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＝＝＝　世界背景　＝＝＝ 
　第一次世界大戦の終息もつかの間、1920
年代末に全世界を襲った大恐慌は昭和日本
に大きな傷跡を残しました。列強各国はそ
れぞれの国内市場と強く結びつくことでそ
の不況を凌ぐも、有力な国内市場を持たな
い日本は情勢不安の中、軍人の台頭による
大陸進出が模索されるようになります。満
州国建国、国際連盟脱退と国際社会からの
非難をよそに大陸領土を拡大していく日本。
そんな綱渡りのような外交政策にも終わり
が見えてきました。ついに北京、盧溝橋に

て日本軍は中国軍と本格的な戦闘に突入し
たのです。 
　日本軍上層部は中国の軍事力を軽んじ大
陸へ増派を決定します。一方アメリカ、イ
ギリス、ソ連などアジアに利権を持つ国々
は中国の支援を開始します。 
　列強と事を荒立てたくないながら大陸の
利権を手放せない日本。そのジレンマの中
で日本が取る行動とは……？ 
　多くの国や軍部内での思惑が交錯する中、
東洋の新たなる覇者を決める戦いが始まろ
うとしています。 

＝＝＝　ゲームの目的　＝＝＝ 
　プレイヤーは1930年代～1940年代の
大日本帝国陸海軍の派閥のリーダーとなり、
自派閥の将官たちを活躍させて、多くの勲
章の獲得を目指します。 
　本ゲームで勝利するためには、まず自国
である「大日本帝国（日本）」が戦争に勝
利する必要があります。ゲームを『戦争勝
利』もしくは『ハル・ノート受諾』(後述)
の状態にさせ、一番勲章点を所持している
プレイヤーが勝利となります。 
　勲章点は「戦闘で勝利」「派閥カードの
条件を満たす」「戦艦部隊を保有」などに
よって得ることが出来ます。詳細は「ゲー
ムの終了」の項目を確認してください。 

＝＝＝　ゲームのスケール　＝＝＝ 
陸軍ユニット　軍・兵団規模 
海軍ユニット　戦隊規模 
１戦略ターン　１年 
１作戦ターン　半年 

＝＝＝　ゲームの準備　＝＝＝ 
「1937年キャンペーン(日中開戦)」と
「1941年キャンペーン(日米開戦前夜)」
を選択することができます。 
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～　共通　～ 
各プレイヤーの持ち物 
・キューブ２個（赤・青・黄・緑）(※２
人プレイの場合はキューブは２色４個使用
してください) 
・影響マーカー３枚 
・派遣部隊識別補助マーカー３枚 

～　1937年キャンペーン初期配置　～ 
■共通の場の日本軍(※補助マップの北太
平洋のエリアに置いてください) 
　　陸軍：歩兵軍x5 
　　海軍：航空戦隊x1、砲雷戦隊(戦
艦)x2、砲雷戦隊x2 
　　輸送力(陸海それぞれ)：２ずつ 
■米英軍(※米軍、英軍それぞれの戦力プー
ルに配置) 
　　反攻軍：西南太平洋方面軍(マッカー
サー)、東洋艦隊(サマヴィル) 
　　部隊：米空母部隊(提督なしの部隊)x3 
■中国軍(※中国軍戦力プールに配置) 
　　反攻軍：国民革命軍(蒋介石)、中国工
農紅軍(毛沢東) 
　　部隊：なし 
■ソ連軍 
　　反攻軍：極東ソ連軍(ヴァシレフス
キー) 
　　部隊：ソ連は部隊は存在しません。 

■日本の占領状態の作戦カード 
『日本本土』『朝鮮・満州』『台湾』『マ
リアナ/パラオ』『トラック』 
■使用可能カード 
『関東軍』『艦隊演習』 
■対米外交値　２(内閣総辞職による外交
値低下回避１回可能) 
■欧州戦況　０(スタート位置) 

～　1941年キャンペーン初期配置　～ 
■共通の場の日本軍 

　　陸軍：歩兵軍x9 
　　海軍：航空戦隊(ベテラン航空隊付
き)x2、砲雷戦隊(戦艦)x2、砲雷戦隊x4 
　　輸送力(陸海それぞれ)：4ずつ 
■米英軍 
　　（両キャンペーン） 
　　反攻軍：西南太平洋方面軍(マッカー
サー)、東洋艦隊(サマヴィル) 
部隊：米空母部隊(提督なしの部隊)x3 
■中国軍 
　　反攻軍：国民革命軍(蒋介石)、中国工
農紅軍(毛沢東) 
　　部隊：中国歩兵軍x5 
■ソ連軍 
　　反攻軍：極東ソ連軍(ヴァシレフス
キー) 
　　部隊：ソ連は部隊は存在しません。 

■日本の占領状態の作戦カード 
『日本本土』『朝鮮・満州』『台湾』『マ
リアナ/パラオ』『トラック』『中国沿岸
部(南京)』『インドシナ/タイ』 
■日本の占領点１の作戦カード 
『中国北部(北京)』『中国中部(武漢)』
（余っている影響マーカーを作戦カードの
上に置いて、占領点１の状態を表してくだ
さい） 
■使用可能カード 
『関東軍』『艦隊演習』 
■対米外交値　１(内閣総辞職による外交
値低下回避１回可能) 
■欧州戦況　４(フランス戦終了) 

※1941年キャンペーンの場合は、「ゲー
ム開始時にやること」完了後に猟官フェイ
ズとキューブ補充フェイズを３回ずつ行い、
その後にゲームをスタートします。 

～～～～～～～～～～～～ 
※輸送力は『参謀総長』『軍令部総長』の
要職カードと共に管理すると便利です。 
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※未使用の味方部隊、他国部隊はそれぞれ
１カ所にまとめて管理してください。他国
部隊はランダムに引くことが多いので何か
の容器か袋に入れることを推奨します。(な
くても遊べます) 

＝＝＝　ゲーム開始時にやること　＝＝＝ 
1, 派閥カードを選ぶ 
　各プレイヤーはよくシャッフルした派閥
カードをランダムに一枚獲得し、確認して
自分の場に伏せてください。(こちらは条
件を満たすことでゲーム終了時の勲章点に
追加されます) 

2, スタートプレイヤーを決定する 
　海軍将官の山を一枚引き、一番ハンモッ
クナンバー（右上の数字）の小さいプレイ
ヤーがスタートプレイヤーマーカーを受け
取ります。(同値の場合はコスト(桜マーク)
の大きいプレイヤー)。そのプレイヤーは
今後スタートプレイヤーと呼びます。ス
タートプレイヤーは毎戦略ターン終了時に
時計回りに移動します。先ほど引いた将官
は一度海軍将官の山に戻してシャッフルし
ます。 

3, 初期自派閥将官を選ぶ 
　各プレイヤーはスタートプレイヤーから
順番に陸軍将官及び海軍将官の山から３枚
ずつ引きます。その中からコストが合計で
５になるように自分の手元に置きます。あ
まった将官はそれぞれの山札に戻しシャッ
フルします。 

4, 要職をどの将官が獲得するか決定する 
　『陸軍大臣』→『参謀総長』→『教育総
監』→『海軍大臣』→『軍令部総長』の順
に初期の要職獲得将官を決めます。 
【要職決定手順】 

　要職とは陸海軍の軍令/軍政のトップの
ポストを指します。 
　陸軍から順番に要職をどの将官が獲得す
るかを決定します。これは各軍により選定
方法が少し異なります。 
■陸軍：①各要職獲得能力(陸軍大臣・参
謀総長・教育総監)を持つ将官が優先的に
獲得できます。複数いる場合はそれぞれダ
イスを１つ振り、大きい目を出したプレイ
ヤーの対象将官が獲得します(同数の場合
は振り直します)、②それで決まらない場
合、それ以外の陸軍将官を保有するプレイ
ヤーでその要職が欲しいプレイヤー同士で
ダイスを１つ振り大きい目を出したプレイ
ヤーの将官が獲得します(同数の場合は振
り直します)。③誰も欲しがらなかったor
獲得できなかった場合(要職を獲得すると
その将官は部隊をセットできないので、そ
れを避けるために発生する可能性がありま
す)、本土にいる陸軍将官の派閥影響力(各
陸軍将官は派閥影響力１点を保持していま
す。『東条英機』のみ３点)の合計が一番
高いプレイヤーがその要職の能力を『代行』
することができます。その場合はその要職
を将官にセットする必要はありません。そ
の要職は猟官フェイズにて共通の場の獲得
対象となります。 
■海軍：①③は陸軍と同じです。②につい
ては、ダイスを振らず、各将官のハンモッ
クナンバー(将官マーカーの右上の数値)で
決定します。ハンモックナンバーは低い数
値が強く、同数の場合はコスト(桜マーク)
が多い方が強いです。(それでも同じ場合
は補助値がついてます。『高木武雄』＞『角
田覚治』) 
　ハンモックナンバーが小さい順に、獲得
するかどうかを将官別に判断していきます。
誰も獲得しない場合は③の方法で決定しま
す。(各将官の派閥影響力は１点です。『井
上成美』のみ３点)。 
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4, 連合艦隊司令長官を決定する 
　海軍実働部隊の最高司令官です。連合艦
隊司令長官がいる戦域では、その将官より
高いハンモックナンバーの将官がいても、
常に連合艦隊司令長官の方が偉いです。 
　決定手順は海軍の【要職決定手順】と同
様です。ただし連合艦隊司令長官は要職と
は異なり、海軍部隊もセットして戦闘に参
加させることができます。誰も獲得しない
場合、軍令部総長が兼任します(軍令部総
長の役職カードの上に連合艦隊司令長官マー
カーを置いてください) 

5, 戦域総司令官の決定 
　戦域司令官とは『中国・関東軍総司令
官』、『南方軍総司令官』、『南太平洋軍
総司令官』の3職で、各戦域の陸軍最高司
令官です。(北太平洋は参謀総長が兼務し
ます) 
　戦域総司令官は、各戦域に初めて部隊が
移動が完了したタイミングで、【要職決定
手順】と同じ方法でその戦域内にいる陸軍
将官の中から決定してください(元帥を持
つ将官が優先されます)。戦域総司令官に
は部隊をセットして戦闘させることができ
ます。 
　誰も獲得しない場合、その役職は参謀総
長が代行します。(参謀総長の役職カード
の上に戦域総司令官マーカーを置いてくだ
さい) 
※もしその戦域司令官が別の戦域に移動し
た場合、新たな戦域総司令官を選び直して
ください。 

＝＝＝　ゲームの流れ　＝＝＝ 
戦略ターン(作戦ターン含む全体) 
①イニシアティブ確認フェイズ 

②生産フェイズ 

　・生産力確認ステップ 
　・補充ステップ(先手軍/後手軍) 
　・生産ステップ(先手軍/後手軍) 

③猟官フェイズ 

④キューブ補充フェイズ 

⑤敵軍生産フェイズ 
　・中国軍生産ステップ(２ターン目から) 
　・米英軍生産ステップ(戦時のみ) 
　・ソ連軍生産ステップ(戦時のみ) 

⑥作戦ターン(＊２回行う)  
⑥-１　大本営会議フェイズ 
　・(B-29終戦チェック) 
　・欧州戦況チェック 
　・対米英、対ソ連宣戦布告チェック 
　・米英外交チェック 

⑥-２　敵軍確認フェイズ 
　・反攻軍追加ステップ 
　・反攻軍前進ステップ 
　・敵部隊追加ステップ 

⑥-３　作戦決定フェイズ 
　・作戦決定ステップ(先手軍/後手軍) 

⑥-４　戦域移動フェイズ 
　・移動ステップ(先手軍/後手軍) 
　・独断専行ステップ 
　・敵部隊追加ステップ 

⑥-５　作戦解決フェイズ 
　・参加部隊決定ステップ 
　・戦闘解決ステップ 

※戦略ターン中いつでもできること 
　・要職解任要求(影響マーカー１を消費) 
　・キューブを影響マーカー３と交換。 
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　・陸海軍大臣辞任による倒閣。 

①イニシアティブ確認フェイズ 
　スタートプレイヤーはスタートマーカー
を好きな面に向けることができます。これ
により陸海軍は小さなアドバンテージを得
ます。この状態を「イニシアティブを持っ
ている軍」と表現します。(※星なら陸軍、
桜なら海軍です)。また前戦略ターンで使
用した輸送力を全て回復させます。 

②生産フェイズ 
　このフェイズでは部隊/輸送力の生産、
補充を行います。 
　生産する部隊/輸送力は対象軍の大臣が
決定します。陸海軍はそれぞれ日本全生産
力を半分ずつ使用することが出来ます。
(1937年キャンペーンの場合７点、1941
年キャンペーンの場合４点あります)。端
数が発生した場合はイニシアティブを持っ
ている軍がその生産力を使用できます。生
産力は別の軍に譲渡することもできます。
それらは全て対象軍の大臣に決定権があり
ます。 

生産力確認ステップ 
　日本全生産力を確認します。本ゲームは
下記作戦カードに生産力が存在します。 
日本本土　　　　　 ：３点 
朝鮮/満州　　　　　：１点 
マレー/インドネシア：３点(ただし陸もし
くは海の輸送路が繋がっている場合) 
極東ソ連　　　　　 ：１点 
米英外交：外交値２の時のみ＋３点 

　作戦カードから産出される生産力は日本
軍が占領状態の時のみ発揮されます。各キャ
ンペーン開始時の日本全生産力は４点です。
(1937年キャンペーンの場合それに米英外

交値２の効果で＋３点されて合計７点にな
ります) 
　そこから下記条件を満たしている場合、
生産力をマイナスします。 

1, 場に存在する米軍潜水艦の数だけ、『マ
レー/インドネシア』の生産力をマイナス
します(『マレー/インドネシア』を占領し
ていない場合は関係ありません。越える分
も無効です。また「陸上輸送路」を持つす
べての作戦カードを占領している場合も、
その影響はすべて無効になります) 

2, 場に『B-29』が存在し、『中国中部(武
漢)』または『マリアナ/パラオ』が日本占
領下にない場合、生産力を日本本土からマ
イナス１します。 

　この計算ののち、残った生産力が日本全
生産力となります。 

先手軍補充ステップ 
　イニシアティブを持っている軍から裏面
を向いた部隊(消耗状態)を表面に戻すこと
ができます。対象軍の大臣は裏面を向いた
部隊をその部隊コストの半分の生産力を消
費することで、表面に戻すことができます。
これは任意であり、戻しても戻さなくても
いいです。その後、各プレイヤーは部隊コ
スト分の影響マーカーを消費して部隊を表
に戻すことができます(この場合も生産力
は消費します)。消費しきれなかった端数
は捨ててください。また、端数の生産力を
別の軍に譲渡することはできません。 

後手軍補充ステップ 
　イニシアティブを持っていない軍が部隊
を表面に戻すことができます。手順は先手
軍補充ステップと同じです。 
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先手軍生産ステップ 
　イニシアティブを持っている軍が任意の
部隊/輸送力を生産力を消費して生産する
ことができます。 
　生産が終わったら、大臣は１キューブを
生産した部隊に配置することができます。
複数コストが必要な部隊の場合は、通常ど
おり必要分の影響マーカーを支払います
(キューブを持っている場合、いつでも影
響マーカー３つに変換することができま
す)。 

後手軍生産ステップ 
　イニシアティブを持っていない軍が部隊
を生産することができます。 
　手順は先手軍生産ステップと同じです。 

③猟官フェイズ 
　共通の場及び相手の場から『将官』『部
隊』『要職』『戦域総司令官』『連合艦隊
司令長官』を獲得することができます。ま
た、予備役状態の将官(裏向き)を影響マー
カー１を支払うことで表に戻すことができ
ます。キューブを置くことで対象物を獲得
することができます。スタートプレイヤー
から順番にキューブを１つずつ獲得したい
対象物に置いてください(最大２周回りま
す ※２人プレイの場合は最大４周)。キュー
ブはコスト１を持っており、不足分は手元
の影響マーカーで支払ってください。影響
マーカーは手番に関係なくキューブ１を消
費することで即座に３影響マーカーと交換
することができます。コストは各対象物の
星/桜マークです。キューブも影響マーカー
もどちらの軍でも使うことができます。ま
た相手の手元(ただし将官は除く)を対象に
することができます。その場合その対象物
のコストとは別に追加で影響マーカー１を
支払います。複数のキューブが乗っている

場合や、相手の手元を対象としてる場合は
競合処理(後述)を行います。 

◆◆◆　猟官フェイズまとめ　◆◆◆ 
■共通の場で手に入れられるもの 
・陸海軍部隊 
・陸海軍将官 
・要職(代行状態のもの) 

■相手の場から手に入れられるもの(要影
響マーカー＋１) 
・陸海軍部隊 
・要職 
・戦域総司令官(セットできる将官がその
戦域にいる場合のみ) 
・連合艦隊司令長官 

■その他 
・予備役状態(裏向き)の将官を表にする(影
響マーカー１必要。キューブは不要) 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

【競合処理】 
　複数プレイヤーがキューブを置いている、
もしくは相手の手元を対象としている場合、
【競合処理】を行います。 
　キューブの持ち主(相手の手元が対象と
なっている場合はその所有者も)はダイス
を１つ振り、大きい目を出した方が新しい
所有者となります。同数の場合は振り直し
てください。その際にそれぞれの派閥の将
官が本土(北太平洋)におり、獲得能力(『空
母獲得』『機甲獲得』『陸軍大臣』『参謀
総長』『教育総監』『海軍大臣』『軍令部
総長』『元帥』『GF長官』)があり、それ
が対象物と一致する場合、ダイス目に＋１
させることができます。この効果は重複し
ません。 
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　すべての所有者が確定したら、その獲得
物を各将官に割り当ててください。ただし
以下の制約があります。 

部隊：部隊は本土(北太平洋)にいる将官に
のみセットできます。１将官には最大２部
隊をセットすることができます。ただし星
マークの将官(陸軍将官)は星マークの部隊(陸
軍部隊)、桜マークの将官(海軍将官)は桜マー
クの部隊(海軍部隊)のみにセットすること
ができます。また部隊をセットした将官に
要職をセットすることはできません(戦域
総司令官・連合艦隊司令長官にはセットで
きます)。部隊の数が将官の数より多く、
あまってしまう場合、その部隊はそのまま
本土にいる、という扱いで自分の手元に置
いておくことができます。ただしその部隊
はいかなる作戦カードにも参加できません
(たとえそれが北太平洋戦域であっても)。
また戦域移動フェイズで移動させる場合、
移動先に自派閥の部隊セット数に空きのあ
る対象軍の将官にセットすることのみでき
ます。『空母獲得』『機甲獲得』の能力を
使用して獲得しても、セット先はその将官
である必要はありません(ただしその能力
を使用するためには、それらの将官は北太
平洋戦域にいる必要があります)。 

将官：そのまま手元に置いてください。そ
の将官に部隊をセットして、本土(北太平
洋)以外の戦域(大陸/南アジア/南太平洋)に
移動させることができます。本土にいる将
官は派閥影響力を陸海軍別に得ることがで
きます。(この派閥影響力は影響マーカー
とは別のものです。こちらは【要職解任要
求】を行う時に必要となります) 
本土(北太平洋)にいない将官は派閥影響力
を発揮することができません。影響３の能
力を持っている将官(『東条英機』『井上

成美』)は本土にいる限りそれぞれの軍に
対して３点分の派閥影響力を持ちます。 

要職：本土にいる将官にセットしてくださ
い。セット先の将官がいない場合は【要職
決定順序】に従って新たなセット先を決定
してください。別のプレイヤーに要職を奪
われた場合、そのセット元の将官は予備役
状態(裏返し)にしてください。予備役状態
の将官はいかなるセットも能力も発揮する
ことはありません。『猟官フェイズ』に影
響マーカー１を支払うことで、表に戻すこ
とが出来ます。 
※『陸軍大臣』『参謀総長』『教育総監』
『海軍大臣』『軍令部総長』の能力を使用
して獲得した場合、獲得したターンはその
能力を持つ将官に優先してセットしなけれ
ばなりません。 

戦域総司令官：その対象の戦域にいる陸軍
将官にしかセットできません。セット先の
将官がいない場合は、【要職決定順序】と
同じ方法で戦域内の将官から新たなセット
先を決定してください。 
※『元帥』の能力を使用して獲得した場合、
獲得したターンはその能力を持つ将官に
セットしなければなりません。 

連合艦隊司令長官：要職がセットされてい
ない海軍将官ならどの将官にでもセットす
ることができます。 
※『GF長官』の能力を使用して獲得した
場合、獲得したターンはその能力を持つ将
官にセットしなければなりません。 

④キューブ補充フェイズ 
　消費したキューブを補充することができ
ます。所有上限は２個です。このキューブ
はどのタイミングでも３影響マーカーと交
換することができます。 
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⑤敵軍生産フェイズ 
　このフェイズでは各国軍の反攻軍と部隊
の生産を行います。交戦国のみ順番に処理
を行います。 
下記の順番で行います 

　・中国軍生産ステップ(両キャンペーン
とも第１ターンはスキップ) 
　・米英軍生産ステップ(戦時のみ) 
　・ソ連軍生産ステップ(戦時のみ) 

反攻軍の生産 
　補助マップ中央下の反攻軍山札に入って
いない反攻軍が対象になります。反攻軍は
国別で各ターン１枚ずつ生産されます。複
数の反攻軍が残っている場合はランダムに
１枚を選んでください。生産された反攻軍
はただちに反攻軍山札に追加してよくシャッ
フルしてください。 

◆◆◆　国と反攻軍の対応表　◆◆◆ 
中国軍： 
国民革命軍(蒋介石)、中国工農紅軍(毛沢東)
米英軍： 
太平洋軍(ニミッツ)、南西太平洋方面軍(マッ
カーサー)、イギリスアジア軍(マウントバッ
テン)、東洋艦隊(サマヴィル) 
ソ連軍： 
極東ソ連軍(ヴァシレフスキー) 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

部隊の生産 
　各国の生産力に応じた数の部隊をランダ
ムに戦力プールに追加してください。 

■各国の生産力 
中国軍：中国軍の生産力は日本軍に占領さ
れていない援蒋ルートの数になります。援
蒋ルートは『中国沿岸部(南京)』『中国南

部(長沙)』『極東ソ連』『インドシナ/タ
イ』『ビルマ』の５箇所です。 
米英外交値１以下の場合『ビルマ』に援蒋
ルートが＋１されている状態とみなし、ま
た生産可能ユニットに『第14空軍』を追
加してください。 
　援蒋ルートが記載されている作戦カード
を占領することで、中国軍の生産力を低下
させることができます。(すべて占領して
いる場合、中国軍は反攻軍しか生産するこ
とができません) 
※『第14空軍』は1937年キャンペーン開
始時は米英外交値２の状態で生産すること
がないので除外してください。(米英外交
値１以下で生産されるようになります) 

米英軍：米英軍の生産力は８です。生産さ
れた部隊は国別に各戦力プールに配置して
ください。ただし米軍の外枠がグレーの部
隊については、それ自体が効果を発揮しま
す。詳しくは後述の各部隊説明を確認して
ください。 
※『B-29』は初期に生産することありま
せんので除外してください。(『防空体制
向上』『レーダー射撃』の２つが場に出て
いる状態で初めて生産できます) 

ソ連軍：生産できる部隊はありません。
『ソ連国境軍』はシンボルユニットなので、
常に場に出ている状態です。 

⑥作戦ターン(※２回行う)  
作戦ターンは１戦略ターンに２回行いま
す。 

⑥-１　大本営会議フェイズ 
ここでは外交関係を処理します。 

B-29終戦チェック 
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　場にB-29が存在し、『中国中部(武漢)』
または『マリアナ/パラオ』が日本占領下
にない場合、本チェックを行います。イニ
シアティブを持っている軍の大臣プレイヤー
はダイス１つを振ります。そこで出た目が
『１』の場合は「本土が戦略爆撃で荒廃し、
御聖断が下った」こととなり、日本は無条
件降伏し、全プレイヤーの敗北となります。
(敗北終了) 

欧州戦況チェック 
　ヨーロッパなどの他の地域の戦況のチェッ
クを行います。イニシアティブを持ってい
る軍の大臣プレイヤーはダイス１つを振り
ます。出た目が「４～６」の場合はイベン
トをひとつ進めます。イベントについては
欧州戦況表を確認してください。 

対米英、対ソ連宣戦布告チェック 
　米英及びソ連と開戦することができます。
この決定には陸海軍双方の合意が必要とな
ります。これを【重要会議】と呼びます。
陸軍の合意については『陸軍大臣』『参謀
総長』『教育総監』のうち、２職以上が賛
成することで陸軍は賛成とみなされます(三
長官会議)。海軍については『海軍大臣』
が賛成することで海軍は賛成したとみなさ
れます。この際に【要職解任要求】(後述)
を行い、要職を入れ替えることで、合意形
成に影響を与えることができます。 
　陸海で意見が割れた場合、強行合意を行
うことができます。各大臣プレイヤーはダ
イス１つを振り、大きい目が出た軍の意見
が採用されます。この際にイニシアティブ
を持つ軍のダイス目は＋１されます。 
日本軍から開戦した場合、以下のメリット
があります。 
・真珠湾奇襲攻撃(ルール後述) 
・この作戦ターンは対象国の援軍が出現し
ない 

・この作戦ターンは対象国の反攻軍を除い
て反攻軍山札を引く。 

※米英軍は米英外交チェックでのみ、ソ連
は関東軍カード及び欧州戦況イベントでの
み向こう側から開戦します。 

米英外交チェック 
　イニシアティブを持つ軍の大臣プレイヤー
はダイス１つを振ります。その値が日本軍
が占領している作戦カードの数(日の丸以
外の国旗が描かれている作戦カード。ただ
し関東軍は除く)と同数以下の場合、米英
外交値が１低下します(1937年キャンペー
ン：初期外交値２、1941年キャンペーン：
初期外交値１)。 
　ゲーム中１回のみ、内閣総辞職(陸海軍
大臣が予備役に移る)することで、外交値
の低下を防ぐことができます。 
外交値により各状況が変化します。 
２：日本は追加で生産力３点を得ます。 
１：ビルマの援蒋ルートが＋１されます。
また中国軍が『第14空軍』を生産できる
ようになります。 
０：ハル・ノート受諾(日本軍は大陸から
撤退しゲーム終了)か、米英軍の攻撃を受
けるかを選択します。 

◆ハル・ノート 
　外交値が０になった場合、ハル・ノート
を受諾するかどうかを【重要会議】によっ
て決定します。 

→受諾の場合 
　日本軍は「大陸からの撤退」に合意しま
す。各プレイヤーはダイス１つを振り、そ
の目の分だけ自分の勲章点をマイナスさせ
ます。ゲーム終了処理を行います。 

→拒否の場合： 
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　米英から宣戦布告されます(開戦)。ただ
ちに米英戦力プールにある反攻軍を反攻軍
山札に入れてください。(その場合は、米
軍主力艦３部隊を率いたマッカーサーが『マ
リアナ/パラオ』に侵攻してきます)。日本
軍は米英の作戦カード(それぞれの国旗が
描かれた、海上護衛戦含む)に部隊を派遣
することができるようになります。 

⑥-２　敵軍確認フェイズ 
反攻軍追加ステップ 
　反攻軍山札から反攻軍を１枚引き、その
反攻軍を対応する作戦カードに配置します。
各作戦カードの右上(及び各補助マップの
各マスの右上)に書かれている国旗と略称
文字と番号でどの反攻軍をどこに置くかを
決定します。(反攻軍名と略称文字の対応
は補助マップを参照) 
※「1937年キャンペーン」の場合、第１
戦略ターン第１作戦ターンは敵軍確認フェ
イズをスキップします。 
　各反攻軍は日本軍に占領されている、も
しくは占領点が１点以上存在する、一番小
さい数字の作戦カードに配置されます。そ
の作戦カードは日本軍が戦闘対象に指定し
(後述)戦線維持か勝利の状態(後述)にしな
い限り、１占領点を奪われます(１占領点
しかない作戦カードは即座に日本の占領状
態から外れます)。 
※例外として「飛び石作戦チェック」と書
かれている作戦カード(『トラック』
『ニューギニア』『ソロモン』『マーシャ
ル/ギルバート』)に配置する場合、イニシ
アティブを持つ軍の大臣はダイスを１つ振
り、その値が「１～３」の場合、その数字
よりもさらに１つ小さい数字の作戦カード
に反攻軍をセットします。（この効果は連
続します）。また「飛び石作戦チェック」
を持つ作戦カードは、今後それよりも低い
数字の作戦カードが日本軍の占領状態にな

い場合(敵軍の占領状態の場合)は無視され
ます。 
例：『マリアナ/パラオ』が日本の占領状
態にない場合(敵軍の占領状態の場合)、い
くら「飛び石作戦チェック」を持つ作戦
カードが占領状態として残っていても、反
攻軍の次の目標は『フィリピン』や『台湾』
になります。 

反攻軍前進ステップ 
　すでに作戦カードにセットされている反
攻軍が、その作戦カードがすでに日本の占
領下にない場合、新しい条件に合致する作
戦カードにセットされている敵部隊ととも
に再配置します。 

敵部隊追加ステップ 
　戦力プールから各反攻軍にランダムに部
隊を追加してください。追加できる部隊の
上限は反攻軍の援軍部隊上限値です。同じ
国籍の部隊しか配置することはできません。
同じ国籍の複数の反攻軍がある場合は、な
るべく均等に配置してください。 

⑥-３　作戦決定フェイズ 
先手軍作戦決定ステップ 
　イニシアティブを持つ軍の参謀職(『参
謀総長』『軍令部総長』)は、戦闘を行う
作戦カード/反攻軍を決定することができ
ます。選べる作戦カード/反攻軍は、すで
に占領状態の作戦カードの占領効果に書か
れているもの(カードの下部)で、かつ『日
本本土』からつながっているものに限りま
す。選択した作戦カードに示された輸送力
を消費する(裏返す)ことで、その作戦カー
ドで戦闘を行うことができるようになりま
す(反攻軍の場合は、反攻軍の配置されて
いる作戦カードの作戦値を消費します)。
これと【独断専行】(後述)以外の方法で、
戦闘を行うことはできません。輸送力は戦
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略ターン開始時に全回復します(※注：各
作戦ターンではないことに注意してくださ
い)。対応する作戦カードをわかりやすい
場所に置いてください。 
　ただし『参謀総長(陸軍)』は海戦を含む
作戦カード(敵艦艇のシルエットが描かれ
ている。数値が０の場合も含みます)を指
定するには『軍令部総長(海軍)』の同意が
必要です。また『軍令部総長(海軍)』は海
戦を含まない作戦カード(敵艦艇のシルエッ
トが描かれていない)を指定することはで
きません。各参謀職は残った輸送力を相手
の軍で消費する権利を譲渡することができ
ます。(輸送力の所属自体は譲渡できませ
ん)。 
緊急輸送：また緊急手段として消費済みの
輸送力を除去することで輸送力１を生み出
すことができます。除去した輸送力は未生
産エリアに戻してください。 

後手軍作戦決定ステップ 
　先手軍作戦決定ステップと手順は同じで
す。 

⑥-４　戦域移動フェイズ 
先手軍移動ステップ 
　スタートプレイヤーから順番に、イニシ
アティブを持つ軍の部隊を別の戦域に移動
させることができます。１部隊でも移動し
た場合、対象軍の輸送力を１消費します(こ
の消費は何部隊移動しても各軍１しか消費
しません)。 
※米潜水艦が場に出ている場合： 
　もし場に『米潜水艦』がいる場合、移動
する部隊毎にダイス１つを振り、その値が
場にある『米潜水艦』の数以下だった場合、
その部隊に１損害（裏返し）を与えます
(すでに裏返っている場合は、その部隊を
場から除去して未生産部隊に戻します)。
さらにその移動に使用した対象軍の輸送力

１つを未生産部隊に戻し、本ステップを終
了します。ただし追加で輸送力を消費でき
る場合は、本ステップを継続することがで
きます。追加で使用するかの決定権は各参
謀職が持ちます(最初の１つめの消費は強
制です。ただしそもそもどの部隊も移動し
なかった場合は消費されません)。 

後手軍移動ステップ 
　先手軍移動ステップと手順は同じです。 

独断専行ステップ 
　スタートプレイヤーから順番に作戦値分
の影響マーカーを支払うことで、任意の作
戦カードを作戦に追加で指定することがで
きます。指定できる作戦カード数に上限は
ありません。輸送力は通常通り対象軍の輸
送力から消費します。ただし独断専行ス
テップでは、『緊急輸送』を使用すること
はできません。 

敵部隊追加ステップ 
　戦力プールから各作戦カードにランダム
に部隊を追加してください。追加できる部
隊の上限は作戦カードの援軍部隊上限値で
す。同じ国籍の部隊しか配置することはで
きません。複数の作戦カードがある場合は、
なるべく均等に配置してください。 

⑥-５　作戦解決フェイズ 
参加部隊決定ステップ 
　各プレイヤーは作戦可能状態の作戦カー
ド(及び反攻軍)に部隊を配置することがで
きます。 
　まずイニシアティブを持つ軍の参謀職が
どの戦域から配置を開始するか決定します。
そしてその各戦域の戦域総司令官/連合艦
隊司令長官(いない場合はハンモックナン
バーで最上位の海軍将官プレイヤー)が、
配置スタートプレイヤーを決定します。配
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置スタートプレイヤーから順番に、部隊が
セットされた将官を配置していきます(そ
の将官に２部隊セットされている場合は２
部隊まとめて)。配置はイニシアティブを
持つ軍から順番に行います。 
　もし敵戦力よりも自軍戦力が多い作戦カー
ド(及び反攻軍)がある場合、戦域総司令官
/連合艦隊司令長官(いない場合はハンモッ
クナンバーで最上位の海軍将官プレイヤー)
は、その過剰分を戦域内の他の作戦カード
(及び反攻軍)に配置し直す、もしくはどこ
にも配置させないことができます。ただし
そのせいで、その作戦カードに配置されて
いる自軍戦力が敵戦力より不足するような
移し方はできません。 
(※ゲーム時間短縮のため、この配置ルー
ルは相談で任意に決定しても良いです。た
だし反対するプレイヤーが１人でもいる場
合は、上記ルールで公平に解決してくださ
い) 

戦闘解決ステップ 
　各作戦カードの戦闘を解決します。どの
作戦カード(及び反攻軍)から解決するかは
イニシアティブを持つ軍の参謀職がまず戦
域を決定し、イニシアティブを持っている
軍のその各戦域の戦域総司令官/連合艦隊
司令長官(いない場合はハンモックナンバー
で最上位の海軍将官プレイヤー)プレイヤー
が解決する作戦カード(及び反攻軍)の順番
を決定します。 
　常に作戦カード(及び反攻軍)は①海戦②
陸戦の順番で解決します。海戦は艦艇のシ
ルエットが描かれている作戦カード(及び
反攻軍)のみ発生します。 
　作戦カードを対象とした戦闘の場合、海
戦に勝利することで陸戦が発生します。海
戦で敗北した場合は、陸戦は発生しません
(制海権の確保に失敗したため上陸戦が起
こりません)。 

　反攻軍を対象とした戦闘の場合、海戦に
勝利すると陸戦は発生しません。これは敵
攻撃部隊を洋上で撃破できたためであり、
陸軍の出番がないためです。逆に海戦で敗
北すると陸戦が発生します。 
　海戦の結果は勝利/敗北(撤退)の２つし
かありませんが、陸戦は勝利/戦線維持/敗
北(撤退)の３種類があります(後述)。 

■共通ルール 
　戦闘解決については、部隊１つにつきダ
イス１つを振り、その結果で判定します。
「６」で２ヒット、「４～５」で１ヒット、
「１～３」で自部隊が損害(裏返しまたは
除去)を受けます。これを「基本型レー
ト」と呼びます。各将官能力や敵味方の機
甲軍マークの数、空母マークの数などで細
かいレーティングは変化します。詳細は下
記ルールで確認してください。 
　また、戦闘には『セクション』『パート』
という２つの概念があり、戦闘は各セクショ
ンの各パート単位で処理されます。 
　セクションは部隊の兵種(陸軍：機甲軍/
歩兵軍、海軍：航空戦隊/砲雷戦隊&大型
戦艦)により分けられています。パートは
各将官の優先戦域(背景の色)の有無で分か
れます。 
　各パートで必要戦力値(作戦カードに記
載されている陸海それぞれのの基本戦力値
＋敵援軍部隊の枚数)を上回った時点で、
その戦闘は勝利として終了します。そこま
ででのそれぞれが出したヒット数を比べ、
与えたヒット数に応じて勲章点を獲得しま
す。（これは陸海それぞれで獲得します。
また海戦で勝利したが陸戦で敗北/戦線維
持の場合でも、海軍は勲章点を獲得するこ
とができます） 
敵戦力 1番プレイヤ 2番プレイヤ

０～２ １勲章点 なし
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　もしパート終了時にヒット数が同じプレ
イヤーがいる場合、その戦域にいる戦域総
司令官(陸戦)/連合艦隊司令長官(海戦)(そ
の戦域に連合艦隊司令長官がいない場合は、
ハンモックナンバーの一番高い将官)が、
どのプレイヤーが優先権を持つかを指名し
てください(自身を選ぶこともできます)。 

　また与えたヒットの数だけ援軍である敵
部隊を未生産部隊に戻すことができます。
ただし「海戦における砲雷戦のみ」、その
作戦カード及び反攻軍の持つ海上基本戦力
の値を超えた分のヒット数のみ、敵海軍部
隊除去に適応できます(護衛艦が主力艦を
防御しているとみなされるため。航空戦の
場合は直接空母同士の戦いとなるため、こ
の例外は適応されません)。 

■海戦ルール 
　海軍部隊のみ参加できます。 
　各パート終了時に敵海軍部隊の戦力が０
以下の場合、ただちにそれまでの各プレイ
ヤーのヒット数を合計し、獲得勲章点を受
け取ってください。その後、作戦カードの
場合は陸戦に移行します。反攻軍の場合は
その時点で上陸阻止したこととなりその反
攻軍は撃破されます。反攻軍と配置されて
いる敵部隊を未生産エリアに移動させてく
ださい。 
以下のフローの順番で戦闘を解決します。 

◆海戦フロー 
状況確認チェック 
・制空権突破チェック 
・敵輸送船団攻撃チェック(※相手が反攻
軍のときのみ) 

・航空戦セクション 

　　優先パート 
　　通常パート 
・OR（防空戦セクション） 

→状況確認チェックへ戻る 
・砲雷戦セクション 
　　優先パート 
　　通常パート 

→状況確認チェックへ戻る 
・敵輸送船団砲雷戦セクション 
　　優先パート 
　　通常パート 
　　　　　　　→状況確認チェックへ戻る 

状況確認チェック 
　この作戦カードに参加している海軍最上
位指揮官(連合艦隊司令長官もしくはいな
い場合はこの作戦でハンモックナンバー最
上位の海軍将官プレイヤー)が航空戦セク
ションと砲雷戦セクションのどちらを行う
かを選ぶことができます。またこのタイミ
ングで撤退(残りの部隊を作戦カードから
引き上げる。判定は敗北となる)すること
も選択できます。自軍参加部隊に航空戦隊
がいる場合のみ航空戦セクションを選択で
きます。どちらの部隊も空母マーク(ひし
形)を持つ部隊がいない場合、自動的に砲
雷戦セクションに移行します。海軍部隊自
体が存在しない場合、自動的に敗北(撤退)
となります。 

※制空権突破チェック 
　砲雷戦を選択し、敵に空母マーク(ひし
形)を持つ部隊が存在する場合、本チェッ
クを行います。 
　敵味方の空母マーク(ひし形)と戦艦マー
ク(丸形)の合計を比べます(将官のマーク
も合計します)。海軍最上位指揮官はダイ
ス１つを振り、下記の条件別に成功判定を
行います。 

３～４ ２勲章点 １勲章点

５以上 ３勲章点 １勲章点
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x→失敗、◯→成功 

　チェックに成功した場合、砲雷戦セクショ
ンを行うか、さらに敵輸送船団攻撃チェッ
ク(反攻軍が相手の場合)を行うかを選択し
ます。チェックに失敗した場合は航空戦(防
空戦)セクションを行います。 

※敵輸送船団攻撃チェック 
　反攻軍を対象とした作戦の場合のみ選択
できます。 
　制空権突破チェックと同じものをもう一
度行い、成功すれば敵輸送船団砲雷戦セク
ションを行います。失敗した場合は強制的
に航空戦(防空戦)セクションを行います。 

航空戦セクション 
　自軍の航空戦隊のみ参加できるセクショ
ンです。自軍に航空戦隊が１つもない場合
は防空戦セクションを処理します。 
　本セクションは優先パートと通常パート
に分かれます。 

優先パート： 
　優先戦域を持つ将官の航空戦隊のみ、１
部隊につきダイス１つを振ることができま
す。 
　敵味方の状況により、戦闘レートが変化
します。 

数値→ヒット数、x→損害数(敵空母がいな
い場合は１損害のみ) 
※航空戦において敵空母が存在する場合、
ダイスの「１」の目は常に２損害となりま
す(これは空母部隊の脆弱性を表していま
す)。いない場合は１損害のみです。 

　このパートで敵部隊が全滅した場合、各
プレイヤーはこのパートでのヒット数の合
計を数えて勲章点を獲得します。敵部隊が
残っている場合は通常パートを処理します。

通常パート： 
　優先戦域を持たない将官の航空戦隊が戦
闘を行うことができます。方法は優先パー
トと同様です。この時点で敵部隊が全滅し
た場合は、これまでの全てのヒット数を合
計して勲章点を獲得します。 

　両パートが終了したら『状況確認チェッ
ク』(一番上)に戻ります。 

(防空戦セクション) 
　「制空権突破チェック」に失敗し、かつ
航空戦隊が存在しない場合に処理するセク
ションです。 
　このセクションでは敵より一方的に攻撃
を受けます。 
　各部隊はダイス１つを振り、下記戦闘レー
トの結果に従います。 

制空権突破チェッ
ク(◆●の数)

1 2 3 4 5 6

自軍＞＝敵軍＋２ x ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

自軍＞＝敵軍＋１ x x ◯ ◯ ◯ ◯

自軍＝敵軍 x x x ◯ ◯ ◯

自軍＋１＜＝敵軍 x x x x ◯ ◯

自軍＋２＜＝敵軍 x x x x x ◯

航空戦(◆の数) 1 2 3 4 5 6

自軍＞＝敵軍＋２ xx 1 1 1 1 2

自軍＞＝敵軍＋１ xx x 1 1 1 2

自軍＝敵軍 xx x x 1 1 2

自軍＋１＜＝敵軍 xx x x x 1 2

自軍＋２＜＝敵軍 xx x x x x 2

防空戦(◆●の数) 1 2 3 4 5 6

自軍＞＝敵軍＋２ x 0 0 0 0 0

自軍＞＝敵軍＋１ x x 0 0 0 0

自軍＝敵軍 x x x 0 0 0
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数値→ヒット数、x→損害数 

　まず優先戦域を持たないコスト２の部隊
(戦艦)が標的になります。対象部隊はダイ
スを振り、結果を確認します。確認したタ
イミングで敵の空母マークを持つ部隊(※
マークの値ではないことに注意)の数を上
回っていた場合、その時点で防空戦セクショ
ンは終了し、『状況確認チェック』に戻り
ます。上回っていない場合は優先戦域を持
つコスト２の部隊を標的とします。その後
も確認を行い、それでも上回っていない場
合は優先戦域を持たないコスト１の部隊を、
最後に優先戦域を持つコスト１の部隊を標
的とします。すべての部隊が対象になった
ら『状況確認チェック』(一番上)へ戻りま
す。 
例：フィリピン(東南アジア戦域)で敵主力
艦４部隊(枚)と防空戦を行っています。 
まず優先戦域(緑)を持たない戦艦部隊(第１・
第２砲雷戦隊、および大型戦艦)すべてが
ダイスを振り、損害を受けたかチェックし
ます。この時点で３ヒット受けた場合、ま
だ敵主力艦の部隊数に満たないので、次に
優先戦域(緑)を持つ戦艦部隊すべてがダイ
スを振ります。この時点で追加で２ヒット
を受けた場合、敵部隊数である４を上回る
ので、防空戦セクションは終了します。 

砲雷戦セクション 
　自軍の砲雷戦隊と大型戦艦のみ参加でき
るセクションです。 
　本セクションは優先パートと通常パート
に分かれます。 

優先パート： 

　優先戦域を持つ将官の砲雷戦隊及び大型
戦艦のみ、１部隊につきダイスを１つ振る
ことができます。 
　敵味方の状況により、戦闘レートが変化
します。 

数値→ヒット数、x→損害数 

　このパートで敵部隊が全滅した場合、各
プレイヤーはいままでのセクションとパー
トでのヒット数の合計を確認して勲章点を
獲得します。 
　敵部隊が残っている場合は通常パートを
処理します。 

通常パート： 
　優先戦域を持たない将官の航空戦隊が戦
闘を行うことができます。方法は優先パー
トと同様です。この時点で敵部隊が全滅し
た場合も、いままでのセクションとパート
でのヒット数の合計を確認して勲章点を獲
得します。 

　両パートが終了したら、状況確認チェッ
ク(一番上)に戻ります。 

敵輸送船団砲雷戦セクション 
　基本的には通常の砲雷戦と同じです。た
だしヒットを与える対象は敵海軍部隊では
なく敵陸軍部隊の戦力値になります。この
砲雷戦では自軍に損害を受けません。ヒッ
ト数が敵陸軍部隊の戦力値を超えた場合、
この反攻軍は撃破された扱いとなります。 

自軍＋１＜＝敵軍 x x x x 0 0

自軍＋２＜＝敵軍 x x x x x 0

砲雷戦(◆●の数) 1 2 3 4 5 6

自軍＞＝敵軍＋２ x 1 1 1 1 2

自軍＞＝敵軍＋１ x x 1 1 1 2

自軍＝敵軍 x x x 1 1 2

自軍＋１＜＝敵軍 x x x x 1 2

自軍＋２＜＝敵軍 x x x x x 2

  /  15 20



撃破できなかった場合、状況確認チェック
(一番上)に戻ります。減少した敵陸軍部隊
の戦力値はこの作戦ターン中は蓄積します。
(次作戦ターンでは回復します) 

■陸戦ルール 
　陸上だけの作戦カード(艦艇マークがつ
いていない)、もしくは海戦で勝利した作
戦カード、もしくは海戦で敗北(撤退)した
反攻軍の場合、陸戦が発生します。 
陸軍部隊のみ参加できます。 
各パート終了時に敵陸軍部隊の戦力が０以
下の場合、ただちにそれまでの各プレイヤー
のヒット数を合計し、獲得勲章点を受け取っ
てください。その後、作戦カードの場合は
１占領点を獲得し、もしその作戦カードが
占領点(カード左上の赤い丸)を満たしてい
る場合、その作戦カードは占領状態となり、
カード内の効果を使用することができます。
反攻軍の場合は反攻軍が撃破されます。反
攻軍を未生産エリアに移動させてください。
(敵海軍部隊が残っている場合でも、陸戦
で勝利した場合、その海軍部隊も撃破され
た扱いとなり未生産エリアに戻してくださ
い) 
下記フローに従って戦闘を解決します。 

◆陸戦フロー 
・戦闘レート確認 
・機甲セクション 
　　優先パート 
　　通常パート 
・歩兵セクション 
　　優先パート 
　　通常パート 
・占領チェック 

戦闘レート確認 
　陸戦は海戦と異なり戦闘レートは一度決
定すると変化しません(海戦のように航空

戦隊が撃破されて変化したりはしません)。
また陸戦は各作戦カード毎に１度のみ行
い、海戦のように同一部隊が何度もダイス
を振りません。 
戦闘レートは敵味方の機甲マーク(ひし形)
の値とその作戦カードにいる海軍部隊の数
の合計によって変化します。 

機甲セクション 
　機甲軍が先制して敵軍に攻撃を行うこと
ができます。さらに優先パート、通常パー
トに分かれます。 

優先パート： 
　優先戦域を持つ将官の機甲軍のみ、１部
隊につきダイス１つを振り戦闘レートに従っ
て結果を確認します。 
　このパートで敵部隊が全滅した場合、各
プレイヤーはこのパートでのヒット数の合
計を数えて獲得勲章点を獲得します。敵部
隊が残っている場合は通常パートを処理し
ます。 

通常パート： 
　優先戦域を持たない将官の機甲軍が戦闘
を行うことができます。手順は優先パート
と同様です。この時点で敵部隊が全滅した
場合は、いままでのヒット数を合計して獲
得勲章点を計算してください。 

歩兵セクション 

陸戦(◆＋海軍) 1 2 3 4 5 6

自軍＞＝敵軍＋２ x 1 1 1 1 2

自軍＞＝敵軍＋１ x x 1 1 1 2

自軍＝敵軍 x x x 1 1 2

自軍＋１＜＝敵軍 x x x x 1 2

自軍＋２＜＝敵軍 x x x x x 2
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　歩兵軍が攻撃できるセクションです。手
順は機甲セクションと同様です。優先パー
トから順番に処理を行ってください。 

占領チェック 
　終了時のヒット数によって、その作戦カー
ドの占領点が変化します。 

占領点がその作戦カードの占領点を満たし
ている場合、そこは日本軍が占領している
状態とみなします。 
占領状態の場合、作戦カード下部のテキス
トの効果をただちに得ます。「戦争勝利」
と書かれている場合、イニシアティブを持
つ軍の大臣はダイス１つを振り、そのD[X]
と書かれたXの値を出すことで、ゲームを
終了(戦争勝利)させることができます。 

　すべての戦闘を解決したら、第２作戦ター
ン(作戦ターンをもう一度繰り返し)に移行
します。第２作戦ターンも終了している場
合は、「作戦ターンが終わったら」(後述)
を確認ください。 

■いつでもできること 
【要職解任要求】 
　各プレイヤーはどのタイミングでも影響
マーカー１を消費することで、任意の将官
を要職から解任させ、その将官を予備役(裏
返し)にすることができます。各プレイヤー
はその要求に賛成か反対かをスタートプレ
イヤーから順番に表明します。その後、要
求したプレイヤーとされたプレイヤーはそ
れぞれダイスを１つ振ります。その際にそ

の対象の要職の所属する軍における賛成プ
レイヤーの派閥影響力の合計と反対プレイ
ヤーの派閥影響力の合計を確認し、多い方
のダイス目を＋１してください。もし要求
側のダイス目が大きい場合、要求は成功と
なります(同値の場合は振り直してくださ
い)。ただちにその要職は【要職決定手順】
に処理されます。セットしていた将官は裏
向きにしてください(次の猟官フェイズで
影響マーカー１つを消費することで表に戻
すことができます)。それ以外の場合は何
も起きません。(同一作戦ターン中に何度
でも行うことができます) 

キューブを影響マーカー３と交換。 
　好きなタイミングで、自分のキューブ１
つを影響マーカー３枚と交換することがで
きます。 

陸海軍大臣辞任による倒閣 
　陸海軍大臣は任意のタイミングで「辞任」
することができます。辞任した場合、その
将官は予備役状態(裏返し)となり、持って
いた大臣職を【要職決定手順】に則り新た
な大臣を決定してください。またもう片方
の大臣もプレイヤーの意思にかかわらず強
制的に同じ処理を行わせます。 

作戦ターンが終わったら 
　作戦ターンが２回終了したら、スタート
プレイヤーマーカーを左隣のプレイヤーに
渡して、新しい戦略ターンを開始してくだ
さい。これを終了条件を満たすまで繰り返
します。 

＝＝＝　特殊ルール　＝＝＝ 
兵団 / 小戦隊ルール 
・本ゲームでは消耗状態(裏返り状態)の部
隊も戦闘を行うことができます(航空戦隊
は除く)。ただし機甲/戦艦マーク効果は無

ヒット数 結果

勝利：ヒット数＞＝敵戦力 １占領点獲得

維持：ヒット数＞＝敵戦力/2 変化なし

敗北：ヒット数＜敵戦力/2 １占領点喪失
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くなり、戦闘レートは１カラム悪化します。

兵団 / 小戦隊の基本型レート 

※各修正レートも１ずつ悪化する。どんな
に良くても「１～２」は必ず１損害。最悪
のレートでも「６」のみ２ヒット。１損害
でも受けると除去される。 

真珠湾奇襲攻撃 
・日本からの開戦時のみ選択できる。 
・米軍戦力プールの主力艦部隊をすべてを
攻撃対象とすることができる。 
・海戦のみ行う。 
・戦域は北太平洋扱いとする。 
・１セクション分は自軍損害を無視する。 
・輸送力は消費しない。 

飛び石作戦チェック 
・この効果を持つ作戦カードに反攻軍を配
置する場合、ダイスを振り「１～３」の場
合、さらに１小さい値の作戦カードに反攻
軍を配置する。 
・この作戦カードよりも小さい値の作戦カー
ドが既に敵軍に占領されている場合、これ
らの作戦カードは無視してより小さい値の
作戦カードを配置の対象とする。 

国境紛争 
・関東軍に配置された一番コストの高いプ
レイヤーは、ソ連国境軍と戦闘を行うかど
うかを決められる(コストが同じ場合はス
タートプレイヤーに近いプレイヤー)。 
・ソ連国境軍の戦力：１(１機甲マーク) 
・関東軍に配置されている全部隊が参加す
る(無所属部隊含む)。勝利して一番多くの
ヒット数を出したプレイヤーは通常の戦闘
と同じく１勲章点(１戦力のため)を手に入
れる。 

無所属の部隊 
・ゲーム初期は誰のものでもない無所属の
部隊が存在することが多いと思われます。
これらの部隊はそれぞれの参謀職が「戦域
移動フェイズ」「作戦解決フェイズ」で動
かし、戦闘に参加させることができます。
ただしこれらの部隊は誰のものでもないた
め、たとえ戦闘でヒットを出しても、戦闘
値としては算出されますが、誰の得点にも
なりません。また無所属の部隊のヒット数
がプレイヤーのヒット数より多い場合(１
位でも２位でも)、その順位の勲章点をプ
レイヤーが獲得することはできません。 

＝＝＝　ユニットルール　＝＝＝ 
潜水艦： 
・場にある数だけ『マレー/インドネシア』
の生産力を減少。※ただし「陸上輸送路」
が完成している場合は無効。 
・戦域移動フェイズで移動を妨害。 

防空体制強化： 
・米軍の参加する各作戦ごとに空母マーク
２点を追加する。(英軍は対象外) 

対艦レーダー： 
・米軍の参加する各作戦ごとに戦艦マーク
２点を追加する。(英軍は対象外) 

B-29： 
・『防空体制強化』『対艦レーダー』が場
に出てから生産可能になる。 
・これが場に出ている状態で『中国中部(武
漢)』『マリアナ/パラオ』が日本の占領状
態でない場合、日本本土の生産力-１。さ
らに毎作戦フェイズにおいて『B-29終戦
チェック』を行う。 

インド国民軍： 

兵団/小戦隊ルール 1 2 3 4 5 6

基本型レート x x x x 1 2
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・『ビルマ』占領時に、一番ヒット数を出
したプレイヤーが獲得する。 
・この部隊は優先戦域として東南アジアを
持つ以外は通常の歩兵軍として扱う。(別
戦域に移動もできるし、再生産も可能) 

沖縄・硫黄島： 
・日本本土の占領点を＋１することができ
る。このマーカーが載った状態で日本本土
で陸戦となった場合、戦闘レートを無条件
でひとつ良い状態に固定する(ただし兵団
ルールは適応)。 
・戦闘に敗北したら直ちにこのマーカーを
除去する。このマーカーは再生産できない。

ベテラン航空隊： 
・『艦隊演習』に参加しダイスで２ヒット
を出した『航空戦隊』にセットすることが
できる。(各航空戦隊１枚のみ) 
・このマーカーを消費することで、戦闘中
一度だけダイスを振り直すことができる。 

＝＝＝　ルールサマリー　＝＝＝ 
米英外交値： 
・1937キャンペーン時は２スタート。 
・1941キャンペーン時は１スタート。 
・２で生産力を＋３。 
・１でそれまでの生産力＋３が消えて、ビ
ルマの援蒋ルート＋１、中国軍に第14空
軍が生産されるようになる。 
・０でハル・ノート受諾か向こうから開戦
かを選択する。 
・「内閣総辞職」を行うことで、キャンペー
ン中１度のみ低下を阻止できる。 

『マレー/インドネシア』： 
・『海上輸送路』『陸上輸送路』のある作
戦カードが日本本土まで続いている場合、

この作戦カードの生産力を発生させること
ができる。 
例：『フィリピン』が日本の占領下にない
場合、『海上輸送路』は遮断されていると
みなされて、『陸上輸送路』が繋がってい
ない限り『マレー/インドネシア』は生産
力を発揮しない。 

艦隊演習・中国沿岸部(南京)の海戦処理： 
・この２箇所については、海軍部隊は損害
を受けません。 

＝＝＝　ゲームの終了　＝＝＝ 
ゲームの終了は３つに分かれます。 

戦争勝利： 
　所定の作戦カード(『中国西部(重慶)』『ハ
ワイ』『アメリカ西海岸』『オーストラリ
ア』『インド』)で戦争勝利チェックに成
功するか、３箇所を占領状態にする、もし
くは交戦国(非交戦国は関係ありません)の
全ての作戦カードを占領している場合、
ゲームを終了させることができます。 
　各プレイヤーは派閥カードを確認し、条
件を満たしているものについてはそれに応
じた勲章点マーカーを獲得します。また所
有している勲章点付きの砲雷戦隊及び大型
戦艦の勲章点を足します。 
　いままで獲得した勲章点と合計し、一番
勲章点を所有しているプレイヤーの勝利と
なります。 

大陸からの撤退： 
　ハル・ノート受諾時の終了処理になりま
す。処理の手順は戦争勝利と同様です。た
だし処理の最後に各プレイヤーはダイス１
つを振ります。そこで出た目を引いた値が
各プレイヤーの最終勲章点となります。 

戦争敗北： 
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下記のどちらかの条件を満たすと全プレ
イヤーの敗北となります。
A, 「B-29終戦チェック」が成功してしま
う。
B, 『日本本土』の戦力点が０になる。

＝＝＝　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。(派
閥カードの条件も含めます)

戦線維持得点
戦線維持をした場合、勝利時に２番目に多
くヒット数を出したプレイヤーが獲得する勲
章点を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１作戦カード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ます。

終戦における重要会議
基本ルールでは戦争勝利も戦争敗北も自動

的に決まりますが、こちらの判定も【重要会
議】で決定することができます(ただし『日本
本土』が占領された場合は強制敗北です)。そ
れによって、勝利しているけれど、まだ勝ち
進もうとさせたり、明らかなる敗北状態だけ
ど徹底抗戦をしようとすることができます。
「B-29終戦チェック」の敗北時に重要会議で
継戦となった場合は、下記処理を行ってくだ
さい。
・各プレイヤーはダイスを１つ振り、その分
だけ勲章点をマイナスする。(その結果すべて
のプレイヤーの勲章点が０になった場合、そ
の瞬間に強制的に全員がゲーム敗北です)
・B-29終戦チェックのダイス目の判定値を＋
１する。

絶対国防圏
もし任意の作戦ターン中に反攻軍により占
領中の作戦カードを奪われた場合、その作戦
ターン中は影響マーカーコスト無しで【要職解
任要求】を出すことができます。

天誅
任意の将官をゲームから除去することがで

きます。影響マーカー５を消費して、対象とす
る将官とそれを実行する将官を選びます。そ
れぞれの将官のプレイヤーはダイスを１つ振
ります。天誅実行のプレイヤーの値が大きい
場合、対象の将官を取り除きます。逆に天誅
実行のプレイヤーの値が小さい場合、その実
行将官を取り除きます。同値の場合は両方を
取り除きます。対象と実行の将官は同じ軍の
将官でなければなりません。また対象の将官
に部隊がセットされている、もしくは連合艦
隊司令長官の場合は、対象の将官はダイス値
＋１を得ます（これは実戦部隊に配置されて
いるため、暗殺が実行しづらいためです）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ゲームデザイン：アカセ・ヤドリギ

企画：Period Games
E-mail:<period.games.pg@gmail.com>

Twitter:@PeriodGames
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

  /  20 20



國
防
軍
ノ
夜
２

作 
戰 
説 

明 

書
内
容
物
及

取
扱
規
則


