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1.0 はじめに

また、ルールを理解し易くするための書き換えも大幅に
行いましたが、改善の余地があれば知らせて欲しい。

このゲームは、1944 年 7 月に行われたアメリカ軍によ
るテニアン島への侵攻を再現している。アメリカ軍の第
2、および第 4 海兵師団は、隣接するサイパン島を支配
下においてすぐに、この島の確保を命じられた。

島は日本帝国陸軍の部隊（主に第 50 歩兵連隊）と、日
本帝国海軍の部隊（主に第 56 海軍守備隊）によって守
られていた。

作戦はサイパン島とグアム島への侵攻も含め、一連の流
れの中で計画されていたが、テニアン島への侵攻は最も
効率的に、かつ上手くいった事例としてよく挙げられる。
実際、この戦いでは日本軍が全軍の 8,000 名をほぼ喪失
したのに対し、アメリカ軍の戦死者は約 330 名、負傷者
は約 1,600 名であった。しかしながら、戦力的には一方
的であったが、日本軍は 1 週間にわたって巧みに戦い、
太平洋における血まみれで困難な戦いとなった。

このルールは先に発売されている Saipan のルールを全
面的に改訂したもので、Saipan のために利用すること
ができる。特に Saipan のために記されたルールは、以
下のように背景が灰色で、赤い菊のシンボルが付されて
いる。

2.0 ゲーム中の用語／定義

アクションフェイズ【Action Phase】：プレイの手順の
中の１つで、全ての活性化はここで行われる。

活性化【Activation】：1. カップの中からチットが引か
れた時点で開始され、全てのアクションが実行された後、
新たなチットが引かれるまでの期間。2. ユニットを行動
させるための一連の手順。

活性化ユニット【Active Unit】：ある師団、あるいは
フォーメーションのがチットが引かれた場合、その師団、
フォーメーションに所属する全てのユニットが活性化ユ
ニットとなり、アクションを行うことができる。「直接
指揮」も参照。

白兵戦【Assault Action】：攻撃側の部隊が防御側の部
隊の存在する場所へ進入し、防御側部隊をそこから撃退
する一連の行動。白兵戦はアクションの内の１つで、ア
メリカ軍側では “Prepared Assault” とも呼ばれ、日本
軍側では「バンザイ突撃」、「玉砕」とも呼ばれる。

バンザイ突撃【Banzai Charge】：日本軍プレイヤーが
用いる白兵戦の１つ。

上陸可能海岸【Beach Landing Area】：アメリカ軍が
強襲上陸によって上陸可能な海岸（Blue、Green、Red、
White 等）。

妨害地形【Blocking Terrain】：照準線の障害となる地
形

チット【Chits】：各ターンにおけるプレイの順番を決め
るため、カップの中に入れられて無作為に引かれるマー
カーのこと。チットの表面にはゲームで共通のロゴが印
刷され、裏面にはそのチットの内容を意味することが印
刷されている。

縦隊【Column】：軍事的隊形の１つで、移動ポイント消
費することができる（移動アクションを行う行うことが
できる）。通常、ユニットは裏面に縦隊が印刷されてい
る（表面には散開隊形が印刷されている）。

色帯（白帯以外）【Colored–Stripe】：ユニット、あるい
はマーカーには、それらが同一のフォーメーションに所
属することを示す目印として、色帯が印刷されている。
同じ色の帯が印刷されているユニット、マーカーは同じ
フォーメーションに所属し、背景色が同じユニットと
マーカーは同じ師団に所属している。

以下に記載するのは CSS:Tinian で用いられる特殊な
ゲーム用語で、ゲームを通して利用される。

カップ【The Cup】：そのターンに引かれる全てののチッ
トを入れておくための空の容器。

アクション【Action】：活性化ユニットが実行可能な作
戦行動の内の１つ。活性化されたユニットの種類によっ
て、可能な作戦行動（移動、射撃、白兵戦、回復、工兵
アクション）は異なる。「第２アクション」も参照。



Tinian  -  The Forgotten Battle

© 2018 Compass Games, LLC.

4

指揮レーティング【Command Rating】：このレーティ
ングは、師団全般の指揮能力を表していて、師団の装備
とともに指揮官の資質を意味している。

防御力【Defensive Value】：ユニットや支援火器の防御
における能力を表した数値。小さいほど良い（‒1 の方
が +1 より優れている）。

散開隊形【Deployed】：軍事的隊形の１つで、戦闘任務
を効率的に行うためのもの。通常、ユニットは表面に散
開隊形が印刷されている（裏面には縦隊が印刷されてい
る）。

直接指揮【Direct Command(DC)】：個別の戦闘ユニッ
トに対して直接命令を下すことの抽象概念。各師団の汎
用トラック上に直接指揮マーカーを置くことで管理され
る。個々の師団は、19DC を超えてトラック上に持つこ
とはできない。直接指揮は、ユニットに追加の活性化を
可能にする。また、ゲーム上の他の行為でも使用される。

混乱【Disorganized(DG)】：ユニット（あるいは複数の
ユニットによるグループ）の戦闘遂行能力の低下を表す。
混乱の度合いが上昇すると（そのヘクスに置かれたマー
カーのレベルが上昇すると）、ユニット（グループ）の
統率が失われていく。混乱レベルの数値が増えるに従っ
て、ユニットの混乱の度合いは深刻になっていく。混乱
はヘクス単位で管理され、同一の混乱レベルがヘクス内
の全てのユニットに適用される。混乱レベルは蓄積され、
同一ヘクスで最大 4 レベルまで蓄積される。

派兵ポイント【Dispatch Points(DP)】：フォーメーショ
ン、あるいは師団による任務達成のための計画、準備を
表す抽象概念。各師団の汎用トラック上で管理される。
個々の師団は、9DP を超えてトラック上に持つことは
できない。DP はフォーメーション、あるいは師団のチッ
トをゲームターン開始時、およびアクションフェイズ中
にカップに投入することを可能にする。また、ゲーム上
の他の行為でも使用される。

派兵レーティング【Dispatch Rating】：派兵レーティン
グは、師団が攻撃を策定する際に動員可能な戦力を表す
とともに、その地域で得られている情報量も表している。

師団【Division】：複数のフォーメーションをまとめた
グループ。同一の師団に所属するユニット、およびマー
カーは、全て同一の背景色になっている。ゲームにおけ
る師団は、必ずしも軍事用語における師団とは一致して
いない。「帯なしユニット」、「白帯ユニット」も参照。

師団ディスプレイ【Division Display】：ゲーム上の様々
な情報を管理するための個別の表。それぞれのプレイ
ヤーは、ゲーム中に相手の師団ディスプレイを見ること
ができる。

工兵アクション【Engineering Action】：CSS：Tinian
と Saipan における工兵アクションには洞窟封鎖、Aslito
飛行場の修復、地雷除去、陣地構築がある。

射撃アクション【Fire Action】：Tinian における射撃
アクションは、敵ユニットに対する射撃同様に、スタッ
クしている自軍ユニットに射撃力を付加することも含ま
れる。

射撃ゾーン【Fire Zone】：あるユニットが赤、黄、青、
あるいは白のボックスで囲まれた火力を用いて射撃可能
なヘクスは、そのユニットの射撃ゾーン内にあるものと
される。黒のボックスで囲まれた火力を持つユニット（間
接射撃ユニット）は、射撃ゾーンを持たない。ユニット
の存在するヘクスへの砲煙、および敵ユニットの隣接は、
他の要因にかかわらず、そのユニットの射撃ゾーンを隣
接ヘクスのみに制限する。

フォーメンション【Formation】：同一編成に属するユ
ニットの集まり。大半は、軍事組織でいうところの旅団、
連隊に相当する。複数のフォーメーションによって師団
が構成される。

防御施設【Fortification】：タコツボ、塹壕、トーチカ、
掩蔽壕、洞窟、稜線、ブービー・トラップ、および地雷。

ゲーム日付【Game Day】：1 日は 0500 時ターンから始
まり、夜間第Ⅱターンで終了する。

ゲームターン【Game Turn】：日中の 1 ターンは、おお
よそ 2 時間に相当する。夜間ターンは 2 ターンあり、そ
れぞれが 4 ～ 6 時間に相当する。

汎用トラック【General Records Truck】：師団ディス
プレイには 0 ～ 19 の欄があり、そこに師団の各マーカー

（部隊練度、直接指揮、DP、疲労）が置かれ、状況が記
録される。

玉砕【Gyokusai】：日本軍による特殊な白兵戦で、プレ
イの状況や無作為イベントによって発生する。通常は指
揮系統から孤立した太平洋上で起きることで（アジアの
本土でも起きてはいるが）、救出される見込みのない状
況で、敵とともに全滅するなり、戦って死ぬなりのこと
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を示唆している。たいていの場合、降伏という選択はな
いので、結果的に全ての兵が死ぬことになる。

装甲目標【Hard Target】：装甲に守られた目標。全て
の装甲目標は、ユニットに印刷された防御力が、黒ある
いは黄色のボックスで囲まれている。防御力が黒のボッ
クスで囲まれている装甲目標は、ゲーム上では「戦車」
として扱われる。

ヒーロー【Hero】：戦闘において特別な意味を持つ個人。
ヒーローは実際の戦闘に影響を与える特殊能力を持つ。

指揮下【In–Command】：ユニットは自身のフォーメー
ション、または師団司令部の指揮範囲内に存在するか、
指揮官ユニットとスタック、または隣接している場合、
指揮下にあるものとされる。

間接射撃【Indirect Fire】：黒のボックスで囲まれた火
力を持つユニットによって行われる射撃。間接射撃は、
観測者を伴って行われる。

イニシアチブ・プレイヤー【Initiative Player】：イニ
シアチブ・プレイヤーは、ルールによって定められる。
イニシアチブ・プレイヤーになると、ゲーム上の各種手
番において、優位に立つことができる。

指揮官【Leader】：師団、およびフォーメーションの統
率者。指揮官は戦闘を優位に導くことができる。また、
ユニットとスタック、あるいは隣接することによって、
そのユニットを指揮下にすることができる。

徒歩ユニット【Leg Unit】：移動力が黒、または赤以外
で印刷されているユニット。

照準線【Line of Sight(LOS)】：観測者から目標まで引
かれる直線。照準線は妨害されることがある。

マーカー【Marker】：ユニット以外の全てのカウンター。
支援火器、指揮官、ヒーロー、防御施設、砲煙、師団ト
ラック、ユニット状態マーカー（混乱、釘付け、制圧下
等）がある。

移動アクション【Movement Action】：移動ポイントの
消費を伴うアクション。移動アクションを行うために、
大半のユニットは縦隊でなくてはならない。移動アク
ションは、臨機射撃を引き起こす。

帯なしユニット【No–Stripe Units】：これらのユニット

は、同一師団内の全てのフォーメーションに属すること
ができる。

臨機射撃【Opportunity Fire】：非活性化ユニットによっ
て起こされるアクション。自軍の非活性化ユニットの射
撃ゾーン内で敵ユニットが移動アクションを行った場
合、あるいは白兵戦を仕掛けられた場合に臨機射撃が引
き起こされる。

釘付け【Pinned】：ユニットが戦闘結果による潰走チェッ
クに失敗した場合に発生する。釘付け状態のユニットは、
釘付けマーカーに記されている通り、一部の能力を失う。

計画突撃【Prepared Assault】：アメリカ軍の行う白兵
戦の方法。

リアクション・プレイヤー【Reaction Player】：イニシ
アチブ・プレイヤーではないプレイヤー。

第２アクション【Second Action】：指揮下にあるユニッ
トが、第 1（フリー）アクションを行った後に行うアク
ション。第 2 アクションを行う場合、ユニット毎に DC
を消費する。特にルールに規定のない限り、第 2 アクショ
ンでは第 1 アクションと同じ種類のアクションを行うこ
とができる。

観測者【Spotter】：間接射撃を行うユニットと同一師団
に所属するユニットで、間接射撃の目標となるヘクスへ
照準線を引くことができるもの。

非装甲目標【Soft Target】：いかなる射撃に対しても、
装甲による恩恵を受けることのできないユニット。こう
したユニット（マーカー）の防御力はいかなる色のボッ
クスにも囲まれていない。

状態マーカー【Status Markers】：各種防御施設、混乱、
制圧下、釘付け、計画突撃、バンザイ突撃、玉砕、砲煙
マーカーがある。必要であれば、プレイヤーは自由に自
作して構わない。

支援火器【Support Weapon(SW)】：これらのマーカーは、
ユニットに各種能力を付加することができる。支援火器
には “SW” と印字がなされている。

制圧下【Suppressed】：戦闘により、不自由な状況にお
かれてること。制圧下のユニットは、制圧下マーカーに
記されているように、能力の制限を受ける。
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継続射撃【Sustained Fire】：1 回の白兵戦、および活性
化に対して、複数回の臨機射撃を可能にする支援火器（の
能力）。ただし、この能力を使用した戦闘解決のダイス
の目で 7 以上が出ると支援火器は故障する。

戦車【Tanks】：戦車は装甲目標の特別なタイプで、防
御力が黒のボックスで囲まれている。

装軌ユニット【Tracked Unit】：移動力が赤で印刷され
たユニット。

部隊練度【Troop Quality】：あるグループ（多くは師団）
の士気や能力の変化を数値化したもの。数値が大きいほ
ど優れている。

部隊練度チェック【Troop Quality Check(TQC)】：ダ
イスを振って、ユニットのその時点での部隊練度以下を
出せば、TQC に成功する。

ユニット【Unit】：主として中隊規模に編成された戦闘
部隊。ユニットには、火力の欄に “+” あるいは “ － ” の
記号が記されることはない。

装輪ユニット【Wheeled Unit】：移動力が黒で印刷され
たユニット。

白帯ユニット【White–Striped Unit】：これらのユニッ
トは、カップから所属する師団のチットが引かれた場合、
あるいは直接指揮チットが引かれた場合に活性化するこ
とができる。白帯のついたマーカーは、白帯のユニット
に対してのみ使用できるという制限も課せられる。

・ゲームの箱

3.2 Saipan

CSS: Saipan には以下の備品が含まれている。

・22 インチ× 34 インチのゲーム地図が　2 枚
・5/8 インチカウンターのシート　6 枚
・英文ルール　1 冊
・シナリオ集　1 冊
・師団ディスプレイ　4 枚
・戦闘結果表／地形効果表　同じものが 2 枚
・時間（ターン）／天候ディスプレイ　1 枚
・10 面体ダイス　2 個

3.3 ゲーム地図

ゲ ー ム 地 図 に お け る 1 ヘ ク ス の 差 し 渡 し は 500m
（1/25000 の縮尺）。プレイ可能なヘクスの中心には点が
印刷されており、その点で地形の種別が判別できるとと
もに、照準線を引く際にも用いられる。中心部に点の打
たれていないヘクスは、プレイに使用することができな
い。

ヘクスの中心点
で地形の種類が
決まる

500 メートル

3.0 ゲームの備品

3.1 Tinian

CSS: Tinian には以下の備品が含まれている。

・22 インチ× 34 インチのゲーム地図が　1 枚
・5/8 インチカウンターのシート　4 枚
・英文ルール　1 冊
・シナリオ集　1 冊
・師団ディスプレイ　2 枚
・戦闘結果表／地形効果表　同じものが 2 枚
・時間（ターン）／天候ディスプレイ　1 枚
・10 面体ダイス　2 個
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3.4 カウンター

1
1

2

2

3

37

7

4 4

4

6

6
5 5
8

8

1 2

ユニット

1 ユニットの帯：フォーメーションの識別

8 師団の色

第 2 海兵師団 第 4 海兵師団
帝国陸軍

第 50、第 135
連隊

帝国海軍

フォーメーション帯（色帯）

師団直属帯（白帯）

師団内で自由に配属（帯なし）

2 火力ボックス（射撃の種類）

赤：小火器射撃

黄：榴弾／火炎放射器射撃

黒：間接射撃（小さい数字は射程）

白：榴弾射撃と対装甲射撃をプレイヤーが任
意に選択

3 火力

０～８の間の値が定められており、射撃アクションの際にこの
数字が基準となる。

4 移動力

散開隊形：移動不可

縦隊：白：徒歩移動

縦隊：赤：装軌移動

縦隊：黒：装輪移動

5 ユニット ID

通常は　中隊／大隊／連隊　の表記がされており、ここでの例
は第 4 海兵師団第 25 連隊第 2 大隊の F（Fox）中隊を指している。

6 防御力

ここに何も記載されていない場合、防御力は 0（の非装甲目標）
とみなされる。防御力は小さい方が良い。

防御力が黒のボックスで囲まれている場合、そのユニット
は戦車で装甲目標とみなされる。Saipn と Tinian には防御
力が黄色のボックスで囲まれているユニット（戦車以外の
装甲目標）は登場しない。

7 ユニット・シンボル

大半のものは歴史的興味からつけられているが、工兵のシ
ンボルだけは特別な意味を持つ。工兵シンボルを持つユニッ
トのみが特殊な工兵アクションを行うことができる。アメ
リカ軍の工兵のみが工兵アクションを行うことができる。

工兵のユニット・シンボル

支援火器

指揮官と司令部

砲煙マーカー

1 すべての支援火器はこのシンボルを持つ

2 ユニットと同様に、支援火器もフォーメーション識別の
帯を持つ。色帯はフォーメーションに所属し、白帯は師
団直属で、帯なしはその師団の全てのフォーメーション
に所属可能

3 支援火器のシンボル。歴史的興味によるもの

4 ユニット、またはヘクスに加えられる防御力

5 追加火力（可能なら射撃の種類も変更することができる）

6 ユニットの背景の色で、その支援火器がどの師団に所属
するものかが判別できる

7 支援火器の種類

8 支援火器の持つ特殊な能力

火炎放射器能力

Saipan と Tinian には以下の 2 種類のみがある。

継続射撃能力

司令部の指揮範囲

全滅した司令部ユニットは、潰
走ユニットボックスに置かれる

指揮官は同じヘクスにいるユニットの火力（1）と部隊練度（2）
を修正する。名前のついた指揮官を失ったら、裏返して代替

（Replacement）指揮官にする

表 裏

ヘクス内の全てのユニットの部隊練度を修正

ヘクス内の全てのユニットの火力を修正

ヘクス内の全てのユニットの移動力を修正

散開隊形（表） 縦隊（裏）

注：火力ボックスの青（対装甲射撃）は Saipan と Tinian には登場しない。
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3.5 図表類

 

 

その他のマーカー

防御施設

状態マーカー

チット

ヘクス内の全てのユニットの部隊練度を修正

地形の防御力を修正

火力修正

部隊練度
修正

移動力
修正

チット
（表）

師団活性化
チット

（帯なし）

直接指揮
チット

（両軍 1 枚ずつあり）

風チット
（全ての砲煙マー

カーを除去）

フォーメーション
活性化チット
（識別用帯あり）

チット
（表）

アメリカ軍
上陸チット

イベント
チット

アメリカ軍
海上支援
チット

アメリカ軍
航空支援
チット

防御力修正 部隊練度修正

海岸封鎖
マーカー

軍団
トラック
（27.0 参照）

師団
ディスプレイ
マーカー

マティーニ
＆焼酎

マーカー

サイパン
特別ルール

マーカー

ゲーム
初期用

マーカー

シナリオ
特別ルール
マーカー

天候・勝利記録用マーカー

地形効果表 師団
ディスプレイ

戦闘結果表
＆プレイ補助

ゲーム・ターン／
天候／勝利ポイント

記録表

白兵戦マーカー
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4.0 プレイの手順

1. 準備フェイズ

A) 天候決定（0500 時ターンのみ）

ダイスを振り、天候表（Weather Table）でその日
の天候を決定する。

天候の影響：

好天（clear）− 影響なし

雨（Rain）− 最大視認距離が 3 ヘクスに減少し、
全ての射撃の火力に -1 の修正が適用される。ま
た、次の日の天候決定のダイスの目に +1 の修正
が適用される。雨の日のターンには、カップの
中に航空支援のチットを入れることができない。

嵐（Toropical Storm）− その日の行動は全て
スキップする。チットは一切引かれることがな
く、日付（Day）マーカーは次の日に進み、0500
時ターンの準備フェイズから始まる。また、地
図上から全ての混乱、制圧下、釘付け、臨機射
撃不可、継続射撃、および集中射撃マーカーを
除去する。海上ゾーン（Naval Zone）に存在す
る全てのユニットは、それぞれの海岸につなが
る輸送ゾーン（Transport Zone）ボックスに移
される。

B) 師団の疲労判定（0500 時ターンのみ）

ⅰ ) 疲労レベルが 3 以下のアメリカ軍師団は、部隊
練度が 1 上昇する（ただし師団の上限値まで）。
疲労レベルが 5 以上のアメリカ軍師団は、部
隊練度が 1 低下する（最小 0 まで）。

ⅱ ) 疲労レベルが 3 以下の日本軍師団は、部隊練度
が 1 上昇する（ただし、師団の上限値まで）。
疲労レベルが 7 以上の日本軍師団は、部隊練
度が 1 低下する（最小 0 まで）。

C) マティーニと焼酎を分配する（0500 時ターンの
み）（26.0 参照）

Saipan ではウィスキーと酒を、Tinian ではマ
ティーニと焼酎を分配する。

3.6 略語
AA：対空砲
AAB：水陸両用機甲
AB：飛行場
AG：航空グループ
Art：砲兵
AT：対戦車
ATB：水陸両用戦車大隊
Batt：大隊
BAZ：バズーカ砲
Bde：旅団
CB：建設大隊
CC：通信中隊
Col：大佐
Com(m)：通信
Con：建設
CPA：中部太平洋
CPL：伍長
Cpt：大尉
EF：遠征軍
FAR：砲兵連隊
FMBG：機関銃中隊
HC：病院中隊
HMG：重機関銃
HQ：司令部
IAB：独立対空中隊
ID：歩兵師団
IER：独立工兵連隊
IMA：独立山砲
IMB：独立混成旅団
IMTB：独立迫撃砲訓練大隊
IB：主計大隊
IR：独立連隊
IVC：独立車両中隊
LT：中尉
LTC：軽戦車中隊
LtCmd：海軍少佐
Lt Gen：中将
M4：M4A2 シャーマン戦車
M5：M5A1 スチュアート戦車、M3A1 サタン戦車
Maj Gen：少将
MARDIV：海兵師団
Med：医療
Mtr：迫撃砲
NGF：海軍警備部隊
OC：法務中隊
PFC：上等兵
RCT：連隊戦闘団
Rgt：連隊
SER：船舶工兵連隊
TC：輸送中隊
TK：戦車
VA：海軍中将
VAC：第 5 水陸両用軍団
YSLF：横須賀特別陸戦隊
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D) 派兵ポイントの消費

各プレイヤーは、派兵ポイントを消費することに
よって、そのターンに使用するチットをカップに入
れることができる。2DP を消費することによって
師団の活性化チット 1 枚を、1DP を消費すること
によってフォーメーションの活性化チット 1 枚を、
カップに入れることができる。DP は、活性化チッ
トの所属する師団から消費されなくてはならない。
必要な DP を消費することのできない師団は、その
ターンに活性化チットをカップに入れることはでき
ない。

部隊練度が 3 のアメリカ軍師団は、その師団に所属
するフォーメーションの活性化チットをカップに入
れることができない。

部隊練度が 2 以下のアメリカ軍師団は、その師団に
所属するフォーメーション、およびその師団の活性
化チットをカップに入れることができない。

部隊練度が 1 の日本軍師団は、その師団に所属する
フォーメーションの活性化チットをカップに入れる
ことができない。

部隊練度が 0 の日本軍師団は、その師団に所属する
フォーメーション、およびその師団の活性化チット
をカップに入れることができない。

E) 疲労

・日中ターンに師団の活性化チットをカップに入れ
た場合、その師団の疲労レベルが 1 増加する。

・夜間ターンに師団の活性化チットをカップに入れ
た場合、その師団の疲労レベルが 2 増加する。

・そのターンに師団の活性化チットをカップに入れ
なかった場合、その師団の疲労レベルは 1 減少す
る。

疲労レベルの変更は、全ての活性化チットがカッ
プに入れられた時点で適用される。

F) 派兵ポイントの獲得

各プレイヤーは派兵ポイントの獲得のために、師団
毎にダイスを振ることができる。師団毎にダイスを
1 個振り、出た目がその師団の派兵レーティング以
下であったら、師団の DP を 3 増加させる。出た目

が派兵レーティングを超えた場合は、師団の DP を
1 増加させる。師団の DP は 9 を超えることはない。

G) このターンに登場する増援の配置

2. アクション・フェイズ

A) ステップ 1D でカップに入れられたチットに加え、
各プレイヤーの直接指揮チット、風（Wind）チット、
無作為イベント（Random Event）チット、アメリ
カ軍海上支援（US Naval Support）チット、アメ
リカ軍上陸（US Amphibious）チット、航空支援（Air 
Support）チット（ただし、これは雨の降っていな
い日中ターンに限る）を、それぞれカップに入れる。

B) 0500 時 タ ー ン の 場 合、 地 図 上 に あ る 照 明 弾
（Illumination Round）マーカーをを取り除く。

C) イニシアチブ・プレイヤーは、2DP を消費すること
によって、プレイ可能なフォーメーションの活性化
チットを 1 つ、チット引きの前に使用することがで
きる。そして、直ちにフォーメーションは活性化さ
れる（チットはステップ 1D で投入されていないも
ので、未だこのアクションフェイズで使用されてい
ないものでなくてはならない。つまり、同じチット
を 1 ターンに複数回使うことはできない）。イニシ
アチブ・プレイヤーがこの行動を選択しなかった場
合、リアクション・プレイヤーが同様の行動を選択
することができる。何れのプレイヤーもこのような
行動を選択しなかった場合、カップからチットが 1
枚引かれる。一旦チットが引かれた後は、次の活性
化までは上記の選択をすることはできない（つまり、
引かれたチットを見てから DP を消費して先に割り
込むことはできない）。

ⅰ ) 風チットが引かれた場合、地図上にある砲煙
（Barrage）と照明弾のマーカーは、全て取り除
かれる。

ⅱ ) 海上支援チットが引かれた場合、アメリカ軍プ
レイヤーは使用可能な任務群（Task Force）に
より、日本軍ユニットを攻撃することができる

（21.2 参照）。
ⅲ ) 航空支援チットが引かれた場合、使用するこ

とのできる航空マーカーの数と、アメリカ軍プ
レイヤーが対地攻撃（Air Strike）と妨害任務

（Interdiction）に割り当てるマーカーの数を決
定する。この時、それぞれの任務（マーカー）
毎に任意の師団から 1DC を消費する。そして
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対地攻撃、または移動妨害マーカーの配置を行
う（16.0 参照）。

ⅳ ) イベントチットが引かれた場合、ダイスを 1
個振って無作為イベント表（Random Event 
Table）でイベントを決定し、その内容を実行
する（20.0 参照）。

ⅴ ) 師団、あるいはフォーメーションの活性化チッ
トが引かれた場合、以下の手順に従う：
a) 活性化された全ての指揮官を、自身の指揮系

統に所属するユニットのいるヘクスと移動さ
せることができる（13.1 参照）。

b) 支援火器の配備を行う（12.1 参照）。
c) 活性化された支援火器の中で、師団ディス

プレイ上の再割り当て支援火器（Reallocate 
SW）ボックスにあるものを、使用可能支援
火器（Available SW）ボックスに移す。

d) 活性化されている支援火器で地図上にあるも
のを、その師団の再割り当て支援火器ボック
スに移す。

e) 活性化されているユニット上にある全ての集
中射撃（Concentrated Fire）、継続射撃、臨
機射撃不可マーカーを取り除く。

f) 活性化されているユニットを散開隊形から縦
隊へと転換する（あるいは逆の転換をする）
ことができる。

g) 全ての白兵戦、あるいはバンザイ突撃を行う。
ここで白兵戦、バンザイ突撃、間接射撃を実
施したユニットは、この活性化の残りの期間
は、非活性化状態として扱う。

h) 活性化されているユニットに隣接するヘクス
に、新たな白兵戦、またはバンザイ突撃マー
カーを配置する。

i) 活性化されたそれぞれのユニットで（移動、
射撃、工兵、回復）アクションを行う。

j) 指揮下にあるユニットに対して 1DC を消費
し、第 2 アクションを行う。

k) スタック超過を確認し、該当ヘクスに混乱
（DG）を適用する。

ⅵ ) 直接指揮チットが引かれたら、以下の手順に従
う：
a) 自軍の各師団に対してダイスを振り、出た目

を半分にしたもの（端数切り捨て）と師団
の指揮レーティングを合計した数を、師団の
DC に加える。ただし、各師団の DC は 19 を
超えることはない。

b) 1 ユニットにつき 1DC を消費することによっ
て、ユニットを活性化することができる。
1) 活性化されているユニット上にある全ての

集中射撃、継続射撃、臨機射撃不可マーカー
を取り除く。

2) 活性化されているユニットは縦隊から散開
隊形への（またはその逆の）転換をするこ
とができる。

3) 活性化されたユニットは、何らかのアク
ションを 1 つ行う。

ⅶ ) カップの中からチットが無くなり、両軍プレイ
ヤーとも DP を消費して追加のフォーメーショ
ン活性化チットを利用しない場合、最終フェイ
ズへ進む。カップの中にチットが残っている場
合はステップ 2C へと戻る。

3. 最終フェイズ

A) 玉砕が発動するかどうかを確認する（9.6.2 参照）。

B) 勝利条件を満たしているかを確認する。

C) ゲームが終了するかを確認する。

D) 上記の何れも発生しない場合、ターンマーカーを次
のターンに進め、ステップ 1 に戻る。

5.0 アクションと活性化

ユニットがどのように活性化され、なにをできるかにつ
いては CSS の根幹を為している。通常、カップからチッ
トが引かれ、そのチットが師団、またはフォーメーショ
ンの活性化チットだった場合、あるいは直接指揮チット
だった場合に、プレイヤーはユニットを活性化させ、何
らかのアクションを行うことができる。アクションには
移動や射撃、白兵戦、回復、構築作業（工兵アクション）
がある。そして、活性化されたユニットによるアクショ
ンを終了したら、再度新しいチットをカップから引くこ
とになる。

5.1 活性化の方法

活性化には 2 つの方法がある。師団、あるいはフォーメー
ションの活性化チットがカップから引かれた場合と（一
方のプレイヤーには、2DP を消費することにより、任
意のフォーメーションを 1 つ活性化することもできる）、
直接指揮チットがカップから引かれた場合である。そし
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てこれらは、アクションフェイズ中にのみ行われる。

1) 師団の活性化チットが引かれた場合、その師団に所
属する全てのユニットが活性化され、何らかのアク
ションを行うことができる。また、白兵戦、および
白兵戦を支援するための間接射撃に参加していない
その師団の全てのユニットは、その師団から DC を
消費することにより第 2 アクションも行うことがで
きる。ただしそれらのユニットは、第 2 アクション
を行う時点で、指揮下になくてはならない。

2) フォーメーションの活性化チットが引かれた場合（あ
るいはイニシアチブ・プレイヤーかリアクション・
プレイヤーが DP を消費することによって活性化し
た場合）、そのフォーメーションに所属する全てのユ
ニットが活性化される（同一師団の他のフォーメー
ションは活性化されない）。また、フォーメーション
に所属する全てのユニットで白兵戦、および白兵戦
を支援するための間接射撃を行わなかったものは、
所属する師団の DC を消費することにより第 2 アク
ションも行うことができる。ただしそれらのユニッ
トは、第 2 アクションを行う時点で、指揮下になく
てはならない。

ユニットが指揮下にあるためには、以下の何れかの
条件を満たしていなくてはならない。①自身の所属
するフォーメーションの司令部、あるいは師団司令
部の指揮範囲内に存在する。②その師団の指揮官（帯
なしの指揮官も含む）とスタック、あるいは隣接し
ている。指揮下になるための条件を複数満たしてい
ても、追加の恩恵を受けることはない。

白帯ユニットは師団の活性化チットが引かれた場合
にのみ活性化され、フォーメーションの活性化チッ
トによって活性化されることはないことに注意する
こと。帯なしユニットについては、その師団の活性
化チット、あるいはその師団のいずれかのフォーメー
ションの活性化チットによって活性化される。

3) 直接指揮チットが引かれた場合、1DC を消費するこ
とによって、任意の 1 ユニットを活性化することが
できる（そのユニットはどの師団のユニットでも構
わず、指揮下にある必要もない）。活性化されたユニッ
トは任意のアクションを行うことができるが、アク
ションは 1 回のみで、直接指揮により活性化された
ユニットは第 2 アクションを行うことはできない。
複数のユニットが同じヘクスにスタックしている場
合、それぞれのユニット毎に 1DC を消費することに

 

 

フォーメーションの活性化

帝国陸軍の第 135 連隊Ⅰ大隊を例とする。このチットが引か
れた場合、これらのユニットと帯なしの指揮官のみが活性化
される。ここでは、1 つのチットによって活性化することの
できるユニットの効率に、日本軍の指揮系統の弱さが現れて
いる。アメリカ軍は、より大きな連隊規模で活性化すること
ができる。

活性化された全てのユニットは、アクションを 1 つ行うこと
が可能で、アクションの終了時にそのユニットが指揮下に
あって所有プレイヤーが 1DC を消費すれば、フォーメンショ
ンが活性化中に第 2 アクションを行うことができる。

師団の活性化

師団の活性化チットが引かれると、以下に示された全ての連
隊（大隊）に所属する全てのユニットと、白帯のついた師団
直属ユニットが活性化される。白帯のついたユニットは、こ
のチットと直接指揮によってのみ活性化することができる。
また、帯なし指揮官の Cates とヒーローの Ozbourn 一等兵は、
何れかの帯付きフォーメーションが活性化されれば活性化す
ることができる。

活性化された全てのユニットは、アクションを 1 つ行うこと
が可能で、白兵戦以外のアクションの終了時にそのユニッ
トが指揮下にあって所有プレイヤーが 1DC を消費すれば、
フォーメンションが活性化中に第 2 アクションを行うことが
できる。

全ての白帯ユニット、帯なし指揮官、帯なしヒーロー、帯な
しユニット、および帯なし支援火器は活性化される。

チット

ユニットと
支援火器

指揮官 帯なし指揮官（ユニット）
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よって、それらをまとめて活性化することができる
（すなわち、3 つのユニットに対して 3DC を消費する
ことで、一緒に 1 回のの射撃アクションを行うこと
ができる）。活性化されていないユニットは、何れの
アクションも行うことはできない（例外：臨機射撃
－ 8.6 参照）。

5.2 活性化されたユニットの行動

活性化されたユニットは、ユニット、あるいはスタック
単位でアクションを行う。第 1 アクションを行ったユ
ニット（スタック）は、他のユニットがアクションを行
う前に第 2 アクションを行うことができる。この 1 つの
ユニット（スタック）毎にアクションを行うという基本
事項には、時折例外が発生する。

プレイヤーが白兵戦を行う場合、白兵戦を望む全てのユ
ニットが同時に白兵戦を行う。白兵戦が終了すると白兵
戦を行った全てのユニットは非活性化状態になり、その
活性化中はそれ以上他のアクションを行うことはできな
い。

プレイヤーが射撃アクションを行う場合、射撃を行うユ
ニットと散開隊形でスタックしている他のユニットは、
その射撃に参加することができる。そうして射撃に参加
した全てのユニットは、射撃をアクションを行ったユ
ニットとともに、アクションを行ったものとみなされる

（ただし、第 2 アクションを行う権利は未だ有している）。
このようなヘクスには両陣営に用意されている “Active 
Hex” マーカーを置くことによって、未だアクションを
行うことが可能であることを表すことができる。

アクションのそれぞれについては後述するが、ユニット
は射撃（射撃アクション：8.0 参照）、移動（移動アクショ
ン：6.0 参照）、白兵戦（白兵戦アクション：9.0 参照）、
回復（回復アクション：10.0 参照）、構築作業（工兵ア
クション：11.0 参照）の何れかのアクションを行うこと
ができる。ユニットはパスすることによって、活性化中
に何らアクションを行わないこともできる。

5.3 活性化要約チャート

6.0 移動アクション

移動アクションとは、縦隊のユニットが移動ポイントを
消費することによって新しいヘクスへと移動するための
アクションである。それぞれのユニットはユニット毎に、
あるいは（活性化時にスタックしていて一緒に移動する
のならば）スタック毎に移動することができる。実際の
移動という行為は、隣接するヘクスへ進入するための移
動ポイントを消費した時点を指し、必要な移動ポイント
を消費した後に、新しいヘクスへと進入する。この概念
は他のルールとの関係上重要なものとなる（例：臨機射
撃）。

敵の射撃ゾーン内で行われる移動アクションは、敵ユ
ニットによる臨機射撃を引き起こすが、その移動アク
ションが行われるヘクス内に他に散開隊形の自軍ユニッ
トが存在している場合、臨機射撃は引き起こされない。
ただし、例外として移動アクションを行って進入する隣
接ヘクスに、離脱しようとしているヘクスに射撃ゾーン
を及ぼしている敵ユニットと同じユニットが射撃ゾーン
を及ぼしている場合がある（他のゲームでいうところの
ZOC to ZOC 移動の場合）。

活性化されたユニット（活性化時にスタックしていたな
らばスタック全体のユニット）は、師団、あるいはフォー
メーションの活性化チットが引かれることによる活性化
の開始時、あるいは直接指揮による活性化の開始時に、
縦隊から散開隊形へ、あるいはその逆の隊形変換を行う
ことができる。隊形変換を行う唯一の機会は、この時だ
けである。ユニットによる隊形変換は、アクションの直
前、あるいはアクションの代わりに行われる。

 

チットの
種類

師団
活性化
チット

フォーメーション
活性化
チット

直接指揮
チット

最初に
すること

白兵戦
アクション

白兵戦
アクション

DC
獲得のための
ダイス振り

第 2 アクションの
可否

指揮下のユニッ
ト毎に 1DC の

消費で可

指揮下のユニッ
ト毎に 1DC の

消費で可

不可

活性化の
対象

その師団の
全てのユニット

その
フォーメーションの

全ユニット

師団の 1DC を消費す
ることによって、所
属する 1 ユニットを
活性化（指揮下にあ

る必要なし）
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6.1 スタック

プレイヤーは各ヘクスに 3 ユニットまでなら、何ら罰則
を被ることなくユニット（マーカーは含まれない）をス
タックさせることができる。（敵あるいは自軍による）
何れかの活性化の終了時、3 ユニットを超えてスタック
しているユニット毎に、そのヘクスは 1 混乱を被る。た
だし、これは活性化の終了時毎に累加されるものではな
い。例えば、あるヘクスで活性化の終了時に 2 ユニット
のスタック超過が発生した場合、そのヘクスは 2 混乱を
被るが、続く活性化の終了時にもスタック超過状態が継
続していても、追加の混乱を被ることはない。

上記に加え、活性化の終了時に異なるフォーメーション
のユニットがスタックしていると（色帯ユニットに限ら
れ、同一師団に所属する白帯ユニットは自由にスタック
することができる）1 混乱を被る。この混乱はスタック
超過による混乱と累加する。ただし、異なるフォーメー
ションが何種類スタックしていても 1 混乱のみ被り、活
性化終了時に一旦混乱を被ったら、他の活性化終了時に
混乱が累加することはない。

6.1.1 混乱マーカー

混乱マーカーの効果は、マーカーの置かれたヘクスの全
てのユニットに適用される。そのヘクスからユニットが
移動しても、混乱の効果は移動したユニットと残された
ユニットの両方で継続する。新たに進入したヘクスの混
乱レベルが移動してきたユニットの混乱レベルより低い
場合、そのヘクスの混乱レベルは進入してきたユニット
の混乱レベルまで引き上げられる。同様に、移動してき
たユニットの混乱レベルよりも進入先のヘクスの混乱レ
ベルが高い場合、移動してきたユニットの混乱レベルは、
そのヘクスの混乱レベルまで引き上げられる。

ユニットが潰走状態になった場合、所属する師団の潰走
ユニット（Routed Units）ボックスに移され、そのユニッ
トからは全ての混乱、釘付け、制圧下マーカーは除去さ
れる。また、潰走ユニットが元々いたヘクスから全ての
自軍ユニットがいなくなった場合、そこにある全ての混
乱、釘付け、制圧下マーカーも除去される。

6.1.2 日本軍における陸海軍の対立

日本海軍のユニット（赤いユニット）と日本陸軍のユニッ

スタックの例

以下の内容は活性化の終了時、全てのユニットの移動が完了し
た後に適用される。

アメリカ軍プレイヤーは B、C、K、および L の各中隊を、すで
に 1 混乱を被っている A 中隊のいるヘクスへと移動させた。そ
して活性化の終了時、スタック超過によるペナルティを受ける
ことになる。アメリカ軍プレイヤーは、3 ユニットのスタック制
限に対して 2 ユニットのスタック超過をしているので追加の 2
混乱を被り、このヘクスは都合 3 混乱が適用される。

上記の混乱は活性化の終了時に適用されるので、このヘクスの
混乱は、ヘクス内のユニットが再度活性化されるまで回復させ
ることはできない。

異なるフォーメーションによるスタックの例

上記の例の数ターン後、ヘクス内から 3 ユニットが去り（2 ユニッ
トが残った）、先に被った混乱も 1 混乱にまで回復していた。そ
して新たな活性化により、このヘクスへ G/2/6 と L/3/8 の 2 ユ
ニットが進入してきた。

このヘクスは再び（4 ユニットによる）スタック超過状態にな
り、なおかつ、異なるフォーメーションのユニットがスタック
する状態となった。このためスタック超過による 1 混乱と、異
なるフォーメーションのスタックによる 1 混乱のペナルティを
受けることとなる。ただし、新たに 2 つの異なるフォーメーショ
ンのユニットがスタックしているが、適用されるペナルティは 1
混乱にとどまることに注意すること。結果的にこのヘクスには 3
混乱のマーカーが置かれる。
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ト（その他全てのユニット）とは、自発的にスタックす
ることができない。何らかの理由で両者によるスタック
が発生した場合、日本軍プレイヤーは可及的速やかにス
タック状態を解消しなくてはならない。また、日本海軍
の支援火器を日本陸軍は使用することができず、その逆
も不可能である。

6.1.3 日本軍の夜間浸透

日本軍プレイヤーは、敵ユニットが及ぼしている射撃
ゾーンから、同一の敵ユニットが及ぼしている射撃ゾー
ンへ移動しても、夜間ターン中であれば臨機射撃を引き
起こすことはない。ただし、離脱しようとするヘクスに
照明弾マーカーが置かれている場合は、この限りでない。

6.2 地形

それぞれのヘクスには、地形の種類毎に異なる色の点が
中心に描かれている。ヘクスの地形の種類はその点の色
で識別され、ヘクスに描かれている模様には左右されな
い。例えばヘクスの中心点の色が白の場合、そのヘクス
の地形は、ヘクスに描かれている模様に関係なく平地と
して扱われる。

ヘクスに中心点が描かれていない場合、そのヘクスへは
進入することができない。

6.2.1 ヘクスの地形の種類

平地【Clear】

平地ヘクスの中心点は白である。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

平地ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に
対して防御力を下げる効果もない。

海岸【Beach】

海岸ヘクスの中心点は黄色で黒く縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消

費する
・装輪ユニットは進入するために 5 移動ポイントを消

費する
・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消

費する

海岸ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に
対して防御力を下げる効果もない。

海岸ヘクスには防御施設を構築することができる。

岩場【Rocky】

岩場ヘクスの中心点は紫色で黒く縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 6 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消
費する

岩場ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対
して防御力を 2 減少させる。

低木【Brush】

低木ヘクスの中心点は明緑色で黒く縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

低木ヘクスの最初の 1 ヘクスは妨害地形ではない。ただ
し、照準線が低木ヘクスを 2 ヘクス以上通過すると、妨
害地形となる（言い換えると、低木ヘクスを 1 ヘクス通
過し 2 ヘクス目の低木ヘクスまでは照準線は通るが、そ
れ以上は通らないということ）。また、白兵戦や射撃に
対して防御力 1 減少させる。

湿地【Marsh】

湿地ヘクスの中心点は水色で黒く縁取られている。
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・徒歩ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

・装輪／装軌ユニット、および支援戦車を伴うユニッ
トは、湿地に進入することはできない。また、湿地ヘ
クス内でユニットに支援戦車を配備することはできな
い。

湿地ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に
対して防御力を 2 増加させる。

滑走路【Runway】

滑走路ヘクスの中心点は灰色で白く縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

滑走路ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃
に対して防御力を 1 増加させる。

町【Town】

町ヘクスの中心点は黒で白く縁取られている。またヘク
ス全体が暗緑色で縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

町ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対し
て防御力を 2 減少させる。

装輪／装軌ユニットは、町ヘクスで散開隊形になること
はできない。

建物【Buildings】

建物ヘクスの中心点は明るい茶色で黒く縁取られてい
る。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消

費する
・装輪ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消

費する
・装軌ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消

費する

建物ヘクスは妨害地形である。また、白兵戦や射撃に対
して防御力を 2 減少させる。

装輪／装軌ユニットは、建物ヘクスで散開隊形になるこ
とはできない。

サトウキビ畑【Sugar Cane】

サトウキビ畑ヘクスの中心点は明緑色で黒く縁取られて
いる。

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

サトウキビ畑ヘクスの最初の 2 ヘクスは妨害地形ではな
い。ただし、照準線がサトウキビ畑ヘクスを 3 ヘクス以
上通過すると、妨害地形となる（言い換えると、サトウ
キビ畑ヘクスを 2 ヘクス通過し 3 ヘクス目のサトウキビ
畑ヘクスまでは照準線は通るが、それ以上は通らないと
いうこと）。また、白兵戦や射撃に対して防御力 1 減少
させる。

水田【Rice Paddy】

水田ヘクスの中心点は明るい茶色で白く縁取られてい
る。

・徒歩ユニットは進入するために 2 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 5 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 5 移動ポイントを消
費する

水田ヘクスの最初の 1 ヘクスは妨害地形ではない。ただ
し、照準線が水田ヘクスを 2 ヘクス以上通過すると、妨
害地形となる（言い換えると、水田ヘクスを 1 ヘクス通
過し 2 ヘクス目の水田ヘクスまでは照準線は通るが、そ
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れ以上は通らないということ）。また、白兵戦や射撃に
対して防御力 1 減少させる。

畑【Cultivated】

畑ヘクスの中心点は明緑色で白く縁取られている。

・徒歩ユニットは進入するために 1 移動ポイントを消
費する

・装輪ユニットは進入するために 4 移動ポイントを消
費する

・装軌ユニットは進入するために 3 移動ポイントを消
費する

畑ヘクスは妨害地形ではない。また、白兵戦や射撃に対
して防御力を 1 減少させる。

道路と鉄道【Roads and Railways】

往路と鉄道は、全く同じ効果を持つ。道路や鉄道に沿っ
て新たなヘクス進入する場合、そこに存在する地形を無
視して 1 移動ポイントの消費で移動することができる。
ユニットは道路や鉄道を利用せずに移動することもでき
る。その場合は、ヘクスの中心点の色に該当する地形の
コストに従って移動ポイントを消費する。道路や鉄道ヘ
クスでもそれらに沿って進入しない限り、元の地形のコ
ストに従って移動ポイントを消費しなくてはならない。
道路と鉄道は、照準線には影響を与えない。

観測点【Observation Point】

観測点のあるヘクスにいるユニットは、通常 8 ヘクス（雨
の時は 3 ヘクス、夜間は 1 ヘクス）先まで視認すること
ができる。そして、途中のの妨害地形を無視することが
できる。ただし、急斜面を通して照準線を引く場合は依

然として死角が発生し、急斜面のすぐ後ろにあるヘクス
に対しては照準線を引くことはできない。

6.2.2 ヘクスサイドの地形の種類

斜面【Slopes】

斜面ヘクスサイドは、斜面が白で描
かれている。

視認するユニット、あるいは目標となるユニットのいる
ヘクスに存在するのでない限り、斜面ヘクスサイドは妨
害地形である。

斜面ヘクスサイドを越える際に、追加の移動ポイントの
消費は必要としない。斜面ヘクスサイドを越えての射撃
は、何ら影響を被らない。斜面ヘクスサイドを越えて白
兵戦を受ける場合、防御力が 1 減少する。白兵戦におい
てこの修正を受けるには、白兵戦を行う全てのユニット
が、斜面ヘクスサイド越しに白兵戦を仕掛けていなくて
はならない。

平地

建物

海岸

サトウ
キビ畑

岩場

水田

低木

畑

湿地

道路

滑走路

鉄道

町

観測点

 
 

 

斜面ヘクスサイド

登り斜面

降り斜面
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急斜面【Steep Slopes】

急斜面ヘクスサイドは、斜面がこげ
茶色で描かれている。

・徒歩ユニットは進む方向に関係なく、急斜面ヘクス
サイドを越えるために追加 1 移動ポイントの消費を必
要とする。装輪／装軌ユニットは道路や鉄道を利用し
ない限り、急斜面ヘクスサイドを越えることはできな
い。

・支援火器の配備されているユニットは、急斜面ヘク
スサイドを越えることはできない。

・視認するユニット、あるいは目標となるユニットの
いるヘクスに存在するのでない限り、急斜面ヘクスサ
イドは妨害地形である。

・急斜面ヘクスサイドを越えての直接射撃、および臨
機射撃は、その射撃が同じ高度、あるいは低い高度か
ら受けた射撃の場合に防御力が 2 減少する。

・急斜面ヘクスサイドを越えて白兵戦を受ける場合、
防御力が 2 減少する。白兵戦においてこの修正を受け
るには、白兵戦を仕掛ける全てのユニットが、急斜面
ヘクスサイド越しに白兵戦を行っていなくてはならな
い。

・支援火器を配備されたアメリカ軍ユニットは、急斜
面越しに白兵戦を仕掛けることができるが、急斜面を
越えて前進する場合は、支援火器を、師団ディスプレ
イの再割り当て支援火器ボックスに移さなくてはなら
ない。

・支援火器を配備された日本軍ユニットは急斜面越し
に白兵戦を仕掛けることができるが、急斜面を越えて
前進する場合は支援火器をプレイから除去しなくては
ならない。

急斜面ヘクスサイドの上側に隣接するヘクスから射撃を
行うユニットは、何らペナルティを被ることなく、サト
ウキビ畑や低木、岩場ヘクス、崖ヘクスサイドをいくつ
でも越えて射撃を行うことができる。射撃を行うユニッ
ト、あるいは目標となるユニットが急斜面に隣接したヘ
クスにいるのでない限り、急斜面ヘクスサイドを越えて
射撃を行うことはできない。

稜線【Ridge】

稜線ヘクスサイドは、茶色の線で描
かれている。

・徒歩ユニットは道路や鉄道に沿って移動するのでな
い限り、稜線ヘクスサイドを越える際に追加 1 移動ポ

イントの消費を必要とする。
・配備されている支援火器は、道路や鉄道に沿って移

動しない限り、ユニットと一緒に稜線ヘクスサイドを
越えることはできない。

・装輪／装軌ユニットは道路や鉄道を利用しない限り、
稜線ヘクスサイドを越えることはできない。

・射撃を行うユニット、あるいは目標となるユニット
が稜線に隣接したヘクスにいるのでない限り、稜線ヘ
クスサイドは妨害地形になる。

・稜線ヘクスサイドを越しに直接射撃、白兵戦、ある
いは臨機射撃を受けた場合、防御力は 1 減少する。

稜線ヘクスサイドに隣接する自軍ユニットに対し、敵ユ
ニットが稜線ヘクスサイドを挟んで隣接してきた場合、
プレイヤーは直ちに自軍ユニット上に稜線マーカーを置
くことができる。稜線マーカーを置くことで、臨機射撃
を引き起こすことはない。この時プレイヤーが稜線マー
カーを置くことを選択しなかった場合、敵プレイヤーが
稜線マーカーを置くことができる。稜線ヘクスサイドに
隣接している自軍ユニットが、洞窟マーカーの置かれて
いるユニットしかいない場合、隣接してきた敵ユニット
の上に自動的に稜線マーカーが置かれる。隣接ヘクスか
ら敵ユニットがいなくなったら、稜線マーカーは除去さ
れる。稜線マーカーはユニットが活性化された際に除去
することができる。ただし何らアクションを行う必要は
なく、自由に取り除くことができる。プレイヤーが稜線
マーカーを取り除いた場合、相手プレイヤーは直ちに稜
線マーカーを置くことができる。

稜線マーカーの置かれたユニットに隣接するヘクスから
敵ユニットがいなくなった場合、稜線マーカーは取り除
かれる。また、ユニットは活性化中に稜線マーカーを取
り除くことができる。これは単にマーカーを取り除くだ
けで、アクションとはみなされない。プレイヤーが稜線
マーカーを取り除いた場合、稜線を挟んで隣接している
敵ユニットは、直ちに稜線マーカーを置くことができる。

稜線マーカーを置かれたユニットにはいくつかの効果が
適用される。稜線ヘクスサイド越しに射撃、あるいは白
兵戦を受けた場合は有利な修正を受けるが、稜線ヘクス
サイドを越えないで受けた射撃、および白兵戦について
は、不利な修正を受ける。この影響は、どの稜線ヘクス
サイドに絡んで稜線マーカーが置かれたかは関係なく、
全ての戦闘において適用される。

稜線マーカーの下に置かれたユニットには、以下の効果
が適用される。
・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ
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イド越しに白兵戦を受けた場合、部隊練度に +1 の修
正を受ける。これは稜線マーカーが置かれていないユ
ニットに適用される稜線ヘクスサイド越しの白兵戦へ
の防御力修正（-1）に累加して適用される。

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ
イド越しに（直接、あるいは臨機）射撃を受けた場合、
防御力に -1 の修正を受ける。これは稜線マーカーが
置かれていないユニットに適用される稜線ヘクスサイ
ド越しの射撃への -1 修正に累加して適用される。

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ
イド越しに（直接、あるいは臨機）射撃を行った場合、
日本軍なら火力に +2、アメリカ軍なら火力に +1 の
修正を受ける。通常の-1の修正は適用されない。また、
間接射撃は影響を受けない。

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサイ
ド越し以外の箇所から白兵戦を受けた場合、敵ユニッ
トは部隊練度に +2 の修正を受ける。これは他の修正
に累加して適用される。またこの効果は、同時に稜線
ヘクスサイド越しに白兵戦を仕掛けるユニットが存在
していても適用される。

・稜線マーカーを置かれたユニットが、稜線ヘクスサ
イド越し以外の箇所から（直接、あるいは臨機）射撃
を受けた場合、防御力に +2 の修正を受ける。これは
他の修正に累加して適用される。

支援火器の配備されたユニットが稜線ヘクスサイド越し
に白兵戦を行い、戦闘の結果空いたヘクスへ前進する場
合、その支援火器は除去されて、所属する師団の再割り
当て支援火器ボックスへと移される。このルールばアメ
リカ軍、日本軍双方の支援火器に適用される。

崖【Cliff】

いかなるユニットも崖ヘクスサイド
を越えることはできない。

・視認側ユニット、あるいは目標ユニットが崖に隣接
したヘクスにいるのでない限り、崖ヘクスサイドは妨
害地形になる。

6.3 洞窟【Cave】

第二次世界大戦の太平洋戦域の
ゲームにおいて、洞窟に関するルー
ルは避けて通れないものである。

洞窟の存在するヘクスには、洞窟のシンボルとともに、
そのヘクスの地形（茶色に白い縁取りの中心点）が描か

れている。

洞窟ヘクスにいる日本軍ユニットは、洞窟の中にいるか
外にいるかを選択することができる。同じヘクスにいる
ユニットでも洞窟の中と外で区別され、スタック制限も
別々に適用される。また、洞窟の中にいるユニットの上
には洞窟マーカーが置かれる。アメリカ軍ユニットは、
洞窟の中に入ることはできない。

洞窟の存在するヘクスにいても洞窟の中にはいない場
合、ユニットは岩場ヘクスの地形効果を受ける。

洞窟の中にいる（洞窟マーカーが置かれている）日本軍
ユニットは、敵の射撃に対して -3 の地形修正を受ける。
ただし、火炎放射器による射撃に対しては例外で、地形
修正は 0 になる。

洞窟の中に入るために日本軍ユニットは、洞窟の存在す
るヘクスで縦隊になり、1 移動ポイントを消費しなくて
はならない。日本軍ユニットのみが洞窟に入ることがで
きる。洞窟内では最大 2 ユニットまでスタックすること
ができる。活性化中のいかなる時点でも、洞窟内でスタッ
クを超過することはできない。

洞窟の外に出る場合ユニットは縦隊になり、1 移動ポイ
ントを消費してから洞窟マーカーを取り除く。そしてユ
ニットは洞窟から出るが、そのまま同一ヘクスにいるも
のとして扱われる。

日本軍ユニットは、洞窟の中から通常通り射撃を行うこ
とができる（ただし、射撃ゾーンに特別な制限を受ける）。
洞窟と同じヘクス、および隣接するヘクスにいるアメリ
カ軍ユニットは、共に 1 ヘクスの距離から射撃を受ける
ものとして扱われる。

アメリカ軍ユニットは、洞窟の中に対して白兵戦を仕掛
けることはできない。洞窟内の日本軍ユニットは、同一
ヘクスに対してのみ白兵戦を仕掛けることができる。そ
して、同一ヘクスに存在するアメリカ軍ユニットのみが、
洞窟の中から白兵戦を仕掛ける日本軍ユニットに対して
臨機射撃を行うことができる。

アメリカ軍工兵ユニットは、洞窟封鎖を試みることがで
きる（11.2 参照）。

洞窟の中に防御施設を置くことはできないが、同じヘク
スで洞窟の外にいるユニットの上に置くことはできる。
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洞窟の中のユニットは、間接射撃を行うことはできない。

装輪／装軌ユニットは、洞窟の中に入ることはできない。

洞窟の中のユニットは、そのヘクスに隣接する斜面、急
斜面、および稜線ヘクスサイドを通して照準線を通すこ
とはできない。

洞窟の中に存在する日本軍ユニットは、決して稜線マー
カーを置くことはできない。

洞窟内のユニットが戦闘によって潰走の結果を被った場
合、潰走する代わりに追加 1 混乱を被る。

洞窟内移動：活性化された縦隊の日本軍ユニットは、移
動アクションで全移動力を消費することにより、互いに
隣接する洞窟の間を移動することができる（ただし、洞
窟の外に出るにはさらなるアクションが必要となる）。
この移動に対してアメリカ軍プレイヤーは、臨機射撃を
行うことはできない。

在する場合、その照準線は妨害される。ただし、視
認する側のユニットが妨害地形にいても、その地形
は照準線を妨害しない。

b) 照準線がヘクスサイドに沿って引かれる場合、隣接
するヘクスの一方が妨害地形で、もう一方が妨害地
形でない場合、照準線は妨害されない。

c) 3 種類の地形（水田、サトウキビ畑、低木）は、そ
の地形のヘクスを 1 つ通過した後に妨害地形となる。
この時照準線の妨害に関し、3 つの地形は同等に扱わ
れる。言い換えれば、照準線が水田を 1 ヘクス通過
した後、さらに水田、サトウキビ畑、あるいは低木
ヘクスを通過すると、照準線は妨害される。※水田
は Tinian と Saipan には登場しない。

7.1.2 照準線と高度差

互いのユニットが異なるレベルに存在する場合、話はも
う少し複雑になる。まず Tinian においてはレベル 1 と
レベル 2 の高度が存在し、Saipan においてはレベル 1
～レベル 3 の高度が存在する。

7.0 照準線

敵ユニットを射撃する、あるいは間接射撃の為に観測す
るには、その目標となるヘクスを視認できなくてはなら
ない。また、照準線はユニットの直接射撃の射程ととも
に射撃ゾーンを決定する。ただし、射撃ゾーンは決して
照準線より遠くに広がることはないが、射撃ゾーンが照
準線より短い距離に制限されることがあることに注意す
ること。例えば、敵ユニットに隣接されているユニット
の射撃ゾーンは隣接ヘクスまでしか広がらないが、間接
射撃の観測のための照準線は、隣接する敵ユニットに関
係なく限界まで広がる。基本的に照準線は、視認するユ
ニットの存在するヘクスの中心点から、目標となるヘク
スの中心点まで直線を引くことによって設定される。

7.1 照準線の設定

7.1.1 総則

視認を行おうとしているユニットの存在するヘクスの中
心点から、目標となるヘクスの中心点までを結ぶ直線を

「照準線」と言う。

a) 視認する側のヘクスと目標ヘクスの間に妨害地形が
存在し、その妨害地形が視認する側と同じ高度に存

同一ヘクスに複数のレベルが混在している場合、ユニッ
トは常により高いレベルに存在しているものとして扱
う。

異なる高度にユニットが存在する場合：

a) 照準線の途中に、視認側、あるいは目標側ヘクスの
何れかより高いレベルのヘクスが存在する場合、照
準線は妨害される。

b) 照準線の途中に、視認側、目標側ヘクスの何れか高
いレベルと同じレベルのヘクスが存在する場合、照
準線は妨害される。

c) 視認側、目標側の何れか低いレベルのヘクスに隣接
するヘクスがそのヘクスより高いレベルである場合、
そこを通る照準線は妨害される。いわゆる死角にな
るということで、例を参照して欲しい。

d) 妨害地形のヘクスサイド（斜面、急斜面、稜線、崖
ヘクスサイド）を通して照準線が引かれる場合、そ

レベル1

レベル1

レベル2

レベル2
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のヘクスサイドが視認側、あるいは目標側のヘクス
（または両方）と接しているのでない限り、照準線は
妨害される。

e) 妨害地形ヘクスサイドに沿って照準線が引かれる場
合、それは妨害される。妨害地形ヘクスサイドを挟
んで隣接するユニットの間では、照準線は妨害され
ないことに注意すること。

f) 視認側と異なるレベルのヘクスに妨害地形が存在する
場合、上記 b) ～ e) に該当しない限りそのヘクスを通
す照準線は妨害されない。

また、照準線には以下の決まり事がある：

・視認側から目標側に照準線が引けた場合、他にルー
ル上の規定がない限り、自動的に反対方向に向けても
引くことができる。

・好天の日中ターンに照準線は最大で 8 ヘクスまで引
くことができるが、雨のターンには 3 ヘクスまでにな
る。また、夜間ターンは 1 ヘクスまでしか引くことが
できない。

・海上（Sea Zone）に存在するユニットは、常に視認
される。

・砲煙、および砲撃マーカーは、そのマーカーのある
ヘクス内のユニットの照準線、および射撃ゾーンをを
1 ヘクスに制限する。

・敵ユニットが照準線を妨害することはない。
・ユニットは常に隣接ヘクスを視認することができる。

7.2 射撃ゾーン

射撃ゾーンは、2 つの概念によって構成される。それは
敵ユニットが視認されていて、そのユニットが射撃を受
ける可能性があるかということである。敵ユニットが自
軍ユニットより 2 ヘクス以遠の距離に存在し、照準線が
妨害されていなくても、自軍ユニットの射程が 1 ヘクス
しかない場合、敵ユニットは射撃を受ける可能性が無い
ので、射撃ゾーン内に存在することにはならない。同様
に、敵ユニットが自軍ユニットより 2 ヘクス以遠の距離
に存在し、照準線が妨害されている場合は、例え自軍ユ
ニットの射程が何ヘクスあっても、敵ユニットは射撃
ゾーン内に存在することにはならない。

他にも以下の決まり事がある：

・自軍ユニットに敵ユニットが隣接している場合、自
軍ユニットの射撃ゾーンは隣接ヘクスにのみ（1 ヘク
スだけ）広がる。

・ユニットの上に砲煙、あるいは砲撃マーカーが置か

れている場合、そのユニットの射撃ゾーンは 1 ヘクス
までに制限される。

・縦隊で火力を有する間接射撃ユニットは自身の射撃
ゾーンは 1 ヘクスまで広がるが、散開隊形の間接射撃
ユニットには射撃ゾーンは存在しない。

・射撃が不可能なユニットは（いかなる理由であって
も）、射撃ゾーンを持たない。

・集中射撃マーカーを置かれているユニットは、射撃
ゾーンを持たない。

8.0 射撃アクション

射撃アクションは活性化されたユニットが行うことので
きるアクションの 1 つである。プレイヤーは射撃を行う
自軍の（単独、あるいはスタックの）ユニットと、射撃
を行うユニットの射撃ゾーン内にある目標（ヘクス、あ
るいは特定の装甲目標）を選択し、火力に諸々の修正を
加えてダイスを振る。ダイスの目が修正後の火力以下
だった場合、戦闘結果表（Combat Result Table）で射
撃の種類とダイスの目が交差するところを見て、その結
果を適用する。そしてこの結果により、そのヘクス内の
混乱レベルの上昇や制圧、潰走チェック、全滅といった
結果を被る。

射撃を行うヘクスは、そのヘクスに何ユニットが存在し
ていても、1 回のアクションで 1 回のみ射撃を行うこと
ができる。つまり、プレイヤーは 1 回の活性化で、1 つ
のヘクスからは直接射撃か間接射撃の何れか 1 種類の射
撃しか行うことができない。

日本軍は弾薬の欠乏のため、第 2 アクションで間接射撃
を行うことはできない。第 1 アクションでのみ間接射撃
を行うことができる。

8.1 射撃の種類

射撃には 3 種類の直接射撃と 1 種類の間接射撃がある。

射撃の種類：
・小火器射撃（火力が赤いボックスで囲まれているもの）
・榴弾／火炎放射器射撃（火力が黄色のボックスで囲

まれているもの）
・対装甲射撃（火力が青いボックスで囲まれているもの）
・間接射撃（火力が黒いボックスで囲まれているもの）

注：火力が白いボックスで囲まれているものは、プレイ
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照準線の例

ケース A
第 24 連隊の B 中隊の照準線を確認する。（ヘクス 12.61 の）2/I/50 中隊に対しては、両者の間に妨害地形ヘクスサイドがあり、そ
れぞれ異なる高度に存在するため照準線は通らない。また、（ヘクス 14.58 の）1/I/50 中隊に対しても、視認側と目標側の両方のヘ
クスよりも高い高度のヘクスが照準線上に存在するため、照準線は通らない。

ケース B
ヘクス 15.60 にいる日本軍司令部は、（司令部が観測点
にいるため）アメリカ軍の F/2/25 中隊を視認するこ
とができる。また、日本軍の 1/I/50 中隊も視認するこ
とができる。なぜなら、観測点に対して死角を作るの
は急斜面のみだからである（英文は誤り）。

ケース C
アメリカ軍の E/2/25 中隊は、Mtr/1/8 中隊を視認す
ることはできない。なぜなら照準線上に急斜面ヘクス
サイドが存在し、視認側と目標側のいずれもその急斜
面ヘクスサイドに隣接していないからである。

ケース D
アメリカ軍の C/1/24 中隊はアメリカ軍の G/2/25 中隊
を視認することができない。なぜなら照準線が妨害地
形ヘクスサイドに沿って引かれ、両者が異なる高度に
いるからである。

まとめ
B/1/24 は 2/I/50 を視認することができない
C/1/24 は B/1/24 のみを視認することができる
G/2/25 は Mtr/1/8 のみを視認することができる
F/2/25 は E/2/25 と日本軍の 1/I/50、司令部を視認す
ることができる
E/2/25 は F/2/25 と日本軍の 1/I/50、司令部を視認す
ることができる
日本軍の司令部は、G/2/25 以外の全てを視認すること
ができる。

ヤーが任意に榴弾射撃か対装甲射撃かを選択することが
できる。

ユニットに射程が記されていない全てのユニットは、射
程が 1 ヘクスであるとみなす。

間接射撃ユニットは、火力が黒いボックスで囲まれてい
る。

8.2 射撃アクションの手順

直接射撃アクションを行うためには、射撃を行う 1 ユ
ニットの射撃ゾーン内にある（射程内にあって、照準線
を引くことのできる）目標を決める。プレイヤーは 1 回
の活性化において、同一ヘクスから行うことのできる射
撃は 1 回のみである（例外：継続射撃）。ただし 1 つの
ヘクス（あるいは 1 つの装甲目標）は、射撃の実施可能
なヘクスが複数存在すれば、複数回射撃を受けることが
ある。

目標ヘクスに装甲目標が存在しない場合、射撃の対象は

ヘクスとなり、そのヘクス内の全てのユニットに結果が
適用される。目標ヘクスに装甲目標しか存在しない場合、
プレイヤーは射撃の目標として 1 ユニットのみを選択し
なくてはならない（そしてそのユニットに対してのみ結
果が適用される。ただし、そのユニットが潰走チェック
に失敗した場合、そのヘクスの他の全てのユニットは釘
付け状態になる）。

同一ヘクス内に装甲目標と非装甲目標が混在している場
合、射撃側のプレイヤーは、ヘクスを目標とするか、1
つの装甲目標を目標とするかを選択する。戦闘結果を求
めるダイスを振ったときに 0 の目が出た場合、その射撃
における火力へのいかなる修正も無視して、ダイスの目
が 0 の場合の結果を適用する。またダイスの目が 9 の場
合、火力への修正如何に拘わらず結果は失敗となり、何
ら効果は及ぼされない。

射撃ユニットと同じ射撃に参加することになったユニッ
ト（8.3.4）も、射撃アクションを実行したものとみなさ
れる。ユニットを直接指揮（師団／フォーメーションの
第 2 アクション、および直接指揮チットによるもの）に
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側プレイヤーが選択した場合、目標と同じヘクス内に
存在する支援火器、指揮官、ヒーローをそれぞれ１つ
まで、攻撃側プレイヤーの任意に防御力として加える
ことができる（もちろん加えることは義務ではない）。
この時、全ての支援火器、指揮官、ヒーローは、防御
力を使用するユニットと同じフォーメーションに属し
ていなくてはならない（一部の支援火器、指揮官、ヒー
ローには、攻撃側を利するものもある）。

・目標がヘクスで目標ユニットに散開隊形のユニット
が選ばれた場合、そのユニットの防御力が攻撃側の火
力に加えられる。防御側プレイヤーは、これに目標ユ
ニットと同じフォーメーションに所属する支援火器、
指揮官、ヒーローをそれぞれ１つまで、攻撃側プレイ
ヤーの火力に加えることができる（加えなくてもかま
わない）。例外：支援戦車（12.4 参照）。

・目標がヘクスで、そのヘクスに装甲目標が存在する
場合、目標ヘクスの防御力から 2 が引かれる。

8.3.2 射撃における支援火器、指揮官、ヒーロー

射撃ユニットが散開隊形にある場合（例外：支援戦車；
12.4 参照）、その射撃ユニットに同じヘクスの支援火器
を 1 つ加えることができる。これに加え、射撃ユニット
が散開隊形でも縦隊でも、1 人の指揮官と 1 人のヒーロー
を射撃に加えることができる。上記のいずれも射撃ユ
ニットと同じフォーメーションに所属していなくてはな
らない。

また、加えられた支援火器と元の射撃ユニットで射撃の
種類が違う場合、射撃の種類（ユニットの火力を囲むボッ
クスの色）は支援火器のものに統一される。指揮官は射
撃の種類を変更することはない（そのため、指揮官の火
力ボックスには色がついていない）。また、支援火器は
元の射撃ユニットと同じかそれ以上の射程を有していな
くてはならない。

8.3.3 状態マーカー

状態マーカーは射撃ユニットの火力、目標ヘクス／目標
装甲ユニットの防御力に影響を与える。これらには、混
乱、釘付け、砲撃、および防御施設マーカーが含まれ
る。射撃ユニットのヘクスの状態マーカーは射撃ユニッ
トに、目標ヘクスの状態マーカーは目標の防御力に影響
を与える。

8.3.4 他のユニットによる火力の増強

射撃ユニットが散開隊形にある場合、同一ヘクスで散開

よって活性化し、他のユニットを同じ射撃に参加させた
い場合（8.3.4）、それらのユニットにも DC を消費しな
くてはならない（第 2 アクションの場合は指揮下になく
てはならない）。

8.3 火力への修正

射撃ユニットとその目標ヘクス（ユニット）が決まった
ら、火力への修正を計算する。

修正は常に火力に対して行われ、ダイスの目に修正が適
用されることはないことに注意すること。なのでマイナ
スの修正は防御側に有利にはたらき、プラスの修正は防
御側に不利にはたらく。プレイヤーはマイナスの修正を
加えることになったら火力を減じることになり、マイナ
スの修正を引くことになったら、火力を増加させること
になる。

a) 目標がユニットの場合、そのユニットの防御力を適
用する。また、目標がヘクスの場合、適用可能なユニッ
トの防御力を適用する（8.3.1 参照）。

b) 射撃を行うユニットと一緒にいる支援火器、指揮官、
ヒーローの修正を適用する（8.3.2 参照）。

c) 射撃ユニット、および防御ユニットに置かれている
状態マーカーの影響を適用する（8.8.3 参照）。

d) 射撃ユニットスタックして参加可能なユニットを加
える（8.3.4 参照）。

e) 目標ヘクスの地形による防御効果を適用する（8.3.5
参照）。

f) 射撃ユニットが集中射撃を行っている場合、1 を加え
る（8.3.6 参照）。

g) 目標がヘクスで、そのヘクスに装甲目標が存在する
場合は 2 を引く。

h) 雨の効果（‒1）、夜間の効果（‒1 あるいは ‒2）を適
用する（8.3.7 参照）。

8.3.1 目標ヘクス／目標ユニットの防御力

・目標が装甲目標の場合、そのユニットの防御力を使
用する。

・目標がヘクスで、そのヘクスに 1 つでも散開隊形の
ユニットがいる場合、防御側プレイヤーがどのユニッ
トの防御力を使用するかを選択し、そのユニットが射
撃の目標ユニットとなる。目標ヘクスに縦隊ユニット
しかいない場合、目標ユニットを攻撃側プレイヤーが
選択することができる。

・目標ヘクス内のユニットが全て縦隊だった場合、あ
るいは任意の縦隊ユニットを目標ユニットとして防御
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隊形にある他のユニットも、その射撃に参加することが
できる。ただし、追加で射撃に参加するユニットも、目
標ヘクスを射撃ゾーン内に納めていなくてはならない。
元の射撃ユニット以外の散開隊形のユニット 1 ユニット
につき、射撃ユニットの火力に 1 が加えられる。例えば、
散開隊形の射撃ユニット以外に 2 ユニットの散開隊形の
ユニットが存在する場合、射撃ユニットの火力が 2 増加
する。射撃に追加で参加することのできるユニットは、
2 ユニットまでである。なお、こうして射撃に参加した
ユニットも、射撃アクションを行ったものとみなされる。

8.3.5 防御側の地形効果

地形効果表を参照し、防御側ユニットのいる地形の防御
力をユニットの防御力に加える。目標ヘクスのヘクスサ
イドに地形効果が存在し、そのヘクスサイドを照準線が
通過している場合、その地形効果もさらに加えられる。

8.3.6 集中射撃【Concentrated Fire】

射撃ユニットが散開隊形の場合、その火力を 1 増加させ
るために、集中射撃マーカーを使うことできる。プレイ
ヤーは射撃側ヘクスに集中射撃マーカーを置く。マー
カーはこの時の活性化中はそのヘクスに置かれ続ける。
その後、そのヘクスのユニットが師団／フォーメーショ
ンチット、あるいは直接指揮チットによって活性化され
た場合、マーカーは除去される。このとき活性化される
ユニットは 1 ユニットだけでかまわない。集中射撃マー
カーが置かれているヘクスは射撃ゾーンを持たず、臨機
射撃を行うこともできない。

8.3.7 雨天／夜間

・雨天のターン中、全ての火力は 1 減少する
・夜間のターン中、アメリカ軍の火力は 2 減少する

 

目標選択の例

第 6 連隊第 1 大隊には、射撃の目標となる日本軍ユニットが複
数あった。
ヘクス15.56には歩兵中隊（1/I/50）と第18歩兵戦車中隊がいる。
歩兵中隊は非装甲目標だが、戦車は装甲目標である。アメリカ
軍プレイヤーには（装甲目標の存在によって -2 の修正を受け
る）ヘクスをに対して射撃をするか、装甲目標（戦車）に対し
て射撃をするかを選択することができる。
ヘクス 17.55 には（縦隊の）2 個歩兵中隊と、タコツボが存在
している。アメリカ軍プレイヤーは、（装甲目標が存在してい
ないので）ヘクスに対しての射撃のみを行うことができる。日
本軍ユニットは何れも縦隊のため、アメリカ軍プレイヤーはど
ちらのユニットを目標とするかを選択することができる（ただ
しこの場合、どちらのユニットも同じ防御力を持っているので、
どちらを選択しても同じだが）。アメリカ軍プレイヤーが射撃
によって潰走の結果を得たら、この時選ばれたユニットが潰走
することになる。

射撃戦闘の例

同じ例を使って、アメリカ軍によるヘクス 16.56 に対する射撃
の火力を計算する。このヘクスには装甲目標と非装甲目標の両
方が存在するので、アメリカ軍プレイヤーはユニットを目標と
するか、ヘクスを目標とするかを選択することができる（両方
は選択できない）。
アメリカ軍プレイヤーは装甲目標に対して射撃を行うことに
し、射撃を行うユニットに C 中隊を選択した。もちろん他の
中隊も全て、同じ直接射撃火力 4 を有している。C 中隊の 4 火
力には以下のように修正が加えられる：
a) 目標の防御力 (-1)
b) 火力が白いボックスで囲まれた対戦者 (AT) 砲を支援火器と

して使用 (+1)（戦闘結果表では青いボックスの火力として
使用）

c) 射撃側にも目標側にも何も状態マーカーは置かれていない
(0)

d) 射撃に参加可能な追加のアメリカ軍が 2 ユニット (+2)
e) 地形は平地 (0)
f) 集中射撃をするのも良い考え (+1)
g) 装甲目標そのものに対して射撃を行うので、装甲ユニット

の存在による修正はない (0)
h) 雨も降っておらず晴天 (0)

全ての修正を合計して火力か以下の通りとなる：
4+(-1)+(+1)+(0)+(+2)+(0)+(+1)+(0)+(0)=6
良好な射撃である。
戦闘結果表の右側の装甲目標に対する欄を見ると、ダイスの目
が 7 ～ 9 以外であれば、何らかの損害を与えることができる。
ダイスの目が 0、2、または 3 ならば、ユニットに対して潰走
チェックを強いることができる。ダイスの目が 1 の場合も潰走
チェックを強いることになるが、TQC に -1 の修正が適用され
る。ダイスの目が 4 ～ 6 ならば、戦車は全滅する。
戦闘の結果同じヘクス内の歩兵ユニット（1/I/50 中隊）に及ぼ
す影響は、潰走チェックに失敗した場合に、釘付け状態になる
ことだけである。
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・夜間のターン中、日本軍の火力は 1 減少する
（上記の効果は何れも累加する）

8.4 射撃の解決

射撃ユニットの修正後の火力が決定したらダイスを振
り、出た目が修正後の火力以下であったなら、戦闘結果
表上の該当する射撃の種類の欄から結果を求める。ダイ
スの目が修正後の火力を超えていたら、その射撃は失敗
し、目標ヘクス／ユニットへの効果はなしとなる。ダイ
スの目が 0 の場合、修正後の火力がいくつであっても、
ダイスの目が 0 の欄の結果を適用する。またダイスの目
が 9 の場合、修正後の火力に関係なく、常に射撃は失敗
とみなされる。

火力の修正を得るために支援火器を使用しているとき、
射撃のダイスの目が 9 の場合、その支援火器は故障した
ものとみなされ、アメリカ軍の場合は再割り当て支援火
器ボックスに置かれ、日本軍の場合はプレイから除去さ
れる。

8.4.1 射撃の結果

S  – 制圧【Suppressed】：防御側ユニットの全てが制圧
下になる（そのヘクスに制圧下マーカーが置かれる）

DG1, 2, 3, 4  – 混乱【Disorganized】：混乱レベルは累
加し、現在のレベルに新しい結果（混乱レベル）が加え
られる。混乱のレベルが 4 を超えた場合、4 レベルの混
乱マーカーを置いた後、超えたレベル 1 につき、そのヘ
クスのユニットが 1 ユニット除去される（除去されるユ
ニットは防御側プレイヤーが選択し、必ずしもその時目
標となったユニットである必要はない）。

R  – 潰走チェック：TQC により潰走の判定を行う。判
定に失敗したユニットが縦隊なら潰走し、それ以外の場
合、そのヘクスは釘付け状態になる。

R*  – 潰走チェック：TQC のダイスの目から 1 を引いて
潰走の判定を行う。判定に失敗したユニットが縦隊なら
潰走し、それ以外の場合、そのヘクスは釘付け状態にな
る。

R**  – 潰走チェック：TQC のダイスの目から 2 を引い
て潰走の判定を行う。判定に失敗したユニットが縦隊な
ら潰走し、それ以外の場合、そのヘクスは釘付け状態に
なる。

E  – 全滅【Eliminated】：目標ユニットはプレイから除
去される

戦闘結果の適用は、戦闘結果表に記載された順番に（左
から）適用される。例えば、潰走チェックを行う前に混
乱の結果がそのヘクスに適用される。

何らの理由で全滅した司令部は、該当する師団ディスプ
レイの潰走ユニットボックスに置かれる（例外：玉砕；
9.6.2）。

  

 

8.4.2 潰走チェック

潰走チェックを行う場合、その時の射撃の目標がヘクス
でも装甲目標でも、射撃の際に目標として扱われたユ
ニットが潰走チェックを行う。

ダイスを振って以下の修正を適用する：

a) 戦闘結果に＊が 1 つあったら 1 を。2 つあったら 2 を
引く

b) 目標となったヘクスの防御力を適用する
c) 目標ヘクスに存在する指揮官、およびヒーローの部

隊練度修正を引く（射撃目標がヘクスか、特定ユニッ
トであるかは関係ない）

d) 目標ユニットの防御力を適用し、状態マーカーによ
る部隊練度修正も適用する

修正後のダイスの目が判定を行ったユニットの部隊練度
以下だった場合判定は成功し、なにも起きない。

修正後のダイスの目が判定を行ったユニットの部隊練度
を超えてしまった場合、そのユニットは判定に失敗し：

目標が縦隊のユニットであるならば潰走する。
目標ユニットが散開隊形の場合、そのヘクスは釘付
け状態になる。

判定におけるダイス目が 0 の場合は常に成功とみなさ
れ、9 の場合は常に失敗とみなされる。
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ユニットが潰走した場合、（そのユニット
の移動手段で）その師団に所属する何れか
の司令部まで通過可能な経路がたどれる
場合（移動の種類は無視してかまわない）、
そのユニットの所属する師団ディスプレ
イの潰走ユニットボックスに置かれる。潰
走ユニットから司令部までたどるルート
上に、敵の射撃ゾーンが存在していてはいけない（潰走
時に最初にいたヘクスは除く）。潰走ユニットが司令部
までルートをたどれない場合、代わりにユニットは除去
される。ユニットが潰走した場合、同じヘクスの残りの
ユニットは釘付け状態になる。潰走ユニットボックスに
置かれたユニットには、それまで置かれていた状態マー
カーは一切置かれない。

ユニットの潰走によって、元のヘクスにユニットが存在
しなくなった場合、そのヘクスにあった状態マーカーは
全て取り除かれる。

ユニットの潰走によって支援火器の超過状態（支援火器
の数がユニットの数を上回る）になったら、所有プレイ
ヤーは任意の超過分支援火器を、それらが属する師団の
再割り当て支援火器ボックスへと移さなくてはならな
い。

8.4.3 潰走ユニットのプレイへの復帰

ユニットを活性化した場合（師団／フォーメーション
チットによるものでも、直接指揮チットによるものでも
かまわない）、潰走ユニットボックスからプレイに復帰
させることができる。司令部以外のユニットは、師団司
令部と同じヘクスか隣接するヘクスへ置かれる。潰走し
た司令部ユニットは、師団指揮官と同じヘクスか隣接す
るヘクスへ置かれる。ユニットを復帰させるヘクスは、
敵の射撃ゾーン内にあってはならない。復帰可能なヘク
スが無い場合、ユニットは復帰させることができない。

復帰させたユニットは、その復帰自体がアクションとし
て扱われるが、可能なら第 2 アクションを行うことはで
きる。

ユニットの復帰は、常に任意であり強制されることはな
い。

8.4.4 戦闘結果の他の影響

ユニットは釘付けと制圧の両方の効果を受けることはな
い。釘付け状態のユニットがさらに釘付けの効果を被っ
た場合、あるいは制圧の効果を被った場合、そのユニッ
トは制圧の効果を被る。

臨機射撃の例

アメリカ軍プレイヤーはユニットを活性化すると、ヘクス 16.56 からの移動を行うことにした。そして、まずは A 中隊をヘクス 15.56
へと移動させた。

この移動は同じ敵の射撃ゾーン内から射撃ソーン内への移動でもなく、離脱するヘクスに他に散開隊形の友軍ユニットが存在してい
るので、臨機射撃を引き起こさない。

次にアメリカ軍プレイヤーは、B 中隊をヘクス 17.55 へと移動させた。このヘクスはヘクス 17.56 にいる日本軍ユニットの射撃ゾーン
内で、離脱するヘクスも同じ日本軍ユニットの射撃ゾーン内に収まっているので、この移動は臨機射撃を引き起こす。

日本軍は射撃を行い、HMG の速射性によってこのヘクには継続射撃
マーカーが置かれる。

B 中隊はさらにヘクス 17.55 から 17.54 へと移動を行い、これは敵射
撃ゾーンからの離脱で、離脱元のヘクスに散開隊形の自軍ユニットも
いないことから。再び臨機射撃を引き起こすことになる。

日本軍は再度射撃を行ったが、この時出たダイスの目が 8 だった。そ
のため継続射撃マーカーは取り除かれ、臨機射撃不可マーカーが置か
れるが、射撃は通常通り解決される。ただし HMG は故障し、ゲーム
から除去されてしまう。

この後同じターン内で、日本軍が直接指揮チットを引くことによって
1/I/50 中隊を活性化した。ユニットが活性化することによって ,
そのヘクス内にある臨機射撃不可マーカーは取り除かれる。このこと
によって、このヘクスから再び臨機射撃を行うことは可能になったが、
失われた HMG は戻ってこない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

: 

臨機射撃

HMGは故障によりゲームから除去

臨機射撃

臨機射撃不可
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射撃によって混乱レベル 4 を超えて混乱の効果を被った
場合、その超えた分の効果は、ユニットの除去に置き換
えられる。

状態マーカーの詳細については、10.2 にて後述する。

頑強な日本兵：日本の陸軍ユニット（海軍ユニットは除
く）は潰走チェックの結果を被った場合、その結果を
1DG の結果に置き換えることができる。このオプショ
ンを選択する場合、潰走チェックのダイスを振る前に決
定しなくてはならない。

8.5 臨機射撃

臨機射撃は非活性化ユニットによって行われる。移動や
白兵戦によって敵ユニットが臨機射撃を引き起こしたと
き、臨機射撃を引き起こしたユニットを射撃ゾーン内に
納めている非活性化ユニットによって、それらユニット
に対する射撃アクションが行われる。白兵戦の結果によ
る戦闘後前進では臨機射撃は引き起こされない。臨機射
撃は当該ヘクス毎に、非活性化側プレイヤーの任意の順
番で行われる。臨機射撃は通常の射撃と同様に行われる。

臨機射撃は（ヘクスに進入する際ではなく）ヘクスを離
脱する際に行われる（例外：海上ゾーンから海岸ヘクス
への進入；22.1 参照）。離脱するヘクスに、他に散開隊
形のユニットがいる場合、臨機射撃は引き起こさない。
ただし、同一ユニットの射撃ゾーン内のヘクスからヘク
スへと直接移動した場合、臨機射撃を引き起こす。

通常、非活性化状態で同一ヘクスからは、1 回しか臨機
射撃を行うことができない。臨機射撃を行ったヘクスに
はこのことを表すため、臨機射撃不可（No Opportunity 
Fire）マーカー置く（例外：継続射撃で後述する）。こ
のマーカーは、そのヘクスからユニットがいなくなった
場合、あるいはそのヘクス内のユニットが再び活性化さ
れた場合に除去される。マーカーを除去するには、1 ユ
ニットでも活性化されれば良い。集中射撃マーカーを置
かれているユニットは、臨機射撃を行うことはできない。
非活性化ユニットが臨機射撃を行うことは全くの任意で
ある（火力を保持し、より良い目標を狙っても構わない）。

プレイヤーは、臨機射撃の際に集中射撃を行うことはで
きない。

8.5.1 継続射撃【Sustained Fire】

支援火器の中には、継続射撃の可能なも
のがある。これらの支援火器には、継続
射撃マークが記されている。敵の活性化
フェイズ中や白兵戦の時に、何度でも臨
機射撃を行うことができる。継続射撃が可能な場合、最
初の臨機射撃の後に、そのヘクスに継続射撃マーカーが
置かれる。その後も射撃の解決の際のダイスの目で 7 以
上が出ない限り、何度でも臨機射撃を行うことができる。
ダイスの目で 7 以上が出た場合、射撃を解決した後に支
援火器は故障したものとみなされ、アメリカ軍の場合は
師団の再割り当て支援火器ボックスに置かれる。そして
他の支援火器同様に、再度配備される（12.0 参照）。日
本軍の場合、故障した支援火器はプレイから除去される。

継続射撃マーカーは、そのヘクスからユニットがいなく
なった場合、あるいはそのヘクス内のユニットが活性化
された場合に除去される。マーカーを除去するには、1
ユニットでも活性化されれば良い。

8.5.2 日本軍の夜間浸透

夜間ターンの間、日本軍ユニットは臨機射撃を受けるこ
となく、敵の射撃ゾーンから離脱することができる（同
一ユニットの射撃ゾーン内のヘクスからヘクスへと直接
移動する場合でも同様である）。ただし、離脱するヘク
スに照明弾マーカー（17.1 参照）が置かれている場合、
日中のターンと同様に臨機射撃が引き起こされる。

8.5.3 戦闘結果の影響一覧

継続射撃能力
を示している

DG

2DG

3DG

4DG

S

P

–1

–1

–2

–3

不可

–3

–1

–1

半分

半分

移動不可

なし

なし

 –1

–1

 –2

 –1

なし

なし

なし

なし

実行不可

実行不可

実行不可

火力戦闘
結果

移動力
への影響

部隊練度
への影響

白兵戦
への影響
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8.6 間接射撃

火力が黒いボックスで囲まれたユニットは、常に間接射
撃を行うことができる。間接射撃の扱いは直接射撃に似
ているが、いくつかの相違点がある。射撃に関する一部
の修正と、どの敵ユニットに対して射撃が可能かについ
てが異なる。間接射撃ユニットの表面は散開隊形を表し
ており（黒いボックスで囲まれた火力が記されている）、
間接射撃を行うためには散開隊形になくてはならない。
多くのアメリカ軍間接射撃ユニットは、縦隊でもユニッ
トの移動力に “No” と記されている。これらのユニット
が移動する場合には、輸送部隊が必要になる（15.0 参照）。
縦隊で移動力が記されている場合には輸送部隊は必要な
いが、縦隊の時にのみ移動することができる。また縦隊
のユニットは、ピストルやライフル等の小火器によって
武装されているものとみなされる。

間接射撃ユニットは臨機射撃を行うことはできない。

日本軍は重火器の輸送手段を欠いていたため
に、これらのユニットを縦隊に転換すると通
常の歩兵ユニットに変わってしまい、プレイ
中には二度と散開隊形に戻すことはできない。
これらは全て、右記の砲兵シンボルを持つユ
ニットに含まれる。

（間接射撃面を表にしている）間接射撃ユニットは射撃
ゾーンを持たないが、縦隊においては通常のユニットと
同様に扱われる。

8.6.1 間接射撃の解決

間接射撃を行うためにユニットは活性化されていて、（通
常の照準線のルールに従って）目標を直接視認するか、
観測者によって視認されていなくてはならない。間接射
撃ユニットが目標ヘクスを直接視認している場合、その
目標ヘクスを射撃することができる。間接射撃ユニット
が目標を視認できない場合、観測者を利用して射撃を行
うことができる。同一師団に所属するユニットで、目標
ヘクスを視認することができるユニットがいる場合、間
接射撃を行うことができる。目標は間接射撃ユニットの
射程内にいなくてはならない。観測者は活性化されてい
る必要はなく、指揮下にある必要もない。

海上ゾーン内のユニットは砲兵観測を行うことはできな
い。また、海上ゾーンを間接射撃の目標にすることもな
い。

目標ヘクスは敵ユニットが占めていても、自軍ユニット
が占めていても、ユニットがいなくても構わない。

間接射撃はヘクスに対してのみ行うことが可能で、特定
の装甲目標に対して行うことはできない。

間接射撃を解決するには間接射撃ユニットの火力に修正
を加え、ダイスを振って戦闘結果表の黒い欄に照らし合
わせた結果を適用する。直接射撃と同様にダイスの目が
0 の場合、修正後の火力がいくつであっても、ダイスの
目が 0 の欄の結果を適用する。またダイスの目が 9 の場
合、修正後の火力に関係なく、常に失敗とみなされる。

間接射撃は、自軍ユニットの占めるヘクス、敵ユニット
が占めているが適切でないヘクス（例：ヘクス内の敵ユ
ニットが全て装甲目標、あるいは敵ユニットが洞窟内に
いる）、あるいは空のヘクスのように有効な目標が存在
していないヘクスへ対しても行うことができる。この時
は何ら戦闘結果は生じないが、（ダイスの目が 9 でなけ
れば）砲煙マーカーが置かれる。

8.6.2 砲煙

間接射撃ユニットが間接射撃を行った場合、通常その目
標ヘクスには砲煙マーカーが置かれる。ただし、砲撃の
解決のダイスの目で 9 を出した場合は唯一の例外とな
る。この場合砲煙マーカーは置かれない。目標ヘクスに
自軍ユニットがいる場合、視認可能な敵ユニットがいな
い場合、あるいは目標ヘクスに何も存在しない場合、戦
闘結果表上の効果は何ら生じない。ダイスの目で 9 が出
て、砲煙マーカーを置けなくなるかどうかを判定するだ
けである。

どの砲煙マーカーを置くかは、間接射撃ユニットの修正
前の火力に追加ユニットによる火力（8.3.4、8.6.3 参照）
を加えたもので決まる。

・間接射撃火力が 2 以下の場合；煙幕 “Smoke” マーカー
が置かれる

・間接射撃火力が 3 の場合：軽砲煙 “Light Barrage” マー
カーが置かれる

・間接射撃火力が 4 の場合：中砲煙 “Medium Barrage”
マーカーが置かれる

・ 間 接 射 撃 火 力 が 5 以 上 の 場 合： 重 砲 煙 “Heavy 



29Tinian  -  The Forgotten Battle

© 2018 Compass Games, LLC.

29

Barrage” マーカーが置かれる

1 つのヘクスには 1 枚の砲煙マーカーしか置かれない。
すでに砲煙マーカーの置かれているヘクスにより高レベ
ルの砲煙マーカーを置く結果になった場合、元々あった
砲煙マーカーを新しいものに置き換える。

砲煙マーカーによる状態の変化や移動力の減少は、その
ヘクスにいる全てのユニット（敵味方に関係なく）、あ
るいはそのヘクスに進入したユニットに直ちに適用され
る。修正によって端数が生じた場合は、全て切り捨てら
れる。移動力に対する影響は、まず状態マーカーによる
ものを適用する。仮にヘクスに混乱レベル 3 のマーカー
が置かれている場合、まず混乱の影響により移動力が半
減し、その後砲煙マーカーによる影響が適用される（例
えば移動力が 5 のユニットに混乱レベル 3 のマーカーと
中砲煙マーカーが置かれている場合、そのユニットには
1 移動力が残る）。注：CSS において、最低でも 1 ヘク
ス移動することのできるルールはない。

例えば移動力 5 のユニットに混乱レベル 3 のマーカーが
置かれている場合、中砲煙マーカーの置かれているヘク
スに 1 移動ポイントを消費して進入すると、そのユニッ
トに移動力は残らない。つまり移動力 5 は混乱による半
減で 2 になり、1 移動ポイントを消費した後に中砲煙マー
カーの影響で移動力は半減（切り捨て）されて 0 になる。

砲煙マーカーはそのヘクスにいるユニットに対し、射撃
ゾーンを隣接ヘクスのみに制限する。砲煙マーカーはま
た、全てのユニットに対し妨害地形として機能する。　　　　　
つまり砲煙マーカーのあるヘクスを通して照準線を引く
ことはできないが、砲煙マーカーのあるヘクスから外を
見ることはできる。

全ての砲煙マーカーは、カップから風チットが引かれる
と除去される（例外：アメリカ軍の艦砲射撃；8.6.6 の
場合）。

全てのタイプのユニットは、射撃アクションによって自
身のヘクスに煙幕マーカーを置くことができる。これは
戦線後方に照準線を通させないための便利な手法であ
る。

8.6.3 間接射撃への修正

以下に記した修正のみが、間接射撃に適用される：

・間接射撃ユニットの上に置かれた混乱マーカー
・間接射撃ユニットの上に置かれた砲煙マーカー
・ 目標ヘクスに装甲目標が存在する場合： ‒2

あるいは
・目標ヘクスに装甲ユニットのみしか存在しない場合： 

‒4
・目標ヘクスの地形効果
・目標ヘクス内の防御施設
・間接射撃を行うユニットとスタックしている活性化さ

れた間接射撃ユニット毎に +1（これらのユニットも
射撃アクションを行ったものとみなされる）。

上記以外の修正（ユニットの防御力も含む）は、間接射
撃には適用されない。

釘付け状態、あるいは制圧下にあるユニットは、間接射
撃を行うことができない。

間接射撃の例
アメリカ軍の 1/10/4 中隊は、ヘクス 19.50 に対して間接
射撃を行うことにした。
まず、同じ師団に所属するユニットで目標を観測すること
のできるものはあるのか？E/2/25 中隊が目標ヘクスに隣
接しているので、観測することが可能である。
アメリカ軍プレイヤーは、2/14/4 中隊が射撃アクション
を行うことにより、同じヘクスの 1/10/4 中隊の間接射撃
に火力を加えることができる。ただし、間接射撃において
は集中射撃を行うことはできない。
合計火力の 5火力は、砲煙マーカーを置く際の基準となる。
しかし、実際の射撃の解決に際しては低木ヘクスにより火
力が 1減少する。敵ユニットの防御力である（アメリカ軍
が不利になる）-1 は、間接射撃の際には適用されないこ
とに注意すること。
最終的な火力は 4となり、戦闘結果表の（左の）欄でダイ
スを振って、4以下を出す必要がある。
射撃結果の如何にかかわらず、アメリカ軍プレイヤーがダ
イスの目で9を出さない限り、ヘクス19.50 には重砲煙マー
カーが置かれる。
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砲撃の解決を行う前に、全ての砲撃マーカーを置かなく
てはならない。全ての砲撃は 3 火力修正なしで解決され
る。全ての砲撃は航空観測によって行われ、それぞれ着
弾判定を行わなくてはならない。まず最初に着弾判定を
行い、着弾したヘクスに対して砲撃の解決をする。

砲撃マーカーは、ターンの終了時に全て取り除かれる。
すでに砲撃を解決したヘクスに新たな砲撃が着弾した場
合、その砲撃マーカーは除去される。海か地図外に着弾
して砲撃マーカーは除去される。

砲撃マーカーは射撃の解決を行った後に裏返され、通常
の砲煙マーカーと同様に扱われるが、風チットが引かれ
ても除去されることはない。

砲撃マーカーが置かれたヘクスから、ユニットは移動す
ることができない。

砲撃マーカーの置かれたヘクス内のユニットは、隣接ヘ
クス以外に対して射撃を行うことはできない。

砲撃マーカーの置かれたヘクス内のユニットは、回復ア
クションを行うことができない。

砲撃マーカーは、ターンの終了時に除去される。

8.7 火炎放射器による攻撃

火炎放射器を利用して直接射撃を行った場合、目標ヘク
スに火災の発生する可能性がある。

以下の地形のヘクスに対して攻撃を行った場合に火災の
可能性がある：

・サトウキビ畑
・低木
・建物
・町

サトウキビ畑ヘクスと低木ヘクスは、射撃の解決のダイ
スの目が 0 ～ 2 の場合に火災が発生する。

建物ヘクスと町ヘクスは、射撃の解決のダイスの目が 0
の場合に火災が発生する。

天候が高温の場合、火災発生の判定のダイスの目に－ 1
の修正を加える。

8.6.4 間接射撃ユニットと縦隊

活性化された間接射撃ユニットが敵ユニットに隣接して
いる場合、ただちに裏返して縦隊にならなくてはならな
い。縦隊になったユニットは、敵ユニットが隣接してい
ない場合、（可能ならば；下記参照）活性化されている
時に散開隊形に戻すことができる。

日本軍ユニットで間接射撃のシンボルを持つものは：
自発的であっても、非自発的であっても、いったん縦隊
になった場合、二度と散開隊形に戻ることはできない。
その後のゲームの期間を通じて、縦隊にとどまり続ける。
またこれらのシンボルを持つユニットが潰走した場合、
以後、縦隊にとどまり続ける。

間接射撃ユニットが縦隊面を持たない場合、ユニットが
裏返ることを要求された時点で除去される。

8.6.5 航空観測

雨天でない昼間ターンに全てのアメリカ軍の間接射撃
は、観測者の代わりに航空観測を利用することができる。
この方法は、射撃ユニット自身、あるいは地上の観測者
が目標を視認できない場合に利用される。海上任務群に
ついては、海岸ヘクスに対して直接照準が可能なものと
して扱う。

航空観測を行った場合は、隣接ヘクスへの着弾のずれの
判定を行わなくてはならない。以下に記すチャートによ
り、実際の着弾ヘクスを判定し、着弾したヘクスに対し
て射撃の解決のためのダイスを振る。

 

目標ヘクス
ダイスの目
0 〜 3 で

着弾

ダイスの目
4 で着弾

ダイスの目
5 で着弾

ダイスの目
6 で着弾

ダイスの目
7 で着弾

ダイスの目
8 で着弾

ダイスの目
9 で着弾

8.6.6 アメリカ海軍による準備砲撃

一部のシナリオとキャンペーン・ゲーム
において、アメリカ軍プレイヤーは砲撃

（Bombardment）マーカーを置くことができる。個々の

火炎放射能力
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火災が発生した場合、そのヘクスに火災（On-Fire）が
置かれ、以降は下記の火災ルールが適用される。また、
火災ヘクスにおいては頑強な日本兵に関するルールは適
用されず、防御側の日本兵も通常通り潰走する。

8.7.1 火災

火災が発生したヘクスには火災（On-Fire）
マーカーが置かれる。

火災マーカーには以下の効果がある：

・全ての射撃に対して、そのヘクスが妨害地形となる。
・火災マーカーの置かれたヘクスにユニットは進入す

ることができない。
・活性化されたユニットが自身の活性化を火災ヘクス

で終了した場合、そのユニットは直ちに潰走する。
天候が雨、あるいは嵐になったら、全ての火災マーカー
は取り除かれる。

風チットが引かれた場合、それぞれの火災マーカーが置
かれているサトウキビ畑、町、建物、および低木ヘクス
についてダイスを振る。

・ダイスの目が 0 ～ 2 の場合、マーカー
を鎮火（Fire Cleared）面に裏返す。そ
の後鎮火マーカーの置かれているヘク
スは、ゲームの残り期間を通じて平地

（Clear Terrain）として扱われる（マーカーに記され
ている “CT” はそのことを意味している）。

・ダイスの目が 8 か 9 の時、火災は延焼する。その火災
ヘクスの北西、あるいは南西に隣接するヘクスが延焼
可能な地形（サトウキビ畑、町、建物、低木）だった
場合、新たなヘクスに火災マーカーが置かれる。延焼
可能なヘクスが複数ある場合、ダイスを振ってでた目
が0～4なら北西に、5～9なら南西に向けて延焼する。

では、白兵戦を行うことはできない。白兵戦はアクショ
ンとして扱われ、白兵戦を完了したユニットは、活性化
を終了したものとして扱われる。プレイヤーは、まず以
前に置かれた突撃準備マーカーに関する白兵戦を実行
し、その後の活性化で新しい突撃準備マーカーを置くこ
とに注意すること。白兵戦は実行するまでに少し間が空
く。白兵戦の基本的な手順は以降の 9.1 項～ 9.5 項に記
載された通りである。9.6 項では日本軍の白兵戦（バン
ザイ突撃）における違いが記載してある。

9.0 白兵戦アクション

白兵戦は 2 段階の手順で行われる。最初に突撃準備
（Prepared Assault）マーカーを活性化されたユニット
に隣接するヘクスに置く。その後、以前に置かれていた
突撃準備マーカーに隣接するユニットが活性化された場
合、それらのユニットは白兵戦を行うことができる。こ
の時の活性化は、師団／フォーメーションチットによる
ものでなくてはならない。直接指揮チットによる活性化

9.1 白兵戦の手順

A. 白兵戦を行うプレイヤーは、白兵戦を中止すること
ができる。その場合、ステップ L に進む。突撃準備
マーカーが置かれたヘクスに敵ユニットが存在して
いない場合、ステップ J に進む。目標となるヘクス
に敵ユニットが存在し、白兵戦を中止しなかった場
合、攻撃側プレイヤーは白兵戦に参加するユニット
を明示しなくてはならない。ここで明示されたユニッ
トが白兵戦を実行するわけだが、ここで選ばれるユ
ニットは何れかの突撃準備マーカーに隣接していな
くてはならず、突撃準備マーカーに隣接しているユ
ニットは、参加可能な白兵戦に参加しなくてはなら
ない。

B. 活性化中の間接射撃ユニットは、（アメリカ軍プレイ
ヤーは 3 ユニット〈これらは 8.6.3 にあるようにスタッ
クしていなくてはならない〉まで、日本軍プレイヤー
は 1 ユニットまで）、白兵戦を支援するために間接射
撃を行うことができる。そして、射撃の結果に拘わ
らず、この射撃に参加したユニット毎に下記のステッ
プ G での攻撃側のダイスの目に 1 を加えることがで
きる。

C. 白兵戦を行う全てのユニットは縦隊になる。
D. 防御側ユニットは（進入可能な隣接ヘクスがあり、

全てのユニットが縦隊であるならば）、隣接ヘクスへ
後退することができる。後退先のヘクスは、敵の射
撃ゾーン内にあってはならない。後退する場合、全
てのユニットが後退しなくてはならず、後退先のヘ
クスも同じでなくてはならない。そして、後退した
ユニットには制圧下マーカーが置かれる。後退が行
われた場合はステップ J へ進む。

E. 防御側プレイヤーは、攻撃側の 1 つのヘクスに対し
て臨機射撃を行う（継続射撃が可能ならば、複数の
攻撃側ヘクスに対して行うことができる）。
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F. 白兵戦の解決のための戦力比を計算する。
G. 両プレイヤーがダイスを振り、諸々の修正を適用す

る。
H. 白兵戦で失われた指揮官を除去する（あるいは代替

指揮官と交代させる）。
I. 両軍のダイスの目の差を求め、結果を適用する。
J. 攻撃側は空になった突撃準備マーカーの置かれたヘク

スへ、白兵戦に参加したユニットから最低でも 1 ユ
ニットを前進させなくてはならない。

K. 白兵戦に参加した全てのユニットは活性化によるア
クションを終了し、この活性化の間は追加のアクショ
ンを行うことができない。

L. 突撃準備マーカーを取り除く。

9.2 突撃準備マーカーの配置

突撃準備マーカーは、師団／フォーメーションチットが
引かれた際に置くことができる。ただしそれは、以前に
置かれた突撃準備マーカーに係わる白兵戦が完了した後
でなくてはならない。活性化されている師団（あるいは
活性化されているフォーメーションの所属する師団）が
1DP を消費することにより、活性化されているユニッ
トに隣接するヘクスへ、突撃準備マーカーを 1 つ置くこ
とができる。マーカーの置かれるヘクスは、敵軍、ある
いは自軍ユニットの占めているヘクス、あるいはユニッ
トの存在しないヘクスの何れでもかまわない。ただし、
活性化されているユニットに隣接し、そのユニットが移
動アクションで進入可能なヘクスでなくてはならない

（実際に移動は行わない）。突撃準備マーカーに隣接する
自軍ユニット（マーカーを置く際にいたユニットである
必要はない）がいなくなった場合、突撃準備マーカーは
直ぐに取り除かれる。プレイにおいて突撃準備マーカー
は、マーカーに隣接するユニットが突撃準備状態にある
ことを表す以外の機能は持たない。敵プレイイヤーは、
マーカーの置かれたヘクスから離脱してもかまわず、ま
た、そのヘクスへ戦力の増強を行ってもかまわない。

9.3 白兵戦の実施

師団／フォーメーションチットがカップから引かれ、以
前に配置した突撃準備マーカーに活性化されたユニット
が隣接している場合、白兵戦は行われる。白兵戦の実施
は任意で、白兵戦を中止して突撃準備マーカーを除去す
ることができる。白兵戦を中止しない場合、突撃準備マー
カーに隣接している活性化された全てのユニットは、白
兵戦を行わなくてはならない。複数のユニットが複数の
突撃準備マーカーに隣接している場合、全てのユニット
が同じヘクスに対して白兵戦を行う必要はなく、また、

同じヘクスにいる全てのユニットが同一目標へ白兵戦を
行う必要はない。ただし、全てのユニットは（白兵戦を
行うヘクスへの進入が不可能でない限り）何らかの形で
白兵戦に参加しなくてはならない。

白兵戦を行った全てのユニットは、その活性化における
アクションは終了したものとみなされる（その活性化中、
他のアクションを行うことはできない。もちろん第 2 ア
クションもない）。

ユニットは、実際に進入可能なヘクスに対してのみ白兵
戦を行うことができる（このとき制圧下、釘付け、重砲
煙マーカー等による影響も考慮に入れるものとする）。
攻撃先のヘクス進入することのできない支援火器は、白
兵戦の際には元のヘクスに置いていかなくてはならな
い。全ての白兵戦が完了した時点で、元のヘクスに支援
火器のみが残されていたら、その支援火器は師団の再割
り当て支援火器ボックスへ移される。

9.4 白兵戦の解決

攻撃側のプレイヤー（のみ）は、活性化された間接射撃
ユニットによって、白兵戦の支援のために攻撃先のヘク
スを射撃することができる。白兵戦に参加する間接射撃
ユニットは、白兵戦を行うユニットと同じ様に活性化さ
ていなくてはならない（すなわち第 2 アクションを行う
ことはできない）。そして、このとき間接射撃を行った
ユニットの数だけ（アメリが軍プレイヤーは最大で 3 ま
で、日本軍プレイヤーは 1 まで）、白兵戦の修正に加え
ることができる（9.5 ステップ g を参照）。間接射撃を行っ
たユニットとスタックしている他の間接射撃ユニットに
より、間接射撃の火力に +1 の修正（8.3.4、8.6.3 参照））
を加えたユニットも、この修正の際にはカウントする。

次いで、突撃準備マーカーを置かれているヘクスのユ
ニット（のみ）が、白兵戦を行うユニットに対して臨機
射撃を行う（ただし、臨機射撃不可のマーカーが置かれ
ていない場合 ）。突撃準備マーカーによって、攻撃側ユ
ニットはこの射撃に対し、追加の防御修正を得る。臨機
射撃は通常と同じように解決され、継続射撃の可能な支
援火器が配備されたユニットでない限り、攻撃側の 1 つ
のヘクス（あるいは１つの装甲目標）に対してのみ射撃
は行われる。継続射撃が可能な場合、それぞれの攻撃側
ヘクスに対して臨機射撃が可能であるが、支援火器の故
障ルール（8.5.1）は通常通り適用される。故障が発生し
た場合、その故障が発生した射撃を解決した後で地図上
から除去される。そして、それ以上の臨機射撃は不可能
となり、突撃を受けたヘクスには臨機射撃不可マーカー



33Tinian  -  The Forgotten Battle

© 2018 Compass Games, LLC.

33

が置かれる。

攻撃側プレイヤーの間接射撃と、防御側プレイヤーの臨
機射撃が終了したら、実際の白兵戦が解決される。

白兵戦の解決のダイスの目に適用される全ての修正を計
算したら、両プレイヤーがそれぞれダイスを振って、出
た目にその修正を加え（あるいは引いて）、最終的な値
を決定する。

修正後の値が両プレイヤーで同じだった場合、攻撃側の
各ヘクスと防御側のヘクスに、それぞれ混乱レベル 1 の
マーカーを置き、白兵戦は終了して白兵戦手順のステッ
プ K へと進む。両者の値に差が出た場合、低い方の目
を出した側に、その差に等しいレベルの混乱マーカーを
置き（攻撃側に混乱マーカーが置かれる場合は、攻撃側
プレイヤーが混乱ベルの合計を攻撃側ヘクスに自由に割
り振る）、結果を適用する。

どちらかのプレイヤーがダイスの目で 9 を出し、そのプ
レイヤーが指揮官の修正を利用していたら、その指揮官
は代替指揮官と交代させる（すでに代替指揮官であった
場合は除去する）。

防御側のヘクスが（除去、あるいは後退により）空になっ
た場合、攻撃側は最低でも 1 ユニットを、そのヘクスに
前進させなくてはならない。そして突撃準備マーカーを
取り除くと、他の活性化を継続する。

9.5 白兵戦の修正

攻撃側プレイヤーには以下の修正が適用される：

a) 白兵戦に参加したユニットの数と、防御側のユニッ
トの数の比を求め、端数は防御側に有利なように切
り捨てる。そして、その比率に基づく修正を攻撃側
のダイスの目に加える（あるいは引く）。

１：３以下　 ‒５　　　２：１　　　 ‒１
１：２　　　 ‒４　　　３：１　　　０
１：１　　　 ‒３　　　４：１　　　+ １
３：２　　　 ‒２　　　５：１以上　+ ２

b) 白兵戦に戦車が参加している場合：+2
c) 白兵戦が戦車のみで行われている場合： ‒2
d) 突撃準備マーカーに記された練度修正を加える
e) 白兵戦を行うユニットに置かれている状態マーカー

の部隊練度修正を加える。※元の修正がマイナスの

場合、引いたらプラスになることに注意。逆にプラ
スの修正を引くと、結果的にマイナスになることに
注意

f) 指揮官／ヒーローの部隊練度修正を加える
g) 先の手順で間接射撃を行ったユニットの数毎に 1 を

加える
h) 白兵戦に参加しているユニットの中で、もっとも低

い部隊練度を加える。

注：b) と c) は何れか一方のみを適用

防御側プレイヤーには、以下の修正が適用される：

a) 地形効果（防御施設によるものを含む）による修正
を引く。※元の修正がマイナスの場合、引いたらプ
ラスになることに注意。逆にプラスの修正を引くと、
結果的にマイナスになることに注意

b) 防御側 1 ユニットの防御力を引く（全てのユニット
が縦隊の場合、どのユニットの防御力を使用するか
は攻撃側プレイヤーが選択する。散開隊形のユニッ
トが存在する場合は、防御側プレイヤーがユニット
を選択する）。※元の修正がマイナスの場合、引いた
らプラスになることに注意。逆にプラスの修正を引
くと、結果的にマイナスになることに注意

c) 防御側に戦車ユニットが含まれる場合：+2
d) 防御側ユニットが戦車のみの場合： ‒2
e) 防御側ユニットに置かれている状態マーカーの部隊

練度修正を加える。※元の修正がマイナスの場合、
引いたらプラスになることに注意。逆にプラスの修
正を引くと、結果的にマイナスになることに注意

f) 指揮官／ヒーローの部隊練度修正を加える
g) 白兵戦に参加しているユニットの中で、もっとも低

い部隊練度を加える

注：c) と d) は何れか一方のみを適用

9.6 バンザイ突撃

日本軍プレイヤーも白兵戦を行うことができるが、これ
らは「バンザイ突撃」と言われ、通常の白兵戦とは異な
る点がいくつかある。日本軍プレイヤーは通常の突撃準
備（Prepared Assault）マーカーと同じようにバンザイ
突撃（Banzai Charge）マーカーを置き、白兵戦手順の
ステップ B では、1 ユニットのみが間接射撃を行うこと
ができる。

バンザイ突撃マーカーは、バンザイ突撃に対するアメリ
カ軍の臨機射撃に対する防御力に 3 を加え、バンザイ突
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撃による白兵戦の解決の際に、日本軍のダイスの目に 3
を加える（9.5 項：攻撃側の修正 d）。

白兵戦の手順のステップ A においてバンザイ突撃を中
止しなかった場合、バンザイ突撃に参加するユニットに
置かれた制圧下、釘付け、混乱マーカーを除去すること
ができる。
バンザイ突撃を行った場合、その際に日本軍ユニットが

被った混乱の結果は全てユニットの損失に置き換えられ
る。これはアメリカ軍の臨機射撃による混乱と、白兵戦
による戦闘結果の両方に適用される。日本軍プレイヤー
が混乱の結果を被った場合、その結果を半分にする（端
数切り上げ）。そして得られた数（レベル）の分だけユニッ
トを除去する。例えば1DGの結果を被った場合、1ユニッ
トを除去する。また、2DG の結果を被った場合もやは
り 1 ユニットを除去する。どのユニットが除去されるの

白兵戦の例
アメリカ軍部隊は、ヘクス 18.53 に対する白兵戦
を前回の活性化の際に宣言していた
が、ここでカップから第 25 連隊のフォーメーショ
ン活性化チットが引かれた。この活性化によって、
青い帯の付いた全てのユニットと、帯の付いてい
ない指揮官ユニットが白兵戦に参加することがで
きる。ただし、アメリカ軍の B/1/24 中隊は活性
化されていないので、白兵戦に参加することはで
きない。

まず、9.1 項に従って間接射撃ユニットが射撃を
行うことができる。そこで、Mtr/2/25（迫撃砲）
中隊が射撃を行い、結果を適用する。ダイスの目
が 9 でない限り、目標ヘクスには軽砲煙マーカー
が置かれる。そしてアメリカ軍プレイヤーは、白
兵戦の解決のダイスの目に 1 を加えることができ
る。次に、白兵戦に参加する全てのユニットは縦
隊にならなくてはならない。

ここで防御側プレイヤーは臨機射撃を行うことが
できる。通常はヘクス 17.52 か 17.53 の何れかに
対して射撃を行うのだが、日本軍には継続射撃の
可能な支援火器（HMG）があったので、最初に
ヘクス 17.53 に対する射撃を行い、継続射撃マー
カーを置く。続いてヘクス 17.52 に対して再度射
撃を行う。しかし、この時のダイスの目が 7 以上だと、支援火器は失われてしまう。日本軍は両ヘクスに対して射撃を行ったが、
両方とも効果は無かった。ただし、2 回目の射撃のダイスの目は 5 だったので支援火器は残された。

図に示されているのは、アメリカ軍が白兵戦を解決する直前の状況である。

白兵戦を解決するにあたって、プレイヤーは 9.5 項に記載されている修正を順に適用し、最終的な修正値を求める。

攻撃側の修正
a) 4 ユニットによる 2 ユニットへの白兵戦なので、2：1 の比率になる (-1)
b) 戦車はいないので適用されない (0)
c) 戦車はいないので適用されない (0)
d) アメリカ軍は突撃準備マーカーに記載された修正を得る (+1)
e) 攻撃側のユニット（ヘクス）に状態マーカーはない (0)
f) 指揮官による修正 (+3)
g) 事前に行われた迫撃砲 1 個中隊による射撃 (+1)
h) この時点での第 4 海兵師団の部隊練度は 6。いかなるユニットもこの練度を変更しない (+6)

攻撃側のアメリカ軍は 10 面体ダイスを振り、(-1)+(0)+(0)+(+1)+(0)+(+3)+(+1)+(+6)=10 の修正が加えられる。

防御側の修正
a) 地形がサトウキビ畑 (-1) とタコツボ (-1) の効果が引かれる (+2)
b) 全ての日本軍ユニットの防御力が -1 なので -(-1)
c) 戦車はいないので適用されない (0)
d) 戦車はいないので適用されない (0)
e) 日本軍は 3 レベルの混乱状態にあるので部隊練度が 1 下がる (-1)
f) 指揮官による修正 (+2)
g) この時点での日本陸軍の部隊練度は 5。いかなるユニットもこの練度を変更しない (+5)

防御側の日本軍は 10 面体ダイスを振り、(+2)+(+1)+(0)+(0)+(-1)+(+2)+(+5)=9 の修正が加えられる。
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かについては、日本軍プレイヤーが選択することができ
る。

日本軍のバンザイ突撃に指揮官が参加していた場合、最
初に指揮官を除去しなくてはならない。しかし、指揮官
を除去した場合、混乱の結果を半分にした際の端数を切
り捨てることができる。ただし、端数を切り捨てにより
何ら恩恵を被らない場合（上記例での 2DG の結果）でも、
指揮官の除去を行わなくてはならない。
訳注：混乱の結果を被ったら、まず指揮官を除去する。
その後混乱結果の半分（端数切り捨て）のユニットを除
去する。

バンザイ突撃の際、臨機射撃で日本軍が被った結果のう
ち、釘付け、制圧、潰走の結果は全て無視する。混乱の
結果のみを適用する。

9.6.1 大規模バンザイ突撃

ゲーム中に一度だけ、初日、あるいは 2 日目の夜間第Ⅰ
ターンか第Ⅱターンの何れか（日本軍プレイヤーがこれ
ら 4 ターンの中から任意に選択）に、日本軍プレイヤー
は特別な大規模バンザイ突撃を行うことができる。その
ターンの間、日本軍プレイヤーは活性化されている日本
軍ユニットに隣接するヘクスに、DP を消費することな
く、好きなだけバンザイ突撃マーカーを置くことが可能
である。そして、マーカーが置かれたヘクスへの突撃は
直ちに実施される。

9.6.2 玉砕【Gyokusai】

キャンペーン・ゲームの終了時に玉砕は発動される。こ
れはゲームにおける最後のバンザイ突撃で、全ての突撃
が完了したら（あるいは全ての日本兵が除去されたら）
ゲームは終了し、勝利条件の判定に移る。

玉砕は、以下の手順で行われる：

1. 日本軍の支援火器を、ゲームから全て取り除く。
2. 全ての日本軍ユニット（全ての間接射撃ユニットを含

む）は、縦隊に転換する（そして二度と散開隊形には
戻れない）。

3. 日本軍ユニットの存在する全てのヘクスに、玉砕マー
カー（バンザイ突撃マーカーの裏面）を置く。

4. 日本軍の全てのユニットに乗っている制圧下、釘付
け、混乱、および防御施設マーカーを除去する。

5. 全ての日本軍師団の部隊練度を、最大値（基本値）ま
で引き上げる。そしてゲームの残りの期間を通じて、

部隊練度は最大値にとどまり続ける。
6. 玉砕の発動中は、日本軍ユニットからフォーメーショ

ンの概念はなくなり、異なるフォーメーションのユ
ニットがスタックしても罰則を受けない。ただし、ス
タック超過の罰則は依然として適用される。

7. 玉砕が発動されたターンの初めに、アメリカ軍プレイ
ヤーはダイスを振り、その半分（端数切り捨て）の数
だけ照明弾マーカーを配置することができる。照明弾
の配置については、通常のルールに従う。

玉砕によるバンザイ突撃は中止することができないの
で、白兵戦の手順のステップ A はとばす。

玉砕マーカーの置かれた日本軍ユニットが活性化され、
それらが敵ユニットに隣接していない場合、移動アク
ションを行わなくてはならない。移動を行う日本軍ユ
ニットは、その全移動力を使って、今いるヘクスより敵
ユニットに近づく移動を行わなくてはならない。日本軍
ユニットの移動アクションを敵ユニットに隣接した状態
で終了したら、そのユニット（それらのユニット）は、
直後の第 2 アクションでバンザイ突撃を行わなくてはな
らない。この第 2 アクションには DC は必要とせず、指
揮下にある必要もない。玉砕による白兵戦は、1 ヘクス
からのみ行う（通常の白兵戦の様に、複数ヘクスが合同
で行うことはできない）。

すでに玉砕による白兵戦を完了したヘクスに、新たに活
性化されたユニットが進入してきた場合、その新しいユ
ニットのみで白兵戦を行うことができる。

日本軍ユニットが敵ユニットに隣接した状態で活性化し
た場合、その敵ユニットに対して白兵戦を行わなくては
ならない。また、この時 DP を消費する必要はない。そ
して白兵戦を完了したユニットはアクションを終了し、
それ以上のアクションを行うことはできない。

日本軍ユニットが直接指揮によって活性化する場合、1
つのアクション（移動、あるいは白兵戦のいずれかのみ）
を選択することができるが、DC は通常通り消費しなく
てはならない。そして移動アクションを選択した場合、
そのユニットは可能な限りアメリカ軍ユニットに近づく
ように移動しなくてはならない。移動、あるいは白兵戦
を一緒に行う場合、それらは同一アクションにおいて行
われなくてはならない。つまり、あるスタックが未だ移
動も白兵戦も行っていないユニットと同じヘクスに進入
した場合、移動してきたユニットのみが引き続き白兵戦
を行うことができる。そのヘクスにいた他のユニットは、
その後白兵戦を行うことが可能ならば、それらのユニッ
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ユニットにはプレイの中で様々な状態マーカーが置か
れ、ユニットの能力に変化が生じる。状態マーカーの影
響は、ヘクス内の全てのユニットに等しく影響する。防
御施設（洞窟、タコツボ、塹壕、トーチカ）は、そのヘ
クスからユニットがいなくなったら除去される。砲煙
マーカーは、カップから風チットが引かれたら除去され
る。突撃準備、バンザイ突撃マーカーは、白兵戦の手順
に従って除去される。玉砕マーカーはユニットが全滅し
たら除去される。集中射撃、臨機射撃不可、および継続
射撃マーカーは、ユニットが活性化されたら除去される。

制圧下、釘付け、および混乱マーカーは、回復アクショ
ンによってのみ取り除くことができる（例外：バンザイ
突撃と玉砕）。

10.1 回復の方法

回復アクションは、ユニットが活性化されていれば行う
ことができる。たとえ敵の射撃ゾーン内でも行うことが
できる。活性化されたユニットが 1 ユニットでもいれば、
回復によって状態マーカーを除去したり、レベルを下げ

トのみで新たな白兵戦を行う。

上記の手順による移動と突撃は、日本軍ユニットが存在
しなくなるまで継続される。

玉砕の発動中に生じた混乱の結果は、9.6 項にあるよう
に全て損失に置き換えられる。ただし、間接射撃によっ
て指揮官が除去されることはない。

日本軍プレイヤーは、玉砕が発動中の潰走、釘付け、制
圧の結果は全て無視することができる。

何らかの形で全滅した司令部は、プレイから完全に除去
される。

無作為イベントによって、あるユニット、あるいはスタッ
クに対して玉砕が発動することがある。このユニット（ス
タック）は上記の玉砕のルールに従って行動するが、そ
の 1 ヘクスのみの実施にとどまる。このユニット（スタッ
ク）のみが、全滅するまで移動とバンザイ突撃を繰り返
す。

10.0 回復アクション

たりすることができる。1 回の活性化につき、1 ヘクス
では 1 回だけ回復アクションを行うことができる。プレ
イヤーは回復アクションの実行を宣言するだけで、対象
となる状態マーカーを除去したり、レベルを下げたりす
ることができる。

回復アクションにより、制圧下、または釘付けマーカー
を除去することができる。あるいは、混乱レベルを 1 レ
ベルを下げることができる（例：DG3 マーカーを DG2
マーカーに置き換える）。

ヘクス内に制圧下、あるいは釘付けマーカーが存在する
場合、回復アクションではそれらの除去を優先させなく
てはならない。混乱マーカーと同じヘクスに制圧下、あ
るいは釘付けマーカーが存在している場合、制圧下、釘
付けマーカーを除去する前に混乱レベルの回復を行って
はならない。

制圧下マーカーと釘付けマーカーは、同一ヘクスに置か
れることはない。釘付け状態にあるヘクスがさらに釘付
けの結果を被った場合、あるいは制圧の結果を被った場
合、釘付けマーカーは除去され、制圧下マーカーに置き
換えられる。制圧下にあるヘクスが釘付け、または制圧
の結果を被った場合、それらの結果は無視する。

10.2 制圧下／釘付け／混乱マーカー

10.2.1 制圧下マーカー

制圧下マーカーは、回復アクションによっ
て混乱レベルを回復させる前に除去しな
くてはならない。制圧下マーカーを置か
れたユニットは、いかなる射撃も移動も
行うことができない。また、そのユニッ
トの部隊練度が 1 低下する。制圧下にあ
るユニットが行うことのできる唯一のこ
とは、回復アクションによって制圧下マーカーを除去す
ることである。臨機射撃も行うことはできない。制圧下
マーカーの効果は、ヘクス内のユニット全てに適用され
る。回復アクションによって制圧下マーカーを除去する
には、1 ユニットが回復アクションを行うだけでかまわ
ないが、1 回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の回復ア
クションしか行うことができない。制圧下のユニットは、
白兵戦を行うことができない。
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10.2.2 釘付けマーカー

釘付けマーカーは、回復アクションによっ
て混乱レベルを回復させる前に除去しな
くてはならない。釘付けマーカーを置か
れたユニットは火力が 3 低下し、一切の
移動を行うことができない。釘付けマー
カーの効果は、ヘクス内の全てのユニッ
トに適用される。回復アクションによっ
て釘付けマーカーを除去するには、1 ユニットが回復ア
クションを行うだけでかまわないが、1 回の活性化につ
き 1 ヘクスでは 1 回の回復アクションしか行うことがで
きない。釘付け状態のユニットは、白兵戦を行うことが
できない。

10.2.3 混乱マーカー

混乱マーカーにはレベル 1 からレベル 4 が存在し、レベ
ルが上がるに従って、ユニットに与える影響が増大する。
1 回の回復アクションによって、混乱レベルを（4 から
3、3 から 2 のように）1 レベルだけ下げることができる。
回復アクションによって混乱レベルを下げるには、1 ユ
ニットが回復アクションを行うだけでかまわないが、1
回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の回復アクションし

か行うことができない。混乱マーカーの効果はヘクス内
の全てに適用され、そのヘクス内のユニットが移動した
場合は混乱マーカーもユニットと一緒に移動し、元のヘ
クスに他のユニットが残されていれば、そのヘクスにも
新たに同じレベルの混乱マーカーが置かれる。

他のヘクスからユニットが進入してきた場合、新たに進
入してきたユニットと元々そのヘクスにいたユニットと
で、より高い方の混乱レベルに統一される（つまり、混
乱していないユニットが混乱レベル 3 のヘクスへ進入
した場合、進入してきたユニットも混乱レベル 3 にな
る。また、混乱レベル 2 のユニットが混乱レベル 1 のヘ
クスへ進入した場合、進入先のヘクスは混乱レベル 2 に
なる）。このことは、ユニットがヘクスを通過しただけ
でも適用される。そして対象となるヘクス内の全てのユ
ニットが影響を受ける。

混乱レベル 4 にあるユニットは、白兵戦を行うことがで
きない。

混乱レベルは 4 が最高で、混乱レベル 4 のヘクスがさら
なる混乱の結果を被った場合、新たに被った混乱レベル
毎に、1 ユニットが除去される。

      

第 1アクション

第 2アクション
第 1
アクション

第 1
アクション

活性化
終了時

回復アクションの例
第 4 海兵師団を活性化するチットが引かれた。
第 25 連隊の E 中隊と F 中隊は、何れも制圧下で混乱レベル 1 にある。そして、移動をしたかった。まずは制圧下マー
カーを除去しなくてはならないので、E 中隊が回復アクションを行い、制圧下マーカーを除去した。
1つのヘクスでは1回の回復アクションしか行うことができないので、E中隊の第2アクションやF中隊の第1アクションで混乱マーカー
を除去することはできない。
E 中隊は第 2 アクションで移動を行い、第 24 連隊の B 中隊のいるヘクスへと進入した。この移動で異なるフォーメーションに所属す
るユニットがスタックし、追加で 1 レベルの混乱を被ることになるが、この混乱は活性化の終了時に適用されるので、この時点ではま
だ適用されない。
続いて F 中隊が同じヘクスへ移動を行ったが、両方とも同じ混乱レベル 1 なので、追加の混乱は被らない。そして最後に第 24 連隊の
B 中隊が回復アクションを行い、このヘクスから混乱マーカーが除去された。しかし、活性化の終了時に異なるフォーメーションのユ
ニット同士がスタックしていることにより、1 レベルの混乱がこのヘクスに適用されることになる。

E 中隊は第 1 アクショ
ンで制圧下から回復し、
第 2 アクションでヘク
ス 18.79 へ移動。

F 中隊は第 1 アクション
で、1DG マ ー カ ー と 共
にヘクス 18.79 へ移動。

B 中隊は第 1 アクションで混
乱レベル 1 から回復。活性化
の終了時、異なるフォーメー
ション同士のスタックにより
1 レベルの混乱を適用。
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移動力減少の効果は、混乱の影響によるものを先に適用
し、その後、砲煙の影響によるものを適用する。それぞ
れの影響を適用する毎に端数を切り捨てる。そしてこの
ゲームでは、最低 1 ヘクスは移動することができるとい
うルールは存在しない。

例えば、移動力 5 のユニットが混乱レベル 3 にあり、そ
のヘクスに中砲煙マーカーが置かれているとする。ユ
ニットは混乱レベル3の影響により移動力は2に減少し、
その後中砲煙マーカーの影響で移動力は 1 に減少する。

で、かつ、すでにそのヘクスにタコツボマーカーが置か
れていると、そのタコツボマーカーを裏返して塹壕マー
カーに変更することができる。ダイスの目が０の場合は
常に成功し、9 の場合は常に失敗する。プレイヤーは、
同じヘクスにタコツボと塹壕の両方のマーカーを置くこ
とはできない。塹壕を掘るには、そのヘクスで 1 ユニッ
トが工兵アクションを行うだけでかまわないが、1 回の
活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の工兵アクションしか行
うことができない。工兵アクションでは移動ポイントを
消費することはないので、臨機射撃を引き起こすことも
ない。

トーチカと掩蔽壕はゲーム中に構築することはできない
が、ゲーム開始時に地図上に配置されている。

タコツボ、塹壕、およびトーチカマーカーは、そのヘク
スから自軍ユニットがいなくなったら、プレイから除去
される。掩蔽壕は地図上から除去されることはなく、両
陣営とも利用することができる。

悲しいかな日本軍の工兵部隊は Tinian と Saipan におい
て装備を欠いていたために、何ら特殊な能力は持たない。

11.2 洞窟の封鎖

散開隊形のアメリカ軍工兵ユニットが洞
窟の存在するヘクスにいる場合、工兵ア
クションによって洞窟の封鎖を試みるこ
とができる。工兵ユニットが部隊練度
チェックに成功すると、そのヘクスにある洞窟マーカー
を裏返して、封鎖（Sealed）面にする。洞窟のヘクスに
ユニットが存在しない場合、洞窟マーカーを裏返した封
鎖面のマーカーを置く。洞窟内の日本軍ユニットは、封
鎖されていない洞窟が隣接し、続く活性化時に洞窟内移
動を利用してその洞窟に移動しない限り除去される。洞
窟封鎖を行うためには、そのヘクスでアメリカ軍の工
兵 1 ユニットが工兵アクションを行うだけでかまわない
が、1 回の活性化につき 1 ヘクスでは 1 回の工兵アクショ
ンしか行うことができない。この工兵アクションでは移
動ポイントを消費することはないので、臨機射撃を引き
起こすこともない。

11.3 アスリート（Aslito）飛行場

11.3.1 アスリート飛行場の解放

アスリート飛行場を解放するためには、
飛行場の 4 ヘクス（38.43、38.44、39.43、

11.0 工兵アクション

11.1 防御施設の構築

防御施設の（状態）マーカーには洞窟
（Cave）、 タ コ ツ ボ（Foxhole）、 塹 壕
（Trench）、トーチカ（Pillbox）、掩蔽
壕（Bunker；Tinian、Saipan には登場
しない）がある。これらが置かれたヘ
クスは、そのヘクスの防御力をマーカー
に印刷された分だけ減少させる。塹壕、
トーチカ、および掩蔽壕は、そのヘク
スに存在しているユニットの部隊練度
にも影響を与える。タコツボと塹壕は、
構築に適したヘクスに構築することが
できる。洞窟はあらかじめ地図上に印
刷れていて、詳細は 6.3 に記されており、トーチカと掩
蔽壕はゲーム中に構築することはできない。

徒歩ユニット（移動力が白で記されているもの）で散開
隊形にあるものは、タコツボを掘ることができる。こ
の行為に部隊練度チェックは必要ない。1 回の工兵アク
ションを行うことによって、タコツボマーカーが置かれ
る。タコツボを掘るには、そのヘクスで 1 ユニットが工
兵アクションを行うだけでかまわないが、1 回の活性化
につき 1 ヘクスでは 1 回の工兵アクションしか行うこと
ができない。工兵アクションでは移動ポイントを消費す
ることはないので、臨機射撃を引き起こすこともない。

散開隊形にあるアメリカ軍工兵ユニッ
トと、日本軍の徒歩ユニットのみが、塹
壕を掘ることができる。このことは 1 回
の工兵アクションとして扱われるが、部
隊練度チェックを必要とする。ダイスを
振って出た目が修正後の部隊練度以下

全てのアメリカ
軍工兵はこのシ
ンボルを持つ



39Tinian  -  The Forgotten Battle

© 2018 Compass Games, LLC.

39

40.43）に最後に進入したのがアメリカ軍ユニットで、
これらのヘクスに対し日本軍ユニットが射撃ゾーンを及
ぼさない状況にしなくてはならない。一旦このような
状況を達成したら、ヘクス 39.42 に飛行場解放（Aslito 
Airfield Cleared）マーカーを置く。上記 4 ヘクスに日
本軍ユニットが進入したり、活性化された日本軍ユニッ
トが射撃ゾーンを及ぼしたりした場合、再度解放条件を
満たすまでは、解放マーカーを除去する。

11.3.2 アスリート飛行場の修復

アスリート飛行場が解放状態にある場合、
アメリカ軍プレイヤーは飛行場を修復
し、作戦に供することを試みることがで
きる。飛行場の修復を試みるアメリカ軍
プレイヤーは、工兵ユニットを飛行場解放マーカーの置
かれたヘクスへと移動させたら、師団ディスプレイ上の
アスリート飛行場修復／維持（Repairing/Maintaining　
Aslito Airfield）ボックスへと移す。一旦ボックスへ移
された工兵ユニットは、その後はボックス内にとどまり
続け、地図上に復帰することはできない。

工兵ユニットが活性化されたら、飛行場の修復する試み
ためのダイスを振ることができる。ダイスの目がアス
リート飛行場修復／維持ボックス内に存在する工兵ユ
ニットの数以下であれば飛行場の修復に成功し、丸 4 日
後から利用に供することができる。飛行場の修復に成功
したら、飛行場解放マーカーを裏返してアスリート飛行
場稼働（Aslito Airfield Operational）状態にし、次に航
空支援チットがカップから引かれた時から、航空支援の
ためのダイス振りに有利な修正が加えられる。

11.3.3 アスリート飛行場の維持

飛行場の修復を行い、稼働までの 4 日の間に日本軍ユ
ニットが飛行場ヘクス（38.43、38.44、39.43、40.43）に
進入した場合、飛行場開放マーカーを除去する。この時
点で飛行場は開放状態ではなくなり、アメリカ軍工兵隊
は再度完全な修復手順を繰り返さなくてはならない。修
復のためにはまず飛行場を開放しなくてはならず、修復
に成功した後でも、稼働までには 4 日間が必要となる。
アメリカ軍プレイヤーが望むのならば、すでに地図上か
ら除去されている工兵隊に新たな工兵隊を追加すること
もできる。

飛行場の修復に成功し稼働すると、アメリカ軍プレイ
ヤーは航空支援決定（Air Availability Roll）のダイス
の目に‒3 の修正を受けることができる。日本軍ユニッ

トが飛行場ヘクス（38.43、38.44、39.43、40.43）に進入
した場合は飛行場稼働状態マーカーを除去し、再度全て
の手順を繰り返さなくてはならない。飛行場の支配者が
入れ替わっても、アスリート飛行場修復／維持ボックス
内にいる工兵ユニットに影響は与えない。

12.0 支援火器

支援火器は師団、連隊、あるいは大隊に属しており、ユ
ニットの火力の増強や、支援火器マーカーの左側中段に
記載された能力の付加を行う。プレイヤーは通常、支援
火器マーカーをヘクスに配置し、そのヘクス内のユニッ
トが行う射撃戦闘で使用することができる。支援火器は
使用することによって故障することがある。また、支援
火器はユニットへの配備を解除して、他のユニットに（あ
るいは再度同じユニットに）配備することができる。す
べての支援火器マーカーには、支援火器であることを意
味する “SW” の文字が印字されている。

全ての支援火器にはこのシンボルがある

火炎放射
支援火器

継続射撃
支援火器

12.1 支援火器の配備

支援火器を受け取るためにユニットは活性化されていな
くてはならず、非白兵戦アクションを行う前に支援火器
の受領を試みる。ユニットと一緒に置かれている支援火
器は、そのとき活性化されているフォーメーションの一
部として扱われる。帯なしの支援火器は所属する師団の
何れかのフォーメーションが活性化された時に活性化さ
れ、師団に所属する何れかのユニットに配備される。

支援火器を（単独の、あるいは複数の）ユニットに配備
するには、配備されるユニット（ヘクス）と所属する師
団／フォーメーションの司令部との間を連続した（徒歩
ユニットが）通過可能なヘクスで結べる必要があり、こ
の条件を満たすと師団ディスプレイ上の使用可能支援火
器（Available Support Weapons）ボックス内にある支
援火器を該当ヘクスに置くことができる。両者を結ぶヘ
クスは、配備先のユニットが存在するヘクスを除き、敵
の射撃ゾーン内にあってはならない。この時司令部は海
上ゾーンにいてはいけない。
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地形の中には、支援火器が越えることのできないものが
あることに注意。ただし、これらの地形は支援火器の配
備を妨げるものではない。司令部と配備先を結ぶヘクス
については、徒歩ユニット（のみ）によって通過可能か
否かによって判定される（例外：12.4）。

プレイヤーは、配備先のヘクスに存在するユニットと同
じ数まで、支援火器を配備することができる。つまり（ス
タック超過を考慮するならば）、各ヘクスには最大で 3
つまでの支援火器を配備することができる。何らかの理
由によってヘクス内のユニットの数が支援火器の数を下
回った場合、プレイヤーは超過した分の支援火器を（所
有プレイヤーの選択で）除去し、再割り当て支援火器ボッ
クスへと移さなくてはならない。

12.2 支援火器の配備解除

プレイヤーがヘクスから支援火器の配備を自発的に解除
する場合、配備の時と逆の手順をとる。活性化されたユ
ニットが非白兵戦アクションを行う前に、配備されてい
るユニット（ヘクス）と所属する師団／フォーメーショ
ンの司令部との間を連続した（徒歩ユニットが）通過可
能なヘクスで結べていなくてはならない。両者を結ぶヘ
クスは、配備されていたヘクスを除き、敵の射撃ゾーン
内にあってはならない。以上の条件を満たしたら、プレ
イヤーは支援火器を除去し、それを再割り当て支援火器
ボックスへと移すことができる。

支援火器は、プレイヤーが望まないにも拘わらず、配備
を解除されることがある。先にも記したが、同じヘクス
に存在するユニットの数が支援火器マーカーの数を下
回った場合、超過した分の支援火器を（所有プレイヤー
の選択で）除去し、所属する師団の再割り当て支援火器
ボックスに移さなくてはならない。

これ以外にも、アメリカ軍は射撃の際にダイスで 9 の目
を出した場合、その射撃に支援火器の効果を利用してい
たら支援火器は故障したものとみなされ、所属する師団
の再割り当て支援火器ボックスに移される。継続射撃を
行ったアメリカ軍の支援火器も同様に、（ダイスの目で
7 以上を出した場合）故障によって所属する師団の再割
り当て支援火器ボックスに移される。

日本軍の支援火器は「故障」の判定を受けた場合（射撃
のダイスの目が 9 だった場合や、継続射撃の結果の場
合）、プレイから永遠に除去される。

アメリカ軍の支援火器が除去される状況になった場合、

（自発的な解除の様に）支援火器の存在するヘクスから
司令部まで連続したヘクスを引けないと、支援火器は再
割り当て支援火器ボックスに移されることなく、永遠に
プレイから除去される。

支援火器が除去されるヘクスに各種状態マーカーがあっ
ても、それらのマーカーは再割り当て支援火器ボックス
へは移らない。

仮に師団司令部が全滅したら（除去されたら）、再割り
当てボックス内の支援火器と、使用可能支援火器ボック
ス内の支援火器は、全てプレイから除去される。ただし、
すでに配備されている支援火器は、それらの除去を他に
強いられない限り、プレイにとどまり続ける。

12.3 支援火器の使用

支援火器はユニットと一緒に移動することができる。支
援火器は配備されている（スタックしている）何れかの
ユニットが移動する際に、一緒に移動することができる。
ただし、支援火器の数はヘクス内に存在するユニットの
数を超えてはいけないことに注意すること。

支援火器は射撃戦闘に参加することができる。プレイ
ヤーは射撃を行う際に、そのヘクスにある任意の支援火
器を 1 つ参加させることができる。プレイヤーは、射撃
するユニットと同じフォーメーションに所属する支援火
器を参加させることができる。色帯の支援火器は、同じ
連隊に所属するユニットの射撃に参加させることができ
る。白帯の支援火器は、白帯ユニットの射撃に参加させ
ることができる。帯なしの支援火器は、同じ師団に所属
する全てのユニットの射撃に参加させることができる。
プレイヤーは支援火器に記された火力を射撃に加えるこ
とが可能で、さらに射撃の種類を支援火器のもの（小火
器射撃、榴弾／火炎放射器射撃、対装甲射撃）に変更す
ることができる。

散開隊形にあるユニットのみが、支援火器を使用するこ
とができる（例外：12.4）。

射撃を受けているヘクスに散開隊形のユニットいる場合
（例外：12.4）、防御側のプレイヤーは、防御力に修正を
加えるための支援火器を 1 つ選択することができる。射
撃を受けるヘクスに散開隊形のユニットがいない場合、
支援火器を選択することはできない（例外：12.4）。防
御側のユニットが全て縦隊の場合、攻撃側のプレイヤー
は望むのならば、修正を加えるための防御側の支援火器
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を 1 つ選択することができる。散開隊形にある個別の装
甲目標ユニットが射撃を受ける場合、防御側プレイヤー
は防御力の修正を受けるために支援火器を 1 つ選択する
ことができる。

12.4 アメリカ軍の支援戦車

テニアンとサイパンの戦いにおいて、アメリカ軍の一部
の戦車は通常の中隊の任務とは別に、支援任務を割り当
てられていた。このルールはその特別な状況を表すもの
である。

12.4.1 アメリカ軍支援戦車の例外事項

アメリカ軍の支援戦車は、以下の例外を除いて通常の支
援火器と同様に扱われる。

・ユニットへの配備、解除をを行う際に必要な司令部
との連絡線（ヘクス）は、（徒歩ユニットではなく）
装軌ユニットでの通過の可否で判定される。

・支援戦車マーカーは、射撃に対して個別の目標とし
ては扱われないが（射撃において装甲目標として選択
できない）、他の事象に関してはヘクス内に装甲目標
が存在することによる恩恵を被ることができる（これ
は支援火器による直接的な防御効果に加えられる）。

・支援戦車による恩恵は、配備先のユニットが散開隊
形と縦隊の何れでも受けることができる。

一部の支援火器は装甲目標
にすぎず、“ 戦車 ” ではない
ことに注意すること。

12.4.2 支援戦車の増援

アメリカ軍プレイヤーは M4、あるいは M5 の支援戦車
を増援で受け取ることになったら、ダイスを振って、個々
の支援戦車に対して増援受領の判定を行わなくてはなら
ない。

支 援 戦 車 増 援 判 定（Tank Support Weapon 
Reinforcement Table）
0 ～ 6：支援戦車は、所属する師団の使用可能支援火器

ボックスに置かれる
7 以上：上陸障害表（下記）でダイスを振ってさらなる

判定を行う

上陸障害表（Landing Incident Table）

0 ～ 3：機械的トラブルの発生；ダイスを振って出た目
に等しいターンを経過した後に再度支援戦車増
援判定表でダイスを振る。

4：　　上陸時の障害物；部隊練度チェックを行い、失
敗したらプレイから除去される。成功した場合
は通常通り支援戦車を受け取ることができる。

5 ～ 8：LCM の欠乏；増援が遅れ、次のターンに再度支
援戦車増援判定表でダイスを振る。

9：　　統制の混乱【SNAFU】；支援戦車はプレイから
除去される。

キャンペーン・ゲームの開始時に、一部の支援戦車は受
領可能な状態にあり、ただちに配備することのできる状
態にある。これらの支援戦車に関しては、支援戦車増援
判定表でダイスを振り 0 ～ 6 の目が出た場合は、直ちに
希望するユニットへ配備することができる。

13.0 指揮官

指揮官はユニットを指揮し、部隊練度に
修正を加える。また、同一フォーメーショ
ンに所属するユニットの火力を向上させ
る。指揮官は多くの点について支援火器
と同様に扱われるが、いくつかの例外が存在する：

13.1 指揮官の移動

師団／フォーメーションが活性化されると、指揮官の移
動は最初に行われる。指揮官を移動させるには、現在指
揮官のいるヘクスから、指揮官と同一フォーメーション
に所属する他のユニットの上に置き換えるだけで良い。
白帯の指揮官は、他の白帯ユニットの上に置かれなけれ
ばならないが、帯なしの指揮官は、その指揮官の所属す
る師団麾下の何れのユニットの上にも置くことができ
る。ただし、指揮官を移動させるには、現在指揮官のい
るヘクスから移動先のヘクスまで、徒歩移動によって通
過可能なヘクスによってつながってなくてはならない。
この時、移動元と移動先のヘクスを除き、通過するヘク
スが敵の射撃ゾーン内にあってはならない。海上ゾーン
から地図上への移動も認められる。

指揮官はまた、活性化されている残りの期間にも、スタッ
クしているユニットと一緒に移動することができる。指
揮官は、直接指揮によって活性化されたユニットと一緒
に行動することはできるが、直接指揮によって指揮官自
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身を活性化させて移動することはできない。指揮官が地
図上に単独で存在する事態が発生した場合、その指揮官
が指揮する他のユニットの上に直ちに移し替えられる

（移動先の候補が複数ある場合は、移動先を所有プレイ
ヤーが選択する）。この時、先に述べたように移動先の
ヘクスまで通過可能な経路を辿れなければならず、それ
ができない場合は地図外に置かれ、指揮下のユニットが
再度プレイに登場するまで地図外にとどまる。指揮官に
指揮下のユニットが存在しなくなった場合（今後も登場
予定の無い場合）、指揮官はプレイから完全に除去され
る。

13.2 指揮官の効果

・指揮官のいるヘクス、および隣接するヘクスにいるユ
ニットは指揮下になり、第 2 アクションのための DC
を消費することができる。

・指揮官は同一ヘクスにスタックしているユニットで
適用可能なものに対し、部隊練度修正を加える。

・指揮官は同一ヘクスにスタックしているユニットで
適用可能なものに対し、射撃時に火力修正を加える。
ただし、（支援火器と異なり）射撃の種類を変更する
ことはできない。

13.3 指揮官の除去

（日米両軍の）指揮官は、プレイヤーが白兵戦の解決の
際にダイスの目で 9 を出した場合、その場に存在する 9
の目を出したプレイヤー側の指揮官が（白兵戦を仕掛け
たか、仕掛けられたかには関係なく）除去される。除去
の対象となった指揮官に代替指揮官が存在する場合、指
揮官マーカーを裏返して代替指揮官面にする。すでに指
揮官マーカーが代替指揮官面になっていた場合、その指
揮官はプレイから完全に除去される。

日本軍の指揮官は 9 のダイスの目によって損失を受けた
場合でも、指揮官のヘクスにバンザイ突撃マーカーや玉
砕マーカーが置かれていた場合、混乱の結果を被ること
によってさらなる損失が適用される。損失を受ける指揮
官に代替指揮官面が残されていた場合はマーカーを裏返
し、その後のアクションに直ちに参加することができる。
すでに代替指揮官面にあった場合、損失を被った指揮官
はプレイから完全に除去される。

14.0 ヒーロー

ゲームに登場するヒーロー達の受勲については、シナリ
オ・ブックのヒストリカル・ノートを参照して欲しい。

14.1 サイパンのヒーロー

ヒーローは以下に記載のスケジュールに従って登場す
る。ゲームに登場したヒーローはそれぞれのルールに
従って使用することができるが、1 回の戦闘で使用する
ことのできるヒーローは 1 人のみである。

サイパンにおける戦いは、大戦を通じて最も苦く危険な
戦いだったと言える。3 週間の戦いで議会名誉勲章を授
与されたものは 7 人を下らず、1944 年 7 月 7 日の戦闘
では 4 人の信じがたい武勇に対して授与されている。

14.1.1 アメリカ軍のヒーロー

a) Harold C. Agerholn 一等兵
玉砕の発動後に使用可能。何らかの理由
によって第 2 海兵師団のユニットが除去
された場合、アメリカ軍プレイヤーは
Agerholn 一等兵を使用することで、除去（全滅）の結
果を潰走の結果に変えることができる。全滅したユニッ
トは、除去される代わりに第 2 海兵師団の潰走ボックス
に置かれる。Agerholn 一等兵は一度しか使用すること
ができず、使用後はゲームから除外される。
b) Thomas Baker 二等兵
Baker 二等兵は玉砕の発動後、第 105 連隊
が活性化されているときに使用することが
できる。プレイの手順での支援火器の配備
の際に、Baker 二等兵は第 105 連隊の任意のユニットの
上に置かれる。その後は支援火器の様に、そのユニット
と共に移動する。アメリカ軍プレイヤーはマーカーに印
字された能力を、射撃戦闘、臨機射撃、あるいは白兵戦
での防御の何れかの内で 1 回だけ使用することができ
る。使用後は Baker 二等兵はプレイから除外される。
c) Harold G. Epperson 一等兵
Epperson 一等兵は、キャンペーン・ゲー
ムの開始時から使用することができる。日
本軍の射撃によって第 2 海兵師団のユニッ
トが混乱か制圧の結果を被った場合、アメリカ軍プレイ
ヤーは Epperson 一等兵を使用することによって、その
射撃結果を完全に無効化することができる。ただし、こ
れは一度だけで、Epperson 一等兵を再度使用すること
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はできない。
d) Robert H. McCard 一等軍曹
McCard 軍曹は、第 4 海兵師団のユニット
に初めて支援戦車が配備された時に使用可
能になる。支援戦車が配備されたユニット
の上に McCard 軍曹も置かれ、以降は支援戦車と共に
移動する。アメリカ軍プレイヤーが射撃戦闘や敵射撃か
らの防御の際にその支援戦車を使った場合、彼の能力
も付加される。McCard 軍曹の能力を使用している時に
アメリカ軍プレイヤーが射撃戦闘で 9 の目を出したり、
日本軍プレイヤーが 0 の目を出したりすると、McCard
軍曹がプレイから除去され、支援戦車は除去されな
い。また、バンザイ突撃や玉砕の目標となったヘクスに
McCard 軍曹がスタックしている場合、彼の能力は使わ
れ、その後はプレイから除外される。
e) William J O’Brien 中佐
O’Brien 中佐は玉砕が発動されると使用可
能になる。彼は第 27 歩兵師団第 105 連隊
の任意のユニットの上に置かれる。彼は通
常の指揮官（スタックしているユニットや隣接している
ユニットを指揮下にすることができる）のように扱われ、
スタックしているユニットにその能力を付加することが
できる。日本軍プレイヤーが白兵戦の際に 9 の目を出す
と、O’Brien 中佐はプレイから除外される。
f) Ben L. Salomon 大尉
Salomon 大尉は玉砕発動後、第 27 歩兵師
団第 105 連隊のユニットがバンザイ突撃に
対する防御の際に使用することができる。
バンザイ突撃受けた時に自由に置かれ、その能力を使用
することができる。ただし、一度使うとプレイから除外
されてしまう。
g) Grant F. Timmerman 三等軍曹
Timmerman 軍曹は、第 2 海兵師団の支援
戦車が初めて地図上に登場した時から使用
可能になる。彼自身はユニットと一緒には
置かれず、地図外に置かれる。その後、第 2 海兵師団の
支援戦車を使用した際に 9 の目が出たら、支援戦車を除
去する代わりに Timmerman 軍曹をゲームから除去す
る。Timmerman 軍曹は、このことに一度しか使用する
ことができない。

14.1.2 日本軍のヒーロー

日本軍のヒーローは、無作為イベントによって登場する。
無作為イベントで日本軍決死隊（Japanese Martyr）が
発生したら、アメリカ軍ユニットに隣接した任意の日本
軍スタックを選択し、そのヘクスのユニット上に玉砕
マーカーを置く。そしてそのスタック内のユニットは、

玉砕の手順（9.6.2 参照）に従って行動しなくてはなら
ない。

14.2 テニアンのヒーロー

無作為イベントで登場する
ヒーロー以外に、戦いの中
でアメリカ軍には、2 人の特
別なヒーローが登場する。2
人ともキャンペーン・ゲームの開始時から使用可能で、
一度使用したらゲームから除外される。

a) Joseph William Ozbourn 一等兵
アメリカ軍プレイヤーはゲーム中に 1 回だ
け、白兵戦でのダイスを振り直すために、
Ozbourn 一等兵を使用することができる。
そして使用後は、Ozbourn 一等兵はゲームから除外さ
れる。
b) Robert Lee Wilson 一等兵
Wilson 一等兵はゲームの開始時から使用
可能で、第 2 海兵師団のユニットが日本軍
の射撃によって混乱、または制圧の結果を
被った場合、アメリカ軍プレイヤーは Wilson 一等兵を
使用することによって、その射撃結果を完全に無効化す
ることができる。ただし、これは一度だけで、Wilson
一等兵を再度使用することはできない。

Guy Gabaldon 伍長
Gabaldon 伍長は Saipan と Tinian の両方
で使用することが可能である。Gabaldon
伍長は「サイパンの笛吹き男」と呼ばれ、
日本人に降伏するように説得することができたようであ
る。実際に 1,300 人以上が Gabaldon に降伏したと言わ
れている。Gabaldon 伍長が使用可能な場合、アメリカ
軍プレイヤーは夜間第Ⅰターンに、第 2 海兵師団第 2 連
隊のユニットに隣接する何れかの日本軍スタックに対し
降伏勧告を行うことができる。ダイスを振って出た目が
0 ～ 4 の場合、そのスタックは完全に除去される。ダイ
スの目が 9 の場合、Gabaldon 伍長は（軍籍剥奪のため
に軍事裁判にかけられて）除去される。そして、何れの
ゲームでも二度と使用することはできない。降伏勧告の
試みは、各夜間第Ⅰターンに 1 回行うことができるが、
ゲームを通じては合計で 3 回までしか行ってはいけな
い。

Gabaldon 伍長は Tinian の全てのシナリオと、サイパン
のキャンペーン・ゲーム（シナリオ 5 と 6）の 6 月 16
日夜間第Ⅰターン以降に使用可能である。
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15.0 輸送部隊

CSS: Saipan と Tinian においては、アメ
リカ軍のみがトラックによる輸送部隊を
持っている。これら輸送部隊によっての
み、重砲ユニット（縦隊面の移動力が “No”
と記されている）を移動させることがで
きる。師団のトラックは所属する師団の
増援として登場し、直ちに師団ディスプ
レイ上の使用可能トラック（Truck Pool）ボックスに
置かれる。

トラックは 1 ユニットと 1 つの支援火器、および無制限
の指揮官とヒーローを輸送することができる。トラック
によって輸送される全てのユニットは、縦隊でなくては
ならない。

師団が師団チットによって活性化された場合（直接指揮
やフォーメーションチットによる師団の一部の活性化で
はいけない）、活性化されたユニットで指揮下にあり、
敵射撃ゾーン内にないものの上に、使用可能トラック
ボックス内にあるトラックを置くことができる。トラッ
クを置かれたユニットは、トラックに乗車した（積載さ
れた）ものとして扱われる。トラックに乗車（積載）す
る行為は、ユニットとトラック双方にとって完全な 1 つ
のアクションとみなされる。その後については、トラッ
クは他の白帯ユニットと同様に移動する（そしてトラッ
クに乗車（積載）したユニット等は、トラックと一緒に
移動する）。この時ゲーム上で適用される効果は、トラッ
クにも全て同様に適用される。トラックと輸送物は一つ
のユニットの様に扱われる。

トラックが全滅した場合には地図上から除去されるが、
その時トラックによって運ばれていたユニットも同様に
除去される。そして、支援火器は師団の再割り当て支援
火器ボックスへと移され（12.2 参照）、指揮官は同じ指
揮系統の他のユニットの上に移される。この時ヒーロー
は、ユニットと一緒に除去される。

トラックによる輸送を終了する場合は、トラックをユ
ニットから取り去る。そのヘクスが敵の射撃ゾーン内に
あった場合、トラックを取り去る前（積載物を降ろす前）
に臨機射撃を受ける。トラックが除去されることなく積
載物を降ろしたら、そのトラックは使用可能トラック
ボックスに戻される。戦闘の影響で載せられたマーカー
は、トラックから降ろされたユニットに載せたままにし

ておく。トラックは後の活性化において、他のユニット
に対して再度使用される。トラックから降ろされたユ
ニットはその時の活性化について、アクションを完了し
たものとして扱われる。

シナリオ 6 において、アメリカ軍プレイヤーは軍団砲兵
を揚陸する。そして、これらのユニットを移動させるた
めに 2 つの軍団トラックが登場し、このトラックによっ
てのみ軍団砲兵を移動させることができる。軍団トラッ
クは軍団砲兵と同様にして活性化される（27.0 参照）。

16.0 航空支援

サイパンとテニアンという戦場において、アメリカ軍は
完全に制空権を確保していた。そのため、ゲーム上では
アメリカ軍のみが航空支援を受けることができる。天候
が好天の日中ターンにのみ、航空支援チットはカップに
入れられる。航空支援チットがカップから引かれたら、
そのターンにどれだけの妨害任務、対地攻撃任務を行え
るかを、アメリカ軍プレイヤーはダイスを振って決定す
る。

Tinian 航空支援表

受け取る航空支援の数

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

ダイスの目

0 未満

1

2

3

4

5

6

7

8

9

例：航空支援チットが引かれたので、アメリカ軍プレイ
ヤーがダイスを振ったら 2 が出た。結果として 2 つの航
空支援を受けることができる。
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夜間ターンの間には、以下の影響が出る：

・最大視認距離が 1 ヘクスまでに制限される
・全てのアメリカ軍の火力と、日本海軍の火力が 2 減

少し（‒2 され）、全ての日本陸軍の火力が 1 減少する（‒1
される）

・上陸チットと航空支援チットは、カップに入れるこ
とができない。

・夜間ターンの開始時に接近ゾーン内にあるアメリカ
軍ユニットは、その海岸の輸送ゾーンボックスに戻さ
れる

・アメリカ軍プレイヤーは、照明弾を使用することが
できる

・日本軍プレイヤーは、夜間浸透を行うことができる
（8.5.2 参照）

・大規模バンザイ突撃や玉砕が起きることがある

17.1 照明弾

夜間ターンの間、間接射撃のための視認
は、自軍ユニットに隣接したヘクスに限
られる。それ以外のヘクスを視認するた
めには、照明弾を利用する必要がある。

照明弾は夜間にのみ打ち上げることできる。また、照明
弾を打ち上げることは、射撃アクションとみなされる。

照明弾を打ち上げるためには、活性化された間接射撃ユ
ニットと、何れかの自軍ユニットから 8 ヘクス以内の目
標ヘクスを選択する。目標となるヘクスは、自軍、また
は敵軍ユニットがいても、あるいはユニットが存在して
いなくてもかまわない。ダイスを振って 9 の目が出たら
照明弾マーカーは置かれないが、それ以外の場合は目標
ヘクスに照明弾マーカーが置かれる。照明弾マーカーの
置かれたヘクスは、この時点で照準線や射撃に関して日
中ターンと同様に扱われる。

Aslito 飛行場が稼働状態の場合：ダイス修正 ‒3

例：航空支援チットが引かれたので、アメリカ軍プレイ
ヤーがダイスを振ったら 2 が出た。結果として 3 つの航
空支援を受けることができる。

妨害任務や対地攻撃任務に航空支援マーカーを使うに
は、マーカー毎に 1DC を消費する。アメリカ軍プレイ
ヤーは、そのターンに使用可能な全ての航空支援マー
カーを使用する必要はない。アメリカ軍プレイヤーは、
プレイに登場している師団（DC を消費する時点で司令
部が地図上にある）であれば、どの師団の DC を使用し
てもかまわない。また、妨害任務や対地攻撃のために
DC を消費する師団は、複数であってもかまわない。

妨害任務を行う場合、望む数の航空支援マーカーを地図
上の妨害任務（Interdiction）ボックスに置く。日本軍
の師団／フォーメーションチットがカップから引かれた
ら（直接指揮チットではいけない）、活性化の開始時に
ダイスを 1 個振り出た目を半分にする（端数切り捨て）。
その数が妨害任務ボックスに置かれた航空支援マーカー
の数以下だった場合、全ての地形における日本軍ユニッ
トの移動コストが 1 増加する。妨害任務ボックスに置か
れた航空支援マーカーは、次に航空支援チットがカップ
から引かれる、あるいは雨や夜間のターンが訪れるまで
妨害任務ボックスに留まり続ける。

対地攻撃を行う際には、対地攻撃マーカーを地図上の任
意のヘクスに置く。この時、観測部隊は必要ない。また、
この攻撃には修正は入らない。アメリカ軍プレイヤーは、
個別の装甲目標に対して青の 6 火力で射撃を行うか、ヘ
クスに対して黄色の 6 火力で射撃を行うかを選択するこ
とができる。洞窟内のユニットに対して対地攻撃を行う
ことはできないが、他の全ての日本軍ユニットに対して

は、対地攻撃を行うことができる。アメリカ軍プレイヤー
は、対地攻撃を解決する前に全ての対地攻撃マーカーを
地図上に配置する。この時 1 つのヘクスにはマーカーは
1 枚しか置くことができない。

全ての対地攻撃を完了し、妨害任務ボックスへのマー
カーの配置も終わったら、カップから次のチットを引く。

Saipan 航空支援表

ダイスの目

0 未満

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

受け取る航空支援の数

6

5

4

3

2

2

1

1

0

0

0

17.0 夜間ターン
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照明弾マーカーの置かれたヘクスに対する射撃には、夜
間における -2 や -1 の修正は受けない。そしてそのヘク
スに対する照準線は、8 ヘクス以内の場所（雨の場合は
3 ヘクス以内の場所）からであれば、日中のターンと同
様に引くことができる。照明弾マーカーの置かれたヘク
スにいるユニットに対しては、（通常通りに見られてい
るという以外に）特に影響はない。

ゲームの最終イベントとして玉砕が発動された場合、ア
クション・フェイズの開始時にアメリカ軍プレイヤーは
ダイスを 1 個振り、出た目の半分（端数切り捨て）の数
だけ地図上の任意の場所に照明弾マーカーを置くことが
できる。

風チットが引かれた場合、地図上の全て
の照明弾マーカーは除去される。あるい
は昼間ターンを迎えた場合も、照明弾マー
カーは除去される。

DP や DC を利用可能かを決定する。累積されるポイン
ト等は、ディスプレイ下部にある汎用トラック（General 
Rcords Track）で管理・記録される。

19.1 派兵ポイントと直接指揮

個々の師団の指揮能力は、ディスプレイ上で確認するこ
とができる。例えばアメリカ軍の第 2 海兵師団の指揮
レーティングは 5 で、派兵レーティングは 2 である。指
揮レーティングは直接指揮チットが引かれた場合に使用
される。ダイスを 1 個振って出た目を半分にし（端数
切り捨て）、指揮レーティングを加える。こうして求め
られた数が DC として、第 2 海兵師団の汎用トラックの
DC に加えられる。ただし、最大で 19 ポイントまでし
か蓄積することができず、これを超えた分は全て失われ
る。

例えば、アメリカ軍の直接指揮チットが引かれ、ダイス
を振って 3 の目が出た場合、プレイヤーは 1（3 の半分
で端数切り捨て）と 5（第 2 海兵師団の指揮レーティング）
を加えた 6 を、第 2 海兵師団の直接指揮ポイントに加え
る。同様にプレイヤーは第 1 海兵臨時旅団や第 77 歩兵
師団についてもダイスを振り、それぞれのディスプレイ
の汎用トラックで、直接指揮ポイントを増加させる。

派兵レーティングは、準備フェイズのステップ F で使
用する。この時ダイスを振って派兵レーティング以下の
目が出たら、汎用トラックの DP に 3 を加える。ダイス
の目が派兵レーティングを超えてしまったら、DP に 1
を加える。ただし、最大で 9 ポイントまでしか蓄積する
ことができず、これを超えた分は全て失われる。

シナリオによっては、ディスプレイに記されているもの
とは違うレーティングを使用することがあるので、シナ
リオの特別ルールに注意すること。

19.2 師団の部隊練度

それぞれの師団には、部隊練度が定められている。例え
ばアメリカ軍の第 2 海兵師団は、部隊練度が 5 である。
この数値は初期値であって、変更後の部隊練度は部隊練
度（Current Troop Quality）マーカーによって表され
る。部隊練度を使用するときは、このマーカーによって
示されている値を使用するが、初期値を下回ることがあ
る。ゲームの進行において部隊練度は増加、または減少
することがあるが、その値が初期値を上回ることはない。
また、0 を下回ることもない。何らかの理由で初期値を
上回ったり、0 を下回ったりした場合、超えた分は無視

18.0 増援

増援は準備フェイズのステップ G で登場する。師団／
フォーメーションが増援でプレイに登場すると、師団／
フォーメーションの活性化チットが利用可能になる。ま
た、師団／フォーメーションに所属するユニットがプレ
イに登場したら、DP や DC についてダイスを振ること
が可能になる。

19.0 師団ディスプレイ

ゲームに登場する個々の師団
は、様々なポイントや能力を記
録しておくための（師団）ディ
スプレイを持つ。これらはまた、
利用可能な支援火器や潰走状態
のユニット、活動中の工兵につ
いての管理にも用いられる。Saipan にはディスプレイ
は全部で 4 枚あり、そのうち 2 枚では 2 個師団が管理さ
れ、合計で 6 個師団が管理される。Tinian にはディス
プレイは全部で 2 枚あり、それぞれで 2 個師団が管理さ
れ、合計で 4 個師団が管理される。

各師団の指揮能力は、ディスプレイに記載されている。
これらは、ゲームのプレイ中にプレイヤーがどれだけの
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利用したヒーローは除去される。1 つのヘクスには 2 つ
までしかヒーローしか置くことはできない。ヒーロー
マーカーの上限はゲームに含まれるカウンターの数によ
る制限は受けず、必要に応じて追加、自作しても構わな
い。

1. 日本軍のヒーロー：日本軍プレイヤーは、ヒーロー
マーカーを 1 つ、プレイに参加している任意のユニット
の上に置くことができる。そのヘクスで TQC を行う場
合、ヒーローを使うことによって、必ず成功させること
ができる。ただし、この時使われたヒーローは除去され
る。また、ユニットの能力を修正するためにヒーローの
能力を付加することができる、ただしこの決定はダイス
を振る前に行われなくてはならず、この時能力を利用し
たヒーローは除去される。1 つのヘクスには 2 つまでし
かヒーローしか置くことはできない。ヒーローマーカー
の上限はゲームに含まれるカウンターの数による制限は
受けず、必要に応じて追加、自作しても構わない。

2. 角田覚治海軍中将：28.0 項のルールに従って角田中将
に関するダイスを振る。

3. ナパーム弾攻撃：アメリカ軍プレイヤーは島の何れ
か 1 箇所に対し、ナパーム弾を使った対地攻撃を行うこ
とができる。対地攻撃が不可能な天候の場合、このイベ
ントでは何も起きない。

攻撃の際の火力は通常より 1 減る（-1 される）。

攻撃が以下の地形のヘクスに対して行われた場合、その
ヘクスに火災の発生する可能性がある。
・サトウキビ畑
・低木
・建物
・町
攻撃時の修正前のダイスの目が 0 ～ 2 だった場合、サト
ウキビ畑と低木ヘクスでは火災が発生する。建物と町の
ヘクスでは、修正前のダイスの目が 0 だった場合に火災
が発生する。

火災が発生したヘクスには火災マーカーを置き、火災に
関するルール（8.7.1）を適用する。

4. バンザイ突撃：日本軍プレイヤーは、アメリカ軍ユ
ニットに隣接する任意のスタックを 1 つ選択し、玉砕
マーカーを置かなくてはならない。この時点からそのス
タックは 9.6.2 項のルールに従う。このスタックが移動
して通過するヘクスに自軍ユニットがいた場合、それら

される。個々のユニットの部隊練度は師団の部隊練度を
基礎にして決定されるが、様々な修正によって個々のユ
ニットの部隊練度は、師団の部隊練度の初期値を上回る
ことがある。

アメリカ軍師団の部隊練度が 3 の場合、そのターンに
フォーメーションの活性化チットを利用することができ
ない。

アメリカ軍師団の部隊練度が 2 以下の場合、そのターン
にその師団、およびフォーメーションの活性化チットを
利用することができない。

日本軍師団の部隊練度が 1 の場合、そのターンにフォー
メーションの活性化チットを利用することができない。

日本軍師団の部隊練度が 0 の場合、そのターンにその師
団、およびフォーメーションの活性化チットを利用する
ことができない。

ゲームの最後に玉砕が発動された場合、全ての日本軍師
団の部隊練度は初期値まで上昇し、ゲームの残りの期間
を通じて下がることはない。ただし、この値は依然とし
て他の要因による修正（ユニットへの指揮官や状態マー
カーによる修正）は受ける。

20.0 無作為イベント

20.1 Tinian の無作為イベント

毎ターン、イベント（Event）チットがカッ
プに入れられる。そしてイベントチット
が引かれたらダイスを振り、無作為イベ
ント表（Random Event Table）で何が起
きたかを確認する。

無作為イベント表

0. アメリカ軍のヒーロー：アメリカ軍プレイヤーは、
ヒーローマーカーを 1 つ、プレイに参加している任意の
ユニットの上に置くことができる。そのヘクスで TQC
を行う場合、ヒーローを使うことによって、必ず成功さ
せることができる。ただし、この時使われたヒーローは
除去される。また、ユニットの能力を修正するためにヒー
ローの能力を付加することができる、ただしこの決定は
ダイスを振る前に行われなくてはならず、この時能力を
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のユニットも玉砕のルールが適用される。アメリカ軍ユ
ニットに隣接する日本軍ユニットが存在しない場合、日
本軍プレイヤーは、指揮官の存在する任意のヘクスへ玉
砕マーカーを置くことができる。玉砕マーカーを置かれ
たヘクスに海軍の砲兵隊がいる場合、その砲を放棄しな
くてはならない（23.0 参照）。

5. 非戦闘員の自殺：多くの日本の非戦闘員が、海に飛
び込んで自殺をした。このことはアメリカの世論に負
の印象を植え付けた。日本軍プレイヤーは 4VP を得る。
キャンペーン・ゲームをプレイしている時以外は、この
VP 獲得は無視する。また、このイベントが複数回発生
した場合、2 回目以降は無視する。

6. 誤爆：日本軍プレイヤーは、アメリカ軍の航空支援
マーカーを利用して、日本軍ユニットに隣接する任意の
アメリカ軍ユニットに対し対地攻撃を行うことができ
る。攻撃可能な目標が存在しない場合、この結果は無視
される。

7. 日本軍の浸透：日本軍は任意の 2 スタック（夜間の
場合は 3 スタック）を、射撃ゾーンを無視して直ちに 1
ヘクス移動させることができる。スタック内のユニット
は、それぞれ別のヘクスへ移動しても構わない。この時
移動するユニットに対し、臨機射撃を行うことはできな
い。移動するユニットは、全て縦隊に隊形転換しなくて
はならない。初めから縦隊であったユニットは、移動後
に散開隊形になることができる。

8. 不屈の日本軍：日本軍プレイヤーは、任意の 3 ユニッ
トから 1 混乱レベルを除去することができる。ただし、
除去されたユニットをプレイに復帰させることはできな
い。

9. アメリカ軍の補給混乱：アメリカ軍プレイヤーはダ
イスを振る。

ダイスの目が 0 ～ 4 の場合、第 2 海兵師団が影響を受け
る。
ダイスの目が 5 ～ 9 の場合、第 4 海兵師団が影響を受け
る。

影響を受けた師団の師団ディスプレイ上に補給混乱
（Supply Disruption）マーカーを置く。この時、師団の
全ユニットの部隊練度が 1 減少（部隊練度マーカーを 1
マス動かすが、0 を下回ることはない）し、指揮下にあ
るユニットのみが直接指揮チットによって活性化する
ことができる。プレイヤーは準備フェイズのステップ C

で 2DP を消費することにより、このマーカーを除去す
ることができる（プレイヤーはこの DP を消費する前に、
ダイスを振って派兵ポイント獲得することができる）。
この派兵ポイントの消費が行われたら、混乱の影響は直
ちに無くなる。

20.2 Saipan の無作為イベント

毎ターン、イベント（Event）チットがカップに入れら
れる。そしてイベントチットが引かれたらダイスを振り、
無作為イベント表（Random Event Table）で何が起き
たかを確認する。

無作為イベント表

0. アメリカ軍の野戦任官将校によるイニシアチブの発
揮：アメリカ軍プレイヤーは、アメリカ軍の師団から 1
つを選び、3DC を追加することができる。

1. 日本軍の野戦任官将校によるイニシアチブの発揮：
日本軍プレイヤーは、日本軍の師団から 1 つを選び、
3DC を追加することができる。

2. アンフェタミンの載せた積荷の到着：アメリカ軍プ
レイヤーは。アメリカ軍の師団から 1 つを選び、疲労レ
ベルを 2 レベル下げることができる。

3. 日本軍指揮官によるアンフェタミンの分配：日本軍
プレイヤーは。日本軍の師団から 1 つを選び、疲労レベ
ルを 3 レベル下げることができる（日本軍は、アメリカ
軍より多くの薬を使用した）。また、日本軍の各師団の
部隊練度を 1 上昇させることができる。

4. 日本軍決死隊：日本軍プレイヤーは、日本軍指揮官
のいる任意の 1 クスに玉砕マーカーを置く。マーカーの
置かれたヘクス内のユニットには玉砕に関する全ての
ルールが適用され、その効果はそれらのユニットが全滅
するまで続く。地図上に日本軍の指揮官が存在しない場
合、このイベントは無視される。

5. アメリカ軍の経験値の上昇：アメリカ軍の師団は、
Saipan での戦闘により経験を重ねていく。アメリカ軍
の師団を 1 個選び、部隊練度を 1 上昇させることができ
る。この師団は、アメリカ軍プレイヤーが選ぶことがで
きる。

6. 日本軍の浸透：日本軍プレイヤーは、日本軍ユニッ
トから 3 ヘクスに以内に存在し、かつ日本軍の射撃ゾー
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ン内にないアメリカ軍ユニットのヘクスに対し、黄色の
6 火力で射撃を行うことができる。この射撃には、いか
なる修正も入らない。単にダイスを振って結果を適用す
るだけである。上記に該当するヘクスが無い場合、この
イベントは無視される。

7. 日本軍弾薬集積所の爆発：アメリカ軍プレイヤーは、
日本軍の砲兵ユニットが存在する任意の 1 ヘクスを選択
し、黄色の 6 火力で射撃を行うことができる。この射撃
には、いかなる修正も入らない。単にダイスを振って結
果を適用するだけである。地図上に日本軍の砲兵ユニッ
トが存在しない場合、このイベントは無視される。

8. 第 27 歩兵師団の死闘：このイベントが発生する毎に
アメリカ軍の第 27 歩兵師団について、以下の様に師団
ディスプレイ上の値を調整する。ダイスを 1 個振って出
た目が 3 以下の場合、部隊練度を 1 下げる。また、DC
が 2 減少し、DP も 1 減少する。ただし、値が 0 を下回
るような場合は、この効果は無視される。第 27 歩兵師
団の部隊練度が 2 以下になった場合、師団長は Smith
から Griner に置き換えられる。この置き換えはゲーム
中に 1 回だけ発生し、置き換えの際に部隊練度を 1 上昇
させると、以降はゲームを通じて Griner の能力を使用
する。

9. 日本軍指揮官の自刃：アメリカ軍プレイヤーは任意
の日本軍師団を 1 つ選択し、その部隊練度を 1 下げるこ
とができる。ただし、実際に指揮官が除去されることは
ない。

用のために DC を消費する必要はない。

21.1 艦砲射撃

海上支援チットが引かれたらシナリオに登場する任務群
は、地図上のいかなる地点に対しても射撃を行うことが
できる。射撃のための観測は、アメリカ軍のどの師団に
所属するユニットでも行うこなうことができる。目標ヘ
クスを視認することのできる観測ユニットがいない場
合、航空機による観測（8.6.5 参照）も可能である。

射程：
アメリカ海軍の任務群は無限の射程を持っていて、地図
上のいかなる地点に対しても、間接射撃を行うことがで
きる。

日本軍は、任務群による射撃を行うことはできない。

21.2 任務群による射撃

プレイヤーは全ての任務群マーカーを、個々の射撃を解
決に移る前に全て目標ヘクスに配置する。目標ヘクスが
アメリカ軍ユニットによって視認されている場合、任務
群マーカーの置かれたヘクスに対し、通常通り射撃を行
う。アメリカ軍ユニットによる視認の不可能なヘクスに
対しては、（可能ならば）航空観測による射撃を行わな
くてはならない。この例外を除けば、通常の間接射撃
と同様に射撃を行い、同様の修正が適用される。CSS: 
Tinian と CSS: Saipan においては航空観測によるもので
ない限り、艦砲射撃の着弾ヘクスがずれることはない。

21.0 アメリカ軍の海上支援

海上支援は航空支援同様、活性化チット
により実施される。海上支援チットをカッ
プに入れるためには DP は必要とせず、
雨天のターン、あるいはシナリオで特別
に記載されている場合を除き、各ターン自由にカップに
入れることができる。夜間ターンにも照明弾等のために、
チットをカップに入れることに注意すること。

アメリカ軍プレイヤーは、シナリオ毎に記載された海上
任務群（Naval Task Force）を使用することができる。
海上支援チットが引かれたら、アメリカ軍プレイヤーは
任務群マーカーを配置し、それらの任務群による間接射
撃を行う。全ての任務群マーカーは個々の射撃を行う前
に配置され、（航空支援と異なり）任務群マーカーの使

射程
（無制限）

陸上観測による
間接射撃火力

航空観測による
間接射撃火力

22.0 上陸

上陸に関連した移動は、上陸（Amphibious Movement）
チットがカップから引かれた時に行われる。このチット
は毎ターンカップに入れられる（たとえアメリカ軍ユ
ニットが海上ゾーンに存在せず、チットをカップに入れ
る理由がなくても）。

Blue、Green、Red2 等の上陸可能海岸（Beach Landing 
Area）はそれぞれ、3 つの海上ゾーンに分かれている。
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・輸送ゾーン（Transport Zone）：海岸から一番遠いゾー
ン。ここは上陸用舟艇が海岸に向かう前に整列する場
所で、増援は通常、最初にここに置かれる。

・接近ゾーン（Approach Run Zone）：中間に位置す
るゾーン。上陸用舟艇や水陸両用車は海岸の沖合約
1,500m に位置することになる。ユニットは輸送ゾー
ンからこのゾーンへと移動してくる。

・最終ゾーン（Final Run–In Zone）：海岸まであと
500m のゾーン。ゲームで一番初めにこのゾーンを離
れ、隣接する海岸へと移動したユニットが第一波とし
て扱われる。ユニットは接近ゾーンからこのゾーンへ
と移動してくる。

上記の 3 つのゾーン内に存在する部隊は、上陸チットが
引かれた時にのみ移動することができる。

海上ゾーン内のユニットは、間接射撃のための観測ユ
ニットになることはできない。また、海上ゾーン内のユ
ニットを間接射撃ユニット（黒い火力のユニット）の目
標にすることはできない。

・地雷原（Mines Present) ボックスは、このゾーンと
接続している海岸へ埋設された地雷を置いておく場所
である（24.0 参照）。

いかなる支援火器も、海上ゾーンに置くことはできない。

1. 最終ゾーン内のユニットを、そこにつながった海岸
ヘクスへ移動させ、そこで停止させる。

ユニットは縦隊でも散開隊形でも、アメリカ軍プレ
イヤーの望む隊形で上陸することができる。

（地図上の）海岸ヘクスを射撃ゾーンに納めている日
本軍ユニットから、上陸したユニットは臨機射撃を
受ける。つまり、海岸ヘクスに上陸するなり臨機射
撃を受ける（これは、臨機射撃はヘクスを離れると
きに受けるということの例外である）。戦闘結果は最
終ゾーンから海岸ヘクスへと移る前に、アメリカ軍
プレイヤーによって上陸時に選択された隊形で適用
される。射撃に関するルールは通常通り適用され、
射撃を受けるユニットは海岸ヘクスにいるものとし
て扱われる（-2 の修正を受けることも、自動的に装
甲目標になることもない）。日本軍は通常の臨機射撃
と同様に、ヘクス、あるいは（存在すれば）装甲目
標に対して射撃を行う。海岸へ上陸してきたユニッ
トに対する戦闘結果は、元々そのヘクスにいたユニッ
トに対しても、あたかもそのヘクスへ進入して臨機
射撃を受けたかのように適用される（8.5 参照）。

最終ゾーンと繋がっている海岸ヘクスに日本軍ユ
ニットがいる場合、その海岸ヘクスに上陸すること
はできない。この場合ユニットは、そのまま最終ゾー
ンに留まるか、同じ上陸可能海岸の他の輸送ゾーン
へ移るかを選択する。

2. 接近ゾーン内のユニットを、最終ゾーンへ移動させ、
そこで停止させる。

海上ゾーン内のアメリカ軍ユニットは、それぞれが
全て個別の装甲目標として臨機射撃を受ける（海上
ゾーン内のユニットは装甲目標として ‒2、あるいは
0 の防御力を持ち（22.2.1 参照）、ユニットの防御力
は使用しないことに注意すること）。

3. 輸送ゾーン内のユニットを接近ゾーンへ移動させ、
そこで停止させる。

これらのユニットは臨機射撃の目標にはならない。
上記の 3 つの手順を個々の上陸可能海岸において行
い、1 つの上陸可能海岸における全ての移動が終了し
たら、別の上陸可能海岸での移動を行う。

上陸のスケジュールは変更することができず、各部
隊は指定された順番に上陸しなくてはならない。全

海上ゾーン

上陸海岸

装甲目標とし
ての防御力

海岸ヘクス
からの距離

22.1 ゾーン間の移動

アメリカ軍プレイヤーは輸送ゾーンを除き、1 つの海上
ゾーン内に 3 個までしかユニットを置くことができな
い。輸送ゾーンについては、ユニットを無制限にスタッ
クさせることができる。また、異なるフォーメーション
のユニットが同一の海上ゾーン内にいても、何ら罰則を
被ることはない。

海上ゾーン内のユニットは、全て縦隊にある。
カップから上陸チットが引かれたら、それぞれの上陸可
能海岸毎に以下の手順に従う。
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てのアメリカ軍の増援は、ターンの開始時に指定さ
れた輸送ゾーンに配置される。

輸送ゾーンに配置される増援は、先に配置されて未
だ移動していないユニットの後ろに置かれる。上陸
チットが引かれて輸送ゾーン内のユニットを移動さ
せる場合、先に輸送ゾーンに配置されたユニットか
ら優先的に移動させなくてはならない。上陸用舟艇
に載ったユニットが潰走して戻ってきた場合、後続
の任意のスタックと合流して、再度上陸を試みてか
まわない。

アメリカ軍プレイヤーは、海上ゾーンにおける移動は強
制されず（スタック超過を避ける、敵ユニットが海岸を
占領している等の理由で）、移動を遅らせることができ
る。

22.2 海上ゾーンへの射撃

22.2.1 海上ゾーン内のユニットへの射撃

最終ゾーン、および接近ゾーンへの射撃は、そこにつな
がった（地図上の）海岸ヘクスに対する直接射撃として
扱われるが、最終ゾーンに対しては距離が 1 ヘクス、接
近ゾーンに対しては距離が 3 ヘクス延びるものとして扱
われる（この修正は海上ゾーンに記されている）。輸送
ゾーン内のユニットは射撃の目標にはなることはない。
照準線は海上ゾーンと繋がった海岸ヘクスに対して引か
れ、海上ゾーン内のユニットに直接引かれることはない。
海上ゾーンに対して射撃を行う場合、照準線上にあるサ
トウキビ畑と低木ヘクスの影響は無視する。

海岸に上陸するアメリカ軍ユニットは、日本軍ユニット
による臨機射撃の目標になる（22.2.2 参照）。海上ゾー
ン内のユニットは、全て個別の装甲目標として扱われ、 
‒2、あるいは 0 の防御力をもつ装甲目標となる（この防
御力は海上ゾーンにも記されている）。ユニットに記さ
れている防御力は一切使用しない。射撃により潰走の結
果を被ったら、そのユニットは輸送ゾーンに戻され、次
のターンに上陸チットが引かれるまでそこを離れること
はできない。潰走したユニットは、この時の上陸に関す
るアクションを完了したものとみなされ、次に上陸チッ
トが引かれるまで移動することはできない。潰走チェッ
クに失敗した場合でも、同じ海上ゾーン内にある他のユ
ニットが釘付け状態になることはない。最終ゾーンから
海岸へと上陸する際に潰走の結果を被ったユニットは、
その隊形が縦隊か散開隊形かを所有プレイヤーが自由に
選択することができる。ここで潰走したユニットは海岸

ヘクスに存在するものとし、所属する司令部に向けて潰
走することができない場合、ユニットは除去される。釘
付け状態になった場合は、その海岸ヘクスは釘付け状態
になる。海上ゾーン内で全滅の結果を被ったユニットは、
プレイから完全に除去される。

22.2.2 海岸への上陸時の臨機射撃

ここで行われる射撃は、通常の臨機射撃に関するルール
の例外として扱われる。日本軍プレイヤーは上陸してく
る全てのユニットに対して、あたかかもそれらが他のヘ
クスを離れたかのように臨機射撃を行うことができる。
上陸先の海岸ヘクスに対して射撃ゾーンを展開している
日本軍の直接射撃ユニットは、（臨機射撃不可マーカー
が載せられていない限り）上陸してくるユニットに対し
て射撃を行うことができる。上陸ユニットに対するいか
なる射撃結果も、最終ゾーン内に上陸せずに残っている
他のアメリカ軍ユニットに対しては適用されず、上陸す
るユニットに対する損害は、実際に海岸ヘクスに進入す
る前に適用される。

22.2.3 漂流

ア メ リ カ 軍 プ レ イ ヤ ー は、 最 終 ゾ ー ン か ら Red1、
Red2、Red3、Green1、および Green2 のそれぞれの海
岸ヘクスに最初にユニットを移動させる時、ダイスを振
らなくてはならない。

・ダイスの目が 0 ～ 4 の場合、上陸は予定通りの海岸
ヘクスに行われ、最終上陸海岸（Final Beach）マーカー
をそのヘクスへ置く。

・ダイスの目が 5 ～ 9 の場合、上陸先が地図に記され
ているように北へずれる。そして、最終上陸海岸（Final 
Beach）マーカーをずれた先のヘクスへ置く。

以降、海岸ヘクスへ上陸するユニットは、全てマーカー
の置かれたヘクスへ上陸しなくてはならない。このため、
複数の最終ゾーンから 1 つの海岸ヘクスへ上陸しなくて
はならない事態が発生することがある。

22.2.4 水陸両用戦車

A / 2 A A B 、 B / 2 A A B 、 C / 2 A A B 、
D/2AAB、A/708ATB、B/708ATB、
C/708ATB、および D/708ATB の各中隊
は、水陸両用戦車部隊である。

海上ゾーン内にある水陸両用戦車ユニットは、それぞれ
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個別の装甲目標として扱われる。

海上ゾーン内では水陸両用戦車ユニットは常に縦隊にあ
り、上陸チットが引かれたら移動することができる。そ
して最終ゾーンから海岸へと移動する際に、アメリカ軍
プレイヤーは縦隊か散開隊形かを選択することができ
る。この選択は、臨機射撃を受ける前に行われる。

全ての水陸両用戦車ユニットは白帯ユニットである。

これらのユニットは海上ゾーン内において、通常のス
タック制限に数える。

22.3 マリアナの七面鳥撃ち

6 月 18 日から 21 日までの間、アメリカ軍プレイヤーは
海軍による海上支援や航空支援を受けることができな
い。このため、6 月 18 日の 0500 時ターンから 21 日の
夜間第Ⅱターンまで、海上支援と航空支援のチットを
カップに入れることができない。21 日の 0500 時ターン
からは、通常通りにカップをチットに入れることができ
る。

アスリート飛行場の修復が完了し、稼働状態になってい
る場合、上記の期間でも航空支援チットをカップに入れ
ることができる。ただし、アスリート飛行場が稼働状態
であることによる -3 のダイス修正を受けることができ
ない。

珊瑚礁ゾーン

Tinian と Saipan の両方の海上ゾーンには珊瑚礁ゾーン
が存在している。どちらの場合でも、アメリカ軍ユニッ
トは接近ゾーンから最終ゾーンへと移動する際に珊瑚礁
ゾーンを通過するが、これが日本軍による臨機射撃を引
き起こす。ただし、実際のアメリカ軍ユニットは珊瑚礁
ゾーンで止まらずに、直接接近ゾーンから最終ゾーンへ
と移動して構わない。日本軍は臨機射撃によって（のみ）
アメリカ軍射撃することができるが、この時は他のゾー
ンとは異なり、射撃への修正が -2 ではなく 0 になる。
Tinian の地図上の印刷は間違いで、珊瑚礁ゾーンでの
修正は -2 ではなく 0 である。Saipan の地図については
そのままで正しい。

全ての日本軍砲兵は、ここに描かれたシンボル
と黒いボックスで囲まれた火力によって識別さ
れる（この項のルールは、これらのシンボルを
持つ間接射撃ユニットにのみ適用される）。こ
こに描かれたシンボルを持つ直接射撃ユニットについて
は、特別な制限はない。

・ここで定義された日本軍砲兵は深刻な弾薬不足のた
めに、師団／フォーメーションチットによる第 1 ア
クションでしか射撃を行うことができない。第 2 アク
ションや直接指揮によるアクションでは、射撃を行う
ことはできない。他の全ての日本軍間接射撃ユニット
については、これらの特別な制限はない。

夜間第Ⅱターンにおいて、移動力が “No” になってい
る日本軍の砲兵ユニットは、縦隊になることなく 2 ヘ
クス移動することができる。この移動には DC も DP
も消費する必要はないが、移動の開始ヘクスから終了
ヘクスまでがアメリカ軍の射撃ゾーンの外にあり、徒
歩ユニットが通過可能な地形でなくてはいけない。

・日本軍の砲兵ユニットは、一旦縦隊になったら散開
隊形に戻ることができず、以後はゲームを通じて歩兵
ユニットとして扱われる。

23.0 日本軍砲兵

24.0 地雷

歴史的背景：ここで言う地雷とは通常の地雷とともに、
テニアンの海岸で日本軍が使用した障害物も指してい
る。

地雷による効果を適用する前に、そのヘクスへの全ての
臨機射撃を実施し、効果を適用する。

24.1 地雷の効果

多くのシナリオにおいて、日本軍プレイヤーは地雷マー
カーを受け取る。これらは全て、数値の記された面を伏
せて配置される。この値には 0 ～ 4 まである（自由セッ
トアップのキャンペーン・ゲームにおいては、これに加
えてダミーの地雷も使用される）。
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伏せた状態の地雷マーカーがあるヘクスへ（アメリカ
軍、または日本軍）ユニットが進入したら、ただちに数
値の記された面を表にする（ダミーであった場合は除去
する）。

地雷マーカーに数値が記されていた場合、そのヘクスに
進入したそれぞれのスタックに対し、マーカーに描かれ
た値を火力として直ちに攻撃を行い、結果を適用する。
この時、一切の修正は適用されない。

24.2 地雷の除去

活性化されているアメリカ軍工兵ユニットは、地雷マー
カーの存在するヘクスで TQC に成功することにより、
地雷を除去することができる。

24.3 爆破チーム

海兵隊による侵攻の前にアメリカ軍は、上陸地点の障害
物を排除するための水中爆破チームをそれぞれの海岸に
送り込んでいた。

水中爆破チーム（UDT）

シナリオの特別ルールに水中爆破チームの記載がある場
合、日本軍のセットアップ終了後にアメリカ軍プレイ
ヤーはダイスを 1 個振り、以下のチャートで UDT ポイ
ントを決定する。

25.0 勝利

1UDT ポイントを消費する毎に、数値の明らかになって
いる海岸ヘクス内の地雷マーカーのレベルを 1 段階下げ
ることができる。地雷のレベルは最大で 2 段階までさげ
ることができる。地雷のレベルは 4 ～ 0 まであるので、
レベル 2 の地雷は 2 段階下げることによりレベル 0 の地
雷になり、レベル 1 の地雷は 2 段階下げることにより除
去することができる。

UDT ポイント

12

10

9

8

7

6

6

6

5

4

ダイスの目

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25.1 勝利ポイントの記録

大半のシナリオでプレイヤーは、ターン
記 録 表（Turn Record Display） 上 に あ
る 勝 利 ポ イ ン ト 記 録 表（Victory Point 
Track）で勝利ポイントを記録する。両
プレイヤーは、29 ポイントまで勝利ポイ
ントを獲得することができる。それ以上
の勝利ポイントを獲得した場合は、超え
た分だけ相手プレイヤーの勝利ポイントを減らすことが
できる。一方のプレイヤーの勝利ポイントが 29 で、も
う一方のプレイヤーの勝利ポイントが 0 になった場合、
その時点でゲームは終了し、勝利ポイントを 29 獲得し
たプレイヤーが勝者となる。

25.2 損害の記録

日本軍プレイヤーは、アメリカ軍に損害
を与えることによって勝利ポイントを得
ることができる。どのような損害で勝利
ポイント何ポイント得るかは、シナリオ
毎に定められている。シナリオによっては通常の損失に
加え混乱の結果を記録し、この累積が勝利ポイントとな
ることがある。シナリオには、アメリカ軍スタックにど
れだけのレベルの混乱を与えれば日本軍の勝利ポイント
になるかが明示されている。それぞれの混乱の結果は

「負傷」とみなされ、日本軍が与えた混乱の結果を負傷
（Casualty）マーカーを利用して汎用トラックで記録し
ていく。ここで累積されたポイントがシナリオで指定さ
れたポイントまで達したら、勝利ポイントを獲得して負
傷マーカーは 0 の位置に戻される。シナリオによっては
負傷と損失の両方を勝利判定に使用することがある。こ
の場合、混乱と損失（混乱の累積が生じる損失も含め）
の結果の両方を記録する必要がある。日本軍の直接射撃、
間接射撃、臨機射撃、および地雷による混乱の結果のみ
を記録（カウント）する。

25.3 海岸の封鎖

アメリカ軍ユニットが一度でも進入した
海岸ヘクスに、その後日本軍ユニットが
進入した場合、その海岸は封鎖されたも
のとみなされ、そのヘクスには海岸封鎖

（Beach Closed）マーカーが置かれる。日本軍プレイヤー
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は、1 つの海岸封鎖につき 1 勝利ポイントを得る（一度
だけで、毎ターンではない）。

25.4 勝利ヘクス

地図上でいくつかのヘクスは、勝利
ヘクス（Victory Hex）に指定され
ている。勝利ヘクスはアメリカ軍の
作戦の進捗状況を把握し、勝利ポイ
ントを獲得する以外に、特別な機能
は持たない。日本軍プレイヤーはプレイの開始時、全て
の勝利ヘクスを支配しているものとみなされる。アメリ
カ軍プレイヤーは勝利ヘクスに進入し、そのヘクスに対
して日本軍の射撃ゾーンが及ばない状況になると、その
ヘクスはアメリカ軍の支配下になったものとされる（勝
利ポイントを獲得することができる）。また、勝利ヘク
スに日本軍ユニットが存在せず、かつそこから 5 ヘクス
以内にも日本軍ユニットが存在しない場合、日本軍プレ
イヤーはそのヘクスの支配権をアメリカ軍に譲り渡すこ
とができる。このルールはアメリカ軍プレイヤーが日本
軍の玉砕を発動させないためのゲーム的な手法を防ぐた
めのものである。

の前でなくてはならない。アメリカ軍プレイヤーがダイ
スの振り直しを宣言しなかった場合、日本軍プレイヤー
が振り直しを宣言することができる。

選択ルール：だが、偉大な作戦指揮を楽しむための手助

けとなる

アメリカ軍プレイヤーには、プレイの際に以下のレシピ

で作ったマティーニを飲むことを勧める。

アメリカ海兵隊軍団マティーニ

ウォッカ：5

ジン：4

氷：3個

ペール・ドライ・シェリー：2

水：1（ただし艦上の場合は3）

日本軍プレイヤーには、プレイの際に芳醇で甘い香りに

スパイシーさを伴う「佐藤の黒」を飲むことを勧める。

Saipan においての飲み物はウィスキー（Whiskey）と
酒（Sake）になる。

26.0　マティーニと焼酎

多くのシナリオ開始時にアメリカ軍プレ
イヤーにはマティーニ（Martini）マーカー
が、日本軍プレイヤーには焼酎（Shochu）
マーカーが与えられている。このマーカー
を使うことによって各プレイヤーは、1 日
に 1 回だけ自分にとって好ましくないダ
イスを振り直す（振り直させる）ことが
できる。1 回のダイス振り（判定）に対して、マティー
ニ、および焼酎マーカーは 1 回だけ使うことができる（1
回のダイス振りに対して、両プレイヤーが使うこともで
きる）。言い換えれば、あるダイスの目に対して、アメ
リカ軍プレイヤーがマティーニマーカーを使ってダイス
の振り直しを行ったとする。その振り直したダイスの目
に不満のある日本軍プレイヤーが、焼酎マーカーを使っ
て再度振り直しをさせることができる。ただし、これ以
上の振り直しをすることはできない。各ゲーム日付の最
初のターン（0500 時ターン）、両プレイヤーはマティー
ニ、および焼酎マーカーを受け取り、そのゲーム日付の
間使うことができる。ダイスの振り直しをする場合、ア
メリカ軍プレイヤーが先に宣言しなくてはならない。ま
た、その宣言は他のダイス振りや他のアクションの実行

ゲームの開始時、大半のアメリカ軍砲兵隊は、サイパン
から支援任務を行っていた。その支援グループは、テニ
アンの北端からおおよそ 12 ヘクスの場所に位置してい
る。そしてそのことを表すシンボルが、ヘクス 20.47 に
記されている。サイパンからの距離については、このヘ
クスから数え始めるが、すでに 12 ヘクス辿ってきてい
るものとして数える。

例：
・テニアンの最北端ヘクスまでは 13 ヘクス。
・放送局（Radio Station）までは 17 ヘクス。

日本軍ユニットも逆の方向に辿ることにより、サイパン
にいるユニットを砲撃することが可能で、まずはヘクス
20.47 までの距離を数え、そこに 12 ヘクスを加えたもの
が総距離となる。

　27.0　サイパンの
　　　　アメリカ砲兵隊
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サイパンの支援グループは直接指揮チットが引かれた時
に（支援グループによる射撃に対して 1DC を消費する
ことにより）活性化され、射撃アクションを行うことが
できる。これらはユニットによる支援、あるいは航空観
測によって射撃アクションを行うことができる。また、
活性化のための DC は、何れかの海兵師団のものを消費
する。

テニアンへの砲兵の輸送

自由セットアップ・シナリオ（のみ）においては、砲兵
隊を海岸へと上陸させる予定を組むことができる。また、
自由セットアップ、あるいはヒストリカルのキャンペー
ン・ゲームでは、サイパンからテニアンへの移送が可能
な砲兵隊が存在する。

砲兵ユニットを移送するためには、ユニッ
トが活性化された時にサイパンの支援グ
ループからユニットを除去し、ターン・
トラックの 7 ターン後のボックスに置く。
そして指定のターンになったら、すでに海兵隊によって
利用されている、閉鎖されていない海岸に登場する。輸
送された砲兵ユニット毎に、アメリカ軍プレイヤーは軍
団トラック 1 ユニットを受け取り、使用可能軍団トラッ
ク（Corps Truck Transport Pool）ボックスに置かれる。

軍団トラックと砲兵は直接指揮チットが引かれた時にの
み活性化され、活性化のための DC は、何れかの海兵隊
師団から消費される。

注：第 10 砲兵大隊の 2 個ユニットは名目上第 2 海兵師
団の所属となっていたが、テニアンでの作戦中には第 4
海兵師団に分派され、完全にこの師団の一部として作戦
に従事していた。

日本軍プレイヤーは無作為イベントで「角田覚治海軍中
将」が発生すると、角田中将のカウンターを受け取る。
イベントが発生した時に彼がまだ地図上に存在していな
い場合は、任意の日本海軍ユニットの上に置かれる。彼
がすでに地図上、またはターン・トラック上にいる場合、
あるいはすでにプレイから除去されている場合、このイ
ベントは無視される。

しかし、彼が地図上にいるときにイベントチットが引か
れると、その都度日本軍プレイヤーはダイスを 1 個振っ
て、以下の通り角田中将の運命を決定する。

0 〜 2：角田中将義務を遂行する。再びイベントチット
が引かれてこの表でダイスを振るまで、プレイに留まり
続ける。
3 〜 4：角田中将酔っ払う。ダイスを 1 個振って出た目
が 0 ならば、再びイベントチットが引かれてこの表でダ
イスを振るまで、プレイに留まり続ける。その他の目の
場合、ターン・トラック上の出た目と同じ数の先のター
ンに置かれ、そのターンになったら、再び任意の海軍ユ
ニットの上に置かれる。
5 〜 6：角田中将泥酔する。角田中将は地図上から取り
除かれ、再び「角田覚治海軍中将」イベントが発生した
ら登場する。
7 〜 9：角田中将行方不明。彼を最後に見たのは、酒の
箱を洞窟内に運び込んでいる姿であった。そして、二度
と彼の姿を見ることはなかった。彼はプレイから完全に
取り除かれ、以後、彼に対するダイスを振る必要はない。
この後イベントが発生しても、それは無視される。

28.0　角田覚治海軍中将

角田覚治海軍中将の現地での評判は悪
かった。彼の身長は 6 フィート以上、体
重は 200 ポンド以上と、一般的な日本人
の体格よりかなり大きかったが、彼は飽
くことない酒への欲望を満たすことに執心で、テニアン
における勝算に対し向き合おうとはしなかった。そして、
日本の潜水艦による数次の脱出計画が失敗した後、テニ
アン島の南端にある洞窟へと逃げ込んだ。角田中将はこ
の後に及んでも、日本軍抵抗の指揮には加わらなかった。

29.0　第 135 連隊

日本軍の第 135 歩兵連隊の第 1 大隊は、サイパンにいる
連隊の残余との合流と想定していた。しかし、それより
も先にアメリカ軍が侵攻してきたため、その望みは絶た
れた。この選択ルールでは、第 135 連隊の全ての大隊が
テニアンに残り、完全な編成で展開するという事態を想
定する。

自由セットアップのキャンペーン・ゲームでは、日本軍
プレイヤーは以下のユニットを戦闘序列に加えることが
できる。

・1/II/135、2/II/135、3/II/135、4/II/135、Art/II/135
支援火器：1 × HMG、1 × Knee Mtr、1 × Batt Gun
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指揮官：Cpt Obata
・1/III/135、2/III/135、3/III/135、4/III/135、Art/

III/135
支援火器：1 × HMG、1 × Knee Mtr、1 × Batt Gun
指揮官：Cpt Funaki

・Eng/135
・Supply/135
・Med/135
・指揮官：Col Suzuki
これらは島のどこにでも配置することができる。

ゲームデザイン：Ross Mortell

シリーズ・デザイン：Adam Starkweather;

ディベロップ：Adam Starkweather

ボ ッ ク ス・ カ バ ー・ デ ザ イ ン：Brien Miller and 
Antonio Pinar

グラフィック： Antonio Pinar

ルールグラフィック／体裁：Ken Dingley

索引：Richard Jennings

テストプレイ：Ross Mortell, Adam Starkweather, 
Allan Rothberg, Bill Ramsay, Thom Sobziak, Ben 
Starkweather, Rick Taylor, Michael Peters, Andrew 
Cloke, Derrick Chilton, John Mortell, Derrick Chilton
Michael Peters

ルール校正：Jon Gautier, Mark Popofsky, Jeff Sandelin
Derrick Chilton

VASSAL モジュール作成： Nigel Rabbetts

進行管理：Sonia Starkweather

協力：Allison Hungate Wood, Ken Dingley, Bill 
Thomas and Billy Thomas

謝辞： 我々のホビーの偉大なる革新者の 1 人、Eric Lee 
Smith 氏に感謝する。彼のデザインした偉大なるゲーム

"Panzer Command" こそが、このゲームの基礎となって
いる。

プロデュース：Ken Dingley and Bill Thomas for 
Compass Games, LLC

The Company Scale System will return sonn in
CSS: The Little Land: The Battle of Novorossiysk

追加カウンターについて：
カウンターシート 4 の下部には、エラータ・カウン
ター追加カウンターが収録されている。これらは
Montélimar 用のもので元々 Montélimar に収録されて
いるカウンターと差し替えてもらいたい。

ここにはまた、Saipan 様の新規追加カウンターが収
録されている。追加となったカウンターはヒーローの
Gbaldon と散開隊形の面をもった水陸両用戦車である。

33.0 クレジット

CSS

日本語ルール作成：守谷　香也
ルールの矛盾点や疑問点は Adam Starkweather 氏に確
認してありますが、更なる疑問点等がありましたら、下
記アドレスまでお問い合わせください。
kaya-m@ninus.ocn.ne.jp
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アクション・ファイズの行動：4.2、5.1
移動の総則：6.0
移動ポイントと地形の影響：6.2
ウィスキーと酒（ダイスの振り直し）：4.1C、26.0
海上支援

・艦砲射撃と射程：21.1
・総則：21.0
・任務群による射撃：21.2

潰走ユニット（プレイへの復帰）：8.4.3
回復アクション

・回復の方法：10.1
・総則：10.0
・釘付けマーカーの除去：10.2.2
・混乱マーカーの除去：10.2.3
・制圧下マーカーの除去：10.2.1

角田覚治海軍中将：28.0（無作為イベント：20.1.2）
火災と延焼：8.7.1
活性化されたユニットのアクション

・移動：6.0
・回復：10.0
・工兵：11.0
・射撃：8.0
・白兵戦：9.0

活性化要約チャート：5.3
火力の修正：8.3
間接射撃アクション

・海軍による準備砲撃：：8.6.6
・火力の修正：8.6.3
・間接射撃総則：8.6、9.4
・間接射撃の解決：8.6.1
・間接射撃の手順：8.6.1
・航空機による観測：8.6.4
・サイパンのアメリカ軍砲兵隊：27.0
・準備砲撃の影響：8.6.6
・照明弾：17.1（玉砕発動時：9.6.2）
・敵ユニットに隣接した間接射撃ユニット：8.6.4
・日本軍の砲兵への制限：23.0
・砲煙：8.6.2

観測点：6.2.1
玉砕：9.6.2.7
航空支援：16.0（航空支援不可：17.0、22.3）

工兵アクション
・アスリート飛行場の維持：11.3.3
・アスリート飛行場の稼働：11.3.3、22.3
・アスリート飛行場の解放：11.3.1
・アスリート飛行場の修復：11.3.3
・洞窟の封鎖：11.2

・防御施設の構築：11.1
混乱マーカー、ユニット：6.1.1
酒とウィスキー：4.1C、26.0
支援火器

・アメリカ軍の支援戦車：12.4
・支援火器の使用：12.3
・支援火器の配備：12.1
・支援火器の配備解除：12.2
・支援戦車の例外事項：12.4.1
・支援戦車の上陸障害表：12.4.2
・支援戦車の増援：12.4.2
・支援戦車の増援表：12.4.2
・総則

指揮官
・指揮官の移動：13.1
・指揮官の効果：13.2
・指揮官の除去：13.3
・総則：13.0
・代替指揮官：13.3

師団ディスプレイ：19.0
師団の部隊練度ディスプレイ：19.2
射撃の種類（直接、間接）と防御：8.1
射撃ゾーン：7.2
終了フェイズ：4.2
準備フェイズ：4.1
照準線

・高度が異なる場合：7.1.2
・総則：7.0、7.1.1

焼酎とマティーニ：4.1C、26.0
上陸

・アメリカ軍砲兵（テニアンへの移送）：27.0

・海上ゾーン内のユニットへの射撃：22.2.1

・最終ゾーン：22.0

・上陸するユニットへの臨機射撃：22.2.2

・地雷：24.0

・水陸両用戦車：22.2.4

・接近ゾーン：22.0

・ゾーン間の移動：22.1

・漂流：22.2.3

・輸送ゾーン：22.0

勝利判定
・海岸の封鎖：25.3
・勝利ヘクスの支配：25.4
・勝利ポイントの記録：25.1
・損害の記録：25.2

地雷
・地雷の効果：24.1

索引
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・地雷の除去：24.2
・爆破チーム：24.3

水中爆破チーム（UDT）：24.3
スタック：6.1
選択ルール（日本軍の第 135 連隊）：29.0
増援

・総則：18.0
・増援の配置：4.1G、18.0

ダイスの振り直し（マティーニと焼酎）：4.1C、26.0
対地攻撃任務：16.0
地形

・岩場：6.2.1、8.3.5
・海岸：6.2.1、8.3.5、22.2.2
・崖ヘクスサイド：6.2.2、8.3.5
・滑走路：6.2.1、8.3.5
・急斜面ヘクスサイド：6.2.2、8.3.5
・サトウキビ畑：6.2.1、8.3.5
・湿地：6.2.1、8.3.5
・斜面ヘクスサイド：6.2.2、8.3.5
・水田：6.2.1、8.3.5
・建物：6.2.1、8.3.5
・低木：6.2.1、8.3.5
・鉄道：6.2.1、8.3.5
・道路：6.2.1、8.3.5
・畑：6.2.1、8.3.5
・平地：6.2.1、8.3.5
・町：6.2.1、8.3.5
・稜線ヘクスサイド：6.2.2、8.3.5

地図と縮尺：3.3
直接射撃アクション

・潰走チェック：8.4.2
・火炎放射器による攻撃：8.7（火災：8.7.1）
・頑強な日本兵：8.4.4
・支援火器／指揮官／ヒーロー：8.3.2、12.4
・射撃の解決：8.4
・集中射撃：8.3.6
・状態マーカーの影響：8.3.3
・戦闘結果：8.4.1
・戦闘結果の影響：8.5.3
・戦闘結果の追加の影響：8.4.4、10.2
・直接射撃総則：8.0
・直接射撃の実施：8.2
・追加射撃ユニット：8.3.4
・天候の影響：8.3.7
・防御への地形効果：8.3.5
・目標の防御力：8.3.1、12.4

テニアンへの砲兵の移送：27.0

天候の決定：4.1A、8.3.7
洞窟：6.3（工兵による封鎖：11.2）
トラックへの積み卸し：15.0
トラック輸送：15.0
日本の陸海軍の対立：6.1.2
日本軍による浸透：8.5.2（夜間：17.0）

・洞窟間の移動：6.3
白兵戦

・玉砕：9.6.2
・総則：9.0
・大規模バンザイ突撃：9.6.1
・手順：9.1
・突撃準備マーカーの配置：9.2
・白兵戦の解決：9.4
・白兵戦の実施：9.3
・白兵戦の修正：9.5

派兵ポイントと直接指揮ディスプレイ：19.1
派兵ポイントとチットの投入：4.1D
疲労と師団の活性化：4.1F

疲労とチット：4.1E
疲労レベルの決定：4.1B
ヒーロー

・Guy Gabaldon：14.2
・サイパンのアメリカ軍ヒーロー：14.1.1
・サイパンの日本軍ヒーロー（無作為イベント：

20.1.1）
・サイパンのヒーロー：14.1

・テニアンのアメリカ軍ヒーロー：14.2（無作為イベ
ント：20.1.0）

・テニアンの日本軍ヒーロー（無作為イベント：
20.1.1）

ヘクスの中心点：3.3、6.2
妨害任務：16.0
マティーニと焼酎（ダイスの振り直し）：4.1C、26.0
マリアナの七面鳥撃ち：22.3
無作為イベント

・サイパンの無作為イベント：20.2
・テニアンの無作為イベント：20.1

夜間ターン
・照明弾：17.1（玉砕発動時：9.6.2.7）
・総則：17.0

夜間の視界：17.0
ユニットの活性化

・師団の活性化：5.1.1
・フォーメーションの活性化：5.1.2

用語／定義：2.0
略語：3.6

索引



1. 準備フェイズ

A) 天候決定（0500 時ターンのみ）
B) 全ての照明弾を除去する（0500 時ターンのみ）
C) マティーニと焼酎を分配する（0500 時ターンのみ）
D) 派兵ポイントの消費
E) 疲労レベルの確認
F) 派兵ポイントの獲得
G) このターンに登場する増援の配置

2. アクション・フェイズ

A) ステップ 1D でカップに入れられたチットに加え、各プレイヤーの直接指揮チット、風（Wind）チット、無作為
イベント（Random Event）チット、アメリカ軍海上支援（US Naval Support）チット、アメリカ軍上陸（US 
Amphibious）チット、航空支援（Air Support）チット（ただし、これは雨の降っていない日中ターンに限る）を、
それぞれカップに入れる。

B) 0500 時ターンの場合、地図上にある照明弾（Illumination Round）マーカーをを取り除く。
C) イニシアチブ・プレイヤーは、2DP を消費することによって、プレイ可能なフォーメーションの活性化チットを 1

つ、チット引きの前に使用することができる。そして、直ちにフォーメーションは活性化される。チットはステッ
プ 1D で投入されていない、かつ未だこのアクションフェイズで使用されていないものでなくてはならない（つま
り 1 ターンに同じチットを 2 回使用することはできない）。イニシアチブ・プレイヤーがこの行動を選択しなかっ

プレイの手順

Tinian
CSS

臨機射撃
・継続射撃：8.5.1
・上陸するユニットへの臨機射撃：22.2.2
・総則：8.5、8.6、22.2.2
・ユニットの移動：6.0、8.5

プレイの例
・回復アクション：10.0

・間接射撃：8.6

・照準線：7.1.2
・直接射撃 8.0
・白兵戦：9.6

・目標の選択：8.0
・臨機射撃：8.5

カウンターの例
・帯付きユニットと支援火器：3.4
・支援火器：3.4、12.0
・指揮官と司令部：3.4
・状態マーカー：3.4
・その他のマーカー：3.4
・チット：3.4
・白兵戦マーカー：3.4、9.0
・砲煙マーカー：3.4、8.6.2
・防御施設：3.4、11.1
・ユニット：3.4

索引



た場合、リアクション・プレイヤーが同様の行動を選択することができる。何れのプレイヤーもこのような行動を
選択しなかった場合、カップからチットが 1 枚引かれる。一旦チットが引かれた後は、次の活性化までは上記の選
択をすることはできない（つまり、引かれたチットを見てから DP を消費して先に割り込むことはできない）。

ⅰ ) 風チットが引かれた場合、地図上にある砲煙（Barrage）と照明弾のマーカーは、全て取り除かれる。
ⅱ ) 海上支援チットが引かれた場合、アメリカ軍プレイヤーは使用可能な任務群（Task Force）により、日本軍ユ

ニットを攻撃することができる（21.2 参照）。
ⅲ ) 航空支援チットが引かれた場合、何枚の航空マーカーが利用できるかを決定し、アメリカ軍プレイヤーが対地

攻撃（Air Strike）か妨害任務（Interdiction）を行う場合、それぞれの航空マーカー毎に任意の師団から 1DC
を消費する。そして、対地攻撃または移動妨害マーカーの配置を行う（16.0 参照）。

ⅳ ) 無作為イベントチットが引かれた場合、ダイスを 1 個振って無作為イベント表（Random Event Table）でイ
ベントを決定し、その内容を行う（20.0 参照）。

ⅴ ) 師団、あるいはフォーメーションの活性化チットが引かれた場合、以下の手順に従う：
a) 活性化された全ての指揮官を、自身の指揮するヘクスと移動させることができる（13.1 参照）。
b) 支援火器の配備を行う（12.1 参照）。
c) 活性化された支援火器の中で、師団ディスプレイ上の再割り当て支援火器（Reallocate SW）ボックスにある

ものを、使用可能支援火器（Available SW）ボックスに移す。
d) 活性化されている支援火器で地図上にあるものを、その師団の再割り当て支援火器ボックスに移す。
e) 活性化されているユニット上にある全ての集中射撃（Concentrated Fire）、継続射撃（Sustained Fire）、臨

機射撃不可（No Opportunity Fire）マーカーを取り除く。
f) 活性化されているユニットを散開隊形から縦隊へと転換する（あるいは逆の転換をする）。
g) 全ての白兵戦、あるいはバンザイ突撃を行う。ここで白兵戦、バンザイ突撃、間接射撃を実施したユニットは、

この活性化の残りの期間は、非活性化状態として扱う。
h) 活性化されているユニットに隣接するヘクスに、新たな突撃準備、またはバンザイ突撃マーカーを配置する。
i) 活性化されたそれぞれのユニットで（移動、射撃、工兵、回復）アクションを行う。
j) 指揮下にあるユニットに対して 1DC を消費し、第 2 アクションを行う。
k) スタック超過確認し、該当ヘクスに混乱（DG）を適用する。

ⅵ ) 直接指揮チットが引かれたら、以下の手順に従う：
a) 自軍の各師団に対してダイスを振り、出た目を半分にしたもの（端数切り捨て）と師団の指揮レーティング

を合計した数を、師団の DC に加える。ただし、各師団の DC は 19 を超えることはない。
b) ユニット毎に 1DC を消費することで、望むユニットを活性化することができる。

1) 活性化されているユニット上にある全ての集中射撃、継続射撃、臨機射撃不可マーカーを取り除く。
2) 活性化されているユニットは縦隊から散開隊形への（またはその逆の）転換をすることができる。
3) 活性化されたユニットは、1 つずつ何らかのアクションを行う。

ⅶ ) カップの中からチットが無くなったら、それ以上の活性化をは行えず、最終フェイズへ進む。カップの中にチッ
トが残っている場合は、アクションフェイズのステップ 2C へと戻る。

3. 最終フェイズ

A) 玉砕が発動するかどうかを確認する（9.6.2 参照）。
B) 勝利条件を満たしているかを確認する。
C) ゲームが終了するかを確認する。
D) 上記の何れも発生しない場合、ターンマーカーを次のターンに進め、ステップ 1 に戻る。

プレイの手順（続き）


