
 
☆☆☆☆南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦(Santa Cruz)：：：：海軍海軍海軍海軍 
 
☆☆☆☆中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン戦役戦役戦役戦役(Solomon Islands)：：：：アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引

いていていていて青青青青ならならならなら「「「「海軍海軍海軍海軍」、」、」、」、それそれそれそれ以外以外以外以外（（（（赤赤赤赤・・・・白白白白））））ならならならなら「「「「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊」」」」所属所属所属所属。。。。 
 
☆☆☆☆比島戦役比島戦役比島戦役比島戦役(Philippines 1944)：：：：ほぼほぼほぼほぼ海軍海軍海軍海軍、、、、ただしただしただしただしミッションミッションミッションミッション 16 のののの

みみみみ海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊としますとしますとしますとします。。。。 
 
☆☆☆☆沖縄戦役沖縄戦役沖縄戦役沖縄戦役(Okinawa)：：：：そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションがががが海兵隊用海兵隊用海兵隊用海兵隊用ならならならなら海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊、、、、

それそれそれそれ以外以外以外以外ならならならなら海軍海軍海軍海軍ですですですです。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは一機一機一機一機にににに一人一人一人一人までですまでですまでですまでです。。。。ただしただしただしただし可能可能可能可能なななな限限限限りりりり熟熟熟熟

練練練練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに搭乗搭乗搭乗搭乗させなければなりませんさせなければなりませんさせなければなりませんさせなければなりません。。。。 
熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットががががウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンにににに割割割割りりりり当当当当てられたてられたてられたてられた場合場合場合場合、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補補補補

助助助助 カ ー ドカ ー ドカ ー ドカ ー ド 右 側 下右 側 下右 側 下右 側 下 に あ るに あ るに あ るに あ る 「「「「 熟 練熟 練熟 練熟 練 ウ イ ン グ マ ンウ イ ン グ マ ンウ イ ン グ マ ンウ イ ン グ マ ン 換 算 表換 算 表換 算 表換 算 表 (Skilled 
Wingman Table)」」」」をををを使使使使ってってってって、、、、そのそのそのそのボーナスボーナスボーナスボーナス能力能力能力能力をををを活活活活かしてかしてかしてかして下下下下ささささ

いいいい。。。。 
    もしもしもしもしリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機がががが撃墜撃墜撃墜撃墜されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、熟練熟練熟練熟練したしたしたしたウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンははははリーリーリーリー

ダーダーダーダー機機機機にににに格上格上格上格上げされてげされてげされてげされて通常通通常通通常通通常通りそのりそのりそのりそのボーナスボーナスボーナスボーナス能力能力能力能力をををを使用使用使用使用するこするこするこするこ

とになりますとになりますとになりますとになります。。。。 
    なおそのなおそのなおそのなおそのミッションミッションミッションミッション／／／／ストライクストライクストライクストライクにににに参加参加参加参加できるできるできるできる熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの上上上上

限数限数限数限数はははは、、、、ゲームゲームゲームゲームにににに用意用意用意用意されているされているされているされている駒駒駒駒のののの数数数数まででまででまででまでで、、、、またまたまたまたキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンカードンカードンカードンカード左下部左下部左下部左下部のののの特別特別特別特別ルールルールルールルールによってによってによってによって制限制限制限制限がががが加加加加えられているえられているえられているえられている場場場場

合合合合がありますがありますがありますがあります（（（（例例例例えばえばえばえば日本軍日本軍日本軍日本軍のののの場合場合場合場合、、、、サンタサンタサンタサンタ・・・・クルズクルズクルズクルズ・・・・キャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンンにおけるにおけるにおけるにおける各一回各一回各一回各一回ののののストライクストライクストライクストライクにつきにつきにつきにつき熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは一人一人一人一人までしまでしまでしまでし

かかかか参加参加参加参加できませんできませんできませんできません）。）。）。）。またまたまたまたミッションミッションミッションミッション/ストライクストライクストライクストライクにににに参加参加参加参加するするするする航空機航空機航空機航空機

によってはによってはによってはによっては、、、、それにそれにそれにそれに搭乗搭乗搭乗搭乗できるできるできるできる熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがががが存在存在存在存在しないしないしないしない事事事事もももも

ありますありますありますあります（（（（例例例例えばえばえばえば Ki-30 九七式軽爆撃機九七式軽爆撃機九七式軽爆撃機九七式軽爆撃機）。）。）。）。 
 
例外例外例外例外：：：：選択選択選択選択ルールルールルールルール〔〔〔〔19.4〕〕〕〕採用時採用時採用時採用時にはにはにはには全全全全てのてのてのての航空機航空機航空機航空機についてについてについてについて、、、、そそそそ

れをれをれをれを未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーがががが操操操操っているかもしれないっているかもしれないっているかもしれないっているかもしれないカードカードカードカード引引引引

きをきをきをきを行行行行わなければなりませんわなければなりませんわなければなりませんわなければなりません。。。。 
    ちなみにちなみにちなみにちなみに間違間違間違間違えやすいのでえやすいのでえやすいのでえやすいので注意注意注意注意していただきたいのはしていただきたいのはしていただきたいのはしていただきたいのは、、、、日本海日本海日本海日本海

軍軍軍軍のののの「「「「零戦零戦零戦零戦(A6M) 」」」」熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは、、、、決決決決してしてしてして「「「「二式水上戦闘機二式水上戦闘機二式水上戦闘機二式水上戦闘機

(A6M2-N Rufe)」」」」をををを乗機乗機乗機乗機とするとするとするとする事事事事ができないができないができないができない点点点点ですですですです。。。。 
なおなおなおなお Zero！！！！にににに用意用意用意用意されているされているされているされている「「「「零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)」」」」熟練熟練熟練熟練パイパイパイパイ

ロットロットロットロットはははは、「、「、「、「零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型(A6M3)」」」」およびおよびおよびおよび「「「「零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5)」」」」をををを

自由自由自由自由にそのにそのにそのにその乗機乗機乗機乗機とするとするとするとする事事事事ができますができますができますができます 
 
19.26     歴史上歴史上歴史上歴史上のののの名名名名パイロットパイロットパイロットパイロット（（（（選択選択選択選択ルールルールルールルール）：）：）：）： 
 
    プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカード右側右側右側右側のののの「「「「熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの有無判定有無判定有無判定有無判定

表表表表( Pilot/Crew Selection Table)」」」」右端部右端部右端部右端部にはにはにはには各各各各々々々々ののののキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンンでででで歴史上存在歴史上存在歴史上存在歴史上存在したしたしたした熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがががが列挙列挙列挙列挙されていますされていますされていますされています。。。。 
    プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが望望望望むならむならむならむなら、、、、熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット選択選択選択選択をそれらのをそれらのをそれらのをそれらのパイロットパイロットパイロットパイロット

のののの中中中中からだけにからだけにからだけにからだけに制限制限制限制限することができますることができますることができますることができますすすす。。。。なおなおなおなお熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット駒駒駒駒

のののの場合場合場合場合、、、、裏裏裏裏とととと表表表表でででで全全全全くのくのくのくの別人別人別人別人をををを表表表表しているのでしているのでしているのでしているので、、、、指指指指でででで触触触触ってってってって引引引引くのくのくのくの

ではなくではなくではなくではなく、、、、目目目目をををを割割割割りりりり当当当当ててててててててサイコロサイコロサイコロサイコロでででで決決決決めるかめるかめるかめるか、、、、駒駒駒駒をををを落落落落としてとしてとしてとして上上上上をををを

向向向向いているいているいているいている方方方方にするなどにするなどにするなどにするなど工夫工夫工夫工夫してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
19.3    熟練乗員熟練乗員熟練乗員熟練乗員 
 
19.34     爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員爆撃機熟練乗員のののの有無判定有無判定有無判定有無判定：：：： 
 
    熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定[ 19.24 ]とととと同同同同じじじじ方法方法方法方法でこれらもでこれらもでこれらもでこれらも判定判定判定判定ささささ

れますれますれますれます。。。。しかししかししかししかしパイロットパイロットパイロットパイロットとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、熟練乗員熟練乗員熟練乗員熟練乗員がががが乗乗乗乗りりりり込込込込めるめるめるめる爆撃爆撃爆撃爆撃

機機機機のののの種類種類種類種類はははは極極極極めてめてめてめて限限限限られていますられていますられていますられています。。。。 
註註註註：「：「：「：「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ではではではでは米軍米軍米軍米軍のののの場合場合場合場合コンソリコンソリコンソリコンソリ B-24 リベリベリベリベ

レイターレイターレイターレイター重爆撃機重爆撃機重爆撃機重爆撃機とととと B-25 ミッチミッチミッチミッチェルェルェルェル中爆中爆中爆中爆、、、、日本海軍日本海軍日本海軍日本海軍のののの場合一式場合一式場合一式場合一式

陸攻陸攻陸攻陸攻だけにしかだけにしかだけにしかだけにしか熟練熟練熟練熟練クルークルークルークルーがががが存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。 
 
19.4    未錬成操縦士未錬成操縦士未錬成操縦士未錬成操縦士とととと爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員（（（（Green Pilots/Crews：：：：選択選択選択選択ルルルル

ールールールール）））） 
 
編註編註編註編註：：：：1941年年年年 12月月月月のののの真珠湾奇襲時真珠湾奇襲時真珠湾奇襲時真珠湾奇襲時にはにはにはには恐恐恐恐らくらくらくらく練度世界一練度世界一練度世界一練度世界一をををを誇誇誇誇っっっっ

ていたていたていたていた日本軍日本軍日本軍日本軍パイロットパイロットパイロットパイロットでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、1944 年年年年もももも半半半半ばとなるとばとなるとばとなるとばとなると日本軍日本軍日本軍日本軍

パイロットパイロットパイロットパイロット／／／／クルークルークルークルーのののの飛行技術飛行技術飛行技術飛行技術はははは著著著著しくしくしくしく劣化劣化劣化劣化していましたしていましたしていましたしていました ――――神風神風神風神風

特攻特攻特攻特攻はこうしたはこうしたはこうしたはこうした技量未熟技量未熟技量未熟技量未熟ななななパイロットパイロットパイロットパイロットにににに唯一期待唯一期待唯一期待唯一期待できたできたできたできた戦術戦術戦術戦術だっだっだっだっ

たのですたのですたのですたのです―――― 。。。。そのそのそのその原因原因原因原因はははは？？？？ 
    皮肉皮肉皮肉皮肉にもにもにもにも緒戦時緒戦時緒戦時緒戦時にににに目覚目覚目覚目覚ましいましいましいましい戦果戦果戦果戦果をををを挙挙挙挙げたげたげたげた日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機のののの格格格格

闘戦能力闘戦能力闘戦能力闘戦能力とととと、、、、爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機のののの長大長大長大長大なななな航続距離航続距離航続距離航続距離にありましたにありましたにありましたにありました（（（（なおなおなおなお緒戦緒戦緒戦緒戦のののの

日本機日本機日本機日本機のののの戦果戦果戦果戦果はははは中国中国中国中国でででで実戦経験実戦経験実戦経験実戦経験のあるのあるのあるのある編隊編隊編隊編隊リーダークラスリーダークラスリーダークラスリーダークラスのごのごのごのご

くくくく一部一部一部一部のののの操縦士操縦士操縦士操縦士がががが挙挙挙挙げたものでげたものでげたものでげたもので、、、、他他他他のののの僚機僚機僚機僚機はただはただはただはただ付付付付いていっていていっていていっていていって

見見見見ていただけというていただけというていただけというていただけという側面側面側面側面もももも見逃見逃見逃見逃せませんせませんせませんせません）。）。）。）。これをこれをこれをこれを過信過信過信過信するするするする日本日本日本日本

軍軍軍軍はははは、、、、ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島でででで繰繰繰繰りりりり広広広広げられたげられたげられたげられた航空撃滅戦航空撃滅戦航空撃滅戦航空撃滅戦のののの結果結果結果結果、、、、台南台南台南台南

空空空空をををを筆頭筆頭筆頭筆頭とするとするとするとする熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの多多多多くをくをくをくを消耗消耗消耗消耗しししし尽尽尽尽くしてしまったのくしてしまったのくしてしまったのくしてしまったの

ですですですです。。。。 
    もともともともともともともともと戦争戦争戦争戦争しながらしながらしながらしながら膨膨膨膨らますらますらますらます事事事事のできるのできるのできるのできるパイロットパイロットパイロットパイロットのののの数数数数でででで日本日本日本日本

がががが米国米国米国米国にににに対抗対抗対抗対抗できるはずができるはずができるはずができるはずが無無無無くくくく、、、、開戦後開戦後開戦後開戦後にににに水増水増水増水増ししたししたししたしした操縦士同操縦士同操縦士同操縦士同

士士士士のののの比較比較比較比較ではではではでは日米日米日米日米のののの練習量練習量練習量練習量のののの差差差差はははは開開開開くくくく一方一方一方一方だったのですだったのですだったのですだったのです。。。。操縦操縦操縦操縦

士士士士のののの技量技量技量技量はははは基基基基本的本的本的本的にににに飛行時間飛行時間飛行時間飛行時間にににに比例比例比例比例するしかなくするしかなくするしかなくするしかなく、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの場場場場

合合合合それがそれがそれがそれが 1944年半年半年半年半ばにはばにはばにはばには練習機材練習機材練習機材練習機材とととと燃料燃料燃料燃料のののの不足不足不足不足からからからから練習時間練習時間練習時間練習時間

のののの４４４４割割割割をををを削減削減削減削減せざるをえずせざるをえずせざるをえずせざるをえず、、、、45 年以降年以降年以降年以降のののの練習生練習生練習生練習生にににに至至至至ってはってはってはっては正規正規正規正規

のののの錬成教育錬成教育錬成教育錬成教育をををを行行行行うのはうのはうのはうのは三分三分三分三分のののの一一一一だけでだけでだけでだけで、、、、残残残残りはりはりはりは各部隊各部隊各部隊各部隊のののの予備搭予備搭予備搭予備搭

乗員乗員乗員乗員とされとされとされとされ飛行機飛行機飛行機飛行機にににに乗乗乗乗るるるる事事事事さえできませんでしたさえできませんでしたさえできませんでしたさえできませんでした。。。。かくしてかくしてかくしてかくして熟練熟練熟練熟練

搭乗員搭乗員搭乗員搭乗員にににに育育育育てててて上上上上げるげるげるげる燃料燃料燃料燃料とととと機材機材機材機材とととと時間時間時間時間がないままがないままがないままがないまま、、、、体当体当体当体当たりしにたりしにたりしにたりしに

敵艦敵艦敵艦敵艦までまでまでまで辿辿辿辿りりりり着着着着ければいいぐらいのければいいぐらいのければいいぐらいのければいいぐらいの速成速成速成速成がががが目標目標目標目標とされたのですとされたのですとされたのですとされたのです。。。。 
 
    これからこれからこれからこれから述述述述べるべるべるべるルールルールルールルールのののの導入導入導入導入はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで両両両両プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤのののの同意同意同意同意がががが

得得得得られたられたられたられた場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ可能可能可能可能ですですですです。。。。このこのこのこのルールルールルールルールのののの採用採用採用採用ははははキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンゲンゲンゲンゲームームームームにおけるにおけるにおけるにおける日本軍日本軍日本軍日本軍のののの勝利勝利勝利勝利をををを非常非常非常非常にににに難難難難しくしてしまうしくしてしまうしくしてしまうしくしてしまう事事事事にににに留留留留

意意意意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
    しかししかししかししかし帝國陸軍帝國陸軍帝國陸軍帝國陸軍とととと帝國海軍帝國海軍帝國海軍帝國海軍がががが史実史実史実史実においてにおいてにおいてにおいて戦争後半戦争後半戦争後半戦争後半にににに直面直面直面直面しししし

たたたた厳厳厳厳しいしいしいしい現実現実現実現実をををを直視直視直視直視するならするならするならするなら是非導入是非導入是非導入是非導入をををを検討検討検討検討すべきでしょうすべきでしょうすべきでしょうすべきでしょう。。。。 
 
19.41    未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの有無判定有無判定有無判定有無判定：：：： 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの有無判定有無判定有無判定有無判定はははは、、、、熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無有無有無有無

判定判定判定判定〔〔〔〔19.24〕〕〕〕とととと同様同様同様同様のののの方法方法方法方法でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 
熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定でででで引引引引いたいたいたいたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードはははは、、、、同時同時同時同時にににに未未未未

錬成錬成錬成錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの有無判定有無判定有無判定有無判定としてもとしてもとしてもとしても用用用用いられますいられますいられますいられます。。。。 
 
例示例示例示例示: 南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦（（（（サンタサンタサンタサンタ・・・・クルズクルズクルズクルズ））））キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンににににおいておいておいておいて、、、、日日日日

本本本本はははは零戦零戦零戦零戦(A6M2)についてについてについてについて熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無有無有無有無のののの為為為為ににににアクショアクショアクショアクショ

ンカードンカードンカードンカードをををを引引引引きましたきましたきましたきました。。。。もしそれがもしそれがもしそれがもしそれが IN MY SIGHTS (2B) であればであればであればであれば

熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを得得得得ますますますます ―――― しかしそれがしかしそれがしかしそれがしかしそれが VERTICAL ROLL でででで

あるならあるならあるならあるなら未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットをををを搭乗搭乗搭乗搭乗させなければならないのですさせなければならないのですさせなければならないのですさせなければならないのです。。。。

それそれそれそれ以外以外以外以外ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードであればであればであればであれば、、、、どちらのどちらのどちらのどちらのタイプタイプタイプタイプののののパイロッパイロッパイロッパイロッ

トトトトもももも得得得得られませんられませんられませんられません。。。。 
 
10.42    やってきたやってきたやってきたやってきた未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーはははは、、、、以下以下以下以下のののの手順手順手順手順でそのでそのでそのでその

搭乗機搭乗機搭乗機搭乗機をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットはははは、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりりウイングマンウイングマンウイングマンウイングマン（（（（それがなければそれがなければそれがなければそれがなければ

リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機））））にににに割割割割りりりり当当当当てられなければなりませんてられなければなりませんてられなければなりませんてられなければなりません。。。。またまたまたまた未錬成未錬成未錬成未錬成パパパパ

イロットイロットイロットイロット/クルークルークルークルーはははは、、、、熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの搭乗機搭乗機搭乗機搭乗機をををを決決決決めためためためた後後後後でででで

割割割割りりりり当当当当てますてますてますてます。。。。なおなおなおなお一一一一つのつのつのつの爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊のののの中中中中にににに複数複数複数複数のののの未錬成未錬成未錬成未錬成クルクルクルクル

ーーーー機機機機があってがあってがあってがあって構構構構いませんいませんいませんいません（（（（例例例例えばえばえばえば３３３３機機機機のののの爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機のののの内内内内、、、、２２２２機機機機にににに未錬未錬未錬未錬



成成成成クルークルークルークルーがががが乗乗乗乗っているなどっているなどっているなどっているなど）。）。）。）。 
 
19.43     未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーのののの影響影響影響影響：：：： 
 
    未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットととととクルークルークルークルーはははは、、、、以下以下以下以下のののの影響影響影響影響をををを与与与与えますえますえますえます：：：： 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットのののの操操操操るるるる戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの火力火力火力火力はははは、、、、１１１１減少減少減少減少しますしますしますします。。。。 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンのののの操操操操るるるる戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの攻撃力攻撃力攻撃力攻撃力はははは、、、、１１１１減少減少減少減少しますしますしますします。。。。

このこのこのこの攻撃力減少攻撃力減少攻撃力減少攻撃力減少はははは「「「「超高空超高空超高空超高空(Very High)」」」」やややや「「「「過重罰則過重罰則過重罰則過重罰則によるによるによるによる攻攻攻攻

撃力半減撃力半減撃力半減撃力半減〔〔〔〔17.15+Zero!errata〕」〕」〕」〕」にににに累積累積累積累積されるものですされるものですされるものですされるものです。。。。 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンともにともにともにともに、、、、各各各各ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマン攻撃攻撃攻撃攻撃またまたまたまた

ははははカードプレイカードプレイカードプレイカードプレイ手順手順手順手順においてにおいてにおいてにおいて、、、、敵敵敵敵ののののカードカードカードカードにににに反応反応反応反応（（（（レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス））））でででで

きるのはきるのはきるのはきるのは１１１１回回回回までにまでにまでにまでに限定限定限定限定されますされますされますされます（（（（言言言言いいいい換換換換えるならえるならえるならえるなら青青青青またはまたはまたはまたは白白白白カカカカ

ードードードードのどちらかをのどちらかをのどちらかをのどちらかを１１１１枚枚枚枚までしかまでしかまでしかまでしか使使使使えないのですえないのですえないのですえないのです）。）。）。）。 
 
例示例示例示例示 : 未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットがががが操操操操るるるる零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5) がががが、、、、米軍米軍米軍米軍のののの

F6F ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットにににに中立状態中立状態中立状態中立状態からからからから攻撃攻撃攻撃攻撃されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの時時時時、、、、零戦零戦零戦零戦

側側側側のののの手札手札手札手札にはにはにはには MANEUVERING がががが１１１１枚枚枚枚とととと TIGHT TURN がががが２２２２枚枚枚枚

ありましたありましたありましたありました。。。。ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットはははは IN MY SIGHTS (1 火力火力火力火力/2 ダメージダメージダメージダメージ)
をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし零戦零戦零戦零戦はははは TIGHT TURN でででで反応反応反応反応しましたしましたしましたしました。。。。

更更更更ににににヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットはははは TIGHT TURN でこれにでこれにでこれにでこれに反応反応反応反応しましたしましたしましたしました。。。。こうなこうなこうなこうな

るとるとるとると未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットがががが操操操操るるるる零戦零戦零戦零戦はははは２２２２枚目枚目枚目枚目のののの反応反応反応反応カードカードカードカードをををを出出出出すこすこすこすこ

とができないのでとができないのでとができないのでとができないので、、、、手札手札手札手札にににに TIGHT TURN をををを残残残残しながらしながらしながらしながら２２２２ダメージダメージダメージダメージ

をををを甘甘甘甘んじてんじてんじてんじて受受受受けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。 
さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの零戦零戦零戦零戦はははは、、、、そのそのそのそのカードプレイカードプレイカードプレイカードプレイ期期期期においてにおいてにおいてにおいて出出出出せるせるせるせる唯一唯一唯一唯一のののの

反応反応反応反応カードカードカードカードをををを使使使使ってしまったのでってしまったのでってしまったのでってしまったので、、、、ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットがががが更更更更にににに攻撃攻撃攻撃攻撃カードカードカードカード

をををを出出出出してもしてもしてもしても全全全全くくくく反応反応反応反応できできできできませんませんませんません。。。。そのそのそのその後後後後、、、、日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側のののの手番手番手番手番になっになっになっになっ

たたたた時時時時にこのにこのにこのにこの零戦零戦零戦零戦ははははヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットにににに対対対対してしてしてして MANEUVERING をををを出出出出しししし

ましたましたましたました。。。。これにこれにこれにこれに対対対対ししししヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットはははは TIGHT TURN でででで反応反応反応反応しましたしましたしましたしました。。。。

零戦零戦零戦零戦もこれにもこれにもこれにもこれに TIGHT TURN でででで反応反応反応反応しますしますしますします。。。。しかししかししかししかしヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットがががが

更更更更にこれににこれににこれににこれに反応反応反応反応するとするとするとすると、、、、もはやもはやもはやもはや零戦零戦零戦零戦はこのはこのはこのはこのカードプレイカードプレイカードプレイカードプレイ期期期期にににに一切一切一切一切

反応反応反応反応カードカードカードカードをををを出出出出せませんせませんせませんせません。。。。 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成クルークルークルークルーのののの操操操操るるるる爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機のののの編隊支援力編隊支援力編隊支援力編隊支援力(Turret Support 
Rating)ははははゼロゼロゼロゼロ（（（（００００））））とととと見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
 

未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーによるによるによるによる爆撃爆撃爆撃爆撃のののの結果結果結果結果はははは全全全全てててて１１１１段階軽減段階軽減段階軽減段階軽減

しますしますしますします（（（（例外例外例外例外：：：：神風特攻神風特攻神風特攻神風特攻にはにはにはには適用適用適用適用されませんされませんされませんされません）。）。）。）。このこのこのこの爆撃結果軽爆撃結果軽爆撃結果軽爆撃結果軽

減減減減はははは、、、、海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対するするするする公算公算公算公算(Saturation)爆撃爆撃爆撃爆撃〔〔〔〔21.63〕〕〕〕にににに累積累積累積累積しししし

ますますますます。。。。例例例例えばえばえばえば海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対してしてしてして公算爆撃公算爆撃公算爆撃公算爆撃をををを行行行行うううう未錬成未錬成未錬成未錬成クルークルークルークルーのののの

操操操操るるるる Ki-49 百式重爆百式重爆百式重爆百式重爆「「「「呑龍呑龍呑龍呑龍」」」」はははは、、、、決決決決してしてしてして「「「「致命弾致命弾致命弾致命弾(Vital) 」」」」をををを与与与与えるこえるこえるこえるこ

とができませんとができませんとができませんとができません（（（（致命弾致命弾致命弾致命弾→→→→直撃直撃直撃直撃にににに軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる為為為為）。）。）。）。 
 
19.44     このこのこのこのルールルールルールルールをををを採用採用採用採用しているしているしているしている場合場合場合場合、、、、全全全全てのてのてのての神風特攻機神風特攻機神風特攻機神風特攻機

〔〔〔〔28.0〕〕〕〕のののの搭乗員搭乗員搭乗員搭乗員はははは、、、、桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機をををを除除除除いていていていて、、、、全全全全てててて未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クククク
ルールールールーとととと見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
 
例示例示例示例示：：：：熟練熟練熟練熟練／／／／未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定 
 
    1944 年序盤年序盤年序盤年序盤(Early 1944)のののの中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

においてにおいてにおいてにおいて、、、、両軍両軍両軍両軍はははは歴史性歴史性歴史性歴史性をををを重視重視重視重視してしてしてして未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルークルークルークルーをををを

（（（（同時同時同時同時にににに史実史実史実史実のののの名名名名パイロットパイロットパイロットパイロット・・・・ルールルールルールルール〔〔〔〔19.26〕〕〕〕もももも））））採用採用採用採用するするするする事事事事にしまにしまにしまにしま

したしたしたした。。。。 
    これがこれがこれがこれがキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン最後最後最後最後のののの６６６６回目回目回目回目にあたるにあたるにあたるにあたるミッションミッションミッションミッションでででで引引引引いたいたいたいたカカカカ

ードードードードはははは 11 番番番番ののののブーゲンビルブーゲンビルブーゲンビルブーゲンビル島島島島エンプレスエンプレスエンプレスエンプレス・・・・オーガスタオーガスタオーガスタオーガスタ湾湾湾湾のののの米船団米船団米船団米船団

攻撃攻撃攻撃攻撃でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこのミッションミッションミッションミッションではではではでは帝國海軍帝國海軍帝國海軍帝國海軍がががが攻撃攻撃攻撃攻撃（（（（爆撃爆撃爆撃爆撃））））側側側側となりとなりとなりとなり、、、、

軽爆撃機扱軽爆撃機扱軽爆撃機扱軽爆撃機扱いのいのいのいの彗星彗星彗星彗星艦爆艦爆艦爆艦爆(D4Y)２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントとととと九九艦爆九九艦爆九九艦爆九九艦爆 11 型型型型

(D3A1)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントがががが攻撃隊攻撃隊攻撃隊攻撃隊となりますとなりますとなりますとなります。。。。日本側日本側日本側日本側はそのはそのはそのはその直掩直掩直掩直掩としとしとしとし

てててて増援増援増援増援１１１１をををを選選選選びびびび、、、、零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)とととと零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型(A6M3)それそれそれそれ

ぞれぞれぞれぞれ１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントがががが戦爆連合戦爆連合戦爆連合戦爆連合をををを組組組組んでんでんでんで飛飛飛飛びびびび立立立立つつつつ事事事事になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 
    これにこれにこれにこれに対対対対しししし米軍米軍米軍米軍はははは迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機としてとしてとしてとして増援増援増援増援５５５５をををを選選選選びびびび、、、、ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット

＆＆＆＆コルセアコルセアコルセアコルセア各各各各１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを邀撃邀撃邀撃邀撃にににに向向向向かわせるかわせるかわせるかわせる事事事事にしましたにしましたにしましたにしました（（（（選択選択選択選択

肢肢肢肢としてとしてとしてとして米陸軍米陸軍米陸軍米陸軍(USAAF)のののの P-38Jライトニングライトニングライトニングライトニング双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機にするにするにするにする

こともできましたがこともできましたがこともできましたがこともできましたが、、、、そうせずにそうせずにそうせずにそうせずに）。）。）。）。 
    ここでここでここでここで両軍両軍両軍両軍ともともともとも熟練熟練熟練熟練／／／／未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

まずまずまずまず日本側日本側日本側日本側がががが零戦零戦零戦零戦についてについてについてについて４４４４枚枚枚枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きますきますきますきます（（（（零戦零戦零戦零戦

のののの場合場合場合場合、、、、型番型番型番型番にににに関関関関わりなくどのわりなくどのわりなくどのわりなくどの機体機体機体機体にもにもにもにも零戦搭乗員零戦搭乗員零戦搭乗員零戦搭乗員(A6M) をををを乗乗乗乗

せられませられませられませられますすすす）。）。）。）。そのそのそのその結果結果結果結果 VERTICAL ROLL がががが１１１１枚枚枚枚、、、、TIGHT 
TURN２２２２枚枚枚枚、、、、HALF LOOP １１１１枚枚枚枚でしたでしたでしたでした。。。。これをこれをこれをこれを「「「「熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット/クククク
ルールールールーのののの有無判定表有無判定表有無判定表有無判定表( Pilot/Crew Selection Table)」」」」にににに当当当当てはめててはめててはめててはめて

みますみますみますみます。。。。零戦零戦零戦零戦はははは帝國海軍帝國海軍帝國海軍帝國海軍(IJN)所属所属所属所属ですからですからですからですから VERTICAL ROLL
１１１１枚枚枚枚でででで熟練搭乗員熟練搭乗員熟練搭乗員熟練搭乗員がががが１１１１名名名名、、、、同同同同じくじくじくじく TIGHT TURN ２２２２枚枚枚枚でででで未錬成搭未錬成搭未錬成搭未錬成搭

乗員乗員乗員乗員がががが２２２２名名名名やってきますやってきますやってきますやってきます。。。。日本側日本側日本側日本側はははは当該欄当該欄当該欄当該欄のののの右端右端右端右端にあるにあるにあるにある「「「「史実史実史実史実のののの

名名名名パイロットパイロットパイロットパイロット(Historical Pilots)」」」」７７７７人人人人のののの中中中中からからからから無作為引無作為引無作為引無作為引きしてきしてきしてきして杉杉杉杉

田田田田＊＊＊＊をををを得得得得ましたましたましたました。。。。日本側日本側日本側日本側はははは零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型(A6M3)ののののリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに杉杉杉杉

田田田田をををを搭乗搭乗搭乗搭乗させさせさせさせ、、、、未錬成搭乗員未錬成搭乗員未錬成搭乗員未錬成搭乗員をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの型番型番型番型番のののの零戦零戦零戦零戦ウイングウイングウイングウイング

マンマンマンマンにににに乗乗乗乗せますせますせますせます（（（（Green Wingman マーカマーカマーカマーカをををを零戦零戦零戦零戦ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンにににに

置置置置くことでくことでくことでくことで区別区別区別区別しますしますしますします）。）。）。）。次次次次にににに九九艦爆九九艦爆九九艦爆九九艦爆(D3A1)についてについてについてについて２２２２枚引枚引枚引枚引きききき、、、、

そのそのそのその結果結果結果結果 IN MY SIGHTS とととと Out of the Sunでしたのででしたのででしたのででしたので熟練熟練熟練熟練／／／／未未未未

錬成錬成錬成錬成ともにともにともにともに無無無無しでしたしでしたしでしたしでした。。。。最後最後最後最後にににに彗星艦爆彗星艦爆彗星艦爆彗星艦爆についてについてについてについて４４４４枚引枚引枚引枚引きききき、、、、そのそのそのその

結果結果結果結果はははは MANEUVERING １１１１枚枚枚枚とととと TIGHT TURN １１１１枚枚枚枚、、、、そしてそしてそしてそして

Barrel Roll がががが２２２２枚枚枚枚でしたでしたでしたでした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより３３３３人人人人のののの未錬成搭乗員未錬成搭乗員未錬成搭乗員未錬成搭乗員をををを受受受受けけけけ

取取取取りりりり、、、、彗彗彗彗星星星星２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントのののの両両両両ウイングマンウイングマンウイングマンウイングマン機機機機にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ「「「「Green 
Wingman」」」」マーカマーカマーカマーカをををを、、、、１１１１つのつのつのつのリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに「「「「Green Leader」」」」マーカマーカマーカマーカ

をををを置置置置きましたきましたきましたきました。。。。 
    続続続続いていていていて米軍側米軍側米軍側米軍側はまずはまずはまずはまずコルセアコルセアコルセアコルセアについてそのについてそのについてそのについてその所属所属所属所属をををを決決決決めなけれめなけれめなけれめなけれ

ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの場場場場

合合合合、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて青青青青ならならならなら「「「「海軍海軍海軍海軍」、」、」、」、それそれそれそれ以外以外以外以外（（（（赤赤赤赤・・・・白白白白））））なななな

らららら「「「「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊」」」」所属所属所属所属のののの判定判定判定判定がががが必要必要必要必要だからですだからですだからですだからです〔〔〔〔19.24〕。〕。〕。〕。そこでそこでそこでそこで１１１１枚引枚引枚引枚引

くとくとくとくと SCISSOR（（（（白白白白））））でしたでしたでしたでした。。。。これによりこれによりこれによりこれによりコルセアコルセアコルセアコルセアはははは海兵隊所属海兵隊所属海兵隊所属海兵隊所属とととと判判判判

定定定定されましたされましたされましたされました（（（（ちなみにちなみにちなみにちなみにヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットはははは海軍海軍海軍海軍しかしかしかしか有有有有りりりり得得得得まままませんのでせんのでせんのでせんので

判定判定判定判定はははは行行行行いませんいませんいませんいません）。）。）。）。 
    海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊(USMC)とととと決決決決まったまったまったまった後後後後にににに２２２２枚引枚引枚引枚引いたいたいたいた結果結果結果結果、、、、SCISSOR１１１１枚枚枚枚

とととと FULL THROTTLE １１１１枚枚枚枚でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、２２２２機機機機ともともともとも熟練熟練熟練熟練バイロットバイロットバイロットバイロットにににに

なりますなりますなりますなります。「。「。「。「史実史実史実史実のののの名名名名パイロットパイロットパイロットパイロット」」」」コルセアコルセアコルセアコルセア版版版版５５５５人人人人のののの中中中中からからからから無作為無作為無作為無作為

引引引引きしてきしてきしてきして Boyington（（（（能力能力能力能力 CV,A））））とととと Thomas（（（（能力能力能力能力 P,H））））をををを得得得得ましましましまし

たたたた。。。。どちらをどちらをどちらをどちらをリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに乗乗乗乗せるかをせるかをせるかをせるかを決決決決めるめるめるめる為為為為にににに「「「「熟練熟練熟練熟練ウイングマウイングマウイングマウイングマ

ンンンン換算表換算表換算表換算表(Skilled Wingman Table)」」」」をををを見見見見たところたところたところたところ、、、、Boyington（（（（能能能能

力力力力 CV,A ））））ははははウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンとしてとしてとしてとして何何何何のののの特典特典特典特典もももも無無無無くくくく不適任不適任不適任不適任でででで、、、、一方一方一方一方

Thomas（（（（能力能力能力能力 P,H））））はははは攻防力攻防力攻防力攻防力どちらもどちらもどちらもどちらも１１１１増加増加増加増加とととと適任適任適任適任であるであるであるである事事事事がががが分分分分

かったのでかったのでかったのでかったので、、、、Boyington ををををリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに乗乗乗乗せせせせ、、、、Thomasをそのをそのをそのをそのウィウィウィウィ

ングマンングマンングマンングマンとしましたとしましたとしましたとしました。。。。 
    次次次次 にににに ヘ ル キ ャ ッ トヘ ル キ ャ ッ トヘ ル キ ャ ッ トヘ ル キ ャ ッ ト に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て ２２２２ 枚 引枚 引枚 引枚 引 きききき 、、、、 そ のそ のそ のそ の 結 果結 果結 果結 果 はははは

MANEUVERING １１１１枚枚枚枚とととと Out of the Sunがががが１１１１枚枚枚枚でしたでしたでしたでした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより

１１１１名名名名のののの熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを得得得得ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、６６６６人人人人いるいるいるいるヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット熟練熟練熟練熟練

パイロットパイロットパイロットパイロットのののの中中中中からからからから Harris をををを引引引引きききき当当当当てててて（（（（ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島ににににヘルキャッヘルキャッヘルキャッヘルキャッ

トトトトのののの歴史的名歴史的名歴史的名歴史的名パイロットパイロットパイロットパイロットはははは存在存在存在存在しないのでしないのでしないのでしないので、、、、それにこだわらずそれにこだわらずそれにこだわらずそれにこだわらず

F6F とととと記載記載記載記載されたされたされたされた熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット駒駒駒駒のののの中中中中かかかからららら無作為選択無作為選択無作為選択無作為選択できまできまできまできま

すすすす）、）、）、）、ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットののののリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに乗乗乗乗せますせますせますせます。。。。 
 
＊編註：第 204 海軍航空隊／杉田庄一海軍二等飛行兵曹：杉田

二飛曹（戦死後、少尉）は、西沢中尉、岩本哲三中尉に続く海軍

３位のエースで、個人勘定では単独で 70 機、共同で 40 機撃墜し

たと記されています。その後、６空、263 空、201 空を経て 45 年１

月、343 空（二代）に転じ、紫電改を駆使して奮闘していましたが、

４月 15 日に戦死されました。ゼロ戦三二型は、1942 年８月からソ

ロモン方面の戦いに投入され、続いて登場した二一型とともにソ

ロモン航空戦の主役として活躍しましたが、航続力が短いため、

主として邀撃戦闘に使用されました。戦いが激しくなるにつれ隊

長機以外は、各人の搭乗機は固定されにくくなり（杉田二飛曹な

ど多くのエースを擁してソロモンで戦った 204 空も同様）、特に緊

急を要する迎激の場合は、身近の機に飛び乗って一刻を争って

発進するのが普通でした。 



 
21.0     新新新新たなたなたなたな爆撃方法爆撃方法爆撃方法爆撃方法 
 
21.6     公算公算公算公算(Saturation)爆撃爆撃爆撃爆撃のののの新戦術新戦術新戦術新戦術 
 
21.64    反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃(Skip Bombing) 
 
編註編註編註編註：：：：反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃とはとはとはとは、、、、あるあるあるある一定一定一定一定のののの速度速度速度速度・・・・高度高度高度高度でででで海面海面海面海面にににに爆弾爆弾爆弾爆弾をををを投下投下投下投下

するするするする事事事事でででで水切水切水切水切りとりとりとりと同様同様同様同様のののの原理原理原理原理によりによりによりにより爆弾爆弾爆弾爆弾がががが水面上水面上水面上水面上をををを跳跳跳跳ねねねね飛飛飛飛びなびなびなびな

がらがらがらがら直進直進直進直進するというするというするというするという爆撃方法爆撃方法爆撃方法爆撃方法ですですですです。。。。先先先先のののの大戦大戦大戦大戦ではではではでは爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機によるによるによるによる

艦船艦船艦船艦船へのへのへのへの公算爆撃公算爆撃公算爆撃公算爆撃はははは命中率命中率命中率命中率がががが低低低低くあまりくあまりくあまりくあまり脅威脅威脅威脅威になりませんでしになりませんでしになりませんでしになりませんでし

たがたがたがたが、、、、反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をををを採用採用採用採用したしたしたした後後後後はははは爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機のののの対艦攻撃力対艦攻撃力対艦攻撃力対艦攻撃力はははは飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的

にににに向上向上向上向上しししし、、、、通商破壊戦通商破壊戦通商破壊戦通商破壊戦にににに効果効果効果効果をををを挙挙挙挙げましたげましたげましたげました。。。。これがこれがこれがこれが初初初初めてめてめてめて実戦実戦実戦実戦にににに

使使使使われたのはわれたのはわれたのはわれたのは 1943年年年年 3 月月月月 3 日日日日のののの東部東部東部東部ニューギニアニューギニアニューギニアニューギニア・・・・ダンピールダンピールダンピールダンピール

海峡海峡海峡海峡でででで、、、、それまでそれまでそれまでそれまでポートモレスビーポートモレスビーポートモレスビーポートモレスビーでででで反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃のののの訓練訓練訓練訓練をををを重重重重ねてきねてきねてきねてき

たたたた米陸軍第米陸軍第米陸軍第米陸軍第５５５５航空軍航空軍航空軍航空軍のののの攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機によりによりによりにより、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍（（（（ラエラエラエラエ輸送輸送輸送輸送－－－－八十一八十一八十一八十一

号作戦号作戦号作戦号作戦－）－）－）－）のののの徴用輸送船七隻全徴用輸送船七隻全徴用輸送船七隻全徴用輸送船七隻全てとてとてとてと海軍輸送艦一隻海軍輸送艦一隻海軍輸送艦一隻海軍輸送艦一隻、、、、護衛駆逐護衛駆逐護衛駆逐護衛駆逐

艦四隻艦四隻艦四隻艦四隻がががが撃沈撃沈撃沈撃沈されされされされましたましたましたました。。。。 
    このこのこのこのゲームゲームゲームゲームでもでもでもでも「「「「中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」1943 年序年序年序年序

盤以降盤以降盤以降盤以降 (Early 1943 含含含含 ) のののの ミッションミッションミッションミッション においてにおいてにおいてにおいて 、、、、 米軍米軍米軍米軍 のののの 公算公算公算公算

(Saturation)爆撃可能爆撃可能爆撃可能爆撃可能なななな爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは超低空超低空超低空超低空(Very Low)でででで爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行

うことでうことでうことでうことで、、、、海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対してしてしてして反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をををを試試試試みることができますみることができますみることができますみることができます。。。。 
 
    反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をををを行行行行うううう公算公算公算公算(Saturation)爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、公算爆撃公算爆撃公算爆撃公算爆撃のののの代代代代わりわりわりわり

にににに水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃(Level Bombing:21.3〕〕〕〕をををを行行行行っているものとしますっているものとしますっているものとしますっているものとします。。。。従従従従

ってってってって公算爆撃公算爆撃公算爆撃公算爆撃によるによるによるによる命中率低下命中率低下命中率低下命中率低下〔〔〔〔21.63〕〕〕〕はははは適用適用適用適用されませんされませんされませんされません。。。。 
 
ただしただしただしただし反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をををを行行行行うううう航航航航空機空機空機空機はははは、、、、ノルデンノルデンノルデンノルデン爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器ボーナスボーナスボーナスボーナス

〔〔〔〔18.32〕〕〕〕のののの恩恵恩恵恩恵恩恵にににに与与与与ることができませんることができませんることができませんることができません。。。。 
 
27.0     新新新新しいしいしいしいミッションミッションミッションミッションとととと攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標 
 
27.1     攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標のののの特定特定特定特定（（（（Target Systems）））） 
 
27.11     各各各各キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・カードカードカードカード右下右下右下右下のののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表 (Mission 
Targets)」」」」でででで任務任務任務任務をををを決定決定決定決定したしたしたした際際際際、、、、もしももしももしももしも攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標(Target Type)のののの
アルファベットアルファベットアルファベットアルファベットがががが大文字大文字大文字大文字でででで記記記記されているならされているならされているならされているなら、、、、更更更更ににににアクションカーアクションカーアクションカーアクションカー

ドドドドをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・ログシートログシートログシートログシートのののの右側右側右側右側にあるにあるにあるにある「「「「攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標

特定表特定表特定表特定表(Target Systems Chart)」」」」にににに当当当当てはめててはめててはめててはめて目標目標目標目標をををを特定特定特定特定しましましましま

すすすす。。。。 
 
27.12    各各各各ミッションミッションミッションミッション決定決定決定決定のののの際際際際にはまずそのにはまずそのにはまずそのにはまずそのミッションミッションミッションミッションがががが行行行行われるわれるわれるわれる

時期時期時期時期をををを特定特定特定特定しししし、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いてそのいてそのいてそのいてその結果結果結果結果をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

各 陸 戦各 陸 戦各 陸 戦各 陸 戦 キ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ン ・・・・ カ ー ドカ ー ドカ ー ドカ ー ド のののの 右 上右 上右 上右 上 に あ るに あ るに あ るに あ る 「「「「 任 務 決 定 表任 務 決 定 表任 務 決 定 表任 務 決 定 表

(Missions)」」」」ににににカードカードカードカードをををを当当当当てはめててはめててはめててはめて番号番号番号番号をををを求求求求めめめめ、、、、そのそのそのその番号番号番号番号によりによりによりにより地地地地

図上図上図上図上のどこにのどこにのどこにのどこに対対対対するどんなするどんなするどんなするどんな任務任務任務任務かがかがかがかが分分分分かりますかりますかりますかります。。。。大抵大抵大抵大抵のののの場合場合場合場合、、、、そそそそ

のののの任務任務任務任務をををを行行行行うううう航空機航空機航空機航空機もももも指定指定指定指定されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその航空機航空機航空機航空機をををを有有有有するするするする側側側側がががが

攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側となりますとなりますとなりますとなります（（（（偵察偵察偵察偵察やややや空戦空戦空戦空戦のののの様様様様にににに攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側というというというという概念概念概念概念がががが適適適適さなさなさなさな

いいいい任務任務任務任務もありますもありますもありますもあります）。）。）。）。 
このこのこのこの任務決定任務決定任務決定任務決定はははは、、、、必必必必ずずずず増援増援増援増援〔〔〔〔24.5〕〕〕〕をををを選選選選ぶぶぶぶ前前前前にににに行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 
 
例示例示例示例示: 沖縄沖縄沖縄沖縄キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンででででミッションミッションミッションミッション#２２２２（（（（米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる対船攻撃対船攻撃対船攻撃対船攻撃

/SHIPPING））））がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標ののののアルファベットアルファベットアルファベットアルファベットがががが大文大文大文大文

字字字字でででで記記記記されているのでされているのでされているのでされているので、、、、米軍米軍米軍米軍はははは１１１１枚枚枚枚ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて、、、、

「「「「 攻 撃 目 標 特 定 表攻 撃 目 標 特 定 表攻 撃 目 標 特 定 表攻 撃 目 標 特 定 表 (Target Systems Chart)」」」」 でででで 対 船 攻 撃対 船 攻 撃対 船 攻 撃対 船 攻 撃

(SHIPPING)をををを見見見見ますますますます。。。。もしそのもしそのもしそのもしそのカードカードカードカードがががが赤赤赤赤ならならならなら標的標的標的標的はははは４４４４ＡＡＡＡカードカードカードカード

のののの「「「「輸送船輸送船輸送船輸送船(Freighter)」」」」となるわけですとなるわけですとなるわけですとなるわけです。。。。 
 
27.2     特殊任務特殊任務特殊任務特殊任務(Special Missions) 
 
27.21     一部一部一部一部ののののミッションミッションミッションミッションにはにはにはにはスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルとととと記記記記載載載載されていますされていますされていますされています。。。。ここここ

のののの場合場合場合場合、、、、いずれかのいずれかのいずれかのいずれかのプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤははははターンマーカターンマーカターンマーカターンマーカををををコイントスコイントスコイントスコイントスのののの要領要領要領要領

でででで弾弾弾弾きききき上上上上げてそれがげてそれがげてそれがげてそれが落落落落ちたときにちたときにちたときにちたときに上上上上をををを向向向向いていたいていたいていたいていた面面面面によりによりによりにより、、、、それそれそれそれ

がががが昼間昼間昼間昼間／／／／夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務（（（（同時同時同時同時にどのにどのにどのにどの陣営陣営陣営陣営によるどんなによるどんなによるどんなによるどんな任務任務任務任務））））なのかなのかなのかなのか

がががが決定決定決定決定されますされますされますされます。。。。 
    もしもしもしもし上上上上をををを向向向向いたのがいたのがいたのがいたのが日日日日のののの丸丸丸丸ならばならばならばならば昼間昼間昼間昼間ののののミッションミッションミッションミッションでででで、、、、青青青青にににに白星白星白星白星

ならならならなら夜間夜間夜間夜間にににに行行行行われるわれるわれるわれるミッションミッションミッションミッションとなりますとなりますとなりますとなります。。。。 
    これがこれがこれがこれが決決決決まったらまったらまったらまったら、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカード左側左側左側左側にあるにあるにあるにある各各各各キャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンンのののの時期時期時期時期にににに応応応応じてじてじてじて用意用意用意用意されたされたされたされた「「「「特殊任務特殊任務特殊任務特殊任務(Special Missions)」」」」をををを特特特特

定定定定しますしますしますします。。。。なおなおなおなお各各各各々々々々ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの時期時期時期時期によりによりによりにより１１１１回回回回ずつずつずつずつ昼間昼間昼間昼間／／／／

夜間任夜間任夜間任夜間任務務務務がががが決決決決められていますめられていますめられていますめられています。。。。 
 
27.22    なおこのなおこのなおこのなおこの特殊任務特殊任務特殊任務特殊任務ではではではでは両軍両軍両軍両軍ともともともとも増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））をををを使用使用使用使用できできできでき

ませんませんませんません。。。。これはこれはこれはこれはゲームゲームゲームゲーム手順手順手順手順〔〔〔〔24.52〕〕〕〕のののの例外例外例外例外となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
    そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに各特殊任務各特殊任務各特殊任務各特殊任務にはにはにはには攻防攻防攻防攻防のののの側側側側がそのがそのがそのがその任務任務任務任務のののの為為為為にににに受受受受けけけけ

取取取取るるるる航空機航空機航空機航空機がががが指定指定指定指定されていますされていますされていますされています（（（（貰貰貰貰えないえないえないえない事事事事もありますもありますもありますもあります）。）。）。）。 
 
註註註註：：：：このこのこのこの為為為為、、、、特殊任務特殊任務特殊任務特殊任務がががが行行行行われるとわれるとわれるとわれるとキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン終了時終了時終了時終了時にににに増援増援増援増援

（（（（リソースリソースリソースリソース））））がががが使使使使われないままわれないままわれないままわれないまま残残残残ることがありますることがありますることがありますることがあります。。。。27.3    夜間任夜間任夜間任夜間任

務務務務 
 
註註註註:これらのこれらのこれらのこれらのルールルールルールルールはははは、、、、欧州上空欧州上空欧州上空欧州上空をををを舞台舞台舞台舞台にしたにしたにしたにした旧作旧作旧作旧作のののの「「「「第八空軍第八空軍第八空軍第八空軍

(8th Air Force)」」」」とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。これはこれはこれはこれは主主主主にににに「「「「コルコルコルコルセアセアセアセア＆＆＆＆ヘルキヘルキヘルキヘルキ

ャットャットャットャット」」」」のののの夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務ががががソリティアソリティアソリティアソリティアよりむしろよりむしろよりむしろよりむしろ対面対戦対面対戦対面対戦対面対戦にににに向向向向いているいているいているいている

為為為為ですですですです。。。。望望望望むならむならむならむなら以前以前以前以前ののののシリーズゲームシリーズゲームシリーズゲームシリーズゲームにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの対面対戦対面対戦対面対戦対面対戦

型夜間任務型夜間任務型夜間任務型夜間任務をををを応用応用応用応用してしてしてして使用使用使用使用してもしてもしてもしても構構構構いませんいませんいませんいません。。。。 
 
27.31    夜間飛行夜間飛行夜間飛行夜間飛行はははは以下以下以下以下のようにのようにのようにのようにルールルールルールルールにににに幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの影響影響影響影響をををを与与与与えまえまえまえま

すすすす。。。。 
 
・・・・夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務をををを行行行行うううう全全全全てのてのてのての爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊はははは、、、、編隊支援力編隊支援力編隊支援力編隊支援力 (Turret 
Support Rating)ががががゼロゼロゼロゼロ（（（（００００））））とととと見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
 
・・・・夜間夜間夜間夜間にににに行行行行われるわれるわれるわれる爆撃爆撃爆撃爆撃はははは昼間爆撃昼間爆撃昼間爆撃昼間爆撃よりよりよりより命中精度命中精度命中精度命中精度がががが劣劣劣劣るためにるためにるためにるために、、、、

そのそのそのその効果効果効果効果がががが減少減少減少減少しますしますしますします。。。。命中命中命中命中がどうがどうがどうがどう変化変化変化変化するかはするかはするかはするかは、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助

カードカードカードカードのののの右下右下右下右下にあるにあるにあるにある「「「「夜間爆撃夜間爆撃夜間爆撃夜間爆撃表表表表(Night Bombing Table)」」」」をををを参照参照参照参照

してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
・・・・夜間爆撃夜間爆撃夜間爆撃夜間爆撃にににに対対対対するするするする対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃のののの命中率命中率命中率命中率もまたもまたもまたもまた低下低下低下低下しますしますしますします。。。。夜間夜間夜間夜間

はははは全全全全てのてのてのての広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力とととと目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力がががが１１１１減少減少減少減少しましましましま

すすすす。。。。 
 
・・・・夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務ではではではでは決決決決してしてしてしてウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンをををを使用使用使用使用できませんできませんできませんできません。。。。 
 
・・・・夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務のののの場合場合場合場合、、、、各各各各プレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンのののの始始始始めにめにめにめに、、、、そのそのそのそのリーダーリーダーリーダーリーダー戦戦戦戦

闘機闘機闘機闘機（（（（夜間夜間夜間夜間なのでなのでなのでなのでウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンはははは存在存在存在存在しませんしませんしませんしません））））をををを操操操操っているっているっているっているプレプレプレプレ

イヤイヤイヤイヤはははは、、、、敵機敵機敵機敵機をををを確認確認確認確認したかどうかしたかどうかしたかどうかしたかどうか判定判定判定判定するするするする為為為為にににに１１１１枚枚枚枚またはそれまたはそれまたはそれまたはそれ以以以以

上上上上ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きますきますきますきます。。。。 
    もしそれがもしそれがもしそれがもしそれが機体機体機体機体カードカードカードカードのののの背景背景背景背景がががが暗暗暗暗いいいい夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機（（（（F6F-5N とととと

P-61のののの２２２２機種機種機種機種のみのみのみのみ））））ならならならなら、、、、そのそのそのその夜間戦闘値夜間戦闘値夜間戦闘値夜間戦闘値(Night Combat)にににに等等等等しししし

いいいい枚数枚数枚数枚数ののののカードカードカードカードがががが引引引引けますけますけますけます;そのそのそのその他他他他のののの全全全全てのてのてのての戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは１１１１枚枚枚枚ののののカーカーカーカー

ドドドドをををを引引引引きますきますきますきます。。。。 
もしもしもしもし引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードのいずれかがのいずれかがのいずれかがのいずれかが青青青青ならならならなら、、、、通常通常通常通常のののの空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンとしてとしてとしてとして

プレイプレイプレイプレイをををを進行進行進行進行させますさせますさせますさせます。。。。全全全全てててて青以外青以外青以外青以外ののののカードカードカードカードであればであればであればであれば空戦空戦空戦空戦はははは発生発生発生発生

せずせずせずせず、、、、そのそのそのそのプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンににににリーダーリーダーリーダーリーダー戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは手札補充以外手札補充以外手札補充以外手札補充以外、、、、何何何何

もできませんもできませんもできませんもできません（（（（このこのこのこの場合場合場合場合、、、、捨札捨札捨札捨札はははは禁止禁止禁止禁止されますされますされますされます）。）。）。）。 
 
例示例示例示例示:1943 年序盤年序盤年序盤年序盤(Early 1943)のののの中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン諸島諸島諸島諸島キャンペキャンペキャンペキャンペ

ーンーンーンーンにおけるにおけるにおけるにおける夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務（（（（帝國海軍一式陸攻帝國海軍一式陸攻帝國海軍一式陸攻帝國海軍一式陸攻２２２２機編隊機編隊機編隊機編隊によるによるによるによるラッセラッセラッセラッセ

ルルルル諸島諸島諸島諸島のののの米軍飛行場夜間爆撃行米軍飛行場夜間爆撃行米軍飛行場夜間爆撃行米軍飛行場夜間爆撃行））））のののの第第第第１１１１往路往路往路往路ターンターンターンターン、、、、米軍側開米軍側開米軍側開米軍側開

始時始時始時始時としますとしますとしますとします。。。。まずまずまずまず P-38Fリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機（（（（夜間夜間夜間夜間なのでなのでなのでなのでウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンはははは

存在存在存在存在しませんしませんしませんしません））））はははは、、、、１１１１枚枚枚枚ののののカードカードカードカードをををを引引引引きましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは青青青青カーカーカーカー

ドドドドでしたのででしたのででしたのででしたので、、、、P-38Fはははは幸運幸運幸運幸運にもにもにもにも夜間飛行中夜間飛行中夜間飛行中夜間飛行中のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻とととと会敵会敵会敵会敵でででで

きたことになりますきたことになりますきたことになりますきたことになります。。。。かくしてかくしてかくしてかくして P-38Fリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機はそのはそのはそのはその内内内内のののの一機一機一機一機にににに

対対対対してしてしてして MANEUVERING をををを出出出出したしたしたした後後後後にににに IN MY SIGHTS をををを２２２２枚立枚立枚立枚立

てててて続続続続けにけにけにけに出出出出しましたしましたしましたしました。。。。それがそれがそれがそれが終終終終わるとわるとわるとわると２２２２馬力馬力馬力馬力にににに基基基基づいてづいてづいてづいて２２２２枚枚枚枚のののの新新新新



カードカードカードカードをををを補充補充補充補充しましたしましたしましたしました。。。。 
    続続続続くくくく第第第第２２２２往路往路往路往路ターンターンターンターンのののの米軍米軍米軍米軍プレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターン開始時開始時開始時開始時にににに引引引引いたのはいたのはいたのはいたのは

赤赤赤赤いいいいカードカードカードカードでしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのそのターンターンターンターンはははは会敵会敵会敵会敵にににに失敗失敗失敗失敗しししし、、、、一切空戦関連一切空戦関連一切空戦関連一切空戦関連のののの

行動行動行動行動はははは行行行行えませんえませんえませんえません（（（（一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻はははは目標目標目標目標にににに１１１１ターンターンターンターン分無事分無事分無事分無事にににに近近近近づけづけづけづけ

ますますますます）。）。）。）。しかししかししかししかし P-38Fのののの手札手札手札手札がががが５５５５枚枚枚枚だったとしたらだったとしたらだったとしたらだったとしたら、、、、６６６６ののののパフォーマパフォーマパフォーマパフォーマ

ンスンスンスンス値値値値にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、１１１１枚枚枚枚ののののカードカードカードカードをををを補充補充補充補充することができますすることができますすることができますすることができます（（（（このこのこのこの

際際際際１１１１枚捨札枚捨札枚捨札枚捨札してしてしてして２２２２枚補充枚補充枚補充枚補充するするするする事事事事はははは許許許許されませんされませんされませんされません）。）。）。）。 
    第第第第３３３３往路往路往路往路ターンターンターンターンのののの米軍米軍米軍米軍プレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターン開始時開始時開始時開始時にににに引引引引いたのはいたのはいたのはいたのは白白白白いいいい

カードカードカードカードでしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのそのターンターンターンターンもももも会敵会敵会敵会敵にににに失敗失敗失敗失敗しししし、、、、一切空戦関連一切空戦関連一切空戦関連一切空戦関連のののの行動行動行動行動

はははは行行行行えませんえませんえませんえません（（（（一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻はははは更更更更にににに１１１１ターンターンターンターン分目標分目標分目標分目標にににに無事近無事近無事近無事近づきまづきまづきまづきま

すすすす）。）。）。）。またまたまたまたパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス値一杯値一杯値一杯値一杯のののの手札手札手札手札をををを持持持持っているのでっているのでっているのでっているので、、、、手札手札手札手札

補充補充補充補充もももも行行行行えませんえませんえませんえません。。。。かくしてかくしてかくしてかくしてミッションミッションミッションミッションはははは、、、、次次次次のののの第第第第４４４４往路往路往路往路ターンターンターンターンへとへとへとへと

移移移移りますりますりますります。。。。 
 
27.32    もしもそのもしもそのもしもそのもしもその夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務のののの迎撃側迎撃側迎撃側迎撃側にににに夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機がありがありがありがあり、、、、迎撃迎撃迎撃迎撃

されるされるされるされる側側側側にににに夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機夜間戦闘機がががが無無無無いならいならいならいなら、、、、非夜間戦闘機非夜間戦闘機非夜間戦闘機非夜間戦闘機はははは全全全全てのてのてのての夜間夜間夜間夜間

迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機のののの後後後後でででで彼彼彼彼らのらのらのらのプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンをををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
（（（（註註註註：：：：このこのこのこの事例事例事例事例はははは「「「「コルセアコルセアコルセアコルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ではではではでは用意用意用意用意されていませされていませされていませされていませ

んんんん。。。。このこのこのこのルールルールルールルールははははプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ各位各位各位各位がががが自作自作自作自作のののの夜間任務夜間任務夜間任務夜間任務をををを製作製作製作製作するするするする場場場場

合合合合をををを想定想定想定想定してしてしてして考案考案考案考案されていますされていますされていますされています）））） 
 
27.4    対潜水艦対潜水艦対潜水艦対潜水艦 
註註註註：：：：通常通常通常通常のののの対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃対艦攻撃とととと異異異異なりなりなりなり、、、、空襲空襲空襲空襲をををを受受受受けたけたけたけた潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦はははは急速潜航急速潜航急速潜航急速潜航

をををを行行行行ってってってって逃逃逃逃れようとするれようとするれようとするれようとする為為為為、、、、以下以下以下以下ののののルルルルールールールールでそれをでそれをでそれをでそれを再現再現再現再現しますしますしますします。。。。 
 
27.41    潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする航空機航空機航空機航空機はははは、、、、航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷をををを搭載搭載搭載搭載しているとしているとしているとしていると

見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷のののの搭載量搭載量搭載量搭載量はははは〔〔〔〔18.71〕〕〕〕のののの規定規定規定規定にににに従従従従ってってってって下下下下ささささ

いいいい。。。。 
 
27.42     対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃をををを行行行行うううう側側側側はははは対潜対潜対潜対潜ミッションミッションミッションミッションのののの開始前開始前開始前開始前にににに必必必必ずずずず秘密秘密秘密秘密

裏裏裏裏にそのにそのにそのにその航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷のののの起爆深度起爆深度起爆深度起爆深度をををを決定決定決定決定しておかなければなりませしておかなければなりませしておかなければなりませしておかなければなりませ

んんんん 。。。。航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷のののの起爆深度起爆深度起爆深度起爆深度はははは、、、、触発触発触発触発（（（（水上水上水上水上）、）、）、）、浅深度浅深度浅深度浅深度、、、、深深度深深度深深度深深度のののの

いずれかですいずれかですいずれかですいずれかです。。。。同一機同一機同一機同一機のののの航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷のののの全全全全てはてはてはては、、、、同同同同じじじじ起爆深度起爆深度起爆深度起爆深度にににに設設設設

定定定定されていなければなりませんされていなければなりませんされていなければなりませんされていなければなりません。。。。 
 
27.43    往路往路往路往路フェイズフェイズフェイズフェイズのののの終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、潜水艦側潜水艦側潜水艦側潜水艦側プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、そのそのそのその潜水潜水潜水潜水

艦艦艦艦のののの対空警戒度対空警戒度対空警戒度対空警戒度をををを判判判判定定定定するするするする為為為為ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きますきますきますきます。。。。

対空警戒度対空警戒度対空警戒度対空警戒度はははは、、、、潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦がががが急速潜航急速潜航急速潜航急速潜航でででで到達到達到達到達できるできるできるできる深深深深さにさにさにさに影響影響影響影響をををを与与与与

えますえますえますえます。。。。 
潜水艦側潜水艦側潜水艦側潜水艦側プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、カードカードカードカードをををを引引引引いたいたいたいた直後直後直後直後にそれをにそれをにそれをにそれを相手相手相手相手にににに示示示示しししし、、、、

そのそのそのその制限下制限下制限下制限下でででで潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦のののの位置位置位置位置（（（（深度深度深度深度））））をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
 
・・・・青青青青カードカードカードカード:対空警戒度厳対空警戒度厳対空警戒度厳対空警戒度厳でありでありでありであり、、、、そのそのそのその潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦はははは浅深度浅深度浅深度浅深度、、、、深深度深深度深深度深深度

のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか潜水艦側潜水艦側潜水艦側潜水艦側プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤのののの望望望望むむむむ深度深度深度深度にいますにいますにいますにいます。。。。 
 
・・・・赤赤赤赤カードカードカードカード:対空警戒度緩対空警戒度緩対空警戒度緩対空警戒度緩でありでありでありであり、、、、そのそのそのその潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦はははは水上水上水上水上またはまたはまたはまたは浅深浅深浅深浅深

度度度度のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか潜水艦側潜水艦側潜水艦側潜水艦側プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤのののの望望望望むむむむ位置位置位置位置にありますにありますにありますにあります。。。。 
 
・・・・白白白白カードカードカードカード:無警戒無警戒無警戒無警戒でありでありでありであり、、、、潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦はははは水上水上水上水上にありますにありますにありますにあります（（（（潜航潜航潜航潜航できまできまできまできま

せんせんせんせん）。）。）。）。 
 
27.44    投下投下投下投下したしたしたした航空爆雷航空爆雷航空爆雷航空爆雷のののの効果効果効果効果はははは以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。 
 
・・・・潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦とととと同同同同じじじじ深度深度深度深度でででで炸裂炸裂炸裂炸裂したしたしたした爆雷爆雷爆雷爆雷はははは、、、、Miss=００００、、、、Hit= １１１１、、、、Direct=
４４４４、、、、Vital= ７７７７ののののダメージダメージダメージダメージをををを与与与与えますえますえますえます。。。。 
 
・・・・異異異異なるなるなるなる深度深度深度深度でででで炸裂炸裂炸裂炸裂したしたしたした爆雷爆雷爆雷爆雷はははは、、、、多少多少多少多少のののの損害損害損害損害をををを与与与与えますえますえますえます：：：： 
Miss=００００、、、、Hit= ００００、、、、Direct=１１１１、、、、Vital= ３３３３ダメージダメージダメージダメージ。。。。 
 
27.45    爆雷攻撃爆雷攻撃爆雷攻撃爆雷攻撃はははは、、、、必必必必ずずずず超低空超低空超低空超低空(Very Low)からからからから行行行行わなければなわなければなわなければなわなければな

りませんりませんりませんりません。。。。ただしただしただしただし対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃ではではではでは超低空超低空超低空超低空によってによってによってによって余分余分余分余分ののののカードカードカードカードをををを引引引引

くことはできませんくことはできませんくことはできませんくことはできません（（（（ただしただしただしただし熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがががが BM（（（（爆弾投下爆弾投下爆弾投下爆弾投下のののの名名名名

人人人人））））のののの能力能力能力能力をををを持持持持つかつかつかつか、、、、ままままたはたはたはたは爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機のののの熟練熟練熟練熟練クルークルークルークルーがががが BD（（（（名爆撃名爆撃名爆撃名爆撃

手手手手））））のののの能力能力能力能力をををを持持持持つつつつ場合場合場合場合はそれによるはそれによるはそれによるはそれによる余分余分余分余分ののののカードカードカードカード引引引引きがきがきがきが許許許許されまされまされまされま

すすすす）。）。）。）。 
    なおなおなおなお潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦がががが潜航潜航潜航潜航しているしているしているしている場合場合場合場合（（（（浅浅浅浅・・・・深深度深深度深深度深深度にににに関関関関わらずわらずわらずわらず））））はははは、、、、目目目目

標標標標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃はははは一切行一切行一切行一切行われませんわれませんわれませんわれません。。。。ただしただしただしただし潜水艦潜水艦潜水艦潜水艦がががが水上水上水上水上にににに

あるならあるならあるならあるなら、、、、対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃対潜攻撃をををを行行行行うううう航空機毎航空機毎航空機毎航空機毎にににに目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃としてとしてとしてとして

カードカードカードカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。 
なおなおなおなお対潜攻撃任務対潜攻撃任務対潜攻撃任務対潜攻撃任務についてはについてはについてはについては目標目標目標目標カードカードカードカード５５５５ＢＢＢＢをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下ささささ

いいいい。。。。 
 

27.5    物資物資物資物資のののの空中投下空中投下空中投下空中投下 
 
    ルールルールルールルール上上上上、、、、物資物資物資物資のののの空中投下空中投下空中投下空中投下（（（（空輸含空輸含空輸含空輸含））））をををを行行行行うううう側側側側がががが、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うううう

のとのとのとのと同同同同じくそのじくそのじくそのじくそのミッションミッションミッションミッションにおけるにおけるにおけるにおける攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側とととと見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
 
27.51    このこのこのこのミッションミッションミッションミッションをををを行行行行うううう航空機航空機航空機航空機のののの積載容量積載容量積載容量積載容量はははは、、、、それがそれがそれがそれが専用専用専用専用のののの

輸送機輸送機輸送機輸送機ならならならなら機体機体機体機体カードカードカードカードにににに印刷印刷印刷印刷されたされたされたされた輸送値輸送値輸送値輸送値をををを使使使使いいいい、、、、そうでないなそうでないなそうでないなそうでないな

ららららキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートののののミッションノートミッションノートミッションノートミッションノートにににに注記注記注記注記されていますされていますされていますされています。。。。 
 
27.52    爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターンにににに攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側はははは１１１１積載積載積載積載ポイントポイントポイントポイントにつきにつきにつきにつき１１１１枚枚枚枚ののののアクシアクシアクシアクシ

ョンカードョンカードョンカードョンカードをををを引引引引いていていていて、、、、機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射〔〔〔〔21.73〕〕〕〕とととと同同同同じじじじ要領要領要領要領でででで結果結果結果結果をををを判定判定判定判定しししし

ますますますます。。。。各各各各々々々々のののの命中命中命中命中(Hit) はははは、、、、１１１１補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントがががが地上部隊地上部隊地上部隊地上部隊にににに無事受無事受無事受無事受

領領領領されたされたされたされた事事事事をををを表表表表しますしますしますします。。。。 
ただしただしただしただし物資物資物資物資のののの空中投下空中投下空中投下空中投下においてはにおいてはにおいてはにおいては BM（（（（爆弾投下爆弾投下爆弾投下爆弾投下のののの名人名人名人名人））））またまたまたまた

ははははＳ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射のののの名人名人名人名人））））をををを誇誇誇誇るるるる熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットまたはまたはまたはまたは BD（（（（名爆撃名爆撃名爆撃名爆撃

手手手手））））をををを誇誇誇誇るるるる熟練熟練熟練熟練クルークルークルークルーであってもであってもであってもであっても余分余分余分余分ののののカードカードカードカードをををを引引引引くことはできまくことはできまくことはできまくことはできま

せんせんせんせん。。。。またまたまたまたノルデンノルデンノルデンノルデン爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器ボーナスボーナスボーナスボーナス〔〔〔〔18.31〕〕〕〕もももも物資物資物資物資のののの空中投空中投空中投空中投

下下下下にはにはにはには利用利用利用利用できませんできませんできませんできません。。。。 
 
27.53    物資物資物資物資のののの空中投下空中投下空中投下空中投下はははは必必必必ずずずず超低空超低空超低空超低空(Very Low)からからからから行行行行われなわれなわれなわれな

ければなりませんければなりませんければなりませんければなりません。。。。 
なおなおなおなお物資物資物資物資のののの空中投下任務空中投下任務空中投下任務空中投下任務についてはについてはについてはについては目標目標目標目標カードカードカードカード６６６６ＢＢＢＢをををを参照参照参照参照しししし

てててて下下下下さいさいさいさい。。。。 
 

27.6    空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷 
 
    ルールルールルールルール上上上上、、、、機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布をををを行行行行うううう側側側側がががが爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うのとうのとうのとうのと同同同同じくそじくそじくそじくそ

ののののミッションミッションミッションミッションにおけるにおけるにおけるにおける攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側とととと見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
 
27.61     機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布はははは、、、、以下以下以下以下のののの例外例外例外例外をををを除除除除きききき通常通常通常通常ののののミッションミッションミッションミッション

〔〔〔〔23.0〕〕〕〕手順手順手順手順にににに従従従従ってってってって行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 
 
・・・・広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃およびおよびおよびおよび目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを決決決決してしてしてして受受受受けませけませけませけませ

んんんん。。。。 
 
・・・・機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布はははは爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターンにあたかもにあたかもにあたかもにあたかも爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うううう如如如如くくくく実施実施実施実施ささささ

れますがれますがれますがれますが、、、、爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果のののの判定判定判定判定のののの為為為為ににににカードカードカードカードはははは引引引引きませんきませんきませんきません。。。。そのそのそのその代代代代

わりにわりにわりにわりに機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布をををを行行行行っているっているっているっている側側側側はははは、、、、単単単単にそのにそのにそのにその航空機航空機航空機航空機がががが搭搭搭搭

載載載載しているしているしているしている機雷機雷機雷機雷のののの量量量量〔〔〔〔18.61〕〕〕〕だけだけだけだけ勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点（（（（VP））））がががが得得得得られますられますられますられます。。。。

要要要要はははは１１１１つのつのつのつの機雷機雷機雷機雷につきにつきにつきにつき１１１１VP ということですということですということですということです。。。。 
註註註註：：：：ノルデンノルデンノルデンノルデン爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器ボーナスボーナスボーナスボーナス〔〔〔〔18.32〕〕〕〕はははは機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布にににに何何何何

のののの影響影響影響影響もももも与与与与えませんえませんえませんえません。。。。 
 
27.62    機雷機雷機雷機雷のののの空中散布空中散布空中散布空中散布はははは、、、、必必必必ずずずず超低空超低空超低空超低空(Very Low)からからからから行行行行われわれわれわれ

なければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません。。。。なおなおなおなお機雷機雷機雷機雷のののの空中散布任務空中散布任務空中散布任務空中散布任務についてはについてはについてはについては目標目標目標目標

カードカードカードカード６６６６ＡＡＡＡをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
27.7    索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務(Patrol Missions) 
 
    このこのこのこの索敵哨戒索敵哨戒索敵哨戒索敵哨戒ルールルールルールルールはははは、、、、本本本本シリーズシリーズシリーズシリーズのののの旧作旧作旧作旧作とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。ここここ

のののの「「「「ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット＆＆＆＆コルセアコルセアコルセアコルセア」」」」ではではではでは戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機もももも

以下以下以下以下のののの要領要領要領要領でででで索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務にににに就就就就くことができるのですくことができるのですくことができるのですくことができるのです。。。。 
 
27.71    哨戒戦闘機哨戒戦闘機哨戒戦闘機哨戒戦闘機またはまたはまたはまたは哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機のののの開始時開始時開始時開始時のののの高度高度高度高度はははは必必必必ずずずず

そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションでででで指定指定指定指定されていますされていますされていますされています。。。。そのそのそのその高度高度高度高度はははは往路往路往路往路ターンターンターンターンとととと帰路帰路帰路帰路



ターンターンターンターンにはにはにはには自由自由自由自由にににに変更変更変更変更してしてしてして構構構構いませんいませんいませんいません。。。。ただしただしただしただし侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンのののの開始開始開始開始

時時時時からからからから退去退去退去退去ターンターンターンターンのののの終了時終了時終了時終了時まではまではまではまでは必必必必ずずずずミッションミッションミッションミッション開始時開始時開始時開始時にににに指定指定指定指定ささささ

れているれているれているれている高度高度高度高度とととと同同同同じでなければなりませんじでなければなりませんじでなければなりませんじでなければなりません。。。。 
 
27.72    哨戒戦闘機哨戒戦闘機哨戒戦闘機哨戒戦闘機またはまたはまたはまたは哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機哨戒軽爆撃機はははは退去退去退去退去ターンターンターンターン終了終了終了終了までまでまでまで、、、、

爆装爆装爆装爆装していないしていないしていないしていない戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機にににに対対対対してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けることがけることがけることがけることが禁止禁止禁止禁止されまされまされまされま

すすすす〔〔〔〔17.13(ｅｅｅｅ)＝＝＝＝Zero!Errata 〕。〕。〕。〕。 
 
27.73    もしもしもしもし複数複数複数複数のののの哨戒任務機哨戒任務機哨戒任務機哨戒任務機がいたがいたがいたがいた場合場合場合場合、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターンにそれらにそれらにそれらにそれら１１１１

機機機機につきにつきにつきにつき１１１１枚枚枚枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きききき、、、、そのそのそのその中中中中でででで最最最最もももも点数点数点数点数のののの高高高高いいいい結結結結

果一果一果一果一つだけがつだけがつだけがつだけが適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。なおなおなおなお索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務についてはについてはについてはについては目標目標目標目標

カードカードカードカード１１１１ＢＢＢＢをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
27.8    小型小型小型小型船舶攻撃船舶攻撃船舶攻撃船舶攻撃(Small Watercraft) 
 
製作註製作註製作註製作註：：：：小型船舶攻撃小型船舶攻撃小型船舶攻撃小型船舶攻撃とはとはとはとは魚雷艇魚雷艇魚雷艇魚雷艇やややや砲艦砲艦砲艦砲艦、、、、漁船漁船漁船漁船やややや艀艀艀艀などなどなどなど海上目海上目海上目海上目

標標標標としてはとしてはとしてはとしては極極極極めてめてめてめて小小小小さくてすばしっこいさくてすばしっこいさくてすばしっこいさくてすばしっこい、、、、期待期待期待期待できるできるできるできる戦果戦果戦果戦果のののの割割割割にににに

高高高高いいいい練度練度練度練度がががが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる任務任務任務任務でしたでしたでしたでした。。。。 
 
27.81    小型船舶小型船舶小型船舶小型船舶をををを目標目標目標目標とするとするとするとする攻撃攻撃攻撃攻撃ではではではでは魚雷魚雷魚雷魚雷およびおよびおよびおよび反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃

〔〔〔〔21.64〕〕〕〕をををを行行行行うことができませんうことができませんうことができませんうことができません（（（（魚雷魚雷魚雷魚雷はははは艦底艦底艦底艦底をををを潜潜潜潜りりりり抜抜抜抜けけけけ、、、、反跳爆反跳爆反跳爆反跳爆

弾弾弾弾はははは艦艇艦艇艦艇艦艇をををを飛飛飛飛びびびび越越越越してしまうのですしてしまうのですしてしまうのですしてしまうのです）。）。）。）。なおなおなおなお小型船舶攻撃小型船舶攻撃小型船舶攻撃小型船舶攻撃についについについについ

てはてはてはては目標目標目標目標カードカードカードカード５５５５ＢＢＢＢをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
27.9 掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標(Fortified Targets) 
 
    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・ミッションミッションミッションミッションによってはによってはによってはによっては攻攻攻攻撃目標撃目標撃目標撃目標たるたるたるたる敵地上部隊敵地上部隊敵地上部隊敵地上部隊がががが

掩蔽壕掩蔽壕掩蔽壕掩蔽壕にににに立立立立てててて籠籠籠籠もっているともっているともっているともっていると指示指示指示指示されているされているされているされている場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。そそそそ

のののの際際際際はははは以下以下以下以下のののの防御特典防御特典防御特典防御特典がががが敵地上部隊敵地上部隊敵地上部隊敵地上部隊にににに与与与与えられていますえられていますえられていますえられています。。。。 
 
・・・・爆撃爆撃爆撃爆撃：：：：ナパームナパームナパームナパーム弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃〔〔〔〔18.5〕〕〕〕をををを除除除除きききき、、、、掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃

効果効果効果効果はははは全全全全てててて１１１１段階軽減段階軽減段階軽減段階軽減されますされますされますされます（（（（命中命中命中命中→→→→外外外外れれれれ、、、、直撃直撃直撃直撃→→→→命中命中命中命中、、、、致命致命致命致命

弾弾弾弾→→→→直撃直撃直撃直撃といったといったといったといった具合具合具合具合）。）。）。）。 
 
・・・・機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射：：：：掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標にににに対対対対するするするする機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射はははは行行行行えませんえませんえませんえません（（（（効果効果効果効果がががが

無無無無いからですいからですいからですいからです）。）。）。）。 
 
・・・・空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃：：：：掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標にににに対対対対するするするするロケットロケットロケットロケット弾攻撃弾攻撃弾攻撃弾攻撃ではではではでは、、、、

ロケットロケットロケットロケット弾特有弾特有弾特有弾特有のののの１１１１「「「「命中命中命中命中(Hit) 」」」」毎毎毎毎にににに２２２２ダメージダメージダメージダメージ〔〔〔〔18.42〕〕〕〕ではなくではなくではなくではなく、、、、１１１１

「「「「命中命中命中命中(Hit) 」」」」毎毎毎毎にににに１１１１ダメージダメージダメージダメージにににに留留留留まりますまりますまりますまります。。。。なおなおなおなお地上部隊攻撃地上部隊攻撃地上部隊攻撃地上部隊攻撃につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては目標目標目標目標カードカードカードカード３３３３ＡＡＡＡをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
28.0     航空特攻航空特攻航空特攻航空特攻（（（（Kamikazes）））） 
 
編註編註編註編註：：：：神風神風神風神風とはとはとはとは、、、、２２２２度度度度にににに渡渡渡渡るるるる元寇元寇元寇元寇をををを撃滅撃滅撃滅撃滅したしたしたした神懸神懸神懸神懸かりかりかりかり的的的的なななな台風台風台風台風にににに

由来由来由来由来したしたしたした名称名称名称名称でででで、、、、日本海軍日本海軍日本海軍日本海軍のののの体当体当体当体当たりたりたりたり航空攻撃部隊航空攻撃部隊航空攻撃部隊航空攻撃部隊のののの総称総称総称総称ですですですです

がががが、、、、ここではここではここではここでは日本陸軍日本陸軍日本陸軍日本陸軍のののの航空特攻航空特攻航空特攻航空特攻もももも含含含含めてそれらをめてそれらをめてそれらをめてそれらを象徴象徴象徴象徴するするするする意意意意

味味味味でででで使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる航空特攻航空特攻航空特攻航空特攻はははは、、、、搭載爆弾搭載爆弾搭載爆弾搭載爆弾もろともろともろともろと

もももも敵艦敵艦敵艦敵艦にににに突入突入突入突入するというするというするというするという体当体当体当体当たりたりたりたり以外以外以外以外にににに効果効果効果効果をををを挙挙挙挙げられぬげられぬげられぬげられぬ戦闘戦闘戦闘戦闘

法法法法でででで、、、、体当体当体当体当たりをたりをたりをたりを唯一唯一唯一唯一のののの目的目的目的目的としたとしたとしたとした航空機航空機航空機航空機ににににパイロットパイロットパイロットパイロットがががが乗乗乗乗りりりり込込込込

んでんでんでんで行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。神風神風神風神風のののの名名名名のののの下下下下にににに体当体当体当体当たりがたりがたりがたりが戦術戦術戦術戦術としてとしてとしてとして行行行行わわわわ

れれれれ、、、、体当体当体当体当たりのたりのたりのたりの為為為為にににに器機器機器機器機がががが改造開発改造開発改造開発改造開発されされされされ、、、、個個個個々々々々人人人人のののの判断判断判断判断やややや意志意志意志意志

をををを越越越越えてえてえてえて「「「「特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊」」」」としてとしてとしてとして乗員乗員乗員乗員のののの訓練訓練訓練訓練とととと編成編成編成編成がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。最最最最

初初初初からからからから体当体当体当体当たりたりたりたり専用兵器専用兵器専用兵器専用兵器をををを開発開発開発開発・・・・生産生産生産生産・・・・準備準備準備準備しししし、、、、要員要員要員要員をををを編成組編成組編成組編成組

織織織織・・・・訓練訓練訓練訓練・・・・実施実施実施実施したのはしたのはしたのはしたのは日本軍日本軍日本軍日本軍だけでだけでだけでだけで、、、、そのそのそのその意味意味意味意味ではではではでは間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく

世界無比世界無比世界無比世界無比でしたでしたでしたでした。。。。ただしただしただしただし体当体当体当体当たりたりたりたり戦術戦術戦術戦術はははは明治明治明治明治・・・・大正大正大正大正のののの日本軍日本軍日本軍日本軍でさでさでさでさ

ええええ一般的一般的一般的一般的ではなくではなくではなくではなく、、、、昭和期日本軍独自昭和期日本軍独自昭和期日本軍独自昭和期日本軍独自のののの在在在在りりりり方方方方やややや考考考考ええええ方方方方がががが集中集中集中集中

的的的的にににに示示示示されたものでもありましたされたものでもありましたされたものでもありましたされたものでもありました。。。。 
航空特攻航空特攻航空特攻航空特攻のののの用兵上用兵上用兵上用兵上のののの特徴特徴特徴特徴はそれがはそれがはそれがはそれが奇襲奇襲奇襲奇襲にににに成功成功成功成功すればすればすればすれば有効有効有効有効なななな

点点点点でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし日本軍日本軍日本軍日本軍はははは航空特攻航空特攻航空特攻航空特攻をををを少少少少しずつしずつしずつしずつ小出小出小出小出しにしにしにしに使用使用使用使用せざせざせざせざ

るをるをるをるを得得得得ずずずず、、、、徐徐徐徐々々々々にそれはにそれはにそれはにそれは奇襲奇襲奇襲奇襲ではなくではなくではなくではなく強襲強襲強襲強襲とととと化化化化していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。そそそそ

うなればうなればうなればうなれば対抗策対抗策対抗策対抗策のののの増強増強増強増強はははは目目目目にににに見見見見えていますしえていますしえていますしえていますし、、、、強襲強襲強襲強襲はあるはあるはあるはある程度程度程度程度

のののの量量量量がなければがなければがなければがなければ決決決決してしてしてして成功成功成功成功しないものでしたしないものでしたしないものでしたしないものでした。。。。通常兵器通常兵器通常兵器通常兵器によるによるによるによる正正正正

規戦闘規戦闘規戦闘規戦闘がががが、、、、兵器兵器兵器兵器のののの質量質量質量質量とととと乗員乗員乗員乗員のののの練度低下練度低下練度低下練度低下でででで不可能不可能不可能不可能となったからとなったからとなったからとなったから

奇襲特攻戦法奇襲特攻戦法奇襲特攻戦法奇襲特攻戦法がががが採採採採られたのですがられたのですがられたのですがられたのですが、、、、それもそれもそれもそれも通常戦術化通常戦術化通常戦術化通常戦術化しししし、、、、特攻特攻特攻特攻

強襲強襲強襲強襲をををを常用常用常用常用することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。しかもそのしかもそのしかもそのしかもその強襲兵器強襲兵器強襲兵器強襲兵器としてのとしてのとしてのとしての性性性性

能能能能にさえにさえにさえにさえロクロクロクロクなななな進歩進歩進歩進歩もももも改良改良改良改良もなくもなくもなくもなく（（（（使用使用使用使用するするするする航空機航空機航空機航空機はははは退化退化退化退化さえしまさえしまさえしまさえしま

したしたしたした）、）、）、）、乗員乗員乗員乗員のののの練度練度練度練度もももも低下低下低下低下のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿りりりり、、、、体当体当体当体当たりたりたりたり要員要員要員要員のののの無駄死無駄死無駄死無駄死

のののの比率比率比率比率をををを高高高高めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ないないないない袋小路袋小路袋小路袋小路のののの戦法戦法戦法戦法がこのがこのがこのがこの神神神神風特攻風特攻風特攻風特攻でしたでしたでしたでした。。。。

体当体当体当体当たりのたりのたりのたりの発起者大西発起者大西発起者大西発起者大西瀧瀧瀧瀧治郎自治郎自治郎自治郎自らがらがらがらが特攻戦術特攻戦術特攻戦術特攻戦術のののの採用採用採用採用をををを「「「「統帥統帥統帥統帥のののの

邪道邪道邪道邪道」」」」とととと言言言言いいいい切切切切りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、それはそれはそれはそれは「「「「軍事技術軍事技術軍事技術軍事技術のののの邪道邪道邪道邪道」」」」にににに他他他他ならなならなならなならな

かったのですかったのですかったのですかったのです。。。。 
    対対対対するするするする米軍米軍米軍米軍はははは、、、、比島攻略時比島攻略時比島攻略時比島攻略時こそこそこそこそ、、、、このこのこのこの戦術戦術戦術戦術にににに驚驚驚驚きききき、、、、少少少少なからずなからずなからずなからず

恐怖恐怖恐怖恐怖しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦がががが開始開始開始開始されるされるされるされる頃頃頃頃にはにはにはには米軍米軍米軍米軍のののの特攻対策特攻対策特攻対策特攻対策はははは

格段格段格段格段にににに強化強化強化強化されされされされ、、、、碇泊地碇泊地碇泊地碇泊地やややや艦隊艦隊艦隊艦隊のののの前方二段構前方二段構前方二段構前方二段構えのえのえのえのレーダーレーダーレーダーレーダー・・・・ピピピピ

ケットケットケットケット、、、、それをそれをそれをそれをフルフルフルフルにににに活用活用活用活用するするするする迎撃戦闘機群迎撃戦闘機群迎撃戦闘機群迎撃戦闘機群のののの傘傘傘傘、、、、統計数字統計数字統計数字統計数字でででで解解解解

析析析析されたされたされたされた艦船艦船艦船艦船のののの回避運動回避運動回避運動回避運動のののの励行励行励行励行、、、、艦船対空火力艦船対空火力艦船対空火力艦船対空火力のののの飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的なななな増増増増

強強強強、、、、戦略爆撃機戦略爆撃機戦略爆撃機戦略爆撃機とととと戦闘爆撃機戦闘爆撃機戦闘爆撃機戦闘爆撃機によるによるによるによる特攻基地特攻基地特攻基地特攻基地へのへのへのへの空襲空襲空襲空襲などなどなどなど、、、、

着着着着々々々々とととと神風対策神風対策神風対策神風対策をををを改善改善改善改善しつつありしつつありしつつありしつつあり、、、、神風特攻神風特攻神風特攻神風特攻のののの脅威脅威脅威脅威をををを自信自信自信自信をををを持持持持

ってってってって跳跳跳跳ねねねね返返返返すところまですところまですところまですところまで漕漕漕漕ぎぎぎぎ着着着着けていましたけていましたけていましたけていました。。。。 
     
28.1 概略概略概略概略 
 
    神風神風神風神風ミッションミッションミッションミッション（（（（以降以降以降以降、、、、特攻特攻特攻特攻とととと略略略略））））はははは通常通常通常通常のののの航空航空航空航空ミッションミッションミッションミッション〔〔〔〔23.0〕〕〕〕
とととと以下以下以下以下のののの点点点点でででで大大大大きくきくきくきく異異異異なりますなりますなりますなります。。。。 
    特攻特攻特攻特攻するするするする航空機航空機航空機航空機はははは、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカード左下左下左下左下にあるにあるにあるにある「「「「神風出撃神風出撃神風出撃神風出撃

表表表表(Kamikaze Aircraft Table) 」」」」にににに従従従従ってってってって無作為無作為無作為無作為ににににカードカードカードカードをををを引引引引いていていていて

決定決定決定決定されますされますされますされます。。。。またまたまたまた特別特別特別特別にににに設設設設けられたけられたけられたけられた特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵フェイズフェイズフェイズフェイズにおいてにおいてにおいてにおいて

そのそのそのその特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊はははは「「「「神風索敵表神風索敵表神風索敵表神風索敵表(Kamikaze Search Table)」」」」にににに従従従従ってってってって、、、、

どういったどういったどういったどういった敵艦敵艦敵艦敵艦をををを発見発見発見発見しししし、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして突突突突入可能入可能入可能入可能なななな位置位置位置位置にににに占位占位占位占位でででで

きたかをきたかをきたかをきたかを３３３３回回回回までまでまでまでカードカードカードカードをををを引引引引いていていていて判定判定判定判定できますできますできますできます。。。。そしてそしてそしてそして対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを

かいくぐったかいくぐったかいくぐったかいくぐった特攻機特攻機特攻機特攻機がががが目標艦艇目標艦艇目標艦艇目標艦艇にににに突入突入突入突入をををを果果果果たしたたしたたしたたした際際際際にはにはにはには「「「「神風損神風損神風損神風損

傷判定表傷判定表傷判定表傷判定表(Kamikaze Damage Table)」」」」をををを用用用用いていていていて損害判定損害判定損害判定損害判定をををを行行行行いいいい

ますますますます。。。。 
重要重要重要重要：：：：特攻特攻特攻特攻のののの場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、往路往路往路往路フェイズフェイズフェイズフェイズとととと目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズのののの間間間間

にににに、、、、最大最大最大最大３３３３回回回回までのまでのまでのまでの特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵ステップステップステップステップがががが実施実施実施実施されますされますされますされます。。。。 
 
28.2    特攻機無作為決定特攻機無作為決定特攻機無作為決定特攻機無作為決定 
 
28.21    特攻特攻特攻特攻 するするするする 航空機航空機航空機航空機 はははは 「「「「 神風出撃表神風出撃表神風出撃表神風出撃表 (Kamikaze Aircraft 
Table)」」」」にににに従従従従ってってってって無作為無作為無作為無作為ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引くことでくことでくことでくことで決定決定決定決定ささささ

れますれますれますれます。。。。 
 
ただしただしただしただし特攻特攻特攻特攻とはとはとはとは別別別別にににに、、、、通常通通常通通常通通常通りりりり増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））としてとしてとしてとして追加追加追加追加でででで航空航空航空航空

機機機機をををを得得得得ることがることがることがることが可能可能可能可能ですですですです。。。。 
 
28.22     特攻特攻特攻特攻するするするする航空機航空機航空機航空機はははは、、、、体当体当体当体当たりたりたりたり攻撃攻撃攻撃攻撃[ 28.5 ]しかしかしかしか行行行行えませんえませんえませんえません。。。。

これをこれをこれをこれを表表表表すためにすためにすためにすために「「「「神風神風神風神風」」」」マーカマーカマーカマーカをそれらのをそれらのをそれらのをそれらの航空機航空機航空機航空機にににに置置置置いておきいておきいておきいておき

ますますますます。。。。 
 
28.23     特攻特攻特攻特攻するするするする中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機はははは（（（（桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻をををを除除除除きききき））））常常常常にににに

超低空超低空超低空超低空（（（（Very Low））））ででででミッションミッションミッションミッションをををを開始開始開始開始しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。桜桜桜桜

花母機花母機花母機花母機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(G4M2)にににに限限限限りりりり、、、、中中中中(Medium)高度高度高度高度ででででミッションミッションミッションミッション

をををを開始開始開始開始できますできますできますできます。。。。 
特攻特攻特攻特攻するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機とととと軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機のののの場合場合場合場合はははは、、、、超高空超高空超高空超高空(Very High)以外以外以外以外

のどんなのどんなのどんなのどんな高度高度高度高度からでもからでもからでもからでもミッションミッションミッションミッションをををを開始開始開始開始できますができますができますができますが、、、、侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターン終終終終

了時了時了時了時にはにはにはには必必必必ずずずず超低空超低空超低空超低空（（（（Very Low））））にににに位置位置位置位置していなければならずしていなければならずしていなければならずしていなければならず、、、、

爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターン中中中中もずっともずっともずっともずっと超低空超低空超低空超低空（（（（Very Low））））をををを維持維持維持維持していなければしていなければしていなければしていなければ

なりませんなりませんなりませんなりません。。。。 
 
28.24     全全全全てのてのてのての特攻機特攻機特攻機特攻機はははは、、、、常時爆装常時爆装常時爆装常時爆装しているとしているとしているとしていると見見見見なしますなしますなしますなします（（（（逆逆逆逆にににに

言言言言うとうとうとうと「「「「爆装爆装爆装爆装」」」」マーカマーカマーカマーカをををを置置置置いておくいておくいておくいておく必要必要必要必要がないのですがないのですがないのですがないのです）。）。）。）。 
従従従従ってってってって、、、、特攻特攻特攻特攻するするするする爆装戦闘機爆装戦闘機爆装戦闘機爆装戦闘機とととと軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機はははは、、、、常常常常にににに「「「「過重状態過重状態過重状態過重状態」」」」

[ 17.15 ]のののの罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されていることになりますされていることになりますされていることになりますされていることになります。。。。 
特攻機特攻機特攻機特攻機はははは決決決決してしてしてして任意任意任意任意でででで爆弾爆弾爆弾爆弾をををを投棄投棄投棄投棄できませんできませんできませんできません。。。。それどころかそれどころかそれどころかそれどころか特特特特

攻攻攻攻するするするする爆装戦闘機爆装戦闘機爆装戦闘機爆装戦闘機のののの場合場合場合場合、、、、たとえたとえたとえたとえ損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態となってもとなってもとなってもとなっても爆弾爆弾爆弾爆弾をををを投投投投



棄棄棄棄できませんできませんできませんできません〔〔〔〔18.22にににに対対対対するするするする唯一唯一唯一唯一のののの例外例外例外例外〕。〕。〕。〕。 
 
28.25    特攻機特攻機特攻機特攻機はははは、、、、決決決決してしてしてして熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットまたはまたはまたはまたはクルークルークルークルー搭乗搭乗搭乗搭乗のののの為為為為にににに

アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引くことができませんくことができませんくことができませんくことができません。。。。 
それどころかそれどころかそれどころかそれどころか、、、、もしもしもしもし選択選択選択選択ルールルールルールルールであるであるであるである未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット〔〔〔〔19.4〕〕〕〕をををを採採採採

用用用用していたならしていたならしていたならしていたなら、、、、全全全全てのてのてのての特攻機特攻機特攻機特攻機パイロットパイロットパイロットパイロットはははは未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロットであであであであ

るとるとるとると見見見見なされますなされますなされますなされます。。。。 
例外例外例外例外：：：：桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(G4M2)だけはだけはだけはだけは、、、、熟練熟練熟練熟練クルークルークルークルー搭乗搭乗搭乗搭乗のののの

為為為為ににににカードカードカードカードをををを引引引引くことがくことがくことがくことが許許許許されますされますされますされます。。。。桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻だけはだけはだけはだけは

自動的自動的自動的自動的にににに未錬成未錬成未錬成未錬成クルークルークルークルーとされることはとされることはとされることはとされることはありませんありませんありませんありません。。。。 
 
28.26    特攻機特攻機特攻機特攻機はははは決決決決してしてしてして空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱〔〔〔〔12.0〕〕〕〕をををを行行行行いませんいませんいませんいません。。。。 
 
28.3     往路往路往路往路ターンターンターンターンのののの長長長長ささささ決定決定決定決定とととと、、、、往路往路往路往路ターンターンターンターンでのでのでのでの迎撃戦闘迎撃戦闘迎撃戦闘迎撃戦闘はははは通通通通

常通常通常通常通りのりのりのりの方法方法方法方法でででで解決解決解決解決されますされますされますされます[ 23.24 ]。。。。 
 
28.4     特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵フェイズフェイズフェイズフェイズ 
 
28.41     往路往路往路往路ターンターンターンターンのののの最後最後最後最後にににに日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは、、、、特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵フェイズフェイズフェイズフェイズをををを行行行行

いますいますいますいます。。。。 
 
28.42     特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊はははは最大最大最大最大３３３３回回回回までのまでのまでのまでの特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵ステップステップステップステップをををを行行行行いますいますいますいます。。。。

各索敵各索敵各索敵各索敵ステップステップステップステップにににに日本側日本側日本側日本側はははは、、、、1 枚枚枚枚ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて、、、、そそそそ

のののの特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊がどういったがどういったがどういったがどういった敵艦敵艦敵艦敵艦をををを発見発見発見発見しししし、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして突入可能突入可能突入可能突入可能なななな位位位位

置置置置にににに占位占位占位占位できたかをできたかをできたかをできたかを、、、、プレプレプレプレイヤイヤイヤイヤ補助補助補助補助カードカードカードカードのののの左下左下左下左下にあるにあるにあるにある「「「「神風索神風索神風索神風索

敵表敵表敵表敵表(Kamikaze Search Table)」」」」でででで判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
28.43     引引引引いたいたいたいたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードによってによってによってによって決定決定決定決定したしたしたした特攻目標特攻目標特攻目標特攻目標のののの敵敵敵敵

艦艦艦艦がががが気気気気にににに入入入入らなければらなければらなければらなければ、、、、２２２２度目度目度目度目、、、、３３３３度目度目度目度目ととととカードカードカードカードをををを引引引引きききき直直直直してしてしてして他他他他のののの

目標目標目標目標をををを捜捜捜捜すすすす事事事事ができますがができますがができますがができますが、、、、特攻機特攻機特攻機特攻機のののの高度高度高度高度がががが低低低低いといといといと（（（（無視無視無視無視したしたしたした敵敵敵敵

艦艦艦艦からからからから））））広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃をををを受受受受けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。ただしただしただしただし好好好好むとむとむとむと

好好好好まざるとにまざるとにまざるとにまざるとに関関関関わらずわらずわらずわらず３３３３度目度目度目度目ののののカードカードカードカード判定判定判定判定をををを行行行行ったならったならったならったなら、、、、索敵索敵索敵索敵スススス

テップテップテップテップはははは自動的自動的自動的自動的にににに終了終了終了終了しししし、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズのののの侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターン

にににに移行移行移行移行しますしますしますします（（（（３３３３度目度目度目度目にににに引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードでででで決決決決まったまったまったまった目標艦目標艦目標艦目標艦をををを拒否拒否拒否拒否すすすす

るるるる事事事事はできませんはできませんはできませんはできません）。）。）。）。 
    侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンのののの冒頭冒頭冒頭冒頭においてにおいてにおいてにおいて、、、、迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機とととと特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機（（（（そそそそ

れとれとれとれと桜花発進後桜花発進後桜花発進後桜花発進後のののの母機母機母機母機））））はははは、、、、退避退避退避退避〔〔〔〔23.51〕〕〕〕のののの宣言宣言宣言宣言をををを行行行行えますえますえますえます。。。。 
 
28.44    「「「「神風索敵表神風索敵表神風索敵表神風索敵表(Kamikaze Search Table)」」」」でででで求求求求めためためためた目標艦目標艦目標艦目標艦

がががが気気気気にににに入入入入らなければらなければらなければらなければ、、、、特攻機特攻機特攻機特攻機がががが超低空超低空超低空超低空(Very Low) またはまたはまたはまたは低低低低

(Low)高度高度高度高度にあるならそのにあるならそのにあるならそのにあるならその艦艦艦艦のののの上空上空上空上空をををを飛飛飛飛びびびび越越越越えたえたえたえた事事事事によるによるによるによる広域広域広域広域

対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃をををを受受受受けたけたけたけた後後後後、、、、もうもうもうもう１１１１枚枚枚枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて、、、、別別別別のののの目目目目

標艦標艦標艦標艦をををを捜捜捜捜すことができますすことができますすことができますすことができます（（（（なおなおなおなお「「「「目標艦無目標艦無目標艦無目標艦無しししし(Nothing)」」」」のののの場合場合場合場合

にはにはにはには広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃はははは受受受受けまけまけまけませんせんせんせん）。）。）。）。 
 
28.5     目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ 
 
28.51     目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ冒頭冒頭冒頭冒頭のののの侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンとととと最後最後最後最後のののの退去退去退去退去ターンターンターンターン

はははは、、、、特攻特攻特攻特攻だからとだからとだからとだからと言言言言ってってってって特別特別特別特別なななな事項事項事項事項はなくはなくはなくはなく通常通通常通通常通通常通りのりのりのりの手順手順手順手順をををを踏踏踏踏んんんん

でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 
 
28.52     ただしただしただしただし爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターンのののの開始時開始時開始時開始時においてにおいてにおいてにおいて、、、、各特攻機各特攻機各特攻機各特攻機はははは必必必必ずずずず超超超超

低空低空低空低空(Very Low)にににに位置位置位置位置していなければなりませんしていなければなりませんしていなければなりませんしていなければなりません。。。。 
 
28.53     体当体当体当体当たりたりたりたり特攻特攻特攻特攻はははは、、、、以下以下以下以下のののの手順手順手順手順にににに従従従従ってってってって解決解決解決解決されますされますされますされます。。。。 
 
１１１１）．）．）．）．日本側日本側日本側日本側はははは、、、、そのそのそのその特攻機特攻機特攻機特攻機によるによるによるによる突入突入突入突入がががが成功成功成功成功したかどうかしたかどうかしたかどうかしたかどうか、、、、１１１１枚枚枚枚

ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを求求求求めますめますめますめます。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．次次次次にそのにそのにそのにその特攻特攻特攻特攻をををを受受受受けたけたけたけた艦艦艦艦のののの側側側側がががが、、、、目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力とととと

等等等等しいしいしいしい枚数枚数枚数枚数ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて対空戦闘対空戦闘対空戦闘対空戦闘のののの結果結果結果結果をををを判定判定判定判定しししし

ますますますます。。。。特攻機特攻機特攻機特攻機はこのはこのはこのはこの目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃にににに対対対対してしてしてして決決決決してしてしてして反応反応反応反応

〔〔〔〔22.26〕〕〕〕できませんできませんできませんできません。。。。このこのこのこの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃によりによりによりにより特攻機特攻機特攻機特攻機がががが撃墜撃墜撃墜撃墜されたなされたなされたなされたな

らららら、、、、１１１１））））でででで求求求求めためためためた特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果はははは自動的自動的自動的自動的にににに無効無効無効無効とされますとされますとされますとされます（（（（突入突入突入突入にににに失失失失

敗敗敗敗したしたしたした訳訳訳訳ですですですです）。）。）。）。ただしそのただしそのただしそのただしその特攻機特攻機特攻機特攻機がががが損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態となっただけならとなっただけならとなっただけならとなっただけなら

１１１１））））でででで求求求求めためためためた特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果にはにはにはには何何何何のののの影響影響影響影響もなくもなくもなくもなく、、、、そのままそのままそのままそのまま適用適用適用適用されまされまされまされま

すすすす（（（（被弾被弾被弾被弾をををを物物物物ともせずともせずともせずともせず突入突入突入突入してきたのですしてきたのですしてきたのですしてきたのです）。）。）。）。なおなおなおなお「「「「攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗」」」」カーカーカーカー

ドドドドはははは特攻特攻特攻特攻にににに影響影響影響影響をををを与与与与えませんえませんえませんえません（（（（このこのこのこの期期期期にににに及及及及んでんでんでんで特攻隊員特攻隊員特攻隊員特攻隊員はははは攻撃攻撃攻撃攻撃

をををを断念断念断念断念したりしたりしたりしたりしませんしませんしませんしません）。）。）。）。 
 
３３３３）．）．）．）．特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果がががが「「「「命中命中命中命中」」」」またはそれまたはそれまたはそれまたはそれ以上以上以上以上であればであればであればであれば、、、、特攻機特攻機特攻機特攻機のののの大大大大きききき

さによりさによりさによりさにより「「「「神風損傷判定表神風損傷判定表神風損傷判定表神風損傷判定表(Kamikaze Damage Table)」」」」でそれがでそれがでそれがでそれが

目標艦目標艦目標艦目標艦にににに与与与与えたえたえたえたダメージダメージダメージダメージのののの大大大大きさをきさをきさをきさを判定判定判定判定しますしますしますします（（（（例外例外例外例外：：：：桜花桜花桜花桜花

(MXY7) 特攻特攻特攻特攻のののの損傷判定損傷判定損傷判定損傷判定〔〔〔〔18.86〕）。〕）。〕）。〕）。 
 
４４４４）．）．）．）．上記上記上記上記１１１１～～～～３３３３のののの結果結果結果結果にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、特攻機特攻機特攻機特攻機をををを直直直直ちにちにちにちに除去除去除去除去しますしますしますします。。。。 
 
なおなおなおなお特攻機特攻機特攻機特攻機はははは決決決決してしてしてして機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射をををを行行行行えませんえませんえませんえません（（（（それはそれはそれはそれは神風損傷判神風損傷判神風損傷判神風損傷判

定表定表定表定表のののの結果結果結果結果のののの中中中中にににに含含含含まれていますまれていますまれていますまれています）。）。）。）。 
 
28.54     たとえたとえたとえたとえ全全全全てのてのてのての特攻機特攻機特攻機特攻機がこのがこのがこのがこの段階段階段階段階でででで全全全全てててて除去除去除去除去されていたとされていたとされていたとされていたと

してもしてもしてもしても退去退去退去退去ターンターンターンターンはははは通常通通常通通常通通常通りりりり行行行行われわれわれわれるるるる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。なぜななぜななぜななぜな

らそれはらそれはらそれはらそれは目標上空目標上空目標上空目標上空にににに留留留留まったまったまったまった迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機やややや特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機がががが

いたいたいたいた場合場合場合場合、、、、それらにそれらにそれらにそれらに対対対対してしてしてして広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃をををを行行行行わなければならなわなければならなわなければならなわなければならな

いからですいからですいからですいからです。。。。 
 
28.6     帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンのののの長長長長ささささ決定決定決定決定とととと、、、、帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンでのでのでのでの追撃戦闘追撃戦闘追撃戦闘追撃戦闘はははは通通通通

常通常通常通常通りのりのりのりの方法方法方法方法でででで解決解決解決解決されますされますされますされます[ 23.24 ]。。。。特攻特攻特攻特攻だからとだからとだからとだからと言言言言ってってってって特別特別特別特別

なななな事項事項事項事項はなくはなくはなくはなく通常通通常通通常通通常通りのりのりのりの手順手順手順手順をををを踏踏踏踏んでんでんでんで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。 
 
28.7     特攻特攻特攻特攻によってによってによってによって得得得得られるられるられるられる勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点もももも原則的原則的原則的原則的にににに通常通通常通通常通通常通りなのりなのりなのりなの

ですがですがですがですが、、、、米英軍米英軍米英軍米英軍はははは特攻機特攻機特攻機特攻機をををを撃墜撃墜撃墜撃墜／／／／損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態にしたからといってにしたからといってにしたからといってにしたからといって

何一何一何一何一つつつつ勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点をををを得得得得ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません（（（（ただしただしただしただし桜花母機桜花母機桜花母機桜花母機のののの一式一式一式一式

陸攻陸攻陸攻陸攻(G4M2s)をををを撃墜撃墜撃墜撃墜またはまたはまたはまたは損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態にしたにしたにしたにした場合場合場合場合はははは、、、、通常通常通常通常のののの勝利勝利勝利勝利

得点得点得点得点をををを貰貰貰貰えますえますえますえます。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら特攻機特攻機特攻機特攻機はははは桜花桜花桜花桜花(MXY7) であってであってであってであって、、、、母機母機母機母機

のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(G4M2s)はははは特攻機特攻機特攻機特攻機ではないからですではないからですではないからですではないからです）。）。）。）。 
 
■■■■特攻特攻特攻特攻のののの例例例例：：：： 
 

1945年年年年３３３３月月月月のののの沖縄沖縄沖縄沖縄キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン第第第第５５５５ミッションミッションミッションミッションでのでのでのでの事事事事としますとしますとしますとします。。。。 
日本軍日本軍日本軍日本軍ははははミッションミッションミッションミッション #14 によりによりによりにより「「「「特攻特攻特攻特攻」」」」をををを実施実施実施実施することになりましすることになりましすることになりましすることになりまし

たたたた。。。。 
日本軍日本軍日本軍日本軍はははは出撃出撃出撃出撃するするするする特攻機特攻機特攻機特攻機をををを決決決決めるためにめるためにめるためにめるためにアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引

いたところいたところいたところいたところ、、、、それはそれはそれはそれは「「「「IN MY SIGHTS (3B) 」」」」でしたでしたでしたでした。。。。これをこれをこれをこれを「「「「神風神風神風神風

出撃表出撃表出撃表出撃表(Kamikaze Aircraft Table) 」」」」にににに当当当当てはめるとてはめるとてはめるとてはめると８８８８機機機機のののの帝國陸帝國陸帝國陸帝國陸

軍特攻機軍特攻機軍特攻機軍特攻機がががが出撃出撃出撃出撃したことがしたことがしたことがしたことが分分分分かりましたかりましたかりましたかりました：：：：そのそのそのその内訳内訳内訳内訳はははは双発双発双発双発のののの二式二式二式二式

複座戦闘機複座戦闘機複座戦闘機複座戦闘機「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」(Ki-45)がががが１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと、、、、三式戦闘機三式戦闘機三式戦闘機三式戦闘機「「「「飛燕飛燕飛燕飛燕」」」」

(Ki-61)がががが１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、そしてそしてそしてそして九七式戦闘機九七式戦闘機九七式戦闘機九七式戦闘機(Ki-27)がががが２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント

でしたでしたでしたでした。。。。 
次次次次にににに両軍両軍両軍両軍ともともともとも増援増援増援増援(Resource)をををを秘密裏秘密裏秘密裏秘密裏にににに選選選選びましたびましたびましたびました。。。。 

米軍側米軍側米軍側米軍側はこのはこのはこのはこの特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊をををを阻止阻止阻止阻止するするするする為為為為にににに迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機としてとしてとしてとして増援増援増援増援 #１１１１

をををを選選選選びびびび、、、、F6F ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットのののの１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを向向向向かわせましたかわせましたかわせましたかわせました。。。。 
日本側日本側日本側日本側はははは特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機特攻直掩戦闘機としてとしてとしてとして増援増援増援増援 #３３３３（（（（Ki-61 飛燕飛燕飛燕飛燕１１１１エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトト））））をををを選選選選びましたびましたびましたびました。。。。 
またまたまたまた日本日本日本日本側側側側はははは、、、、特攻出撃特攻出撃特攻出撃特攻出撃するのがするのがするのがするのが陸軍機陸軍機陸軍機陸軍機なのでなのでなのでなので、、、、三式戦闘機三式戦闘機三式戦闘機三式戦闘機

「「「「飛燕飛燕飛燕飛燕」」」」(Ki-61)のののの１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを、、、、一式戦闘機一式戦闘機一式戦闘機一式戦闘機「「「「隼隼隼隼」」」」(Ki-43-II) のそのそのそのそ

れにれにれにれに変更変更変更変更しましたしましたしましたしました（（（（神風出撃表下部神風出撃表下部神風出撃表下部神風出撃表下部のののの注釈注釈注釈注釈 2 をををを参照参照参照参照）。）。）。）。 
しかるのちしかるのちしかるのちしかるのち特攻特攻特攻特攻はははは往路往路往路往路フェイズフェイズフェイズフェイズからからからから開始開始開始開始されますされますされますされます。。。。まずまずまずまず往路往路往路往路タタタタ

ーンーンーンーンのののの長長長長さをさをさをさを決決決決めますめますめますめます。。。。今回今回今回今回のののの特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊がががが全全全全てててて戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機でででで編成編成編成編成されされされされ

ているのでているのでているのでているので往路往路往路往路はははは距離距離距離距離８８８８ターンターンターンターンからからからから戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの速度速度速度速度６６６６をををを引引引引いたいたいたいた結結結結

果果果果２２２２ターンターンターンターンとなりますとなりますとなりますとなります。。。。 
    さてさてさてさて往路往路往路往路のののの２２２２ターンターンターンターン終了後終了後終了後終了後、、、、迎撃戦闘迎撃戦闘迎撃戦闘迎撃戦闘をかいくぐったをかいくぐったをかいくぐったをかいくぐった特攻機特攻機特攻機特攻機によによによによ

ってってってって、、、、日本側日本側日本側日本側はははは特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵フェイズフェイズフェイズフェイズをををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。 
 

まずまずまずまず１１１１枚目枚目枚目枚目にににに引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード(First Draw) はははは「「「「失敗失敗失敗失敗(Miss)」」」」でしたでしたでしたでした。。。。

「「「「神風索敵表神風索敵表神風索敵表神風索敵表(Kamikaze Search Table)」」」」にににに当当当当てはめるとてはめるとてはめるとてはめるとミスミスミスミスではではではでは

何何何何もももも発見発見発見発見できないできないできないできない(Nothing)とありましたとありましたとありましたとありました。。。。こうなればこうなればこうなればこうなれば必然的必然的必然的必然的にににに第第第第



２２２２ののののカードカードカードカードをををを引引引引くしかありませんくしかありませんくしかありませんくしかありません。。。。 
今度今度今度今度(Second Draw)はははは「「「「成功成功成功成功(Hit) 」」」」でしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその結果発見結果発見結果発見結果発見したしたしたした

のはのはのはのは護衛空母護衛空母護衛空母護衛空母でしたでしたでしたでした（（（（カードカードカードカードのののの色色色色がががが赤赤赤赤ならならならなら正規空母正規空母正規空母正規空母だったのですだったのですだったのですだったのです

がががが）。）。）。）。特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊としてはよりとしてはよりとしてはよりとしてはより大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標をををを求求求求めめめめ、、、、このこのこのこの護衛空母護衛空母護衛空母護衛空母をををを無無無無

視視視視してしてしてして先先先先へへへへ進進進進むむむむ事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。ただしそのただしそのただしそのただしその為為為為にはにはにはには護衛空母護衛空母護衛空母護衛空母からのからのからのからの

広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃をををを受受受受けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。特攻機特攻機特攻機特攻機のうちのうちのうちのうち超低空超低空超低空超低空

(Very Low)またはまたはまたはまたは低低低低(Low)高度高度高度高度にあるものはにあるものはにあるものはにあるものは護衛空母護衛空母護衛空母護衛空母によるによるによるによる広広広広

域対空射撃域対空射撃域対空射撃域対空射撃としてそれぞれとしてそれぞれとしてそれぞれとしてそれぞれ１１１１枚枚枚枚ののののカードカードカードカードでそのでそのでそのでその損害損害損害損害をををを判定判定判定判定されまされまされまされま

すすすす。。。。 
それがそれがそれがそれが済済済済むとむとむとむと日本軍日本軍日本軍日本軍はこれではこれではこれではこれで最後最後最後最後となるとなるとなるとなる３３３３度目度目度目度目カードカードカードカード引引引引きききき

(Third Draw) をををを行行行行ってってってって目標艦目標艦目標艦目標艦をををを捜捜捜捜しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは「「「「直撃直撃直撃直撃

(Direct)」」」」でででで、、、、戦艦戦艦戦艦戦艦にににに目標目標目標目標をををを定定定定めることにめることにめることにめることに成功成功成功成功しましたしましたしましたしました。。。。これがこれがこれがこれが日日日日

本軍本軍本軍本軍にとってにとってにとってにとって最後最後最後最後のののの索敵索敵索敵索敵なのでなのでなのでなので、、、、否否否否がががが応応応応でもでもでもでも戦艦戦艦戦艦戦艦にににに特攻特攻特攻特攻するしするしするしするし

かありませんかありませんかありませんかありません。。。。 
そしてそしてそしてそして侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンでででで戦艦戦艦戦艦戦艦からのからのからのからの広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃広域対空射撃をををを受受受受けたけたけたけた後後後後、、、、爆爆爆爆

撃撃撃撃ターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時にににに特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊にはにはにはには３３３３機機機機がががが残残残残っていましっていましっていましっていましたたたた（（（（それそれそれそれ以外以外以外以外のののの

機機機機はははは途半途半途半途半ばにしてばにしてばにしてばにして撃墜撃墜撃墜撃墜されたのですされたのですされたのですされたのです）。）。）。）。そのそのそのその内訳内訳内訳内訳はははは、、、、双発双発双発双発のののの二式二式二式二式

複座戦闘機複座戦闘機複座戦闘機複座戦闘機「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」(Ki-45)がががが２２２２機機機機とととと、、、、九七式戦闘機九七式戦闘機九七式戦闘機九七式戦闘機(Ki-27)がががが１１１１機機機機

ですですですです。。。。それらそれらそれらそれら各特攻機各特攻機各特攻機各特攻機につきにつきにつきにつき１１１１枚枚枚枚ずつずつずつずつアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて以以以以

下下下下のようにのようにのようにのように特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果をををを求求求求めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。 
    まずまずまずまず１１１１機機機機のののの「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍(Ki-45)」」」」がががが突入突入突入突入をををを開始開始開始開始しししし、、、、特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果をををを求求求求めるめるめるめる

ためにためにためにためにアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは「「「「命中命中命中命中(Hit) 」」」」

でしたでしたでしたでした。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし米軍米軍米軍米軍はははは戦艦戦艦戦艦戦艦によるによるによるによる目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃としてとしてとしてとして

４４４４枚枚枚枚ののののカードカードカードカードをををを引引引引きましたがきましたがきましたがきましたが「「「「攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗(Spoiled attack)」」」」しかしかしかしか得得得得らららら

れませんでしたれませんでしたれませんでしたれませんでした。。。。特攻特攻特攻特攻にににに「「「「攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗」」」」はははは効果効果効果効果がないのでがないのでがないのでがないので、、、、１１１１機目機目機目機目

のののの 「「「「 屠龍屠龍屠龍屠龍 」」」」 に よるに よるに よるに よる 「「「「 命中命中命中命中 」」」」 はははは 有効有効有効有効 と されと されと されと され 、「、「、「、「 神風損傷判定表神風損傷判定表神風損傷判定表神風損傷判定表

(Kamikaze Damage Table)」」」」でででで双発双発双発双発(Multi-Engine) 機機機機によるによるによるによる命中命中命中命中

のののの欄欄欄欄をををを見見見見るとるとるとると３３３３ダメージダメージダメージダメージとありましたのでとありましたのでとありましたのでとありましたので、、、、そのそのそのその戦艦戦艦戦艦戦艦はははは３３３３損害損害損害損害をををを被被被被

りますりますりますります（（（（特攻特攻特攻特攻をををを終終終終えたえたえたえた１１１１機目機目機目機目のののの「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」はははは除去除去除去除去されますされますされますされます）。）。）。）。 
    次次次次にににに２２２２機目機目機目機目のののの「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」によるによるによるによる特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果はははは「「「「致命弾致命弾致命弾致命弾(Vital) 」」」」でででで、、、、対対対対

空射撃空射撃空射撃空射撃のののの結果結果結果結果はははは「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」をををを損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態としましたがとしましたがとしましたがとしましたが、、、、損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態ではではではでは

特攻突入特攻突入特攻突入特攻突入をををを阻止阻止阻止阻止できずできずできずできず、、、、戦艦戦艦戦艦戦艦はははは一挙一挙一挙一挙 11 ダメージダメージダメージダメージをををを被被被被りましたりましたりましたりました（（（（特特特特

攻攻攻攻をををを終終終終えたえたえたえた２２２２機目機目機目機目のののの「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」はははは除去除去除去除去されますされますされますされます）。）。）。）。 
    ちなみにちなみにちなみにちなみに米軍米軍米軍米軍はははは２２２２機機機機のののの「「「「屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」がががが除去除去除去除去されたことでされたことでされたことでされたことで勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点をををを

受受受受けけけけ取取取取ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。 
    最後最後最後最後にににに「「「「九七戦九七戦九七戦九七戦（（（（Ki-27）」）」）」）」がががが突入突入突入突入をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。引引引引かれたかれたかれたかれた突入突入突入突入

結果結果結果結果はははは「「「「直撃直撃直撃直撃(Direct)」」」」でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、戦艦戦艦戦艦戦艦によるによるによるによる目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃

としてとしてとしてとして九七戦九七戦九七戦九七戦はははは５５５５ヒットヒットヒットヒットをををを被被被被ってってってって虚虚虚虚しくしくしくしく海中海中海中海中にににに没没没没しししし（「（「（「（「九七戦九七戦九七戦九七戦」」」」はははは除除除除

去去去去されますされますされますされます）、）、）、）、そのそのそのその特攻結果特攻結果特攻結果特攻結果「「「「直撃直撃直撃直撃」」」」はははは無効無効無効無効とされましたとされましたとされましたとされました。。。。米軍米軍米軍米軍はははは

九七戦撃墜九七戦撃墜九七戦撃墜九七戦撃墜によってもによってもによってもによっても勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点をををを得得得得ることはありませんることはありませんることはありませんることはありません（（（（特攻機特攻機特攻機特攻機

のののの撃墜撃墜撃墜撃墜はははは一切一切一切一切 VP にならないのですにならないのですにならないのですにならないのです）。）。）。）。 
    このこのこのこの後後後後、、、、残残残残っているっているっているっている特攻直掩戦闘特攻直掩戦闘特攻直掩戦闘特攻直掩戦闘機機機機とととと迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機迎撃戦闘機があればがあればがあればがあれば、、、、退退退退

去去去去ターンターンターンターンとととと帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンをををを最後最後最後最後までまでまでまで行行行行いますいますいますいます。。。。 
 
29.0 ガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 
 

ガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは、、、、ガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル島島島島（（（（以降以降以降以降、、、、ガガガガ島島島島とととと

略略略略））））をををを確保確保確保確保するするするする為為為為にににに繰繰繰繰りりりり広広広広げられたげられたげられたげられた 10 週間週間週間週間にににに渡渡渡渡るるるる航空戦航空戦航空戦航空戦をををを再現再現再現再現

していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれは毎週毎週毎週毎週それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 2 つのつのつのつのミッションミッションミッションミッション（（（（攻撃攻撃攻撃攻撃／／／／船団直船団直船団直船団直

掩任務掩任務掩任務掩任務））））をををを含含含含みますみますみますみます。。。。プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、自軍自軍自軍自軍のののの使用可能機使用可能機使用可能機使用可能機をををを最最最最もももも適当適当適当適当

とととと思思思思われるわれるわれるわれる任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行にににに送送送送りりりり出出出出してしてしてして個個個個々々々々ののののミッションミッションミッションミッションでででで得点得点得点得点をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、

最終的最終的最終的最終的ににににキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでのでのでのでの勝利勝利勝利勝利をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。 
 
製作註製作註製作註製作註:WW2 欧州欧州欧州欧州でのでのでのでの航空戦後半航空戦後半航空戦後半航空戦後半をををを扱扱扱扱ったったったった「「「「第八空軍第八空軍第八空軍第八空軍(Eighth 
Air Force)」」」」ををををプレイプレイプレイプレイしたしたしたした経験経験経験経験のあるのあるのあるのある人人人人にとってにとってにとってにとって、、、、このこのこのこのガガガガ島島島島キャンキャンキャンキャン

ペーンペーンペーンペーンととととスターリングラードスターリングラードスターリングラードスターリングラード空輸空輸空輸空輸キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがががが、、、、よくよくよくよく似似似似ているているているている事事事事

にににに気気気気がががが付付付付かれるとかれるとかれるとかれると思思思思いますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら当然当然当然当然「「「「ガガガガ島島島島」」」」とととと「「「「スターリスターリスターリスターリ

ングラードングラードングラードングラード」」」」にはにはにはには大大大大きなきなきなきな相違相違相違相違がありますがありますがありますがあります。。。。同同同同じだろうとじだろうとじだろうとじだろうと勘違勘違勘違勘違いしていしていしていして

読読読読みみみみ飛飛飛飛ばさずにばさずにばさずにばさずに、、、、必必必必ずずずず以下以下以下以下ののののルールルールルールルールをををを丹念丹念丹念丹念にににに読読読読んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。 
 
29.1 ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののゲームゲームゲームゲーム手順手順手順手順 
１１１１）．）．）．）．アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、そのそのそのその週週週週のののの天候天候天候天候をををを決定決定決定決定しますしますしますします

（（（（例外例外例外例外：：：：キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの最初最初最初最初のののの週週週週にはにはにはには引引引引きませんきませんきませんきません。。。。最初最初最初最初のののの週週週週はははは曇曇曇曇

天天天天でありでありでありであり両軍両軍両軍両軍がががが使用使用使用使用できるできるできるできる航空機航空機航空機航空機のののの数数数数はははは４４４４とととと決決決決まっていますまっていますまっていますまっています）。）。）。）。 
 
２２２２）．）．）．）．アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務（（（（Attack Mission））））

のののの目標目標目標目標〔〔〔〔29.42〕〕〕〕をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務のののの解決手順解決手順解決手順解決手順にににに入入入入りますりますりますります。。。。 
 

A.そのそのそのその任務任務任務任務にににに投入投入投入投入するするするする航空機航空機航空機航空機とととと搭載兵装搭載兵装搭載兵装搭載兵装をををを対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手にににに知知知知られられられられ

ないようにないようにないようにないように選選選選びますびますびますびます。。。。 
 

B.そのそのそのその任務任務任務任務にににに熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットややややクルークルークルークルーがががが登場登場登場登場するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか無作無作無作無作

為判定為判定為判定為判定〔〔〔〔19.2とととと 19.3〕〕〕〕をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
 

C.任務任務任務任務のののの往路往路往路往路ターンターンターンターン〔〔〔〔23.2〕〕〕〕のののの長長長長さをさをさをさを算出算出算出算出しますしますしますします。。。。 
 

D.通常通通常通通常通通常通りりりり任務任務任務任務〔〔〔〔23.0〕〕〕〕をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート左下左下左下左下にあるにあるにあるにあるガガガガ島島島島キャンキャンキャンキャンペーントラッペーントラッペーントラッペーントラッ

クククク上上上上でででで（（（（そのそのそのその任務任務任務任務のののの結果結果結果結果〔〔〔〔29.63〕〕〕〕によってによってによってによって））））マーカマーカマーカマーカをををを動動動動かしますかしますかしますかします。。。。 
 
５５５５）．）．）．）．日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは、、、、ガガガガ島補給任務島補給任務島補給任務島補給任務〔〔〔〔29.43〕〕〕〕のののの目標目標目標目標をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。まままま

たはたはたはたは、、、、ここでここでここでここで（（（（任意選択任意選択任意選択任意選択であるであるであるである））））空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン〔〔〔〔29.7〕「〕「〕「〕「第二第二第二第二

次次次次 ソロモンソロモンソロモンソロモン 海戦海戦海戦海戦 (Eastern Solomons)」 「」 「」 「」 「 南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦 (Santa 
Cruz)」」」」のどちらかをのどちらかをのどちらかをのどちらかを選択選択選択選択することもできますすることもできますすることもできますすることもできます。。。。 
 
６６６６）．）．）．）．日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる増援船団直掩任務増援船団直掩任務増援船団直掩任務増援船団直掩任務(Resupply Mission)をををを開始開始開始開始

しますしますしますします。。。。 
 

A.船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務にににに投入投入投入投入するするするする航空機航空機航空機航空機とととと搭載兵装搭載兵装搭載兵装搭載兵装をををを対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手にににに

知知知知られないようにられないようにられないようにられないように選選選選びますびますびますびます。。。。 
 

B.そのそのそのその任務任務任務任務にににに熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットややややクルークルークルークルーがががが登場登場登場登場するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか無作無作無作無作

為判定為判定為判定為判定〔〔〔〔19.2とととと 19.3〕〕〕〕をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
 

C.任務任務任務任務のののの往路往路往路往路ターンターンターンターン〔〔〔〔23.2〕〕〕〕のののの長長長長さをさをさをさを算出算出算出算出しますしますしますします。。。。 
 

D.通常通通常通通常通通常通りりりり任務任務任務任務〔〔〔〔23.0〕〕〕〕をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。 
 
７７７７）．）．）．）．ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート左下左下左下左下にあるにあるにあるにあるガガガガ島島島島キャンペーントラッキャンペーントラッキャンペーントラッキャンペーントラッ

クククク上上上上でででで、（、（、（、（そのそのそのその任務任務任務任務のののの結果結果結果結果〔〔〔〔29.63〕〕〕〕によってによってによってによって））））マーカマーカマーカマーカをををを動動動動かしますかしますかしますかします。。。。 
 
８８８８）．）．）．）．ここでここでここでここで勝利判定勝利判定勝利判定勝利判定をををを行行行行いますいますいますいます。。。。もしもしもしもしガガガガ島島島島キャンペーントラックキャンペーントラックキャンペーントラックキャンペーントラック上上上上

ののののマーカマーカマーカマーカがががが「「「「日本軍転進日本軍転進日本軍転進日本軍転進(Japanese Repulsed)」」」」にあるならにあるならにあるならにあるなら米軍米軍米軍米軍のののの

勝勝勝勝ちちちち、、、、反対反対反対反対にににに「「「「米軍撤収米軍撤収米軍撤収米軍撤収(Americans Evacuate)」」」」にあるならにあるならにあるならにあるなら日本日本日本日本

軍軍軍軍のののの勝勝勝勝ちでちでちでちで、、、、このこのこのこのガガガガ島航空戦役島航空戦役島航空戦役島航空戦役はははは直直直直ちにちにちにちに終了終了終了終了しますしますしますします。。。。 
ここでここでここでここでゲームゲームゲームゲームがががが終了終了終了終了しなければしなければしなければしなければ、、、、米国側米国側米国側米国側ははははアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを

一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、自身自身自身自身がががが受受受受けけけけ取取取取れるれるれるれる増援増援増援増援〔〔〔〔29.57〕〕〕〕とととと次次次次のののの週週週週のののの稼働機稼働機稼働機稼働機

にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベント〔〔〔〔29.65〕〕〕〕のののの有無有無有無有無をををを判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
29.2    ガダルカナルガダルカナルガダルカナルガダルカナル・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート 
 
ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシートにはにはにはにはキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行うのにうのにうのにうのに必要必要必要必要なななな情情情情

報報報報がががが記載記載記載記載されていますされていますされていますされています。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：なおなおなおなお括弧内括弧内括弧内括弧内のののの英文英文英文英文ははははシートシートシートシートのののの表記表記表記表記にににに合合合合わせていますわせていますわせていますわせています。。。。 
 
キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートにはにはにはには以下以下以下以下のののの記載記載記載記載がありますがありますがありますがあります：：：： 
 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン名名名名 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののゲームゲームゲームゲーム手順手順手順手順 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上でででで「「「「ガガガガ島島島島」」」」マーカマーカマーカマーカをををを左右左右左右左右ににににシフトシフトシフトシフトさせるさせるさせるさせる３３３３つつつつ

（（（（攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務、、、、船団直掩結果船団直掩結果船団直掩結果船団直掩結果、、、、空母戦空母戦空母戦空母戦））））のののの要件要件要件要件リストリストリストリスト(adjustments 
to marker) 



天候天候天候天候によるによるによるによる使用可能機数決定表使用可能機数決定表使用可能機数決定表使用可能機数決定表(Weather) 
攻撃目標決定表攻撃目標決定表攻撃目標決定表攻撃目標決定表(Attack Mission Targets) 
米軍増援表米軍増援表米軍増援表米軍増援表(US Reinforcements) 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン地図地図地図地図 
 
29.3     キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート 
 

本作本作本作本作にはにはにはにはガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの推移推移推移推移をををを書書書書きききき留留留留めておくめておくめておくめておく為為為為ののののキャンキャンキャンキャン

ペーンペーンペーンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート(Guadalcanal campaign Log)がががが用意用意用意用意されていされていされていされてい

ますますますます。。。。 
両軍両軍両軍両軍ともともともとも、、、、ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの遂行遂行遂行遂行にあたってにあたってにあたってにあたって決定決定決定決定したしたしたした天候天候天候天候、、、、

実施実施実施実施したしたしたした任務任務任務任務のののの目標目標目標目標、、、、投入投入投入投入したしたしたした航空機航空機航空機航空機のののの明細明細明細明細、、、、勝利得点数勝利得点数勝利得点数勝利得点数、、、、受受受受

けけけけ取取取取ったったったった米軍増援米軍増援米軍増援米軍増援などをなどをなどをなどを記録記録記録記録シートシートシートシートにににに書書書書きききき留留留留めておきますめておきますめておきますめておきます。。。。 
なおなおなおなお記録記録記録記録シートシートシートシートはははは本作本作本作本作のののの購入者購入者購入者購入者にににに限限限限りりりり、、、、プレイプレイプレイプレイ目的目的目的目的ででででコピーコピーコピーコピーしししし

てててて使用使用使用使用することをすることをすることをすることを認認認認めますめますめますめます。。。。 
 
29.4    各種任務各種任務各種任務各種任務(Missions) 
 
29.41 ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンではではではでは各週決各週決各週決各週決まってまってまってまって次次次次のののの２２２２任務任務任務任務がががが実施実施実施実施されされされされ

ますますますます：：：：それはそれはそれはそれは攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務とととと船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務ですですですです。。。。 
 

攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務のののの場合場合場合場合、、、、そのそのそのその目標目標目標目標とととと、、、、どちらがどちらがどちらがどちらが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側であるかはであるかはであるかはであるかは、、、、無無無無

作為作為作為作為にににに引引引引かれたかれたかれたかれたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードによってによってによってによって決定決定決定決定されますされますされますされます; 
 

船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務のののの場合場合場合場合、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはそのはそのはそのはその直掩対象直掩対象直掩対象直掩対象（（（（駆逐駆逐駆逐駆逐

艦艦艦艦によるによるによるによる鼠輸送鼠輸送鼠輸送鼠輸送かかかか徴用商船徴用商船徴用商船徴用商船によるによるによるによる正規正規正規正規のののの輸送作戦輸送作戦輸送作戦輸送作戦））））をををを選選選選びびびび、、、、常常常常

にににに防御側防御側防御側防御側となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
 
29.42 攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務のののの目標決定目標決定目標決定目標決定 
 

任意任意任意任意ののののプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤががががアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「攻撃目標決定攻撃目標決定攻撃目標決定攻撃目標決定

表表表表」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そのそのそのその目標目標目標目標とととと、、、、どちらがどちらがどちらがどちらが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側となるかをとなるかをとなるかをとなるかを参参参参

照照照照しますしますしますします。。。。 
 
29.43 船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務 
 

攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務のののの解決解決解決解決がががが済済済済んだんだんだんだ後後後後、、、、日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは続続続続くくくく船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務

においてにおいてにおいてにおいて、、、、徴用輸送船徴用輸送船徴用輸送船徴用輸送船によるによるによるによる正規正規正規正規のののの船団輸送船団輸送船団輸送船団輸送かかかか、、、、駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦によるによるによるによる

不正規不正規不正規不正規なななな鼠輸送鼠輸送鼠輸送鼠輸送かをかをかをかを米軍側米軍側米軍側米軍側にににに宣言宣言宣言宣言しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。 
日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務のののの為為為為にににに

使用使用使用使用できるできるできるできる５５５５つのつのつのつの鼠輸送鼠輸送鼠輸送鼠輸送（（（（Destroyers：：：：駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦））））とととと３３３３つのつのつのつの輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団

( Freighters)をををを有有有有していますしていますしていますしています。。。。 
    もしそのもしそのもしそのもしその任務任務任務任務のののの結果結果結果結果、、、、駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦またはまたはまたはまたは輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団がががが沈沈沈沈められためられためられためられた場場場場

合合合合、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート右下右下右下右下のののの該当該当該当該当するするするする艦種艦種艦種艦種ののののボックスボックスボックスボックスをををを一一一一

つつつつ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの艦種艦種艦種艦種がががが全全全全てててて沈沈沈沈んだんだんだんだ場合場合場合場合、、、、そのそのそのその艦艦艦艦

種種種種によるによるによるによる海輸海輸海輸海輸はははは行行行行えなくなりますえなくなりますえなくなりますえなくなります。。。。 
もしももしももしももしも駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦、、、、輸送船団共輸送船団共輸送船団共輸送船団共にににに全滅全滅全滅全滅したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、もはやもはやもはやもはや船団直船団直船団直船団直

掩任務掩任務掩任務掩任務はははは実施実施実施実施されまされまされまされませんせんせんせん。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務がががが終終終終わるとわるとわるとわると、、、、続続続続くくくく

船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務ははははパスパスパスパスされますがされますがされますがされますが、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの飢餓状態飢餓状態飢餓状態飢餓状態がががが深深深深まったまったまったまった

としてとしてとしてとしてキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上ののののマーカマーカマーカマーカがががが自動的自動的自動的自動的にににに一一一一つつつつ左左左左（（（（日本日本日本日本

軍軍軍軍ののののガガガガ島転進方向島転進方向島転進方向島転進方向））））ににににシフトシフトシフトシフトされますされますされますされます。。。。 
５５５５つあるつあるつあるつある駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦もももも３３３３つあるつあるつあるつある輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団もももも全全全全てててて沈沈沈沈められためられためられためられた日本軍日本軍日本軍日本軍

はははは、、、、任意選択任意選択任意選択任意選択であるであるであるである空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン〔〔〔〔29.7〕〕〕〕をををを宣言宣言宣言宣言することがすることがすることがすることが

できなくなりますできなくなりますできなくなりますできなくなります。。。。 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務とはつまりとはつまりとはつまりとはつまり、、、、日本日本日本日本のののの「「「「駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦（（（（Destroyers）」）」）」）」まままま

たはたはたはたは「「「「輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団(Freighters)」」」」をををを目標目標目標目標とするとするとするとする米軍航空攻撃米軍航空攻撃米軍航空攻撃米軍航空攻撃（（（（任務任務任務任務））））

とととと、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする日本軍邀撃日本軍邀撃日本軍邀撃日本軍邀撃をををを行行行行うこうこうこうことをとをとをとを指指指指しますしますしますします。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、駆駆駆駆

逐艦逐艦逐艦逐艦またはまたはまたはまたは船団船団船団船団にににに与与与与えたえたえたえた打撃数打撃数打撃数打撃数によるによるによるによる米軍得点米軍得点米軍得点米軍得点によってによってによってによって、、、、トラットラットラットラッ

クククク上上上上ののののマーカマーカマーカマーカがががが左右左右左右左右ににににシフトシフトシフトシフトするするするする訳訳訳訳ですですですです。。。。例例例例えばえばえばえば「「「「輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団」」」」攻撃攻撃攻撃攻撃

のののの結果得結果得結果得結果得られたられたられたられた得点得点得点得点ががががゼロゼロゼロゼロならならならなら日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側にににに有利有利有利有利なななな右右右右２２２２シフトシフトシフトシフト、、、、５５５５

点以上点以上点以上点以上ならならならなら米軍有利米軍有利米軍有利米軍有利にににに左左左左１１１１シフトシフトシフトシフトしますしますしますします。。。。 
 

29.44     高度高度高度高度 
 

任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行をををを行行行行うううう全全全全てのてのてのての戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機とととと軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻

(G4M1) はははは、、、、攻撃攻撃攻撃攻撃／／／／海輸直掩任務海輸直掩任務海輸直掩任務海輸直掩任務ともともともとも超高空超高空超高空超高空(Very High)をををを除除除除くくくく、、、、

いかなるいかなるいかなるいかなる高度高度高度高度ででもででもででもででも任務開始時任務開始時任務開始時任務開始時にににに選択選択選択選択することができますすることができますすることができますすることができます。。。。 
米軍米軍米軍米軍のののの PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇はははは、、、、中高度中高度中高度中高度(Medium)、、、、低空低空低空低空(Low)、、、、

超低空超低空超低空超低空(Very Low)のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの高度高度高度高度でででで任務任務任務任務をををを開始開始開始開始しなければしなければしなければしなければ

なりませんなりませんなりませんなりません。。。。B-17E 爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、中高度中高度中高度中高度またはまたはまたはまたは高高高高々々々々度度度度(High)でででで任任任任

務務務務をををを開始開始開始開始しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。 
そしてそしてそしてそして編隊航空機編隊航空機編隊航空機編隊航空機はははは任務任務任務任務のののの間中間中間中間中ずっとずっとずっとずっと、、、、任務開始時任務開始時任務開始時任務開始時にににに決決決決めためためためた

高度高度高度高度でででで飛行飛行飛行飛行しししし続続続続けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません（（（（任意任意任意任意でででで高度変更高度変更高度変更高度変更することすることすることすること

はははは許許許許されませんされませんされませんされません）。）。）。）。 
 
29.45 任務任務任務任務のののの往路往路往路往路／／／／帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターン算出算出算出算出 
 

全全全全てのてのてのての任務任務任務任務はははは、、、、任務遂行任務遂行任務遂行任務遂行のためにのためにのためにのために往路往路往路往路８８８８ターンターンターンターン、、、、任務実行後任務実行後任務実行後任務実行後

のののの帰路帰路帰路帰路７７７７ターンターンターンターンをををを基本値基本値基本値基本値としてとしてとしてとして、、、、任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行するするするする飛行機飛行機飛行機飛行機ののののスピードスピードスピードスピード

値値値値をををを基本値基本値基本値基本値からからからから差差差差しししし引引引引いていていていて出出出出たたたたターンターンターンターン数数数数がががが実際実際実際実際のののの往路往路往路往路／／／／帰帰帰帰路路路路タタタタ

ーンーンーンーン数数数数となりますとなりますとなりますとなります〔〔〔〔20.3〕。〕。〕。〕。なおなおなおなお航空機航空機航空機航空機がががが損傷面損傷面損傷面損傷面になることでになることでになることでになることでスピスピスピスピ

ードードードード値値値値がががが変化変化変化変化しししし、、、、このこのこのこのターンターンターンターン数数数数がががが増大増大増大増大するするするする事事事事もありますもありますもありますもあります。。。。 
 
29.5     任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行へのへのへのへの航空機選出航空機選出航空機選出航空機選出 
 
29.51 他他他他ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとととと異異異異なりこのなりこのなりこのなりこのガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンではではではでは、、、、使使使使

用可能用可能用可能用可能なななな航空機航空機航空機航空機のののの中中中中からからからから任務毎任務毎任務毎任務毎ににににプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが自由自由自由自由にににに選選選選んでんでんでんで任務任務任務任務

飛行飛行飛行飛行させることができますさせることができますさせることができますさせることができます。。。。 
任務飛行可能任務飛行可能任務飛行可能任務飛行可能なななな航空機航空機航空機航空機はははは、、、、次次次次のののの３３３３つのつのつのつの要件要件要件要件によってによってによってによって制限制限制限制限されされされされ

ますますますます：：：： 
天候天候天候天候によりそのによりそのによりそのによりその週全体週全体週全体週全体でででで任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行できるできるできるできる機数機数機数機数とととと、、、、陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベント

によりそのによりそのによりそのによりその週週週週にににに使用使用使用使用がががが制限制限制限制限されるされるされるされる機種機種機種機種とそのとそのとそのとその数数数数、、、、記録記録記録記録シートシートシートシート下部下部下部下部

にあるにあるにあるにある使用可能機一覧表使用可能機一覧表使用可能機一覧表使用可能機一覧表ののののカカカカッコッコッコッコ内内内内にににに記載記載記載記載されたされたされたされた１１１１週間週間週間週間にににに使用使用使用使用

できるそのできるそのできるそのできるその機種機種機種機種のののの上限数上限数上限数上限数。。。。 
 
29.52    天候天候天候天候 
 

各週各週各週各週のののの冒頭冒頭冒頭冒頭、、、、任意任意任意任意ののののプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが一枚一枚一枚一枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いていていていて

そのそのそのその週週週週のののの天候天候天候天候をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
引引引引かれたかれたかれたかれたカードカードカードカードををををキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートのののの天候決定表天候決定表天候決定表天候決定表にににに照照照照らしらしらしらし合合合合

わせるとそのわせるとそのわせるとそのわせるとその週週週週のののの天候天候天候天候がががが判明判明判明判明しますしますしますします。。。。 
そのそのそのその結果結果結果結果がががが、、、、そのそのそのその週全体週全体週全体週全体をををを通通通通じてじてじてじて任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行をををを行行行行わせることがでわせることがでわせることがでわせることがで

きるきるきるきる航空機航空機航空機航空機のののの総数総数総数総数となりますとなりますとなりますとなります（（（（注注注注：：：：米軍米軍米軍米軍のののの使用可能機数使用可能機数使用可能機数使用可能機数はははは、、、、キャキャキャキャ

ンペーンンペーンンペーンンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上ののののマーカマーカマーカマーカのののの位置位置位置位置によりによりによりにより陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントのののの結果結果結果結果とととと

してしてしてして減少減少減少減少するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります〔〔〔〔29.65〕）。〕）。〕）。〕）。 
 
例外例外例外例外：：：：キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの最初最初最初最初のののの週週週週（（（（第第第第１１１１週週週週））））にはにはにはには天候天候天候天候のののの判定判定判定判定はははは行行行行いいいい

ませんませんませんません。。。。そのそのそのその代代代代わりにわりにわりにわりに両軍両軍両軍両軍ともともともとも最初最初最初最初のののの週週週週のののの間間間間にににに合計合計合計合計４４４４機機機機のののの航空航空航空航空

機機機機をををを任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行させることができますさせることができますさせることができますさせることができます。。。。 
 
29.53 記録記録記録記録シートシートシートシート下部下部下部下部にににに、、、、各軍各軍各軍各軍がががが使用使用使用使用できるできるできるできる航空機航空機航空機航空機がががが全全全全ててててリストリストリストリスト

アップアップアップアップされていますされていますされていますされています。。。。それはそれはそれはそれは各各各各々々々々のののの機種名機種名機種名機種名のののの後後後後、、、、カッコカッコカッコカッコにににに入入入入ったったったった

数数数数をををを持持持持ちますちますちますちます。。。。 
カッコカッコカッコカッコ内内内内のののの数値数値数値数値はははは、、、、そのそのそのその機種機種機種機種がががが各週各週各週各週のののの全体全体全体全体をををを通通通通じてじてじてじて飛行任務飛行任務飛行任務飛行任務

にににに従事従事従事従事させるさせるさせるさせる事事事事ができるができるができるができる最大数最大数最大数最大数をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 
攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務にににに飛飛飛飛ばしたばしたばしたばした航空機航空機航空機航空機をををを、、、、続続続続けてけてけてけて船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務にににに飛飛飛飛ばすばすばすばす

ことはできませんことはできませんことはできませんことはできません（（（（そのそのそのその逆逆逆逆もももも同同同同じですじですじですじです）。）。）。）。 
訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務にににに零戦零戦零戦零戦をををを二機飛二機飛二機飛二機飛ばしたならばしたならばしたならばしたなら、、、、船団直掩任船団直掩任船団直掩任船団直掩任

務務務務にににに再再再再びびびび零戦零戦零戦零戦をををを飛飛飛飛ばすことはできませんばすことはできませんばすことはできませんばすことはできません（（（（なぜならなぜならなぜならなぜなら零戦零戦零戦零戦はははは各週二各週二各週二各週二

機機機機までしかまでしかまでしかまでしか飛行飛行飛行飛行させられないからですさせられないからですさせられないからですさせられないからです）。）。）。）。 
 
29.54     機種名機種名機種名機種名ととととカッコカッコカッコカッコにににに続続続続くくくくボックスボックスボックスボックスはははは、、、、ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン全体全体全体全体

でででで使用可能使用可能使用可能使用可能なそのなそのなそのなその機種機種機種機種のののの総数総数総数総数をををを表表表表していますしていますしていますしています。。。。 
幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの場合場合場合場合、、、、灰色灰色灰色灰色ののののボックスボックスボックスボックスがありますががありますががありますががありますが、、、、これはこれはこれはこれは

無作為補充無作為補充無作為補充無作為補充〔〔〔〔29.57〕〕〕〕でででで得得得得られるかもしれないられるかもしれないられるかもしれないられるかもしれない機体機体機体機体をををを示示示示していましていましていましていま



すすすす。。。。     
航空機航空機航空機航空機がががが任務任務任務任務のののの過程過程過程過程でででで撃墜撃墜撃墜撃墜されるたびにされるたびにされるたびにされるたびに、、、、そのそのそのその機種機種機種機種ののののボックボックボックボック

ススススをををを一一一一つつつつ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰しますしますしますします。。。。そのそのそのその機種機種機種機種のののの全全全全てのてのてのてのボックスボックスボックスボックスがががが塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されされされされ

たたたた場合場合場合場合、、、、当然当然当然当然ながらそのながらそのながらそのながらその機種機種機種機種はもはやはもはやはもはやはもはやキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの残残残残りのりのりのりの期期期期

間使用間使用間使用間使用することすることすることすることはできませんはできませんはできませんはできません。。。。 
 
29.55 上記上記上記上記のののの範囲内範囲内範囲内範囲内〔〔〔〔29.52～～～～29.54〕〕〕〕でででで、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは飛行任務飛行任務飛行任務飛行任務にににに

従事従事従事従事させるさせるさせるさせる航空機航空機航空機航空機をををを自由自由自由自由にににに選選選選ぶことができますぶことができますぶことができますぶことができます。。。。ただしただしただしただし使用使用使用使用するするするする

機種機種機種機種とととと機数機数機数機数によってによってによってによって、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりりエレメントエレメントエレメントエレメントまたはまたはまたはまたは編隊編隊編隊編隊をををを組組組組ませなませなませなませな

ければなりませんければなりませんければなりませんければなりません。。。。 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば零戦二機零戦二機零戦二機零戦二機をををを飛行飛行飛行飛行させるさせるさせるさせる場合場合場合場合にはにはにはにはリーダーリーダーリーダーリーダー機二機機二機機二機機二機でででで

はなくはなくはなくはなく、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー＆＆＆＆ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンのののの１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントでででで飛行飛行飛行飛行させなけれさせなけれさせなけれさせなけれ

ばならないばならないばならないばならない訳訳訳訳ですですですです。。。。ただしただしただしただし零戦一機零戦一機零戦一機零戦一機とととと二式水戦一機二式水戦一機二式水戦一機二式水戦一機だけだけだけだけ飛飛飛飛ばばばば場場場場

合合合合はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
 

なおなおなおなお爆装可能爆装可能爆装可能爆装可能なななな戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの場合場合場合場合、、、、望望望望むならむならむならむなら爆装爆装爆装爆装させてさせてさせてさせて構構構構いませいませいませいませ

んんんん。。。。 
 
29.56 攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務がががが完全完全完全完全にににに終了終了終了終了するまでするまでするまでするまで、、、、船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務にににに割割割割りりりり当当当当

てるてるてるてる航空機航空機航空機航空機をををを選選選選んでおくんでおくんでおくんでおく必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。 
 
29.57 米軍機米軍機米軍機米軍機のののの補充増援補充増援補充増援補充増援 
 

米軍米軍米軍米軍のみのみのみのみ航空機航空機航空機航空機のののの補充補充補充補充をををを受受受受けけけけ取取取取るるるる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。補充機補充機補充機補充機

はははは、、、、順順順順をををを追追追追ってってってってグループグループグループグループ毎毎毎毎にににに受受受受けけけけ取取取取っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・

シートシートシートシート右下右下右下右下のののの米軍補充増援表米軍補充増援表米軍補充増援表米軍補充増援表にににに各各各各々々々々ののののグループグループグループグループががががリストアップリストアップリストアップリストアップささささ

れていますれていますれていますれています。。。。 
各週各週各週各週のののの終了時終了時終了時終了時、、、、米軍米軍米軍米軍はははは無作為無作為無作為無作為にににに一枚一枚一枚一枚ののののアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きききき、、、、

もしそれがもしそれがもしそれがもしそれが赤赤赤赤ののののカードカードカードカードであればであればであればであれば次次次次のののの週週週週からからからから使用可能使用可能使用可能使用可能となるとなるとなるとなる補充補充補充補充

機機機機をををを受受受受けけけけ取取取取ることができますることができますることができますることができます。。。。補充補充補充補充グループグループグループグループはははは、、、、番号番号番号番号のののの若若若若いいいい順順順順にににに

受受受受けけけけ取取取取っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。例例例例えばえばえばえば既既既既ににににグループグループグループグループ３３３３までまでまでまで受受受受けけけけ取取取取っていれっていれっていれっていれ

ばばばば、、、、次次次次ははははグループグループグループグループ４４４４ののののアベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機２２２２機機機機というというというという具合具合具合具合ですですですです。。。。 
 
29.6 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック 
 
29.61 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート左下左下左下左下にはにはにはには、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにおいてにおいてにおいてにおいて勝利勝利勝利勝利

をををを判定判定判定判定するするするする（（（（それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに特定特定特定特定のののの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベント〔〔〔〔29.65〕〕〕〕のののの発生発生発生発生をををを

示示示示すすすす））））のにのにのにのに必要必要必要必要ななななトラックトラックトラックトラック（（（（表示欄表示欄表示欄表示欄））））がありますがありますがありますがあります。。。。 
濃緑色濃緑色濃緑色濃緑色でででで日米日米日米日米のののの旗旗旗旗がががが描描描描かれたかれたかれたかれた「「「「ガガガガ島島島島」」」」マーカマーカマーカマーカはははは、、、、このこのこのこのトラックトラックトラックトラック上上上上

でででで各各各各々々々々のののの任務任務任務任務のののの結果結果結果結果にににに従従従従ってってってって動動動動かされますかされますかされますかされます。。。。 
 
29.62 キャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームのののの開始時開始時開始時開始時、「、「、「、「スタートスタートスタートスタート・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」とととと

書書書書かれたかれたかれたかれた欄欄欄欄ににににマーカマーカマーカマーカがががが置置置置かれますかれますかれますかれます。。。。 
 
29.63 各各各各々々々々のののの任務終了後任務終了後任務終了後任務終了後（（（（またはまたはまたはまたは空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン〔〔〔〔29.7〕〕〕〕終終終終

了後了後了後了後）、）、）、）、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上でででで「「「「ガガガガ島島島島」」」」マーカマーカマーカマーカをををを左右左右左右左右ににににシフトシフトシフトシフトささささ

せるせるせるせる３３３３つつつつ（（（（ 攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務、、、、船団直掩結果船団直掩結果船団直掩結果船団直掩結果、、、、空母戦空母戦空母戦空母戦）））） のののの要件要件要件要件リストリストリストリスト

(adjustments to marker)をををを参照参照参照参照してしてしてしてマーカマーカマーカマーカのののの位置位置位置位置をををを左右左右左右左右ににににシフトシフトシフトシフト

させますさせますさせますさせます。。。。空母戦空母戦空母戦空母戦をををを除除除除きききき、、、、任務任務任務任務のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして得得得得られたられたられたられた得点得点得点得点(VP)にににに
よりよりよりよりマーカマーカマーカマーカのののの動向動向動向動向がががが決決決決まりますまりますまりますまります。。。。 

なおこのなおこのなおこのなおこのガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにおいてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、損傷損傷損傷損傷したしたしたした/撃墜撃墜撃墜撃墜されたされたされたされた航航航航

空機空機空機空機によるによるによるによる得点得点得点得点はははは一切一切一切一切カウントカウントカウントカウントしませんしませんしませんしません。。。。任務任務任務任務のののの結果結果結果結果、、、、目標物目標物目標物目標物にににに

与与与与えたえたえたえた損害損害損害損害によってによってによってによって得得得得られたられたられたられた VP だけがだけがだけがだけが戦況戦況戦況戦況（（（（マーカマーカマーカマーカ））））をををを左右左右左右左右するするするする

のですのですのですのです。。。。 
 
29.64 勝利勝利勝利勝利（（（（どちらかのどちらかのどちらかのどちらかの軍軍軍軍ののののガガガガ島撤退島撤退島撤退島撤退））））またはまたはまたはまたは陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントのののの発発発発

生生生生はははは、、、、各週各週各週各週のののの終終終終わりにわりにわりにわりにマーカマーカマーカマーカのののの位置位置位置位置によってによってによってによって決定決定決定決定されますされますされますされます。。。。 
なおなおなおなおマーカマーカマーカマーカ位置位置位置位置のののの変更変更変更変更はあくまでそのはあくまでそのはあくまでそのはあくまでその週週週週のののの終終終終わりにわりにわりにわりに行行行行われるわれるわれるわれる

為為為為、、、、週週週週のののの途中途中途中途中ででででマーカマーカマーカマーカがががが変動変動変動変動したりしたりしたりしたり、、、、そのそのそのその結果結果結果結果としてとしてとしてとして影響影響影響影響をををを被被被被っっっっ

たりはしませんたりはしませんたりはしませんたりはしません。。。。 
 
29.65 陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベント 

 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上のののの欄欄欄欄のののの内内内内３３３３つはつはつはつは、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの飛行場奪飛行場奪飛行場奪飛行場奪

回作戦回作戦回作戦回作戦のののの進捗進捗進捗進捗をををを表表表表すすすす陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントとなっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。 
マーカマーカマーカマーカがこれらのがこれらのがこれらのがこれらの欄欄欄欄にににに置置置置かれたかれたかれたかれた、、、、またはまたはまたはまたは超過超過超過超過したしたしたした時時時時はいつでもはいつでもはいつでもはいつでも、、、、

以下以下以下以下のののの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントのののの一一一一つまつまつまつまたはたはたはたは複数複数複数複数がそのがそのがそのがその翌週翌週翌週翌週にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼ

しますしますしますします。。。。 
 
●●●●ピストルピストルピストルピストル・・・・ピートピートピートピート：：：： 

 
このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントがががが効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている間間間間、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる飛行飛行飛行飛行

場場場場をををを攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標とするとするとするとする攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務にはにはにはには自動的自動的自動的自動的にににに１１１１打撃打撃打撃打撃がががが付加付加付加付加されまされまされまされま

すすすす(one additional point of Damage)。。。。 
このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントはははは、、、、マーカマーカマーカマーカががががピストルピストルピストルピストル・・・・ピートピートピートピート欄欄欄欄かかかか戦闘機用滑戦闘機用滑戦闘機用滑戦闘機用滑

走路走路走路走路(Fighter One)欄欄欄欄でそのでそのでそのでその週週週週をををを終終終終えるえるえるえる時時時時にそのにそのにそのにその効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しましましましま

すすすす。。。。 
（（（（編註編註編註編註：「：「：「：「Pistol Pete（（（（一発屋一発屋一発屋一発屋）」）」）」）」とはとはとはとは米海兵隊員米海兵隊員米海兵隊員米海兵隊員がががが、、、、日本陸軍野戦日本陸軍野戦日本陸軍野戦日本陸軍野戦

重砲兵第四聯隊重砲兵第四聯隊重砲兵第四聯隊重砲兵第四聯隊のののの十糎加農砲十糎加農砲十糎加農砲十糎加農砲にににに与与与与えたえたえたえたアダアダアダアダ名名名名でででで、、、、史実史実史実史実においてにおいてにおいてにおいて

ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行場飛行場飛行場飛行場のののの戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路のののの砲撃砲撃砲撃砲撃をををを命命命命じられたじられたじられたじられた十糎十糎十糎十糎

加農砲加農砲加農砲加農砲はははは、、、、観測観測観測観測もももも行行行行えないえないえないえない超遠距離射撃超遠距離射撃超遠距離射撃超遠距離射撃をををを行行行行うううう為為為為にににに無理矢理俯無理矢理俯無理矢理俯無理矢理俯

角角角角をををを上上上上げてげてげてげて砲撃砲撃砲撃砲撃しししし続続続続けたけたけたけた結果結果結果結果、、、、駐退器駐退器駐退器駐退器をををを破損破損破損破損してしてしてして放棄放棄放棄放棄されましたされましたされましたされました。。。。

しかししかししかししかし日本軍日本軍日本軍日本軍のののの攻勢攻勢攻勢攻勢がががが上手上手上手上手くいってくいってくいってくいって飛行場飛行場飛行場飛行場にににに近近近近づくづくづくづく事事事事ができればができればができればができれば、、、、

これによるこれによるこれによるこれによる砲撃砲撃砲撃砲撃でででで米軍機米軍機米軍機米軍機のののの離発着離発着離発着離発着にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性

がありましたがありましたがありましたがありました）））） 
 
●●●●戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路(Fighter One)：：：： 
 

このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントがががが効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている間間間間、、、、米軍米軍米軍米軍はそのはそのはそのはその週週週週にににに

（（（（天候天候天候天候によりによりによりにより））））使用使用使用使用できるできるできるできる機数機数機数機数のののの総計総計総計総計からからからから２２２２機分航空機機分航空機機分航空機機分航空機をををを減少減少減少減少ささささ

せなければなりませんせなければなりませんせなければなりませんせなければなりません。。。。 
このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントはははは、、、、ママママーカーカーカーカがががが戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路戦闘機用滑走路(Fighter One)

欄欄欄欄かかかか、、、、またはまたはまたはまたはヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行場飛行場飛行場飛行場(Henderson Field)でそのでそのでそのでその週週週週をををを

終終終終えるえるえるえる時時時時にそのにそのにそのにその効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しますしますしますします。。。。 
 
●●●●ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行場飛行場飛行場飛行場(Henderson Field)：：：： 
 

このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントがががが効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている間間間間、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる飛行飛行飛行飛行

場場場場をををを攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標とするとするとするとする攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務をををを、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの任意任意任意任意によりによりによりにより「「「「米地上軍米地上軍米地上軍米地上軍

攻撃攻撃攻撃攻撃(ground forces)」」」」任務任務任務任務にににに変更変更変更変更することができますすることができますすることができますすることができます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合

もももも日本軍日本軍日本軍日本軍がががが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側であるのはであるのはであるのはであるのは変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。     
このこのこのこの陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントはははは、、、、マーカマーカマーカマーカががががヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行場飛行場飛行場飛行場(Henderson 

Field)でそのでそのでそのでその週週週週をををを終終終終えるえるえるえる時時時時にそのにそのにそのにその効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しますしますしますします。。。。 
 

マーカマーカマーカマーカのののの位置位置位置位置によるによるによるによる陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベントはははは、、、、あくまであくまであくまであくまで次次次次のののの週週週週にににに影響影響影響影響をををを

与与与与えるものですえるものですえるものですえるものです。。。。そのそのそのその週週週週のののの間間間間のののの行動行動行動行動によってによってによってによってマーカマーカマーカマーカがががが幾幾幾幾つつつつ変動変動変動変動しししし

たとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、あくまであくまであくまであくまでマーカマーカマーカマーカ位置位置位置位置によるによるによるによる影響影響影響影響はそのはそのはそのはその週週週週のののの終終終終わりのわりのわりのわりの

段階段階段階段階でででで判定判定判定判定されるされるされるされる為為為為、、、、そのそのそのその週週週週のののの間間間間にににに新新新新たにたにたにたに到達到達到達到達したしたしたした陸戦陸戦陸戦陸戦イベントイベントイベントイベント

によってによってによってによって米軍航空機米軍航空機米軍航空機米軍航空機のののの運用運用運用運用にににに変動変動変動変動をををを与与与与えることはありませんえることはありませんえることはありませんえることはありません。。。。 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば日本軍日本軍日本軍日本軍のののの攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務がががが成功成功成功成功したしたしたした結果結果結果結果、、、、マーカマーカマーカマーカががががピストピストピストピスト

ルルルル・・・・ピートピートピートピート欄欄欄欄からからからから右右右右へへへへ１１１１つつつつシフトシフトシフトシフトしてしてしてして戦闘機用滑走路欄戦闘機用滑走路欄戦闘機用滑走路欄戦闘機用滑走路欄にににに達達達達したとしたとしたとしたと

してもしてもしてもしても、、、、続続続続くくくく船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務でででで船団攻撃船団攻撃船団攻撃船団攻撃にににに飛飛飛飛びびびび立立立立つつつつ際際際際にににに使用可能使用可能使用可能使用可能

なななな米軍機米軍機米軍機米軍機のののの総数総数総数総数からからからから２２２２機分減機分減機分減機分減らされるらされるらされるらされる事事事事はないのですはないのですはないのですはないのです。。。。 
 
29.7 （（（（日本軍側任意選択日本軍側任意選択日本軍側任意選択日本軍側任意選択））））空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 
 

史実史実史実史実ののののガガガガ島戦役島戦役島戦役島戦役ではではではでは、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによるガガガガ島奪回作戦島奪回作戦島奪回作戦島奪回作戦のののの一環一環一環一環としとしとしとし

てててて「「「「第二次第二次第二次第二次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海戦海海戦海海戦海海戦(Battles of Eastern Solomons)」」」」とととと「「「「南南南南

太平洋海戦太平洋海戦太平洋海戦太平洋海戦(Battles of Santa Cruz)」」」」のののの２２２２つのつのつのつの空母戦空母戦空母戦空母戦がががが生起生起生起生起しましましましま

したしたしたした。。。。 
 

日本軍日本軍日本軍日本軍がががが望望望望むならこのむならこのむならこのむならこのオプションオプションオプションオプションをををを選択選択選択選択するするするする事事事事によってによってによってによって、、、、これこれこれこれ

をををを再現再現再現再現するするするする事事事事ができますができますができますができます。。。。 
ただしこのただしこのただしこのただしこのルールルールルールルールはははは、、、、ゲームゲームゲームゲーム開始前開始前開始前開始前にににに両軍両軍両軍両軍のののの合意合意合意合意がががが得得得得られたられたられたられた



場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ有効有効有効有効なななな「「「「選選選選択択択択ルールルールルールルール」」」」としてとしてとしてとして扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら空空空空

母戦母戦母戦母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの実施実施実施実施はははは、、、、それだけでそれだけでそれだけでそれだけで別個別個別個別個ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを構構構構

成成成成するするするする程程程程ののののプレイプレイプレイプレイ時間時間時間時間をををを必要必要必要必要としとしとしとし、、、、ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの決着決着決着決着をかをかをかをか

なりなりなりなり長引長引長引長引かせるかせるかせるかせる事事事事になるからですになるからですになるからですになるからです。。。。 
 
29.71  キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの第三週第三週第三週第三週からからからから以降以降以降以降いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍がががが望望望望むむむむ

ならならならなら船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務のののの代代代代わりにわりにわりにわりに「「「「第二次第二次第二次第二次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海戦海海戦海海戦海海戦(Battles of 
Eastern Solomons)」」」」のののの発生発生発生発生をををを宣言宣言宣言宣言するするするする事事事事ができますができますができますができます。。。。 
 
29.72 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの第六週第六週第六週第六週からからからから以降以降以降以降いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍がががが望望望望むむむむ

ならならならなら船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務のののの代代代代わりにわりにわりにわりに「「「「南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦(Battles of Santa 
Cruz)」」」」のののの発生発生発生発生をををを宣言宣言宣言宣言するするするする事事事事ができますができますができますができます。。。。 
 
29.73 各各各各々々々々のののの空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは、、、、ゲームゲームゲームゲーム中一度中一度中一度中一度だけだけだけだけ宣言宣言宣言宣言すすすす

ることができますることができますることができますることができます。。。。 
またもしまたもしまたもしまたもし日本軍日本軍日本軍日本軍がががが「「「「第二次第二次第二次第二次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海戦海海戦海海戦海海戦(Battles of Eastern 

Solomons)」」」」のののの発生発生発生発生をををを宣言宣言宣言宣言することなくすることなくすることなくすることなく「「「「南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦(Battles of 
Santa Cruz)」」」」のののの発生発生発生発生をををを宣言宣言宣言宣言したしたしたした場合場合場合場合、、、、もはやもはやもはやもはや「「「「第二次第二次第二次第二次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海海海

海戦海戦海戦海戦」」」」はははは永久永久永久永久にににに発生発生発生発生しませんしませんしませんしません。。。。 
 
29.74 なおなおなおなお日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側がそのがそのがそのがその週週週週のののの攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務においてにおいてにおいてにおいて防御側防御側防御側防御側であっであっであっであっ

たたたた場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ、、、、空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを宣言宣言宣言宣言することができますすることができますすることができますすることができます。。。。 
 
29.75 空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがががが宣言宣言宣言宣言されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、該当該当該当該当するするするする空母戦空母戦空母戦空母戦

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシートをををを使用使用使用使用してしてしてして、、、、通常通常通常通常のののの空母戦空母戦空母戦空母戦ルールルールルールルール〔〔〔〔25.0〕〕〕〕をををを

使使使使ってそのってそのってそのってその空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを遂行遂行遂行遂行しますしますしますします。。。。 
 
29.76 空母戦空母戦空母戦空母戦のののの勝者勝者勝者勝者がががが決定決定決定決定したならばしたならばしたならばしたならば、、、、そのそのそのその勝者勝者勝者勝者にににに合合合合わせてわせてわせてわせてママママ

ーカーカーカーカをををを変動変動変動変動させますさせますさせますさせます（（（（もしもしもしもし空母戦空母戦空母戦空母戦がががが引引引引きききき分分分分けにけにけにけに終終終終わったならわったならわったならわったなら、、、、マーマーマーマー

カカカカのののの変動変動変動変動はありませんはありませんはありませんはありません）。）。）。）。更更更更にもしにもしにもしにもし米軍側米軍側米軍側米軍側がががが空母戦空母戦空母戦空母戦のののの勝者勝者勝者勝者であるであるであるである

場合場合場合場合、、、、そのそのそのその週週週週のののの末末末末にににに自動的自動的自動的自動的にににに次次次次のののの増援機増援機増援機増援機グループグループグループグループをををを受受受受けけけけ取取取取るこるこるこるこ

とができますとができますとができますとができます。。。。 
 
29.8 ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの勝敗勝敗勝敗勝敗 
 

いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの週末週末週末週末にににに「「「「ガガガガ島島島島」」」」ママママーカーカーカーカがががが右端右端右端右端かかかか左端左端左端左端にににに位置位置位置位置しているしているしているしている

ならならならなら、、、、直直直直ちにちにちにちに勝者勝者勝者勝者がががが決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
もしもしもしもしガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック上上上上ののののマーカマーカマーカマーカがががが「「「「日本軍転進日本軍転進日本軍転進日本軍転進

(Japanese Repulsed)」」」」にあるならにあるならにあるならにあるなら米軍米軍米軍米軍のののの勝勝勝勝ちちちち、、、、反対反対反対反対にににに「「「「米軍撤収米軍撤収米軍撤収米軍撤収

(Americans Evacuate)」」」」にあるならにあるならにあるならにあるなら日本軍日本軍日本軍日本軍のののの勝勝勝勝ちとしてちとしてちとしてちとして、、、、このこのこのこのガガガガ

島航空戦島航空戦島航空戦島航空戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは直直直直ちにちにちにちに終了終了終了終了しますしますしますします。。。。 
 
■■■■ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン週週週週のののの具体例具体例具体例具体例（（（（Extended Example）：）：）：）： 
 
    ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの第三週開始時第三週開始時第三週開始時第三週開始時としますとしますとしますとします。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの状況説状況説状況説状況説

明明明明としてとしてとしてとして、、、、最初最初最初最初のののの２２２２週週週週にににに日本軍日本軍日本軍日本軍はなんとかはなんとかはなんとかはなんとかキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・トラックトラックトラックトラック

上上上上ののののマーマーマーマーカカカカをををを右右右右へへへへ一一一一つつつつ動動動動かすかすかすかす事事事事にににに成功成功成功成功していますしていますしていますしています。。。。ただしそのただしそのただしそのただしその

代償代償代償代償としてとしてとしてとして日本軍日本軍日本軍日本軍はははは、、、、このこのこのこの時点時点時点時点でででで１１１１機機機機のののの零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)とととと２２２２

機機機機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(G4M1)、、、、そしてそしてそしてそして１１１１つのつのつのつの駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦をををを喪喪喪喪っていますっていますっていますっています。。。。対対対対

するするするする米軍側米軍側米軍側米軍側のののの損失損失損失損失はははは、、、、２２２２機機機機のののの F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットとととと１１１１機機機機のののの SBD
ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレスですですですです。。。。なおこれまでなおこれまでなおこれまでなおこれまで米軍米軍米軍米軍はははは、、、、１１１１回回回回もももも補充機補充機補充機補充機〔〔〔〔29.57〕〕〕〕をををを

受受受受けけけけ取取取取っていませんっていませんっていませんっていません。。。。 
ちなみにちなみにちなみにちなみに両両両両プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤははははゲームゲームゲームゲーム開始前開始前開始前開始前にににに行行行行ったったったった打打打打ちちちち合合合合わせにおわせにおわせにおわせにお

いていていていて、、、、選択選択選択選択ルールルールルールルール扱扱扱扱いのいのいのいの空母戦空母戦空母戦空母戦キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン〔〔〔〔29.7〕〕〕〕をををを採用採用採用採用するするするする

事事事事にににに合意合意合意合意していますしていますしていますしています。。。。 
 

それではそれではそれではそれでは第第第第３３３３週週週週ターンターンターンターンをををを開始開始開始開始しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 
まずはまずはまずはまずは天候天候天候天候決定決定決定決定からですからですからですからです。。。。無作為無作為無作為無作為にににに引引引引かれたかれたかれたかれたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカード

はははは TIGHT TURN でしたでしたでしたでした。。。。これをこれをこれをこれを天候表天候表天候表天候表とととと照合照合照合照合するとするとするとすると結果結果結果結果はははは「「「「断断断断

続的続的続的続的なななな悪天候悪天候悪天候悪天候(Scattered Storms)」」」」でありでありでありであり、、、、米軍米軍米軍米軍がそのがそのがそのがその週週週週にににに使用使用使用使用

できるできるできるできる機数機数機数機数のののの上限上限上限上限はははは８８８８機機機機までまでまでまで、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍はははは６６６６機機機機までとなりましたまでとなりましたまでとなりましたまでとなりました。。。。 
 

次次次次にににに攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務のののの目標決定目標決定目標決定目標決定のののの為為為為、、、、無作為無作為無作為無作為ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一一一一

枚引枚引枚引枚引きましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは IN MY SIGHTS でしたでしたでしたでした。。。。これをこれをこれをこれを攻撃攻撃攻撃攻撃

目標決定表目標決定表目標決定表目標決定表とととと照合照合照合照合するとするとするとすると、、、、結果結果結果結果はははは「「「「日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる飛行場爆撃飛行場爆撃飛行場爆撃飛行場爆撃」」」」でででで

ありありありあり、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍がががが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側でででで米軍米軍米軍米軍がががが防御側防御側防御側防御側（（（（邀撃邀撃邀撃邀撃））））となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 
 

これをこれをこれをこれを受受受受けてけてけてけて両軍両軍両軍両軍はははは、、、、相手相手相手相手にににに分分分分からないようにからないようにからないようにからないように使用可能使用可能使用可能使用可能なななな航航航航

空機空機空機空機のののの中中中中からこのからこのからこのからこの飛行任務飛行任務飛行任務飛行任務にににに割割割割りりりり当当当当てるてるてるてる機体機体機体機体をををを選選選選びびびび出出出出しますしますしますします。。。。 
日本軍日本軍日本軍日本軍はははは、、、、３３３３機機機機のののの航空機航空機航空機航空機をこのをこのをこのをこの攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務にににに飛飛飛飛ばすばすばすばす事事事事にににに決決決決めまめまめまめま

したしたしたした：：：：それはそれはそれはそれは爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うううう２２２２機機機機のののの九九艦爆九九艦爆九九艦爆九九艦爆(D3A1：：：：軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機１１１１エレメエレメエレメエレメ

ントントントント)とととと、、、、それをそれをそれをそれを米戦闘機米戦闘機米戦闘機米戦闘機からからからから守守守守るるるる１１１１機機機機のののの零戦零戦零戦零戦（（（（リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機））））ですですですです。。。。 
一方米軍一方米軍一方米軍一方米軍はははは、、、、２２２２機機機機のののの F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット（（（（１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント））））をををを邀撃邀撃邀撃邀撃

にににに飛飛飛飛ばすことにばすことにばすことにばすことに決決決決めましためましためましためました。。。。 
 
そのそのそのその結果結果結果結果、、、、戦闘機数戦闘機数戦闘機数戦闘機数でででで米軍側米軍側米軍側米軍側がががが２２２２倍優勢倍優勢倍優勢倍優勢でありでありでありであり、、、、またまたまたまた飛行場飛行場飛行場飛行場

のののの強力強力強力強力なななな対空砲火対空砲火対空砲火対空砲火がががが米軍側米軍側米軍側米軍側にににに有利有利有利有利にににに働働働働くはずでしたがくはずでしたがくはずでしたがくはずでしたが、、、、このこのこのこの攻攻攻攻

撃任務撃任務撃任務撃任務のののの結果結果結果結果はははは、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍がががが飛行場飛行場飛行場飛行場にににに８８８８ポインポインポインポイントトトトものものものもの打撃打撃打撃打撃をををを与与与与えるえるえるえる

ことにことにことにことに成功成功成功成功しししし、、、、10VP をををを得得得得たたたた為為為為にににに「「「「ガガガガ島島島島」」」」マーカマーカマーカマーカがががが２２２２つもつもつもつも右右右右へへへへシフトシフトシフトシフト

しましたしましたしましたしました。。。。 
かててかててかててかてて加加加加えてえてえてえて米軍米軍米軍米軍はははは１１１１機機機機ののののワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットまでまでまでまで喪喪喪喪いましたいましたいましたいました。。。。そそそそ

のののの代代代代わりわりわりわり、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの九九艦爆九九艦爆九九艦爆九九艦爆をををを１１１１機撃機撃機撃機撃ちちちち落落落落とすことにとすことにとすことにとすことに成功成功成功成功しまししまししまししまし

たたたた。。。。 
 

攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務がががが終了終了終了終了したのでしたのでしたのでしたので、、、、続続続続いていていていて船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務船団直掩任務のののの実施実施実施実施にににに移移移移りりりり

ますますますます。。。。 
なおなおなおなお現在現在現在現在キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの第第第第３３３３週週週週なのでなのでなのでなので、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍はははは船団直掩任船団直掩任船団直掩任船団直掩任

務務務務のののの代代代代わりにわりにわりにわりに「「「「第第第第２２２２次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海戦海海戦海海戦海海戦」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを宣言宣言宣言宣言するするするする選選選選

択肢択肢択肢択肢がありますがありますがありますがあります。。。。しかししかししかししかし今週今週今週今週はははは日本軍日本軍日本軍日本軍がががが先先先先のののの攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務においてにおいてにおいてにおいて

攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側であったであったであったであった時時時時からからからから、、、、空母戦空母戦空母戦空母戦をををを宣言宣言宣言宣言することができませんすることができませんすることができませんすることができません。。。。 
従従従従っっっってこのてこのてこのてこの段階段階段階段階でのでのでのでの日本軍日本軍日本軍日本軍のののの選択肢選択肢選択肢選択肢はははは、、、、輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団かかかか駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦

のどちらでのどちらでのどちらでのどちらで海輸海輸海輸海輸をををを行行行行うかにうかにうかにうかに絞絞絞絞られますられますられますられます。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団によるによるによるによる

海輸海輸海輸海輸をををを行行行行うべきかどうかうべきかどうかうべきかどうかうべきかどうか悩悩悩悩みましたみましたみましたみました。。。。なぜならもしなぜならもしなぜならもしなぜならもし日本軍日本軍日本軍日本軍がががが輸送輸送輸送輸送

船団船団船団船団をををを無事無事無事無事にににに守守守守りりりり抜抜抜抜けばけばけばけば（（（（ガガガガ島島島島にににに大量大量大量大量のののの増援増援増援増援をををを揚陸揚陸揚陸揚陸することにすることにすることにすることに成成成成

功功功功したしたしたした結果結果結果結果としてとしてとしてとして）、）、）、）、マーカマーカマーカマーカはははは更更更更にににに２２２２つつつつ右右右右にににに動動動動かされかされかされかされ、、、、一気一気一気一気にににに米軍米軍米軍米軍

敗退敗退敗退敗退がががが決定決定決定決定しししし、、、、ガガガガ島島島島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを勝利勝利勝利勝利でででで飾飾飾飾ることができるからることができるからることができるからることができるから

ですですですです。。。。 
しかししかししかししかし米軍米軍米軍米軍もももも当然当然当然当然そのそのそのその点点点点はははは理解理解理解理解しているはずでしているはずでしているはずでしているはずで、、、、飛行可能飛行可能飛行可能飛行可能なななな

残残残残りりりり６６６６機機機機のののの全力全力全力全力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて船団攻撃船団攻撃船団攻撃船団攻撃にににに繰繰繰繰りりりり出出出出すのはすのはすのはすのは明白明白明白明白でありでありでありであり、、、、

やはりここはやはりここはやはりここはやはりここはリスクリスクリスクリスク回避回避回避回避のののの意味意味意味意味でででで駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦によるによるによるによる鼠輸送鼠輸送鼠輸送鼠輸送をををを選選選選びびびび、、、、そそそそ

うううう宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。 
    なおなおなおなお日本軍日本軍日本軍日本軍はははは、、、、飛行可能飛行可能飛行可能飛行可能なななな残残残残りりりり３３３３機機機機でででで駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦のののの上空直掩上空直掩上空直掩上空直掩にあにあにあにあ

たるしかありませんたるしかありませんたるしかありませんたるしかありません。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは今週今週今週今週すでにすでにすでにすでに１１１１機機機機のののの零戦零戦零戦零戦をををを飛飛飛飛ばしたばしたばしたばした

のでのでのでので、、、、ここでここでここでここで飛飛飛飛ばせるばせるばせるばせる零戦零戦零戦零戦はははは１１１１機機機機だけですだけですだけですだけです（（（（零戦零戦零戦零戦はははは１１１１週間週間週間週間にににに２２２２機機機機まままま

でしかでしかでしかでしか使用使用使用使用できませんできませんできませんできません）。）。）。）。他他他他のののの２２２２機機機機はははは、、、、二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦(A6M2-N)のののの１１１１エエエエ

レメントレメントレメントレメントとしましたとしましたとしましたとしました。。。。 
対対対対するするするする米軍米軍米軍米軍はははは、、、、２２２２機機機機のののの P-400 エアロコブラエアロコブラエアロコブラエアロコブラ戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機とととと、、、、２２２２機機機機のののの

SBDドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機、、、、２２２２機機機機のののの TBF アベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機

（（（（各各各各１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント））））でででで日本日本日本日本のののの増援輸送増援輸送増援輸送増援輸送をををを攻撃攻撃攻撃攻撃することにしましたすることにしましたすることにしましたすることにしました。。。。 
そのそのそのその結果結果結果結果、、、、日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦はははは撃沈撃沈撃沈撃沈されされされされ、、、、マーカマーカマーカマーカはははは１１１１つつつつ左左左左へへへへ移動移動移動移動

させられましたさせられましたさせられましたさせられました。。。。そのそのそのその代代代代わりわりわりわり米軍米軍米軍米軍はははは１１１１機機機機ののののドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機をををを喪喪喪喪

いましたいましたいましたいました。。。。 
 

かくしてかくしてかくしてかくして週末週末週末週末をををを迎迎迎迎ええええ勝敗勝敗勝敗勝敗をををを判定判定判定判定するとするとするとすると、、、、このこのこのこの段階段階段階段階ではではではでは決定的勝決定的勝決定的勝決定的勝

利利利利（（（（どちらかのどちらかのどちらかのどちらかのガガガガ島撤退島撤退島撤退島撤退））））はははは成成成成しししし遂遂遂遂げられておりませんげられておりませんげられておりませんげられておりません。。。。 
そこでそこでそこでそこで米軍米軍米軍米軍はははは補充機補充機補充機補充機をををを得得得得られるかどうかられるかどうかられるかどうかられるかどうか、、、、無作為無作為無作為無作為にににに一枚一枚一枚一枚アクシアクシアクシアクシ

ョンカードョンカードョンカードョンカードをををを引引引引きましたきましたきましたきました。。。。 
そのそのそのそのカードカードカードカードをめくってをめくってをめくってをめくって米軍米軍米軍米軍はははは安堵安堵安堵安堵のののの溜息溜息溜息溜息をををを洩洩洩洩らしますらしますらしますらします。。。。それはそれはそれはそれは

赤赤赤赤いいいい攻撃攻撃攻撃攻撃カードカードカードカードであるであるであるである OUT OF THE SUNでありでありでありであり、、、、米軍米軍米軍米軍はははは初初初初のののの補補補補

充充充充グループグループグループグループとしてとしてとしてとしてワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機２２２２機機機機をををを新新新新たにたにたにたに受受受受けけけけ取取取取ったったったった

のですのですのですのです。。。。 
最後最後最後最後ににににプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは確認確認確認確認しししし合合合合いますいますいますいます。。。。このこのこのこの週週週週をををを終終終終ええええたたたた時点時点時点時点ででででマーマーマーマー

カカカカがががが「「「「ピストルピストルピストルピストル・・・・ピートピートピートピート」」」」欄欄欄欄にあるのでにあるのでにあるのでにあるので、、、、次次次次のののの第第第第４４４４週週週週にもしにもしにもしにもし日本軍日本軍日本軍日本軍のののの

攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標としてとしてとしてとして飛行場飛行場飛行場飛行場がががが指定指定指定指定されたされたされたされた場合場合場合場合、（、（、（、（実際実際実際実際にににに爆撃爆撃爆撃爆撃したかどしたかどしたかどしたかど

うかにうかにうかにうかに関関関関わらずわらずわらずわらず））））自動的自動的自動的自動的にににに飛行場飛行場飛行場飛行場にににに１１１１打撃打撃打撃打撃がががが付加付加付加付加されるというされるというされるというされるという点点点点



をうっかりをうっかりをうっかりをうっかり忘忘忘忘れないれないれないれない為為為為にですにですにですにです。。。。 
 

30.0 中華中華中華中華なななな B-29 
空空空空のののの超要塞超要塞超要塞超要塞ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイ専用専用専用専用キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 
 
編註編註編註編註：：：：1943年夏年夏年夏年夏にににに 150 機機機機のののの B-29 でででで新設新設新設新設されたされたされたされた米陸軍航空隊第米陸軍航空隊第米陸軍航空隊第米陸軍航空隊第

20爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団はははは、、、、44年年年年４４４４月月月月にににに米本土米本土米本土米本土のののの訓練基地訓練基地訓練基地訓練基地をををを飛飛飛飛びびびび立立立立ちちちち、、、、中国中国中国中国

奥地奥地奥地奥地のののの蒋介石軍支配下蒋介石軍支配下蒋介石軍支配下蒋介石軍支配下にあったにあったにあったにあった成都成都成都成都へへへへ向向向向けてけてけてけて、、、、モロッコモロッコモロッコモロッコ、、、、エジプエジプエジプエジプ

トトトト、、、、インドインドインドインド経由経由経由経由でででで１１１１万万万万８８８８千千千千キロキロキロキロものものものもの長旅長旅長旅長旅をををを行行行行いいいいましたましたましたました。。。。最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭のののの超超超超

長距離重爆撃機長距離重爆撃機長距離重爆撃機長距離重爆撃機 B-29 はははは、、、、どのどのどのどの爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団もももも渇望渇望渇望渇望していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、

ルーズベルトルーズベルトルーズベルトルーズベルト大統領大統領大統領大統領はこれをはこれをはこれをはこれを成都成都成都成都をををを根拠地根拠地根拠地根拠地とするとするとするとする対日戦略爆撃対日戦略爆撃対日戦略爆撃対日戦略爆撃

作戦作戦作戦作戦「「「「マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン」」」」によってによってによってによって、、、、華華華華々々々々しくしくしくしくデビューデビューデビューデビューさせるさせるさせるさせる事事事事にににに決決決決めめめめ

たのでしたたのでしたたのでしたたのでした。。。。 
しかししかししかししかしインドインドインドインドからからからからヒマラヤヒマラヤヒマラヤヒマラヤ山脈山脈山脈山脈をををを越越越越えてえてえてえて戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃にににに必要必要必要必要とするとするとするとする

膨大膨大膨大膨大なななな量量量量のののの補給物資補給物資補給物資補給物資（（（（B-29一機一機一機一機あたりのあたりのあたりのあたりの爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに必要必要必要必要なななな補給補給補給補給

物資物資物資物資はははは約約約約 23 トントントントン））））をををを輸送輸送輸送輸送するのはするのはするのはするのは極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難でありでありでありであり、、、、B-29 自体自体自体自体

ををををヒマラヤヒマラヤヒマラヤヒマラヤ越越越越えのえのえのえの空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに就就就就かせなければならないかせなければならないかせなければならないかせなければならない程程程程でしたでしたでしたでした。。。。

またまたまたまた B-29 ののののエンジンエンジンエンジンエンジンはははは狭狭狭狭いいいいナセルナセルナセルナセルにににに大出力大出力大出力大出力のののの発動機発動機発動機発動機をををを詰詰詰詰めめめめ込込込込

んでいたんでいたんでいたんでいた為為為為にににに発火発火発火発火しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、成都成都成都成都にあったにあったにあったにあった B-29 のののの半数半数半数半数はははは常常常常ににににエエエエ

ンジンンジンンジンンジンのののの換装換装換装換装をををを待待待待っているっているっているっている始末始末始末始末でしたでしたでしたでした。。。。加加加加えてえてえてえて未開地同然未開地同然未開地同然未開地同然のののの成成成成

都都都都ではまともなではまともなではまともなではまともな整備整備整備整備／／／／修理修理修理修理などなどなどなど望望望望むべくもありませんでしたむべくもありませんでしたむべくもありませんでしたむべくもありませんでした。。。。 
こうしたこうしたこうしたこうした事情事情事情事情からからからから当初当初当初当初５５５５月月月月１１１１日日日日にににに開始開始開始開始されるされるされるされる予定予定予定予定だっただっただっただった対日爆対日爆対日爆対日爆

撃撃撃撃はははは６６６６月月月月 15 日日日日までまでまでまで遅延遅延遅延遅延（（（（期期期期せずしてこのせずしてこのせずしてこのせずしてこの日日日日、、、、米軍米軍米軍米軍サイパンサイパンサイパンサイパン上陸上陸上陸上陸））））

しししし、、、、以後以後以後以後 45年年年年１１１１月月月月 17日日日日までまでまでまで延延延延べべべべ 3058機機機機がががが出撃出撃出撃出撃してしてしてして（（（（105機損失機損失機損失機損失

／／／／405機補充機補充機補充機補充）、）、）、）、49回回回回のののの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行がががが実施実施実施実施されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果

をををを考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合、、、、米軍戦史米軍戦史米軍戦史米軍戦史もももも認認認認めるようにめるようにめるようにめるように作戦作戦作戦作戦のののの失敗失敗失敗失敗はははは明明明明らかでしらかでしらかでしらかでし

たたたた。。。。結局結局結局結局マリアナマリアナマリアナマリアナからのからのからのからの戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃がががが本格化本格化本格化本格化するのするのするのするのにににに合合合合わせてわせてわせてわせて人人人人

員資材員資材員資材員資材はははは同方面同方面同方面同方面へへへへ逐次移送逐次移送逐次移送逐次移送されされされされ、、、、45年年年年 1 月月月月 28日日日日をををを以以以以てててて第第第第 20爆爆爆爆

撃兵団撃兵団撃兵団撃兵団はははは虚虚虚虚しくしくしくしく成都成都成都成都からからからから引引引引きききき揚揚揚揚げをげをげをげを完了完了完了完了したのでしたしたのでしたしたのでしたしたのでした。。。。 
 
    このこのこのこの B-29 ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイ専用専用専用専用キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンではではではでは、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは抽象的抽象的抽象的抽象的

にににに３３３３機機機機のののの B-29をををを担当担当担当担当しししし、、、、全全全全 12週間週間週間週間にににに渡渡渡渡ってってってって戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃のののの成果成果成果成果をををを最最最最

大限挙大限挙大限挙大限挙げるべくげるべくげるべくげるべく、、、、補給物資補給物資補給物資補給物資のののの運搬運搬運搬運搬/備蓄備蓄備蓄備蓄、、、、慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練、、、、損害回復損害回復損害回復損害回復をををを

過不足過不足過不足過不足なくこなすことをなくこなすことをなくこなすことをなくこなすことを求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 
 
註註註註：：：：他他他他ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、このこのこのこの「「「「中華中華中華中華なななな B-29」」」」ではではではでは、、、、各種各種各種各種

無作為判定無作為判定無作為判定無作為判定のののの為為為為にににに引引引引かれたかれたかれたかれたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードのののの色色色色ではなくではなくではなくではなく、、、、左中左中左中左中

央下部央下部央下部央下部ののののカードカードカードカード番号番号番号番号がががが判定判定判定判定のののの基準基準基準基準になることにになることにになることにになることに注意注意注意注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
30.1 B-29キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののゲームゲームゲームゲーム手順手順手順手順 
 
１１１１）．（）．（）．（）．（第第第第 5 週以降週以降週以降週以降））））アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、以前以前以前以前ののののターンターンターンターン

にににに決定決定決定決定したしたしたした爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をををを次次次次ののののターンターンターンターンにににに行行行行うよううよううよううよう厳命厳命厳命厳命されたかどうかされたかどうかされたかどうかされたかどうか

判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．損害損害損害損害をををを被被被被っているっているっているっている各各各各 B-29 からからからから自動的自動的自動的自動的にににに１１１１損害回復損害回復損害回復損害回復させまさせまさせまさせま

すすすす。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．各各各各 B-29 にににに割割割割りりりり当当当当てられたてられたてられたてられた任務任務任務任務(Duty) 〔〔〔〔30.3〕〕〕〕をををを以下以下以下以下のののの順順順順でででで

実施実施実施実施していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務(M Duty) 〔〔〔〔30.4〕〕〕〕をををを実施実施実施実施するするするする B-29 はははは、、、、以下以下以下以下のののの順順順順でででで

そのそのそのその解決解決解決解決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
 

A. 爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに飛飛飛飛びびびび立立立立つつつつ B-29 一機毎一機毎一機毎一機毎にににに、、、、20 補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントをををを消消消消

費費費費しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。 
 

B. 往路往路往路往路ターンターンターンターン〔〔〔〔23.2〕〕〕〕のののの長長長長さとさとさとさと爆撃高度爆撃高度爆撃高度爆撃高度〔〔〔〔30.42〕〕〕〕をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
 

C. ア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ド をををを 一 枚 引一 枚 引一 枚 引一 枚 引 きききき 、 「、 「、 「、 「 爆 撃 任 務爆 撃 任 務爆 撃 任 務爆 撃 任 務 / 空 輸 表空 輸 表空 輸 表空 輸 表

(Mission/Supply Transport)」」」」にあるにあるにあるにある「「「「状況状況状況状況(Environment)」」」」欄欄欄欄とととと

照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そのそのそのその爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる外的要因外的要因外的要因外的要因をををを判定判定判定判定しししし

ますますますます。。。。 

なおこのなおこのなおこのなおこの欄欄欄欄にににに記載記載記載記載されたされたされたされた「「「「状況状況状況状況」」」」のののの解説解説解説解説はははは、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカード

のののの裏面裏面裏面裏面にあるにあるにあるにあるキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲーム・・・・リソースリソースリソースリソース・・・・シートシートシートシートにありますにありますにありますにあります(一一一一
部部部部のののの状況状況状況状況はははは前作前作前作前作 Zero!のののの同同同同シートシートシートシート上上上上にありますにありますにありますにあります)。。。。 

 
D.アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」にあるにあるにあるにある「「「「相相相相

手側手側手側手側(Opposition)」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そのそのそのその爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行をををを邀撃邀撃邀撃邀撃するするするする

日本軍機日本軍機日本軍機日本軍機をををを判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
E. 爆撃爆撃爆撃爆撃にににに参加参加参加参加するするするする B-29 一機毎一機毎一機毎一機毎ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、

「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」にあるにあるにあるにある「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そのそのそのその

爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行でででで発生発生発生発生するするするするイベントイベントイベントイベントをををを判定判定判定判定しますしますしますします。。。。なおこのなおこのなおこのなおこの欄欄欄欄にににに記載記載記載記載されされされされ

たたたた「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」のののの解説解説解説解説はははは、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤ補助補助補助補助カードカードカードカードのののの裏面裏面裏面裏面にあるにあるにあるにあるキャンキャンキャンキャン

ペーンゲームペーンゲームペーンゲームペーンゲーム・・・・リソースリソースリソースリソース・・・・シートシートシートシートにありますにありますにありますにあります(一部一部一部一部のののの状況状況状況状況はははは前作前作前作前作

Zero!のののの同同同同シートシートシートシート上上上上にありますにありますにありますにあります)。。。。 
 
F.爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をををを実実実実施施施施（（（（往路往路往路往路→→→→爆撃爆撃爆撃爆撃→→→→帰路帰路帰路帰路））））しますしますしますします。。。。 

 
G.そのそのそのその任務任務任務任務でででで発生発生発生発生したしたしたした勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点(VP)のののの増減増減増減増減をををを記録記録記録記録しますしますしますします。。。。 

 
H.爆撃爆撃爆撃爆撃をををを実施実施実施実施したしたしたした上上上上でででで撃墜撃墜撃墜撃墜されずにされずにされずにされずに帰還帰還帰還帰還したしたしたした B-29 各機各機各機各機はははは、、、、ここここ

こでこでこでこでアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、もしそのもしそのもしそのもしそのカードカードカードカード番号番号番号番号がががが「「「「45」」」」以下以下以下以下

であればであればであればであれば実戦経験実戦経験実戦経験実戦経験をををを積積積積んだとしてんだとしてんだとしてんだとして任意任意任意任意のののの未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスをををを１１１１つつつつ塗塗塗塗

りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事ができますができますができますができます〔〔〔〔30.65〕。〕。〕。〕。 
 
５５５５）．）．）．）．補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイント空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務(S Duty) 〔〔〔〔30.5〕〕〕〕をををを選選選選んだんだんだんだ B-29 はははは、、、、以以以以

下下下下のののの順順順順でそれをでそれをでそれをでそれを解決解決解決解決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
 

A. 空輸空輸空輸空輸にににに従事従事従事従事するするするする B-29 各機毎各機毎各機毎各機毎ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、

「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」にあるにあるにあるにある「「「「空輸空輸空輸空輸(Transport) 」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせわせわせわせ

てててて、、、、そのそのそのその空輸空輸空輸空輸によってによってによってによって得得得得られるられるられるられる補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイント数数数数とととと、（、（、（、（そのそのそのその記載記載記載記載があがあがあがあ

ればればればれば））））イベントイベントイベントイベント、、、、相手側相手側相手側相手側のののの邀撃邀撃邀撃邀撃をををを判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 
    B.もしももしももしももしも空輸機空輸機空輸機空輸機のののの中中中中でででで日本軍機日本軍機日本軍機日本軍機のののの邀撃邀撃邀撃邀撃をををを受受受受けるものがあればけるものがあればけるものがあればけるものがあれば、、、、

アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」右端右端右端右端のののの「「「「相手側相手側相手側相手側

(Opposition)」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機をををを決定決定決定決定しますしますしますします（（（（運運運運がががが良良良良

いといといといと邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機がががが無無無無いいいい場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります）。）。）。）。邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機がががが決定決定決定決定したらしたらしたらしたら続続続続いていていていて

ま たま たま たま た ア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ドア ク シ ョ ン カ ー ド をををを 一 枚 引一 枚 引一 枚 引一 枚 引 きききき 、 「、 「、 「、 「 相 手 側 防 空 戦 闘 表相 手 側 防 空 戦 闘 表相 手 側 防 空 戦 闘 表相 手 側 防 空 戦 闘 表

(Opposition Combat)」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わわわわせてせてせてせて、、、、邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度

とととと飛行飛行飛行飛行ターンターンターンターン数数数数をををを決定決定決定決定しししし、、、、邀撃戦邀撃戦邀撃戦邀撃戦をををを解決解決解決解決しますしますしますします。。。。 
    なおなおなおなお邀撃戦邀撃戦邀撃戦邀撃戦がなければがなければがなければがなければ単純単純単純単純ににににイベントイベントイベントイベント（（（（あればあればあればあれば））））をををを適用適用適用適用してしてしてして、、、、空空空空

輸任務輸任務輸任務輸任務をををを終終終終えますえますえますえます。。。。 
 

C. 空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務でででで得得得得たたたた補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントとととと、、、、邀撃戦邀撃戦邀撃戦邀撃戦ややややイベントイベントイベントイベントのののの結果結果結果結果

発生発生発生発生したしたしたした勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点(VP)のののの増減増減増減増減をををを記録記録記録記録しますしますしますします。。。。 
 
６６６６）．）．）．）．慣熟訓練任務慣熟訓練任務慣熟訓練任務慣熟訓練任務(T Duty) 〔〔〔〔30.6〕〕〕〕をををを選選選選んだんだんだんだ B-29 各機各機各機各機はははは、、、、自身自身自身自身

ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トラックトラックトラックトラックをををを１１１１つつつつ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事ができますができますができますができます。。。。 
 
７７７７）．）．）．）．修理任務修理任務修理任務修理任務(R Duty) 〔〔〔〔30.7〕〕〕〕をををを選選選選んだんだんだんだ B-29 各機各機各機各機はははは、、、、自身自身自身自身のののの損損損損

害害害害をををを４４４４ポイントポイントポイントポイント分回復分回復分回復分回復させるさせるさせるさせる事事事事ができますができますができますができます。。。。 
 
８８８８）．（）．（）．（）．（イベントイベントイベントイベント結果結果結果結果としてとしてとしてとして））））一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻によるによるによるによる根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃(Follow Up 
Attack) がががが行行行行われるならわれるならわれるならわれるなら、、、、ここでここでここでここで全全全全てててて解決解決解決解決しますしますしますします。。。。このこのこのこの爆撃爆撃爆撃爆撃によるによるによるによる

VP のののの増減増減増減増減やややや B-29 へのへのへのへの損害損害損害損害もももも記録記録記録記録しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。 
 
９９９９）．）．）．）．もしあるならもしあるならもしあるならもしあるなら喪喪喪喪われたわれたわれたわれた B-29 のののの補充補充補充補充をををを行行行行いますいますいますいます〔〔〔〔30.73〕。〕。〕。〕。 
 

10）．）．）．）．もしこのもしこのもしこのもしこのターンターンターンターンにににに爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をををを実施実施実施実施していたりしていたりしていたりしていたり、、、、厳命厳命厳命厳命されたされたされたされた

爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をををを拒絶拒絶拒絶拒絶していたりすればしていたりすればしていたりすればしていたりすれば、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、

「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務のののの目標表目標表目標表目標表(Mission target)」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、次次次次ののののタタタタ

ーンーンーンーンのののの爆撃任務目標爆撃任務目標爆撃任務目標爆撃任務目標をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
 
11）．）．）．）．もしこれがもしこれがもしこれがもしこれが第第第第 12週週週週であるならであるならであるならであるなら、、、、勝敗勝敗勝敗勝敗のののの度合度合度合度合いをいをいをいを判定判定判定判定しますしますしますします。。。。 
 



30.2    中華中華中華中華なななな B-29 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシート 
 

中華中華中華中華なななな B-29キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシートにはにはにはには、、、、このこのこのこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行うううう

のにのにのにのに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報がががが記載記載記載記載されていますされていますされていますされています。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：なおなおなおなお括弧内括弧内括弧内括弧内のののの英文英文英文英文ははははシートシートシートシートのののの表記表記表記表記にににに合合合合わせていますわせていますわせていますわせています。。。。 
 
キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートにはにはにはには以下以下以下以下のののの記載記載記載記載がありますがありますがありますがあります：：：： 
 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン名名名名 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののゲームゲームゲームゲーム手順手順手順手順 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでででで得得得得られるられるられるられる勝利得点表勝利得点表勝利得点表勝利得点表(Victory Point Awards) 
爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務のののの目標表目標表目標表目標表(Mission target) 
爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表(Mission/Supply Transport) 
相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表(Opposition Combat) 
標的無作為決定表標的無作為決定表標的無作為決定表標的無作為決定表(Random Aircraft Selection) 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン地図地図地図地図 
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表 
 
30.22    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート 
 

本作本作本作本作にはにはにはには中華中華中華中華なななな B-29 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの推移推移推移推移をををを書書書書きききき留留留留めておくめておくめておくめておく為為為為

ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート(Guadalcanal campaign Log)がががが用意用意用意用意

されていますされていますされていますされています。。。。 
プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、B-29 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの遂行遂行遂行遂行にあたってにあたってにあたってにあたって実施実施実施実施したしたしたした爆撃爆撃爆撃爆撃

目標目標目標目標、、、、次次次次にににに厳命厳命厳命厳命されたされたされたされた爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標、、、、各機各機各機各機がががが選択選択選択選択したしたしたした任務任務任務任務、、、、爆撃任爆撃任爆撃任爆撃任

務務務務のののの状況状況状況状況、、、、勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点、、、、補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイント、、、、各機各機各機各機のののの練度向上練度向上練度向上練度向上などをなどをなどをなどを記録記録記録記録

シートシートシートシートにににに書書書書きききき留留留留めておきますめておきますめておきますめておきます。。。。 
なおなおなおなお記録記録記録記録シートシートシートシートはははは本作本作本作本作のののの購入者購入者購入者購入者にににに限限限限りりりり、、、、プレイプレイプレイプレイ目的目的目的目的ででででコピーコピーコピーコピーしししし

てててて使用使用使用使用することをすることをすることをすることを認認認認めますめますめますめます。。。。 
 
30.3    各種任務各種任務各種任務各種任務 
30.31 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの各週各週各週各週のののの初初初初めにめにめにめに、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは B-29 各機各機各機各機にににに以以以以

下下下下のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの任務任務任務任務のうちのいずれかをのうちのいずれかをのうちのいずれかをのうちのいずれかを割割割割りりりり当当当当てますてますてますてます。。。。 
 
ＭＭＭＭ ＝＝＝＝ 爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務〔〔〔〔30.4〕〕〕〕 
ＳＳＳＳ ＝＝＝＝ 補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントのののの空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務〔〔〔〔30.5〕〕〕〕 
ＴＴＴＴ ＝＝＝＝ クルークルークルークルーのののの慣熟訓練任務慣熟訓練任務慣熟訓練任務慣熟訓練任務〔〔〔〔30.6〕〕〕〕 
ＲＲＲＲ ＝＝＝＝ 修理任務修理任務修理任務修理任務〔〔〔〔30.7〕〕〕〕によりによりによりにより４４４４損害回復損害回復損害回復損害回復 
 
30.32 B-29各機各機各機各機はははは、、、、あるあるあるある一一一一つつつつのののの週週週週にいずれかにいずれかにいずれかにいずれか一一一一つのつのつのつの任務任務任務任務だけしだけしだけしだけし

かかかか遂行遂行遂行遂行できませんできませんできませんできません（（（（ただしただしただしただし同同同同じじじじ週週週週にににに複数複数複数複数のののの B-29がががが、、、、同同同同じじじじ任務任務任務任務をををを割割割割

りりりり当当当当てられるてられるてられるてられる事事事事はははは当然当然当然当然ありえますありえますありえますありえます）。）。）。）。 
     
30.33 いずれのいずれのいずれのいずれの B-29もももも、、、、第四週第四週第四週第四週までまでまでまで爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに就就就就くことはできまくことはできまくことはできまくことはできま

せんせんせんせん。。。。 
 
30.34 損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にないにないにないにない B-29 だけがだけがだけがだけが、、、、爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに就就就就くことがでくことがでくことがでくことがで

きますきますきますきます。。。。 
しかししかししかししかし損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面をををを向向向向けているけているけているけている B-29 でもでもでもでも、、、、空輸空輸空輸空輸、、、、慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練まままま

たはたはたはたは修理任務修理任務修理任務修理任務にににに就就就就かせることができますかせることができますかせることができますかせることができます。。。。 
 
30.35 爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに就就就就くくくく B-29 一機毎一機毎一機毎一機毎にににに 20 補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントをををを支払支払支払支払うううう必必必必

要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 
 
30.4 爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務 
編註編註編註編註：：：：ルーズベルトルーズベルトルーズベルトルーズベルト大大大大統領統領統領統領のののの肝煎肝煎肝煎肝煎りでりでりでりで編成編成編成編成されたされたされたされた第第第第 20 爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団爆撃兵団

のののの司令官司令官司令官司令官ケネスケネスケネスケネス B.ウルフウルフウルフウルフ准将准将准将准将にはにはにはには、、、、北九州北九州北九州北九州のののの八幡製鉄所八幡製鉄所八幡製鉄所八幡製鉄所をををを目目目目

標標標標とするとするとするとする第第第第１１１１回出撃回出撃回出撃回出撃をををを 44 年年年年５５５５月月月月１１１１日日日日にににに行行行行うううう事事事事がががが求求求求められていましめられていましめられていましめられていまし

たたたた。。。。しかししかししかししかし成都成都成都成都へのへのへのへの物資輸送物資輸送物資輸送物資輸送はははは思思思思うようにうようにうようにうように捗捗捗捗らずらずらずらず、、、、結局第結局第結局第結局第１１１１回出回出回出回出

撃撃撃撃はははは１１１１ヶヶヶヶ月半遅月半遅月半遅月半遅れのれのれのれの６６６６月月月月 15日日日日になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それでもこれはそれでもこれはそれでもこれはそれでもこれは 42年年年年

４４４４月月月月ののののドゥーリットルドゥーリットルドゥーリットルドゥーリットル爆撃隊以来爆撃隊以来爆撃隊以来爆撃隊以来のののの日本本土日本本土日本本土日本本土にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃でありでありでありであり、、、、

米国民米国民米国民米国民はははは歓喜歓喜歓喜歓喜でででで、、、、日本国民日本国民日本国民日本国民はははは憂慮憂慮憂慮憂慮をををを以以以以てこのてこのてこのてこのニュースニュースニュースニュースをををを迎迎迎迎えまえまえまえま

したしたしたした。。。。 

 
30.41 第第第第４４４４週週週週からからからから初初初初めてめてめてめて以降以降以降以降、、、、B-29各機各機各機各機はははは爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに就就就就くことがくことがくことがくことが

できますできますできますできます。。。。 
複数複数複数複数のののの B-29 がががが爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに参加参加参加参加するするするする場合場合場合場合、、、、それらはそれらはそれらはそれらは一一一一つのつのつのつの爆爆爆爆

撃機編隊撃機編隊撃機編隊撃機編隊〔〔〔〔17.22〕〕〕〕をををを組組組組んでいるものとみなされますんでいるものとみなされますんでいるものとみなされますんでいるものとみなされます。。。。 
 
30.42 プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、B-29 爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊のののの開始高度開始高度開始高度開始高度をををを中高度中高度中高度中高度、、、、高高度高高度高高度高高度、、、、

超高空超高空超高空超高空のいずれかからのいずれかからのいずれかからのいずれかから自由自由自由自由にににに選選選選ぶことができますぶことができますぶことができますぶことができます（（（（例外例外例外例外：：：：空中散空中散空中散空中散

布機雷布機雷布機雷布機雷（（（（目標目標目標目標 D））））だけはだけはだけはだけは超低空超低空超低空超低空をををを義務付義務付義務付義務付けられますけられますけられますけられます）。）。）。）。 
なおなおなおなお B-29 はあくまではあくまではあくまではあくまで編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機なのでなのでなのでなので、、、、爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務のののの間中間中間中間中、、、、開開開開

始時始時始時始時にににに決決決決めためためためた高度高度高度高度をををを変更変更変更変更することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。 
 
30.43    開始高度開始高度開始高度開始高度をををを決定決定決定決定したならしたならしたならしたなら、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは以下以下以下以下のののの手順手順手順手順にににに従従従従ってってってって

爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をををを遂行遂行遂行遂行しますしますしますします。。。。 
 
１１１１）．）．）．）．プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤははははアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号にににに、、、、

後述後述後述後述するするするするクルークルークルークルーのののの練度修正練度修正練度修正練度修正をををを適用適用適用適用したしたしたした上上上上でででで「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表

(Mission/Supply Transport)」」」」のののの「「「「状況状況状況状況(Environment)」」」」欄欄欄欄をををを参照参照参照参照

しししし、、、、そこにそこにそこにそこに書書書書かれたかれたかれたかれた状況状況状況状況ををををキャンペーンリソースシートキャンペーンリソースシートキャンペーンリソースシートキャンペーンリソースシートでででで確認確認確認確認しましましましま

すすすす。。。。 
 

「「「「状況状況状況状況(Environment)」」」」判定判定判定判定のののの際際際際、、、、そのそのそのその爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに参加参加参加参加していしていしていしてい

るるるる各各各各々々々々のののの B-29 ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トラックトラックトラックトラックをををを参照参照参照参照しししし、（、（、（、（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり

潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス〔〔〔〔30.62〕〕〕〕一一一一つにつきつにつきつにつきつにつき「「「「１１１１」」」」をををを、、、、引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード

番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませんえなければなりませんえなければなりませんえなければなりません。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：ゲームゲームゲームゲーム開始時開始時開始時開始時、、、、各各各各 B-29のののの未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスはははは５５５５個個個個ありますありますありますあります。。。。

従従従従ってってってって全全全全くくくく未訓練未訓練未訓練未訓練のののの３３３３機機機機がががが爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに飛飛飛飛びびびび立立立立ったったったった場合場合場合場合、、、、状況確認状況確認状況確認状況確認

のののの際際際際＋＋＋＋15 がががが加加加加えられますえられますえられますえられます。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．次次次次ににににプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはもうはもうはもうはもう一枚一枚一枚一枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いてそのいてそのいてそのいてそのカードカードカードカード

番号番号番号番号とととと「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」右端右端右端右端のののの「「「「相手側相手側相手側相手側(Opposition)」」」」欄欄欄欄とをとをとをとを照照照照

らしらしらしらし合合合合わせわせわせわせ、、、、そのそのそのその爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに対対対対するするするする日本側日本側日本側日本側のののの邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機をををを決定決定決定決定しましましましま

すすすす。。。。 
    なおなおなおなお邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機がががが２２２２種類種類種類種類あるあるあるある場合場合場合場合、、、、もしそのもしそのもしそのもしその爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行がががが日本本土日本本土日本本土日本本土またまたまたまた

はははは台湾台湾台湾台湾(Japan or Formosa)にににに対対対対するものならするものならするものならするものなら前者前者前者前者をををを、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外

のののの場所場所場所場所にににに対対対対するするするする爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行、、、、またはまたはまたはまたは空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務ならならならなら後者後者後者後者をををを適用適用適用適用しましましましま

すすすす。。。。 
    ちなみにここでちなみにここでちなみにここでちなみにここで決決決決めためためためた邀邀邀邀撃機撃機撃機撃機はははは、、、、次次次次にににに引引引引くくくくイベントイベントイベントイベントのののの結果結果結果結果によりによりによりにより

更更更更にににに増強増強増強増強されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．最後最後最後最後ににににプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは爆撃爆撃爆撃爆撃にににに参加参加参加参加するするするする B-29 一機毎一機毎一機毎一機毎ににににアクションアクションアクションアクション

カードカードカードカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いてそのいてそのいてそのいてそのカードカードカードカード番号番号番号番号とととと「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」中央中央中央中央のののの

「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」欄欄欄欄とをとをとをとを照照照照らしらしらしらし合合合合わせわせわせわせ、、、、そのそのそのその爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行でででで生起生起生起生起するするするするイベントイベントイベントイベントをををを

決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
このこのこのこの「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」判定判定判定判定のののの際際際際、、、、そのそのそのその B-29 ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トラックトラックトラックトラックをををを

参照参照参照参照しししし、（、（、（、（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス〔〔〔〔30.62〕〕〕〕一一一一つにつにつにつに

つきつきつきつき「「「「５５５５」」」」をををを、、、、引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませんえなければなりませんえなければなりませんえなければなりません。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：ゲームゲームゲームゲーム開始時開始時開始時開始時、、、、各各各各 B-29のののの未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスはははは５５５５個個個個あああありますりますりますります。。。。

従従従従ってってってって全全全全くくくく未訓練未訓練未訓練未訓練のののの機機機機がががが爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに飛飛飛飛びびびび立立立立ったったったった場合場合場合場合、、、、イベントイベントイベントイベント確認確認確認確認

のののの際際際際＋＋＋＋25 がががが加加加加えられますえられますえられますえられます。。。。 
 
    なおなおなおなおイベントイベントイベントイベントのののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして「「「「相手側相手側相手側相手側(Opposition)」」」」がががが出出出出てててて、、、、邀撃邀撃邀撃邀撃

機機機機をををを追加追加追加追加したしたしたした場合場合場合場合、、、、機体機体機体機体カードカードカードカードにににに用意用意用意用意されているされているされているされている以上以上以上以上のののの同一機同一機同一機同一機

体体体体をををを要求要求要求要求されるされるされるされる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。足足足足りないりないりないりない場合場合場合場合はははは、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに零戦五零戦五零戦五零戦五

二型二型二型二型(A6M5)をををを登場登場登場登場させますさせますさせますさせます（（（（訳註訳註訳註訳註：：：：エレメントエレメントエレメントエレメントののののリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機がががが不不不不

足足足足したしたしたした場合場合場合場合、、、、エレメントエレメントエレメントエレメントごとごとごとごと零戦零戦零戦零戦にににに差差差差しししし替替替替えられますえられますえられますえられます）。）。）。）。 
 
30.44 B-29によるによるによるによる爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務もももも、、、、通常通通常通通常通通常通りりりりキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲームキャンペーンゲーム・・・・ミッミッミッミッ

ションションションション・・・・ルールルールルールルール〔〔〔〔23.0〕〕〕〕にににに従従従従ってってってって遂行遂行遂行遂行さささされますれますれますれます。。。。 
 

爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務のののの遂行遂行遂行遂行によってによってによってによって発生発生発生発生したしたしたした勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点はははは「「「「勝利得点表勝利得点表勝利得点表勝利得点表

(Victory Point Awards)」」」」にあるにあるにあるにある通通通通りでりでりでりで、、、、そのそのそのその変動変動変動変動はははは全全全全ててててキャンペキャンペキャンペキャンペ

ーンーンーンーン記録記録記録記録シートシートシートシートにににに書書書書きききき留留留留めておきますめておきますめておきますめておきます。。。。 



    訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果によるによるによるによる正規正規正規正規のののの得点得点得点得点のののの他他他他、、、、B-29 をををを全損全損全損全損すすすす

るとるとるとると－－－－20点点点点、、、、イベントイベントイベントイベントでででで根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃にににに来来来来たたたた一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機)をををを
撃墜撃墜撃墜撃墜するとするとするとすると＋＋＋＋10 点点点点（（（（逆逆逆逆にににに生生生生かしてかしてかしてかして帰帰帰帰すとすとすとすと－－－－5 点点点点）、）、）、）、B-29 がががが爆撃爆撃爆撃爆撃をををを

終終終終えてえてえてえて帰還帰還帰還帰還するだけでするだけでするだけでするだけで＋＋＋＋７７７７点点点点などがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。 
 
30.45 第第第第４４４４週週週週にににに遂行遂行遂行遂行をををを厳命厳命厳命厳命〔〔〔〔Mandatory Mission:30.47〕〕〕〕されていされていされていされてい

るるるる八幡製八幡製八幡製八幡製鉄所鉄所鉄所鉄所（（（（目標目標目標目標 B））））にににに対対対対するするするする爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに限限限限りりりり、、、、このこのこのこの爆撃爆撃爆撃爆撃でででで目目目目

標標標標にににに与与与与えたえたえたえた打撃打撃打撃打撃によるによるによるによる勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点はははは２２２２倍倍倍倍にににに換算換算換算換算されますされますされますされます（（（（日本軍日本軍日本軍日本軍

首脳首脳首脳首脳にににに与与与与えたえたえたえた衝撃衝撃衝撃衝撃をををを表表表表しますしますしますします）。）。）。）。 
反対反対反対反対にもしこのにもしこのにもしこのにもしこの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに参加参加参加参加しないしないしないしない B-29 があればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのその一機一機一機一機

につきにつきにつきにつき－－－－10 点点点点のののの罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。ただしただしただしただし以前以前以前以前のののの週週週週にににに撃墜撃墜撃墜撃墜ささささ

れれれれ機体補充機体補充機体補充機体補充〔〔〔〔30.73〕〕〕〕がががが間間間間にににに合合合合わずにわずにわずにわずに爆撃爆撃爆撃爆撃にににに参加参加参加参加できないできないできないできない機機機機はははは罰罰罰罰

則則則則のののの適用外適用外適用外適用外としますとしますとしますとします。。。。罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されるのはされるのはされるのはされるのは、、、、爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに必要必要必要必要なななな

補給補給補給補給をををを確保確保確保確保できなかったかできなかったかできなかったかできなかったか〔〔〔〔30.35〕、〕、〕、〕、またはまたはまたはまたは以前以前以前以前のののの週週週週にににに損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態

面面面面となりとなりとなりとなり第第第第４４４４週週週週までにまでにまでにまでに修理修理修理修理がががが間間間間にににに合合合合わなかったわなかったわなかったわなかった分分分分〔〔〔〔30.34〕〕〕〕のののの機体機体機体機体

にににに対対対対してですしてですしてですしてです。。。。 
 
31.46 プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは、、、、第第第第４４４４週週週週からからからから開始開始開始開始してしてしてして以後毎以後毎以後毎以後毎ターンターンターンターン終了時終了時終了時終了時にににに、、、、

アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号にににに従従従従ってってってって「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務

のののの目標表目標表目標表目標表(Mission target)」」」」をををを参照参照参照参照してしてしてして、、、、原則的原則的原則的原則的にににに次次次次ターンターンターンターン遂行遂行遂行遂行をををを

命命命命じられるじられるじられるじられる爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。ただしこれはまだただしこれはまだただしこれはまだただしこれはまだ絶対的絶対的絶対的絶対的なななな遂遂遂遂

行命令行命令行命令行命令ではなくではなくではなくではなく、、、、次次次次ののののターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時にににに再再再再びびびびアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚一枚一枚一枚

引引引引きききき、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号がががが「「「「50」」」」以上以上以上以上であったであったであったであった場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ、、、、直前直前直前直前ののののタタタタ

ーンーンーンーンにににに 決定決定決定決定 したしたしたした爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務をそのをそのをそのをその次次次次 ののののターンターンターンターンにににに 行行行行 うよううよううよううよう厳命厳命厳命厳命

〔〔〔〔30.47〕〕〕〕されたものとされたものとされたものとされたものと見見見見なしますなしますなしますなします。。。。 
    ただしいったんただしいったんただしいったんただしいったん爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標がががが決決決決まるとまるとまるとまると、、、、それをそれをそれをそれを遂行遂行遂行遂行しなかったしなかったしなかったしなかった２２２２週週週週

目以降目以降目以降目以降、、、、一週毎一週毎一週毎一週毎ににににカードカードカードカード番号番号番号番号にににに＋＋＋＋10 ずつずつずつずつ加算加算加算加算されますされますされますされます。。。。 
 
例示例示例示例示：：：：第第第第４４４４週週週週のののの最後最後最後最後にににに引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号はははは 23 でででで、、、、これをこれをこれをこれを「「「「爆撃任爆撃任爆撃任爆撃任

務務務務のののの目標表目標表目標表目標表(Mission target)」」」」にににに当当当当てはめるとてはめるとてはめるとてはめると「「「「目標目標目標目標Ｃ：Ｃ：Ｃ：Ｃ：日本本土日本本土日本本土日本本土/
佐世保佐世保佐世保佐世保（（（（Taku））））海軍造船所海軍造船所海軍造船所海軍造船所」」」」へのへのへのへの爆撃爆撃爆撃爆撃をををを次週以降次週以降次週以降次週以降にににに行行行行うよううよううよううよう指示指示指示指示

されましたされましたされましたされました。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けてけてけてけてプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは B-29 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シーシーシーシー

トトトト左上左上左上左上のののの「「「「任務記録表任務記録表任務記録表任務記録表(Mission/Duty Track) 」」」」にあるにあるにあるにある「「「「次次次次のののの爆撃爆撃爆撃爆撃

任務任務任務任務(Next Mission)」」」」欄欄欄欄のののの第第第第５５５５週部分週部分週部分週部分にににに「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」とととと記入記入記入記入しておきしておきしておきしておき

ますますますます。。。。 
    続続続続いていていていて第第第第５５５５週開始時週開始時週開始時週開始時ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引いたところいたところいたところいたところ、、、、そのそのそのその番番番番

号号号号はははは44でありでありでありであり、、、、50にににに達達達達していなかったのでしていなかったのでしていなかったのでしていなかったので第第第第６６６６週週週週にににに「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに対対対対

するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃をををを厳命厳命厳命厳命(Mandatory Mission)されはしませんでしたされはしませんでしたされはしませんでしたされはしませんでした。。。。たたたた

だしだしだしだしプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが望望望望むならこのむならこのむならこのむならこの第第第第５５５５週週週週またはまたはまたはまたは次次次次のののの第第第第６６６６週週週週においてにおいてにおいてにおいて

「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃をををを遂行遂行遂行遂行してもしてもしてもしても構構構構いませんいませんいませんいません。。。。しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの例例例例でででで

はそうはせずはそうはせずはそうはせずはそうはせず、、、、そのそのそのその他他他他のののの任務任務任務任務にににに費費費費やしましたやしましたやしましたやしました（（（（ちなみにちなみにちなみにちなみに先先先先にににに決決決決めめめめ

たたたた「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃がががが実施実施実施実施されていないのでされていないのでされていないのでされていないので、、、、第第第第５５５５週週週週のののの終終終終

わりにわりにわりにわりに新新新新たにたにたにたに爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを決定決定決定決定するするするするカードカードカードカード引引引引きはきはきはきは行行行行いませんいませんいませんいません）。）。）。）。 
    第第第第６６６６週開始時週開始時週開始時週開始時ににににアクションカーアクションカーアクションカーアクションカードドドドをををを引引引引いたところいたところいたところいたところ、、、、そのそのそのその番号番号番号番号はははは 46
でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃をををを一週間延期一週間延期一週間延期一週間延期しているのでしているのでしているのでしているので＋＋＋＋10 がががが加加加加えられえられえられえられ修正修正修正修正

後後後後 56 となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。これによりこれによりこれによりこれにより第第第第７７７７週週週週にはにはにはには「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃

をををを厳命厳命厳命厳命(Mandatory Mission)されたされたされたされた事事事事となりますとなりますとなりますとなります。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けてけてけてけてププププ

レイヤレイヤレイヤレイヤはははは B-29 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート左上左上左上左上のののの「「「「任務記録表任務記録表任務記録表任務記録表」」」」にあにあにあにあ

るるるる「「「「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務(Mission)」」」」欄欄欄欄のののの第第第第７７７７週部分週部分週部分週部分にににに「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」とととと記入記入記入記入しまししまししまししまし

たたたた。。。。 
 
30.47 爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標にににに対対対対するするするする厳命厳命厳命厳命がががが下下下下ったったったった場合場合場合場合、、、、爆撃遂行爆撃遂行爆撃遂行爆撃遂行をををを厳命厳命厳命厳命ささささ

れたれたれたれた週週週週にににに一機以上一機以上一機以上一機以上のののの B-29 をををを爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務(M duty) にににに割割割割りりりり当当当当てなけてなけてなけてなけ

ればなりませんればなりませんればなりませんればなりません。。。。ただしただしただしただしプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが望望望望むならそれをむならそれをむならそれをむならそれを拒否拒否拒否拒否してしてしてして爆撃爆撃爆撃爆撃

任務任務任務任務にににに一機一機一機一機もももも割割割割りりりり当当当当てないかてないかてないかてないか、、、、物理的物理的物理的物理的にににに割割割割りりりり当当当当てててて不可能不可能不可能不可能なななな場合場合場合場合、、、、

－－－－10VP のののの罰則罰則罰則罰則をををを受受受受けることでけることでけることでけることで、、、、そのそのそのその爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを無効無効無効無効にできますにできますにできますにできます。。。。

なおなおなおなお爆撃爆撃爆撃爆撃をををを厳命厳命厳命厳命されたされたされたされた週週週週にそれをにそれをにそれをにそれを遂行遂行遂行遂行したかしなかったかにしたかしなかったかにしたかしなかったかにしたかしなかったかに関関関関

わらずわらずわらずわらず、、、、そのそのそのそのターンターンターンターンのののの最後最後最後最後ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、次週次週次週次週

のののの爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを新新新新たにたにたにたに決決決決めめめめ直直直直しますしますしますします。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：第第第第４４４４週週週週のののの八幡初空襲八幡初空襲八幡初空襲八幡初空襲をををを例外例外例外例外としてとしてとしてとして、、、、厳命厳命厳命厳命されたされたされたされた爆撃爆撃爆撃爆撃にににに一一一一

機機機機もももも割割割割りりりり当当当当てなかったてなかったてなかったてなかった事事事事にににに対対対対しししし全体全体全体全体としてとしてとしてとして－－－－10VP がががが適用適用適用適用されるされるされるされる

のですのですのですのです。。。。八幡初空襲八幡初空襲八幡初空襲八幡初空襲のようにのようにのようにのように爆撃爆撃爆撃爆撃しなかったしなかったしなかったしなかった一機毎一機毎一機毎一機毎にににに 10 点減点減点減点減でででで

はないことにはないことにはないことにはないことに注意注意注意注意してくだしてくだしてくだしてくださいさいさいさい。。。。 
 
30.48    プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが望望望望むならむならむならむなら、、、、爆撃遂行爆撃遂行爆撃遂行爆撃遂行をををを厳命厳命厳命厳命されるされるされるされる前前前前にににに自発的自発的自発的自発的

にそのにそのにそのにその目標目標目標目標にににに対対対対してしてしてして爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、そのそのそのその

爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標にににに対対対対するするするする命令命令命令命令はははは履行履行履行履行されたものとしてされたものとしてされたものとしてされたものとして、、、、そのそのそのそのターンターンターンターンのののの最最最最

後後後後ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、次週次週次週次週のののの爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを新新新新たにたにたにたに決決決決

めめめめ直直直直しますしますしますします。。。。 
 
先先先先のののの例示例示例示例示のののの続続続続きききき：：：：第第第第７７７７週週週週になりましたになりましたになりましたになりました。。。。プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに対対対対

するするするする厳命厳命厳命厳命をををを拒否拒否拒否拒否してしてしてして 10点点点点をををを失失失失うよりはとうよりはとうよりはとうよりはと、、、、B-29二機二機二機二機をををを「「「「目標目標目標目標Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」にににに

対対対対するするするする爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに割割割割りりりり当当当当てましたてましたてましたてました。。。。爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行にににに飛飛飛飛びびびび立立立立つつつつ一機一機一機一機につにつにつにつ

きききき 20補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントがががが必要必要必要必要〔〔〔〔30.35〕〕〕〕なのでなのでなのでなので合計合計合計合計 40補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントをををを備備備備

蓄量蓄量蓄量蓄量からからからから支払支払支払支払いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお一機一機一機一機のののの B-29 にはにはにはには未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスがががが２２２２

つつつつ、、、、もうもうもうもう一機一機一機一機にはにはにはには４４４４つありますつありますつありますつあります。。。。 
    まずまずまずまず開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを超高空超高空超高空超高空にににに決決決決めめめめ、、、、次次次次にににに「「「「状況状況状況状況」」」」をををを確認確認確認確認するするするする為為為為にににに

カードカードカードカードをををを引引引引いたところいたところいたところいたところカードカードカードカード番号番号番号番号はははは「「「「10」」」」でしたでしたでしたでした。。。。これにこれにこれにこれに２２２２機機機機のののの未訓未訓未訓未訓

練練練練ボックスボックスボックスボックス合計合計合計合計６６６６をををを足足足足したしたしたした結果結果結果結果(16)「「「「米軍米軍米軍米軍にににに有利有利有利有利なななな高射砲陣高射砲陣高射砲陣高射砲陣(Flak 
Guns:US)」」」」となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。これによりこれによりこれによりこれにより「「「「造船所造船所造船所造船所(Docks:目標目標目標目標カードカードカードカード

2A)」」」」をををを爆撃爆撃爆撃爆撃したしたしたした際際際際のののの目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃ががががカードカードカードカード１１１１枚減少枚減少枚減少枚減少するするするする

ことになりましたことになりましたことになりましたことになりました。。。。これはこれはこれはこれは超高空超高空超高空超高空からのからのからのからの公算公算公算公算(Saturation)爆撃爆撃爆撃爆撃によによによによ

るるるる１１１１枚減少枚減少枚減少枚減少にににに加加加加えられるえられるえられるえられるものなのでものなのでものなのでものなので、、、、自動的自動的自動的自動的にこのにこのにこのにこの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行ではではではでは造造造造

船所船所船所船所からのからのからのからの広域広域広域広域(1)/目標目標目標目標(2)対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃はははは全全全全くくくく受受受受けないことになりまけないことになりまけないことになりまけないことになりま

すすすす。。。。 
    次次次次にににに日本側日本側日本側日本側のののの邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機をををを決決決決めるめるめるめる為為為為にににに再再再再びびびびカードカードカードカードをををを引引引引いたところいたところいたところいたところ、、、、

カードカードカードカード番号番号番号番号はははは「「「「23」」」」でででで、、、、日本本土日本本土日本本土日本本土にににに対対対対するするするする爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行なのでそのなのでそのなのでそのなのでその結果結果結果結果

「「「「Ki-84-Ia：：：：四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風」」」」リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機がががが１１１１機機機機となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 
    続続続続いていていていてイベントイベントイベントイベントをををを決決決決めるめるめるめる為為為為にににに各機毎各機毎各機毎各機毎ににににカードカードカードカードをををを引引引引きますきますきますきます。。。。まずまずまずまず未未未未

訓練訓練訓練訓練ボックスボックスボックスボックス２２２２つをつをつをつを持持持持つつつつ機機機機についてについてについてについて引引引引いたところいたところいたところいたところ、、、、カードカードカードカード番号番号番号番号はははは

「「「「14」」」」でででで、、、、これにこれにこれにこれに未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックス２２２２××××５５５５＝＝＝＝10 をををを足足足足したしたしたした結果結果結果結果(24)「「「「イベイベイベイベ

ントントントントなしなしなしなし(NO EVENT)」」」」でしたでしたでしたでした。。。。次次次次にににに未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックス４４４４つをつをつをつを持持持持つつつつ機機機機

についてについてについてについて引引引引いたところいたところいたところいたところ、、、、カードカードカードカード番号番号番号番号はははは「「「「74」」」」でででで、、、、これにこれにこれにこれに未訓練未訓練未訓練未訓練ボックボックボックボック

スススス４４４４××××５５５５＝＝＝＝20 をををを足足足足したしたしたした結果結果結果結果(94)「「「「相手側相手側相手側相手側(Opposition)」」」」がががが出出出出てててて、、、、邀邀邀邀

撃機撃機撃機撃機がががが追加追加追加追加されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。追加追加追加追加のののの邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機をををを決決決決めるためめるためめるためめるため

にににに１１１１枚枚枚枚カードカードカードカード引引引引いたところいたところいたところいたところ番号番号番号番号はははは「「「「39」」」」でででで、、、、日本本土日本本土日本本土日本本土にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃

行行行行なのでそのなのでそのなのでそのなのでその結果結果結果結果「「「「L/W Ki-84-Ia ：：：：四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風四式戦闘機疾風」」」」１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント

となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。しかししかししかししかしゲームゲームゲームゲームにににに用意用意用意用意されたされたされたされた疾風疾風疾風疾風カードカードカードカードはははは一組一組一組一組しかなしかなしかなしかな

くくくく、、、、そのそのそのそのリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機がががが既既既既にににに邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機としてとしてとしてとして先先先先にににに登場登場登場登場がががが決決決決まっているまっているまっているまっている

のでのでのでので、、、、零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型のののの１１１１エエエエレメントレメントレメントレメントをををを代代代代わりにわりにわりにわりに登場登場登場登場させますさせますさせますさせます。。。。 
 
    かくしてかくしてかくしてかくして佐世保佐世保佐世保佐世保までのまでのまでのまでの３３３３往路往路往路往路ターンターンターンターン帰路帰路帰路帰路２２２２ターンターンターンターンをををを経経経経てのてのてのての爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行

でででで、、、、目標目標目標目標（（（（造船所造船所造船所造船所））））にににに 12 打撃打撃打撃打撃をををを与与与与えることにえることにえることにえることに成功成功成功成功しましたしましたしましたしました（＋（＋（＋（＋

10VP）。）。）。）。しかしそのしかしそのしかしそのしかしその代償代償代償代償としてとしてとしてとして１１１１機機機機のののの B-29 がががが損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面となりまとなりまとなりまとなりま

したしたしたした（－（－（－（－10VP）。）。）。）。残残残残りのりのりのりの１１１１機機機機はははは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面になることなくになることなくになることなくになることなく帰還帰還帰還帰還しましましましま

したしたしたした（＋（＋（＋（＋７７７７VP）。）。）。）。なおこのなおこのなおこのなおこの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行ではではではでは日本軍邀撃機日本軍邀撃機日本軍邀撃機日本軍邀撃機のののの内内内内１１１１機機機機をををを撃撃撃撃

墜墜墜墜（＋（＋（＋（＋５５５５VP））））しししし、、、、もうもうもうもう１１１１機機機機をををを損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面としましたとしましたとしましたとしました（＋（＋（＋（＋２２２２VP）。）。）。）。 
    これらをこれらをこれらをこれらを加減加減加減加減したしたしたした結果結果結果結果、、、、このこのこのこの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行ではではではでは＋＋＋＋14VP をををを獲得獲得獲得獲得したことしたことしたことしたこと

になりますになりますになりますになります。。。。 
 
    かくしてかくしてかくしてかくして命命命命じられたじられたじられたじられた爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行をををを終終終終えたのでえたのでえたのでえたので、、、、第第第第７７７７週週週週のののの終終終終わりにわりにわりにわりにアクアクアクアク

ションカードションカードションカードションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いていていていて、、、、次週次週次週次週のののの爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標をををを新新新新たにたにたにたに決決決決めめめめ直直直直しましましましま

すすすす。。。。 
 
30.5    補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントのののの空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務 
 
編註編註編註編註：：：：中国奥地成都中国奥地成都中国奥地成都中国奥地成都からのからのからのからの戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃にはにはにはには莫大莫大莫大莫大なななな量量量量のののの補給物資補給物資補給物資補給物資

がががが必要必要必要必要でしたでしたでしたでした。。。。米軍米軍米軍米軍はははは C-47 輸送機輸送機輸送機輸送機やややや B-25 改造貨物機改造貨物機改造貨物機改造貨物機をををを擁擁擁擁するするするする

航空輸送兵団航空輸送兵団航空輸送兵団航空輸送兵団をこれにをこれにをこれにをこれに充充充充てましたがてましたがてましたがてましたが、、、、ただでさえあらゆるただでさえあらゆるただでさえあらゆるただでさえあらゆる方面方面方面方面でででで

切望切望切望切望されたされたされたされた輸送隊輸送隊輸送隊輸送隊にはにはにはには需要需要需要需要をををを充分満充分満充分満充分満たすたすたすたす力力力力はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。

そこでそこでそこでそこで不足分不足分不足分不足分はははは成都成都成都成都のののの B-29自身自身自身自身ががががカルカッタカルカッタカルカッタカルカッタのののの補給物資集積所補給物資集積所補給物資集積所補給物資集積所

へへへへ飛飛飛飛びびびび、、、、ピストンピストンピストンピストン輸送輸送輸送輸送することでこれをすることでこれをすることでこれをすることでこれを補填補填補填補填するというするというするというするという計画計画計画計画になっになっになっになっ

ていましたていましたていましたていました。。。。しかししかししかししかし世界最世界最世界最世界最高峰高峰高峰高峰をををを誇誇誇誇るるるるヒマラヤヒマラヤヒマラヤヒマラヤ山脈越山脈越山脈越山脈越えのえのえのえの往復飛往復飛往復飛往復飛

行行行行(Hump)はははは、、、、それだけでそれだけでそれだけでそれだけで大変大変大変大変なななな危険危険危険危険とととと消耗消耗消耗消耗をををを強強強強いるものだったいるものだったいるものだったいるものだった

のですのですのですのです。。。。 



結局結局結局結局 B-29 をををを使使使使ってのってのってのっての物資空輸物資空輸物資空輸物資空輸にににに悲観悲観悲観悲観したしたしたしたウルフウルフウルフウルフ准将准将准将准将はははは 44 年年年年

10 月月月月にににに更迭更迭更迭更迭されされされされ、、、、代代代代わってわってわってわって新司令官新司令官新司令官新司令官にににに着任着任着任着任したのがしたのがしたのがしたのがカーチスカーチスカーチスカーチス E.
ルメイルメイルメイルメイ准将准将准将准将でしたでしたでしたでした。。。。欧州欧州欧州欧州でのでのでのでの爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務でででで勇名勇名勇名勇名をををを馳馳馳馳せたせたせたせたエネルギッエネルギッエネルギッエネルギッ

シュシュシュシュななななルメイルメイルメイルメイはははは、、、、各編隊各編隊各編隊各編隊からからからから優秀優秀優秀優秀ななななクルークルークルークルーをををを選抜選抜選抜選抜してしてしてして「「「「先導機先導機先導機先導機」」」」をををを

設定設定設定設定するするするする事事事事でででで編隊全体編隊全体編隊全体編隊全体のののの爆撃精度爆撃精度爆撃精度爆撃精度をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、部隊部隊部隊部隊をををを統廃合統廃合統廃合統廃合するするするする事事事事

でででで整備上整備上整備上整備上のののの問題問題問題問題をををを減減減減らすことにらすことにらすことにらすことに成功成功成功成功しましたしましたしましたしました。。。。またそれまでのまたそれまでのまたそれまでのまたそれまでの戦戦戦戦

訓訓訓訓からからからから百箇所以上百箇所以上百箇所以上百箇所以上のののの問題点問題点問題点問題点をををを改良改良改良改良したしたしたしたエンジンエンジンエンジンエンジンもももも届届届届きききき始始始始めめめめ、、、、11
月末頃月末頃月末頃月末頃にはようやくにはようやくにはようやくにはようやく順調順調順調順調にににに爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行がががが執執執執りりりり行行行行われるようになりましわれるようになりましわれるようになりましわれるようになりまし

たたたた。。。。しかししかししかししかし 45 年年年年 1 月月月月ともなるとともなるとともなるとともなるとマリアナマリアナマリアナマリアナ方面方面方面方面からのからのからのからの戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃がががが軌軌軌軌

道道道道にににに乗乗乗乗りりりり始始始始めめめめ、、、、極端極端極端極端にににに無駄無駄無駄無駄のののの多多多多いいいい成都成都成都成都からのからのからのからの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行はははは早急早急早急早急にににに中中中中

止止止止がががが決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。 
 

爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに就就就就くくくく B-29一機一機一機一機あたりあたりあたりあたり 20補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントのののの消費消費消費消費がががが義務義務義務義務

付付付付けられていることからけられていることからけられていることからけられていることから、、、、戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃をををを円滑円滑円滑円滑にににに進進進進めるためにめるためにめるためにめるためにプレイプレイプレイプレイ

ヤヤヤヤはははは、、、、空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務によってによってによってによって絶絶絶絶えずえずえずえず補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントをををを獲得獲得獲得獲得／／／／備蓄備蓄備蓄備蓄するこするこするこするこ

とをとをとをとを強強強強いられますいられますいられますいられます。。。。 
 
30.51 爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務とととと異異異異なりなりなりなり空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務はははは複数複数複数複数のののの B-29 がががが参加参加参加参加したとししたとししたとししたとし

てもてもてもても、、、、編隊編隊編隊編隊ではなくではなくではなくではなく、、、、あくまであくまであくまであくまで一機一機一機一機ごとにごとにごとにごとに任務任務任務任務をををを解決解決解決解決していきましていきましていきましていきま

すすすす。。。。 
空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに従事従事従事従事するするするする B-29 各機毎各機毎各機毎各機毎ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引

きききき 、、、、 そ のそ のそ のそ の カ ー ドカ ー ドカ ー ドカ ー ド 番 号番 号番 号番 号 をををを 「「「「 爆 撃 任 務爆 撃 任 務爆 撃 任 務爆 撃 任 務 / 空 輸 表空 輸 表空 輸 表空 輸 表 」」」」 に あ るに あ るに あ るに あ る 「「「「 空 輸空 輸空 輸空 輸

(Transport) 」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そのそのそのその空輸空輸空輸空輸によってによってによってによって得得得得られるられるられるられる補補補補

給給給給ポイントポイントポイントポイント数数数数とととと、（、（、（、（そのそのそのその記載記載記載記載があればがあればがあればがあれば））））イベントイベントイベントイベント、、、、相手側相手側相手側相手側のののの邀撃邀撃邀撃邀撃をををを

判定判定判定判定しますしますしますします。。。。このこのこのこの「「「「空輸空輸空輸空輸」」」」判定判定判定判定のののの際際際際、、、、そのそのそのその B-29 ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トトトト

ラックラックラックラックをををを参照参照参照参照しししし、（、（、（、（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス〔〔〔〔30.62〕〕〕〕
一一一一つにつきつにつきつにつきつにつき「「「「５５５５」」」」をををを、、、、引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませえなければなりませえなければなりませえなければなりませ

んんんん。。。。 
    もしももしももしももしも獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントとととと共共共共にににに「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」がががが指示指示指示指示されてされてされてされていいいい

るるるる場合場合場合場合、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」中央中央中央中央のののの

「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、イベントイベントイベントイベントをををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。ただしこのただしこのただしこのただしこの

際際際際はははは未訓練未訓練未訓練未訓練によるによるによるによる修正修正修正修正はははは適用適用適用適用しませんしませんしませんしません。。。。ここでここでここでここで修正値修正値修正値修正値としてとしてとしてとして適用適用適用適用

されるのはされるのはされるのはされるのはイベントイベントイベントイベント（（（（+10、、、、+20））））のののの表記表記表記表記があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、そのそのそのその 10
またはまたはまたはまたは 20 がががが引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えられますえられますえられますえられます。。。。 
 
30.52    もしももしももしももしも空輸機空輸機空輸機空輸機のののの中中中中でででで日本軍機日本軍機日本軍機日本軍機のののの邀撃邀撃邀撃邀撃をををを受受受受けるものがあれけるものがあれけるものがあれけるものがあれ

ばばばば、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務/空輸表空輸表空輸表空輸表」」」」右端右端右端右端のののの「「「「相相相相

手側手側手側手側(Opposition)」」」」欄欄欄欄とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機をををを決定決定決定決定しますしますしますします（（（（運運運運

がががが良良良良ければければければければ邀撃邀撃邀撃邀撃機無機無機無機無しのしのしのしの結果結果結果結果もありますもありますもありますもあります）。）。）。）。邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機がががが決定決定決定決定したらしたらしたらしたら

続続続続いてまたいてまたいてまたいてまたアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚一枚一枚一枚ずつずつずつずつ引引引引きききき、「、「、「、「相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表

(Opposition Combat)」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度

とととと、、、、空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターン数数数数をををを決定決定決定決定しししし、、、、直直直直ちにちにちにちに空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンををををプレイプレイプレイプレイしますしますしますします。。。。 
    なおなおなおなお邀撃戦邀撃戦邀撃戦邀撃戦がなければがなければがなければがなければ単純単純単純単純ににににイベントイベントイベントイベント（（（（あればあればあればあれば））））をををを適用適用適用適用してしてしてして、、、、空空空空

輸任務輸任務輸任務輸任務をををを終終終終えますえますえますえます。。。。 
    もしももしももしももしもイベントイベントイベントイベントやややや邀撃邀撃邀撃邀撃によりによりによりにより空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務のののの B-29 がががが墜落墜落墜落墜落したしたしたした場合場合場合場合、、、、

当然当然当然当然ながらながらながらながら先先先先ににににカードカードカードカードでででで指示指示指示指示されたされたされたされた補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントはははは得得得得られませられませられませられませ

んんんん。。。。 
 
30.53    空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務でででで得得得得たたたた補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントとととと、、、、邀撃戦邀撃戦邀撃戦邀撃戦ややややイベントイベントイベントイベントのののの結果結果結果結果

発発発発生生生生したしたしたした勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点(VP)のののの増減増減増減増減をををを記録記録記録記録シートシートシートシートにににに記入記入記入記入しますしますしますします。。。。なおなおなおなお

空輸空輸空輸空輸されたされたされたされた補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントはははは蓄積蓄積蓄積蓄積されてされてされてされて週週週週からからからから週週週週へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越せますせますせますせます。。。。 
 
例示例示例示例示：：：：第第第第３３３３週週週週にににに一機一機一機一機のののの B-29 をををを空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに割割割割りりりり当当当当てましたてましたてましたてました。。。。なおそなおそなおそなおそ

のののの B-29 にはにはにはには未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスがががが３３３３つありましたつありましたつありましたつありました。。。。まずまずまずまず最初最初最初最初にににに引引引引いたいたいたいた

カードカードカードカードのののの番号番号番号番号はははは「「「「31」」」」でででで、、、、これにこれにこれにこれに未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックス３３３３××××５５５５＝＝＝＝15 をををを足足足足しししし

たたたた結果結果結果結果(46)「「「「20 補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイント、、、、イベントイベントイベントイベント(＋＋＋＋００００)」」」」となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。次次次次ににににイイイイ

ベントベントベントベント確認確認確認確認のののの為為為為ににににカードカードカードカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いたところそのいたところそのいたところそのいたところその番号番号番号番号はははは「「「「59」」」」でででで、、、、

邀撃戦闘邀撃戦闘邀撃戦闘邀撃戦闘がないとがないとがないとがないと喜喜喜喜んでいたのもつかのまんでいたのもつかのまんでいたのもつかのまんでいたのもつかのま「「「「L Ki-45 ：：：：二式複座二式複座二式複座二式複座

戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機屠龍屠龍屠龍屠龍」」」」リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機によるによるによるによる邀撃邀撃邀撃邀撃をををを受受受受けることになりましたけることになりましたけることになりましたけることになりました。。。。しししし

かしかしかしかし戦闘戦闘戦闘戦闘のののの結果結果結果結果、、、、屠龍屠龍屠龍屠龍をををを返返返返りりりり討討討討ちしてちしてちしてちして撃墜撃墜撃墜撃墜するのにするのにするのにするのに成功成功成功成功したしたしたした上上上上、、、、

B-29 もももも無事無事無事無事にににに任務任務任務任務をををを終終終終えましたえましたえましたえました。。。。これによりこれによりこれによりこれにより 20 補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントをををを得得得得

るとるとるとると共共共共にににに、、、、敵戦闘機撃墜敵戦闘機撃墜敵戦闘機撃墜敵戦闘機撃墜によるによるによるによる＋＋＋＋５５５５VP までまでまでまで獲得獲得獲得獲得しましたしましたしましたしました。。。。 
 

30.6    慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練 
 
    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開始時開始時開始時開始時のののの B-29はははは全全全全てててて、、、、未訓練未訓練未訓練未訓練のののの状態状態状態状態にありますにありますにありますにあります。。。。

最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭のののの機体機体機体機体にまだにまだにまだにまだ慣熟慣熟慣熟慣熟していないしていないしていないしていないクルークルークルークルー達達達達のののの状態状態状態状態をををを表表表表すためすためすためすため

にににに、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート左下左下左下左下ににににトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トラックトラックトラックトラックをををを用意用意用意用意しししし

ていますていますていますています。。。。そこにあるそこにあるそこにあるそこにある未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスがががが塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていない間間間間はははは、、、、

そのそのそのそのボックスボックスボックスボックスにににに対対対対応応応応するするするする能力値能力値能力値能力値がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ減少減少減少減少しますしますしますします。。。。未訓練未訓練未訓練未訓練

ボックスボックスボックスボックスはははは訓練任務訓練任務訓練任務訓練任務をををを経経経経てててて、、、、またはまたはまたはまたは実地実地実地実地にににに爆撃爆撃爆撃爆撃をををを経経経経てててて帰還帰還帰還帰還するするするする

事事事事でででで（（（（運運運運がががが良良良良ければければければければ））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すことができますすことができますすことができますすことができます。。。。 
プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが第第第第４４４４週週週週までにやるべきはまでにやるべきはまでにやるべきはまでにやるべきは、、、、一一一一にににに補給補給補給補給のののの空輸空輸空輸空輸/備蓄備蓄備蓄備蓄、、、、

二二二二にににに慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。 
 
30.61    完全完全完全完全にににに未訓練未訓練未訓練未訓練のののの状態状態状態状態ではそれぞれではそれぞれではそれぞれではそれぞれ、、、、公算公算公算公算(Saturation)爆爆爆爆
撃力撃力撃力撃力－－－－２２２２、、、、砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値－－－－１１１１、、、、相互支援値相互支援値相互支援値相互支援値－－－－１１１１、、、、耐久力耐久力耐久力耐久力－－－－１１１１がががが適用適用適用適用

されますされますされますされます。。。。言言言言いいいい換換換換えるならえるならえるならえるなら完全完全完全完全にににに未訓練未訓練未訓練未訓練のののの B-29 はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ、、、、公公公公

算算算算(Saturation)爆撃力爆撃力爆撃力爆撃力５５５５、、、、砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値２２２２、、、、相互支援値相互支援値相互支援値相互支援値１１１１、、、、耐久力耐久力耐久力耐久力

11（（（（損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面 17。。。。17 損害被損害被損害被損害被るとるとるとると全損全損全損全損））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
 
★★★★重要重要重要重要なななな特別特別特別特別ルールルールルールルール：：：：不時着不時着不時着不時着してしてしてして日本軍日本軍日本軍日本軍にににに鹵獲鹵獲鹵獲鹵獲されるのをされるのをされるのをされるのを恐恐恐恐れれれれ

てててて、、、、このこのこのこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにににに登場登場登場登場するするするする全全全全てのてのてのての B-29 ははははノルデンノルデンノルデンノルデン爆撃照爆撃照爆撃照爆撃照

準器準器準器準器〔〔〔〔18.32〕〕〕〕をををを取取取取りりりり外外外外していますしていますしていますしています。。。。従従従従ってってってってノルデンノルデンノルデンノルデン爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器爆撃照準器によによによによ

るるるる爆撃爆撃爆撃爆撃ボーナスボーナスボーナスボーナスはこのはこのはこのはこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンではではではでは無視無視無視無視されますされますされますされます。。。。 
 
30.62    B-29 各機各機各機各機ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング状況状況状況状況はははは、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシート

にあるにあるにあるにあるトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング・・・・トラックトラックトラックトラックでででで管理管理管理管理されますされますされますされます。。。。B-29 はははは慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練慣熟訓練やややや

実戦経験実戦経験実戦経験実戦経験をををを経経経経てててて同同同同トラックトラックトラックトラックのののの未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスをををを塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すことができすことができすことができすことができ

ますますますます。。。。塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されたされたされたされた未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスはははは、、、、それにそれにそれにそれに対応対応対応対応するするするする B-29本来本来本来本来

のののの性能値性能値性能値性能値をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しますしますしますします。。。。 
 
30.63    未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスのののの存在存在存在存在はははは各種任務各種任務各種任務各種任務でのでのでのでのカードカードカードカード引引引引きにきにきにきに悪影悪影悪影悪影

響響響響をををを及及及及ぼしますぼしますぼしますぼします。。。。 
爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務のののの場合場合場合場合、「、「、「、「状況状況状況状況(Environment)」」」」判定判定判定判定にににに際際際際してしてしてして、、、、それそれそれそれ

にににに参加参加参加参加するするするする B-29 全全全全てのてのてのての（（（（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス

一一一一つにつきつにつきつにつきつにつき「「「「１１１１」」」」をををを、、、、引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませんえなければなりませんえなければなりませんえなければなりません。。。。

同様同様同様同様にににに「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」判定判定判定判定にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、参加参加参加参加するするするする B-29一機毎一機毎一機毎一機毎ににににカードカードカードカード

をををを引引引引きききき、、、、それにそれにそれにそれに（（（（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス一一一一つにつつにつつにつつにつ

きききき「「「「５５５５」」」」をををを、、、、引引引引いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませんえなければなりませんえなければなりませんえなければなりません。。。。 
空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務のののの場合場合場合場合、「、「、「、「空輸空輸空輸空輸(Transport)」」」」判定判定判定判定にににに際際際際してしてしてして、、、、そのそのそのその B-29

のののの（（（（未訓練未訓練未訓練未訓練のののの））））塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されていないされていないされていないされていないボックスボックスボックスボックス一一一一つにつきつにつきつにつきつにつき「「「「５５５５」」」」をををを、、、、引引引引

いたいたいたいたカードカードカードカード番号番号番号番号にににに加加加加えなければなりませんえなければなりませんえなければなりませんえなければなりません。。。。ただしただしただしただし空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務のののの

「「「「イベントイベントイベントイベント」」」」判定判定判定判定ではではではでは未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスはははは影響影響影響影響をををを与与与与えることはありまえることはありまえることはありまえることはありま

せんせんせんせん〔〔〔〔30.51〕。〕。〕。〕。 
 
30.64    そのそのそのその週週週週にににに訓練任務訓練任務訓練任務訓練任務にににに就就就就いたいたいたいた B-29 はいずれかはいずれかはいずれかはいずれか一一一一つのつのつのつの未訓未訓未訓未訓

練練練練ボックスボックスボックスボックスをををを塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すことができますすことができますすことができますすことができます。。。。どのどのどのどの性能値性能値性能値性能値にににに関関関関するするするする未訓未訓未訓未訓

練練練練ボックスボックスボックスボックスをををを選選選選ぶかはぶかはぶかはぶかは自由自由自由自由ですですですです（（（（ただしただしただしただし公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力公算爆撃力にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、

当当当当たりたりたりたり前前前前ですがですがですがですが、、、、まずまずまずまず－－－－２２２２ボックスボックスボックスボックスをををを潰潰潰潰してからでないとしてからでないとしてからでないとしてからでないと－－－－１１１１ボッボッボッボッ

クスクスクスクスをををを塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すことはすことはすことはすことはできませんできませんできませんできません）。）。）。）。一度塗一度塗一度塗一度塗りりりり潰潰潰潰したしたしたした未訓練未訓練未訓練未訓練ボックボックボックボック

ススススはははは、、、、全損全損全損全損するまでするまでするまでするまで二度二度二度二度とととと再再再再びびびび未訓練状態未訓練状態未訓練状態未訓練状態にににに戻戻戻戻ることはありませることはありませることはありませることはありませ

んんんん。。。。 
 
30.65    正規正規正規正規のののの訓練任務訓練任務訓練任務訓練任務にににに加加加加えてえてえてえて、（、（、（、（そのそのそのその目標目標目標目標がががが何何何何であれであれであれであれ））））爆撃爆撃爆撃爆撃

任務任務任務任務にににに参加参加参加参加してしてしてして実際実際実際実際にににに目標上空目標上空目標上空目標上空にににに留留留留まったまったまったまった上上上上、、、、撃墜撃墜撃墜撃墜されずにされずにされずにされずに帰帰帰帰

還還還還したしたしたした B-29 各機各機各機各機はははは、、、、帰還直後帰還直後帰還直後帰還直後ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、そそそそ

ののののカードカードカードカード番号番号番号番号がががが「「「「１１１１～～～～45」」」」であればであればであればであれば、、、、実戦経験実戦経験実戦経験実戦経験によりによりによりにより練度練度練度練度がががが向上向上向上向上しししし

たとしてたとしてたとしてたとして、、、、そのそのそのその機機機機のののの任意任意任意任意のののの未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックスをををを１１１１つつつつ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事がでがでがでがで

きますきますきますきます。。。。 
ただしただしただしただし帰還帰還帰還帰還したしたしたした機機機機のうちのうちのうちのうち目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズにににに空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱をををを

行行行行ってってってって、、、、爆撃爆撃爆撃爆撃ターンターンターンターンにににに目標上空目標上空目標上空目標上空にににに留留留留まらなかまらなかまらなかまらなかったったったった B-29 はこのはこのはこのはこの特特特特

典典典典のののの対象外対象外対象外対象外となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
 
30.66    B-29 をををを全損全損全損全損したしたしたした事事事事でででで新新新新たにたにたにたに補充補充補充補充されてきたされてきたされてきたされてきた機体機体機体機体はははは原則的原則的原則的原則的

にににに完全未訓練状態完全未訓練状態完全未訓練状態完全未訓練状態でででで到着到着到着到着しますしますしますします。。。。従従従従ってってってって全損全損全損全損したしたしたした機体機体機体機体のののの未訓練未訓練未訓練未訓練



ボックスボックスボックスボックスはははは、、、、全全全全てててて塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰されるされるされるされる前前前前のののの状態状態状態状態にににに戻戻戻戻されますされますされますされます。。。。ただしただしただしただし補補補補

充充充充のののの際際際際にににに VP をををを支払支払支払支払うううう事事事事でででで、、、、練度練度練度練度をををを買買買買うこともできますうこともできますうこともできますうこともできます〔〔〔〔30.74〕。〕。〕。〕。 
 
30.7    損害損害損害損害、、、、修理回復修理回復修理回復修理回復とととと機体補充機体補充機体補充機体補充 
 
    他他他他ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、このこのこのこの「「「「中華中華中華中華なななな B-29」」」」ではではではでは被被被被ったったったった損損損損

害害害害（（（（ダメージダメージダメージダメージ・・・・マーカマーカマーカマーカ））））はははは修理修理修理修理/回復回復回復回復しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、週週週週からからからから週週週週へへへへ残存残存残存残存しししし

ますますますます。。。。 
 
30.71    B-29 各機各機各機各機はははは、、、、以下以下以下以下のののの要因要因要因要因によによによによりりりり損害損害損害損害をををを被被被被りますりますりますります：：：： 
 

対空砲火対空砲火対空砲火対空砲火、、、、日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機とのとのとのとの空戦空戦空戦空戦〔〔〔〔30.8〕、〕、〕、〕、ドックファイトドックファイトドックファイトドックファイト

からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱〔〔〔〔12.0〕、〕、〕、〕、イベントイベントイベントイベントによるによるによるによるエンジンエンジンエンジンエンジン火災火災火災火災、、、、一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻によるによるによるによる

根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃(Follow up Attack)。。。。 
ただしただしただしただしドックファイトドックファイトドックファイトドックファイトからのからのからのからの離脱離脱離脱離脱においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、離脱表離脱表離脱表離脱表でででで損傷状態損傷状態損傷状態損傷状態

とあるとあるとあるとある場合場合場合場合、、、、たとえたとえたとえたとえ未訓練未訓練未訓練未訓練によるによるによるによる能力減少能力減少能力減少能力減少でででで耐久度耐久度耐久度耐久度がががが 11となってとなってとなってとなって

いるせいでいるせいでいるせいでいるせいで損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面になっているになっているになっているになっている B-29 はははは、、、、あくまであくまであくまであくまで耐久力耐久力耐久力耐久力 12
としてとしてとしてとして損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面であるかどうかであるかどうかであるかどうかであるかどうか判定判定判定判定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 
 
30.72    損害損害損害損害のののの回復回復回復回復はははは以下以下以下以下のののの二通二通二通二通りがありますりがありますりがありますりがあります：：：： 
 
１１１１）．）．）．）．損害損害損害損害マーカマーカマーカマーカをををを有有有有するするするする B-29 はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ、、、、各週各週各週各週のののの始始始始めにめにめにめに１１１１損害損害損害損害

だけだけだけだけ自動的自動的自動的自動的にににに回復回復回復回復しますしますしますします。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．そのそのそのその週週週週のののの任務任務任務任務がががが修理修理修理修理(R Duty)であったであったであったであった各機各機各機各機はははは、、、、それによりそれによりそれによりそれにより

損害総数損害総数損害総数損害総数からからからから４４４４ポイントポイントポイントポイント取取取取りりりり除除除除きますきますきますきます。。。。例例例例えばえばえばえば８８８８ダメージダメージダメージダメージ喰喰喰喰っていっていっていってい

たのがたのがたのがたのが４４４４軽減軽減軽減軽減されされされされ、、、、４４４４ダメージダメージダメージダメージ・・・・マーカマーカマーカマーカにににに取取取取りりりり替替替替えられるえられるえられるえられる訳訳訳訳ですですですです。。。。 
 
30.73    損害回復損害回復損害回復損害回復にににに時間時間時間時間がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎてぎてぎてぎて使使使使いいいい物物物物にならないなどのにならないなどのにならないなどのにならないなどの

理由理由理由理由ででででプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが望望望望むならむならむならむなら（（（（決決決決してしてしてして強要強要強要強要ではありませんではありませんではありませんではありません）、）、）、）、各週各週各週各週のののの

最後最後最後最後にににに任意任意任意任意のののの B-29をををを全損全損全損全損（（（（破却破却破却破却））））させてさせてさせてさせて、、、、新新新新たなたなたなたな機体機体機体機体をををを補充補充補充補充でででで手手手手

にににに入入入入れるれるれるれる事事事事ができますができますができますができます。。。。ただしただしただしただし撃墜撃墜撃墜撃墜されたされたされたされた機体機体機体機体とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、破却破却破却破却

したしたしたした同一同一同一同一ターンターンターンターンにににに補補補補充充充充をををを受受受受けけけけ取取取取ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。 
 
30.74    新新新新たにたにたにたに補充補充補充補充されたされたされたされた B-29 はははは原則的原則的原則的原則的にににに完全未訓練状態完全未訓練状態完全未訓練状態完全未訓練状態ですですですです。。。。

ただしただしただしただし５５５５VP をををを減少減少減少減少させるさせるさせるさせる毎毎毎毎にににに未訓練未訓練未訓練未訓練ボックスボックスボックスボックス１１１１つをつをつをつを塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰したしたしたした形形形形

でででで補充補充補充補充できますできますできますできます。。。。ただしただしただしただし VP 消費消費消費消費によるによるによるによる練度購入練度購入練度購入練度購入はははは最大最大最大最大でもでもでもでも２２２２ボボボボ

ックスックスックスックスまでですまでですまでですまでです。。。。 
 
30.8    空戦空戦空戦空戦 
 
    このこのこのこの「「「「中華中華中華中華なななな B-29」」」」はははは、、、、ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイ専用専用専用専用というというというという性格上性格上性格上性格上、、、、通常通常通常通常とはとはとはとは

やややややややや異異異異なるなるなるなる空戦空戦空戦空戦ルールルールルールルールがががが使用使用使用使用されますされますされますされます。。。。もしもしもしもし以降以降以降以降ののののルールルールルールルールでででで基基基基

本本本本およびおよびおよびおよびキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・ルールルールルールルールとはとはとはとは異異異異なるものやそれらをなるものやそれらをなるものやそれらをなるものやそれらを否定否定否定否定すすすす

るものがあったるものがあったるものがあったるものがあった場合場合場合場合、、、、ここでのここでのここでのここでのルールルールルールルールがそれらにがそれらにがそれらにがそれらに優先優先優先優先されますされますされますされます。。。。 
 
30.81    爆撃爆撃爆撃爆撃任務任務任務任務をををを行行行行うううう B-29 はははは大抵大抵大抵大抵のののの場合場合場合場合、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの邀撃戦闘邀撃戦闘邀撃戦闘邀撃戦闘

機機機機にににに襲襲襲襲われるわれるわれるわれる事事事事になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに就就就就くくくく B-29もももも、、、、運運運運がががが悪悪悪悪

いといといといと邀撃邀撃邀撃邀撃されることがありますされることがありますされることがありますされることがあります。。。。 
いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、もしもしもしもし日本軍日本軍日本軍日本軍のののの邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機にににに襲襲襲襲われるわれるわれるわれる事事事事になっになっになっになっ

たならたならたならたなら、、、、プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機のののの機数機数機数機数とととと機種機種機種機種をををを決定決定決定決定しししし、、、、以下以下以下以下のののの手手手手

順順順順にににに従従従従いますいますいますいます。。。。 
 
１１１１）．（）．（）．（）．（空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに限限限限りりりり）））） 空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンのののの長長長長さをさをさをさを決決決決めるめるめるめる為為為為、、、、アクションアクションアクションアクション

カードカードカードカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きますきますきますきます。。。。そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号をををを「「「「相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表相手側防空戦闘表

(Opposition Combat)」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの飛行飛行飛行飛行ターンターンターンターン数数数数

をををを求求求求めますめますめますめます。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．次次次次にににに邀撃機側邀撃機側邀撃機側邀撃機側ののののリーリーリーリーダーダーダーダー機機機機（（（（単機単機単機単機））））毎毎毎毎にににに、、、、またはまたはまたはまたはエレメントエレメントエレメントエレメント毎毎毎毎

ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号をををを「「「「相手側防空戦相手側防空戦相手側防空戦相手側防空戦

闘表闘表闘表闘表(Opposition Combat)」」」」のののの「「「「開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度(starting altitude)」」」」とととと

照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、各邀撃機各邀撃機各邀撃機各邀撃機（（（（エレメントエレメントエレメントエレメント））））のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度(starting 
altitude(s)をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。 
    ただしただしただしただし爆撃目標爆撃目標爆撃目標爆撃目標がががが「「「「空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷空中散布機雷(Mission D)」」」」のののの場合場合場合場合はははは、、、、ここここここここ

でででで求求求求めためためためた邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの高度高度高度高度をををを１１１１高度分低高度分低高度分低高度分低くしますくしますくしますくします。。。。例例例例えばえばえばえば低空低空低空低空ならならならなら超超超超

低空低空低空低空、、、、高高度高高度高高度高高度ならならならなら中高度中高度中高度中高度といったといったといったといった具合具合具合具合ですですですです。。。。 
 

B-29 のののの方方方方はははは邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの有無有無有無有無をををを確認確認確認確認すすすするるるる前前前前にににに開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを決決決決めめめめ

ておきますておきますておきますておきます。。。。それがそれがそれがそれが爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務ならならならなら中高度以上中高度以上中高度以上中高度以上のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの高度高度高度高度

をををを任意任意任意任意でででで選選選選ぶことができぶことができぶことができぶことができ（（（（ただしただしただしただし機雷散布機雷散布機雷散布機雷散布はははは常常常常にににに超低空超低空超低空超低空）、）、）、）、空輸空輸空輸空輸

任務任務任務任務ならならならなら常常常常にににに高高度高高度高高度高高度(High)でででで終始終始終始終始、、、、任務飛行任務飛行任務飛行任務飛行をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 
 
30.82    開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度とととと（（（（空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務ならならならなら））））空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンのののの長長長長さがさがさがさが決定決定決定決定ささささ

れたなられたなられたなられたなら、、、、ターンターンターンターンをををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。ただしただしただしただし通常通常通常通常のののの空戦手順空戦手順空戦手順空戦手順〔〔〔〔3.0 とととと

15.2〕〕〕〕よりよりよりより、、、、以下以下以下以下のののの手順手順手順手順にににに従従従従ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
１１１１）．）．）．）．邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機のののの１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントまたはまたはまたはまたはリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機（（（（単機単機単機単機））））をををを選選選選びびびび、、、、

もしそのもしそのもしそのもしそのエレメントエレメントエレメントエレメント/リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機がががが B-29 とととと異異異異なるなるなるなる高度高度高度高度でいるならでいるならでいるならでいるなら、、、、

B-29 とととと同同同同じじじじ高度高度高度高度になるべくになるべくになるべくになるべく１１１１レベルレベルレベルレベル高度変更高度変更高度変更高度変更させますさせますさせますさせます。。。。 
    これによりこれによりこれによりこれにより開始時開始時開始時開始時こそこそこそこそ B-29 とととと高度高度高度高度がががが異異異異なってもなってもなってもなっても必然的必然的必然的必然的にににに目標目標目標目標

上空上空上空上空フェイズフェイズフェイズフェイズにはにはにはには B-29 とととと同高度同高度同高度同高度になってになってになってになって攻撃攻撃攻撃攻撃がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる訳訳訳訳でででで

すすすす。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．B-29 とととと同高度同高度同高度同高度となりとなりとなりとなり攻撃可能攻撃可能攻撃可能攻撃可能になったになったになったになった戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメント/リーリーリーリー

ダーダーダーダー機毎機毎機毎機毎にににに、（、（、（、（複数複数複数複数のののの B-29 がいるならがいるならがいるならがいるなら１１１１～～～～３３３３のののの番号番号番号番号をををを任意任意任意任意でででで割割割割りりりり

当当当当てたてたてたてた上上上上でででで））））アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、「、「、「、「標的無作為決定表標的無作為決定表標的無作為決定表標的無作為決定表

(Random Aircraft Selection)」」」」とととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、どのどのどのどの機体機体機体機体にににに襲襲襲襲

いかかるかをいかかるかをいかかるかをいかかるかを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。もしもしもしもし単独行単独行単独行単独行のののの B-29ならこれでならこれでならこれでならこれで選選選選ぶまでぶまでぶまでぶまで

もなくそのもなくそのもなくそのもなくその機機機機にににに襲襲襲襲いかかりますいかかりますいかかりますいかかります。。。。 
    いったんいったんいったんいったん決決決決めためためためた攻撃対象攻撃対象攻撃対象攻撃対象はははは、、、、それがそれがそれがそれが墜落墜落墜落墜落するかするかするかするか任務放棄任務放棄任務放棄任務放棄

〔〔〔〔30.85〕〕〕〕するまでするまでするまでするまで変更変更変更変更できませんできませんできませんできません。。。。もしもしもしもし標的標的標的標的がががが墜落墜落墜落墜落するかするかするかするか任務放任務放任務放任務放

棄棄棄棄したしたしたした場合場合場合場合、、、、先先先先のののの方法方法方法方法でででで次次次次なるなるなるなる標的標的標的標的をををを決決決決めめめめ直直直直しますしますしますします。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．B-29 をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする全全全全てのてのてのての戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機（（（（リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機＆＆＆＆ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマン））））

はははは全全全全てててて、、、、編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機にににに対対対対するするするするウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンによるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃であるかのであるかのであるかのであるかの

ようにようにようにように通常通常通常通常のののの空戦空戦空戦空戦ルールルールルールルール〔〔〔〔20.0〕〕〕〕にににに従従従従ってそのってそのってそのってその攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば「「「「疾風疾風疾風疾風」」」」リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機（（（（単機単機単機単機））））によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃ではではではでは、、、、疾風疾風疾風疾風

ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンのののの性能値性能値性能値性能値（（（（原則的原則的原則的原則的にににに攻撃力攻撃力攻撃力攻撃力２２２２＋＋＋＋防御力防御力防御力防御力３３３３＝＝＝＝５５５５枚枚枚枚ののののミミミミ

ニハンドニハンドニハンドニハンド））））をををを使用使用使用使用してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃をををを加加加加えるえるえるえる訳訳訳訳ですですですです。。。。 
    ただしただしただしただし高度変更高度変更高度変更高度変更によってによってによってによって邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドのののの枚数枚数枚数枚数はははは増減増減増減増減しましましましま

すすすす。。。。例例例例えばそのえばそのえばそのえばそのターンターンターンターンにににに１１１１高度上昇高度上昇高度上昇高度上昇していればしていればしていればしていれば１１１１枚減枚減枚減枚減らしらしらしらし、、、、１１１１高度高度高度高度

降下降下降下降下していればしていればしていればしていれば１１１１枚追加枚追加枚追加枚追加してしてしてしてミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを引引引引くことになりますくことになりますくことになりますくことになります。。。。なななな

おおおお高高度高高度高高度高高度ではではではでは１１１１枚枚枚枚、、、、超高空超高空超高空超高空ではではではでは２２２２枚枚枚枚〔〔〔〔5.32〕〕〕〕ミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドがががが減減減減らされらされらされらされ

るるるる事事事事もももも忘忘忘忘れないでれないでれないでれないで下下下下さいさいさいさい。。。。 
    なおなおなおなお戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントのののの場合場合場合場合、、、、そのそのそのそのターンターンターンターンにににに高度変更高度変更高度変更高度変更したならしたならしたならしたなら、、、、

当然当然当然当然ながらながらながらながら攻撃攻撃攻撃攻撃できるのはできるのはできるのはできるのはリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機だけとなりますだけとなりますだけとなりますだけとなります。。。。そのそのそのその場合場合場合場合

もももも次次次次ターンターンターンターンにはにはにはにはウィングマンウィングマンウィングマンウィングマン、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機のののの両方両方両方両方がががが攻撃可能攻撃可能攻撃可能攻撃可能となとなとなとな

りますりますりますります。。。。 
    ちなみにちなみにちなみにちなみにソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイですからですからですからですから、、、、山札山札山札山札かかかからららら引引引引いてきたいてきたいてきたいてきたカードカードカードカードはははは全全全全てててて

オープンオープンオープンオープンにしておきますにしておきますにしておきますにしておきます。。。。 
 
製作註製作註製作註製作註：：：：ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイではではではでは邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを全全全全てててて確認確認確認確認できるのできるのできるのできるの

でででで、、、、B-29 のののの防御防御防御防御はははは最最最最もももも合理的合理的合理的合理的なものとなるでしょうなものとなるでしょうなものとなるでしょうなものとなるでしょう。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．一一一一つのつのつのつのエレメントエレメントエレメントエレメント／／／／リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機のののの攻撃攻撃攻撃攻撃がががが終終終終わったならわったならわったならわったなら、（、（、（、（もしもしもしもし

あればあればあればあれば））））次次次次ののののエレメントエレメントエレメントエレメント／／／／リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃（（（（上記上記上記上記１１１１～～～～３３３３手順手順手順手順

のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし））））にににに着手着手着手着手しますしますしますします。。。。 
 
空戦空戦空戦空戦のののの例示例示例示例示：：：：空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務にににに就就就就いていたいていたいていたいていた B-29 がががが、、、、一式戦闘機隼一式戦闘機隼一式戦闘機隼一式戦闘機隼

(Ki-43-II) リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機(単機単機単機単機)によってによってによってによって邀撃邀撃邀撃邀撃されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。 
空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務なのでなのでなのでなので空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターン数数数数をををを決定決定決定決定すべくすべくすべくすべくアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを

一枚引一枚引一枚引一枚引いたところいたところいたところいたところ、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号はははは「「「「51」」」」でででで空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンはははは３３３３ターターターター

ンンンンとととと決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。続続続続いていていていて邀撃機邀撃機邀撃機邀撃機のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを決定決定決定決定すべくすべくすべくすべくアクアクアクアク

ションカードションカードションカードションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引いたところいたところいたところいたところ、、、、そのそのそのそのカードカードカードカード番号番号番号番号はははは「「「「72」」」」でででで隼隼隼隼のののの開開開開

始時高度始時高度始時高度始時高度はははは「「「「低空低空低空低空(Low)」」」」とととと決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。なおなおなおなお B-29 はははは空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務

なのでなのでなのでなので自動的自動的自動的自動的にににに高高度高高度高高度高高度(High)ですですですです。。。。 
 



    かくしてかくしてかくしてかくして空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンがががが開始開始開始開始されますされますされますされます。。。。最初最初最初最初ののののターンターンターンターンにににに隼隼隼隼はははは、、、、中高中高中高中高

度度度度へへへへ上昇上昇上昇上昇しますしますしますします。。。。しかしまだしかしまだしかしまだしかしまだ B-29 のののの高度高度高度高度にはにはにはには届届届届かずかずかずかず、、、、第第第第１１１１ターンターンターンターン

はこれではこれではこれではこれで終了終了終了終了しますしますしますします。。。。 
第第第第２２２２ターンターンターンターンのののの高度変更高度変更高度変更高度変更でででで隼隼隼隼はははは、、、、B-29 とととと同同同同じじじじ高高度高高度高高度高高度までまでまでまで上昇上昇上昇上昇しましましましま

したしたしたした。。。。このこのこのこの隼隼隼隼ははははリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機なのでなのでなのでなので高度変更後高度変更後高度変更後高度変更後にににに攻撃攻撃攻撃攻撃できますできますできますできます（（（（空空空空

輸任務輸任務輸任務輸任務のののの B-29はははは常常常常にににに単独飛行単独飛行単独飛行単独飛行なのでなのでなのでなので、、、、ランダムランダムランダムランダムなななな標的決定表標的決定表標的決定表標的決定表をををを

使使使使うううう必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません）。）。）。）。 
このこのこのこの隼隼隼隼(Ki-43-II) ははははリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機ですがですがですがですが、、、、B-29 攻撃攻撃攻撃攻撃にににに際際際際してしてしてして（（（（のののの

みみみみ））））ははははウイングマンウイングマンウイングマンウイングマンとととと見見見見なしてなしてなしてなして攻撃力攻撃力攻撃力攻撃力１１１１とととと防御力防御力防御力防御力２２２２をををを持持持持つものとしつものとしつものとしつものとし

ますますますます。。。。通常通常通常通常ですとそれらはですとそれらはですとそれらはですとそれらは合計合計合計合計されてされてされてされて３３３３枚枚枚枚ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを山札山札山札山札からからからから

引引引引くことができるのですがくことができるのですがくことができるのですがくことができるのですが、、、、このこのこのこのターンターンターンターンにににに上昇上昇上昇上昇したしたしたした事事事事によりによりによりにより１１１１枚減枚減枚減枚減

らされらされらされらされ、、、、更更更更にににに高高度高高度高高度高高度であるであるであるである事事事事によりによりによりにより１１１１枚減枚減枚減枚減らされてらされてらされてらされて、、、、結局引結局引結局引結局引くことくことくことくこと

がががが許許許許されるのはされるのはされるのはされるのは１１１１枚枚枚枚だけになりますだけになりますだけになりますだけになります。。。。 
    一方一方一方一方 B-29 のののの方方方方はははは、、、、砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値にににに関関関関してしてしてして未訓未訓未訓未訓練練練練ボックスボックスボックスボックスがががが残残残残っっっっ

ていたのでていたのでていたのでていたので１１１１枚減枚減枚減枚減らされてらされてらされてらされて、、、、２２２２枚引枚引枚引枚引くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。 
    隼隼隼隼がががが１１１１枚枚枚枚だけだけだけだけ引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードはははは幸運幸運幸運幸運にもにもにもにも In My Sights (1火力火力火力火力/2損損損損

害害害害)でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし B-29のののの引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードにににに Ace Pilot（（（（幸運幸運幸運幸運にもにもにもにも攻撃攻撃攻撃攻撃

失敗失敗失敗失敗マークマークマークマーク有有有有））））があったがあったがあったがあった為為為為、、、、このこのこのこの攻撃攻撃攻撃攻撃はははは無効無効無効無効となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 
    続続続続いていていていて第第第第３３３３ターンターンターンターン（（（（最終最終最終最終ターンターンターンターン））））にににに移行移行移行移行しますしますしますします。。。。今度今度今度今度はははは隼隼隼隼もももも２２２２枚枚枚枚

ののののカードカードカードカードをををを引引引引くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。そのそのそのその結果結果結果結果はははは In My Sights (1 火火火火/2
損損損損)とととと Half Loop でしたでしたでしたでした。。。。一方一方一方一方 B-29 がががが引引引引いたのはいたのはいたのはいたのは Out of the Sun 
(2 火火火火/3 損損損損)とととと Barrel Roll でしたでしたでしたでした。。。。隼隼隼隼のののの In My Sights (1 火火火火/2 損損損損)にににに
対対対対してしてしてして B-29もももも Out of the Sun (2火火火火/3 損損損損)でででで受受受受けてけてけてけて立立立立ちちちち、、、、B-29がががが２２２２

損害損害損害損害、、、、隼隼隼隼はははは３３３３損害損害損害損害をををを被被被被りましたりましたりましたりました（（（（隼隼隼隼はははは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にににに裏返裏返裏返裏返されましされましされましされまし

たたたた）。）。）。）。 
空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンはこれではこれではこれではこれで終了終了終了終了しししし、、、、B-29 はははは２２２２損害損害損害損害マーカマーカマーカマーカがががが残残残残ったものったものったものったもの

のののの、、、、日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機をををを損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にしたことでにしたことでにしたことでにしたことで＋＋＋＋２２２２VP をををを獲得獲得獲得獲得しまししまししまししまし

たたたた。。。。 
 
30.83 このこのこのこの「「「「中華中華中華中華なななな B-29」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンではではではでは熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット〔〔〔〔19.2〕〕〕〕
とととと未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット〔〔〔〔19.4〕〕〕〕はははは登場登場登場登場しませんしませんしませんしません。。。。 
 
30.84 日本軍日本軍日本軍日本軍のののの邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機邀撃戦闘機はははは決決決決してしてしてして目標上空目標上空目標上空目標上空にににに留留留留まらずまらずまらずまらず、、、、侵入侵入侵入侵入

ターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時にににに常常常常にににに退避退避退避退避をををを選択選択選択選択しますしますしますします〔〔〔〔23.51〕〕〕〕 
 
30.85    任務放棄任務放棄任務放棄任務放棄(Disengagement) 
 

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの B-29 はははは、、、、爆撃任務爆撃任務爆撃任務爆撃任務にににに限限限限りりりり、、、、危険危険危険危険をををを感感感感じたならじたならじたならじたなら目標目標目標目標

上空上空上空上空フェイズフェイズフェイズフェイズのののの間間間間にににに空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱〔〔〔〔12.0〕〕〕〕をををを宣言宣言宣言宣言してしてしてして直直直直ちにちにちにちに帰帰帰帰

投投投投することができますすることができますすることができますすることができます。。。。なおなおなおなお空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱はははは通常通常通常通常ののののルールルールルールルール通通通通りりりり

にににに行行行行いますいますいますいます。。。。 
    なおなおなおなお空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務のののの B-29 はははは空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱をををを宣言宣言宣言宣言できませんできませんできませんできません。。。。 
    日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機ののののリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機（（（（単機単機単機単機のののの場合場合場合場合））））はははは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面

になるとそのになるとそのになるとそのになるとそのターンターンターンターンのののの終終終終わりにわりにわりにわりに自動的自動的自動的自動的にににに空戦空戦空戦空戦からからからから離脱離脱離脱離脱してしてしてして飛飛飛飛びびびび去去去去

りますりますりますります。。。。日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機日本軍邀撃戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントのののの場合場合場合場合ははははリーダーリーダーリーダーリーダー、、、、ウィングウィングウィングウィング

マンマンマンマン共共共共にににに損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面になるとそのになるとそのになるとそのになるとそのターンターンターンターンのののの終終終終わりにわりにわりにわりに自動的自動的自動的自動的にににに空空空空

戦戦戦戦からからからから離脱離脱離脱離脱してしてしてして飛飛飛飛びびびび去去去去りますりますりますります。。。。 
なおこれらなおこれらなおこれらなおこれら損傷損傷損傷損傷したしたしたした日本軍邀撃機日本軍邀撃機日本軍邀撃機日本軍邀撃機がががが離脱離脱離脱離脱するするするする際際際際にはにはにはには離脱表離脱表離脱表離脱表をををを

使使使使うことなくうことなくうことなくうことなく、、、、自動的自動的自動的自動的にににに離脱離脱離脱離脱にににに成功成功成功成功してしてしてして飛飛飛飛びびびび去去去去るものとしまするものとしまするものとしまするものとします。。。。たたたた

だしだしだしだし日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機をををを損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にしたにしたにしたにした事事事事によるによるによるによる勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点はははは通常通常通常通常

通通通通りりりり獲得獲得獲得獲得することができますすることができますすることができますすることができます。。。。 
 
30.9    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの勝敗勝敗勝敗勝敗 
 

第第第第 12 週週週週をををを終終終終えたならえたならえたならえたなら、、、、相殺後相殺後相殺後相殺後のののの勝利得点合計勝利得点合計勝利得点合計勝利得点合計ををををキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンン・・・・シートシートシートシート下部中央下部中央下部中央下部中央のののの「「「「キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表」」」」にににに当当当当てはめててはめててはめててはめて、、、、

中国成都中国成都中国成都中国成都からのからのからのからの戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃がががが米米米米軍首脳部軍首脳部軍首脳部軍首脳部にどうにどうにどうにどう評価評価評価評価されたかをされたかをされたかをされたかを判判判判

定定定定しますしますしますします。。。。 
例例例例えばえばえばえば 111 点以上点以上点以上点以上ならならならなら「「「「サイパンサイパンサイパンサイパンからのからのからのからの戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃戦略爆撃なんてなんてなんてなんて必要必要必要必要

あるのかあるのかあるのかあるのか？」？」？」？」といったといったといったといった最高最高最高最高のののの賛辞賛辞賛辞賛辞がががが与与与与えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、これがこれがこれがこれが 21～～～～

40 だとだとだとだと「「「「再訓練再訓練再訓練再訓練のののの要要要要ありとありとありとありと認認認認むむむむ」、」、」、」、００００点以下点以下点以下点以下ならならならなら「「「「政界政界政界政界をををを震撼震撼震撼震撼させさせさせさせ

るるるる大失敗大失敗大失敗大失敗」」」」となるわけですとなるわけですとなるわけですとなるわけです。。。。 
 

2005年年年年 5 月月月月 21 日日日日 
〔〔〔〔翻訳翻訳翻訳翻訳〕〕〕〕山内克介山内克介山内克介山内克介 
 
CORSAIRS and HELLCATS 
Campaigns Game Resources 
 

注意注意注意注意：：：：ここにここにここにここに載載載載っていないっていないっていないっていないキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・リソースリソースリソースリソースのののの効用効用効用効用についについについについ

てはてはてはては前作前作前作前作 Zero!ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・リソースリソースリソースリソースにあたってくださいにあたってくださいにあたってくださいにあたってください。「。「。「。「ココココ

ルセアルセアルセアルセア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット」」」」ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシートでででで下線下線下線下線がががが引引引引いてあいてあいてあいてあ

るるるる事項事項事項事項についてはについてはについてはについては原則的原則的原則的原則的にににに Zero!のののの方方方方にににに解説解説解説解説がががが載載載載っていますっていますっていますっています。。。。 
 訳註：なお和訳ルール同様ここでも老婆心ながら訳者なりの補足説

明を随所に盛り込ませていただいております。 
 
■■■■ 飛行機名飛行機名飛行機名飛行機名（（（（Aircraft Types ）））） 
 
    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン・・・・シートシートシートシートにににに記載記載記載記載されたされたされたされた機種機種機種機種・・・・機数機数機数機数のののの航空機航空機航空機航空機をををを受受受受けけけけ取取取取

るるるる。。。。中中中中にはにはにはには「「「「機種機種機種機種 OR 機種機種機種機種」」」」というというというという表記表記表記表記になっているになっているになっているになっている。。。。そのそのそのそのミッショミッショミッショミッショ

ンンンンがががが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側でででで、、、、かつかつかつかつ所属所属所属所属がががが海軍機海軍機海軍機海軍機（（（（またはまたはまたはまたは海兵隊所属機海兵隊所属機海兵隊所属機海兵隊所属機））））であるであるであるである

かかかか、、、、またはまたはまたはまたは神風特攻神風特攻神風特攻神風特攻にににに対対対対するするするする防御側防御側防御側防御側であればであればであればであれば、、、、前者前者前者前者のののの機種機種機種機種（（（（及及及及

びびびびカッコカッコカッコカッコ書書書書きされたきされたきされたきされた熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット））））がががが投入投入投入投入されるされるされるされる。。。。後者後者後者後者のののの機種機種機種機種はははは、、、、

そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションがががが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側でででで、、、、かつかつかつかつ所属所属所属所属がががが陸軍機陸軍機陸軍機陸軍機であるであるであるである場合場合場合場合にににに投入投入投入投入

されるされるされるされる。。。。 
これこれこれこれ以外以外以外以外のののの場合場合場合場合はははは担当担当担当担当プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがががが任意任意任意任意でででで選択選択選択選択できるできるできるできる。。。。 

    なおなおなおなお米陸軍機米陸軍機米陸軍機米陸軍機はははは頭頭頭頭にににに P-（（（（戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機：：：：ただしただしただしただし PBY およびおよびおよびおよび PB4Y-1はははは

米海軍米海軍米海軍米海軍のののの飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇）、）、）、）、B-（（（（爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機））））がががが、、、、帝國陸軍機帝國陸軍機帝國陸軍機帝國陸軍機のののの場合場合場合場合はははは頭頭頭頭にににに

Ki- がががが付付付付いているのでいているのでいているのでいているので判別判別判別判別はははは容易容易容易容易であろうであろうであろうであろう。。。。 
    上記上記上記上記のののの陸軍機以外陸軍機以外陸軍機以外陸軍機以外はははは、、、、全全全全てててて海軍機海軍機海軍機海軍機とととと見見見見なしてなしてなしてなして良良良良いいいい。。。。 
 
■ 悪天候悪天候悪天候悪天候（（（（Bad Weather）））） 
 
 そのそのそのその任務中任務中任務中任務中ずっとずっとずっとずっと爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは編隊編隊編隊編隊をををを組組組組むことができないむことができないむことができないむことができない。。。。従従従従ってってってって

編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機はははは相相相相互支援力互支援力互支援力互支援力をををを発揮発揮発揮発揮できないできないできないできない。。。。 
 
■■■■    サマールサマールサマールサマール島沖海戦島沖海戦島沖海戦島沖海戦（（（（ミッションミッションミッションミッション））））    〔〔〔〔Battle of Samar(Mission)〕〕〕〕 
 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッションををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこのミッションミッションミッションミッションはははは２２２２つのつのつのつのミッションミッションミッションミッション

でででで構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。最初最初最初最初ののののミッションミッションミッションミッションはははは栗田艦隊栗田艦隊栗田艦隊栗田艦隊にににに襲襲襲襲われたわれたわれたわれた米護衛空米護衛空米護衛空米護衛空

母母母母によるによるによるによる航空反撃航空反撃航空反撃航空反撃をををを再現再現再現再現しししし、、、、米軍側米軍側米軍側米軍側はははは L/W     TBF アベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー

雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機（（（（雷装雷装雷装雷装）、）、）、）、L/W F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機（（（（爆装爆装爆装爆装））））    各各各各１１１１エエエエ

レメントレメントレメントレメントによってによってによってによって「「「「敵戦艦敵戦艦敵戦艦敵戦艦(Battleship:1A)」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施すすすす

るるるる。。。。なおこのなおこのなおこのなおこの任務任務任務任務ではではではでは目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ（（（（侵入侵入侵入侵入・・・・爆撃爆撃爆撃爆撃・・・・退去退去退去退去のののの３３３３タタタタ

ーンーンーンーン））））のみのみのみのみプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。またまたまたまた敵戦艦敵戦艦敵戦艦敵戦艦にににに与与与与えたえたえたえた打撃数打撃数打撃数打撃数によるによるによるによる勝利得勝利得勝利得勝利得

点点点点(VP)はははは目標表固有目標表固有目標表固有目標表固有のものではなくのものではなくのものではなくのものではなく、、、、以下以下以下以下のののの得点表得点表得点表得点表にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。 
 
ダメージレベルダメージレベルダメージレベルダメージレベル                            獲得獲得獲得獲得 VP 
損害軽微損害軽微損害軽微損害軽微(Undamaged)        日本軍日本軍日本軍日本軍 20VP 
中破中破中破中破(Damaged)                            日本軍日本軍日本軍日本軍５５５５VP 
大破大破大破大破(Crippled)                             米軍米軍米軍米軍 10VP 
撃沈撃沈撃沈撃沈(Sunk)                                    米軍米軍米軍米軍 20VP 
 
    ２２２２つめのつめのつめのつめのミッションミッションミッションミッションはははは米護衛空母米護衛空母米護衛空母米護衛空母にににに対対対対するするするする日本軍初日本軍初日本軍初日本軍初のののの神風特攻神風特攻神風特攻神風特攻

をををを再現再現再現再現しししし、、、、日本側日本側日本側日本側はははは L/W     零戦五零戦五零戦五零戦五二型二型二型二型(A6M5)２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントによっによっによっによっ

てててて「「「「敵護衛空母敵護衛空母敵護衛空母敵護衛空母(CVL:5A) 」」」」にににに対対対対するするするする神風攻撃神風攻撃神風攻撃神風攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。なおこなおこなおこなおこ

のののの任務任務任務任務ではではではでは１１１１ターンターンターンターンのみのみのみのみ往路往路往路往路ターンターンターンターンををををプレイプレイプレイプレイしししし、、、、特攻索敵特攻索敵特攻索敵特攻索敵のののの手順手順手順手順

をををを飛飛飛飛ばしてばしてばしてばして目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ（（（（侵入侵入侵入侵入・・・・爆撃爆撃爆撃爆撃・・・・退去退去退去退去のののの３３３３ターンターンターンターン））））ををををプレプレプレプレ

イイイイするするするする。。。。当然当然当然当然ながらながらながらながら帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンはははは無無無無いいいい。。。。 
 
    米軍側米軍側米軍側米軍側はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの任務全体任務全体任務全体任務全体にににに対対対対してしてしてして一一一一つのつのつのつの増援増援増援増援(Resource)をををを
選選選選んでんでんでんで投入投入投入投入することができるすることができるすることができるすることができる。。。。ただしそれがどのただしそれがどのただしそれがどのただしそれがどの機種機種機種機種であれであれであれであれ、、、、

F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機にににに変換変換変換変換されるされるされるされる（（（（またまたまたまた記載記載記載記載されていたとされていたとされていたとされていたと

してもしてもしてもしても名名名名のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは登場登場登場登場しないしないしないしない）。）。）。）。もしもしもしもし選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援がががが

２２２２エレメエレメエレメエレメントントントントのものであればのものであればのものであればのものであれば、、、、最初最初最初最初のののの戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃ミッションミッションミッションミッションにににに１１１１つつつつ、、、、２２２２



つめのつめのつめのつめの神風邀撃神風邀撃神風邀撃神風邀撃ミッションミッションミッションミッションにににに１１１１つとつとつとつと分分分分けてけてけてけて投入投入投入投入してもよいしてもよいしてもよいしてもよい。。。。最初最初最初最初のののの

戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃ミッションミッションミッションミッションであればであればであればであれば F4F をををを爆装爆装爆装爆装させてもよいさせてもよいさせてもよいさせてもよい。。。。なおなおなおなお１１１１エレエレエレエレ

メントメントメントメントだけのだけのだけのだけの増援増援増援増援ならそれはならそれはならそれはならそれは必必必必ずずずず神風邀撃神風邀撃神風邀撃神風邀撃ミッションミッションミッションミッションにににに投入投入投入投入しなしなしなしな

ければならないければならないければならないければならない。。。。 
    戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃戦艦攻撃のののの特別特別特別特別 VP をををを除除除除きききき、、、、そのそのそのその他他他他のののの VP はははは通常通通常通通常通通常通りりりりカウントカウントカウントカウント

することすることすることすること。。。。 
 
■■■■    爆装爆装爆装爆装／／／／ロケットロケットロケットロケット弾装備弾装備弾装備弾装備(Bombs/Rockets) 
 
    そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションのののの為為為為にににに選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援はははは、、、、それがそれがそれがそれが搭載可能搭載可能搭載可能搭載可能であるなであるなであるなであるな

らららら、、、、航空爆弾航空爆弾航空爆弾航空爆弾およびおよびおよびおよび（（（（またはまたはまたはまたは））））空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを装備装備装備装備させることさせることさせることさせること

ができるができるができるができる。。。。 
 
■■■■エンジンエンジンエンジンエンジン発火発火発火発火(Engine Fire) 
 
    そのそのそのその航空機航空機航空機航空機ははははカッコカッコカッコカッコ書書書書きされたきされたきされたきされた数値数値数値数値にににに等等等等しいだけのしいだけのしいだけのしいだけのダメージダメージダメージダメージ・・・・ママママ

ーカーーカーーカーーカーをををを受受受受けけけけ取取取取るるるる。。。。 
 
■■■■古参搭乗員古参搭乗員古参搭乗員古参搭乗員(Experienced Air Crews) 
 
    名名名名のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがががが乗乗乗乗っていないっていないっていないっていない戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ののののリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機はははは

全全全全てててて「Ｐ（「Ｐ（「Ｐ（「Ｐ（運動能力値運動能力値運動能力値運動能力値＋＋＋＋１１１１）」）」）」）」のののの能力能力能力能力をををを持持持持つものとつものとつものとつものと見見見見なすなすなすなす（（（（ただしただしただしただしウウウウ

ィングマンィングマンィングマンィングマンにににに付加付加付加付加されるされるされるされる能力能力能力能力はないはないはないはない）。）。）。）。なおなおなおなお相手側相手側相手側相手側はこれらはこれらはこれらはこれら「Ｐ」「Ｐ」「Ｐ」「Ｐ」古古古古

参参参参リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機をををを撃墜撃墜撃墜撃墜したからといってこれによるしたからといってこれによるしたからといってこれによるしたからといってこれによる特別特別特別特別なななな VP はははは得得得得

られないられないられないられない（（（（あくまであくまであくまであくまで名名名名のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットではないではないではないではない）。）。）。）。またまたまたまた全全全全てのてのてのての

ミッションミッションミッションミッションにおいてこにおいてこにおいてこにおいてこれられられられら「Ｐ」「Ｐ」「Ｐ」「Ｐ」古参古参古参古参リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機はははは、、、、それがそれがそれがそれが搭載可能搭載可能搭載可能搭載可能

であるならであるならであるならであるなら、、、、航空爆弾航空爆弾航空爆弾航空爆弾およびおよびおよびおよび（（（（またはまたはまたはまたは））））空対地空対地空対地空対地ロケットロケットロケットロケット弾弾弾弾をををを装備装備装備装備ささささ

せることができるせることができるせることができるせることができる。。。。 
 
■■■■上空制圧上空制圧上空制圧上空制圧(Fighter Sweep) 
 
    このこのこのこの項目項目項目項目のののの後後後後ろにろにろにろにカッコカッコカッコカッコ書書書書きされたきされたきされたきされた戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントはははは、、、、敵敵敵敵エレエレエレエレ

メントメントメントメントまたはまたはまたはまたは爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊１１１１つつつつ（（（（どれにするかはどれにするかはどれにするかはどれにするかは敵側敵側敵側敵側がががが選選選選ぶぶぶぶ））））とととと、、、、通常通常通常通常

のののの往路往路往路往路ターンターンターンターン開始開始開始開始のののの３３３３ターンターンターンターン前前前前からからからから空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンをををを開始開始開始開始するするするする。。。。 
なおこのなおこのなおこのなおこの制圧任務戦闘機制圧任務戦闘機制圧任務戦闘機制圧任務戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントはははは、、、、通常通常通常通常のののの往路往路往路往路ターンターンターンターンにににに到到到到

達後達後達後達後、、、、最初最初最初最初のののの手番手番手番手番においてにおいてにおいてにおいて交戦中交戦中交戦中交戦中のののの敵機敵機敵機敵機にににに対対対対してしてしてして中立中立中立中立、、、、優勢優勢優勢優勢、、、、

追尾状態追尾状態追尾状態追尾状態のいずれかにあればのいずれかにあればのいずれかにあればのいずれかにあれば自動的自動的自動的自動的にににに空戦空戦空戦空戦からのからのからのからの離脱離脱離脱離脱（（（（これにこれにこれにこれに

よるよるよるよる VP はははは失失失失わないわないわないわない））））をををを行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。 
 
■■■■根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃(Follow Up Attack) 
 
    支那派遣第五航空軍支那派遣第五航空軍支那派遣第五航空軍支那派遣第五航空軍のののの一式陸攻二二型一式陸攻二二型一式陸攻二二型一式陸攻二二型(G4M2)２２２２機機機機がががが低高度低高度低高度低高度

でででで成都成都成都成都「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」をををを爆撃爆撃爆撃爆撃しにしにしにしに来来来来るるるる。。。。飛行場飛行場飛行場飛行場がががが被被被被ったったったった

打撃数打撃数打撃数打撃数によるによるによるによる VP はははは通常通通常通通常通通常通りりりりカウントカウントカウントカウントしししし、、、、それはそれはそれはそれは米軍米軍米軍米軍のののの VP からからからから

減算減算減算減算されるされるされるされる。。。。加加加加えてえてえてえて飛行場飛行場飛行場飛行場がががが被被被被ったったったった損害軽微損害軽微損害軽微損害軽微(Untouched)をををを上回上回上回上回

るるるるダメージレベルダメージレベルダメージレベルダメージレベルにつきにつきにつきにつき、、、、１１１１ポイントポイントポイントポイントののののダメージダメージダメージダメージ（（（（最大最大最大最大３３３３ダメージダメージダメージダメージ））））

をををを無作為無作為無作為無作為にににに選選選選んだいずれかのんだいずれかのんだいずれかのんだいずれかの B-29 にににに適用適用適用適用しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。 
    もしもしもしもし同同同同じじじじ週週週週にににに複数複数複数複数のののの「「「「根拠地爆根拠地爆根拠地爆根拠地爆撃撃撃撃」」」」をををを引引引引きききき当当当当てたてたてたてた場合場合場合場合はははは、、、、２２２２枚目枚目枚目枚目

以降一式陸攻一一型以降一式陸攻一一型以降一式陸攻一一型以降一式陸攻一一型(G4M1)をををを１１１１機機機機ずつずつずつずつ追加追加追加追加するするするする形形形形でででで、、、、根拠地根拠地根拠地根拠地

爆撃自体爆撃自体爆撃自体爆撃自体はははは１１１１回回回回でででで解決解決解決解決するするするする（（（（例例例例えばえばえばえば同一週同一週同一週同一週にににに３３３３枚枚枚枚、、、、根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃根拠地爆撃をををを

引引引引きききき当当当当てたならてたならてたならてたなら２２２２機機機機のののの一式陸攻二二型一式陸攻二二型一式陸攻二二型一式陸攻二二型とととと追加追加追加追加２２２２機機機機のののの一式陸攻一一式陸攻一一式陸攻一一式陸攻一

一型一型一型一型(G4M1)によるによるによるによる計計計計４４４４機機機機でのでのでのでの飛行場爆撃飛行場爆撃飛行場爆撃飛行場爆撃がががが行行行行われるわれるわれるわれる）。）。）。）。 
 
■■■■ 伊 江 島伊 江 島伊 江 島伊 江 島 のののの 米 陸 軍 機 初 出 撃米 陸 軍 機 初 出 撃米 陸 軍 機 初 出 撃米 陸 軍 機 初 出 撃 （（（（ ミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ン ） 〔） 〔） 〔） 〔 IE-Shima 
Strike(Mission)〕〕〕〕 
 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッションををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。米軍米軍米軍米軍はははは使用使用使用使用するするするする P-47Nをををを任意任意任意任意でででで爆装爆装爆装爆装

／／／／ロケットロケットロケットロケット弾装備弾装備弾装備弾装備させてよいさせてよいさせてよいさせてよい。。。。なおこのなおこのなおこのなおこのミッションミッションミッションミッションにおけるにおけるにおけるにおける攻撃目攻撃目攻撃目攻撃目

標標標標はははは「「「「いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの軍事施設軍事施設軍事施設軍事施設(MILITARY BASE ：：：：キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記記記記

録録録録シートシートシートシートのののの攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表(Target Systems Chart)参照参照参照参照)となるとなるとなるとなる。。。。 
    一方一方一方一方、、、、防御側防御側防御側防御側となるとなるとなるとなる日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは、、、、通常通通常通通常通通常通りりりり自身自身自身自身のののの使用可能使用可能使用可能使用可能なななな

増援増援増援増援のののの中中中中からからからから自由自由自由自由にににに選選選選んでんでんでんで決決決決めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。 

 
＊米軍に占領された伊江島飛行場は、5 月 10 日から米戦闘機の一大

根拠地として使用が開始され、同月 17 日には伊江島を飛び立った

P-47 サンダーボルトの戦隊が、南九州の飛行場に米陸軍機として初

めてロケット弾や機銃弾を浴びせかけた。 
 
■■■■豪州空軍見参豪州空軍見参豪州空軍見参豪州空軍見参(Kiwi Allies) 
 
    もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションでででで米軍米軍米軍米軍がががが攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側ならならならなら、「、「、「、「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission 
Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種(Aircraft) 」」」」でででで指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体のののの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、豪豪豪豪

州軍州軍州軍州軍（（（（英軍機英軍機英軍機英軍機カードカードカードカードをををを使用使用使用使用））））ののののハドソンハドソンハドソンハドソン爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機(Hudson)２２２２機機機機とととと、、、、

L/W キティホークキティホークキティホークキティホーク３３３３型型型型(Kittyhawk3) 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを登場登場登場登場させさせさせさせ

ることができるることができるることができるることができる。。。。ただしこれらのただしこれらのただしこれらのただしこれらの機体機体機体機体はははは、、、、もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションでででで指定指定指定指定

されたされたされたされた開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度があればそれにがあればそれにがあればそれにがあればそれに従従従従ってってってって登場登場登場登場させるさせるさせるさせる。。。。 
    なおそのなおそのなおそのなおそのミッションミッションミッションミッションにおいてにおいてにおいてにおいて米軍米軍米軍米軍がががが防御側防御側防御側防御側またはまたはまたはまたはドックファイトドックファイトドックファイトドックファイト

任務任務任務任務であるならであるならであるならであるなら、、、、登場登場登場登場するのはするのはするのはするのは豪州軍豪州軍豪州軍豪州軍のののの L/W キティホークキティホークキティホークキティホーク３３３３型型型型

(Kittyhawk3) 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントだけであるだけであるだけであるだけである 
 
■■■■到着遅延到着遅延到着遅延到着遅延(Late Arrival) 
 
    このこのこのこの増援増援増援増援をををを選選選選んだんだんだんだ側側側側がががが指定指定指定指定するするするする敵戦闘機敵戦闘機敵戦闘機敵戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントはははは戦場戦場戦場戦場にににに

駆駆駆駆けけけけ付付付付けるのがけるのがけるのがけるのが遅遅遅遅れるれるれるれる。。。。指定指定指定指定したしたしたした敵戦闘機敵戦闘機敵戦闘機敵戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントにににに対対対対してしてしてして

アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを一枚引一枚引一枚引一枚引きききき、、、、それがそれがそれがそれが赤赤赤赤であればであればであればであれば３３３３ターンターンターンターン、、、、青青青青ならならならなら

２２２２ターンターンターンターン、、、、白白白白ならならならなら１１１１ターンターンターンターン登場登場登場登場がががが遅遅遅遅れるれるれるれる。。。。登場登場登場登場できるできるできるできるターンターンターンターンのののの開始開始開始開始

時時時時、、、、そのそのそのその戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントをををを担当担当担当担当するするするする側側側側がががが開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを自由自由自由自由にににに決決決決

めてめてめてめて登場登場登場登場させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。。。。 
 
■■■■開距離編隊開距離編隊開距離編隊開距離編隊(Loose Formation) 
 
    編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機がががが攻撃攻撃攻撃攻撃されたされたされたされた際際際際、、、、相互支援値分相互支援値分相互支援値分相互支援値分としてとしてとしてとして引引引引けるけるけるけるカードカードカードカード

がががが１１１１枚減少枚減少枚減少枚減少するするするする。。。。ただしただしただしただし（（（（当然当然当然当然ながらながらながらながら））））損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面になってになってになってになって編隊編隊編隊編隊かかかか

らららら落伍落伍落伍落伍したしたしたした機機機機やややや単独飛行機単独飛行機単独飛行機単独飛行機、、、、悪天候時悪天候時悪天候時悪天候時のののの編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機にはこのにはこのにはこのにはこの罰罰罰罰

則則則則はははは適用適用適用適用されないされないされないされない。。。。 
 
■■■■見張見張見張見張りのりのりのりの失敗失敗失敗失敗(Misidentification) 
 
    敵側敵側敵側敵側はははは各各各各ターンターンターンターンのののの最後最後最後最後ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを無作為無作為無作為無作為にににに１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、

それがそれがそれがそれが赤赤赤赤カードカードカードカードであるかであるかであるかであるか、、、、またはこちらまたはこちらまたはこちらまたはこちら側側側側がががが敵側敵側敵側敵側にににに対対対対してしてしてして初初初初めてめてめてめて

In My Sights またはまたはまたはまたは Out of the Sunカードカードカードカードををををプレイプレイプレイプレイするまでするまでするまでするまで、、、、一一一一

切切切切ののののカードプレイカードプレイカードプレイカードプレイ、、、、高度変更高度変更高度変更高度変更をををを禁禁禁禁じられるじられるじられるじられる。。。。 
 
■■■■ナパームナパームナパームナパーム弾装備弾装備弾装備弾装備(Napalm) 
 
    そのそのそのその戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機およびおよびおよびおよび軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機はははは、、、、望望望望むならむならむならむならナパームナパームナパームナパーム弾弾弾弾〔〔〔〔18.5〕〕〕〕をををを

搭載搭載搭載搭載してもよいしてもよいしてもよいしてもよい。。。。 
 
■ 集成戦隊集成戦隊集成戦隊集成戦隊(Ruined Air Force) 
 
    アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、以下以下以下以下にににに従従従従ってってってって投入投入投入投入できるできるできるできる１１１１エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトトをををを決定決定決定決定するするするする。。。。 
赤赤赤赤：：：：L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント OR L/W 一式戦闘機一式戦闘機一式戦闘機一式戦闘機

隼隼隼隼(Ki-43-1) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
青青青青：：：：使用使用使用使用できるできるできるできる機体機体機体機体はははは皆無皆無皆無皆無 
白白白白：：：：L/W 紫電改紫電改紫電改紫電改(N1K2-J) 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント OR L/W 四式戦四式戦四式戦四式戦

(Ki-84-1b)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
 
■ 小型空母小型空母小型空母小型空母「「「「龍驤龍驤龍驤龍驤」」」」によるによるによるによるヘンヘンヘンヘンダーソンダーソンダーソンダーソン飛行場攻撃飛行場攻撃飛行場攻撃飛行場攻撃 (Ryujo 

Attacks Henderson) 
 
    ガガガガ島島島島ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」にににに対対対対してしてしてして、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの通通通通

常常常常ののののストライクストライクストライクストライク実施前実施前実施前実施前にににに龍驤発艦機龍驤発艦機龍驤発艦機龍驤発艦機によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする（（（（たとたとたとたと

えそのえそのえそのえそのターンターンターンターンのののの日本軍飛行計画日本軍飛行計画日本軍飛行計画日本軍飛行計画ががががノーストライクノーストライクノーストライクノーストライクであったとしてであったとしてであったとしてであったとして

もももも）。）。）。）。このこのこのこの攻撃攻撃攻撃攻撃はははは零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機１１１１機機機機とととと、、、、九七艦攻九七艦攻九七艦攻九七艦攻

(B5N2)リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機１１１１機機機機によってによってによってによって行行行行われわれわれわれ、、、、スピードスピードスピードスピード値値値値にににに関係関係関係関係なくなくなくなく往往往往



路路路路２２２２ターンターンターンターン、、、、帰路帰路帰路帰路１１１１ターンターンターンターンのののの爆撃行爆撃行爆撃行爆撃行としてとしてとしてとして実施実施実施実施するするするする。。。。ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン

飛行場飛行場飛行場飛行場のののの CAP（（（（上空哨戒上空哨戒上空哨戒上空哨戒））））はははは「「「「第第第第２２２２次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海海海々々々々戦戦戦戦(Eastern 
Solomons)」」」」キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシート右中段右中段右中段右中段にあるにあるにあるにある Henderson Field 
CAP にににに従従従従ってってってってカードカードカードカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて決定決定決定決定することすることすることすること。。。。 
    なおこのなおこのなおこのなおこの攻撃攻撃攻撃攻撃のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして日本機日本機日本機日本機がががが撃墜撃墜撃墜撃墜されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても、「、「、「、「第第第第２２２２

次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海海海々々々々戦戦戦戦(Eastern Solomons)」」」」記録記録記録記録シートシートシートシート下下下下ののののダメージダメージダメージダメージ・・・・

トラックトラックトラックトラックにあるにあるにあるにある空母艦隊欄空母艦隊欄空母艦隊欄空母艦隊欄をををを塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。 
    ただしこのただしこのただしこのただしこの増援増援増援増援はははは、、、、既既既既にににに小型空母小型空母小型空母小型空母「「「「龍驤龍驤龍驤龍驤」」」」撃沈撃沈撃沈撃沈(Strike Ryujo)がががが

選選選選ばれているばれているばれているばれている場合場合場合場合にはにはにはには（（（（当然当然当然当然ながらながらながらながら））））決決決決してしてしてして選選選選ぶことができないぶことができないぶことができないぶことができない。。。。 
     
■■■■奇襲奇襲奇襲奇襲(Sneak Attack) 
 
    このこのこのこのミッシミッシミッシミッションョンョンョンにおけるにおけるにおけるにおける第第第第１１１１ターンターンターンターンにににに限限限限りりりり敵側敵側敵側敵側はははは、、、、一切一切一切一切のののの高度変高度変高度変高度変

更更更更、、、、カードプレイカードプレイカードプレイカードプレイ（（（（反応反応反応反応カードカードカードカードをををを出出出出すすすす事事事事さえさえさえさえ禁止禁止禁止禁止）、）、）、）、手札交換手札交換手札交換手札交換をををを行行行行

えないえないえないえない。。。。またまたまたまた開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度についてもについてもについてもについても敵側敵側敵側敵側がががが決決決決めためためためた高度高度高度高度をををを見見見見たたたた後後後後

でででで、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの高度高度高度高度をををを決定決定決定決定することがすることがすることがすることが許許許許されるされるされるされる。。。。 
 
■■■■敵攻撃隊敵攻撃隊敵攻撃隊敵攻撃隊とのとのとのとの遭遇遭遇遭遇遭遇(Strike Pass Each Other) 
 
    両両両両プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがこのがこのがこのがこのターンターンターンターンのののの飛行計画飛行計画飛行計画飛行計画ににににラージストライクラージストライクラージストライクラージストライクをををを選択選択選択選択しししし

ているているているている場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ、、、、このこのこのこの増援増援増援増援をををを選択選択選択選択できるできるできるできる。。。。まずまずまずまず自軍自軍自軍自軍ののののストライストライストライストライ

ククククにににに参加参加参加参加するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの中中中中からからからから１１１１機機機機をををを選選選選びびびび（（（（ただしこのただしこのただしこのただしこの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ははははスススス

トライクトライクトライクトライク自体自体自体自体にはにはにはには参加参加参加参加できないできないできないできない）、）、）、）、通常通常通常通常のののの往路往路往路往路ターンターンターンターンがががが開始開始開始開始さささされるれるれるれる

前前前前にににに２２２２ターンターンターンターンのののの空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンをををを相手相手相手相手のののの攻撃隊攻撃隊攻撃隊攻撃隊（（（（ストライクストライクストライクストライク参加機参加機参加機参加機））））にににに

対対対対してしてしてしてプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。そしてそしてそしてそして２２２２ターンターンターンターン目目目目のののの空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターンのののの終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、ここここ

のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは離脱離脱離脱離脱チェックチェックチェックチェック無無無無しでしでしでしで自動的自動的自動的自動的にににに離脱離脱離脱離脱してしてしてして飛飛飛飛びびびび去去去去るるるる。。。。またまたまたまた

このこのこのこの際際際際、、、、例例例例えこのえこのえこのえこの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機がががが損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面であったとしてもであったとしてもであったとしてもであったとしても、、、、帰還帰還帰還帰還チチチチ

ェックェックェックェック〔〔〔〔25.7〕〕〕〕無無無無しでしでしでしで自動的自動的自動的自動的にににに母艦母艦母艦母艦へへへへ帰投帰投帰投帰投したものとするしたものとするしたものとするしたものとする。。。。 
 
訳註＊「南太平洋海戦」において翔鶴、瑞鶴、瑞鳳から発艦した攻撃

隊は、敵艦爆 15 機とすれ違ったが、戦闘機隊指揮官はこれに気付か

なかった（これは SBD 急降下爆撃機 15 機、TBF 雷撃機６機、F4F 戦

闘機８機からなる「ホーネット」発艦の米第一次攻撃隊で、「翔鶴」

に来襲したものと推定される）。 
 この 10 分後、攻撃隊はさらに SBD３機、TBF８機、F4F８機と遭

遇した。「エンタープライズ」から発艦した攻撃隊である。日高盛康

大尉の指揮する瑞鳳零戦隊９機は本隊から分離してこれに襲いかか

り、その半数を撃墜した。しかし機銃弾を射ち尽くした為、本隊への

復帰を断念し、母艦に帰投した。この邀撃で味方空母に向かう敵機を

蹴散らしたものの攻撃隊本隊は掩護の零戦が 12 機に減り、苦戦を強

いられた。なおこの邀撃空戦で、瑞鳳零戦隊は４機未帰還、１機大破

の損害を出した。 
 
■■■■小型空母小型空母小型空母小型空母「「「「龍驤龍驤龍驤龍驤」」」」撃沈撃沈撃沈撃沈(Strike Ryujo) 
 
    米軍米軍米軍米軍プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤがこのがこのがこのがこのターンターンターンターンのののの飛行計画飛行計画飛行計画飛行計画ににににスモールストライクスモールストライクスモールストライクスモールストライクまままま

たはたはたはたはラージストライクラージストライクラージストライクラージストライクをををを選択選択選択選択しているしているしているしている場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ、、、、このこのこのこの増援増援増援増援をををを選選選選

択択択択できるできるできるできる。。。。米軍米軍米軍米軍プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤのそののそののそののそのストライクストライクストライクストライクはははは龍驤撃沈龍驤撃沈龍驤撃沈龍驤撃沈によるによるによるによる得点得点得点得点

としてとしてとしてとしてアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引くだけでくだけでくだけでくだけで終了終了終了終了するするするする。。。。そのそのそのその結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、

引引引引いたいたいたいたカードカードカードカードがががが赤赤赤赤であればであればであればであれば２２２２VP、、、、青青青青でででで有有有有ればればればれば４４４４VP、、、、白白白白であればであればであればであれば８８８８

VP をををを米軍米軍米軍米軍はははは獲得獲得獲得獲得するするするする。。。。 
更更更更にもしこのにもしこのにもしこのにもしこの増援増援増援増援がががが、、、、小型空母小型空母小型空母小型空母「「「「龍驤龍驤龍驤龍驤」」」」によるによるによるによるヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行飛行飛行飛行

場攻撃場攻撃場攻撃場攻撃(Ryujo Attacks Henderson)をををを選択選択選択選択するするするする前前前前にににに選選選選ばれたのばれたのばれたのばれたの

ならならならなら、、、、上記上記上記上記にににに加加加加ええええ米軍米軍米軍米軍にににに追加追加追加追加２２２２VP がががが与与与与えられるえられるえられるえられる。。。。 
 
訳註＊龍驤は、艦攻６機によるガ島飛行場攻撃の為、自らを犠牲にす

る形にはなったが、日本機動部隊本隊への米軍の攻撃を分散吸収して

身代わりの役を果たした。 
 
 
■ 伊号潜水艦伊号潜水艦伊号潜水艦伊号潜水艦によるによるによるによる雷撃雷撃雷撃雷撃(Submarine Attack) 
 
    米軍米軍米軍米軍がががが飛行計画飛行計画飛行計画飛行計画をををを立立立立てるてるてるてる前前前前にににに、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引くくくく。。。。もしもしもしもし

それがそれがそれがそれが In My Sights であればであればであればであれば、、、、そのそのそのそのカードカードカードカードにににに書書書書かれたかれたかれたかれたダメージポダメージポダメージポダメージポ

イントイントイントイントをををを２２２２倍倍倍倍にしたにしたにしたにしたダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイントをををを米軍空母艦隊米軍空母艦隊米軍空母艦隊米軍空母艦隊 (Carrier 

Fleet)にににに与与与与えるえるえるえる。。。。ままままたもしそれがたもしそれがたもしそれがたもしそれが In My Sights/Fuel Tank カードカードカードカードでででで

あったならあったならあったならあったなら、、、、自動的自動的自動的自動的にににに米軍空母米軍空母米軍空母米軍空母にににに７７７７ダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイントをををを与与与与えるえるえるえる。。。。ここここ

れらのれらのれらのれらの ダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイント はははは 「「「「 第第第第 ２２２２ 次次次次 ソロモンソロモンソロモンソロモン 海海海海 々々々々戦戦戦戦 (Eastern 
Solomons)」」」」記録記録記録記録シートシートシートシート下下下下ののののダメージダメージダメージダメージ・・・・トラックトラックトラックトラックにあるにあるにあるにある米空母艦隊米空母艦隊米空母艦隊米空母艦隊

ボックスボックスボックスボックスをををを直直直直ちにそのちにそのちにそのちにその数数数数だけだけだけだけ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事でででで表表表表されるされるされるされる。。。。またこのまたこのまたこのまたこのダメダメダメダメ

ージージージージはそのはそのはそのはそのターンターンターンターンのののの開始時開始時開始時開始時にににに適用適用適用適用されるされるされるされる為為為為、、、、このこのこのこのターンターンターンターンにににに母艦母艦母艦母艦をををを

飛飛飛飛びびびび立立立立てるてるてるてるストライクストライクストライクストライク参加機参加機参加機参加機やややや CAP 機機機機のののの機数機数機数機数がががが減少減少減少減少するするするする事事事事となとなとなとな

るのにるのにるのにるのに注意注意注意注意（（（（例例例例えばえばえばえば計計計計９９９９ダメージダメージダメージダメージ受受受受けたけたけたけた空母艦隊空母艦隊空母艦隊空母艦隊ははははストライクストライクストライクストライク－－－－２２２２

機機機機、、、、CAP－－－－１１１１機減少機減少機減少機減少）。）。）。）。 
 
 
■ 追追追追いいいい風風風風(Tail Winds) 
 
    通常通通常通通常通通常通りりりり空輸任務空輸任務空輸任務空輸任務をををを実施実施実施実施するするするする。。。。ただしただしただしただし任務任務任務任務をををを全全全全うすればうすればうすればうすれば受受受受けけけけ取取取取

るるるる補給補給補給補給ポイントポイントポイントポイントにににに追加追加追加追加＋＋＋＋10 ポイントポイントポイントポイントされるされるされるされる。。。。 
 
■■■■山本五十六聯合艦隊司令長官搭乗機待山本五十六聯合艦隊司令長官搭乗機待山本五十六聯合艦隊司令長官搭乗機待山本五十六聯合艦隊司令長官搭乗機待ちちちち伏伏伏伏せせせせ（（（（ミッションミッションミッションミッション））））

〔〔〔〔Yamamoto(Mission)〕〕〕〕 
 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッションををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。このこのこのこのミッションミッションミッションミッションはははは全全全全６６６６ターンターンターンターンのののの空戦空戦空戦空戦タタタタ

ーンーンーンーンでででで構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。米軍米軍米軍米軍はははは L/W P-38G ライトニングライトニングライトニングライトニング双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機２２２２

エレメントエレメントエレメントエレメントをををを受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、いずれかのいずれかのいずれかのいずれかのリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに「「「「Barber」」」」熟練熟練熟練熟練パパパパ

イロットイロットイロットイロット・・・・カウンターカウンターカウンターカウンターをををを乗乗乗乗せるせるせるせる。。。。日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻(G4M1)２２２２機機機機

とととと、、、、L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントをををを受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの

零戦零戦零戦零戦リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機にににに「「「「杉田杉田杉田杉田」」」」熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット・・・・カウンターカウンターカウンターカウンターをををを乗乗乗乗せるせるせるせる。。。。加加加加

えてえてえてえて日本軍日本軍日本軍日本軍はそのはそのはそのはその時点時点時点時点でででで使用可能使用可能使用可能使用可能なななな増援増援増援増援をををを一一一一つつつつ選選選選ぶことができぶことができぶことができぶことができ

るるるる。。。。ただしそのただしそのただしそのただしその増援増援増援増援ではではではでは熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットやややや未錬成未錬成未錬成未錬成パイロットパイロットパイロットパイロット/クルクルクルクル

ーーーーのののの搭乗判定搭乗判定搭乗判定搭乗判定はははは行行行行わないわないわないわない。。。。なおなおなおなお日本軍日本軍日本軍日本軍はははは２２２２機機機機のののの一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻のののの内内内内、、、、

どちらにどちらにどちらにどちらに山本長官山本長官山本長官山本長官がががが搭乗搭乗搭乗搭乗しているかしているかしているかしているか秘密裏秘密裏秘密裏秘密裏にににに書書書書きききき留留留留めておくめておくめておくめておく事事事事

（（（（当当当当ミッションミッションミッションミッション終了時終了時終了時終了時にににに明明明明かすかすかすかす）。）。）。）。 
    両軍両軍両軍両軍のののの飛行機飛行機飛行機飛行機はははは全全全全てててて低高度低高度低高度低高度でこのでこのでこのでこのミッションミッションミッションミッションをををを開始開始開始開始するするするする。。。。そしてそしてそしてそして

第第第第１１１１タタタターンーンーンーンはははは自動的自動的自動的自動的にににに米軍米軍米軍米軍プレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンプレイヤターンからからからから開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。空戦空戦空戦空戦

６６６６ターンターンターンターンをををを終終終終えたらえたらえたらえたら、、、、以下以下以下以下のののの得点表得点表得点表得点表にににに従従従従うううう。。。。 
 
山本長官機撃墜山本長官機撃墜山本長官機撃墜山本長官機撃墜：：：：米軍米軍米軍米軍 25VP 獲得獲得獲得獲得 
山本長官機損傷状態面山本長官機損傷状態面山本長官機損傷状態面山本長官機損傷状態面：：：：米軍米軍米軍米軍 10VP 獲得獲得獲得獲得 
山本長官機山本長官機山本長官機山本長官機、、、、撃墜撃墜撃墜撃墜されもせずされもせずされもせずされもせず、、、、損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にもならずにもならずにもならずにもならず：：：：日本軍日本軍日本軍日本軍

20VP 獲得獲得獲得獲得 
 
    なおなおなおなお米軍米軍米軍米軍はははは一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻をををを撃墜撃墜撃墜撃墜またはまたはまたはまたは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にしたことによるにしたことによるにしたことによるにしたことによる

通常通常通常通常のののの得点得点得点得点はははは得得得得られないられないられないられない（（（（山本長官山本長官山本長官山本長官がががが乗乗乗乗っていないっていないっていないっていない方方方方のののの一式陸一式陸一式陸一式陸

攻攻攻攻をををを撃墜撃墜撃墜撃墜してもしてもしてもしても１１１１点点点点にもならないしにもならないしにもならないしにもならないし、、、、山本長官機撃墜山本長官機撃墜山本長官機撃墜山本長官機撃墜によるによるによるによる 25VP
にににに中爆撃墜中爆撃墜中爆撃墜中爆撃墜によるによるによるによる 10VP はははは加算加算加算加算されないということされないということされないということされないということ）。）。）。）。 
    ただしただしただしただし日米両軍日米両軍日米両軍日米両軍ともともともとも相手戦闘機撃墜相手戦闘機撃墜相手戦闘機撃墜相手戦闘機撃墜、、、、またまたまたまたはははは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にしたにしたにしたにした

ことによることによることによることによる得点得点得点得点はははは通常通通常通通常通通常通りりりり得得得得られるられるられるられる。。。。 
 
■ 戦 艦戦 艦戦 艦戦 艦 「「「「 大 和大 和大 和大 和 」」」」 水 上 特 攻水 上 特 攻水 上 特 攻水 上 特 攻 をををを 迎 撃迎 撃迎 撃迎 撃 （（（（ ミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ン ） 〔） 〔） 〔） 〔 Yamato 

Sortie(Mission)〕〕〕〕 
 
        カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりわりわりわり

にこのにこのにこのにこのミッションミッションミッションミッションををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。米軍米軍米軍米軍はははは L/W     TBF アベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー雷雷雷雷

撃機撃機撃機撃機（（（（雷装雷装雷装雷装））））２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W SB2C-4 ヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバー急降下爆撃急降下爆撃急降下爆撃急降下爆撃

機機機機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントによってによってによってによって「「「「戦艦大和戦艦大和戦艦大和戦艦大和(Battleship:1A)」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃

をををを実施実施実施実施するするするする。。。。加加加加えてえてえてえて米軍米軍米軍米軍はそのはそのはそのはその時点時点時点時点でででで使用可能使用可能使用可能使用可能なななな増援増援増援増援をををを一一一一つつつつ選選選選

ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる。。。。 
    日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側はははは戦艦大和戦艦大和戦艦大和戦艦大和のののの上空直掩上空直掩上空直掩上空直掩にににに何何何何かかかか派遣派遣派遣派遣できたかどうかできたかどうかできたかどうかできたかどうか、、、、

ミッションミッションミッションミッション開始時開始時開始時開始時ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて下記下記下記下記にににに従従従従うううう。。。。 
 
赤赤赤赤：：：：上空直掩無上空直掩無上空直掩無上空直掩無しししし 
青青青青：：：：L/W 零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
白白白白：：：：L/W 零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5)とととと L/W 紫電改紫電改紫電改紫電改(N1K2-J)各各各各１１１１エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトト 



 
    なおなおなおなお獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる得点得点得点得点にににに関関関関してはしてはしてはしては通常通常通常通常のののの方法方法方法方法にににに従従従従うがうがうがうが、、、、もしもしもしもしミッシミッシミッシミッシ

ョンョンョンョン終了時終了時終了時終了時においてにおいてにおいてにおいて戦艦大和戦艦大和戦艦大和戦艦大和がががが損害軽微損害軽微損害軽微損害軽微(Undamaged)であるなであるなであるなであるな

らららら、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍はははは特別特別特別特別にににに 12VP をををを受受受受けけけけ取取取取ることができるることができるることができるることができる。。。。 
 
 
【【【【各各各各キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートのののの注記注記注記注記(Mission Notes)】】】】 
註註註註：：：：各各各各キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」またまたまたまた

はははは「「「「増援増援増援増援(Resources)」」」」のののの項目項目項目項目でそのでそのでそのでその右肩右肩右肩右肩にににに小小小小さくさくさくさく記載記載記載記載されているされているされているされている

数字数字数字数字がががが、、、、以下以下以下以下のののの各注記各注記各注記各注記のののの番号番号番号番号にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。 
 
☆☆☆☆第第第第２２２２次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海戦海戦海戦海戦(Eastern Solomons)：：：：ターンターンターンターン数数数数＝＝＝＝４４４４ 
 
１１１１）．）．）．）．ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃でででで、、、、飛行飛行飛行飛行

場場場場がががが被被被被ったったったったダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイントはははは「「「「第第第第２２２２次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海海海々々々々戦戦戦戦(Eastern 
Solomons)」」」」記録記録記録記録シートシートシートシート下下下下ののののダメージダメージダメージダメージ・・・・トラックトラックトラックトラックにあるにあるにあるにあるヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン

飛行場飛行場飛行場飛行場ボックスボックスボックスボックスをそのをそのをそのをその数数数数だけだけだけだけ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事でででで表表表表されるされるされるされる。。。。またこまたこまたこまたこれにれにれにれに

よってよってよってよって獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる得点得点得点得点はははは、、、、通常通常通常通常のののの「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」シートシートシートシートにににに

よってよってよってよって得得得得られるものではなくられるものではなくられるものではなくられるものではなく、、、、ヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソンヘンダーソン飛行場飛行場飛行場飛行場(Henderson 
Field)ダメージダメージダメージダメージ・・・・トラックトラックトラックトラックのののの記載記載記載記載にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．ガガガガ島増援島増援島増援島増援「「「「揚陸船団揚陸船団揚陸船団揚陸船団(Invasion Force:4B)」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃でででで、、、、

揚陸船団揚陸船団揚陸船団揚陸船団がががが被被被被ったったったったダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイントはははは「「「「第第第第２２２２次次次次ソロモンソロモンソロモンソロモン海海海海々々々々戦戦戦戦

(Eastern Solomons)」」」」記録記録記録記録シートシートシートシート下下下下ののののダメージダメージダメージダメージ・・・・トラックトラックトラックトラックにあるにあるにあるにある揚揚揚揚

陸船団陸船団陸船団陸船団ボックスボックスボックスボックスをそのをそのをそのをその数数数数だけだけだけだけ塗塗塗塗りりりり潰潰潰潰すすすす事事事事でででで表表表表されるされるされるされる。。。。またこれにまたこれにまたこれにまたこれに

よ っ てよ っ てよ っ てよ っ て 獲 得獲 得獲 得獲 得 で き るで き るで き るで き る 得 点得 点得 点得 点 はははは 、、、、 通 常通 常通 常通 常 のののの 「「「「 揚 陸 船 団揚 陸 船 団揚 陸 船 団揚 陸 船 団 (Invasion 
Force:4B)」」」」 シートシートシートシートによってによってによってによって得得得得られるものではなくられるものではなくられるものではなくられるものではなく、、、、 揚陸船団揚陸船団揚陸船団揚陸船団

(Invasion Force)ダメージダメージダメージダメージ・・・・トラックトラックトラックトラックのののの記載記載記載記載にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。 
 
☆☆☆☆南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦南太平洋海戦(Santa Cruz)：：：：ターンターンターンターン数数数数＝＝＝＝４４４４ 
 
１１１１）．）．）．）．日本軍日本軍日本軍日本軍によるによるによるによる各各各各ストライクストライクストライクストライクではではではでは、、、、名名名名のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを１１１１

人人人人までしかまでしかまでしかまでしか参加参加参加参加させられないさせられないさせられないさせられない。。。。これはこれはこれはこれは増援増援増援増援でででで得得得得られるられるられるられる名名名名のあるのあるのあるのある熟熟熟熟

練練練練パイロットパイロットパイロットパイロットをををを含含含含めてのめてのめてのめての制限制限制限制限であるであるであるである。。。。 
 
☆☆☆☆中中中中・・・・北部北部北部北部ソロモンソロモンソロモンソロモン戦役戦役戦役戦役(Solomon Islands)：：：： 
各各各各ミッションミッションミッションミッション数数数数＝＝＝＝６６６６ 
 
１１１１）．）．）．）．B-24D のののの機体機体機体機体カードカードカードカードをををを使用使用使用使用。。。。勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してこのしてこのしてこのしてこの機体機体機体機体はははは

重爆撃機重爆撃機重爆撃機重爆撃機としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく偵察機偵察機偵察機偵察機としてとしてとしてとして換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
＊PB4Y-1 とは米海軍が使用した B-24 Liberators に付けた制式名称。 
 
２２２２）．）．）．）．それがそれがそれがそれが 1943年前期年前期年前期年前期(Early 1943)ならならならなら：：：：L/W F4F ワイルドキャワイルドキャワイルドキャワイルドキャ

ットットットット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。

1943年後期年後期年後期年後期(Late 1943)ならならならなら：：：：L/W P-38G 双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、

L/W 零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。1944年前期年前期年前期年前期(Early 1944)
ならならならなら：：：：L/W F6F 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 零戦五二型零戦五二型零戦五二型零戦五二型(A6M5) １１１１エエエエ

レメントレメントレメントレメント。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて決定決定決定決定するするするする。。。。それがそれがそれがそれが赤赤赤赤ならならならなら L/W 
SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと L/W TBF アベンジアベンジアベンジアベンジ

ャーャーャーャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。青青青青ならならならなら L/W SB2C-1Cヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバー急降急降急降急降

下爆撃機下爆撃機下爆撃機下爆撃機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと L/W TBF アベンジャーアベンジャーアベンジャーアベンジャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。

白白白白ならならならなら L/W SB2C-1C ヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバーヘルダイバー急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと

L/W SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントがががが登場登場登場登場。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．このこのこのこの特別特別特別特別ミッションミッションミッションミッションでででで使用使用使用使用するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機についてはについてはについてはについてはキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンン・・・・リソースリソースリソースリソース・・・・シートシートシートシートをををを参照参照参照参照のことのことのことのこと。。。。 
 
☆☆☆☆比島戦役比島戦役比島戦役比島戦役(Philippines 1944)：：：：各各各各ミッションミッションミッションミッション数数数数＝＝＝＝６６６６ 
 
１１１１）．）．）．）．それがそれがそれがそれが 10月月月月 10日日日日～～～～12月月月月 10日日日日ならならならなら：：：：L/W P-47D 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エエエエ

レメントレメントレメントレメント、、、、L/W 雷電雷電雷電雷電(J2M) 局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。12月月月月 11日日日日～～～～

１１１１月月月月８８８８日日日日ならならならなら：：：：L/W F4U-1 コルセアコルセアコルセアコルセア戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 雷電雷電雷電雷電

(J2M) 局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。１１１１月月月月９９９９日日日日～～～～21 日日日日ならならならなら：：：：L/W P-38L
双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 三式戦闘機飛燕三式戦闘機飛燕三式戦闘機飛燕三式戦闘機飛燕(Ki-61) １１１１エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトト。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．B-24J のののの機体機体機体機体カードカードカードカードをををを使用使用使用使用。。。。勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してこのしてこのしてこのしてこの機体機体機体機体はははは重重重重

爆爆爆爆撃機撃機撃機撃機としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく偵察機偵察機偵察機偵察機としてとしてとしてとして換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて決定決定決定決定するするするする。。。。それがそれがそれがそれが赤赤赤赤ならならならなら L/W 
SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃急降下爆撃急降下爆撃急降下爆撃２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。青青青青ならならならなら L/W TBF アベアベアベアベ

ンジャーンジャーンジャーンジャー雷撃機雷撃機雷撃機雷撃機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。白白白白ならならならなら L/W SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下急降下急降下急降下

爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと L/W F4U-1 コルセアコルセアコルセアコルセア戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機（（（（爆装爆装爆装爆装））））１１１１エレメエレメエレメエレメ

ントントントントがががが登場登場登場登場。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．このこのこのこの特別特別特別特別ミッションミッションミッションミッションでででで使用使用使用使用するするするする飛行機飛行機飛行機飛行機についてはについてはについてはについてはキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンン・・・・リソースリソースリソースリソース・・・・シートシートシートシートをををを参照参照参照参照のことのことのことのこと。。。。 
 
５５５５）．）．）．）．それがそれがそれがそれが１１１１月月月月９９９９日日日日～～～～21 日日日日であればであればであればであれば、、、、F6F ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは

全全全全てててて F4F ワイルドキャッワイルドキャッワイルドキャッワイルドキャットトトト戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機にににに差差差差しししし替替替替えることえることえることえること。。。。 
 
☆☆☆☆沖縄戦役沖縄戦役沖縄戦役沖縄戦役(Okinawa)：：：：各各各各ミッションミッションミッションミッション数数数数＝＝＝＝６６６６  
 
１１１１）．）．）．）．米海兵隊所属機米海兵隊所属機米海兵隊所属機米海兵隊所属機とととと見見見見なすなすなすなす。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標掩蔽壕目標(Fortified targets:27.9) 
 
３３３３）．）．）．）．索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務索敵哨戒任務〔〔〔〔27.7〕〕〕〕 
 
４４４４）．）．）．）．それがそれがそれがそれが３３３３月月月月ならならならなら：：：：L/W F6F ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、

L/W 雷電雷電雷電雷電 (J2M) 局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント  OR L/W 四式戦四式戦四式戦四式戦

(Ki-84-1a) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～15 日日日日ならならならなら：：：：L/W F6F ヘルキャヘルキャヘルキャヘルキャ

ットットットット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 雷電雷電雷電雷電(J2M) 局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機局地戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント

OR L/W 五式戦五式戦五式戦五式戦(Ki-100)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。４４４４月月月月 16 日日日日～～～～６６６６月月月月２２２２日日日日ならならならなら：：：：

L/W F4U-1 コルセアコルセアコルセアコルセア戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型

(A6M3) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント OR L/W 一式戦隼一式戦隼一式戦隼一式戦隼(Ki-43-１１１１)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント。。。。 
    更更更更にそれがにそれがにそれがにそれが日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機のののの場合場合場合場合、、、、アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いいいい

てどちらがてどちらがてどちらがてどちらが登場登場登場登場するかをするかをするかをするかを決決決決めるめるめるめる。。。。それがそれがそれがそれが赤赤赤赤ならならならなら帝國陸軍機帝國陸軍機帝國陸軍機帝國陸軍機、、、、青青青青まままま

たはたはたはたは白白白白ならならならなら帝國海軍機帝國海軍機帝國海軍機帝國海軍機のののの方方方方であるであるであるである。。。。 
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！！！！注意注意注意注意：：：：実際実際実際実際ののののプレイプレイプレイプレイにはにはにはにはＣＣＣＣ3ＩＩＩＩ誌誌誌誌 16 号号号号のののの購入購入購入購入がががが必須必須必須必須ですですですです。。。。同誌同誌同誌同誌

にはにはにはには各種専用判定表各種専用判定表各種専用判定表各種専用判定表のののの付付付付いたいたいたいたキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートにににに記録記録記録記録シートシートシートシート、、、、

更更更更にににに追加航空機追加航空機追加航空機追加航空機カードカードカードカード 16 枚枚枚枚（（（（カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇 PBY-5、、、、九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇

H6K4、、、、九六艦戦九六艦戦九六艦戦九六艦戦 A5M4、、、、一式戦闘機隼一式戦闘機隼一式戦闘機隼一式戦闘機隼 Ki-43-I 、、、、B-17D 重爆重爆重爆重爆、、、、

B-17E 重爆重爆重爆重爆、、、、B-26B 中爆中爆中爆中爆、、、、A-20A 攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機））））がががが添付添付添付添付されていますされていますされていますされています。。。。 
 
Zero!－－－－DiF Series Campaign  

The Marshall Islands raids,1942 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：米海軍米海軍米海軍米海軍はははは太平洋機動部隊太平洋機動部隊太平洋機動部隊太平洋機動部隊のののの全力全力全力全力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて、、、、対日反攻対日反攻対日反攻対日反攻のののの開開開開

始始始始をををを 1942年年年年２２２２月月月月１１１１日日日日とととと決定決定決定決定、、、、クェゼリンクェゼリンクェゼリンクェゼリンをををを始始始始めとするめとするめとするめとするマーマーマーマーシャルシャルシャルシャル、、、、

ギルバートギルバートギルバートギルバート群島群島群島群島のののの日本海軍前進基地日本海軍前進基地日本海軍前進基地日本海軍前進基地をををを叩叩叩叩くべくくべくくべくくべく着着着着々々々々とととと準備準備準備準備をををを進進進進

めめめめ、、、、計画通計画通計画通計画通りりりり同日同日同日同日、、、、ハルゼーハルゼーハルゼーハルゼー中将率中将率中将率中将率いるいるいるいる空母空母空母空母エンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズよよよよ

りりりり雷爆連合数十機雷爆連合数十機雷爆連合数十機雷爆連合数十機がががが、、、、まだまだまだまだ明明明明けやらぬけやらぬけやらぬけやらぬ東東東東のののの空空空空からからからからクェゼリンクェゼリンクェゼリンクェゼリン環礁環礁環礁環礁

目指目指目指目指してしてしてして飛飛飛飛びびびび立立立立ったったったった。。。。完全完全完全完全なななな奇襲奇襲奇襲奇襲となったこのとなったこのとなったこのとなったこの空襲空襲空襲空襲でででで日本軍日本軍日本軍日本軍はははは補補補補

助艦助艦助艦助艦 3 隻沈没隻沈没隻沈没隻沈没、、、、大破大破大破大破 1 隻隻隻隻、、、、中破中破中破中破 2 隻隻隻隻、、、、小破小破小破小破 5 隻隻隻隻、、、、航空機航空機航空機航空機はははは炎上炎上炎上炎上、、、、

未帰還併未帰還併未帰還併未帰還併せてせてせてせて 18 機機機機、、、、陸上施設陸上施設陸上施設陸上施設のののの多多多多くをくをくをくを焼失焼失焼失焼失、、、、破壊破壊破壊破壊されされされされ、、、、人的被人的被人的被人的被

害害害害はははは軍人軍属軍人軍属軍人軍属軍人軍属のののの戦死戦死戦死戦死 86、、、、負傷負傷負傷負傷 92、、、、一般人一般人一般人一般人（（（（現地人含現地人含現地人含現地人含））））死傷死傷死傷死傷 92のののの

計計計計 236人人人人にににに上上上上ったったったった。。。。このこのこのこの中中中中にはにはにはには第六根拠地司令官八代少将第六根拠地司令官八代少将第六根拠地司令官八代少将第六根拠地司令官八代少将のののの戦戦戦戦

死死死死、、、、第六艦隊司令長官清水中将第六艦隊司令長官清水中将第六艦隊司令長官清水中将第六艦隊司令長官清水中将がががが（（（（香取香取香取香取へへへへのののの至近弾至近弾至近弾至近弾によりによりによりにより））））重重重重

傷傷傷傷をををを負負負負ってってってって更迭更迭更迭更迭されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍にとってまさににとってまさににとってまさににとってまさに完敗完敗完敗完敗であったであったであったであった。。。。 
 
 
    本本本本キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの概要概要概要概要(Rules Summary) 
 
☆☆☆☆．．．．３３３３つのつのつのつのミッションミッションミッションミッションでででで構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。 
☆☆☆☆．．．．空戦空戦空戦空戦ミッションミッションミッションミッション(Mission 2)をををを除除除除くくくく残残残残りりりり２２２２つのつのつのつの攻撃攻撃攻撃攻撃ミッションミッションミッションミッションはははは、、、、

通常通通常通通常通通常通りりりり、、、、提示提示提示提示されたされたされたされた往路往路往路往路、、、、帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンからからからから爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機ののののスピードスピードスピードスピード値値値値

をををを減算減算減算減算してしてしてして求求求求めためためためたターンターンターンターン数数数数でそれぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれ行行行行われるわれるわれるわれる。。。。 
☆☆☆☆．．．．両軍両軍両軍両軍ともともともともミッションミッションミッションミッション毎毎毎毎にににに指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体、、、、機数機数機数機数だけをだけをだけをだけを使用使用使用使用するするするする。。。。

ミッションミッションミッションミッションからからからからミッションミッションミッションミッションへへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越すことやすことやすことやすことや、、、、あるあるあるあるミッションミッションミッションミッションでのでのでのでの損害損害損害損害

がががが他他他他ののののミッションミッションミッションミッションにににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすこぼすこぼすこぼすこともないともないともないともない。。。。 
☆☆☆☆．．．．これはこれはこれはこれは史実史実史実史実にににに基基基基づくづくづくづくヒストリカルヒストリカルヒストリカルヒストリカル・・・・ゲームゲームゲームゲームでありでありでありであり、、、、両軍両軍両軍両軍ともともともとも名名名名

のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットはははは登場登場登場登場しないしないしないしない。。。。ただしもしただしもしただしもしただしもし純粋純粋純粋純粋ななななゲームゲームゲームゲームとしとしとしとし

てててて楽楽楽楽しむしむしむしむ為為為為ならばならばならばならば、、、、ミッションミッションミッションミッション２２２２のののの日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機にににに限限限限りりりり熟練熟練熟練熟練パイロパイロパイロパイロ

ットットットットのののの有無判定有無判定有無判定有無判定〔〔〔〔19.24〕〕〕〕をををを行行行行ってもよいってもよいってもよいってもよい（（（（訳註訳註訳註訳註：：：：機種名機種名機種名機種名「「「「九六艦戦九六艦戦九六艦戦九六艦戦」」」」

A5M のののの熟練熟練熟練熟練パイロットカウンターパイロットカウンターパイロットカウンターパイロットカウンターはははは無無無無いのでいのでいのでいので、、、、九六艦戦九六艦戦九六艦戦九六艦戦でででで育育育育ったったったった

零戦零戦零戦零戦(A6M)パイロットパイロットパイロットパイロットをををを使用使用使用使用するものとするものとするものとするものと思思思思われるわれるわれるわれる）。）。）。）。 
☆☆☆☆.重要重要重要重要なななな注意注意注意注意：：：：ミッションミッションミッションミッション３３３３でででで使用使用使用使用するするするする九六陸攻九六陸攻九六陸攻九六陸攻(G3M)はははは爆装爆装爆装爆装のののの

みみみみ許許許許されるされるされるされる。。。。雷装雷装雷装雷装はできないはできないはできないはできない。。。。 
☆☆☆☆．．．．ミッションミッションミッションミッション３３３３でででで使用使用使用使用するするするする米空母米空母米空母米空母はははは、、、、広域対空広域対空広域対空広域対空射撃射撃射撃射撃２２２２、、、、目標目標目標目標からからからから

のののの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃２２２２のののの目標目標目標目標シートシートシートシート(Carrier Fleet:2B)をををを使使使使うううう。。。。なおなおなおなおコルセコルセコルセコルセ

アアアア＆＆＆＆ヘルキャットヘルキャットヘルキャットヘルキャットをををを所有所有所有所有しているならしているならしているならしているなら、、、、空母目標空母目標空母目標空母目標シートシートシートシート(5A)のののの目目目目

標標標標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力をををを３３３３ではなくではなくではなくではなく２２２２とととと見見見見なしてなしてなしてなして使用使用使用使用するとするとするとすると良良良良いいいい。。。。 
    なおなおなおなおミッションミッションミッションミッション３３３３でででで使用使用使用使用するするするする空母損傷度数空母損傷度数空母損傷度数空母損傷度数はははは以下以下以下以下のののの通通通通りりりり。。。。 
００００～～～～３３３３：：：：損害軽微損害軽微損害軽微損害軽微(Undamaged)、、、、４４４４～～～～８８８８：：：：中破中破中破中破(Damaged)、、、、９９９９～～～～13：：：：

大破大破大破大破(Crippled)、、、、14 以上以上以上以上：：：：撃沈撃沈撃沈撃沈(Sunk)。。。。 
（（（（爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果カードカードカードカードとととと対応対応対応対応ダメージダメージダメージダメージ：：：：Miss/Hit/Direct/Vital ＝＝＝＝0/1/4/7）））） 
 
製作註製作註製作註製作註：：：：1942年当時年当時年当時年当時ののののエンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズはははは、、、、まだまだまだまだ目標目標目標目標からのからのからのからの対空対空対空対空

射撃力射撃力射撃力射撃力がががが２２２２であったであったであったであった。。。。対空兵装対空兵装対空兵装対空兵装がががが強化強化強化強化されたされたされたされた戦争後半戦争後半戦争後半戦争後半ののののキャンキャンキャンキャン

ペーンペーンペーンペーンではではではでは３３３３となるとなるとなるとなる。。。。 
 
☆☆☆☆．．．．以下以下以下以下のののの各各各各ミッションミッションミッションミッションがががが終終終終わるわるわるわる毎毎毎毎にににに個個個個々々々々のののの勝敗勝敗勝敗勝敗をををを判定判定判定判定しししし、、、、最後最後最後最後

にににに３３３３ミッションミッションミッションミッション全体全体全体全体でのでのでのでの勝敗勝敗勝敗勝敗をををを判定判定判定判定するするするする。。。。 
 
★★★★ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃１１１１：：：： 

戦場戦場戦場戦場：：：：ロイロイロイロイ島島島島 
目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 
攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機：：：：L/W SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機２２２２エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトト 
開始高度開始高度開始高度開始高度／／／／往復往復往復往復ターンターンターンターン：：：：任意任意任意任意／／／／往路往路往路往路８８８８、、、、帰路帰路帰路帰路７７７７ターンターンターンターン 

 
★★★★ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃２２２２：：：： 

戦場戦場戦場戦場：：：：タロアタロアタロアタロア島島島島 
目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：空戦空戦空戦空戦(Dogfight:1B) 
攻防航空機攻防航空機攻防航空機攻防航空機：：：：L/W F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント対対対対

L/W 九六艦戦九六艦戦九六艦戦九六艦戦(A5M) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
開始高度開始高度開始高度開始高度／／／／空戦空戦空戦空戦ターンターンターンターン：：：：任意任意任意任意／／／／６６６６ターンターンターンターン 

 
★★★★ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃３３３３：：：： 

戦場戦場戦場戦場：：：：空母空母空母空母エンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズ 
目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：空母空母空母空母(Carrier Fleet) 
攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機：：：：九六陸攻九六陸攻九六陸攻九六陸攻(G3M)４４４４機機機機（（（（爆装爆装爆装爆装）））） 
開始高度開始高度開始高度開始高度／／／／往復往復往復往復ターンターンターンターン：：：：超低空超低空超低空超低空／／／／往路往路往路往路７７７７、、、、帰路帰路帰路帰路６６６６ターンターンターンターン 

 
●●●●日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側リソースリソースリソースリソース 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃１１１１：：：：L/W 九六艦戦九六艦戦九六艦戦九六艦戦(A5M) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃２２２２：：：：無無無無しししし 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃３３３３：：：：無無無無しししし 
 
☆☆☆☆日本軍側日本軍側日本軍側日本軍側リソースリソースリソースリソース 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃１１１１：：：：無無無無しししし  
ミッシミッシミッシミッションョンョンョン＃＃＃＃２２２２：：：：無無無無しししし 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃３３３３：：：：L/W F4F ワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャットワイルドキャット戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
 
■■■■勝利判定勝利判定勝利判定勝利判定（（（（米軍米軍米軍米軍 VP－－－－日本軍日本軍日本軍日本軍 VP＝＝＝＝下記勝敗基準下記勝敗基準下記勝敗基準下記勝敗基準）））） 
 

ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃１１１１：＋：＋：＋：＋９９９９VP 以上以上以上以上ならこのならこのならこのならこのミッションミッションミッションミッションはははは米軍勝利米軍勝利米軍勝利米軍勝利 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃２２２２：＋：＋：＋：＋５５５５VP 以上以上以上以上ならこのならこのならこのならこのミッションミッションミッションミッションはははは米軍勝利米軍勝利米軍勝利米軍勝利 
ミッションミッションミッションミッション＃＃＃＃３３３３：：：：もしもしもしもしエンタープライズエンタープライズエンタープライズエンタープライズがががが中破中破中破中破(Damaged：：：：4-8 打打打打

撃撃撃撃)したらこのしたらこのしたらこのしたらこのミッションミッションミッションミッションはははは日本軍日本軍日本軍日本軍のののの勝利勝利勝利勝利。。。。もしもしもしもし万一万一万一万一エンプラエンプラエンプラエンプラがががが９９９９打打打打

撃以上被撃以上被撃以上被撃以上被ってってってって大破大破大破大破(Crippled) またはまたはまたはまたは撃沈撃沈撃沈撃沈(Sunk)にににに至至至至ったならったならったならったなら、、、、

個個個個々々々々ののののミッションミッションミッションミッションでのでのでのでの勝敗勝敗勝敗勝敗にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、このこのこのこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン全体全体全体全体にににに

関関関関してしてしてして自動的自動的自動的自動的にににに日本軍日本軍日本軍日本軍のののの勝利勝利勝利勝利とととと見見見見なすなすなすなす。。。。 
 
    原則的原則的原則的原則的にににに３３３３つのつのつのつのミッションミッションミッションミッションをををを終終終終えたえたえたえた段階段階段階段階でででで、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくのミッションミッションミッションミッション

でででで勝利勝利勝利勝利をををを得得得得ているているているている側側側側がこのがこのがこのがこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの勝者勝者勝者勝者となるとなるとなるとなる。。。。ただしただしただしただしミッミッミッミッ

ションションションション３３３３においてにおいてにおいてにおいて米空母米空母米空母米空母エンプラエンプラエンプラエンプラがががが大破大破大破大破またはまたはまたはまたは撃沈撃沈撃沈撃沈のいずれかでのいずれかでのいずれかでのいずれかで

あればあればあればあれば自動的自動的自動的自動的にににに日本軍日本軍日本軍日本軍がががが勝者勝者勝者勝者となるとなるとなるとなる。。。。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zero! and Corsairs&Hellcats－－－－DiF Series Campaign  

Struggle for the Aleutians 
 
■■■■当当当当キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにににに必要必要必要必要なななな物物物物 
 
    原則的原則的原則的原則的にににに Zero!ととととCorsairs&Hellcats があればがあればがあればがあればプレイプレイプレイプレイ可能可能可能可能。。。。ただただただただ

しししし「「「「目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：レーダーレーダーレーダーレーダー観測哨観測哨観測哨観測哨(Rader Station)」」」」はははは欧州戦域欧州戦域欧州戦域欧州戦域をををを舞舞舞舞

台台台台とするとするとするとする Rise of the Luftwaffe（（（（絶版絶版絶版絶版））））にににに同梱同梱同梱同梱されておりされておりされておりされており、、、、C3I 誌誌誌誌

第第第第 15 号号号号にににに再録再録再録再録してはいるがしてはいるがしてはいるがしてはいるが、、、、それをそれをそれをそれを購入購入購入購入していないしていないしていないしていない場合場合場合場合はははは「「「「目目目目

標標標標シートシートシートシート：：：：水上機基地水上機基地水上機基地水上機基地(Seaplane Base:4B)」」」」でででで代用代用代用代用されたいされたいされたいされたい。。。。 
 
■■■■当当当当キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでででで注意注意注意注意すべきすべきすべきすべきルールルールルールルール 
 
    原則的原則的原則的原則的にににに Zero!とととと Corsairs&Hellcats ルールルールルールルールにににに準準準準ずるずるずるずる。。。。ただしただしただしただし

次次次次にににに述述述述べるべるべるべる当当当当キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン専用専用専用専用のののの増援増援増援増援（（（（リリリリソースソースソースソース））））とととと攻撃目標特攻撃目標特攻撃目標特攻撃目標特

定表定表定表定表(Target Systems Chart)にににに注意注意注意注意してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。 
 
■■■■アッツアッツアッツアッツ／／／／キスカキスカキスカキスカのののの日本軍専用攻撃対象日本軍専用攻撃対象日本軍専用攻撃対象日本軍専用攻撃対象ルールルールルールルール 
 
    米軍米軍米軍米軍によるによるによるによるアッツアッツアッツアッツととととキスカキスカキスカキスカ島島島島のののの日本軍日本軍日本軍日本軍にににに対対対対するするするする攻撃任務攻撃任務攻撃任務攻撃任務ではではではでは、、、、

以下以下以下以下のののの攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標にににに対対対対してしてしてして特別特別特別特別なななな効果効果効果効果がががが適用適用適用適用されるされるされるされる。。。。 
 
１１１１）．）．）．）．日本軍日本軍日本軍日本軍のののの「「「「島嶼守備隊島嶼守備隊島嶼守備隊島嶼守備隊(ISLAND OUTPOST)」」」」にににに対対対対しししし、、、、専用専用専用専用

記録記録記録記録シートシートシートシートのののの攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表(Target Systems Chart)でででで「「「「物資集物資集物資集物資集

積 所積 所積 所積 所 (Supply Center:2A) 」」」」 ま た はま た はま た はま た は 「「「「 地 上 部 隊地 上 部 隊地 上 部 隊地 上 部 隊 (Ground 
Forces:3A)」」」」とととと攻撃対象攻撃対象攻撃対象攻撃対象がががが特定特定特定特定されされされされたたたた場合場合場合場合、、、、それらはそれらはそれらはそれらは退避壕内退避壕内退避壕内退避壕内にににに

あるとしてあるとしてあるとしてあるとして、、、、個個個個々々々々のののの爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果カードカードカードカードにににに関関関関してしてしてして相手相手相手相手にににに与与与与えるえるえるえるダメーダメーダメーダメー

ジポイントジポイントジポイントジポイントがががが１１１１減少減少減少減少するするするする（（（（ただしただしただしただし Missをををを除除除除いていていていて最低最低最低最低１１１１ダメージダメージダメージダメージはははは保保保保

証証証証されるされるされるされる）。）。）。）。なおなおなおなお機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射にはこれはにはこれはにはこれはにはこれは適用適用適用適用されずされずされずされず、、、、ルールルールルールルール通通通通りりりりダダダダ

メージメージメージメージをををを与与与与えるえるえるえる（（（（機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射のののの命中命中命中命中はははは常常常常にににに１１１１ダメージダメージダメージダメージであるであるであるである為為為為）。）。）。）。 
 
２２２２）．）．）．）．日本軍日本軍日本軍日本軍のののの「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」はははは未完成未完成未完成未完成でありでありでありであり、、、、そのそのそのその為為為為ここここ

れにれにれにれに対対対対するするするする米軍米軍米軍米軍のののの攻撃攻撃攻撃攻撃ではではではでは、、、、個個個個々々々々のののの爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果カードカードカードカードにににに関関関関してしてしてして相相相相

手手手手にににに与与与与えるえるえるえるダメージポイントダメージポイントダメージポイントダメージポイントがががが１１１１増大増大増大増大するするするする。。。。ただしただしただしただし機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射にはこにはこにはこにはこ

れはれはれはれは適用適用適用適用されずされずされずされず、、、、ルールルールルールルール通通通通りのりのりのりのダメージダメージダメージダメージしかしかしかしか与与与与えられないえられないえられないえられない。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．日本軍日本軍日本軍日本軍のののの「「「「碇泊地碇泊地碇泊地碇泊地(HARBER) 」」」」にににに対対対対しししし、、、、専用記録専用記録専用記録専用記録シートシートシートシートのののの攻攻攻攻

撃目標特定表撃目標特定表撃目標特定表撃目標特定表でででで「「「「輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団(Freighters:4A)」」」」とととと出出出出たたたた場合場合場合場合、、、、日本日本日本日本のののの

輸送船輸送船輸送船輸送船はははは全全全全てててて投錨状態投錨状態投錨状態投錨状態にあるものとしてにあるものとしてにあるものとしてにあるものとして、、、、海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対するするするする罰罰罰罰

則則則則〔〔〔〔21.63〕〕〕〕がががが適用適用適用適用されないされないされないされない。。。。なおなおなおなお雷撃雷撃雷撃雷撃にににに関関関関してはしてはしてはしては海上目標海上目標海上目標海上目標であるであるであるである

ことにことにことにことに変変変変わりなくわりなくわりなくわりなく、、、、通常通通常通通常通通常通りこれにりこれにりこれにりこれに対対対対しししし雷撃雷撃雷撃雷撃をををを行行行行ってよいってよいってよいってよい。。。。 
 
■■■■任務飛行機任務飛行機任務飛行機任務飛行機のののの無作為決定無作為決定無作為決定無作為決定 
 
    幾幾幾幾 つ か のつ か のつ か のつ か の ミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ンミ ッ シ ョ ン で はで はで はで は 両 軍両 軍両 軍両 軍 と もと もと もと も 「「「「 任 務 目 的 表任 務 目 的 表任 務 目 的 表任 務 目 的 表 (Mission 
Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種(Aircraft) 」」」」でででで米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊、、、、重爆重爆重爆重爆、、、、中中中中

爆爆爆爆、、、、龍驤発艦攻撃隊龍驤発艦攻撃隊龍驤発艦攻撃隊龍驤発艦攻撃隊といといといといったったったった曖昧曖昧曖昧曖昧なななな指定指定指定指定をををを受受受受けることがあるけることがあるけることがあるけることがある。。。。ここここ

のののの場合場合場合場合、、、、使用機種使用機種使用機種使用機種をををを特定特定特定特定するためにするためにするためにするために更更更更にににに一枚一枚一枚一枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを

引引引引きききき、、、、次次次次のののの判定表判定表判定表判定表にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。 
 
＊＊＊＊米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊米陸軍航空隊爆撃隊、、、、中爆判定表中爆判定表中爆判定表中爆判定表、、、、重爆判定表重爆判定表重爆判定表重爆判定表、、、、龍驤発艦攻龍驤発艦攻龍驤発艦攻龍驤発艦攻

撃隊撃隊撃隊撃隊のののの詳細詳細詳細詳細はははは、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ3ＩＩＩＩ誌誌誌誌 16 号号号号のののの 35 ページページページページ下段参照下段参照下段参照下段参照。。。。 
＊訳註：なお表とは異なり史実の「龍驤」は艦爆を搭載していない。

艦爆を持つ隼鷹との混成攻撃隊と考えるべきだろう。 
 
■■■■山嶽地形山嶽地形山嶽地形山嶽地形(Mountainous Terrain) 
 
    アッツアッツアッツアッツ／／／／キスカキスカキスカキスカ島島島島のののの厳厳厳厳しいしいしいしい気象条件気象条件気象条件気象条件とととと険険険険しいしいしいしい地形地形地形地形をををを再現再現再現再現するするするする為為為為、、、、

「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」におけるにおけるにおけるにおける幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの「「「「目標目標目標目標タイプタイプタイプタイプ

(Target Type)」」」」ではではではでは、、、、注記注記注記注記としてとしてとしてとして山嶽地形山嶽地形山嶽地形山嶽地形であることがであることがであることがであることが指定指定指定指定されされされされ

ているているているている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの目標目標目標目標にににに対対対対するするするする任務任務任務任務ではではではでは、、、、目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ（（（（侵侵侵侵

入入入入・・・・爆撃爆撃爆撃爆撃・・・・退去退去退去退去））））のののの各各各各ターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時にににに、、、、攻撃側防御側問攻撃側防御側問攻撃側防御側問攻撃側防御側問わずわずわずわず、、、、超超超超

低空低空低空低空にあるにあるにあるにある各機各機各機各機それぞれにつきそれぞれにつきそれぞれにつきそれぞれにつきアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて、、、、もももも

しそれがしそれがしそれがしそれが「「「「白白白白カードカードカードカード」」」」であるならであるならであるならであるなら、、、、山肌山肌山肌山肌にににに激突激突激突激突してしてしてして自爆自爆自爆自爆したものとししたものとししたものとししたものとし

てててて除去除去除去除去されるされるされるされる。。。。ただしこれによるただしこれによるただしこれによるただしこれによる除去除去除去除去はははは VP 計算計算計算計算のののの対象対象対象対象とはならとはならとはならとはなら

ないないないない。。。。 
 
■■■■特殊特殊特殊特殊なななな気象気象気象気象 
 
    アリューシャンアリューシャンアリューシャンアリューシャン列島列島列島列島のののの天候天候天候天候はははは年中最悪年中最悪年中最悪年中最悪でありでありでありであり、、、、両軍両軍両軍両軍ともそのともそのともそのともその航航航航

空作戦空作戦空作戦空作戦はははは日常茶飯事的日常茶飯事的日常茶飯事的日常茶飯事的にににに天候天候天候天候にににに左右左右左右左右されたされたされたされた。。。。これをこれをこれをこれを再現再現再現再現するたするたするたするた

めめめめ、、、、ダッチハーバーダッチハーバーダッチハーバーダッチハーバー／／／／キスカキスカキスカキスカ電撃占領電撃占領電撃占領電撃占領キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにおけるにおけるにおけるにおける「「「「ダダダダ

ッチハーバーッチハーバーッチハーバーッチハーバー空襲空襲空襲空襲キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」(42 年年年年 6 月月月月 3-5 日日日日)をををを除除除除くくくく（（（（ダッチダッチダッチダッチ

ハーバーハーバーハーバーハーバー空襲空襲空襲空襲はははは天候天候天候天候にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた時時時時にのみにのみにのみにのみ行行行行われたわれたわれたわれた）、）、）、）、全全全全てのてのてのてのミッミッミッミッ

シ ョ ンシ ョ ンシ ョ ンシ ョ ン に お い てに お い てに お い てに お い て 「「「「 任 務 目 的 表任 務 目 的 表任 務 目 的 表任 務 目 的 表 (Mission Targets)」」」」 でででで 「「「「 目 標目 標目 標目 標

(Target)」」」」をををを判定判定判定判定するするするする前前前前にににに、、、、まずまずまずまずアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引いていていていて天天天天

候候候候がががが与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響をををを決定決定決定決定しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。 
    なおなおなおなお原則的原則的原則的原則的にににに「「「「通常天候表通常天候表通常天候表通常天候表(Normal Weather Table)」」」」をををを使用使用使用使用すすすす

る がる がる がる が 、、、、 日 本 軍日 本 軍日 本 軍日 本 軍 がががが 増 援増 援増 援増 援 （（（（ リ ソ ー スリ ソ ー スリ ソ ー スリ ソ ー ス ）））） と し てと し てと し てと し て 峻 厳峻 厳峻 厳峻 厳 なななな 天 候天 候天 候天 候 (Severe 
Weather)をををを選択選択選択選択したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、先先先先にににに決決決決めためためためた天候天候天候天候はははは無効無効無効無効とされとされとされとされ「「「「峻峻峻峻

厳厳厳厳なななな天候表天候表天候表天候表(Severe Weather Table)」」」」にににに従従従従ってってってって再再再再びびびび判定判定判定判定しししし直直直直すこすこすこすこ

とになるとになるとになるとになる。。。。 
    各天候表各天候表各天候表各天候表におけるにおけるにおけるにおける判定判定判定判定はははは下記下記下記下記にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。 
 
▼▼▼▼「「「「通常天候表通常天候表通常天候表通常天候表(Normal Weather Table)」」」」 

各各各各ミッションミッションミッションミッションにおいてにおいてにおいてにおいて「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」でででで「「「「目標目標目標目標

(Target)」」」」をををを判定判定判定判定するするするする前前前前にににに、、、、いずれかのいずれかのいずれかのいずれかのプレイヤプレイヤプレイヤプレイヤががががアクションカーアクションカーアクションカーアクションカー

ドドドドをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、そのそのそのその色色色色にににに従従従従ってそのってそのってそのってそのミッションミッションミッションミッション全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして下記下記下記下記のののの

効果効果効果効果がががが適用適用適用適用されるされるされるされる。。。。なおそのなおそのなおそのなおそのミッミッミッミッションションションションががががアリューシャンアリューシャンアリューシャンアリューシャン・・・・キャンペキャンペキャンペキャンペ

ーンーンーンーンのののの冬季冬季冬季冬季（（（（1942年冬年冬年冬年冬～～～～43年春年春年春年春））））にににに行行行行われるものならわれるものならわれるものならわれるものなら、、、、判定表判定表判定表判定表のののの

横列横列横列横列をををを一段下一段下一段下一段下げてげてげてげて効果効果効果効果をををを見見見見ることることることること。。。。 
 

赤赤赤赤カードカードカードカード：「：「：「：「好天好天好天好天」：」：」：」：影響影響影響影響なしなしなしなし 
青青青青カードカードカードカード：「：「：「：「曇天曇天曇天曇天」：」：」：」：中爆中爆中爆中爆またはまたはまたはまたは重爆重爆重爆重爆によるによるによるによる爆撃爆撃爆撃爆撃ではではではでは、、、、引引引引けるけるけるける爆爆爆爆

撃結果撃結果撃結果撃結果カードカードカードカードがががが各機毎各機毎各機毎各機毎にににに１１１１枚減少枚減少枚減少枚減少するするするする。。。。 
白白白白カードカードカードカード：「：「：「：「低雲低雲低雲低雲」：」：」：」：全全全全てのてのてのての編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機はそのはそのはそのはその開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを現現現現

在在在在のののの高度高度高度高度よりよりよりより１１１１レベルレベルレベルレベル低低低低いものにするいものにするいものにするいものにする（（（（ただしただしただしただし超低空超低空超低空超低空をををを下限下限下限下限とすとすとすとす

るるるる）。）。）。）。更更更更にににに往路往路往路往路がががが１１１１ターンターンターンターン増加増加増加増加するするするする。。。。 
白白白白カードカードカードカードのののの一段下一段下一段下一段下（（（（冬季冬季冬季冬季のみのみのみのみ）：「）：「）：「）：「暴風雪暴風雪暴風雪暴風雪」：」：」：」：そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションにににに参参参参

加加加加するするするする全全全全てのてのてのての米加軍単発戦闘機米加軍単発戦闘機米加軍単発戦闘機米加軍単発戦闘機(P-40E,P-39K,Kittyhawk-I) はははは

飛飛飛飛びびびび立立立立てずてずてずてずミッションミッションミッションミッションからからからから外外外外されるされるされるされる。。。。更更更更にににに往路往路往路往路がががが３３３３ターンターンターンターン増加増加増加増加すすすす

るるるる。。。。 
 
▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「峻厳峻厳峻厳峻厳なななな天候表天候表天候表天候表(Severe Weather Table)」」」」 

日本軍日本軍日本軍日本軍がががが増援増援増援増援でこのでこのでこのでこの天候表天候表天候表天候表のののの方方方方をををを選選選選んだんだんだんだ場合場合場合場合、、、、いずれかのいずれかのいずれかのいずれかのププププ

レイヤレイヤレイヤレイヤががががアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、そのそのそのその色色色色にににに従従従従ってそのってそのってそのってそのミッショミッショミッショミッショ

ンンンン全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして下記下記下記下記のののの効果効果効果効果がががが持続持続持続持続するするするする。。。。なおそのなおそのなおそのなおそのミッションミッションミッションミッションががががアアアア

リューシャンリューシャンリューシャンリューシャン・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの冬季冬季冬季冬季（（（（1942 年冬年冬年冬年冬～～～～43 年春年春年春年春））））にににに行行行行わわわわ

れるなられるなられるなられるなら、、、、判定表判定表判定表判定表のののの横列横列横列横列をををを一段下一段下一段下一段下げてげてげてげて効果効果効果効果をををを見見見見ることることることること。。。。 
 

赤赤赤赤カードカードカードカード：「：「：「：「目標上空目標上空目標上空目標上空にににに霧霧霧霧」：」：」：」：中爆中爆中爆中爆またはまたはまたはまたは重爆重爆重爆重爆によるによるによるによる爆撃爆撃爆撃爆撃ではではではでは、、、、

引引引引けるけるけるける爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果カードカードカードカードがががが各機毎各機毎各機毎各機毎にににに２２２２枚減少枚減少枚減少枚減少するするするする。。。。機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射はははは行行行行

えないえないえないえない。。。。 
青青青青カードカードカードカード：「：「：「：「機体機体機体機体にににに着氷着氷着氷着氷」：」：」：」：目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズ開始時開始時開始時開始時、、、、攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側のののの

各航空機毎各航空機毎各航空機毎各航空機毎ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、もしそれがもしそれがもしそれがもしそれが青青青青カードカードカードカードでででで

あればそのあればそのあればそのあればその機機機機はははは飛行中飛行中飛行中飛行中にににに着氷着氷着氷着氷したとしてしたとしてしたとしてしたとして直直直直ちにそのちにそのちにそのちにそのミッションミッションミッションミッションをををを

放棄放棄放棄放棄してしてしてして帰投帰投帰投帰投するするするする（（（（自動的自動的自動的自動的にににに離脱帰還離脱帰還離脱帰還離脱帰還したとしてしたとしてしたとしてしたとして機体機体機体機体カードカードカードカードをををを除除除除

去去去去するするするする）。）。）。）。 
白白白白カードカードカードカード：「：「：「：「霧中飛行霧中飛行霧中飛行霧中飛行」：」：」：」：全全全全てのてのてのての編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機はそのはそのはそのはその支援射撃力支援射撃力支援射撃力支援射撃力

がががが１１１１減少減少減少減少するするするする（（（（ただしただしただしただし単機単機単機単機でででで飛行飛行飛行飛行しているしているしているしている爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機にはにはにはには適用適用適用適用されなされなされなされな

いいいい）。）。）。）。更更更更にににに往路往路往路往路がががが１１１１ターンターンターンターン増加増加増加増加するするするする。。。。 
白白白白カードカードカードカードのののの一段下一段下一段下一段下（（（（冬季冬季冬季冬季のみのみのみのみ）：「）：「）：「）：「着陸時着陸時着陸時着陸時のののの濃霧濃霧濃霧濃霧」：」：」：」：最後最後最後最後のののの帰路帰路帰路帰路

ターンターンターンターン終了時終了時終了時終了時、、、、攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側のののの各航空機毎各航空機毎各航空機毎各航空機毎ににににアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引

きききき、、、、もしそれがもしそれがもしそれがもしそれが白白白白カードカードカードカードであればであればであればであれば着陸着陸着陸着陸にににに失敗失敗失敗失敗してしてしてして墜落墜落墜落墜落するするするする。。。。青青青青カカカカ

ードードードードであればそのであればそのであればそのであればその機機機機はははは不時着不時着不時着不時着してただちにしてただちにしてただちにしてただちに損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面となるとなるとなるとなる。。。。そそそそ

のののの時点時点時点時点でででで既既既既にににに損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面であればであればであればであれば墜落墜落墜落墜落するするするする。。。。これらによってこれらによってこれらによってこれらによって墜墜墜墜



落落落落したしたしたした機体機体機体機体１１１１つにつきつにつきつにつきつにつき攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側はははは 10VP をををを失失失失うううう。。。。 
 
■■■■当当当当キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン専用増援専用増援専用増援専用増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））のののの効用効用効用効用 
（（（（なおここにないなおここにないなおここにないなおここにない増援増援増援増援についてはについてはについてはについては Zero!とととと Corsairs&Hellcats ののののリリリリ

ソースチャートソースチャートソースチャートソースチャートにあたってもらいたいにあたってもらいたいにあたってもらいたいにあたってもらいたい）））） 
 
最悪最悪最悪最悪のののの天候天候天候天候(Abysmal Weather) 
    そのそのそのそのミッミッミッミッションションションションははははキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルされるされるされるされる。。。。なおこのなおこのなおこのなおこの場合場合場合場合、、、、相手側相手側相手側相手側がそがそがそがそ

ののののミッションミッションミッションミッションのののの為為為為にににに選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援はははは使使使使われたものとするわれたものとするわれたものとするわれたものとする。。。。 
 
アリューシャンアリューシャンアリューシャンアリューシャンのののの空飛空飛空飛空飛ぶぶぶぶ虎虎虎虎(Aleutian Tigers)：：：： 
        もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種

(Aircraft) 」」」」でででで指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体がががが米加軍米加軍米加軍米加軍でないでないでないでない場合場合場合場合、、、、このこのこのこの増援増援増援増援はははは

効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮できないできないできないできない。。。。 
それそれそれそれ以外以外以外以外のののの場合場合場合場合はははは L/W P-40E 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントがががが参加参加参加参加すすすす

るるるる。。。。 
＊フライング・タイガースで有名なシェンノート将軍の息子が米第

11 戦闘機戦隊長としてこの戦いに参加していた為この名称で呼ばれ

た。 
 
アムチトカアムチトカアムチトカアムチトカ島島島島のののの米軍飛行場攻撃米軍飛行場攻撃米軍飛行場攻撃米軍飛行場攻撃 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッション B ををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは L/W     二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦

(A6M2-N)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと零式水偵零式水偵零式水偵零式水偵(E13A)１１１１機機機機（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも爆装爆装爆装爆装））））にににに

よってよってよってよって米軍米軍米軍米軍「「「「飛行場飛行場飛行場飛行場(Airfield:3A) 」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。 
なおこのなおこのなおこのなおこの攻撃攻撃攻撃攻撃でででで飛行場飛行場飛行場飛行場がががが８８８８打撃以上被打撃以上被打撃以上被打撃以上被ってってってって使用不能使用不能使用不能使用不能とならなとならなとならなとならな

いいいい限限限限りりりり、、、、そのそのそのその報復報復報復報復としてとしてとしてとして、、、、次次次次ののののミッションミッションミッションミッションにおいてにおいてにおいてにおいて米軍米軍米軍米軍がががが選選選選んだんだんだんだ増増増増

援援援援にににに追加追加追加追加してしてしてして L/W P-39K 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを参加参加参加参加させることがさせることがさせることがさせることが

できるできるできるできる。。。。 
なおなおなおなお勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してしてしてして、、、、このこのこのこの二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦とととと零式水偵零式水偵零式水偵零式水偵はははは、、、、軽爆撃軽爆撃軽爆撃軽爆撃

機機機機としてとしてとしてとして換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
 
一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッション C ををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは爆装爆装爆装爆装したしたしたした一式陸攻一式陸攻一式陸攻一式陸攻

(G4M1)４４４４機機機機によってによってによってによって米軍米軍米軍米軍「「「「上陸艦隊上陸艦隊上陸艦隊上陸艦隊のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか(CONVOY) 」」」」にににに

対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標はははは専用専用専用専用キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シーシーシーシー

トトトトのののの攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表(Target Systems Chart)をををを参照参照参照参照。。。。 
 
荒波荒波荒波荒波(Choppy Seas) 
    もしもしもしもし日本軍日本軍日本軍日本軍がががが選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援がががが「「「「水上機水上機水上機水上機によるによるによるによる迎撃迎撃迎撃迎撃(Floatplane 
Interceptors)」」」」であればであればであればであれば、、、、それをそれをそれをそれをキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル（（（（無駄無駄無駄無駄にににに消費消費消費消費））））させるさせるさせるさせる

効果効果効果効果をををを持持持持つつつつ。。。。 
 
推測爆撃推測爆撃推測爆撃推測爆撃(DR Bombing) 
    「「「「曇天曇天曇天曇天」」」」によるによるによるによる効果効果効果効果をををを無効無効無効無効とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし海上目標海上目標海上目標海上目標にににに対対対対するするするする爆撃爆撃爆撃爆撃

ではではではでは、、、、このこのこのこの増援増援増援増援によってによってによってによって曇天曇天曇天曇天のののの効果効果効果効果をををを打打打打ちちちち消消消消せないせないせないせない。。。。 
 
米第米第米第米第 11 戦闘機戦隊戦闘機戦隊戦闘機戦隊戦闘機戦隊 
    アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、参加参加参加参加するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機をををを判定判定判定判定するするするする。。。。 
赤赤赤赤：：：：L/W P38G 双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
青青青青：：：：L/W P-40E 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
白白白白：：：：L/W P38G 双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント 
 
水上機水上機水上機水上機によるによるによるによる迎撃迎撃迎撃迎撃(Floatplane Interceptors)：：：： 
    アクシアクシアクシアクションカードョンカードョンカードョンカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引きききき、、、、参加参加参加参加するするするする戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機をををを判定判定判定判定するするするする。。。。 
赤赤赤赤：：：：L/W     二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦(A6M2-N)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
青青青青：：：：L/W 零式水観零式水観零式水観零式水観(F1M)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
白白白白：：：：L/W     二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦 (A6M2-N) １１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと L/W 零式水観零式水観零式水観零式水観

(F1M)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
 
隼鷹発艦攻撃隊隼鷹発艦攻撃隊隼鷹発艦攻撃隊隼鷹発艦攻撃隊(Junyo Air Group) ：：：： 
    もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種

(Aircraft) 」」」」でででで指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体がががが米加軍米加軍米加軍米加軍であったであったであったであった場合場合場合場合、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍はははは

このこのこのこの増援増援増援増援でででで L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)２２２２エレメントエレメントエレメントエレメントをををを受受受受けけけけ取取取取るるるる。。。。 
それそれそれそれ 以外以外以外以外 のののの 場場場場 合合合合 、、、、 日本軍日本軍日本軍日本軍 はこのはこのはこのはこの 増援増援増援増援 でででで L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型

(A6M2)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 九七艦攻九七艦攻九七艦攻九七艦攻(B5N2)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント、、、、L/W 九九九九

九艦爆九艦爆九艦爆九艦爆(D3A)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを受受受受けけけけ取取取取るるるる。。。。なおなおなおなお零戦零戦零戦零戦をををを除除除除いていていていて艦攻艦攻艦攻艦攻、、、、艦艦艦艦

爆爆爆爆ともともともとも爆装爆装爆装爆装とするとするとするとする。。。。 
 
キスカキスカキスカキスカ定期便定期便定期便定期便(Kiska Blitz) ：：：： 
    もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」でででで「「「「目標目標目標目標

(Target)」」」」ががががキスカキスカキスカキスカ島島島島であるであるであるである場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、米加軍米加軍米加軍米加軍はははは PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ

飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇をををを１１１１機機機機、、、、攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機としてとしてとしてとして追加追加追加追加でででで参加参加参加参加させられるさせられるさせられるさせられる。。。。ただしそのただしそのただしそのただしそのミミミミ

ッションッションッションッションのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種(Aircraft) 」」」」でででで

指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体がががが PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇であったであったであったであった場合場合場合場合、、、、B-17E 重重重重

爆爆爆爆１１１１機機機機がががが代代代代わりにわりにわりにわりに追加追加追加追加でででで参加参加参加参加するするするする。。。。 
 
古賀古賀古賀古賀一飛曹一飛曹一飛曹一飛曹のののの不時着零戦鹵獲不時着零戦鹵獲不時着零戦鹵獲不時着零戦鹵獲(Koga’s Zero)：：：： 
    日本軍日本軍日本軍日本軍はははは目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズのののの間中間中間中間中、、、、任意任意任意任意でででで目標上空目標上空目標上空目標上空からからからから退避退避退避退避

できないできないできないできない（（（（対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃のののの対象対象対象対象となりとなりとなりとなり続続続続けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない）。）。）。）。更更更更にににに爆爆爆爆

撃撃撃撃タタタタ――――ンンンンにおけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃においてにおいてにおいてにおいて引引引引けるけるけるけるアクションアクションアクションアクション

カードカードカードカードはそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１枚増枚増枚増枚増えるえるえるえる。。。。 
    もしこのもしこのもしこのもしこのミッションミッションミッションミッションにおいてにおいてにおいてにおいて零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)がががが１１１１機機機機でもでもでもでも墜落墜落墜落墜落しししし

たならたならたならたなら、、、、米軍米軍米軍米軍はははは 25VP をををを追加追加追加追加でででで受受受受けけけけ取取取取るるるる。。。。 
 
低密雲低密雲低密雲低密雲(Low Ceiling)：：：： 
    日本軍日本軍日本軍日本軍のののの急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機(D3A)はははは全全全全てててて、、、、そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションからからからから外外外外ささささ

れるれるれるれる。。。。 このこのこのこの 効果効果効果効果はははは「「「「 任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表 (Mission Targets)」」」」 のののの 「「「「 機種機種機種機種

(Aircraft) 」」」」でででで指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体とととと増援増援増援増援でででで得得得得たたたた機体機体機体機体のののの両方両方両方両方にににに適用適用適用適用ささささ

れるれるれるれる。。。。 
 
九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃(Mavis raid)：：：： 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッション A ををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは爆装爆装爆装爆装したしたしたした九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇

(H6K4) １１１１ 機機機機 に よ っ てに よ っ てに よ っ てに よ っ て ア ダ ッ クア ダ ッ クア ダ ッ クア ダ ッ ク 島 沖島 沖島 沖島 沖 のののの 米 軍米 軍米 軍米 軍 「「「「 輸 送 船 団輸 送 船 団輸 送 船 団輸 送 船 団

( Freighters:4A)」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。 
    ななななおおおお勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してこのしてこのしてこのしてこの九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇(H6K4)はははは、、、、中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機としとしとしとし

てててて換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
 
計器飛行計器飛行計器飛行計器飛行(Meteorological Flight) 
    もしもしもしもし日本軍日本軍日本軍日本軍がががが選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援がががが「「「「峻厳峻厳峻厳峻厳なななな天候天候天候天候(Severe Weather)」」」」でででで

あるならあるならあるならあるなら、、、、それをそれをそれをそれをキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル（（（（無駄無駄無駄無駄にににに消費消費消費消費））））させるさせるさせるさせる効果効果効果効果をををを持持持持つつつつ。。。。 
 
艦艇攻撃艦艇攻撃艦艇攻撃艦艇攻撃(Naval Bombardment)：：：： 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッション B ををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは L/W     二式水戦二式水戦二式水戦二式水戦

(A6M2-N)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントとととと九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇(H6K4)１１１１機機機機（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも爆装爆装爆装爆装））））にににに

よってよってよってよってキスカキスカキスカキスカ島沖島沖島沖島沖のののの米軍米軍米軍米軍「「「「巡洋艦巡洋艦巡洋艦巡洋艦(Cruiser:1A) 」」」」にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを

実施実施実施実施するするするする。。。。 
    た だ し こ れた だ し こ れた だ し こ れた だ し こ れ 以 前以 前以 前以 前 にににに 増 援増 援増 援増 援 「「「「 水 上 機水 上 機水 上 機水 上 機 に よ るに よ るに よ るに よ る 迎 撃迎 撃迎 撃迎 撃 (Floatplane 
Interceptors)」」」」をををを使用使用使用使用していたしていたしていたしていた場合場合場合場合、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍がががが得得得得られるられるられるられる攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機はははは

爆装爆装爆装爆装したしたしたした L/W 零式水観零式水観零式水観零式水観(F1M)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントだけとなるだけとなるだけとなるだけとなる。。。。 
 
古古古古きききき良良良良きききき B-17(Old Seventy)：：：： 
    そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションにににに B-17D 重爆重爆重爆重爆をををを１１１１機追加機追加機追加機追加でででで参加参加参加参加させることができさせることができさせることができさせることができ

るるるる。。。。 
 
艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃(Pre-Invasion Bombardment)：：：： 
    爆撃爆撃爆撃爆撃をををを行行行行うううう各航空機毎各航空機毎各航空機毎各航空機毎にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ１１１１枚枚枚枚ずつずつずつずつ多多多多くくくく爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果カーカーカーカードドドド

をををを引引引引くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。これはこれはこれはこれは上陸支援艦隊上陸支援艦隊上陸支援艦隊上陸支援艦隊によるによるによるによる艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃のののの効果効果効果効果

をををを間接的間接的間接的間接的にににに再現再現再現再現しているしているしているしている。。。。 
 
レーダーレーダーレーダーレーダー照準爆撃照準爆撃照準爆撃照準爆撃(Radar Bombing)：：：： 
    天候表天候表天候表天候表でででで適用適用適用適用されたされたされたされた「「「「曇天曇天曇天曇天」」」」またはまたはまたはまたは「「「「目標上空目標上空目標上空目標上空にににに霧霧霧霧」」」」によるによるによるによる効果効果効果効果

をををを無効無効無効無効にできるにできるにできるにできる。。。。 



 
帝國海軍帝國海軍帝國海軍帝國海軍第二機動部隊第二機動部隊第二機動部隊第二機動部隊にににに対対対対するするするする哨戒哨戒哨戒哨戒 /爆撃爆撃爆撃爆撃 (Search for IJN 
Fleet)：：：： 
    カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりにわりにわりにわりに

このこのこのこのミッションミッションミッションミッション４４４４（（（（PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇１１１１機機機機によるによるによるによる哨戒任務哨戒任務哨戒任務哨戒任務:1B））））をををを

プレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はこれにはこれにはこれにはこれに対対対対しししし通常通常通常通常のののの増援増援増援増援をををを選選選選ぶぶぶぶ代代代代わりにわりにわりにわりに

L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントをををを参加参加参加参加させるさせるさせるさせる。。。。もしもしもしもし PBY カタカタカタカタ

リナリナリナリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇がこのがこのがこのがこの哨戒任務哨戒任務哨戒任務哨戒任務からからからから生還生還生還生還できたできたできたできた場合場合場合場合、、、、米軍米軍米軍米軍ははははウナラウナラウナラウナラ

スカスカスカスカ島南方海上島南方海上島南方海上島南方海上をををを遊弋遊弋遊弋遊弋するするするする日本艦隊日本艦隊日本艦隊日本艦隊へへへへ向向向向けてけてけてけて爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機をををを出撃出撃出撃出撃させさせさせさせ

ることができるることができるることができるることができる（（（（任意任意任意任意）。）。）。）。 
    PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇がががが哨戒任務哨戒任務哨戒任務哨戒任務からからからから墜落墜落墜落墜落せずにせずにせずにせずに帰投帰投帰投帰投できたなできたなできたなできたな

らららら、、、、直直直直ちにちにちにちに一枚一枚一枚一枚アクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを引引引引きききき、、、、そのそのそのその色色色色とととと爆撃結果爆撃結果爆撃結果爆撃結果のののの欄欄欄欄をををを

交差交差交差交差させてさせてさせてさせて「「「「専用索敵表専用索敵表専用索敵表専用索敵表」（Ｃ」（Ｃ」（Ｃ」（Ｃ3ＩＩＩＩ誌誌誌誌 16 号号号号のののの 37 ページページページページ中段参照中段参照中段参照中段参照））））でででで

結果結果結果結果をををを求求求求めるめるめるめる。。。。このこのこのこの際際際際、、、、PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇がががが損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面ならならならなら表表表表

のののの結果結果結果結果はははは左左左左へへへへ１１１１シフトシフトシフトシフトされるされるされるされる。。。。 
    結果結果結果結果がががが索敵失敗索敵失敗索敵失敗索敵失敗(No Mission)でなければでなければでなければでなければ、、、、米軍米軍米軍米軍がががが望望望望むならむならむならむなら次次次次

のののの艦艇攻撃艦艇攻撃艦艇攻撃艦艇攻撃ミッションミッションミッションミッションをををを実施実施実施実施できるできるできるできる。。。。 
 

目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：索敵結果索敵結果索敵結果索敵結果によるによるによるによる 
攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機攻撃側航空機：：：：B-17E 重爆重爆重爆重爆（（（（爆装爆装爆装爆装））））２２２２機機機機／／／／低高度低高度低高度低高度 

B-26B 中爆中爆中爆中爆（（（（雷装雷装雷装雷装））））２２２２機機機機／／／／超低空超低空超低空超低空 
防御側航空機防御側航空機防御側航空機防御側航空機：：：：L/W 零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型(A6M2)２２２２エレメントエレメントエレメントエレメント 
往復往復往復往復ターンターンターンターン：：：：往路往路往路往路９９９９、、、、帰路帰路帰路帰路８８８８ターンターンターンターン 

（（（（このこのこのこの特別攻撃特別攻撃特別攻撃特別攻撃ミッションミッションミッションミッションにはにはにはには通常通常通常通常のののの増援増援増援増援はははは投入投入投入投入できないできないできないできない）））） 
 
峻厳峻厳峻厳峻厳なななな天候天候天候天候(Severe Weather) 
    普通天候表普通天候表普通天候表普通天候表でででで決決決決まったまったまったまった天候天候天候天候はははは無視無視無視無視しししし、、、、峻厳峻厳峻厳峻厳なななな天候表天候表天候表天候表でででで決決決決めめめめ直直直直

すすすす。。。。なおそのなおそのなおそのなおそのミッションミッションミッションミッションががががアリューシャンアリューシャンアリューシャンアリューシャン・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの冬季冬季冬季冬季

（（（（1942 年冬年冬年冬年冬～～～～43 年春年春年春年春））））にににに行行行行われるならわれるならわれるならわれるなら、、、、判定表判定表判定表判定表のののの横列横列横列横列をををを一段下一段下一段下一段下

げてげてげてげて効果効果効果効果をををを見見見見ることにることにることにることに注意注意注意注意。。。。 
 
鴨鴨鴨鴨ネギネギネギネギ(Sitting Duck)：：：： 
    相手側相手側相手側相手側のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを確認確認確認確認してからしてからしてからしてから、、、、自軍自軍自軍自軍のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを選選選選

ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる。。。。 
 
気圧気圧気圧気圧のののの谷谷谷谷(Storm Front)：：：： 
もしそのもしそのもしそのもしそのミッションミッションミッションミッションのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」のののの「「「「機種機種機種機種

(Aircraft) 」」」」でででで指定指定指定指定されたされたされたされた機体機体機体機体がががが米加軍米加軍米加軍米加軍であったであったであったであった場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの増増増増

援援援援はははは効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しないしないしないしない。。。。 
それそれそれそれ以外以外以外以外のののの場合場合場合場合はははは、、、、もしもしもしもし日本軍日本軍日本軍日本軍がががが選選選選んだんだんだんだ増援増援増援増援がががが「「「「隼鷹発艦攻隼鷹発艦攻隼鷹発艦攻隼鷹発艦攻

撃隊撃隊撃隊撃隊(Junyo Air Group) 」」」」であるならであるならであるならであるなら、、、、それをそれをそれをそれをキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル（（（（無駄無駄無駄無駄にににに

消費消費消費消費））））させるさせるさせるさせる効果効果効果効果をををを持持持持つつつつ。。。。 
 
米輸送駆逐艦米輸送駆逐艦米輸送駆逐艦米輸送駆逐艦ジリスジリスジリスジリス攻撃攻撃攻撃攻撃(USS Gillis raid)：：：： 

カードカードカードカードをををを引引引引いていていていてランダムランダムランダムランダムにににに決定決定決定決定したしたしたしたミッションミッションミッションミッションはははは無視無視無視無視しししし、、、、代代代代わりわりわりわり

にこのにこのにこのにこのミッションミッションミッションミッション A ををををプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍はははは爆装爆装爆装爆装したしたしたした九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇

(H6K4)１１１１機機機機によってによってによってによってアトカアトカアトカアトカ島沖島沖島沖島沖のののの米軍米軍米軍米軍「「「「輸送船輸送船輸送船輸送船(Freighters:4A)」」」」
にににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。 
    なおなおなおなお勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してこのしてこのしてこのしてこの九七大艇九七大艇九七大艇九七大艇(H6K4)はははは、、、、中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機としとしとしとし

てててて換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
 
古参搭乗員古参搭乗員古参搭乗員古参搭乗員(Veteran Aircrews)：：：： 
    そのそのそのそのミッションミッションミッションミッションにににに参加参加参加参加するするするする、、、、名名名名のあるのあるのあるのある熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロットがががが乗乗乗乗っていっていっていってい

ないないないない軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機パイロットパイロットパイロットパイロットはははは、、、、全全全全てててて「ＢＭ（「ＢＭ（「ＢＭ（「ＢＭ（爆撃爆撃爆撃爆撃カードカードカードカード＋＋＋＋１１１１）」）」）」）」のののの能力能力能力能力

をををを持持持持つものとつものとつものとつものと見見見見なすなすなすなす。。。。 
 
【【【【各各各各キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートのののの注記注記注記注記(Mission Notes)】】】】 
註註註註：：：：各各各各キャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートキャンペーンシートのののの「「「「任務目的表任務目的表任務目的表任務目的表(Mission Targets)」」」」またまたまたまた

はははは「「「「増援増援増援増援(Resources)」」」」のののの項目項目項目項目でそのでそのでそのでその右肩右肩右肩右肩にににに小小小小さくさくさくさく記載記載記載記載されているされているされているされている

数字数字数字数字がががが、、、、以下以下以下以下のののの各注記各注記各注記各注記のののの番号番号番号番号にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。 
 
 
☆☆☆☆ ダ ッ チ ハ ー バ ーダ ッ チ ハ ー バ ーダ ッ チ ハ ー バ ーダ ッ チ ハ ー バ ー / キ ス カキ ス カキ ス カキ ス カ 電 撃 占 領電 撃 占 領電 撃 占 領電 撃 占 領 キ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ンキ ャ ン ペ ー ン (Dutch 

Harbor/Kiska Blitz) ：：：：ミッションミッションミッションミッション数数数数＝＝＝＝ダッチハーバーダッチハーバーダッチハーバーダッチハーバー/６６６６、、、、キスカキスカキスカキスカ/７７７７ 
 
１１１１）．「）．「）．「）．「目標目標目標目標シートシートシートシート：：：：水上機基地水上機基地水上機基地水上機基地(Seaplane Base:4B)」」」」でででで代用可代用可代用可代用可。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．山嶽地形山嶽地形山嶽地形山嶽地形(Mountainous Terrain) 。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．専用記録専用記録専用記録専用記録シートシートシートシートのののの攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表(Target Systems Chart)
にににに従従従従ってってってって目標目標目標目標をををを特定特定特定特定することすることすることすること。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．米加軍米加軍米加軍米加軍はこのはこのはこのはこのミッションミッションミッションミッションではいかなるではいかなるではいかなるではいかなる増援増援増援増援もももも効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮させさせさせさせ

ることはできないることはできないることはできないることはできない（（（（ただしただしただしただし無駄無駄無駄無駄にににに消費消費消費消費されるとはされるとはされるとはされるとは言言言言ええええ、、、、いずれかいずれかいずれかいずれか一一一一

つのつのつのつの増援増援増援増援をををを必必必必ずずずず選選選選ばなければならないばなければならないばなければならないばなければならない）。）。）。）。 
 
５５５５）．）．）．）．なおなおなおなお勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点にににに関関関関してこのしてこのしてこのしてこの PBY カタリナカタリナカタリナカタリナ飛行艇飛行艇飛行艇飛行艇はははは、、、、中爆撃中爆撃中爆撃中爆撃

機機機機としてとしてとしてとして換算換算換算換算されるされるされるされる。。。。 
 
☆☆☆☆アリューシャンアリューシャンアリューシャンアリューシャン・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン(Aleutians)：：：：ミッションミッションミッションミッション数数数数＝＝＝＝７７７７ 
 
１１１１）．）．）．）．P-40Cのののの機体機体機体機体カードカードカードカードをををを使用使用使用使用。。。。 
 
２２２２）．）．）．）．山嶽地形山嶽地形山嶽地形山嶽地形(Mountainous Terrain) 。。。。 
 
３３３３）．）．）．）．専用記録専用記録専用記録専用記録シートシートシートシートのののの攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表攻撃目標特定表(Target Systems Chart)
にににに従従従従ってってってって目標目標目標目標をををを特定特定特定特定することすることすることすること。。。。 
 
４４４４）．）．）．）．米加軍米加軍米加軍米加軍はこのはこのはこのはこのミッションミッションミッションミッションではいかなるではいかなるではいかなるではいかなる増援増援増援増援もももも効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮させさせさせさせ

ることはできないることはできないることはできないることはできない（（（（ただしただしただしただし無駄無駄無駄無駄にににに消費消費消費消費されるとはされるとはされるとはされるとは言言言言ええええ、、、、いずれかいずれかいずれかいずれか一一一一

つのつのつのつの増援増援増援増援をををを必必必必ずずずず選選選選ばなければならないばなければならないばなければならないばなければならない）。）。）。）。 
 
５５５５）．）．）．）．SBD ドーントレスドーントレスドーントレスドーントレス急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機急降下爆撃機のののの機体機体機体機体カードカードカードカードをををを使用使用使用使用。。。。 
＊A-24 とは米陸軍が使用したドーントレスに付けた制式名称。 
 
６６６６）．）．）．）．それがそれがそれがそれが 1942 年夏年夏年夏年夏～～～～秋秋秋秋であればであればであればであれば白夜白夜白夜白夜のののの効果効果効果効果によりによりによりにより、、、、往路往路往路往路／／／／

帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンともともともとも、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ２２２２ターンターンターンターンずつずつずつずつ増加増加増加増加するするするする。。。。  
    逆逆逆逆にににに 1942年冬年冬年冬年冬～～～～43 年春年春年春年春であればであればであればであれば逆逆逆逆にににに往路往路往路往路／／／／帰路帰路帰路帰路ターンターンターンターンともともともとも、、、、

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ２２２２ターンターンターンターンずつずつずつずつ減少減少減少減少するするするする。。。。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zero! and Corsairs&Hellcats－－－－DiF Series Campaign  

Battle of the Bismarck Sea 
 
訳註訳註訳註訳註：：：：ダンピールダンピールダンピールダンピール海峡海峡海峡海峡のののの悲劇悲劇悲劇悲劇    

 
第三次第三次第三次第三次ソロモンソロモンソロモンソロモン海戦海戦海戦海戦でのでのでのでの敗北敗北敗北敗北などによりなどによりなどによりなどにより日本軍日本軍日本軍日本軍ははははガダルカナガダルカナガダルカナガダルカナ

ルルルルからのからのからのからの撤退撤退撤退撤退をををを決決決決めめめめ、、、、1943年年年年 2 月月月月 1 日日日日からからからから 7 日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて撤退撤退撤退撤退しししし

たたたた（（（（ケケケケ号作戦号作戦号作戦号作戦）。）。）。）。同時期同時期同時期同時期、、、、東部東部東部東部ニューギニアニューギニアニューギニアニューギニアにおいてもにおいてもにおいてもにおいても米豪米豪米豪米豪軍軍軍軍はははは

攻勢攻勢攻勢攻勢にににに出出出出でおりでおりでおりでおり、、、、1 月月月月 2 日日日日にはにはにはには東部東部東部東部ののののブナブナブナブナがががが玉砕玉砕玉砕玉砕したしたしたした。。。。このためこのためこのためこのため

日本軍日本軍日本軍日本軍はははは敵敵敵敵のののの次次次次のののの攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標とととと思思思思われるわれるわれるわれるラエラエラエラエ、、、、サラモアサラモアサラモアサラモア地区地区地区地区にににに兵兵兵兵

力増強力増強力増強力増強のののの必要必要必要必要をををを生生生生じじじじ、、、、危険危険危険危険をををを冒冒冒冒してもしてもしてもしても第五十一師団第五十一師団第五十一師団第五十一師団ををををラバウルラバウルラバウルラバウル

からからからからラエラエラエラエにににに輸送輸送輸送輸送することになったすることになったすることになったすることになった。。。。これがこれがこれがこれが八十一号作戦八十一号作戦八十一号作戦八十一号作戦であるであるであるである。。。。

増援部隊増援部隊増援部隊増援部隊のののの内訳内訳内訳内訳はははは第十八軍司令部第十八軍司令部第十八軍司令部第十八軍司令部、、、、第五十一師団主力第五十一師団主力第五十一師団主力第五十一師団主力そのそのそのその他他他他

陸軍部隊約陸軍部隊約陸軍部隊約陸軍部隊約 6900名名名名，，，，海軍陸戦隊補充兵力約海軍陸戦隊補充兵力約海軍陸戦隊補充兵力約海軍陸戦隊補充兵力約 400 名名名名，，，，弾薬食料弾薬食料弾薬食料弾薬食料

等約等約等約等約 2500トントントントンでありでありでありであり、、、、このこのこのこの輸送輸送輸送輸送作戦作戦作戦作戦のののの重要重要重要重要さをさをさをさを示示示示すよすよすよすようにうにうにうに海軍海軍海軍海軍はははは

８８８８隻隻隻隻のののの輸送輸送輸送輸送船団船団船団船団（（（（徴用商船徴用商船徴用商船徴用商船７７７７隻隻隻隻、、、、海軍海軍海軍海軍運送運送運送運送艦艦艦艦１１１１隻隻隻隻））））をををを護衛護衛護衛護衛するたするたするたするた

めにめにめにめに８８８８隻隻隻隻のののの駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦（（（（木村昌福少将木村昌福少将木村昌福少将木村昌福少将））））をををを出動出動出動出動させさせさせさせ，，，，上空上空上空上空直掩直掩直掩直掩にににに 30
機機機機のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機がががが常時滞空常時滞空常時滞空常時滞空するというするというするというするという厳重厳重厳重厳重なななな防衛防衛防衛防衛態勢態勢態勢態勢をとっていたをとっていたをとっていたをとっていた。。。。

輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団はははは８８８８隻隻隻隻のののの駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦にににに護衛護衛護衛護衛されてされてされてされて、、、、1943年年年年 2月月月月 28日深夜日深夜日深夜日深夜ララララ

バウルバウルバウルバウルをををを出港出港出港出港したしたしたした。。。。 
一方一方一方一方、、、、連合軍連合軍連合軍連合軍もももも日本軍日本軍日本軍日本軍ががががラエラエラエラエ地区地区地区地区のののの防御防御防御防御をををを固固固固めるとめるとめるとめると考考考考ええええ、、、、これこれこれこれ

をををを阻止阻止阻止阻止するためするためするためするため反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃というというというという方法方法方法方法をををを考案考案考案考案したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは低空低空低空低空でででで爆爆爆爆

弾弾弾弾をををを投下投下投下投下してしてしてして海面海面海面海面ででででジャンプジャンプジャンプジャンプさせさせさせさせ目標目標目標目標にににに命中命中命中命中させるさせるさせるさせる方法方法方法方法でででで、、、、水平水平水平水平

爆撃爆撃爆撃爆撃にににに比比比比べべべべ命中率命中率命中率命中率がががが格段格段格段格段にににに高高高高いいいい。。。。連合軍連合軍連合軍連合軍はははは 3 月月月月 5 日日日日ごろにごろにごろにごろに日本日本日本日本

軍軍軍軍ががががラエラエラエラエにににに上陸上陸上陸上陸するするするするとととと判断判断判断判断、、、、3 月月月月 1 にはにはにはには攻撃準備攻撃準備攻撃準備攻撃準備をををを完了完了完了完了したしたしたした。。。。日日日日

本軍本軍本軍本軍のののの作戦作戦作戦作戦ではではではでは、、、、3 月月月月 3 日日日日ににににラエラエラエラエにつくにつくにつくにつく予定予定予定予定であったであったであったであった。。。。これこそこれこそこれこそこれこそママママ

ッカーサーッカーサーッカーサーッカーサー以下以下以下以下、、、、南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋にににに展開展開展開展開するするするする連合軍将兵連合軍将兵連合軍将兵連合軍将兵のののの誰誰誰誰もがもがもがもが、、、、何何何何

週間週間週間週間もももも待待待待ちちちち望望望望んでいたものだんでいたものだんでいたものだんでいたものだったったったった。。。。彼彼彼彼らにはわかっていたらにはわかっていたらにはわかっていたらにはわかっていた。。。。もしもしもしもし

日本軍日本軍日本軍日本軍がががが北部北部北部北部ニューギニアニューギニアニューギニアニューギニアのののの重要拠点重要拠点重要拠点重要拠点ラエラエラエラエおよびおよびおよびおよびサラモアサラモアサラモアサラモアをををを維維維維

持持持持するつもりならばするつもりならばするつもりならばするつもりならば、、、、増援部隊増援部隊増援部隊増援部隊をををを送送送送るるるる以外以外以外以外ないだろうことがないだろうことがないだろうことがないだろうことが。。。。南西南西南西南西

太平洋方面太平洋方面太平洋方面太平洋方面のののの連合軍航空部隊司令官連合軍航空部隊司令官連合軍航空部隊司令官連合軍航空部隊司令官ジョージジョージジョージジョージ・・・・ＣＣＣＣ・・・・ケニーケニーケニーケニー中将中将中将中将はははは、、、、

日本軍日本軍日本軍日本軍のののの動動動動きをはるかきをはるかきをはるかきをはるか以前以前以前以前からからからから察知察知察知察知しておりしておりしておりしており、、、、集集集集められるかぎりめられるかぎりめられるかぎりめられるかぎり

のののの航空機航空機航空機航空機をををを輸送船団攻撃輸送船団攻撃輸送船団攻撃輸送船団攻撃というというというという特別任務特別任務特別任務特別任務のののの為為為為にににに集結集結集結集結させていたさせていたさせていたさせていた。。。。

ＢＢＢＢ２５２５２５２５爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機ののののパイロットパイロットパイロットパイロットははははうそぶいたうそぶいたうそぶいたうそぶいた。。。。「「「「俺俺俺俺たちはたちはたちはたちはクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスからからからから

ずっとずっとずっとずっと何何何何もせずもせずもせずもせず，，，，輸送船団攻撃輸送船団攻撃輸送船団攻撃輸送船団攻撃というというというという、、、、割割割割のいいのいいのいいのいい仕事仕事仕事仕事だけをだけをだけをだけを待待待待っっっっ

ていたんだていたんだていたんだていたんだ」」」」。。。。 
3 月月月月 1 日日日日、、、、連合軍連合軍連合軍連合軍のののの B-24 爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機ががががビスマルクビスマルクビスマルクビスマルク海海海海でででで船団船団船団船団をををを発見発見発見発見、、、、

攻撃隊攻撃隊攻撃隊攻撃隊をををを送送送送るがるがるがるが天候不良天候不良天候不良天候不良のためのためのためのため船団船団船団船団をををを発見発見発見発見できなかったできなかったできなかったできなかった。。。。3 月月月月 2
日日日日、、、、B-17爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 10機機機機がががが船団船団船団船団をををを攻撃攻撃攻撃攻撃しししし、、、、徴用船旭盛丸徴用船旭盛丸徴用船旭盛丸徴用船旭盛丸がががが沈没沈没沈没沈没。。。。駆駆駆駆

逐艦雪風逐艦雪風逐艦雪風逐艦雪風、、、、朝雲朝雲朝雲朝雲がががが旭盛丸旭盛丸旭盛丸旭盛丸にににに乗乗乗乗っていたっていたっていたっていた兵員兵員兵員兵員をををを救助救助救助救助ししししラエラエラエラエへへへへ向向向向かかかか

ったったったった。。。。午後午後午後午後にはにはにはには B-17 爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 8 機機機機によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃がありがありがありがあり、、、、運送艦野島運送艦野島運送艦野島運送艦野島

がががが損傷損傷損傷損傷したしたしたした。。。。雪風雪風雪風雪風、、、、朝雲朝雲朝雲朝雲はははは日没後日没後日没後日没後ラエラエラエラエにににに到着到着到着到着しししし、、、、兵員兵員兵員兵員をををを揚陸後揚陸後揚陸後揚陸後、、、、

船団護衛船団護衛船団護衛船団護衛にににに戻戻戻戻ったったったった。。。。 
３３３３月月月月３３３３日日日日朝朝朝朝、、、、ジャングルジャングルジャングルジャングルのののの青青青青いいいい霧霧霧霧のなかをのなかをのなかをのなかを舞舞舞舞いいいい上上上上がってがってがってがって北北北北へへへへ進進進進

路路路路をとったをとったをとったをとった米米米米豪豪豪豪軍機軍機軍機軍機のののの翼翼翼翼ののののマークマークマークマークのののの上上上上にににに陽光陽光陽光陽光がきらめいたがきらめいたがきらめいたがきらめいた。。。。ワウワウワウワウ

ではではではでは連合軍連合軍連合軍連合軍ががががジャングルジャングルジャングルジャングルのなかでのなかでのなかでのなかで日本軍日本軍日本軍日本軍とととと何週間何週間何週間何週間もももも戦戦戦戦っていたっていたっていたっていた

がががが、、、、米豪軍米豪軍米豪軍米豪軍兵士兵士兵士兵士たちはたちはたちはたちは上空上空上空上空をををを爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊爆撃編隊がががが次次次次からからからから次次次次へとへとへとへと飛飛飛飛びさるびさるびさるびさる

のをのをのをのを見見見見てててて歓声歓声歓声歓声をををを上上上上げたげたげたげた。。。。 
    輸送輸送輸送輸送船団船団船団船団ははははフィンシェハーフェンフィンシェハーフェンフィンシェハーフェンフィンシェハーフェン東方海域東方海域東方海域東方海域にににに達達達達していたしていたしていたしていた。。。。快晴快晴快晴快晴

下下下下、、、、上空直衛上空直衛上空直衛上空直衛のののの担当担当担当担当はははは午前午前午前午前がががが海軍海軍海軍海軍、、、、午後午後午後午後はははは陸軍陸軍陸軍陸軍となっていたとなっていたとなっていたとなっていた。。。。

朝朝朝朝 7:50、、、、船団船団船団船団のののの南方南方南方南方にににに敵機敵機敵機敵機のののの大群大群大群大群がががが現現現現れたれたれたれた。。。。まずまずまずまず B17 重爆重爆重爆重爆 13
機機機機がががが中高度中高度中高度中高度からからからから水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。３３３３機機機機のののの B-17爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機がががが

爆弾爆弾爆弾爆弾をををを投下投下投下投下するとするとするとすると、、、、まずまずまずまず硝煙硝煙硝煙硝煙にににに包包包包まれまれまれまれたのはたのはたのはたのは「「「「旭盛丸旭盛丸旭盛丸旭盛丸」」」」だっただっただっただった。。。。

前部前部前部前部のののの船艙船艙船艙船艙にににに命中命中命中命中しししし爆発爆発爆発爆発によってによってによってによって火災火災火災火災がががが起起起起こるとこるとこるとこると速度速度速度速度がががが低下低下低下低下、、、、

船団船団船団船団からからからから落後落後落後落後しやがてしやがてしやがてしやがて沈没沈没沈没沈没ししししたたたた。。。。ここここのののの時時時時、、、、船団上空船団上空船団上空船団上空にはにはにはには、、、、零戦二零戦二零戦二零戦二

五三空五三空五三空五三空 14 機機機機、、、、二二二二〇〇〇〇四空四空四空四空 12 機機機機のののの計計計計 26 機機機機ががががおりおりおりおり、、、、B17 をををを迎迎迎迎ええええ撃撃撃撃っっっっ

たたたた。。。。更更更更にににに 8:05 にはにはにはには瑞鳳零戦隊瑞鳳零戦隊瑞鳳零戦隊瑞鳳零戦隊 15 機機機機がががが合流合流合流合流、、、、8:10 にはにはにはには敵機敵機敵機敵機もももも増増増増

えてえてえてえて船団上空船団上空船団上空船団上空のののの両軍機両軍機両軍機両軍機はははは 70 機機機機にににに達達達達したしたしたした。。。。 
    しかししかししかししかし B17 のののの上空上空上空上空にはにはにはには P38 等等等等のののの護衛護衛護衛護衛戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機がががが配配配配されていたされていたされていたされていた。。。。

零戦隊零戦隊零戦隊零戦隊がががが中高度中高度中高度中高度のののの B17 とととと護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機ととととにににに注意注意注意注意をををを奪奪奪奪われているわれているわれているわれているうううう

ちちちちにににに、、、、ボーボーボーボーファイターファイターファイターファイター13 機機機機がががが超低空超低空超低空超低空でででで船団船団船団船団をををを機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射ししししたたたた。。。。マスマスマスマス

トトトトのののの高高高高さからのさからのさからのさからの攻撃攻撃攻撃攻撃はははは、、、、戦闘爆撃戦闘爆撃戦闘爆撃戦闘爆撃機機機機ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイターがががが参加参加参加参加してこしてこしてこしてこ

そそそそ可能可能可能可能なものであったなものであったなものであったなものであった。。。。これらはこれらはこれらはこれらは輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団にににに向向向向かってかってかってかって急降下急降下急降下急降下するするするする

とととと、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射をををを加加加加えたえたえたえた。。。。ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイターはははは６６６６丁丁丁丁のののの機関銃機関銃機関銃機関銃とととと

４４４４門門門門のののの機関砲機関砲機関砲機関砲をををを装備装備装備装備しておりしておりしておりしており、、、、集中豪雨集中豪雨集中豪雨集中豪雨のようにのようにのようにのように降降降降りりりり注注注注ぐぐぐぐ機関機関機関機関砲砲砲砲

弾弾弾弾およびおよびおよびおよび機銃機銃機銃機銃弾弾弾弾でででで、、、、甲板上甲板上甲板上甲板上のののの乗員乗員乗員乗員はははは文字文字文字文字どおりどおりどおりどおり薙薙薙薙ぎぎぎぎ倒倒倒倒されたされたされたされた。。。。ここここ

れによりれによりれによりれにより日本軍日本軍日本軍日本軍はははは対空対空対空対空銃座銃座銃座銃座にににに要員要員要員要員をををを配置配置配置配置させるさせるさせるさせることができずことができずことができずことができず、、、、輸輸輸輸

送船上送船上送船上送船上ではではではでは陸兵陸兵陸兵陸兵やややや船員船員船員船員たちがたちがたちがたちが折折折折りりりり重重重重なってなってなってなって倒倒倒倒れたれたれたれた。。。。続続続続いていていていて B-25
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 13 機機機機がががが中高度中高度中高度中高度でででで水平爆撃水平爆撃水平爆撃水平爆撃、、、、続続続続いていていていて B-25 爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 12 機機機機がががが

低空低空低空低空でででで反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をおこなったをおこなったをおこなったをおこなった。。。。そのそのそのその後後後後 A-20 攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機 12 機機機機、、、、B-25
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 6 機機機機がさらにがさらにがさらにがさらに反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃反跳爆撃をおこなったをおこなったをおこなったをおこなった。。。。こうしてこうしてこうしてこうして攻撃攻撃攻撃攻撃はははは 25 分分分分

間間間間続続続続けられたけられたけられたけられた。。。。 
このこのこのこの攻撃攻撃攻撃攻撃でででで輸送船輸送船輸送船輸送船 7 隻隻隻隻とととと駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦 3 隻隻隻隻がががが被弾被弾被弾被弾、、、、建武丸建武丸建武丸建武丸、、、、愛洋丸愛洋丸愛洋丸愛洋丸

およびおよびおよびおよび駆逐艦白雪駆逐艦白雪駆逐艦白雪駆逐艦白雪がががが沈没沈没沈没沈没。。。。午後午後午後午後にはにはにはには B-17爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 16機機機機、、、、A-20 攻攻攻攻

撃機撃機撃機撃機 12 機機機機、、、、B-25 爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機 10 機機機機、、、、ブリストルブリストルブリストルブリストル・・・・ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイター5 機機機機、、、、

P-38戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機 11機機機機がががが船団船団船団船団をををを攻撃攻撃攻撃攻撃、、、、神愛丸神愛丸神愛丸神愛丸、、、、太明丸太明丸太明丸太明丸、、、、帝洋丸帝洋丸帝洋丸帝洋丸、、、、野島野島野島野島

およびおよびおよびおよび駆逐艦朝潮駆逐艦朝潮駆逐艦朝潮駆逐艦朝潮がががが被弾沈没被弾沈没被弾沈没被弾沈没したしたしたした。。。。被弾被弾被弾被弾しししし航行不能航行不能航行不能航行不能となっていとなっていとなっていとなってい

たたたた大井川丸大井川丸大井川丸大井川丸、、、、駆逐艦荒潮駆逐艦荒潮駆逐艦荒潮駆逐艦荒潮、、、、時津風時津風時津風時津風もそのもそのもそのもその後後後後のののの攻撃攻撃攻撃攻撃でででで撃沈撃沈撃沈撃沈されたされたされたされた

（（（（兵員約兵員約兵員約兵員約 3000名名名名喪失喪失喪失喪失））））。。。。こうしてこうしてこうしてこうして戦戦戦戦いはいはいはいは事実上事実上事実上事実上のののの大殺戮大殺戮大殺戮大殺戮でででで幕幕幕幕をををを閉閉閉閉

じたじたじたじた．．．．３３３３月月月月４４４４日日日日のののの朝朝朝朝、、、、ニュニュニュニューギニアーギニアーギニアーギニア北方海域北方海域北方海域北方海域にはにはにはには、、、、艀艀艀艀やややや筏筏筏筏、、、、救命救命救命救命

艇艇艇艇などになどになどになどに乗乗乗乗ったったったった日本兵日本兵日本兵日本兵がががが無数無数無数無数にににに漂漂漂漂っていたっていたっていたっていた。。。。米豪米豪米豪米豪軍軍軍軍のののの航空部隊航空部隊航空部隊航空部隊

はははは、、、、漂流中漂流中漂流中漂流中のののの生存者生存者生存者生存者をををを容赦容赦容赦容赦なくなくなくなく機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射したしたしたした。。。。司令部司令部司令部司令部のあるのあるのあるのある将将将将

軍軍軍軍はははは、、、、数百人数百人数百人数百人のののの日本兵日本兵日本兵日本兵がががが乗乗乗乗ったったったったボートボートボートボートのののの群群群群れをれをれをれを発見発見発見発見したというしたというしたというしたという報報報報

告告告告とととと受受受受けるとけるとけるとけると一言一言一言一言こうこうこうこう言言言言ったったったった。。。。「「「「ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイター１１１１個編隊個編隊個編隊個編隊をををを送送送送ってってってって、、、、

もうもうもうもう少少少少しししし殺殺殺殺せせせせ」」」」とととと。。。。 
輸送作戦失敗輸送作戦失敗輸送作戦失敗輸送作戦失敗のののの原因原因原因原因はははは、、、、直掩直掩直掩直掩のののの戦闘機隊戦闘機隊戦闘機隊戦闘機隊がががが中高度中高度中高度中高度にににに配置配置配置配置ささささ

れていたためれていたためれていたためれていたため、、、、低空低空低空低空からからからから進入進入進入進入するするするする米豪軍機米豪軍機米豪軍機米豪軍機にににに対処対処対処対処できなかったできなかったできなかったできなかった

ことことことこと等等等等がががが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。ここここのののの船団輸送船団輸送船団輸送船団輸送のののの失敗失敗失敗失敗によりによりによりにより、、、、そのそのそのその後後後後ののののニュニュニュニュ

ーギニアーギニアーギニアーギニア方面方面方面方面のののの作戦作戦作戦作戦はははは、、、、衰亡衰亡衰亡衰亡のののの一途一途一途一途をををを辿辿辿辿るるるることになことになことになことになったったったった。。。。 
 
「「「「ダダダダンピールンピールンピールンピール海峡海峡海峡海峡」」」」特別特別特別特別ルールルールルールルール 
 
■■■■攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標(Targets)：：：： 
 

日本軍日本軍日本軍日本軍のののの輸送船輸送船輸送船輸送船 8 隻隻隻隻とととと護衛護衛護衛護衛のののの駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦 8 隻隻隻隻からなるからなるからなるからなる輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団のののの、、、、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの船船船船のののの耐久力耐久力耐久力耐久力、、、、勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点がががが、、、、専用専用専用専用のののの記録記録記録記録シートシートシートシートにににに記載記載記載記載

されているされているされているされている。。。。既製既製既製既製のののの目標目標目標目標シートシートシートシート「「「「駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦（（（（Destroyers））））」「」「」「」「輸送船輸送船輸送船輸送船

(Freighters:4A)」」」」よりこちらのよりこちらのよりこちらのよりこちらの数値数値数値数値がががが優先優先優先優先されるされるされるされる。。。。なおなおなおなお各艦各艦各艦各艦のののの対対対対

空射撃力空射撃力空射撃力空射撃力についてもについてもについてもについても次次次次にににに述述述述べるべるべるべる特例特例特例特例にににに注意注意注意注意されたいされたいされたいされたい。。。。 
 
■■■■広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力(Area Flak)：：：： 
 
    米軍米軍米軍米軍がががが日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦日本軍駆逐艦３３３３隻以上隻以上隻以上隻以上にににに、、、、計計計計６６６６VP 以上以上以上以上のののの損害損害損害損害をををを与与与与えるえるえるえる

まではまではまではまでは、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの輸送船輸送船輸送船輸送船もももも広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力１１１１をををを有有有有するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

それそれそれそれ以後以後以後以後（（（（護衛駆逐艦護衛駆逐艦護衛駆逐艦護衛駆逐艦のののの対空力対空力対空力対空力がががが衰衰衰衰えたえたえたえた後後後後））））はははは、、、、目標目標目標目標シートシートシートシート「「「「駆駆駆駆

逐艦逐艦逐艦逐艦（（（（Destroyers:4A））））」「」「」「」「輸送船輸送船輸送船輸送船(Freighters:4A)」」」」にににに記載記載記載記載されていされていされていされてい

るるるる従来従来従来従来のののの広域対空力広域対空力広域対空力広域対空力にににに従従従従うううう。。。。 
    なおなおなおなお目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズにににに退避退避退避退避せずにせずにせずにせずに船団上空船団上空船団上空船団上空にににに留留留留まるまるまるまる日本軍日本軍日本軍日本軍

戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは、、、、上記上記上記上記のののの変化変化変化変化にににに関関関関わりなくわりなくわりなくわりなく常常常常にににに広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力広域対空射撃力１１１１でででで対対対対

空射撃空射撃空射撃空射撃をををを被被被被るるるる。。。。 
 
■■■■目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力(Target Flak)：：：： 
 
    攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた各艦各艦各艦各艦のののの「「「「目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力」」」」はははは、、、、もしもしもしもし

機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射〔〔〔〔21.7〕〕〕〕によってによってによってによって１１１１ダメージダメージダメージダメージでもでもでもでも受受受受けるとけるとけるとけると、、、、直直直直ちにちにちにちに（（（（そしてそしてそしてそして

残残残残りのりのりのりのゲゲゲゲームームームーム中中中中ずっとずっとずっとずっと））））１１１１火力減少火力減少火力減少火力減少するするするする。。。。これはこれはこれはこれは機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射によっによっによっによっ

ててててダメージダメージダメージダメージをををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ発生発生発生発生するするするする特例特例特例特例であるであるであるである。。。。ただしただしただしただし機銃機銃機銃機銃

掃射掃射掃射掃射によるによるによるによる打撃打撃打撃打撃がががが重複重複重複重複してもしてもしてもしても「「「「目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力」」」」減少減少減少減少はははは重重重重

複複複複しないしないしないしない（（（（ダメージダメージダメージダメージによるによるによるによる対空力対空力対空力対空力のののの減少減少減少減少はははは１１１１がががが上限上限上限上限）。）。）。）。 
    なおこれによりなおこれによりなおこれによりなおこれにより「「「「目標目標目標目標からのからのからのからの対空射撃力対空射撃力対空射撃力対空射撃力」」」」ががががゼロゼロゼロゼロ（（（（特特特特にににに輸送船輸送船輸送船輸送船））））

になったとしてもになったとしてもになったとしてもになったとしても、、、、超低空超低空超低空超低空からのからのからのからの攻撃攻撃攻撃攻撃にににに対対対対してはしてはしてはしては依然依然依然依然「「「「目標目標目標目標からからからから

のののの対空射撃対空射撃対空射撃対空射撃」」」」としてとしてとしてとしてアクションカードアクションカードアクションカードアクションカードをををを１１１１枚引枚引枚引枚引くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。 
 
■■■■ミッションミッションミッションミッション：：：： 
 



    このこのこのこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは２２２２日間日間日間日間にににに渡渡渡渡ってってってって行行行行われわれわれわれ、、、、各日各日各日各日それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ２２２２つつつつ

のののの艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃ミッションミッションミッションミッションがががが実施実施実施実施されるされるされるされる。。。。各日各日各日各日前半前半前半前半ののののミッションミッションミッションミッションはははは日本日本日本日本

のののの輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団にににに対対対対するするするする第第第第 1 次攻撃次攻撃次攻撃次攻撃をををを（（（（詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは後述後述後述後述）、）、）、）、後半後半後半後半ののののミッシミッシミッシミッシ

ョンョンョンョンではではではでは前半前半前半前半ののののミッションミッションミッションミッションにおいてにおいてにおいてにおいて墜落墜落墜落墜落せずせずせずせず損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にもならにもならにもならにもなら

なかったなかったなかったなかった米軍米軍米軍米軍のののの残存稼動機残存稼動機残存稼動機残存稼動機によるによるによるによる第第第第 2 次攻撃次攻撃次攻撃次攻撃がががが行行行行われるわれるわれるわれる（（（（なおなおなおなお

後半後半後半後半ミッションミッションミッションミッション開始時開始時開始時開始時にににに、、、、そのそのそのその日日日日のののの前半前半前半前半ののののミッションミッションミッションミッションでででで被被被被ったいかったいかったいかったいか

なるなるなるなるダメージダメージダメージダメージもももも取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる）。）。）。）。 
    重重重重ねてねてねてねて言言言言うがうがうがうが、、、、そのそのそのその日日日日のののの前半前半前半前半ののののミッションミッションミッションミッション（（（（１１１１次攻撃次攻撃次攻撃次攻撃））））でででで撃墜撃墜撃墜撃墜まままま

たはたはたはたは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面となったとなったとなったとなった米軍機米軍機米軍機米軍機はははは、、、、後半後半後半後半ののののミッションミッションミッションミッション（（（（２２２２次攻撃次攻撃次攻撃次攻撃））））

にににに参加参加参加参加するするするする事事事事はできないはできないはできないはできない。。。。 
註註註註：：：：同一機体同一機体同一機体同一機体をををを使用使用使用使用しているからといってしているからといってしているからといってしているからといって高度高度高度高度をををを勝手勝手勝手勝手にににに変更変更変更変更しししし

ないことないことないことないこと。。。。例例例例えばえばえばえば３３３３月月月月３３３３日日日日ののののミッションミッションミッションミッション#３３３３でででで B-25D のののの２２２２個編隊個編隊個編隊個編隊のうのうのうのう

ちちちち超低空超低空超低空超低空のののの方方方方のののの２２２２機機機機がががが撃墜撃墜撃墜撃墜またはまたはまたはまたは損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面となってもとなってもとなってもとなっても、、、、続続続続くくくくミミミミ

ッションッションッションッション#４４４４でででで低高度低高度低高度低高度のののの B-25D 編隊編隊編隊編隊をををを超低空超低空超低空超低空にににに高度変更高度変更高度変更高度変更することすることすることすること

などはなどはなどはなどは許許許許されないされないされないされない（（（（訳註訳註訳註訳註：：：：爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はそのはそのはそのはその日日日日のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを変更変更変更変更

するするするする事事事事ができないができないができないができない）。）。）。）。 
    なおなおなおなお日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機はははは、、、、ミッションミッションミッションミッション毎毎毎毎にににに使用使用使用使用するするするする機体機体機体機体がががが固定固定固定固定されされされされ

ておりておりておりており、、、、米軍機米軍機米軍機米軍機のようにのようにのようにのようにミッションミッションミッションミッションをまたいでをまたいでをまたいでをまたいで使用使用使用使用されることはなされることはなされることはなされることはな

いいいい。。。。 
 
■■■■使用機体使用機体使用機体使用機体：：：： 
 
    このこのこのこのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンでででで使用使用使用使用するするするする機体機体機体機体はははは原則的原則的原則的原則的ににににミッションミッションミッションミッション毎毎毎毎にににに決決決決

められておりめられておりめられておりめられており（（（（キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシートのののの Missions表参照表参照表参照表参照）、）、）、）、他他他他のののの

キキキキャンペーンャンペーンャンペーンャンペーンのようにのようにのようにのように選択使用可能選択使用可能選択使用可能選択使用可能なななな追加機体追加機体追加機体追加機体はないはないはないはない。。。。 
    両軍両軍両軍両軍のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ははははドックファイトドックファイトドックファイトドックファイト〔〔〔〔4.5〕〕〕〕のののの要領要領要領要領でででで開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度をををを秘密秘密秘密秘密

裏裏裏裏にににに任意任意任意任意でででで決決決決めてめてめてめて良良良良いいいい。。。。ただしただしただしただし両軍両軍両軍両軍のののの護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機はははは爆装爆装爆装爆装できずできずできずできず、、、、

またまたまたまた艦船艦船艦船艦船にににに対対対対してしてしてして機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射することもできないすることもできないすることもできないすることもできない。。。。 
    全全全全てのてのてのてのミッションミッションミッションミッションはははは爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機ののののスピードスピードスピードスピード値値値値にににに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、往路往路往路往路２２２２ターターターター

ンンンン、、、、帰路帰路帰路帰路１１１１ターンターンターンターンでででで構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。 
    望望望望むならむならむならむなら日本軍日本軍日本軍日本軍のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは、、、、目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズにおいてにおいてにおいてにおいて退避退避退避退避すすすす

ることなくることなくることなくることなく船団上空船団上空船団上空船団上空にににに滞空滞空滞空滞空しししし（（（（味方味方味方味方のののの対空砲火対空砲火対空砲火対空砲火にににに曝曝曝曝されながらされながらされながらされながら）、）、）、）、

同高度同高度同高度同高度のののの米軍機米軍機米軍機米軍機にににに対対対対してしてしてして（（（（そのそのそのその米軍機米軍機米軍機米軍機がどのがどのがどのがどの船船船船をををを攻撃攻撃攻撃攻撃しているしているしているしている

かにかにかにかに関係関係関係関係なくなくなくなく））））空戦空戦空戦空戦をををを挑挑挑挑むことむことむことむことができるができるができるができる。。。。 
    米軍側米軍側米軍側米軍側はははは、、、、目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズのののの侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンにおいてにおいてにおいてにおいて各爆撃機各爆撃機各爆撃機各爆撃機にににに

がががが、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシートにあるどのにあるどのにあるどのにあるどの船船船船にににに対対対対してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃をををを行行行行うかうかうかうか

をををを自由自由自由自由にににに選択選択選択選択するするするする。。。。このこのこのこの際際際際、、、、たとえたとえたとえたとえ L/W エレメントエレメントエレメントエレメントやややや爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊

をををを組組組組んでいたとしてもんでいたとしてもんでいたとしてもんでいたとしても、、、、各機毎各機毎各機毎各機毎にににに全全全全くくくく別別別別のののの船船船船をををを攻撃対象攻撃対象攻撃対象攻撃対象にににに選選選選ぶこぶこぶこぶこ

とができるとができるとができるとができる（（（（そうするかどうかはあくまでそうするかどうかはあくまでそうするかどうかはあくまでそうするかどうかはあくまで任意任意任意任意。。。。当然同一当然同一当然同一当然同一のののの船船船船をををを狙狙狙狙

うこともうこともうこともうことも自由自由自由自由）。）。）。）。ただしただしただしただし一旦目標一旦目標一旦目標一旦目標をををを定定定定めたらめたらめたらめたら、、、、たとえそのたとえそのたとえそのたとえその機機機機のののの攻撃攻撃攻撃攻撃

前前前前にににに他他他他のののの機機機機のののの攻撃攻撃攻撃攻撃によってによってによってによって目標目標目標目標がががが沈沈沈沈んだとしてもんだとしてもんだとしてもんだとしても、、、、他他他他のののの船船船船にににに矛矛矛矛

先先先先をををを変変変変えることはえることはえることはえることは許許許許されないされないされないされない。。。。 
 
■■■■特例特例特例特例(Exception)：：：： 
 
    輸送船団輸送船団輸送船団輸送船団のののの対空火力対空火力対空火力対空火力をををを沈沈沈沈黙黙黙黙させるさせるさせるさせる為為為為にににに投入投入投入投入されたされたされたされたボーファイタボーファイタボーファイタボーファイタ

ーーーーのののの各機各機各機各機はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ、、、、１１１１度目度目度目度目のののの機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射をををを終終終終えたえたえたえた後後後後、、、、１１１１度目度目度目度目のののの

目標艦船目標艦船目標艦船目標艦船とはとはとはとは違違違違うううう別別別別のののの艦船艦船艦船艦船にににに対対対対してしてしてして２２２２度目度目度目度目のののの機銃掃射機銃掃射機銃掃射機銃掃射をををを行行行行うことうことうことうこと

ができるができるができるができる。。。。 
なおなおなおなお各機各機各機各機がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ別別別別のののの艦船艦船艦船艦船をををを攻撃攻撃攻撃攻撃できるからといってできるからといってできるからといってできるからといって、、、、同同同同

一一一一エレメントエレメントエレメントエレメントまたはまたはまたはまたは同一編隊同一編隊同一編隊同一編隊のののの機体機体機体機体をををを勝手勝手勝手勝手にににに組替組替組替組替えたりえたりえたりえたり、、、、バラバラバラバラしししし

たりはできないたりはできないたりはできないたりはできない。。。。ただしただしただしただし損傷面損傷面損傷面損傷面となってとなってとなってとなって編隊編隊編隊編隊からからからから後落後落後落後落したしたしたした編隊爆編隊爆編隊爆編隊爆

撃機撃機撃機撃機はははは除除除除くくくく（（（（後落後落後落後落したしたしたした爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは必然的必然的必然的必然的にににに単機単機単機単機となるとなるとなるとなる為為為為）。）。）。）。 
 
☆☆☆☆    ３３３３月月月月２２２２日日日日    艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃パッケージパッケージパッケージパッケージ    ☆☆☆☆ 
 
護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機：：：：L/W P38G 双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント 
 
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機：：：：B-17E重爆重爆重爆重爆２２２２機機機機＋＋＋＋B-17F重爆重爆重爆重爆２２２２機機機機（（（（開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度：：：：低低低低 Low）））） 
（（（（B-17F 重爆重爆重爆重爆ははははゲームゲームゲームゲーム上上上上のののの性能性能性能性能にににに変変変変わりはないのでわりはないのでわりはないのでわりはないので Zero!付属付属付属付属

のののの B-17E とととと C3I 誌誌誌誌 16 号添付号添付号添付号添付のののの B-17E とをとをとをとを合合合合わせてわせてわせてわせて使用使用使用使用するするするする）））） 
 
    なおなおなおなお３３３３月月月月２２２２日日日日ののののミッションミッションミッションミッション#２２２２ではではではでは、、、、ミッションミッションミッションミッション#１１１１でででで撃墜撃墜撃墜撃墜されずされずされずされず損損損損

傷状態面傷状態面傷状態面傷状態面にもなっていないにもなっていないにもなっていないにもなっていない B-17だけをだけをだけをだけを使用使用使用使用するするするする（（（（開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度：：：：低低低低

Low）。）。）。）。またまたまたまたミッションミッションミッションミッション#２２２２にににに米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機はつかないはつかないはつかないはつかない。。。。 
 
☆☆☆☆    ３３３３月月月月３３３３日日日日    艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃艦船攻撃パッケージパッケージパッケージパッケージ    ☆☆☆☆ 
 
護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機：：：：L/W P38G 双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機双胴戦闘機１１１１エレメントエレメントエレメントエレメント＋＋＋＋P38G 双胴戦双胴戦双胴戦双胴戦

闘機闘機闘機闘機リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機＋＋＋＋熟練熟練熟練熟練パイロットパイロットパイロットパイロット「「「「Lynch」」」」 
 
防空制圧防空制圧防空制圧防空制圧：：：：L/W ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイター(Beaufighter IC)軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機軽爆撃機１１１１エレエレエレエレ

メントメントメントメント（（（（開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度：：：：任意選択任意選択任意選択任意選択）））） 
 
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機：：：：A-20A 攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機２２２２機機機機＋＋＋＋B-25C-1 攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機２２２２機機機機＋＋＋＋B-25D 中爆中爆中爆中爆

撃機撃機撃機撃機２２２２機機機機（（（（開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度：：：：中高度中高度中高度中高度）。）。）。）。 
    B-25D 中爆撃機中爆撃機中爆撃機中爆撃機２２２２機機機機＋＋＋＋B-17E 重爆重爆重爆重爆２２２２機機機機＋＋＋＋B-17F 重爆重爆重爆重爆２２２２機機機機（（（（開始開始開始開始

時高度時高度時高度時高度：：：：低低低低 Low）。）。）。）。 
（（（（B-17F 重爆重爆重爆重爆ははははゲームゲームゲームゲーム上上上上のののの性能性能性能性能にににに変変変変わりはないのでわりはないのでわりはないのでわりはないので Zero!付属付属付属付属

のののの B-17E とととと C3I 誌誌誌誌 16 号添付号添付号添付号添付のののの B-17E とをとをとをとを合合合合わせてわせてわせてわせて使用使用使用使用するするするする）））） 
 
    なおなおなおなお３３３３月月月月３３３３日日日日ののののミッションミッションミッションミッション#４４４４ではではではでは、、、、ミッションミッションミッションミッション#３３３３でででで撃墜撃墜撃墜撃墜されずされずされずされず損損損損

傷状傷状傷状傷状態面態面態面態面にもなっていないにもなっていないにもなっていないにもなっていない護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機護衛戦闘機およびおよびおよびおよび爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機だけをだけをだけをだけを使用使用使用使用

するするするする。。。。ただしただしただしただしミッションミッションミッションミッション#４４４４にはにはにはには、、、、ボーファイターボーファイターボーファイターボーファイター(Beaufighter IC)軽軽軽軽
爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは損害損害損害損害のののの如何如何如何如何をををを問問問問わずわずわずわず参加参加参加参加できないできないできないできない。。。。 
 
■■■■増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース）））） 
    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン記録記録記録記録シートシートシートシートのののの Missions表表表表でどのでどのでどのでどのミッションミッションミッションミッションにどのにどのにどのにどの増増増増

援援援援がががが適用適用適用適用されるかされるかされるかされるか指定指定指定指定してあるしてあるしてあるしてある。。。。いずれのいずれのいずれのいずれの増援増援増援増援もももも原則的原則的原則的原則的にににに Zero!
またはまたはまたはまたは Corsairs&Hellcats ののののキャンペーンリソースキャンペーンリソースキャンペーンリソースキャンペーンリソース表表表表にににに効用書効用書効用書効用書きききき

があるのでそちらをがあるのでそちらをがあるのでそちらをがあるのでそちらを参照参照参照参照されたいされたいされたいされたい。。。。 
 

目標上空目標上空目標上空目標上空にににに雲海雲海雲海雲海(Clouds Over Target)、、、、はぐれたはぐれたはぐれたはぐれた護衛機護衛機護衛機護衛機(Late 
Arrival) ＝＝＝＝Zero!参照参照参照参照。。。。悪天候悪天候悪天候悪天候（（（（Bad Weather）、）、）、）、到着遅延到着遅延到着遅延到着遅延(Late 
Arrival) ＝＝＝＝Corsairs&Hellcats 参照参照参照参照。。。。 
 
    未錬成操縦士未錬成操縦士未錬成操縦士未錬成操縦士とととと爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員爆撃機乗員（（（（Green Pilots/Crews：：：：19.4 選択選択選択選択ルルルル

ールールールール））））をををを採用採用採用採用するするするする場合場合場合場合：：：：1943 年序盤年序盤年序盤年序盤(Early 1943)のののの中中中中・・・・北部北部北部北部ソロソロソロソロ

モンモンモンモン諸島諸島諸島諸島キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとしてとしてとしてとして判定判定判定判定するするするする。。。。 
 
    なおなおなおなおミッションミッションミッションミッション#４４４４にににに登場登場登場登場するするするする一式戦隼一式戦隼一式戦隼一式戦隼(Ki-43-１１１１)のののの熟練熟練熟練熟練パイロッパイロッパイロッパイロッ

トトトト「「「「Sawata」」」」はははは D（（（（耐久力耐久力耐久力耐久力＋＋＋＋１１１１））））とととと P（（（（運動能力運動能力運動能力運動能力＋＋＋＋１１１１））））のののの能力値能力値能力値能力値をををを持持持持

つつつつ者者者者であるであるであるである。。。。 
 
■■■■キャンキャンキャンキャンペーンペーンペーンペーンのののの勝敗勝敗勝敗勝敗 
 
    通常通常通常通常ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、米軍側米軍側米軍側米軍側はははは撃沈撃沈撃沈撃沈またはまたはまたはまたは損害損害損害損害をををを与与与与

えたえたえたえた艦船艦船艦船艦船からのみからのみからのみからのみ勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点をををを得得得得ることができるることができるることができるることができる（（（（言言言言いいいい換換換換えるならえるならえるならえるなら、、、、

日本日本日本日本のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機をいくらをいくらをいくらをいくら撃墜撃墜撃墜撃墜してもしてもしてもしても VP はははは得得得得られないられないられないられない）。）。）。）。 
 
    日本側日本側日本側日本側はははは、、、、次次次次のののの通通通通りりりり撃墜撃墜撃墜撃墜したしたしたした爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機からのみからのみからのみからのみ VP をををを得得得得るるるる。。。。 

重爆重爆重爆重爆＝＝＝＝３３３３VP、、、、中爆中爆中爆中爆＝＝＝＝２２２２VP、、、、軽爆軽爆軽爆軽爆＝＝＝＝１１１１点点点点 
（（（（損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にしたにしたにしたにした爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機、、、、またはまたはまたはまたは撃墜撃墜撃墜撃墜／／／／損傷損傷損傷損傷させたさせたさせたさせた米軍戦闘米軍戦闘米軍戦闘米軍戦闘

機機機機からはからはからはからは全全全全くくくく VP はははは得得得得られないられないられないられない）））） 
 
    上記上記上記上記でででで得得得得たたたた米軍米軍米軍米軍のののの勝利得点勝利得点勝利得点勝利得点からからからから日本軍日本軍日本軍日本軍のそれをのそれをのそれをのそれを相殺相殺相殺相殺したしたしたした結果結果結果結果

をををを専用専用専用専用のののの勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表勝敗判定表にににに当当当当てはめててはめててはめててはめて求求求求めるめるめるめる。。。。 
 
●●●●ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイででででプレイプレイプレイプレイするするするする場合場合場合場合ののののルールルールルールルール改造改造改造改造 (Solitaire 
Variant)：：：： 
 
    プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはははは米軍米軍米軍米軍のののの立場立場立場立場ででででプレイプレイプレイプレイするするするする。。。。全全全全てのてのてのての増援増援増援増援（（（（リソースリソースリソースリソース））））はははは

そのままそのままそのままそのまま適用適用適用適用するするするする。。。。米軍米軍米軍米軍のののの爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは通常通通常通通常通通常通りりりりプレイプレイプレイプレイするがするがするがするが、、、、両軍両軍両軍両軍

のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機にににに関関関関してはしてはしてはしては以下以下以下以下にににに述述述述べるべるべるべる簡易簡易簡易簡易ルールルールルールルールをををを使用使用使用使用することすることすることすること。。。。 
 
－－－－日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機のののの開始時高度開始時高度開始時高度開始時高度はははは全全全全てててて中高度中高度中高度中高度とするとするとするとする。。。。 
 



－－－－ミッションミッションミッションミッションがががが開始開始開始開始されたならされたならされたならされたなら、、、、各各各各ターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時にににに米軍米軍米軍米軍のののの護衛戦護衛戦護衛戦護衛戦

闘機闘機闘機闘機１１１１機機機機にににに対対対対してしてしてして日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機１１１１機機機機をををを無作為無作為無作為無作為にににに選選選選んでんでんでんで取取取取りりりり除除除除くくくく。。。。

なおなおなおなおミッションミッションミッションミッション#３３３３においてこのにおいてこのにおいてこのにおいてこの方法方法方法方法によってによってによってによって取取取取りりりり除除除除かれたかれたかれたかれた米軍護米軍護米軍護米軍護

衛戦闘機衛戦闘機衛戦闘機衛戦闘機ははははミッションミッションミッションミッション#４４４４にににに何何何何らららら問題問題問題問題なくなくなくなく登場登場登場登場できるできるできるできる。。。。従従従従ってってってってミッシミッシミッシミッシ

ョョョョンンンン#４４４４ではではではでは日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機はははは米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機米軍護衛戦闘機にににに完全完全完全完全にににに相殺相殺相殺相殺されされされされ

ることとなるることとなるることとなるることとなる（（（（米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機３３３３機機機機にににに対対対対しししし日本軍日本軍日本軍日本軍２２２２機機機機なのでなのでなのでなので）。）。）。）。 
なおこれによるなおこれによるなおこれによるなおこれによる除去除去除去除去ではどちらにもではどちらにもではどちらにもではどちらにも VP はははは発生発生発生発生しないしないしないしない。。。。 

 
－－－－日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機とととと同高度同高度同高度同高度にににに米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機がががが一機一機一機一機もももも存在存在存在存在しないしないしないしない場場場場

合合合合、、、、高度高度高度高度をををを１１１１レベルレベルレベルレベル下下下下げることげることげることげること。。。。 
 
－－－－高度変更直後高度変更直後高度変更直後高度変更直後にににに日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機のののの各各各各リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機（（（（ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマン

はははは高度変更直後高度変更直後高度変更直後高度変更直後にににに行動行動行動行動できないできないできないできない））））はははは、、、、同高度同高度同高度同高度にあるいずれかのにあるいずれかのにあるいずれかのにあるいずれかの

爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機にににに対対対対してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃をををを行行行行うううう。。。。 
攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする全全全全てのてのてのての戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機（（（（リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機＆＆＆＆ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマン））））はははは全全全全てててて、、、、

編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機編隊爆撃機にににに対対対対するするするするウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンによるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃であるかのようにであるかのようにであるかのようにであるかのように通通通通

常常常常のののの空空空空戦戦戦戦ルールルールルールルール〔〔〔〔20.0〕〕〕〕にににに従従従従ってそのってそのってそのってその攻撃攻撃攻撃攻撃をををを実施実施実施実施するするするする。。。。 
訳註訳註訳註訳註：：：：例例例例えばえばえばえば「「「「零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型(A6M3)」」」」リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機によるによるによるによる攻撃攻撃攻撃攻撃ではではではでは、、、、

零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンのののの性能値性能値性能値性能値（（（（原則的原則的原則的原則的にににに攻撃力攻撃力攻撃力攻撃力２２２２＋＋＋＋防御力防御力防御力防御力２２２２

＝＝＝＝４４４４枚枚枚枚ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンド））））をををを使用使用使用使用してしてしてして攻撃攻撃攻撃攻撃をををを加加加加えるえるえるえる。。。。ただしただしただしただし１１１１レベルレベルレベルレベル降降降降

下下下下によるによるによるによるミニハンドミニハンドミニハンドミニハンド枚数枚数枚数枚数のののの増加増加増加増加はないはないはないはない。。。。なおなおなおなお戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機エレメントエレメントエレメントエレメントのののの

場合場合場合場合、、、、そのそのそのそのターンターンターンターンにににに高度変更高度変更高度変更高度変更したならしたならしたならしたなら、、、、当然当然当然当然ながらながらながらながら攻撃攻撃攻撃攻撃できるのできるのできるのできるの

ははははリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機だけとなるだけとなるだけとなるだけとなる。。。。そのそのそのその場合場合場合場合もももも次次次次ターンターンターンターンになればになればになればになればウィングウィングウィングウィング

マンマンマンマン、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機のののの両方両方両方両方がががが攻撃可能攻撃可能攻撃可能攻撃可能となるとなるとなるとなる。。。。 
１１１１）．）．）．）．ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイなのでなのでなのでなので、、、、山札山札山札山札からからからから引引引引いてきたいてきたいてきたいてきたカードカードカードカードはははは全全全全ててててオープンオープンオープンオープン

ににににするするするする。。。。 
２２２２）．）．）．）．そのそのそのその戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機がががが引引引引いたいたいたいたミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドのののの中中中中にににに MANEUVERING まままま

たはたはたはたは HALF LOOP があればがあればがあればがあれば、、、、次次次次のののの優先順位優先順位優先順位優先順位でででで攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標をををを決定決定決定決定

するするするする。。。。 
第一第一第一第一にににに最最最最ももももダメージダメージダメージダメージをををを受受受受けているけているけているけている爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機、、、、第二第二第二第二にににに最最最最もももも爆撃力爆撃力爆撃力爆撃力

のののの大大大大きいきいきいきい機機機機、、、、第三第三第三第三にににに最最最最もももも機数機数機数機数のののの少少少少ないないないない編隊編隊編隊編隊またはまたはまたはまたはエレメントエレメントエレメントエレメントにににに属属属属

するするするする機機機機、、、、最後最後最後最後はははは無作為選択無作為選択無作為選択無作為選択。。。。 
３３３３）．）．）．）．MANEUVERING またはまたはまたはまたは HALF LOOP がなければがなければがなければがなければ、、、、プレプレプレプレ

イヤイヤイヤイヤがががが任意任意任意任意でででで攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標をををを指定指定指定指定するするするする。。。。 
４４４４）．）．）．）．攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標となったとなったとなったとなった爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機ははははミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを引引引引くくくく。。。。 
５５５５）．）．）．）．日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドにににに IN MY SIGHTS およびおよびおよびおよび Out of 
the Sun カードカードカードカードがあればそれをがあればそれをがあればそれをがあればそれを全全全全てててて使使使使ってってってって爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする。。。。ここここ

れにれにれにれに対対対対しししし爆撃機爆撃機爆撃機爆撃機はははは、、、、攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗マークマークマークマーク付付付付きのきのきのきのカードカードカードカードまたはまたはまたはまたは IN MY 
SIGHTS およびおよびおよびおよび Out of the Sunカードカードカードカードでででで反応反応反応反応（（（（レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス））））するするするする。。。。 

なおなおなおなおソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイではではではでは戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを全全全全てててて確認確認確認確認できるのでできるのでできるのでできるので、、、、

米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機のののの防御防御防御防御はははは最最最最もももも合理的合理的合理的合理的なものとなるなものとなるなものとなるなものとなる。。。。 
 
－－－－ミッションミッションミッションミッション中中中中のののの各各各各ターンターンターンターン終了時終了時終了時終了時、、、、損傷状態面損傷状態面損傷状態面損傷状態面にあるにあるにあるにある日本軍戦闘日本軍戦闘日本軍戦闘日本軍戦闘

機機機機はははは全全全全てててて取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる。。。。 
 
－－－－日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機はははは目標上空目標上空目標上空目標上空フェイズフェイズフェイズフェイズにおいてにおいてにおいてにおいて退避退避退避退避することなくすることなくすることなくすることなく、、、、

味方味方味方味方のののの対空砲火対空砲火対空砲火対空砲火にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるのもまれるのもまれるのもまれるのも辞辞辞辞さずにさずにさずにさずに米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機をををを執拗執拗執拗執拗

にににに狙狙狙狙うううう。。。。 
 

ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイ例示例示例示例示：：：：ミッションミッションミッションミッション#1 をををを例例例例にとるにとるにとるにとる。。。。まずまずまずまずリソースリソースリソースリソースのののの到着到着到着到着

遅延遅延遅延遅延(Late Arrival) によってによってによってによって日本日本日本日本のののの零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型(A6M3)１１１１エレメンエレメンエレメンエレメン

トトトトのののの到着到着到着到着をををを遅遅遅遅らせたらせたらせたらせた（（（（判定判定判定判定のののの結果結果結果結果、、、、第第第第２２２２ターンターンターンターン到着到着到着到着となったとなったとなったとなった）。）。）。）。はははは

ぐれたぐれたぐれたぐれた護衛機護衛機護衛機護衛機(Late Arrival) もももも判定判定判定判定したがこれはしたがこれはしたがこれはしたがこれは影響影響影響影響がががが無無無無かったかったかったかった。。。。

かくしてかくしてかくしてかくして開始開始開始開始されたされたされたされた第第第第 1 ターンターンターンターン、、、、まずまずまずまず米軍米軍米軍米軍のののの P38Gをををを１１１１枚取枚取枚取枚取りりりり除除除除きききき

（（（（ソロプレイソロプレイソロプレイソロプレイではではではでは米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機ががががリーダーリーダーリーダーリーダーかかかかウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンかはかはかはかは全全全全くくくく関関関関

係係係係もないもないもないもない）、）、）、）、これにこれにこれにこれに対応対応対応対応してそのしてそのしてそのしてそのターンターンターンターンにににに存在存在存在存在するするするする日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機日本軍戦闘機

をををを１１１１機取機取機取機取りりりり除除除除くくくく（（（（必然的必然的必然的必然的にににに零戦二一型零戦二一型零戦二一型零戦二一型リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機しかいなしかいなしかいなしかいないのでいのでいのでいので

それをそれをそれをそれを）。）。）。）。 
続続続続くくくく第第第第２２２２ターンターンターンターン開始時開始時開始時開始時、、、、到着遅延到着遅延到着遅延到着遅延(Late Arrival) のののの零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型

(A6M3)１１１１エレメントエレメントエレメントエレメントがががが駆駆駆駆けけけけ付付付付けたがけたがけたがけたが、、、、米軍米軍米軍米軍のののの P38G をををを１１１１枚取枚取枚取枚取りりりり除除除除

きききき、、、、これにこれにこれにこれに対応対応対応対応してしてしてして取取取取りりりり除除除除かれるかれるかれるかれる日本機日本機日本機日本機をををを無作為無作為無作為無作為にににに選選選選んだところんだところんだところんだところ

零戦零戦零戦零戦ウィングマンウィングマンウィングマンウィングマンがそれとなったがそれとなったがそれとなったがそれとなった。。。。残残残残ったったったった零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型リーダーリーダーリーダーリーダー機機機機

はははは中高度中高度中高度中高度にあるもにあるもにあるもにあるも、、、、目指目指目指目指すすすす B-17 はははは全全全全てててて低高度低高度低高度低高度にあるのでにあるのでにあるのでにあるので１１１１高度高度高度高度

降下降下降下降下するするするする。。。。このこのこのこの零戦零戦零戦零戦ははははリーダーリーダーリーダーリーダー機機機機なのでなのでなのでなので手順的手順的手順的手順的にににに高度変更後高度変更後高度変更後高度変更後にににに

攻撃攻撃攻撃攻撃がががが行行行行えるえるえるえる。。。。かくしてかくしてかくしてかくしてミニハンドミニハンドミニハンドミニハンドをををを４４４４枚引枚引枚引枚引いたところいたところいたところいたところ、、、、そのそのそのその内容内容内容内容

はははは MANEUVERING 、、、、IN MY SIGHTS （（（（火火火火１１１１/打打打打２２２２）、）、）、）、Out of the 
Sun（（（（火火火火２２２２/打打打打３３３３）、）、）、）、TIGHT TURN であったであったであったであった。。。。MANEUVERING がががが

あったのであったのであったのであったので優先順位優先順位優先順位優先順位にににに従従従従ってってってって B-17F（（（（爆撃力爆撃力爆撃力爆撃力がががが最最最最もももも大大大大きいきいきいきい為為為為））））のののの

１１１１機機機機がががが攻撃対象攻撃対象攻撃対象攻撃対象にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた。。。。ミッションミッションミッションミッション#１１１１にはにはにはにはリソースリソースリソースリソースでででで悪天候悪天候悪天候悪天候

（（（（Bad Weather））））がががが適用適用適用適用されているされているされているされている為為為為、、、、B-17F のののの（（（（編隊編隊編隊編隊））））相互支援相互支援相互支援相互支援

値値値値はははは無効化無効化無効化無効化されされされされ、、、、自身自身自身自身のののの砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値砲塔防御値２２２２にににに従従従従ってってってって２２２２枚枚枚枚ののののミニハンドミニハンドミニハンドミニハンド

をををを引引引引いたいたいたいた。。。。そのそのそのその内容内容内容内容はははは IN MY SIGHTS （（（（火火火火１１１１ /打打打打１１１１）、）、）、）、HALF 
LOOP （（（（攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗マークマークマークマーク付付付付））））であったであったであったであった。。。。プレイヤプレイヤプレイヤプレイヤはまずはまずはまずはまず HALF 
LOOP（（（（攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗攻撃失敗マークマークマークマーク付付付付））））でででで、、、、零戦零戦零戦零戦のののの Out of the Sun（（（（火火火火２２２２/打打打打
３３３３））））をををを相殺相殺相殺相殺しししし、、、、零戦零戦零戦零戦のののの IN MY SIGHTS （（（（火火火火１１１１/打打打打２２２２））））にににに対対対対してしてしてして IN MY 
SIGHTS（（（（火火火火１１１１/打打打打１１１１））））でででで反応反応反応反応したしたしたした。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、そのそのそのその B-17F はははは２２２２ダメダメダメダメ

ージージージージをををを被被被被りりりり、、、、零戦零戦零戦零戦はははは１１１１ダメージダメージダメージダメージをををを被被被被ったったったった。。。。 
往路往路往路往路ターンターンターンターンはここではここではここではここで終終終終わりわりわりわり、、、、続続続続いていていていて侵入侵入侵入侵入ターンターンターンターンへへへへ移行移行移行移行するするするする。。。。もももも

はやはやはやはや米軍米軍米軍米軍のののの P38G はははは存在存在存在存在しないのでしないのでしないのでしないので、、、、このこのこのこの零戦三二型零戦三二型零戦三二型零戦三二型リーダーリーダーリーダーリーダー

機機機機はははは可能可能可能可能なななな限限限限りりりり米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機米軍爆撃機にににに追追追追いすがるいすがるいすがるいすがる事事事事となるとなるとなるとなる。。。。 


