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1 はじめに
このゲームは、明治 37 年から明治 38 年に

かけて行われた日本とロシアの戦争、いわゆ
る日露戦争を再現したものです。
『日露戦役』は可能な限りシンプルに、わか

りやすさを目標としてデザインしましたが、
通常のボードゲームと比べるとややルール量
は多くなっています。
そのため最初からすべてのルールを覚えるの

ではなく、一読したらまずは駒を動かしてみ
て下さい。間違っていてもかまいません。そ
して疑問が出たらルールを参照して、徐々に
覚えるようにしてください。

２ 用語解説
この項目は必要に応じて、わからない単語や
用語が出てきた時に参照してください。

◆ユニット
日露両軍の戦闘部隊を表している駒のことを

いいます。
黒が日本陸軍、緑がロシア陸軍です。また、

海上ユニットの下地が は日本海軍、
はロシア海軍を表します。
各ユニットは（ロシア軍の西方支隊を除き）

２段階の戦力段階があります。
表面のユニットは完全状態、裏面のユニット

は損耗状態を表します。
陸上ユニットの下部にある２つの数値は、左

側が戦闘力を、右側が移動力を表しています。
海上ユニットの数値は戦闘力を表しています。

陸上ユニット 海上ユニット

完全状態 損耗状態

国旗 が付いているユニットは、ゲ
ーム開始時に配置される陸上ユニットを示し
ています。

右上に丸数字が書かれている
日本軍ユニットは、その数字の
ターンの「回復/増援登場フェ
イズ」に増援として登場します。

戦闘の結果、完全状態のユニットが１損害を
被った場合は損耗状態となります（ロシア軍
西方支隊ユニットが１損害を被った場合は取
り除かれます）。
損耗状態のユニットが１損害を被ったら、あ

るいは完全状態のユニットが２損害を被った
ら、ゲームから取り除きます。
一度ゲームから取り除かれたユニットは復活

しません。

◆マーカー
ゲームの進行や状況を記録するために使用さ

れます。マーカーにはターンマーカー、ＶＰ
（Victory Point）マーカー、補給マーカーなど
があります。

◆ターン
ゲームは「ターン」という区切りを１単位と

して行われます。『５ ゲーム手順』に書かれ
た項目を順番通りにすべて終了すると、次の
ターンに移ります。
１ターンは２カ月を表し、全８ターンからな

ります。

◆エリア
陸上マップの白線または赤線で区切られた部

分をエリアと呼びます。各エリアには番号が
付けられています。

エリア 01 と 23 はそれぞれ１つのエリアを
表します。
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エリア 19 とエリア 23 は隣接していません。
そのため直接移動することはできません。

３ 勝利条件
ゲームの勝敗は、第８ターン終了時における

ＶＰにより判定します。
ただし、ロシア軍が完全勝利を達成した場合

は第８ターン終了を待たずにゲームは終了し
ます。

●ロシア軍の完全勝利
以下のいずれかの条件を達成した場合、ただ

ちにロシア軍の勝利でゲームを終了します。

①規定ターン以降に日本軍の策源地エリア◐
を占領する。
義州（エリア 12）：第１ターン以降
大連（エリア２）：第４ターン以降

②日本軍部隊の損害
いずれかのターン終了時点における日本軍

（陸軍）の損害が損耗状態（裏面）と壊滅
（除去）を合わせて３ユニット以上ある場合。

●日本軍の勝利条件
ゲーム終了時点で日本軍が獲得したＶＰ（勝

利得点）により判定します。
ロシア軍がＶＰを獲得することはありません。
日本軍が遼陽、奉天を占領して獲得したＶＰ

は、その後ロシア軍に奪還されても失われる
ことはありません。たとえば、日本軍が第４
ターンに遼陽を占領し（２ＶＰ獲得）、第５
ターンにロシア軍が再占領しても２ＶＰは失
われません。
ただし、第８ターン終了時にロシア軍が遼

陽・奉天を保持していると、それぞれ－１Ｖ
Ｐとなる点に注意してください。
日本軍が遼陽および奉天を占領して獲得でき

るＶＰは、いずれか早いほうのターンのみ適
用します。たとえば日本軍が遼陽を第３ター
ンに占領した場合は２ＶＰのみ獲得します
（この場合、第５ターンまでという条件は適
用されません）。
占領によるＶＰは、終了フェイズにおける

「ＶＰ獲得」において確定します。したがっ
て、日本軍が遼陽（または奉天）を占領した
同じターンにロシア軍が再占領した場合、日
本軍はそのターンの遼陽（または奉天）占領
によるＶＰを獲得できません。

★喪失ＶＰ
ゲーム終了時にロシア軍が遼陽を保持 －１

ＶＰ
ゲーム終了時にロシア軍が奉天を保持 －１

ＶＰ
ゲーム終了時に旅順守備隊が存在 －１ＶＰ
ゲーム終了時、損耗状態または除去されてい

る日本陸軍ユニットごとに －１ＶＰ
ゲーム終了時にバルチック艦隊がウラジオス

トックに存在 －１ＶＰ
「ウラジオ艦隊」カードを使用 －１ＶＰ

★獲得ＶＰ
ロシア軍による直訴（１回のみ） １ＶＰ
第４ターンまでに遼陽を占領 ２ＶＰ
第５ターンまでに遼陽を占領 １ＶＰ
第６ターンまでに旅順守備隊が全滅 １ＶＰ
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第７ターンまでに奉天を占領 ２ＶＰ
第８ターンまでに奉天を占領 １ＶＰ
バルチック艦隊が損耗 １ＶＰ（ゲーム中１

回のみ）
バルチック艦隊を除去 ２ＶＰ
「樺太攻略」カードを使用 １ＶＰ

※バルチック艦隊の損耗と除去によるＶＰ獲
得は累積します（両方なら 3ＶＰ）。

最終的なＶＰが
２点以下なら 日本軍敗北
３～５点なら 日本軍勝利
６点以上なら 日本軍大勝利

４ 初期配置
以下のエリアに、指定のユニットをすべて表

面で配置します。
海軍ユニットは艦隊作戦チャートに、バルチ

ック艦隊ユニットはバルチック艦隊航海チャ
ートに配置します。
両軍とも、戦術カードを無作為に１枚引きま

す。戦術カードは使用する時まで伏せておき
ます（内容はいつでも確認可能です）。

◆日本軍
第一軍 義州（エリア 12）
第二軍 得利寺（エリア 03）
第一艦隊 佐世保（艦隊作戦チャート）
第二艦隊 舞鶴（艦隊作戦チャート）

◆ロシア軍
シベリア第１軍団 蓋平（エリア 04）
シベリア第２軍団 九連城（エリア 11）
第１軍団 遼陽（エリア 14）
旅順守備隊 旅順要塞トラック（３のマス）
旅順艦隊 旅順（艦隊作戦チャート）
ウラジオ艦隊 ウラジオストック（艦隊作戦

チャート）
バルチック艦隊 リバウ（バルチック艦隊航

海チャート）

◆記録マーカー
ゲーム・ターン記録トラックの「１」のマス

にターン・マーカーを配置します。
ＶＰマーカーを勝利得点記録トラックの

「０」のマスに置きます。

◆補給ポイント
各軍の補給マーカーを、補給ポイント記録ト

ラック上の以下のマスに置きます。

日本軍：12
ロシア軍：４

ゲーム中に補給ポイントが 10 以上になった
場合は裏面の（＋10）を上にして使用します。

５ ゲーム手順
ゲームは以下の手順に従って進行します。
すべての項目は順番通りに処理しなければな

りません。

日本軍 第１移動フェイズ
日本軍 戦闘フェイズ
日本軍 第２移動フェイズ

ロシア軍 第１移動フェイズ
ロシア軍 戦闘フェイズ
ロシア軍 第２移動フェイズ

回復/増援登場フェイズ

艦隊作戦フェイズ
ロシア軍海軍移動（バルチック艦隊含む）
日本軍海軍移動
海上戦闘解決

終了フェイズ
日本軍補給獲得
ロシア軍補給判定
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艦艇帰還
ＶＰ獲得
戦術カード獲得（日本軍が先に宣言）

以上が終了したらターン記録トラック上のタ
ーンマーカーを１マス右に進めて、次のター
ンを開始します。

６ ユニットの配置制限
陸上の１エリアには１ユニットのみ置くこと

ができます。

例外：ロシア軍の西方支隊ユニットは、いず
れかのロシア軍ユニットに重ねて置いても構
いません。また、移動の時も他の味方ユニッ
トのいるエリアを通過して移動することがで
きます。

７ 移動
各ユニットは、自分の移動フェイズにおいて

隣接するエリアにのみ移動できます。
ただし、敵軍のユニットがいるエリアに入る

ことはできません。

例外１：ロシア軍の西方支隊ユニットのみは
１回の移動で２エリアまで移動できます。

例外２：「ミシチェンコ」カードを使用した
場合、ロシア軍陸軍ユニットは２エリアまで
移動できます。この場合、西方支隊ユニット
は３エリアまで移動できます。また、他の味
方ユニットのいるエリアを通過して移動する
ことができます。

●鉄道移動
両軍は各ターンにつき１度だけ、鉄道移動を

行なうことができます。
鉄道移動を行う場合は、どのユニットが行う

かを宣言してからただちに１補給ポイントを

消費します。
鉄道移動を行なうユニットは、鉄道線のある

エリアから開始して、鉄道線沿いに移動を行
います。この時、味方ユニットのいるエリア
を通過してもかまいません。
ただし、移動中は敵の存在するエリアに進入

することはできません。
鉄道移動を終了できるエリアは、鉄道線の存

在するエリアです。移動を終了するエリアは
敵ユニットに隣接したエリアでも構いません。
鉄道移動は第１移動フェイズまたは第２移動

フェイズのどちらかで実行可能です。
上記の制限内で、移動力に関係なく複数エリ

アを移動できます。

８ 戦闘
隣接するエリアに敵ユニットが存在する場合、

自軍戦闘フェイズにおいて戦闘を行うことが
できます（強制ではありません）。

自軍戦闘フェイズに戦闘を行う側を攻撃側、
他方を防御側と呼びます。
あるエリアは、１戦闘フェイズ中に複数回攻

撃されることはありません。ただし１度の戦
闘で複数エリアから同時に攻撃されることは
あります。

戦闘を行う場合、まず攻撃側が目標となるエ
リアを指定し、次に攻撃を実施するユニット
を宣言します。
続いて攻撃側は投入する補給ポイントを宣言

します。各ユニットにつき最大２補給ポイン
トまで投入することができます。
次に目標エリアの防御ユニットも同様に投入

する補給ポイントを宣言します。



日露戦役

5

複数のエリアから攻撃する場合、攻撃側の各
エリアからのヒット数はすべて合算されます。

●戦闘の解決
補給ポイントを投入しない場合、１ユニット

につきダイスを１個振ることができます（通
常分）。
これに加えて、投入した補給ポイントの数だ

けダイスを追加で振ることができます（追加
分）。

例：１ユニットが攻撃を行う時、２補給ポイ
ントを投入した場合は合計３個のダイスを振
ります（通常分１個＋追加分２個）。

例：２ユニットが攻撃を行う時、3 補給ポイン
トを投入した場合は合計 5 個のダイスを振る
ことができます（各ユニットにつき通常分１
個ずつ＋追加分 3 個）。

戦闘力の異なるユニットが攻撃に参加する場
合は、補給ポイントをどのユニットに対して
投入するか、ダイスを振る前に宣言します
（戦闘力によって命中するかどうかが変わる
ためです）。

戦闘は同時に解決しますが、便宜上、攻撃側
が先にダイスを振ります。ダイスを振って出
た目が攻撃側ユニットの戦闘力以下であれば、
１ヒットとなります。

次に防御側がダイスを振ります。ダイスを振
って出た目が防御側ユニットの戦闘力以下で
あれば、１ヒットとなります。

両者のヒット数を確認し、多いほうから少な
いほうを引いた差分が、相手に与える損害と
なります。したがって、ヒット数の少ない側
だけが損害を被ります。
両者のヒット数が同数だった場合は引き分け

となり、損害は発生しません。

例：完全状態の日本軍第一軍が、完全状態の
ロシア軍シベリア第２軍団に対して攻撃を行
います。
日本軍は２補給ポイントの投入を宣言し、続

いてロシア軍は１補給ポイントの投入を宣言
しました。
まず日本軍がダイスを３個振り、結果は１、

２、４でした。このため２ヒットとなります。
続いてロシア軍がダイスを２個振り、結果は

２、５でした。このため１ヒットとなります。
日本軍の２ヒットからロシア軍の１ヒットを

引いた結果、ロシア軍が１損害を被ります。

●損害の適用
損害が発生した場合、以下の制限に従って適

用します。
戦闘の結果、完全状態のユニットが１損害を

被った場合はユニット裏面の損耗状態となり
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ます（ロシア軍西方支隊ユニットが１損害を
被った場合は取り除かれます）。
損耗状態のユニットが１損害を被ったら、あ

るいは完全状態のユニットが２損害を被った
ら、ゲームから取り除きます。
一度ゲームから取り除かれたユニットは復活

しません。

攻撃側の損害適用は、戦力段階の減少によっ
てのみ消化されます。
たとえば、２損害ポイントの適用では２段階

分を減少させなければなりません。したがっ
て、１ユニットのみが攻撃を行って２損害を
被った場合は、その攻撃ユニットは除去とな
ります（完全→損耗→除去）。
複数ユニットが攻撃していた場合には、どの

ユニットにどれだけ損害を割り当てるかは攻
撃側プレイヤーが決定します。

防御側が損害を適用する場合、最初の１損害
分は退却によって消化しなければなりません。
２損害以上の損害を被った場合、残りの損害
はすべて戦力段階の減少で消化しなければな
りません。

例：先の続き。日本軍は２ヒット、ロシア軍
は１ヒットなので、差し引きロシア軍が１損
害を被りました。このため、シベリア第２軍
団は退却をしなければなりません。

例外：義州エリアで防御する日本軍は、退却
の代わりに戦力段階の減少で最初の損害を吸
収することができます。

●退却
退却は隣接する空のエリアに対して行なわれ

ます。
敵のユニットがいるエリアには退却できませ

ん。
味方のいるエリアにも後退はできません。た

だし、そのようなエリアを通過してさらに後
方に退却可能な場合に限り、１エリアを超え
て退却することができます。
退却を要求された時に、それが不可能なユニ

ットはゲームから取り除かれます。
エリア 21、22、25 で防御するロシア軍は盤

外に退却することができます。ただし、いっ
たん盤外に退却した場合は、他の増援ユニッ
トと同様に扱われます。すなわち補給ポイン
トを消費することで、再びエリア 25 に登場す
ることができます（退却時の状態に関係なく、
1 補給ポイントなら損耗状態、2 補給ポイント
なら完全状態で登場します）。

★戦闘の例
例）得利寺（エリア 03）と大弧山（エリア
07）にいる日本軍が蓋平（エリア 04）にいる
ロシア軍を攻撃します。
日本軍は各ユニットにつき１補給ポイントを

投入し、合計で４個のダイスを振ります。
これに対してロシア軍は１ユニットしかいな
いので、最大でも２補給ポイント（＝ダイス
３個）までしか投入できません。ロシア軍は
１補給ポイントを投入しました。
日本軍のユニットはどちらも３戦力で、ダイ

スの結果は「１、２、４、６」で２ヒットし
ました。
対するロシア軍は２戦力で、ダイスの結果は

「１、３」で１ヒットとなりました。
この結果、差し引き１損害をロシア軍が被り

ます。
防御側であるロシア軍は最初の損害を退却で

消化しなければならないため、大石橋（エリ
ア 05）へと退却しました。
もしロシア軍が２損害を被っていた場合には、

退却したうえでユニットを損耗状態にしなけ
ればなりませんでした。
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９ 旅順要塞
旅順要塞（エリア 01）の戦闘は、他のエリ

アとは別の処理を行ないます。
旅順エリアには、固有の旅順守備隊があり、

ユニットは旅順要塞トラックに置かれます。
旅順守備隊は３戦力段階を有し、損害を被る

ごとに１段階ずつ低下します（守備隊ユニッ
トを壊滅マスの方向に１マスずらします）。
旅順守備隊は自ら攻撃することはできません。

日本軍が旅順エリアを攻撃する場合、通常の
戦闘方法に従って行ないます。ただし以下の
例外があります。

・ロシア軍は補給ポイントを消費できず、ダ
イスは１個だけ振ります。その結果が２以下
の場合、攻撃を行った日本軍は１損害を被り
ます（日本軍側のダイス結果にかかわらず）。

・日本軍の攻撃が成功した場合、ヒット数に
関係なく、旅順守備隊は１戦力段階のみ失い
ます。

通常、旅順守備隊は補給ポイントを消費して
回復することはできません。
ただし、回復／増援フェイズ開始時に大連

（エリア 02）に日本軍ユニットが存在しない
場合、１段階回復します。
また、ロシア軍が「コンドラチェンコ」カー

ドを使用した場合も１段階回復します。

戦闘の結果、旅順守備隊ユニットが壊滅マス
に入った瞬間、旅順艦隊も同時に壊滅します。
その時点の状態に関わらず、旅順艦隊ユニッ

トを海上マップから取り除き、「旅順艦隊壊
滅ボックス」に置きます。

10 回復
両軍ともに、回復フェイズにおいて１補給ポ

イントを消費することで、損耗状態のユニッ

トを完全状態に戻すことができます。
１ターン中に回復できるユニットの数に制限

はありません。
回復は日本軍が先に実施し、その後にロシア

軍が行います。
艦隊ユニットの回復には補給ポイントを必要

としません（例外：日本艦隊）。
艦隊ユニットを回復させる場合はダイスを１

個振り、損耗状態の戦力値以下の目が出れば
回復します。

例外：旅順守備隊がトラック３にいる間（＝
損害を受けていない状態）は、旅順艦隊の修
理のダイス結果が１減少します。したがって、
ダイス結果が１か２で回復します。

・連合艦隊の修理
日本軍のみ、艦隊の回復を試みる時に補給ポ

イントを投入することができます。
１ユニットを回復させる時、１補給ポイント

を投入するごとに、ダイスの目を１減少させ
ます。したがって、第一艦隊の修理では３補
給ポイントを消費すれば必ず回復します。

11 増援
日本軍の増援は、規定のターンに決められた

エリアに完全状態で登場します。

第三軍（第１ターンにエリア 02 に登場）
第四軍（第２ターンにエリア 07 またはエリ

ア 12 に登場）
鴨緑江軍（第５ターンにエリア 12 に登場）

増援が登場するエリアに他のユニットが存在
する場合、増援ユニットが登場できるように
なるまで登場は延期されます。

ロシア軍の増援はすべて盤外に配置します。
ロシア軍の増援は補給ポイントを消費するこ

とで登場します（１補給ポイントで損耗状態、
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２補給ポイントで完全状態）。西方支隊は１
補給ポイントで登場します。
ロシア軍の増援はエリア 25 に登場します。

エリア 25 が日本軍に占領されている場合は、
ロシア軍は増援ユニットを登場させることが
できません。
ロシア軍は１ターンにつき１ユニットのみ増

援を登場させることができます。

12 艦隊作戦フェイズ
●バルチック艦隊の移動
各ターンの艦隊作戦フェイズの最初に、バル

チック艦隊の移動判定を行います。
ダイスを１個振り、その目が１の場合は２マ

ス、２～５の場合は１マス進みます。６の場
合は移動しません。
移動の結果、「黄海」マスに入ったら、その

ターンに黄海に現れます。バルチック艦隊ユ
ニットを「バルチック艦隊航海」チャートか
ら取り除き、「艦隊作戦チャート」の黄海に
配置します。

●強行軍
バルチック艦隊の移動判定の際、ゲーム中に

１回だけダイスの目を自動的に「１」にする
ことができます（ダイスを振る前に宣言しま
す）。
ただし、この選択をした場合にはバルチック

艦隊のユニットは損耗状態となります（ウラ
ジオストック帰港後に修理は可能です）。
強行軍によってバルチック艦隊が損耗状態と

なっても、日本軍は１ＶＰを得ることはでき
ません。

●日本近海の作戦
艦隊作戦チャート上にある円で囲まれた「黄

海」および「日本海」を「海域」と呼びます。
また、「佐世保」「舞鶴」「旅順」「ウラジ

オストック」を港エリアと呼びます。
両軍とも海上ユニットを動かし、必要に応じ

て戦闘を解決します。
損耗状態の海上ユニットも出撃は可能です。

出撃は任意であり、出撃しなくても構いませ
ん。
先にロシア軍から海上ユニットを動かします。

その際、旅順にいるユニットは黄海に、ウラ
ジオストックにいるユニットは日本海または
黄海に移動することができます。

次に、日本軍が動かします。佐世保のユニッ
トは黄海に、舞鶴のユニットは日本海に動か
します。
その際、敵海上ユニットが存在しなければさ

らに移動しても構いません（例：日本海にロ
シアの海上ユニットがいなければ、舞鶴のユ
ニットは黄海まで移動可能です）。
両軍が同一海域に存在する場合は戦闘を解決

します。
戦闘の解決方法は基本的に陸上戦闘と同じで

すが、補給ポイントは消費しません（消費で
きません）。
海上戦闘では攻撃側および防御側という立場

はありません。また、海上戦闘の解決ための
ダイスは同時に振ります。
同一海域に味方が複数ユニットいる場合は、

それぞれについてダイスを振ります。

損害が発生した海上ユニットは裏返して損耗
状態となり、ただちに出発した港エリアに戻
します。

損耗状態のユニットが１損害を被った場合、
または一度の海上戦闘で２損害を被った場合、
その海上ユニットはゲームから取り除かれま
す。

同一の海域で複数ユニットが損害を被った場
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合、損害の適用は所有プレイヤーが割り振り
ます。

例：黄海に旅順艦隊とウラジオ艦隊が存在す
る時に、ロシア軍が１損害を被りました。ど
ちらのユニットに損害を割り当てるかはロシ
ア軍プレイヤーが決定します。

13 補給
両軍のプレイヤーは、毎ターンそれぞれの条

件に応じて補給ポイントを獲得します。
補給マーカーを補給ポイント記録トラック上

の正しい位置に動かします。

●日本軍の補給
日本軍が毎ターン得られる補給ポイントは、

制海権を得ている海域によって変化します。
海上戦闘の終了後、各海域に置かれているユ

ニットの状況に応じて補給ポイントを獲得し
ます。

★黄海
ロシアの海上ユニットのみがいる ０Ｐ
ロシアの海上ユニットが存在しない １Ｐ
日本・ロシアの海上ユニットがいる 1/2ｄ

Ｐ（端数切り上げ）
日本の海上ユニットのみがいる １ｄ＋１Ｐ

※ｄ＝6 面体ダイス

1/2ｄＰの場合、ダイスの出目が 3 だとする
と 3÷2＝2 補給ポイントとなります。
１ｄ＋１Ｐの場合、ダイスの出目が 3 だと

すると 3＋1＝4 補給ポイントとなります。

★日本海
日本の海上ユニットが存在しない ０Ｐ
日本・ロシアの海上ユニットがいる １Ｐ
日本の海上ユニットのみがいる ２Ｐ

●ロシア軍の補給
ロシア軍の補給ポイントはダイスを１つ振り、

その値と同数を獲得します。

●直訴
ロシア軍はゲーム中に１回だけ、追加の補給

を得ることが出来ます。
ロシア皇帝に直訴することを宣言し、追加の

補給のためにダイスを１個振ります（遼陽の
占領に関係なく 1 個のみです）。
この宣言は通常得られる補給ポイント数を確

認した後でも構いません。
ダイスの目が追加で獲得できる補給ポイント

です。

●遼陽の占領
日本軍が一度でも遼陽エリアを占領したら、

それ以後、ロシア軍は補給判定のためにダイ
スを２個振り、そのうちのどちらかを選択で
きます。
２個のダイスの目が同じだった場合は、２個

の合計値分の補給ポイントを獲得します。

例：両方とも６だった場合は 12 ポイントを獲
得します）。

日本軍による遼陽占領の効果は、
その後にロシア軍が遼陽を取り返
したとしても継続します。このこ
とを示すために、日本軍が遼陽を

占領したらただちにターンマーカーを裏返し
てこれを示します。

14 艦艇帰還
両軍の補給ポイントの獲得後、海域にある海

上ユニットをそれぞれの港エリアに戻します。

海上ユニットの帰還はロシア軍から行います。
両方の海域に日本の海上ユニットが存在しな
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い場合、旅順艦隊はウラジオストックに帰還
しても構いません。

バルチック艦隊が初めて黄海に登場したター
ンは、除去されていなければ必ずウラジオス
トックに帰還します（戦闘結果および日本軍
海上ユニットの状況に関係なく）。
その際、旅順艦隊も出撃していた場合には、

一緒にウラジオストックに帰還します。

日本の海上ユニットはどちらの港エリアに戻
してもかまいませんが、１港エリアには１ユ
ニットしか置けません。

15 西方支隊
このユニットはロシア軍の騎兵部隊を表して

います。
西方支隊ユニットは２移動力を有しています。

したがって、１移動フェイズに２エリア移動
できます。ただし敵のいるエリアに入ること
はできません。
西方支隊ユニットに対して戦術カードの「ミ

シチェンコ」を使用した場合、移動力は３に
なります。
西方支隊ユニットのみ、他のロシア軍ユニッ

トと同じエリアに置くことができます。
同じエリアにいる西方支隊ユニットとロシア

軍ユニットが損害を被って損耗しなければな
らない時は、どちらのユニットを損耗させる
か（またはゲームから取り除くか）はロシア
軍プレイヤーが決定します。
西方支隊と同じエリアにいるロシア軍ユニッ

トが退却する場合には、西方支隊ユニットも
同じエリアに退却します。

16 戦術カード

陸上カード 海上カード

両プレイヤーは終了フェイズにおいて、１補
給ポイントを消費することで戦術カードを１
枚購入することができます。
カードの購入は日本軍プレイヤーから先に行

いますが、１枚購入したら（またはパスした
ら）購入の権利はロシア軍プレイヤーに移り
ます。そしてロシア軍プレイヤーが１枚購入
したら、購入の権利は再び日本軍プレイヤー
に移ります。
一度購入をパスしたら、そのターン中は購入

の権利を失います。
こうして交互に戦術カードを購入していきま

すが、１ターン中に相手より２枚以上多くの
カードを購入することはできません。言い換
えるなら、相手プレイヤーと同数か、もしく
は１枚多い枚数まで購入することができます。

例：日本軍プレイヤーはまず１枚、戦術カー
ドを購入しました。続いてロシア軍プレイヤ
ーも１枚購入しました。次に、日本軍プレイ
ヤーは購入するかどうかを決めます。もしこ
の時、日本軍プレイヤーが購入しなければ、
ロシア軍プレイヤーはあと１枚だけ購入する
ことができます。

戦術カードは使用するまで内容を隠して保持
しておくことができます。
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日本軍は日本の国旗が書かれている側、ロシ
ア軍はロシアの国旗が書かれている側の内容
でカードを使用できます。
１度に使用できるカードの枚数に制限はあり

ません。また、カードは何枚保持していても
構いません。
戦闘時に使用する戦術カードは、戦闘解決の

ダイスを振る前に使用を宣言します（例外：
機関銃）。宣言は攻撃側が先に行います。
海戦で使用するカードはロシア軍から先に宣

言します。
それ以外の戦術カードは、相手のプレイヤー

ターンも含め、任意のタイミングで使用でき
ます。
すべての戦術カードは使い捨てです。１度使

用されたカードは、そのゲーム中には使用で
きません。

《内容物》
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

・駒 22 個
・カード 14 枚（63mm×89mm）
・マップ１枚
・ルールブック１冊
・ダイス２個

※ヒットマーカー２個はおまけです。戦闘時
のカウント用にご自由にお使いください。

デザイナーズノート
『日露戦役』のコンセプトは「何をするにも

補給が必要」というものです。
というのも、私自身は日露戦争とは補給が最

大のポイントだったと考えているためです。
どんな戦争でも補給は重要なのですが、とり

わけ日露戦争はそうだったと思っています。
そのため、日本軍は制海権を確保しなければ

ならず、旅順艦隊が壊滅するまでは常に不安
定な補給に悩まされることでしょう。
一方、ロシア軍もまた、たった一本のシベリ

ア鉄道に頼らなくてはなりませんでした。そ
のため、やはり補給が潤沢とはいえません。
つまり、本作はいかに補給を確保するか、そ

してそれをどうやりくりするのか、という点
がもっとも重要と言えます。
ただ、初期のバージョンではユニット数とエ

リア数が少ないことから、行動選択の幅が少
なく、史実に近い展開にはなるものの、やや
面白みに欠けるところがありました。
そこでテストプレイでの意見も参考にしつつ、

戦術カード（最初はカードの代わりにチット
でした）を取り入れ、ゲームとしての面白さ
を増やす方向で修正を行いました。
結果として、この戦術カードの導入は補給ポ

イントの使い途を増やすことになり、良い意
味でプレイヤーを悩ますことになったと自負
しています。
最後にテストプレイにお付き合いいただいた

方々、マップデザインを快く引き受けてくだ
さった中黒靖さま、そしてお買い上げいただい
た皆様に感謝致します。

ゲームデザイン：堀場わたる
マップデザイン：中黒靖

イラスト：たちばないさぎ
© 2018 堀場工房
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プレイの例

●第１ターンの例
日本軍 第１移動フェイズは移動できるユニッ
トが事実上いないのでパスします。
続く戦闘フェイズで、日本軍は２カ所で攻撃

を行うことにしました。

まず、第一軍がエリア 11 のシベリア第２軍
団に対して攻撃します。日本軍は２補給ポイ
ント（２ＳＰ）の投入を宣言し、それを聞い
たロシア軍は１ＳＰの投入を宣言しました。
同時にダイスを振り、日本軍の出目は「３・

１・６」で２ヒット、ロシア軍は「３・２」
で１ヒットとなります。
その結果、シベリア第２軍団は差し引き１損

害となります。
ロシア軍はこの戦闘では防御側なので、最初

の損害は退却で消化しなければなりません。
そのため、シベリア第２軍団をエリア 10 へ退
却させます。

続いて、第二軍がエリア 04 のシベリア第１
軍団を攻撃します。日本軍は１ＳＰの投入を
宣言し、ロシア軍は補給ポイントを使いませ
んでした。

そしてダイスを振った結果、日本軍は２ヒッ
トとなり、反対にロシア軍の反撃は空振りに
終わりました。その結果、シベリア第２軍団
は２損害となり、エリア 05 に退却したうえで、
ユニットを裏返して損耗状態となります。

日本軍第２移動フェイズで、第一軍はエリア
11 に、第２軍はエリア 04 に前進します。こ
の時、第三軍はまだ上陸していないことに注
意してください。

次にロシア軍の第１移動フェイズです。ロシ
ア軍は戦線の穴を塞ぐため、第１軍団をエリ
ア 09 に移動させます。また、補給ポイントが
少ないために戦闘は行わないことにします。
ここでロシア軍は、前に出て守るか、後ろで

守るかを決めなければなりません。
日本軍の前進を遅らせるのであれば、第１軍

団をさらに前進させてエリア 06 に入れるのも
いいでしょう。反対に、増援を待って後方で
守るのであれば、シベリア第１軍団をエリア
08 に移動させる選択もあります。
悩んだ末に、第２移動フェイズにロシア軍は

第１軍団をエリア 06 へ移動させました。
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次に回復／増援フェイズです。
日本軍は回復させるユニットがないので、増

援の第三軍をエリア 02 に上陸させます。
続いてロシア軍は、先の戦闘で損耗状態にな

ったシベリア第１軍団を回復させます。１Ｓ
Ｐを消費してユニットを表にします（補給ポ
イント記録トラックのロシア軍補給マーカー
を１マス左に動かします）。
さらにロシア軍は増援も登場させることにし

ました。１ＳＰを消費して、エリア 25 に第
10 軍団を損耗状態で登場させます（どのユニ
ットを登場させるかはロシア軍プレイヤーの
任意です）。
これらの結果、ロシア軍の補給は１ＳＰとな

りました。

艦隊作戦フェイズでは、まず最初にバルチッ
ク艦隊の移動を判定します。ダイスを１個振
った結果は「２」だったので、１マス進めて
ダカールまで移動させます。

次に、ウラジオ艦隊を日本海へ、旅順艦隊を
黄海へ出撃させます。どちらの艦隊も出撃は
任意ですが、出撃させないと日本軍の補給ポ
イントが増えてしまうため、リスクを冒して
出撃させることにしました。
一方、日本軍も第二艦隊を日本海に、第一艦

隊を黄海に出撃させます。

戦闘の順番に決まりはありませんが、ここで
は日本海から先に戦闘を解決します。

海上戦闘では補給ポイントは使わず、両プレ
イヤーともダイスを１個しか振れません。
ウラジオ艦隊の出目は「２」、第二艦隊の出

目は「３」でした。この結果、お互いに損害
は与えられません。そのため、ウラジオ艦隊、
第二艦隊ともにその場に残ります。
黄海の海上戦闘では旅順艦隊の出目が「４」、

第一艦隊の出目は「１」でした。その結果、
旅順艦隊は損傷となり、ユニットを裏返して
ただちに旅順港エリアに戻します。

終了フェイズでは、まず最初に両軍の補給判
定を行います。
各海域の状況を見ると、日本海では両軍の海

上ユニットが存在しているため、日本軍は１
ＳＰを獲得します。また、黄海は日本軍しか
いないため、１ｄ＋１ポイントがもらえます。
そのためダイスを１個振ったところ、出目は
「４」でした（４＋１で５ＳＰ獲得）。
この結果、日本軍がこのターンに獲得した補

給ポイントは６ＳＰとなります。ただちに補
給マーカーを６マス分動かします（９ＳＰ→
15ＳＰ）。
次にロシア軍が補給のためにダイスを１個振

ります。出目は「４」でした。その結果、ロ
シア軍の補給ポイントは残っていた１ＳＰと
合わせて５ＳＰとなります。ロシア軍プレイ
ヤーは「直訴」はまだ時期尚早と考え、見合
わせることにしました。

次に、艦隊作戦チャート上にある海上ユニッ
トをそれぞれの港エリアに戻します。

このターン、日本軍が獲得したＶＰはなかっ
たので、ＶＰマーカーはそのままです。

最後に戦術カードの獲得を行います。
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まず日本軍は１ＳＰを払って１枚購入します。
次にロシア軍が購入できますが、補給ポイン

トが少ないため、購入を断念しました。ロシ
ア軍が購入しなかったため、日本軍もこれ以
上の購入はできません。

以上で第１ターンが終了です。ターンマーカ
ーを「２」のマスに進め、第２ターンを始め
ます。

●旅順攻略の例
第２ターンの日本軍戦闘フェイズにおいて、

エリア 02 の第三軍が旅順エリアを攻撃します。
第三軍は２補給ポイントの投入を宣言しまし

た。旅順守備隊はロシア軍の補給ポイントの
残量に関係なく、補給ポイントを投入できま
せん。

第三軍が振ったダイスの出目は「１、１、
４」で２ヒットです。一方、旅順守備隊はダ
イスを１個振り、出目は「２」だったので１
ヒットです。
この結果、旅順守備隊は１損害を被ったので

「旅順要塞トラック」の守備隊ユニットを
「２」のマスに動かします（日本軍が与えた
ヒット数に関係なく、１ヒットでも出れば旅

順守備隊は１損害を被ります）。
一方、第三軍も１損害を被ったため、ユニッ

トを裏返して損耗状態とします（日本軍は２
ヒット、ロシア軍は１ヒットですが、旅順要
塞の戦闘ではお互いのヒット数を差し引きし
ません）。
このターンの回復フェイズにおいて、第三軍

は１補給ポイントを消費して回復します。第
三軍のユニットを表に戻します。
しかし旅順守備隊は補給ポイントを消費して

回復することはできません（戦術カードの
「コンドラチェンコ」を使用すれば１マス分
だけ回復できます）。

第３ターン、日本軍は一気に攻略することを
決意します。
まず、日本軍戦闘フェイズにおいて再び２補

給ポイントを投入してダイスを３個振ります。
結果は「１、１、１」で守備隊は１損害を被
ります。守備隊を「１」のマスに動かします。
守備隊の反撃結果は「２」で第三軍も１損害

を被り、損耗状態となりました。

この状況で、日本軍は「児玉源太郎」カード
の使用を宣言し、さらに「28 ㎝砲」カードも
投入しました。このため、２回目の戦闘が可
能となり、さらに自動的に１ヒットを敵に与
えます。補給ポイントは投入せず、ダイスは
１個だけ振り「４」が出ました。ダイスによ
る攻撃は外れましたが、「28 ㎝砲」による１
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ヒットがあるので、守備隊は１損害を被り、
壊滅します。

しかし、このタイミングでロシア軍は「機関
銃」カードを使用しました。このため１ヒッ
トが無効となり、結果として壊滅を免れます。

一方、守備隊の出目は「１」でした（壊滅し
たかどうかに関係なく、戦闘は同時に解決す
るので、いずれにしてもダイスは振れます）。
このため第三軍は１損害を被り、ユニットは
除去されます。
続く日本軍の第２移動フェイズでエリア 02

に日本軍ユニットを移動させないと、回復フ
ェイズにおいて旅順守備隊は１段階（１マス
分）回復することになります。

初期配置図
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