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《はじめに》

このゲームは太平洋戦争を題材とした戦略規模のボードゲームです。

四角い駒は陸軍、丸い駒は海軍で、陸軍なら概ね軍規模、海軍なら艦隊を表しています。

ゲームは昭和 16年の冬、南雲機動艦隊による真珠湾攻撃の直後から開始して、フィリピンのレイテ戦が

終わった昭和 19年の冬まで行われます。

プレイヤーは日本軍または連合軍を担当して、より多くの戦略的に重要なエリアの支配を目指します。



PACIFIC GO

2

このゲームには以下の物が含まれています。もしも欠品していた

場合は、お手数ですが下記のアドレスまでご連絡ください。

mokotacat@jcom.home.ne.jp

・木製キューブ（陸軍：白黒各６個 緑３個）

・木製ディスク（海軍：白７個 黒 12個 緑４個 黄１個）

・木製キューブ大（資源マーカー：白黒緑各１個）

・支配マーカー（20個）
・ VPマーカー（１個）
・資源チャート １枚

・サイコロ（白２個 黒２個）

・マップ １枚

・ルールブック １冊

資源ポイントを消費して移動と戦闘を行い、自陣営の支配エリア

を拡大することを目指します。ただし、日本軍と連合軍では各ター

ンに入手できる資源ポイントが異なります。また、移動で消費する資

源ポイントは日本軍に対して厳しく設定されています。

したがって、日本軍はいつ、どこまで攻めるかの見極めが重要で

す。反対に、連合軍はいつから、どのように反攻を行うかという決断

が重要です。

ゲームの進行は、囲碁や将棋のようにお互いの駒を動かし、それ

がすべて終わってからまとめて戦闘を解決します。

その後、支配エリアを確定して新たな資源ポイントを獲得し、必要

に応じて部隊の生産を行い、最後に海上エリア上の駒を自軍の港

湾エリアに帰還させたら１ターン終了です。

ゲームは全部で 10 ターン行われ、最終的に連合軍が規定以上
の勝利得点（VP）を獲得していたら連合軍の勝利、そうでなければ
日本軍の勝利となります。

プレイヤーはどちらの陣営を受け持つか決めたら、自軍の駒をす

べて受け取り、以下の規定に従ってマップ上に配置します。

駒の色は各軍を表しています。

白：日本軍

黒：アメリカ軍（米軍）

緑：イギリス軍（英軍）

黄：オランダ軍

・ターン記録表

支配マーカーを連合軍の面を上にして、ターン記録表の「１」の欄

に置きます。

ターン記録表の下部に各陣営の増援情報が記されています。

書かれている種類と数の通りに駒を配置します（例：第３ターンの

欄に、白○１個、黒●１個、黒■１個、緑●１個を置きます）。

・資源チャート

チャートの該当する欄に自軍の資源マーカーを置きます。

日本軍：２０

米軍：０

英軍：４

・予備ボックス

「日本軍予備」にはなにも置きません。

「連合軍予備」には黒●１個、黒■２個を置きます。

・日本軍（白）

以下のエリアに置きます。

日本本土：海軍×２、陸軍×１
トラック：海軍×２、陸軍×１
台湾：海軍×２、陸軍×２
仏印：陸軍×２

・米軍（黒）

ハワイ：海軍×２、陸軍×１

・英軍（緑）

シンガポール：海軍×１
ビルマ：陸軍×１

・オランダ軍（黄）

バタビア：海軍×１

 駒の初期配置情報はマップ上の各エリアに記載されています。

この項目は今読まず、わからなくなった時に後から参照しても

構いません。

〈海上エリア〉

旭日旗または星条旗の支配マークが描かれた各エリアを指し

ます。「千島列島」には支配マークが描かれていませんが海上

エリアです。

〈陸上エリア〉

陸上エリアには「東南アジア・エリア（ＳＡエリア）」と「島嶼エリ

ア」の２種類があります。

「ＳＡエリア」は仏印、タイ、ビルマ、イ

ンパール、インドの各エリアを指します。

内容物

ゲームの概要

ゲームの準備

マップ
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「島嶼エリア」は海上エリアの中で円で囲ま

れたエリアを指します（例：トラック）。

・両陣営とも、豪州沖とジャワ海の間を直接移動することはできま

せん。それを示すために両エリアの境界線は緑色になっています。

・島嶼エリアの対角上の海上エリア間を直接移動することはできま

せん。

例）「マリアナ沖」から「トラック沖」へは直接移動できません。

・南シナ海とフィリピン海の間は通航可能です。

・タイからシンガポールへ陸沿いの移動はできません。

・錨のアイコンがある陸上エリアは港湾エリアです。

・資源アイコン のある陸上エリアは資源エリアです。

・補給アイコン のある陸上エリアは補給源エリアです。

・ が３つあるエリアは本拠地エリアです（横須賀、呉、インド、タウン

ズビル、ハワイ、マニラ）。

・緑色の陸地はゲームでは使用しません。

・米軍駒はインドエリアへ入ることはできません（移動/退却/帰還）。

ゲーム中、すべてのエリアはどちらかの陣営が支配しています（中

立はありません）。

ゲーム開始時において、旭日旗が記されている海上エリアおよび

赤い陸上エリアは日本軍が支配しています。

星条旗が記された海上エリアおよび青い陸上エリアは連合軍

が支配しています。

ゲームの進行中、支配が入れ替わることがあります。その場

合は必要に応じて支配マーカーを用いてこれを示します。

例）トラック沖の海上エリアが米軍支配となった場合、米軍支配

マーカーを置きます。次ターン以降に日本軍が同エリアを奪還し

た場合は米軍支配マーカーを取り去ります。

支配の確認は各戦闘セグメントの終了時に行います。《戦闘》

の〈海上エリアの支配確認〉と〈陸上エリアの支配確認〉を参照し

てください。

各ターンは以下の手順に従って行われます。各フェイズの説

明は、順番に従ってこのあと記述します。

各ターンの開始時に港湾エリアを７ヵ所以上持っている陣営が

先攻となります。

いずれのフェイズもつねに先攻プレイヤーから実施します。

増援フェイズ

移動フェイズ

戦闘フェイズ

海上戦闘セグメント

陸上戦闘セグメント

資源獲得フェイズ

生産フェイズ

帰還フェイズ

各陣営が支配している港湾エリアの数を数えます。より多くを

保有している側が先攻となります。必要に応じてターン記録表の

支配マーカーを先攻プレイヤーの側に置き換えてください。

現在のターン欄に増援駒が置かれている場合、その駒を受け

取って該当陣営の補給源エリアに置きます。増援駒を後のター

ンのために取っておくことはできません。

日本軍の増援部隊は日本本土のいずれかのエリアに配置しま

す。

米軍の増援部隊はすべてハワイに配置します（ハワイが占領さ

れている場合はタウンズビル）。

英軍の増援部隊はすべてインドに配置します。

〈概要〉

陸軍駒や海軍駒を動かすことを「移動」と呼びます。

エリアと支配

ゲーム手順

増援

移動
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移動は両プレイヤーが囲碁や将棋のように交互に行います。

移動を行うためには資源ポイントを使います。消費する資源ポイ

ントは陣営によって異なります。

両プレイヤーが連続して「パス」を行ったら、移動フェイズは終了し

ます。

〈移動方法〉

移動は先攻後攻の順で、１駒ずつ交互に実施します。移動させる

駒は海軍でも陸軍でも構いません。

各駒は１ターンに１回だけ移動できます。

移動を行う時に、海上エリアで移動を行った駒は海上エリアで移

動を終わらなければなりません。

言い換えるなら、ＳＡエリアで移動を行う陸軍駒を除き、移動を行

う駒は海上エリアで移動を終わらせなければなりません（移動中に

島嶼エリアに入ることはできません）。

また、海上エリアにいる駒は既に移動を終わっているはずなので、

そのターン中はもはや移動することはできません。

海上エリアにおける移動では、敵海軍駒のいるエリア、または敵の

支配エリアに進入したら移動を停止しなければなりません。その駒

はこのターン中、それ以上の移動を継続することはできません。

SAエリアにおける移動では、敵陸軍駒のいるエリアまたは敵の支
配エリアに進入したら移動を停止しなければなりません。

トラックにいる日本の海軍１駒が移動を行います。ビスマルク諸島

と珊瑚海は日本軍が支配しています。

①のルートではニューカレドニア諸島には行けません。なぜならソ

ロモン海に米軍の海軍駒があるため、ここで移動を停止しなければ

ならないからです。また、マーシャル諸島→ギルバート諸島を経由

するルートもマーシャル諸島で移動を停止しなければならないため

不可能です。

一方、②のルートであればニューカレドニア諸島まで行くことがで

きます。なぜなら珊瑚海にあるのは米軍の陸軍駒だけなので、停

止しなくてよいからです。この場合、３資源ポイントを消費します（日

本軍なので）。

移動を行いたくない場合、または移動可能な駒が存在しなくなっ

た場合は「パス」を宣言します。１度パスを宣言しても、相手の移動

後に再び移動を行うことはできます。

ただし両プレイヤーが連続してパスを宣言したら、その瞬間に

移動フェイズは終了します。

例）日本軍は移動可能な海軍駒が残っていますが、相手の行

動を見たいと思いパスしました。連合軍プレイヤーもまだ移動可

能な駒がありましたがパスしました。このため、両軍とも移動可能

な駒は残っていましたが、移動フェイズは終了し、戦闘フェイズ

に移行します。

〈資源ポイントの消費〉

資源ポイントが消費可能で、且つ敵支配エリアまたは敵駒の存

在するエリアに進入しない限り、移動距離に制限はありません。

日本軍は１駒が１エリアを移動するたびに１資源ポイントを消費

します。

連合軍が移動を行なう時は、原則として距離に関係なく１駒に

つき１資源ポイントを消費します（例外：補給切れ。《連絡線》を

参照）。

例１）日本本土にいる

日本軍１駒がソロモン

海まで移動する場合、

６資源ポイントを消費

します。しかしニューカ

レドニアに進入するこ

とはできません（ソロモ

ン海が敵の支配エリア

だからです）。

一方、タウンズビル

にいる米海軍１駒がマ

リアナ沖まで移動する

場合、１資源ポイント

を消費します。

両陣営とも「アラスカ沖」「アリューシャン」「千島列島」に移動

する駒は、各エリアに進入するごとに＋１資源ポイントを消費しま

す。

例２）「ハワイ」エリアにある米海軍駒１個が「ハワイ沖」「アラスカ

沖」「アリューシャン」「千島列島」「日本海」まで移動する場合、

合計で４資源ポイントを必要とします。

敵のいるエリアから移動を開始することは可能です。ただし直

接隣接する敵の支配エリアに入ることはできません（一度自軍の

支配エリアに入った後なら可能です）。

１P

２P

３P

４P

５P
６P

①
②

１P
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例３）トラックに日本軍の海軍駒と陸軍駒があり、日本軍が支配して

います。前ターンに米陸軍駒が上陸していて、そのまま残っていま

す。

この時、トラックの日本軍駒は直接ビスマルク諸島に移動すること

はできません。ただし、自軍支配下のマリアナ沖に移動してからビス

マルク諸島に入ることはできます（つまり、本来なら１資源ポイントの

消費で済むところ、２資源ポイントが必要になります）。

〈概要〉

戦闘フェイズ開始時に敵味方が混在するエリアでは、必ず戦闘を

解決しなければなりません。

海上戦闘セグメントにおいて、すべての海上エリアの戦闘を解決

します。戦闘解決後、海上エリアの支配を確認し、必要であれば支

配の変更を行います。

陸上戦闘セグメントの開始時、海上エリアに存在する陸軍駒を

（可能ならば）隣接する島嶼エリアに上陸させることができます。な

お、敵支配下のＳＡエリアに対して上陸をすることはできません。

陸上戦闘セグメントにおいて、すべての陸上エリアの戦闘を解決

します。戦闘解決後、陸上エリアの支配を確認し、必要であれば支

配の変更を行います。

戦闘が複数エリアで発生する場合、解決する順番はつねに先攻

プレイヤーが指定します。

〈戦闘の解決〉

海上戦闘では海軍駒、陸上戦闘では陸軍駒のみを使用します

（海上エリアにおける戦闘では陸軍駒が何個いても関係ありません。

また海上戦闘の損害を陸軍駒に適用することもできません）。

戦闘の解決にあたり、両軍は投入する資源ポイント数を宣言し

ます。戦場となるエリアの非支配側（攻撃側）プレイヤーが先に宣

言します。

例）トラック沖で戦闘を解決する時、日本軍が同エリアを支配して

いる場合には米軍から先に投入する資源ポイント数を宣言します。

駒１個につき、１資源ポイントを投入することでサイコロを１個振

ることができます。この時、サイコロ１個につき最大で４資源ポイ

ントまで投入することができます。

攻撃側は最低でも１資源ポイントは投入しなければなりません。

もしも攻撃側が資源ポイントを投入できない、または（あえて）し

ない場合は、そのエリアの戦闘は自動的に攻撃側の敗北となり、

攻撃側の駒はすべて取り除き、予備ボックスへ移動します。

防御側は資源ポイントを投入しなくても構いません。ただし、た

とえ戦闘の結果で損害を被らなくても、（攻撃側が資源ポイント

を投入していたら）戦闘に敗北したことになります（この場合は攻

撃側の命中数が０だとしても引き分けにはなりません）。

攻撃側に複数の駒があり、資源ポイントが不足する場合は、通

常通り戦闘を解決します。

例）戦闘解決するエリアに攻撃側の駒が２個あります。しかし残

っている資源ポイントは１しかありません。この場合は 1資源ポイ
ントを投入してサイコロを 1個のみ振ることになります。

両プレイヤーは同時にサイコロを振り、命中数を求めます。「１」

の結果が命中となります。ただし、１駒に２資源ポイントを投入し

ていた場合は２以下、３資源ポイントを投入していた場合は３以

下で命中となります。

言い換えるなら、投入した資源ポイント数以下の目を出せば命

中となります（したがって、通常は５と６の目は外れです）。

複数駒が存在する場合、投入する資源ポイントは平均して割り

振らなければなりません。

例１）日本軍は３駒が戦闘に参加しています。この時、２資源ポ

イントを投入した場合、振れるサイコロの数は２個です。この時、

サイコロ１個に２資源ポイントを投入して２以下で命中とすること

はできません。

例２）米軍は３駒が戦闘に参加しています。この時、５資源ポイ

ントを投入した場合、２駒には２資源ポイント（２以下で命中）、１

駒には１資源ポイント（１で命中）を割り振ることになります。１駒

に３資源ポイント、残り２駒に１資源ポイントずつ、というような割り

振りはできません。

両者の命中数が決定したら、命中数の多い方から少ないほう

を引きます。その結果が損害数です。命中数の少なかった側は

損害数に等しい駒を戦闘エリアから取り除き、予備ボックスに移

します（戦闘の勝利側には損害は発生しません）。

海上戦闘の場合、生き残った敗北側の海軍駒はただちにいず

れかの自軍港湾エリア（錨のアイコンのあるエリア）へ帰還させま

す。

戦闘
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両軍の命中数が同数の場合は引き分けです。両軍の海軍駒は

いずれかの味方港湾エリアへ帰還させます。

敗北の結果、または引き分けの結果、帰還する連合軍駒は《帰

還》のルールに則って戻さなければなりません

戦闘の例

上記の戦闘の結果、米軍の命中数は「２」、日本軍の命中数は

「１」です。

この結果、日本軍が１損害を被り、海軍駒１個を予備ボックスに移

します。日本軍の残ったもう１個の駒は自軍支配下のトラックへ帰

還させます。

〈海上エリアの支配確認〉

すべての海上戦闘を解決したら、全海上エリアの支配を確認しま

す。支配の確認および変更は、このターンに戦闘を行ったか否かに

関係なく、すべての海上エリアで行います。

海軍駒が置かれていない海上エリアの支配は前ターンのままで

す。

自軍の海上駒のみが存在するエリアは自軍支配エリアです。

現在そのエリアの支配陣営と異なる陣営の海上駒のみが存在す

る場合、支配が変更されます。

支配が変更となる時、敵の支配マーカーが置かれている場合は

これを取り除いて自軍支配下であることを示します。ゲーム開始時

に敵支配下だったエリアの場合には自軍の支配マーカーを置きま

す。

ただし、敵の支配エリアだった海上エリアを自軍の支配エリアとす

るためには、そのエリアに隣接した、自軍の海上支配エリアがなけ

ればなりません。

支配の確認および変更はすべてのエリアで同時に行われるものと

みなします。したがって、このターン中に支配が変更されたエリアは

「隣接する自軍の海上支配エリア」とはみなされません。

言い換えるなら、前ターンまでに支配していて、かつこのターンに

も支配しているエリアでなければ「隣接する自軍の海上支配エリア」

とはみなされません。

この条件は支配確認時においてのみ必要です。支配確定後

に敵支配エリアに包囲されたとしても（連絡線が切られた状態）、

それだけで支配が変更になることはありません。

例１）第１ターンに「ジャワ海」エリアで戦闘が発生し、日本軍が

勝利した場合、日本軍支配マーカーをそのエリアに配置します。

第２ターンに再び「ジャワ海」エリアで戦闘が発生し、英軍が勝

利した場合、日本軍支配マーカーを取り除きます。

例２）連合軍が「日本海」エリアを支配するためには、戦闘に勝っ

たうえで「小笠原沖」または「台湾沖」エリアを前ターン中にすで

に支配していなければなりません。

〈陸上戦闘セグメント〉

海上戦闘セグメントの終了後、自軍支配下の海上エリアに存

在する陸上駒を、隣接する陸上エリアに上陸させても構いませ

ん。ただし敵支配下のＳＡエリアに上陸することはできません（自

軍支配下のＳＡエリアにはできます）。

上陸を行う場合、すべての先攻側駒を上陸させた後、後攻側

駒を上陸させます。

その後、陸上エリアに両陣営の駒がいる場合、引き続き陸上

戦闘を解決します。

陸上戦闘は海上戦闘と同様の方法で解決します。ただし、以

下の点が異なります。

 ＳＡエリアにおける戦闘の場合、１損害につき１駒の退却（隣

接する自軍支配下のＳＡエリアへ動かす）に変えても構いません

（海上エリアへの退却はできません）。

 陸上戦闘で引き分けの場合、残った両軍の駒はそのエリアに

留まります。

 島嶼エリアで陸上戦闘に敗北した側は、損害を適用した後に

敵駒と同じエリアに残っている味方駒を退却させなければなりま

せん（例外：補給切れ）。ただし退却を望まない場合は、さらに１

駒を取り除くことで免除されます。

退却を行う場合は、今いるエリアに隣接した海上エリアに移動さ

せます（敵の支配下でもかまいません）。その後、その陸軍駒は

《帰還フェイズ》に通常通り帰還させます。

 自軍の本拠地（ が３つのエリア）で戦闘する陸上駒は、資源

ポイントを投入した場合に限り、各サイコロの出目に＋１の修正が

付きます。この場合、自軍の本拠地であれば支配に関係なくサ

イコロ修正が付きます。

例）米軍１駒がハワイで戦闘する場合、２資源ポイントを投入す

れば３以下で命中となります。２駒で２資源ポイントを投入した場

合はサイコロを２個振り、どちらも２以下で命中となります）。

陸上戦闘の結果、港湾エリアに敗北側の海軍駒があった場合、

９ポイント投入

↓

各サイコロは３以下で命中

３ポイント投入

↓

１個は２以下で命中

１個は１で命中

予備ボックスへ
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その駒は次ターンの増援として登場します。ターン記録表上に移動

させます。

ただしオランダ海軍については増援とはならず、ゲームから除外し

ます。

〈陸上エリアの支配確認〉

すべての陸上戦闘を解決した後、全陸上エリアの支配を確認し

ます。支配の確認および変更は、このターンに戦闘を行ったか否か

に関係なく、すべて行います。

陸軍駒が置かれていない陸上エリアの支配は前ターンのままで

す。

自軍の陸上駒のみが存在するエリアは自軍支配エリアです。

敵味方が混在するエリアは、現在そのエリアを支配している陣営

の駒がすべていなくならない限り、支配が変更されることはありませ

ん。

敵軍の支配エリアを自軍の支配エリアに変更するためには、その

エリアに隣接した海上エリアを支配していなければなりません。この

条件を満たすための海上エリアは、直前の海上戦闘セグメントで支

配が変更になったエリアでも構いません。

例：日本軍がビルマに進攻し、戦闘に勝利して英軍駒が存在しなく

なりました。ただし、ビルマの支配を変更するためには「セイロン沖」

または「ベンガル湾」を日本軍が支配していなければなりません。

資源アイコンがある陸上エリアは資源エリアです（例：シンガポー

ル）。

資源獲得フェイズにおいて、日本軍は保有している各資源エリア

につき毎ターン３資源ポイントを獲得します。

ただし、日本本土エリアまで連絡線が通じていない資源エリアから

は資源ポイントを獲得できません。

例）南シナ海とセレベス海が連合軍の支配下にあると、シンガポー

ル、バリクパパン、バタビアの資源は獲得できません。

連合軍は資源エリアを支配していてもそこから資源ポイントを得る

ことはできません（日本軍の資源を減らす意味はあります）。

米英軍は毎ターン、定められた資源ポイントを獲得します。ターン

ごとに獲得する資源ポイント数は資源チャートに記されています。

例）連合軍の第２ターンの獲得資源は米軍が 10、英軍が 3です。

〈資源ポイント〉

資源獲得フェイズで獲得した資源ポイントを、資源チャートに反映

させます。資源ポイントは累積されます。

ただし、両陣営とも資源ポイントの上限は 49 です。50ポイント以
上の資源ポイントは失われます。

移動や戦闘で資源ポイントを消費した場合、必要に応じて資

源マーカーを動かして調整します。

連合軍の資源ポイントは米国・英国に分けて管理します（チャ

ートは共通です）。戦闘や生産に関して他国の資源ポイントを使

用することはできません。

例外として、オランダ軍の移動と戦闘には英軍の資源ポイント

を使用します。ただしオランダ軍は１度除去されたら生産できま

せん。

連絡線とは、自軍の支配エリアによって連続するエリアの繋が

りのことをいいます。日本は本土の２エリア、米軍はハワイ、英軍

はインドが始点（補給源）となります。

ハワイが日本軍の支配下にある場合に限り、米軍の補給源は

タウンズビルとなります。この場合、米軍の増援はタウンズビルか

ら登場します。

米英軍の駒は、移動フェイズ開始時に補給源まで連絡線が繋

がっていないエリアから移動を開始する場合、そのターン中は１

エリアにつき１資源ポイントを消費しなければなりません。

日本軍が資源ポイントを獲得する時、日本本土エリアまで連絡

線が通じなければ、その資源エリアから資源を獲得できません。

〈補給切れ〉

隣接するすべてのエリアが補給源まで連絡線で繋がっていな

い場合、そのようなエリアの駒は「補給切れ」です。

例）ソロモン海とニューカレドニア諸島が日本軍の支配下にある

ため、ガダルカナルと珊瑚海にいるアメリカ軍の駒は補給切れで

す（ハワイまで連絡線をたどれません）。

しかしソロモン海にいる海軍駒は隣接するマーシャル諸島が米

軍の支配下で、そこからハワイまで連絡線が引けるので補給切

れではありません。

資源

連絡線
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補給切れの駒が戦闘を行う場合、消費する資源ポイントが２倍必

要となります。その際、端数は切り捨てされます。

例）補給切れの１駒が戦闘を行う場合、最低２ポイントを消費しな

ければなりません。また３ポイントを消費しても命中は「１」のみです

（４ポイント消費なら１～２で命中）。

補給切れの状態で敗北した場合、そのエリアに自軍の駒が残っ

ていたとしてもすべて取り除かれて、予備ボックスへ移します。

部隊の生産には１駒につき３資源ポイントを消費します。生産する

駒は陸軍でも海軍でも構いません。

米軍はゲーム開始時に予備ボックスにある駒を生産しても構いま

せん。

日本軍と英軍は予備駒がありません。したがって戦闘の結果、除

去された駒のみを生産することができます。

日本軍が生産した部隊はすべて横須賀または呉エリアに配置し

ます。

米軍が生産した部隊はハワイ、英軍はインドに配置します。

オランダ軍は生産できません（除去されても復活しません）。

そのエリアを支配している限り、敵駒がいても生産は可能です

例）横須賀エリアに米軍駒がいても、日本軍が支配しているかぎり

日本軍駒の生産・配置は可能です。

帰還フェイズにおいて、海上エリアにあるすべての海軍駒は、自

軍支配下のいずれかの港湾エリアに帰還させなければなりません。

海上エリアにいる陸軍駒は、任意の自軍支配下の港湾エリア、ま

たは隣接する自軍支配下の陸上エリアに帰還させます。

帰還フェイズにおいて帰還する場合には、連絡線の有無は無視

して構いません。ただし、英軍とオランダ軍はＳＡエリア、シンガポー

ル、バタビアにのみ帰還できます。

米軍はインドおよびビルマに帰還することはできません。

〈目標達成ＶＰ〉

日本軍は、いずれかのターン終了時に、以下の目標を達成して

いた場合、ゲーム中に１回だけ勝利得点（ＶＰ）を獲得します。

・米豪連絡線の遮断……1ＶＰ
・ハワイまたはタウンズビルの支配……３ＶＰ

上記の目標を 2つとも達成した場合は 3ＶＰを獲得します（遮断に
よるＶＰと支配によるＶＰは重複しません）。

目標達成ＶＰを獲得した場合は、ＶＰマーカーを該当する達成目

標の面を上にして、ＶＰを獲得したターンのマスに置きます。

〈米豪連絡線の遮断〉

いずれかのターン終了時に、ハワイとタウンズビルの連絡線が

繋がっていない場合は米豪連絡線は遮断されたものとします。

〈勝敗判定〉

各陸上エリアに記されている がＶＰを表わします（例：マニラ

のＶＰは３です）。

10 ターン終了時に判定を行います。
連合軍のＶＰ＝支配している赤いエリアのＶＰ

日本軍のＶＰ＝支配している青いエリアのＶＰ＋目標達成ＶＰ

連合軍のＶＰから日本軍のＶＰを差し引き、その結果が 10点
以上なら連合軍の勝利。

それ以外なら日本軍の勝利となります。

例）10 ターン終了時、米軍はトラック、パラオ、クウェゼリン、サイ
パン、台湾、沖縄を支配していました（合計 11ＶＰ）これに対して
日本はレイテを支配していました。また米豪遮断による＋１ＶＰ

があります。

結果は（11－（１＋１）＝９）で、日本軍の勝利です。

〈サドンデス〉

いずれかのターン終了時において、日本本土の２エリアが連合

軍の支配下にある場合、10 ターンの終了を待たずにゲームは
連合軍の勝利となります。

いずれかのターン終了時において、ハワイとタウンズビルの両

方が日本軍の支配下にある場合、10 ターンの終了を待たずに
ゲームは日本軍の勝利となります。

ゲームデザイン：堀場わたる

マップデザイン：中黒靖

© 2017 堀場工房
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デザイナーズ・ノート

このゲームの原型を作り始めたのは、かれこれ３年以上前のこ

とです。発端は、とある学校の教材として「太平洋戦争を簡単に

プレイできるゲームを作れないか」という打診からでした。

それから数バージョンを経て、ようやく日の目を見たのがこの

『PACIFIC GO』です。
このゲームでは特に目新しいシステムやルールは取り入れてい

ませんが、何をするにも資源が必要、という点については太平洋

戦争の本質の一端を表現することができたのではないかと自負し

ています。

ところで、私はMartin Wallace氏の『AFewAcres of Snow』
にとても深い感銘を受けました。これが私にとってのゲームデザイ

ンにおける道標の一つとなっています。

「戦争を題材としつつ、ウォーゲームではないボードゲーム」

そういうゲームを今後も作っていきたいと考えています。

最後に、マップデザインを快く引き受けてくださった中黒靖氏、

テストプレイにお付き合い戴いた方々に深く感謝致します。


	表紙
	PACIFIC GOルール

