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と同じだからというわけではないだろう
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第 1 軍を主力と考え、相模湾方面にはわ

艦砲射撃や航空攻撃は、ルールの複雑
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る。計画では、第 8 軍は第 36 軍の展開を

地はルール化せず、米軍の火力支援はユ

その代わりに市街地はジャングルや山岳

阻止するために北上することとなってい

ニットの戦闘力に含めることとした。
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『サムライ・サンセット』
ではユニット

トが大きくなり、
そこで防御した際、地形

1 軍は東京市街地に勝利得点が与えられ

化された日本海軍の特攻兵器（蛟龍や海

効果が不利に働く。これは日本軍による
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システムが正常に機能している状態を表

もし日本本土上陸作戦が実際に行わ

ることとなっていたが、さすがにそれは

している。進撃ペースが速いと司令部が

れていたら、その後の歴史は大きく──

困難と判断した。特に第 1 軍の作戦正面

追いつくことができず、この特典が受け

そしてどちらかと言えば不幸なほうに

には江戸川と荒川があり、二度も渡河作

られなくなる。補給線が伸びたため、兵

変わったに違いない。その意味におい

戦を強いられる。米軍の攻勢がそれで頓

站上に支障が生じることになるのであ
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挫することはないが、進撃ペースが鈍る

る。

軍事的要素のみを切り出しており、そこ

ことは大いに考えられる。第 8 軍の場合

日本軍戦車部隊の戦闘力、移動力が変

から何故、本土決戦が行われなかったの

は進撃方向と平行に多摩川が流れている

動制なのは、米軍の航空攻撃を反映して

かを類推できるのではないかと考えてい

ため、
これが障害になることはないが、西

のことである。ヨーロッパの戦場でドイ

る。本作を通じて今一度、太平洋戦争が

側面に丘陵地帯が広がるために攻撃正面

ツ軍装甲師団がヤーボにひどい目に遭わ

いかなる戦いだったのかを考える機会を

が制限される。日本軍による決死の抵抗

されたことを考えると、とても日本軍戦

持っていただければ幸甚である。

も考慮して、これらの障害物を突破する

車師団が有効な戦力として運用できたと

のに 1 カ月程度かかると想定した。

は考えにくい。また当時、日本軍の主力
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