
国防軍の夜-1935- 「ルール詳細」 

◆内容物 
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将官×４６枚 部隊マーカー×３１枚

「装甲軍」×８枚　 「歩兵軍」×１２枚

「空軍」×１０枚 「SS軍」×１枚

イベントカード×２３枚

戦線カード 情勢カード
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ドイツ本国

要職カード×３枚

勲章マーカー（勝利点）３種×各１０枚 影響力マーカー×３０枚

(敵)増援マーカー×６枚 工業力マーカー×２枚

スタートプレイヤー 
マーカー



◆コンポーネントの見方 
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必要コスト
優先戦線

「要職」(全３色) 
・要職処理時に優先的にその要職を獲
得することができる（複数プレイヤー

がいる場合はダイス勝負） 
・猟官フェイズで相手の対応する要職
を獲得する際に、相手よりもこの色の
マークが多ければダイスの目に＋１（自
分が防衛時でも同じ効果を得る）

「政府支持者」 
・相手の場を対象にダイスを振る場合、
相手よりもこのマークが多ければダイ
スの目に＋１。（自分が防衛時でも同

じ効果を得る） 
・このマークを一番多く持っているプ
レイヤーはSS軍を自派閥に加える。
（追い抜いたタイミングで所有者が変

更される。

「黒い楽団」 
・共通の場を対象にダイスを振る場合、
相手よりもこのマークが多ければダイ

スの目に＋１。 
・このマークを持っていればクーデター
発動チェックを行うことができる。

「機甲指揮官」 
この将官が機甲軍を率いている場合 

「5」「6」が大戦果（2ヒット）になる。

西部戦線

東部戦線

イタリア・北アフリカ

以下はイベントカード「国防軍最高司令部」が 
場に出てから効果を発揮する。

「歩兵指揮官」 
この将官が歩兵軍を率いている場合 

「5」「6」が大戦果（2ヒット）になる。

「軍事の天才」 
この将官の戦闘において１回だけダイスの振り直し

ができる。

能力

将官の背面に彩られている色は「優
先戦線」を表す。「優先戦線」は３
色あり、それぞれ同じ色の戦線カー
ドに対応している。同じ色の戦線カー
ドにその将官が出撃している場合、
同じ種類の軍を率いているその色を
持っていない将官よりも先に行動す
ることができる（優先戦線効果）。



 
 

  /  4 15

➕ 初期の山札カード 
緑色は「フランス」が
山札に入ったら取り除

く。

（旗）占領効果 
【～】でカード名が記載されている場合、 

その対象イベントカードを山札に入れてシャッフルする。 
部隊が描かれている場合は、その部隊を共通の場に置く。 
工場の場合、工業力マーカーをひとつドイツ本国に置く。

（敵空軍値） 
自空軍が多いとボーナス 
少ないとペナルティ

（敵戦闘値） 
数値以上→勝利/占領 
半分以上→現状維持 
半分未満→敗北 
敗北時は次フェイズ 
「本国戦」発生 
※要職処理も行う 

（テキスト） 
出現時内容の効果を処理。

勝利点（獲得勲章点） 
勝利時に、一番ヒット数
の多いプレイヤーが金十
字に書かれている数の勲
章マーカーを得る。銀十
字がある場合、二番目に
ヒット数が多かったプレ
イヤーがその数だけの勲
章マーカーを得る。

猟官フェイズ獲得コスト： 
装甲軍２点 
歩兵軍１点

生産フェイズで生産して場に出すときの必要工業力はす
べて１点です。SS軍は「政府支持者」の効果でしか誰か

のコントロール下には置かれません。 
空軍はどのプレイヤーも獲得することはできません。

影響マーカーは猟官フェイズにキューブと組み合わせて
コストの支払いに使用します。 

影響マーカーはプレイヤー間で譲渡することができます。



◆世界情勢　ー時代背景ー 
　第一次世界大戦の結果、ドイツ帝国は解体され多くの領土・植民地を奪われ、多大な賠償金を
課せられ大国の地位から転落しました。 
　しかしながら1920年代の混乱を乗り越え、1930年代にドイツ国に強力な指導者が現れます。 
　その指導者は列強との前大戦での取り決めを破棄すると、ドイツ国を再び大国にすべくさまざ
まな政策を実行に移していきます。 
　そのひとつに当時弱体化されていた国軍の復活が行われます。 

　『再軍備宣言』 

　1935年に公布されたこの宣言により、主に歩兵戦力を持たなかったドイツ国の軍事組織は「国
防軍」と名を変え、戦車や航空機を有する先進的な軍隊へと変身していきます。 
　第一次世界大戦の敗戦で冷遇されていた軍人たちは、この指導者の決定をを喜びました。しか
しその一方で、過度な軍拡が周辺諸国や列強との軋轢を生み、新たな大戦の引き金になると危惧
する政治家や将軍の一派は指導者のその行動を批判します。 
　軍備を取り戻したドイツ国は失われた領土を奪還すべく、旧領を獲得した周辺国への圧力外交
を始めます。 
　そしてその一部は紛争という形で戦闘となることもありました。将軍たちはようやく自分の出
番が来たとばかりに戦地に赴き戦いに挑みます。 
　小さな火種は次第に大きくなっていきます。 
　新たな欧州全体を巻き込む戦争の足音はゆっくりと、そして確実に近づいていました。 
　果たして欧州の、そしてドイツ国の運命はどうなってゆくのでしょう……。 

◆ゲーム開始準備 
１）初期配置として「ドイツ本国（工業力２点分）」と「歩兵軍」４つを共通の場に配置してく
ださい。 
２）イベントカードの中から左上に十字マークの付いている「イベントカード」８枚（ラインラン
ト進駐、オーストリア併合、スペイン内戦、ミュンヘン会談、国防軍最高司令部、チェコスロバキ
ア、ノルウェー、ポーランド）をよく切り山札にします。 
３）ランダムな方法でスタートプレイヤーを決めてください。 
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初期配置



４）スタートプレイヤーは「スタートプレイヤーマーカー」を受け取り、そのプレイヤーから順番
に将官の山から４枚将官をめくり、コスト３点分の将官を手元にオープンに置き、残りは山札に
返してシャッフルを行います。 
５）ひとり同色のキューブを２つずつ所持してください。（２人プレイの場合は２色４個を所
持） 
６）「要職処理」を行った後、第一ターンを開始します。 

※要職処理 
　要職が誰の物でもない場合即座にこの処理を行います。要職とは「陸軍総司令官」「参謀本部
総長」「国内予備軍司令官」の三職を指します。 
要職処理が発生した場合、下記の優先度で要職を獲得するプレイヤーが決定されます。 
１）要職アイコン付き将官を持っているプレイヤーが一人しかいない場合は、そのプレイヤーが
優先して獲得。その要職は該当アイコンを持った将官にセットします。（この将官は部隊を率いる
ことはできません） 
２）複数いる場合はダイスをひとつずつ振り、目が大きいプレイヤーがその将官にセットする。 
３）要職アイコン付き将官がいない場合は、すべてのプレイヤーがダイスを振り目が大きいプレイ
ヤーが任意の自将官にセットする。 
※要職は常にどれかの将官にセットされています。獲得を辞退することはできません。 

◎ターンの流れ 
↓回復/生産フェイズ↓ 
↓猟官フェイズ↓ 

↓イベント処理フェイズ１↓ 
↓イベント処理フェイズ２↓ 

※クーデター/英仏開戦チェック↓ 
→次のターンへ（スタートマーカーを左隣プレイヤーに渡す）← 

◆回復/生産フェイズ 
回復 
　工業力0.5を消費して「再編成中」状態の部隊を通常状態に戻すことができます。（第１ターン
は再編成中の部隊は存在しないのでこの処理を飛ばします） 
順序 
　１）「SS軍」は無条件に工業力0.5を消費して通常状態に戻します。 
　２）「国内予備軍司令官」は任意の「再編成中」の軍を回復させることができます。 
　３）各プレイヤーは猟官部隊コスト分（歩兵軍１点、装甲軍２点）の影響マーカーを消費して
「再編成中」の部隊を回復することができます。 

生産 
　新規に部隊を生産することで軍を増強することができます。ただし生産は軍の管轄外（軍需省
管轄）なので、生産される部隊は常にランダムです。 
順序 
　１）「国内予備軍司令官」は残った工業力の数(端数切捨)だけランダムに部隊（歩兵軍・装甲
軍・空軍）を共通の場に出します。（強制） 
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　２）戦線カードが場に存在している場合、それぞれの戦線の戦力を１増やしてください。（敵
国が援軍を送ったことを表します。「増援マーカー」を使用してください） 
　３）共通の場に将官が１０枚未満の場合、１０枚になるように将官の山から表にして並べてく
ださい。 
※「SS軍」は生産はされません。イベントカード「国防軍最高司令部」が場に出るまでは箱にし
まっておいてください。その後の「SS軍」は常に誰かのプレイヤーの所有されています。 

例：第１ターンの場合、工業力が２点なので、共通の場に２個分の部隊を置いてください。工業力
はイベントカードを引いているうちに増加していきます。（最大６工業力） 

◆猟官フェイズ 
各派閥が部隊や司令官を勧誘していることを示しています。
このフェイズでは各プレイヤーが「プレイヤーキューブ」や「影響力マーカー」を支払って、下記
の３つのアクションを行うことができます。すべてのアクションは複数回行うことができます。
　A）将官 / 部隊 / 要職を獲得する。（共通の場、および相手の場）
　B）「影響マーカー」を獲得する。
　C）予備役状態（裏向き）の将官を復活させる。
各プレイヤーは１回ずつアクションを選択し、時計回りにキューブを置いていきます（３人以上
プレイの場合２巡、２人プレイの場合４巡）
　すべてのプレイヤーのアクション終了後、その置いていた対象物を獲得します。複数プレイヤー
が同じ将官/部隊にキューブ置いていた場合、競合状態となり競合チェック（後述）を行います。
また相手プレイヤーの部隊や将官を対象としていた場合も成功チェック（後述）を行います。 
それらがすべて終わってそれぞれの獲得物の所有者が確定してから部隊/要職と将官を組み合わせ
ます。要職の場合はそのアイコンの描かれた将官を必ず優先的に配置させてください。部隊が余る
場合は共通の場に 戻す必要があります。１将官につき１部隊/要職しかセットさせることはできま
せん。「SS」は将官を配置できない状態で所持します。 

A）将官/部隊/要職を獲得する。
「共通の場」や「他プレイヤーの場」にある将官/部隊/要職を獲得したり、予備役状態にしたりで
きます。

　1）「共通の場」の獲得したい将官or部隊に「プレイヤーキューブ」1つを置く。
　　「プレイヤーキューブ」を１コストとして数え、不足分の獲得したい将官/部隊のコスト分の
「影響力マーカー」を支払う。
　　→競合チェック後に、その将官or部隊を獲得します。

　2）「相手の場」の獲得したい部隊or要職に「プレイヤーキューブ」1つを置く。
　　「影響マーカー」1つを支払う。
　　→成功チェック後に、その部隊or要職を獲得する。
　　

  /  7 15



　3）「相手の場」の予備役状態にしたい将官に「プレイヤーキューブ」1つを置く。(「相手の将
官」は予備役に追いやることのみできます。予備役に追いやられた将官は裏返して復活するまで
部隊も要職も付けることができません) 
　　「影響マーカー」1つを支払う
　　→成功チェック後に、その将官を予備役状態（裏向き）にする。
　　
　このアクションを実行する際は、自分の手番では「プレイヤーキューブ」を対象の将官/部隊/要
職に置くのみとし、実際に獲得できるかどうか（または将官を予備役にできるかどうか）は全プ
レイヤーのアクションが終了後に決定します。（影響マーカーはキューブを置いたタイミングで事
前に支払います）
　先のプレイヤーが「プレイヤーキューブ」を置いた将官/部隊/要職に、後のプレイヤーが置くこ
とも出来ます。
　全プレイヤーのアクションが終了後、「共通の場」の1つの将官/部隊に「プレイヤーキューブ」
が複数置かれている場合、または「相手の場」を対象として「プレイヤーキューブ」を置いた場合
競合チェックを行います。

※競合チェック
・競合チェックが必要な将官/部隊/要職が複数ある場合、それぞれについて順に判定を行っていき
ます。その際の順番は「国内予備軍司令官」が指定してください。
・判定対象の将官/部隊/要職に「プレイヤーキューブ」を置いたプレイヤーは、それぞれダイスを
1つ振ります。
・自分のダイス目が相手のダイス目よりも高い場合のみ、その将官/部隊/要職を獲得（もしくは予
備役状態に）することができます。（引き分けの場合は振り直しを繰り返します）
・その際に「黒い楽団」アイコンを持つ将官の数が他のプレイヤーよりも多い場合、ダイスの目に
＋１することができます(ただしイベントカード「国防軍最高司令部」が場に出て以降)。 
・競合チェックに勝ったプレイヤーは対象物を獲得します。負けたプレイヤーは何も得るものは
ありません（消費したキューブも影響マーカーも戻ってきません） 

※成功チェック 
相手プレイヤーの場にキューブをおいている場合のみ解決します。 
・ルールはほぼ競合チェックと同じです。 
・キューブを置いたプレイヤーと置かれたプレイヤーはダイスを１つ振ります。 
・置いた側が高い目を出した場合、それが部隊/要職の場合は獲得することができます。将官の場
合は予備役に（裏返す）ことができます。 
・置かれた側が高い目を出した場合、なにも置きません。 
・成功チェックの場合は「政府支持者」を持つ将官の数が多いプレイヤーはダイスの目に＋１さ
れます。 
・成功チェックでも、複数のプレイヤーがキューブを置くことができます。

B）「影響力マーカー」を獲得する
「影響力マーカー」を即座に２つ獲得します。
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「プレイヤーキューブ」1つを支払います。

C）予備役状態（裏向き）の将官を復活させる
自分が所持している将官の内、予備役状態（裏向き）の将官を即座に表にします。
「プレイヤーキューブ」1つを支払う。

整理 
　すべてのプレイヤーの獲得物が確定した後、その部隊/要職と将官を組み合わせます。要職の場
合はそのアイコンの描かれた将官を必ず優先的に配置させてください。部隊が余る場合は共通の
場に戻す必要があります。１将官につき１部隊/要職しかセットさせることはできません。「SS」
は将官を配置できない状態で所持します。 

◆イベント処理フェイズ１・２ 
イベント処理フェイズは１ターンに２回行います。 

　１）イベントカードを山札から一枚表にし、そのカードの指示に従ってください。 
　２）戦線カードが場に残っている場合は「戦線解決」(後述)を行います。 
　３）戦線カードで「占領」(後述)が発生した場合は、その占領効果を解決してください。 
　※クーデター(後述)は本フェイズ中なら好きなタイミングで宣言することができます。 

※英仏開戦チェックについて 
　ゲーム開始時は圧力外交で領土併合を推し進めている状態を表し、列強（イギリス・フランス）
との緊張状態にあります。「開戦チェック」と記載されているイベントカードが出たらダイスを振
り、今出したカードと今まで出ている「英仏反感＋１」カード枚数を合計し、その値以下の目の
場合、山札に「フランス」を混ぜます。開戦状態は要職を持つ将官全て(３枚)を予備役にすること
で回避できます（１回のみ可）。フランスが山札に混ざった段階でイベントカードで左上の十字
マークが緑色のもの（ラインラント進駐、スペイン内戦、オーストリア併合、ミュンヘン会談）を
山札から除外します。 

・戦線解決 
戦線解決には「配置」と「戦闘」があります。 
配置 
　１）「陸軍総司令官」が「戦線配置スタートプレイヤー」を決定します。 
　２）「戦線配置スタートプレイヤー」から時計回りに場に出ている戦線カードに対して部隊を 
　　　配置します(このとき自分の部隊とわかるようにキューブを置いてください)。各プレイヤー 
　　　最大２つに部隊を分割して戦線カードに配置することができます(「ドイツ本国」も含めま 
　　　す)。プレイヤーは未配置の部隊を残してはいけません。（「再編成中」の部隊は「ドイツ 
　　　本国」以外に配置できません） 
　３）すべてのプレイヤーの配置が完了したら「陸軍総司令官」は「空軍」を各戦線に配置しま 
　　　す。「空軍」はなるべく各戦線で同じ「航空情勢」(後述)になるように配置してください。 
　４）「陸軍総司令官」は各戦線を指定します。その順番に「戦線解決」を行っていきます。 
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戦闘 
　各戦線に部隊の配置が完了したら「陸軍総司令官」が指定した戦線から順番に戦闘を解決して
いきます。 
　戦闘は部隊（歩兵軍・装甲軍・SS軍）１つにつき、ダイスをひとつ振ることで解決します。 
　ダイスの結果に応じて下記のヒット数を獲得することができます。 
　　６　　　　　「大戦果」２ヒットを獲得します。 
　　３・４・５　「戦果」１ヒットを獲得します。 
　　１・２　　　「失敗」０ヒットを獲得します。軍マーカーを裏返して「再編成中」にします。 
　そのヒット数の全プレイヤーの合計が戦線カードの陸軍戦闘力（歩兵のシルエットの付いた数
字）以上になった場合、その戦線は「占領」されたとみなされ、 
　１）１番多くのヒット数を出したプレイヤーは戦線カード左上の金色の地の鉄十字の数字だけ
勲章マーカーを獲得します。 
　２）２番めに多くのヒット数を出したプレイヤーは、（もし）戦線カード左上の銀色の地の鉄
十字の数字があれば、その数だけ勲章マーカーを獲得します。（ない場合は何も得ることができ
ません） 

　ダイスの結果は将官の能力と空軍の値によって変化します。 
将官能力 
「歩兵指揮官」が「歩兵軍」を率いていた場合、５でも「大戦果」（２ヒット）になります。 
「装甲指揮官」が「装甲軍」を率いていた場合、５でも「大戦果」（２ヒット）になります。 
「軍事の天才」の場合、ダイスの振り直しが１回できます。 

空軍の値 
自空軍の数と戦線カードの空軍値（飛行機のシルエットの付いた数字）によって、ダイスの結果が
変化します。 
　自空軍の数＞戦線カードの空軍値 
　　→　「２」でも「戦果」（１ヒット）になる。（優勢） 
　自空軍の数＝戦線カードの空軍値 
　　→　とくになし。（拮抗） 
　自空軍の数が戦線カードの空軍値より１少ない 
　　→　「３」でも「失敗」（０ヒット、再編成中状態（部隊を裏返す））（劣勢） 
　自空軍の数が戦線カードの空軍値より２以上少ない 
　　→　「３」「４」でも「失敗」（０ヒット、再編成中状態（部隊を裏返す））（劣勢） 

この状態を「航空情勢」ステータスとして、３つの段階に分けます。 
　「優勢」「拮抗」「劣勢」。陸軍総司令官は各戦線にまんべんなく空軍を配置する必要があり
ます。よって「優勢」と「劣勢」が混ざるような空軍配置は禁止します。（「拮抗」と「劣勢（２
以上少ない）」を混在させることは可能です） 

　　　　例：「D-DAY」の空軍力３、「空軍」×２の場合、「空軍」が１つ足りないので、 
　　　　　　１・２・３が「失敗」となります。 
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戦闘速度 
　戦闘には「戦闘速度」（行動順）という概念が存在し、戦闘速度は４つのセクションに分かれ
ます。戦闘は「戦闘速度」の速い順番に解決されます。 

　速度はまず兵種によって２つに分かれます。 
　　装甲軍＞歩兵軍　→　装甲軍は歩兵軍より速いセクションです。 
　 
　戦線カードの色と将官の背景色が一致している場合、その部隊は先に行動ができます。これを
「優先戦線効果」と呼びます。 
　優先戦線効果を持った将官の部隊＞ない将官の部隊　→　優先戦線効果を持った部隊の方が速
いセクションです。 

整理すると「戦闘速度」は下記の順番で解決されます。 
 
　　１）装甲軍＋優先戦線を持つ将官 
　　２）装甲軍＋優先戦線を持たない将官 
　　３）歩兵軍＋優先戦線を持つ将官 
　　４）歩兵軍＋優先戦線を持たない将官 
（SSは常に青と赤の優先戦線を持った状態
で処理します） 

　戦闘では「戦闘速度」が速いセクション単位で戦闘結果を確認し、「戦闘ヒット数」が戦線カー
ドの戦力値を上回ったセクションで、処理をストップします。それまでに出されたヒット数を合計
し、そのヒット数が多い順に戦線カードに書かれた勝利点の数だけ勲章マーカーを獲得します。
同点の場合は戦線配置スタートプレイヤーに近い順番のプレイヤーが優越します。（ただし同点の
場合常に第一の優先権を持つのは「陸軍総司令官」を持つプレイヤーです） 
※例：そのため仮に「３）優先戦線を持つ将官＋歩兵軍」までで戦線の陸軍戦闘力値を上回った
場合「４）優先戦線を持たない将官＋歩兵軍」の処理は行われません。 

 
 
実例： 
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１,２で戦闘 ３,４で戦闘 ダイス値を修正

参加部隊



 

「スペイン内戦」で例えます。 
まず、装甲軍は歩兵軍よりも先に処理されます。 
今回の「スペイン内戦」は青色の戦線なので、青色の背景を持つ将官に「優先戦線効果」が付き
ますので、それを持つ将官の部隊が先に処理されます。 
この場合、戦闘速度は 
１セクション：「グデーリアン(青赤)装甲軍」 
２セクション：「ハインリツィ(赤)装甲軍」 
３セクション：「リスト(赤)歩兵軍」、「SS軍」(SS軍は自動的に青赤の優先戦線効果を持ちます)
４セクション：「エッターリン(緑)歩兵軍」 
同じセクションはダイスを振って解決のタイミングは同じです。 
参加している「空軍」が２部隊で「スペイン内戦」の空軍値よりも大きいので、部隊のダイスは２
以上で成功となります。 
セクション単位で戦線を「占領」(後述)できたかを判定します。 
「スペイン内戦」の陸軍戦闘値は「１」なので「グデーリアン装甲軍」が１ヒット以上の成功を
出せば、そのタイミングでその戦線は「占領」となり、それ以外の部隊はダイスを振ることすら
できません。もし「グデーリアン装甲軍」が１ヒットを生み出せなかった場合、２セクションに
移動し、次は「ハインリツィ装甲軍」がダイスを振ることができます。 
もし「ハインリツィ装甲軍」も失敗した場合は、３セクションに移動します。 
ここで「リスト歩兵軍」と「SS軍」両方が１ヒットを生み出したとします。その場合「戦線配置
スタートプレイヤー」からの順番が近いプレイヤーが勲章点を得る優先権があります。 
もし「リスト歩兵軍」が１ヒットに対して「SS軍」が２ヒット（大戦果、クリティカル）を生み
出していた場合、ヒット数が多い「SS軍」を保持しているプレイヤーが優先権があります。 
どちらかが「陸軍総司令官」を持っている場合、常にそれを所持しているプレイヤーが優先権を
持ちます。 
すべての部隊がダイスを振っても戦線の陸軍戦闘値を超えない場合は「占領」は発生しません。 

戦闘結果 
結果に応じて戦線カードを処理します。 
戦闘の結果は以下の３パターンに分類されます。 
A）勝利：戦闘の全ヒット数が戦線カードの陸軍戦力値（＋増援マーカー）と同じ以上の場合、そ
の戦線カードは「占領」され、占領効果（旗マークの付いた右側のテキスト）を解決した後に取
り除かれます。 
・終戦判定は占領時の各イベントフェイズの終了時にダイスを振りその数字以下なら成功です。 
（例：D-DAY「終戦判定2/6」の場合、ダイスで「２以下」を出せばゲーム終了です） 
　※「ロシア北部」「ロシア中央」「ロシア南部」「北アフリカ」は３回占領しないと、占領し
たことにはなりません（つまりそれまでは場に残ったままです）。ただし勲章点は１度占領する
たびに獲得できます（つまり合計３回勲章点の獲得チャンスが存在します）。占領効果は３回目
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の占領で初めて発動させることができます。（何回占領したかは余っているマーカー等で記録して
ください） 
B）戦闘継続：もし戦線カードの戦力値の半分と同じかそれ以上の場合、その戦線カードは場に残
ります。 
C）敗北：もし戦線カードの戦力値半分未満の場合その戦線は敗北となり、要職を持つ将官はただ
ちに予備役となり「要職処理」を行います。またその戦線カードを「ドイツ本国」にセットしま
す。次のイベント処理フェイズに「ドイツ本国」は戦線カードとして場に出ます（数値は敗北した
戦線カードと同じです。占領した場合に獲得できる勲章点も同様です）。そのイベント処理フェ
イズ内に「ドイツ本国」を「占領」出来ない場合ゲームは全員敗北で終了します。(「占領」した
場合はゲーム続行です。ただしもうドイツ本国にセットされた戦線カードは取り除かれ出現しま
せん。※「ドイツ本国」での戦闘ではメインテキストの内容は無視します。つまり３回占領が必
要な戦線カードも１回で占領となります) 

空軍消耗チェック 
　最後に参加させた空軍の消耗チェックを行います。3以下の目が出た場合、その空軍は未生産の
場所に戻してください。ただし参加させた空軍が戦線の「敵空軍値」より多い場合、その差分は
判定する必要はありません。 

◆クーデター 
　クーデターを行うことで、ゲームを強制的に終了させることができます。 
　クーデターは「発動チェック」と「クーデター発動」の二つに分かれています。 
発動チェック 
　「黒い楽団」を持つ将官を１人以上持つプレイヤーはクーデターを宣言することができます
（ただしイベントカード「国防軍最高司令部」出現以降）。 
「１＋政府支持者アイコンの数」だけ影響マーカーを支払いダイスを振り、各プレイヤーが持って
いる「黒い楽団」を持つ将官の合計値以下の数値の目の場合クーデターを発動することができま
す。 

クーデター発動 
　発動チェックに成功した場合、クーデターを実行に移し、成功したかどうかの確認を行います 
　各プレイヤーは片手にキューブを握り、両手を前に突き出します。そして全プレイヤー同時に片
方の手を開きます。キューブを落としたプレイヤーは「クーデター派」となり、落とさなかった
プレイヤーは「鎮圧派」となります。 

　各プレイヤーは下記得点を足した上でダイスを振り、その合計を「制圧点」とします。 
　共通 
　・未配属orドイツ本国にいる将官１人につき１点。 
　・ドイツ本国にいる「歩兵軍」「装甲軍」につき１点。（再編成中も含める） 

　クーデター派 
・未配属orドイツ本国にいる将官が「黒い楽団」を持っている場合、その数だけ＋１点。 
・「政府支持者」を持つ将官は参加できない。 
　鎮圧派 
・未配属orドイツ本国にいる将官が「政府支持者」を持っている場合、その数だけ＋１点。 
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・「黒い楽団」を持つ将官は参加できない。 
・「SS」がドイツ本国に配置されている場合＋１点。 
各プレイヤーの「制圧点」を合計し、多い陣営の勝ちです。勝った陣営で一番多くの制圧点を生
み出したプレイヤーは任意のプレイヤーから５勲章点を奪うことができます。ただし鎮圧派は
クーデター派プレイヤーからのみ勲章点を奪うことができます。クーデター派が勝利した場合は
即座にゲームを終了し、得点計算を行います。鎮圧派が勝利した場合はゲームを続行します。一番
「制圧点」を生み出したプレイヤーは各クーデター派プレイヤーの任意の将官１人をゲームから
除去することができます（この将官はもうゲームに登場することはありません）。ただし除去で
きる将官はクーデターに参加した将官のみです。さらに「黒い楽団」を持つ将官を優先して除去
しなければなりません。 

クーデターまとめ 
まずクーデター発動チェックを行う。 
　発動コスト→　「１＋自派閥の「政府支持者」アイコンを持つ将官の数」分の「影響力マー
カー」を支払う。 
　ダイスをひとつ振る→　共通の場以外にあるすべての「黒い楽団」アイコンの値以下が出れば
チェック成功。 

クーデター 
　クーデター派と鎮圧派に分かれる。 
　ドイツ本国にある自分の部隊/将官/該当アイコン（クーデター派→「黒い楽団」、鎮圧派→「政
府支持者」）/国内予備軍司令官（どちらでも）/SS軍（鎮圧派のみ）の数＋ダイスひとつの値が
自分の制圧点になる。 
　制圧点の合計が多い陣営の勝利。 

クーデター派が勝った場合 
・陣営内で一番鎮圧点の高かったプレイヤーは好きなプレイヤーから５勲章点を獲得する（クー
デター派からでも構わない）。 
・即座にゲーム終了。点数計算および勝者確定。 

鎮圧派が勝った場合 
・陣営内で一番鎮圧点の高かったプレイヤーは好きなクーデター派のプレイヤーから５勲章点を
獲得する。 
・クーデター派のプレイヤー1人につき１将官をゲームから除外する。（ただし黒い楽団アイコン
が付いている将官を優先すること） 
・ゲーム続行。 

◆ゲームの終了 
　終戦判定成功/クーデターでゲーム終了となります。各プレイヤーの勲章マーカーの数字の合計
を出し合い、一番多い点数を持っているプレイヤーが勝利します。同点の場合は要職の数が多い
方、それでも同じ場合は所有する部隊の猟官コストの合計が多い方を勝者とします。 
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◆選択ルール 
５点サドンデス 
　各イベント処理フェイズ終了時に、１位のプレイヤーの勲章点が２位のプレイヤーより５点以
上ある場合、ゲームを終了します。 

戦線維持得点 
　戦線維持をした場合、戦線カードに書かれている銀色の勲章点の数字を１番ヒット数を出した
プレイヤーが獲得します。 

勲章独占 
　もし戦線に単一派閥の部隊しかおらず勲章点を獲得できる場合、１位と２位両方の点数を獲得
することができる。 

アメリカ参戦弱体化 
　もしアメリカ参戦が強すぎると感じる場合「各戦線の空軍値を＋１」を行わなくてよいです。 

国内予備軍司令官の権限強化 
　部隊生産の際に、部隊をランダムではなく国内予備軍司令官が任意に決めることができます（た
だし工業力分の部隊は必ず生産すること） 

終戦処理のタイミングを変更 
　終戦処理のタイミングを「各イベント処理フェイズ終了時」から「各戦線カードの占領時」に
変更します。（これにより陸軍総司令官の解決する戦線の順番が重要になってきます） 

クーデターのタイミング 
　クーデターを起動するタイミングを各イベント処理フェイズ終了時に変更します。（上ルールと
の組み合わせでクーデターよりも通常の終戦を優先させることができます） 
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