
Rulebook の構成(略)

ゲームの構成要素
1 枚の 22"x34"地図

208 個の 16mm 木製ブロック

2 枚のラベル・シート（シールラベル）

2 枚のカウンター・シート

55 枚のアクション・カード

55 枚の投資カード

1 冊の 20 ページのルールブック

1 冊の 24 ページのプレイブック

3 枚のプレイヤー支援カード（両面）

1 枚のゲーム記録シート

4 個のサイコロ

プレイの手順
新年

年の開始（年の前進）

・勝利チェック/デッキの再シャッフル

・平和の配当/ターン順

生産フェーズ

第 1 プレイヤーの生産

・生産の封鎖チェック

・生産レベルの決定

・生産の消費

第 2 プレイヤーの生産（同じ）

第 3 プレイヤーの生産（同じ）

政治フェーズ（カードのプレイ）

・プレイヤーは、1 枚の外交、1 枚の情報

もしくは 2 枚の適合する技術カードをプレ

イするか、工場カード(≧工場コスト)、もし

くは、

・パスする[3 連続でカード・プレイを終え

る]
外交の解決(POP/RES を修正する)
手札の上限の遵守(カードを捨てる)
季節（春/夏/秋）

指揮フェーズ(カード・プレイ）

第 1 プレイヤー・ターン

・移動フェーズ

・戦闘フェーズ

第 2 プレイヤー・ターン（同じ）

第 3 プレイヤー・ターン（同じ）

補給フェーズ（夏：封鎖）

冬の季節（USSR のみ）

指揮フェーズ

USSR プレイヤー・ターン

補給フェーズ

 はじめに
Triumph & Tragedy は、1936-45 年の間

の共産主義、ファシズム、資本主義といっ

た政治・経済システムの間のヨーロッパの

覇権をめぐる闘争に関する 2～3 人プレイ

ヤーのための戦略ゲームである。

西側(資本主義)プレイヤーは北に座り、

USSR(共産主義)プレイヤーは東に座り、

枢軸(ファシズム)プレイヤーは南に座る。

2 正面プレイについては、連合軍プレイ

ヤー（USSR と西側をプレイする）は北に

座る。

これらの 3 つの敵対する派閥は、ライバ

ルと呼ばれる。互いに交戦中のライバル

は敵と呼ばれる。

全ての派閥は、平和の状態でゲームを開

始し、平時の競争を通じて勝利することが

できる。しかし、軍事攻撃はいつでも起こ

る可能性があるため、自衛は怠ることが

できない。

ゲームは以下により勝利することができ

る：

1) 経済上の首位を確保する

2) もしくは、ライバルの首都の軍事征服

3) もしくは、原子爆弾を開発すること

プレイ時間は 4-6 時間である。

プレイの手順

完全なゲームは、10 ゲーム年の間続く。

1 ゲーム年は、新年とそれに続く四つのプ

レイの季節から成る。

新年（7.0）

新年は 1 年の開始手順とそれに続く生産

フェーズと政治フェーズがから成る。

生産の間、プレイヤーは自分の年次生産

を受け取り、それを軍事、外交、技術、経

済の努力の間に割り当てる。

政治の間、プレイヤーは外交、産業、技

術上のイニシアティブを実行するために

カードをプレイする。

季節（10.0）

各季節（春、夏、秋、冬）は、指揮フェーズ

から始まる(10.1)。その時に、プレイヤー

が指揮カードをプレイすることによって軍

事行動に参加することができる。

適切で有効な指揮カードを持つプレイ

ヤーは、プレイされた指揮カードによる順

プレイヤー・ターンを行う。

プレイヤー・ターンは、移動フェーズ

（11.0）と戦闘フェーズ（12.0）から成る。敵

対するユニットが同じエリアを占めるとき、

戦闘は起こる。

戦時には、各季節は補給フェーズで終わ

る(14.0)。その間に、補給線（14.11）のな

い地上ユニット（戦車と歩兵）はペナル

ティをこうむり、(夏にだけ)封鎖（14.22）が

宣言される。封鎖は敵の生産を妨害する

ことができる。補給は、平時の間、無視さ

れる。

 1.0 地図
1.1 陸地エリア

陸地エリアは、国家の所有によって色分

けされている。国家の領域は、国家に属

する全ての陸地エリアから成る。海岸の

陸地エリアは、海または大洋に接してい

る(1.3 海峡も参照)。

カナダ、USA、ラテンアメリカと全ての名前

がつけられた島は、プレイ可能である。

バイオレットのエリアは、全ての目的のた

めにプレイ不可能である。

1.11 陸地の境界

陸地の境界は、戦闘(11.52)のための出入

りや上陸侵攻の実施(11.221)についてユ

ニットの移動を制限する。

1.12 都市タイプ

都市(円で囲まれた点と星)は、生産の一

つの構成要素である人口

(Population:POP)を提供する。それぞれの

円は 1POP値を示す。町(点)には人口値

がない。侵犯された時(15.4)、中立の都市

と町は防衛軍を生成する(15.42 と地図の

凡例を参照)。

1.121 首都

国家か植民地の最大の都市/町はその

首都である(2.11/2.21/2.31/2.41 を参照)。

首都が戦闘フェーズの終わりに敵のユ

ニットによって占められるならば、その首

都は占領される。

全ての国/植民地に首都があるわけでは

ない。

1.13 資源

資源(Resources:RES)は、黒と赤の三角

形として表示され、生産のもう一つの構成

要素である。

TransAfrica の資源のみ(red) アフリカの

まわりで移動できる(14.24 を参照).

1.14 陸地エリアのコントロール

エリアのコントロールは、フェーズの開始

時に評価され(6.0 を参照)、そのフェーズ

の間、変わらない。エリアを通過すること

は、そのコントロールを変えない。

陸地エリアは、一つの派閥によって常に

コントロールされる(中立国は、別々の独

立した派閥とみなされる)。

全ての自軍がコントロールする陸地エリ

アの合計は、自軍の領域と呼ばれる。同

様にライバル/敵/中立の領域などがある。



占領された陸地エリアは、以下のようにコ

ントロールされる：

・[占領] 一つの派閥によって占められる

陸地エリアは、その派閥によってコント

ロールされる。

・[所有] 複数の派閥によって占められる

陸地エリアは係争中で、最も長くそこに

あった派閥によってコントロールされる。

その派閥は所有者と呼ばれる(11.54)。

占められていない陸地エリアは、次のよう

にコントロールされる：

・派閥は常に、その列強(USSR、ドイツ、イ

ギリス)の空き領域をコントロールする。

・全ての他の空きの陸地エリアは、その国

家または植民地の首都をコントロールす

る派閥によってコントロールされる。

首都は以下のようにコントロールされる：

・コントロール・マーカーによってマークさ

れていない限り、派閥はそれ自身の勢力

の国家/植民地の首都をデフォルトでコン

トロールしている。

・デフォルトのコントロールが適用されな

い限り、首都が占領、所有、外交(8.2)に

よってコントロールされる時、コントロー

ル・マーカーは首都に置かれる。

・異なる派閥がその首都のコントロールを

得て、取り除かれるまで、コントロール・

マーカーはコントロールを及ぼす。

1.2 海エリア

海エリアは明るい青で表現され、細い青

い線（海の境界）で分割されている。

大洋(より太い大洋の境界を持つ暗い青

の海エリア）は、非常に大きな海エリアで

ある：大洋に進入するためには 2エリア移

動がかかる。

1.21 海エリアのコントロール

海エリア・コントロールはまた、フェーズの

開始時に評価され、そのフェーズを通じて

不変のまま続く。

敵ユニットによって占領される海は、敵の

海と呼ばれる。

他の全ての海(ライバルが占領する海を

含む）は、公海であり、自軍のものとみな

される。

1.3 海峡

陸地と海を含む影が付けられた矢印付き

の青の円は海峡である。海峡は、以下を

除いて海岸の陸地エリアと同じように取り

扱われる：

・ユニットは、海(11.2)か航空移動(11.3)に

よって中立かライバルの海峡を通って移

動することができる。しかし、そこで停止

することは攻撃を構成することになる

(11.54)。敵がコントロールする海峡に進入

する海移動は停止しなければならない。

・補給線(14.11)と通商路(14.21)は、ライバ

ルと中立の海峡を通じて設定することが

できる(しかし、敵がコントロールする海峡

を通じて設定できない)。

1.4 生産トラック

それぞれの派閥は生産トラックを持ち、そ

こで、人口(POP)、産業(IND)と資源(RES)

のその現在のレベルを記録する。

POP、IND、RES の基本レベルが、他の派

閥の固有の情報とともに、それぞれの派

閥のための表示される。

 2.0 国家
2.1 列強

ドイツ（枢軸）、イギリス（西側）と USSR は

列強である。

それらはそれ自身の国家のユニットを持

つ（3.0 を参照）。

2.11 列強の首都

列強の首都（ベルリン、ロンドン、モスク

ワ）は、その派閥の中心首都(三重丸に囲

まれた星)である。中心首都は、その派閥

の唯一の生産センター(それが失われた

場合、生産は不可能となる)として機能し、

3 の POP値を持つ。

列強の副首都(二重丸に囲まれた星)は、

2 の POP値を持つ。

中心首都と副首都は、ユニットの補給源

(14.11)として機能することができる。

2.2 大勢力

イタリア(枢軸)、フランス(西)と USAは、大

勢力である。USAは、中立としてゲームを

開始するが、外交を通して(のみ)西側の

大勢力になることができる(8.4 を参照)。

大勢力もまた、国家のユニットを持つ。

2.21 大勢力の首都

大勢力の首都（ローマ、パリ、ワシントン）

は副首都(二重丸に囲まれた星)であり、

自軍ユニットの補給源(14.11)として機能

することができる。

敗戦：大勢力の首都が占領された場合

(単に戦闘フェーズの終了時に敵が単独

で占有している、1.121 を参照)、それは敗

戦する。その首都に征服した派閥のコント

ロール・マーカーを置き、プレイから全て

の国家のユニットを永久に取り除く。

敗戦した大勢力は、もはや派閥には属し

ていない。

その植民地の処置については 2.31 を参

照。

首都のコントロールの例
枢軸は、自動的にベルリン、ローマ、トリ

ポリをコントロールする。枢軸コントロー

ル・マーカーは、そこに置かれる必要はな

い。

異なる派閥がローマのコントロールを得

た場合、コントロール・マーカーをそこに置

き、それが取り除かれるまで、それは空き

のイタリアの国家の地域に対するコント

ロールを発生させる。

所有
係争中のエリアの所有は、所有者ユニッ

トを立てて置き、敵対するユニットを表を

上にして倒しておくことによって示される。

海エリアのコントロール
海戦がに常に決着がつくまで戦われるた

め、戦闘フェーズの間を除いて、海エリア

は係争中(二つの敵対する派閥のユニット

が存在する)となることはない。

中心首都（POP 3）

ドイツ：ベルリン

イギリス：ロンドン

USSR：モスクワ

副首都（POP 2）

ドイツ：ルール

イギリス：デリー

USSR：レニングラード/バクー

イタリア：ローマ*

フランス：パリ*

USA：ワシントン*

*大勢力の首都

首都都市（POP 1/召集 3）

ポーランド：ワルシャワ

スペイン：マドリード

トルコ：アンカラ

都市（POP 1/召集 2）

町（POP 0/召集 1）

中心/副首都と勝利

敵の中心/副首都をコントロールすること

は、2VPsの価値がある。

そのうち中心首都 2 個をコントロールする

ことでただちに勝利する(16.0 を参照)。



2.3 本土の領域

列強か大勢力(カラー・コード化されてい

る)の国境の中の陸地エリアは、その本土

の領域と呼ばれる。要塞(3.241)を除いて、

全ての新しいユニット（基幹部隊）は、本

土の領域の中で編成されなければならな

い。

2.31 植民地

イギリス、フランス、イタリアは植民地(サ

イドバー)を持ち、その国家の色のより軽

い影で示される。それらは、植民地の首

都のデフォルトのコントロールを持つ（そし

て、それを通して、空きの植民地の領域を

コントロールする）。植民地は本土の領域

ではない(すなわち、新しい基幹部隊をそ

こに建設することはできない)。

その首都がコントロールされるか、他の大

国によって占領されない限り、それを所有

する大勢力が敗戦した時には、植民地は

武装した小国（15.42）になる。

2.4 小国

小国(Minors)は、黄色、オレンジ、褐色、

茶色の色コードを持つ。それらはどこにも

コントロールされることがない、同盟して

いない中立(8.11)としてゲームを開始し、

外交か征服を通して派閥の影響下に置

かれるか、コントロールされる可能性があ

る。コントロールされていない間、それぞ

れの小国は独立した派閥とみなされる。

侵犯された場合、中立の小国は武装した

小国となり、防御ユニットを展開する(15.4 

中立の侵犯を参照)。

小国が派閥によってコントロールされる時、

その派閥のコントロール・マーカーはその

首都に置かれる。

それが外交を経てコントロールされた衛

星国(8.2)になる場合、それはまたその派

閥の列強のユニットを配置する。

2.41 小国の首都

ほとんどの小国はは 1 個だけの都市か町

を含んでおり、それはその首都として機能

する。大きな小国（色は淡黄色）は二つの

都市を持ち、その一つ(星)はその首都（1

の人口値）である。

 3.0ユニット
木製ブロックは、軍事ユニットを表現する。

以下の表に従って、ラベルをそれぞれの

ユニット・ブロックに貼り付けること。また、

4.6 マーカー・ブロックを参照。

ユニットは通常はまっすぐに立てられてお

り、それらの正体は敵から隠されている

(例えば、インドで、秘密にしておくために

必要ならば、裏返して倒しておく)。

敵の軍隊と交戦する（11.5）時、ユニットは、

表を上にして倒され、そのタイプと戦力が

公開される。

3.1 ユニットの属性

3.11 国籍

ブロックとラベルの色は、ユニットの国籍

を示している（3.0 を参照）。

3.12 戦闘力(Combat Value:CV) 

ユニットの戦力または戦闘力(Combat 

Value:CV)は、その一番上の辺の点の数

によって示される。これは、それが戦闘解

決において振るサイコロの数である。

それはまた、ユニットがこうむることができ

る損害のステップの数である。ユニットが

損害を受けた時、その減少した現在の

CVを示すために新しい辺に回転する。

1CVユニットは、基幹部隊と呼ばれる。

USSR、フランス、イタリアと中立のユニッ

トは最大 3CVを持ち、一方でドイツ、

USA、イギリスのユニットは最大 4CVを持

つことに注意せよ。

3.13 移動速度

ターンごとのユニットの移動距離もしくは

移動速度は、そのユニット・タイプによって

自動的に決定され(ユニット表、サイド

バーを参照)、それゆえに、ユニット・ラベ

ルには示されない。ユニットは、陸上と海

上で異なる移動速度を持っていることが

ある。

植民地
植民地 植民地首都

イギリス カナダ

ジブラルタル

マルタ

中東

インド

フランス フランス北アフリカ

シリア

イタリア リビア

Ottawa(オタワ)

Gibraltar(ジブラルタル)

Malta(マルタ)

Suez(スエズ)

Delhi(デリー)

Algiers(アルジェ)

Damascus(ダマスカス)

Tripoli(トリポリ)

ユニット・ラベル

　ステップの減少　

戦闘力2
(最大4)

国籍
[灰色=ドイツ]

ユニット
・タイプ
[歩兵]

ユニット表
ユニット 移動 火力

0 A2/N3/G4/S3

2R A3/N1/G1/S1

(3R) A2/N2*/G1/S2

(2R) A0/N1/G0/S1

(3R) A1/N3/G1/S2

3 A0/N0/G2/S0

2 A1/N1/G3/S0

(2) なし

（）陸地エリアに進入した時点で停止

　しなければならない。

要塞 [G]

空軍 [A]

空母 [N†]

潜水艦 [S]

艦隊 [N]

戦車 [G]

歩兵 [G]

護送船団 [N†]

R 基地を変更することができる（時には

　そうしなければならない、13.0を参照)。

† 倍の命中をうける：命中につき-2CV。

* 空母はN1を射撃し、ただちに退却する

　ことができる(12.5)か、基地を変更する

　ことができる(13.0)。

国家 ブロック ラベル
ドイツ 薄い灰色 灰色

イタリア タン オリーブ

イギリス 暗い青 暗い青

フランス 明るい青 明るい青

USA 緑 緑

USSR 赤 赤

中立 オレンジ タン



3.14 戦闘プライオリティー

戦闘解決の間に、ユニット表（サイドバー）

により、上から下への順でユニットは機能

する：すなわち、要塞から初めて、護送船

団が最後である。同じタイプのユニットの

間では、防御ユニットは通常通り、実行中

のプレイヤーのユニットの前に射撃する

（例外：先制射撃 9.0 を参照）。

3.15 火力

戦闘解決の間に、敵ユニットに損害を与

えるユニットの相対的な能力は、その火

力である。ユニットはそれぞれの目標クラ

スについて特定の火力を持ち、それは文

字と数字によって表現される(「A1」)。

文字は、目標クラスである（A/N/S/G、下

記を参照）。数字はそのクラスに対する火

力である：

「1」は、サイコロを振って出た目が 1 で命

中を記録することを意味する。

「2」は、サイコロを振って出た目が 1～2

で命中を記録することを意味する。

「3」は、サイコロを振って出た目が 1～3

で命中を記録することを意味する。

火力の詳細については 12.42 を参照。

3.2 ユニット・タイプ

ユニット・タイプは、自動的に移動速度と

火力を決定する。

航空(Air)、海軍(Naval)、潜水艦

(Submarine)ユニットは、集団で ANSユ

ニットと呼ばれる。

3.21 航空ユニット（クラス A）

航空ユニットは航空移動を使用する

(11.3)。それらは、基地を変更することが

可能で(13.0)、時にはそうしなければなら

ない。それらは、陸地領域を獲得すること

ができない(12.52 を参照)。

3.211 空軍

移動：航空 2(陸地や海を越えて)。

火力：A3/N1/G1/S1

3.22 海軍ユニット（クラス N）

海軍ユニットは海移動を使用する(11.2)。

それらは、基地を変更することが可能で

(13.0)、時にはそうしなければならない。

それらは、陸地領域を獲得することができ

ない(12.52 を参照)。

3.221 空母

移動：陸地 1 [停止]、海 3。

火力：A2/N2/G1/S2

特殊：こうむる命中につき 2CVを失う。

（空母攻撃）

N1 で射撃し、ただちに退却/基地を変更

することができる。

3.222 艦隊

移動：陸地 1 [停止]、海 3。

火力：A1/N3/G1/S2

3.23 潜水艦ユニット（クラス S）

潜水艦ユニットは海移動を使用する

(11.2)。それらは、基地を変更することが

可能で(13.0)、時にはそうしなければなら

ない。それらは、陸地領域を獲得すること

ができない(12.52 を参照)。

3.231 潜水艦

移動：陸地 1 [停止]、海 2。

火力：A0/N1/G0/S1

特殊：敵ユニットを含む海エリア通過して

自由に移動することができる。

海戦を回避することができる(12.73)。

3.24 地上ユニット（クラスG）

地上ユニットは土地移動(11.1)か海移動

(11.2)を使用することができる。海移動を

使っている地上ユニットはただちに、護送

船団（3.244）になる。免除されている要塞

を除いて、戦時の地上ユニットは補給を

必要とする(14.1)。

3.241 要塞

移動：配置後は移動できない。

火力：A2/N3/G4/S3

特殊：本土の領域外の自軍の陸地エリア

に建設することができる(戦闘中ではない)。

エリアにつき 1 個に制限される。

補給ルールを無視しなさい(14.0)。

3.242 戦車（軍団）

移動：陸地 3、海 2（11.22 を参照）。

火力：A0/N0/G2/S0

特殊：海上では護送船団である(3.244)。

3.243 歩兵（軍）

移動：陸地 2、海 2（11.22 を参照）。

火力：A1/N1/G3/S0

特殊：海上では護送船団である(3.244)。

3.244 護送船団

海上の地上ユニットは護送船団である。

Movement: 陸地[なし]、海 2。

Firepower: なし。

特殊：海上では交戦することができないが、

陸地に上陸侵攻を行うことができる

(11.221).。海戦では：いかなる戦闘アク

ションもできず、「N」として目標とされ、

命中につき 2CVを失いなさい。

3.3 ユニットの解散

ユニットは、保有プレイヤーによって取り

除かれることができる（しかし、再建するこ

とができる)。

派閥：
西側：経済の進歩に集中し、大規模な軍

縮を行っている。イギリスとフランスは、勢

力の均衡と資源へのアクセスを追求する。

枢軸：敗戦の屈辱にいら立って、元の状

態の回復を模索している。ドイツとイタリ

アは再軍備を開始し、軍拡競争を誘発し

た。

USSR: 敗戦、革命、無情な工業化の後、

USSR は列強への道を模索している。

ユニット表
ユニット 移動 火力

0 A2/N3/G4/S3

2R A3/N1/G1/S1

(3R) A2/N2*/G1/S2

(2R) A0/N1/G0/S1

(3R) A1/N3/G1/S2

3 A0/N0/G2/S0

2 A1/N1/G3/S0

(2) なし

（）陸地エリアに進入した時点で停止

　しなければならない。

要塞 [G]

空軍 [A]

空母 [N†]

潜水艦 [S]

艦隊 [N]

戦車 [G]

歩兵 [G]

護送船団 [N†]

R 基地を変更することができる（時には

　そうしなければならない、13.0を参照)。

† 倍の命中をうける：命中につき-2CV。

* 空母はN1を射撃し、ただちに退却する

　ことができる(12.5)か、基地を変更する

　ことができる(13.0)。



1936 年の開始時の軍隊
ドイツによるベルサイユ条約の放棄は

ヨーロッパにおける再軍備の競争を開始

させることになった。そのため、大部分の

ユニットは 1CVの基幹部隊として開始す

る。

地図上のアイコンによって示されるように、

イギリスとフランスは追加のユニットをもっ

て開始する。

 4.0 カードとマーカー
このゲームは、二つの 55 枚のカード・

デッキを使う：アクション・デッキと投資

デッキである。

4.1 アクション・カード

アクション・カードは、カードの両端に中立

国の名称を持っており、どちらかの中立

国に影響を及ぼすために使用することが

できる(8.0 外交を参照)。

中央に横向きに示されているのは、指揮

値であり、季節と文字番号の組合せから

成り、その季節の間にユニットを移動する

ために使用できる。

アクション・カードは、その可能な用途のう

ちのいずれか一つのために消費すること

ができる。

4.2 投資カード

投資カードは、カードの両端に表示される

テクノロジーを持つ。テクノロジーは、自軍

ユニットの特定のタイプの能力を強化す

る。

中央に横向きに示されているのは、少なく

ともその派閥の工場コスト(7.32)に等しい

総工場値を持つカードがプレイされた時

に、その派閥の産業レベルを進めるため

に使用可能な工場値はである。

投資カードは、その可能な用途のうちの

いずれか一つのために消費することがで

きる。

4.3 手札の数の上限

それぞれの派閥は、固定

の手札の数の上限を持ち、

それはその派閥が政治

フェーズの終了時にその

手札として保持することが

できるカードの最大枚数である。

手札の数の上限は、それぞれの派閥の

生産トラック上に注記される。

プレイヤーの手札の中のカードの枚数は

公開情報である(マーカーはこれを明確に

するために提供される)。

4.4 平和の配当チット

各年の開始ごとに、平和

な派閥は平和の配当チッ

ト(7.13)を受け取る。

これらは、0～2 の勝利ポ

イント(16.1)の値を持ち、

所有者はこれを秘密にし

ておく。

チットの値は以下の通りである：

・4 個 x平和の配当 2

・12 個 x平和の配当 1

・16 個 x平和の配当 0

4.5 マーカー・カウンター

影響マーカーは、派閥が外交を通じて中

立国に影響を及ぼしたいことを示すため

に中立国の首都に置かれる(8.0 を参照)。

コントロール・マーカー（影響マーカーの

裏側）は、外交や征服を通じてコントロー

ルすることになった国家の首都と植民地

に置かれる。それが空いている時は、コン

トロール・マーカーは首都のコントロール

を記録する。

封鎖マーカーは、有効な通商路を持たな

い POP/RESエリアに置かれる(14.2 を参

照)。

4.6 マーカー・ブロック

より簡単にプレイするために、

POP、RES、INDマーカーは、ブロックにラ

ベルを貼る（ボール紙製カウンターの代

わりに）。RES ブロックに両面のラベルが

ある点に注意しなさい。

現在のターン・マーカー・

ブロック（オレンジ）は、自

分のターンを現在、実行

中のプレイヤー(7.14)に渡

される。それはまた、それ

ぞれの面のラベルを持つ。

 5.0 セットアップ
それぞれの派閥は、その国家/植民地の

都市に、POP値につき 1 個の基幹部隊の

割合で、希望するタイプの 1CVユニット

(基幹部隊)を展開する(円の数、例えばロ

ンドンでは 3)。枢軸はこの数の倍を配置

する（例えばベルリンでは 6）。

イギリスとフランスは、以下に指定されて

いるように追加の開始時のユニットを受け

取る(地図上のアイコンを参照)。未使用の

ブロックを地図外に秘匿しておきなさい。

生産トラック上のその初期のレベルに

POP、RES、INDのマーカー・ブロックを置

き、DoWボックスの中の「at Peace with」

マーカーを置く。

次に、プレイヤーは通常の数の手札のア

クション・カードを引き、枢軸は二倍の手

札のサイズ(14 枚のカード)を引く。

それから、平和の配当などを含めて、

1936 年の新年(7.0)からプレイを開始する。

5.1 枢軸のセットアップ

ドイツ：Berlinに 6 個の基幹部隊を置き、

Ruhr に 4 個、Munich と Konigsberg に各 2

個を置く(小計 14 個ユニット)。

イタリア：Rome に 4 個の基幹部隊を置き、

Milanに 2 個、Tripoli に 2 個を置く(小計8

個ユニット)。

合計：22 個ユニット/22CV

14 枚のアクション・カードを引く

・産業：12 [工場コスト：5]

・人口：11

・資源：6

平和の側 戦争中の側

一個のブロックの相対する側に両方の

平和である時は色付きの三角形の側が

戦争中である時は黒で塗りつぶされた

RESマーカー・ブロック

のタイプのRESラベルを貼る。

向けられ(RESは無視される)、

三角形の側が向けられる(RESは生産

には数えられない)。



5.2 西側のセットアップ

イギリス：Londonに 3 個の基幹部隊を置

き、Delhi に 2 個の基幹部隊、

Glasgow、Bombay、Suezにそれぞれ 1 個

の基幹部隊を置く。Londonに 4CVの 1

個の艦隊、Gibraltar に 1 個の要塞の基幹

部隊、Karachi に 1 個歩兵の基幹部隊を

追加する(地図上のアイコンを参照)。

フランス：Parisに 2 個の基幹部隊を置き、

Marseillesに 1 個、Algiersに 1 個の基幹

部隊を置く。Lorraine に 3CVの 1 個の要

塞を加える(地図上のアイコンを参照)。

合計：16 個ユニット/21CV

8枚のアクション・カードを引く

・産業：7 [工場コスト：6]

・人口：12

・資源：11

5.3 USSR のセットアップ

USSR：Moscowに 3 個の基幹部隊を置き、

Leningrad と Baku にそれぞれ 2 個の基幹

部隊、他の USSR 都市に 1 個の基幹部隊

を置く。

合計：12 個ユニット/12CV

6 枚のアクション・カードを引く

・産業：9 [工場コスト：7]

・人口：12

・資源：11

 6.0 プレイの手順
各ゲーム年は新年の手順から始まる。下

記を参照(7.0)。

季節のプレイ(春/夏/秋/冬)がそれに続く。

その間に、プレイヤーが有効な指揮カー

ドをプレイしている場合(10.1)、そのプレイ

ヤーは自分のユニットを移動させ、戦闘を

解決する(戦闘の実施については、12.1 を

参照)。

 7.0 新年
7.1 年開始フェーズ

7.11 年の前進

時間トラック上の年マー

カーを進める。

7.12 勝利チェック/再

シャッフル

経済上の勝利のための

チェックを行う(16.2)。全ての捨てられた

カードを加えて、アクションデッキと投資

デッキをシャッフルし直す。

7.13 平和の配当

派閥が中立を侵犯して

(15.4)おらず、その前年の

間に戦闘に参加していな

い限り、平和であった

(15.4)それぞれの派閥に、

裏返したままの 1 個の平

和の配当チット(4.4)を配布する。

7.14 ターン順

この年のターン順を決定

するために 1 個のが命サ

イコロを振る。生産トラック

の端の三角形の中の数

字は、第一プレイヤーと手

番の交替を示す(すなわち、

2 のサイコロの目は以下のターン順を決

定する：枢軸-西側-USSR)。

自分のターンを行っているプレイヤーは、

実行中プレイヤーと呼ばれる。現在の

ターン・マーカー・ブロックは、交替の方向

を示すように、表を向けて実行中のプレイ

ヤーに渡される。

7.2 生産フェーズ

ターン順において、全てが行われるまで、

プレイヤーは自分の生産を行う。

7.21 生産レベル

自分の生産トラックに参照して、実行中プ

レイヤーは、その年の間の自分の生産レ

ベルを決定する。これは以下を除いて、

自分の IND、POP、RES のうち最少のもの

に等しい：

・平和な派閥は RES を無視する。

・戦争中の派閥は RES を数えなければな

らず、封鎖される可能性がある(14.2 を参

照)。

7.211 封鎖の解決

戦争中の派閥では、それらがその前年の

夏の補給フェーズの間に封鎖され(14.2)、

今年の生産フェーズの間も封鎖され続け

る場合、POP/RES は使用できない。

生産の間、現時点で通商路を設定するこ

とができる自軍の POP/RES から封鎖

マーカーを取り除きなさい：封鎖されたま

まである POP/RES は、自軍の生産のた

めに数えられない。

生産の後、全ての封鎖マーカーを取り除

きなさい。

7.22 生産の消費

実行中のプレイヤーは、ユニットを建設す

るか、カードを買うために自分の生産を消

費する。それぞれのカードかユニット・ス

テップは、1 生産ポイントがかかる。プレイ

ヤーは、消費された生産を記録するため

に、生産利用可能マーカーを使用するこ

とができる(サイドバーを参照)。建設され

たユニットの性質や引かれたカードは公

開されない。

7.23 ユニットのステップを建設する

ユニットが以下の場合、ユニットは建設す

ることができない：

・海上にいる

・戦闘を交戦中である

・補給を受けていない(14.1)。ただし 7.231

を参照。

プレイの手順
新年

年の開始（年の前進）

・勝利チェック/デッキの再シャッフル

・平和の配当/ターン順

生産フェーズ

第 1 プレイヤーの生産

・生産の封鎖チェック

・生産レベルの決定

・生産の消費

第 2 プレイヤーの生産（同じ）

第 3 プレイヤーの生産（同じ）

政治フェーズ（カードのプレイ）

・プレイヤーは、1 枚の外交、1 枚の情報

もしくは 2 枚の適合する技術カードをプレ

イするか、工場カード(≧工場コスト)、もし

くは、

・パスする[3 連続でカード・プレイを終え

る]
外交の解決(POP/RES を修正する)
手札の上限の遵守(カードを捨てる)
季節（春/夏/秋）

指揮フェーズ(カード・プレイ）

第 1 プレイヤー・ターン

・移動フェーズ

・戦闘フェーズ

第 2 プレイヤー・ターン（同じ）

第 3 プレイヤー・ターン（同じ）

補給フェーズ（夏：封鎖）

冬の季節（USSR のみ）

指揮フェーズ

USSR プレイヤー・ターン

補給フェーズ

生産の消費の記録

マーカーは、現在の生産レベルから

始めることによって利用可能な生産を

記録することができる。それぞれの

生産ポイントが消費された時にトラックの

下方にその分だけ動かす。

利用可能生産(Production Available)



生産レベルを記録する
領域の変更が外交の判定(7.4)か季節の

軍の作戦行動の間に起こる時、プレイ

ヤーはただちに POPと RES のレベルを

修正することを強く推奨する。

これらのレベルは、全てのコントロールす

る/影響を及ぼすエリア(影響/コントロー

ル・マーカーにつき)をその派閥のベース・

レベル(生産トラックに示されている)に加

えることによって確定することができる。

拒絶の例

枢軸はチェコスロバキアを侵犯(15.4) する

と脅迫した。それは西側の保護国である

(2影響)。

西側はチェコスロバキアから 1影響を取り

除くことを選んだため、侵犯は宣戦布告を

誘発しない。

既存のユニット。その次のより強い辺にブ

ロックを回転させることによって、1CVを

既存のユニットに加える(それぞれの生産

においてユニットごとに 1CVを超えないこ

と)。

新しい基幹部隊。その本土の領域(2.3)に、

いずれかのタイプの新しい 1CVユニット

を置く。新しい基幹部隊は、その同じ生産

においてそれ以上、建設を追加すること

ができない。

7.231 要塞の建設

要塞の基幹部隊/ステップ

は混乱状態ではない自軍

の領域のどこにでも構築

することができる。そこで

補給切れであってもよい。

大勢力の要塞は、その国

家/植民地の地域に建設

されなければならない。

列強の要塞は、他の全てのエリアに建設

されなければならない。ただ 1 個の要塞

のみが陸地エリアにつき許される。

7.24 カードを買う

デッキの一番上から 1 枚のアクションか

は投資カードを引き、それを裏返したまま

自分の前に置いておく。あなたの生産が

完全に終わるまで、購入されたカードを調

べないこと。

7.3 政治フェーズ

ターン順に、プレイヤーは様々な方法で

自分の地位を高めるために交代でカード

をプレイする。

いくつかのカードのプレイの選択は 1 枚

のカードを含み、いくつかは 2 枚セットの

カードを含み、そして、いくつかは複数の

カードを含む。

カードは複数の可能な使用方法を持つた

め、、カードはそのプレイヤーの目線で意

図された目的の方を立てるようにプレイさ

れなければならない。

7.31 外交（1 枚のカード）

実行中のプレイヤーは、目標の中立国に

影響を及ぼすために、自分の目線でその

国を上にして立てて 1 枚のアクション・

カードをプレイすることができる。

ライバルが同じ中立国についてプレイした

外交カードを持つ場合、、両方ともが捨て

札となる。

詳細は外交 8.0 を参照。

7.32 産業（いくつかのカード）

実行中のプレイヤーは、1だけ自分の

INDレベルを上げるために、少なくとも自

分の現在の工場コスト(サイドバー)に等し

い数の工場値(合計で)を持つ投資カード

をプレイすることができる(ただちに、生産

トラック上のマーカーを修正する)。

重要：INDは、年につき二回を超えて高め

ることができない。

7.33 テクノロジー（2 枚のカード）

実行中プレイヤーは、そのテクノロジーを

達成するために同じ希望するテクノロジー

を持つ 2 枚の投資カードをプレイすること

ができる(自分の目線で希望する技術を

上に立ててプレイする)。

実行中プレイヤーは、その技術をただち

に完成させるためにそれらを表返してプ

レイし、ペアの 1 枚のカード(選んだ方)を

捨てて、もう一枚を自分の前に保持する。

あるいは、技術カードのペアは、その人の

秘密の金庫室に、裏返したままプレイす

ることができる(9.3参照)。

即時の効果を伴って、秘密の技術はいつ

でも公開することができる。

通常、提供されたテクノロジーは、1種類

の自軍ユニットをアップグレードする。

詳細はテクノロジー 9.0 を参照。

7.34 情報（1 枚のカード）

いくつかの投資カードは情報の機能を持

つ。これらのうちの 1 枚がプレイされる時、

ただちに、その指示を実行しなさい(9.5 を

参照)。

7.35 パスする（カードなし）

プレイヤーはまた、何らかのカードをプレ

イするよりはむしろパスすることができる。

しかし、3 人のプレイヤーが連続してパス

すると、政治のカード・プレイは終わる：外

交を解決しなさい(7.4)。

7.4 外交の解決

ターン順に外交を解決しなさい。

プレイ中のまま残ったそれぞれの外交

カードについて、8.0 に従って影響マー

カーを置くか、取り除きなさい(敵対する

カードとマーカーはお互いをキャンセルす

る)。

ただちに、それに従って、人口と資源のレ

ベルを調節しなさい。

7.5 手札の上限の遵守

全てのプレイヤーは現時

点で、自分の手札の上限

(生産トラックにあるように)

に対応しなければならな

い。必要に応じてカードを

捨てる。

枢軸 7 /西側 8 /USSR 6

プレイヤーの秘密の金庫室の中のそれぞ

れの技術のペアが、手札の上限に許され

たもののうちの 1 枚として数えられること

を思い出していただきたい(9.3。

工場のコスト

上げるために必要な工場の数である。

は、以下の通りである：

・枢軸　　５工場

・西側　　６工場

宣戦布告を行った時に、工場のコストは、

工場のコストは、1だけ産業レベルを

最初の工場のコスト(生産トラックによる)

・USSR　７工場

1レベルだけ下がる。

USAが衛星国になった時、西側の工場

コストもまた1レベルだけ下がる(8.43)。

政治におけるカードのプレイ
プレイヤーは、カードをプレイする責任が

手札の上限を超える最も多くのカードを

持つプレイヤーにあることに気付くべき

である。手札の上限の超過がより小さな

プレイヤーは「パス」することが可能で、

最大の手札の上限の超過を持つ

のプレイが終了した時にすべての

プレイヤーが手札の上限までカードを

捨てる必要があるため、先にプレイ
するか、すべての手札の上限を超過した

カードを失うかの判断を強制される。

プレイヤーは、3回連続のパスでカード



 8.0 外交
派閥は、外交を通して、中立国に対する

影響を獲得するか、ライバルの影響を減

らすことができる。

政治のカード・プレイの間、プレイヤーは

一つの外交カードをプレイすることが可能

で、目標の中立国を自分の目線で上に立

てるようにする。

ライバルがその中立国について外交カー

ドをプレイ中である場合、それらはキャン

セルされる：アクション・カードの捨て札の

山に両方ともを捨てなさい。

外交ワイルドカード(8.3)は、誰がそれをプ

レイするかによって、いずれかの中立の

一つに影響を与えることができる。これら

はただちに自軍の影響マーカーを加えて

(もしくは、存在するならば、ライバルそれ

を取り除く)、捨てられる。

外交の解決。政治のカード・プレイの後、

プレイ中で残ったそれぞれの外交カード

について、1 個の自軍の影響マーカーを

関連する中立国(首都がある場所）に加え、

その後、そのカードを捨てなさい。ライバ

ルの影響マーカーが存在する場合、自軍

のマーカーを加える代わりに、それを取り

除きなさい。

影響が変わるため、ただちに POP/RES

マーカーを修正しなさい。

拒絶。所有者は、いつでも自発的に影響

マーカーを取り除くことができる。

外交の判定(7.4)の後、プレイで残った影

響マーカーは、以下のように中立国の状

態を決定する。

8.1 中立国

中立国は、いかなる派閥

の一部でもなく、独立した

派閥とみなされる国家で

ある。

中立国の領域への軍事

ユニットの進入は、それに

先立って中立国への侵犯

の宣言を必要とする(15.4 を参照)。

8.11 非同盟（影響なし）

影響マーカーを持たない中立国は、非同

盟の中立国である：いかなる派閥もその

中立国の人口や資源を使用しない。

8.12 提携国（1 個の影響）

1 個の影響マーカーは、中立国をその派

閥の提携国として定義する：

・その派閥は、その人口と資源の独占的

な使用権を持つ。

・提携国は中立国のままである：影響を及

ぼす派閥はその中立の領域の上にコント

ロールを持たず、そのユニットはそこに進

入することができず、そこで建設すること

もできない。

・提携国の領域へのいずれかの派閥によ

る軍の侵入は、中立侵犯を必要とする

(15.4)。

8.13 保護国（2 個の影響）

2 個の影響マーカーは中立国をその派閥

の保護国としての意味を持つ：

・その派閥は、その人口と資源の独占的

な使用権を保持する。

・保護国は中立国のままである：

影響を及ぼす派閥はその中立の領域の

上にコントロールを持たず、そのユニット

はそこに進入することができず、そこで建

設することもできない。

. 保護国の領域へのいずれかの派閥(保

護者を含む)による軍の侵入は、中立侵

犯を必要とする(15.4)。

・それに加えて、ライバルの保護国に対す

る攻撃は、保護者への宣戦布告(15.2)を

必要とし、保護国はただちに保護者の衛

星国に変換される(コントロール・マーカー

と衛星国の軍隊が 8.2 に従って置かれる)。

8.14 武装した小国

侵犯(15.4)された時、全ての影響はキャン

セルされ、中立国は武装した小国(15.42)

になる。

8.2 衛星国（3+影響）

3+影響は、中立国をその派閥のコント

ロールされた軍事衛星国に変え、以下の

影響がある：

・衛星国はその派閥によってコントロール

される(その首都にコントロール・マーカー

を置く）。

外交はこの国にもはや影響を及ぼすこと

ができない。

・以下のように、その都市の召集値に従っ

て、その小国の都市や町にその派閥の列

強のユニット(どのタイプでもよい)を置く：

　・首都都市に 1 個 3CVユニット

　・他の都市に 1 個 2CVユニット

　・町に 1 個 1CVユニット

・その派閥は、衛星国の POP/RES の排

他的な使用権を持つ。

・衛星国の領域は現在、その派閥の自軍

の領域である(例えば、それは要塞を建設

し、そこへ移動することができる)。

. 衛星国へのライバルの攻撃は、自然に

その派閥への宣戦布告(15.2)を構成する。

8.3 外交ワイルド・カード

外交ワイルドカードは、いくつかのオプ

ション抜きで一つの中立国に自軍の影響

を加えるか(または、ライバル影響を取り

除く)ことを可能にする(通常はそれぞれの

派閥について異なるオプションがある)。

外交ワイルドカードをプレイする時、ただ

ちに選ばれた中立国に自軍の影響マー

カーを置き(もしくは、ライバルのものを取

り除き)それから、それを捨てなさい。

提携国
提携国は、軍事的には中立のまま、ある

派閥と排他的な貿易の合意を持つ中立

国を表現している。

保護国
経済上の結び付きに加えて、保護国はそ

の派閥との間に公開の防衛条約を持って

いる。そのために中立の侵犯(15.4)は、そ

の保護者への宣戦布告を必要とする。

衛星国
衛星国は軍事的に派閥と同盟している中

立国であり、事実上、その軍隊の一部に

なっている。

会談
プレイヤーはいつでも公然と他のプレイ

ヤーと交渉してもよいが、合意は強制が

不可能である。

[全てのプレイヤーが合意した場合、ゲー

ムのプレイ時間は非常に長くなることにな

るが、秘密の交渉は承認される。]

ユニット(3.3)と影響マーカー(8.0)をいつで

も自発的に取り除くことができる点に注意

せよ。

外交ワイルドカード
外交ワイルドカードをプレイすると、

ただちに影響マーカーを置くか、取り除き

なさい。これで、どの中立国が目標と

されたかを明らかにする。

そして、そのカードを捨てなさい。

いくつかの明確化：

コントロールする領域に隣接する

及ぼす。

保証(Guarantee)：ライバルが

コントロールする(影響下ではない)

領域に隣接する中立の小国(USA
ではない)に影響を及ぼす。

威嚇( Int imidat ion )：自軍が

中立の小国(USAではない)に影響を

海外支援(Foreign  Aid)：何らかの

中立国に影響するが、1だけあなた

のINDを減らしなさい。



産業スパイ
すでに公開された技術は他の派閥によっ

てより簡単に複製される。なぜなら、産業

スパイが何らかの公開された技術のため

のワイルドカードとして使用することがで

きるためである。

原子力の研究の進歩
原子力の研究の技術は、秘密であろうが

公開であろうが、順に達成されなければ

ならない。この理由のために、秘密の金

庫室の中の全てのテクノロジーは、左か

ら右へ、達成の順に配置されなければな

らない。プレイヤーがこの条項を遵守する

ことができない場合、全ての彼の原子力

の調査は失われる(放棄される)。

8.4 USAの外交

USAは、外交によって影響を与えること

ができる中立の大勢力である。それは中

立国としてゲームを開始する(影響なし)。

8.41 枢軸/USSR の影響

枢軸と USSR は USAに影響を及ぼすこと

ができるが、それは提携国、保護国、衛

星国として USAを得ることができない。

枢軸/USSR の影響(最大 3)は、単に西側

がそうすることをより難しくするだけである

(枢軸/USSR影響はまず先に否定されな

ければならない)。

8.42 西側の影響

USAに対する西側の 1,2 の影響は、普通

の効果(POP/RES の使用)を持つ。

8.43 西側の衛星国

3 個以上の西側の影響で、

USAは以下の効果を持つ

西側の衛星国になる：

・西側の工場のコストは 1 レベル低下する。

・4CVの USA要塞ユニットがWashington

に置かれ、2CVの USA要塞ユニットが

New York に置かれる。

・1942 以降である場合、USAの軍隊はこ

の時点で到着する資格がある(8.45 を参

照)。

・今後、USAユニットは、西側の生産で建

設することができる。

重要：西側が戦争中でない限り、USAユ

ニットは USAを去ることができない。

8.44 USAの世論

1941,1942,1943,1944 年の年の開始/前進

(年トラック上のフラグを参照)、西側は自

動的に USAに対して 1影響を得て、(まだ

衛星国でない場合)、その結果としてただ

ちに西側の衛星国になってもよい。

8.45 USAの軍隊

USAユニット到着は、西側の生産から独

立している(大部分の USA POP/RES は、

他の列強が利用できない)。

USAが現在、西側の衛星国である場合、

1942,1943,1944 年の西側の生産において

(年トラック上に小さな正方形で注記され

る)、それぞれの主要なタイプ[空軍/艦隊

/歩兵/戦車]の 1 個 USAユニットは無償

でで USAに到着し、その生産の間にさら

に建設(増強)されてもよい。

・1942 の USAユニットは 1CVで到着する。

・1943 の USAユニットは 2CVで到着する。

。1944 の USAユニットは 3CVで到着する。

USAがその時点で西側の衛星国でない

場合、その年の USAユニットはなしで済

ませられる。

8.46 中立の侵犯

USAの中立が枢軸(西側か USSR はそう

することができない)によって侵犯される

か、敵ユニットがカナダに進入した場合、

8.45 につき、以下を除いて、USAはただ

ちに西側の衛星国になる：

・ただちに 1942 年の USAの軍隊を置く。

・次の西側の生産において、1943 の USA

の軍隊到着し、さらにその次の西側の生

産において、1944 のユニットが到着する。

 9.0 テクノロジー
テクノロジーは、指定されたタイプの自軍

ユニットの能力を高める。

大部分の投資カードは、灰色のテキスト・

ボックスの中に二つのテクノロジーを持つ

(両端に一つづつ)。効果はそこに記述さ

れるが、いくつかの明確化は以下の通り。

・対空防御レーダー：自軍の領域(1.14)に

いる空軍は、敵の空軍に対して倍のサイ

コロ(2 個のサイコロ/CV)で射撃する(2A3

として表現される)。

例：3CV AFは 6 個のサイコロで射撃する。

・先制射撃：このテクノロジーを持つユニッ

トは、攻撃の時でさえ、これを持たない同

じタイプの敵ユニットの前に射撃する。

技術ワイルドカードは、一つの青い緑の

テキスト・ボックスを持ち、以下の二つの

タイプがある：

・産業スパイ活動：ある技術を達成するた

めに公開された技術(9.2)に合うあなたの

手札の中の技術カードとこのカードを対に

しなさい。

・科学：特記された年から始めて、いずれ

かのリストされた技術を達成するために

希望するテクノロジーのための技術カード

とこのカードを対にする。

9.1 技術を達成する

技術のペアは、同じテクノロジーを持つ 2

枚のカードか、そのようなカード 1 枚と適

用可能な技術ワイルドカードかモグラ情

報カード(9.5 を参照)の組み合わせである。

政治カード・プレイの間、プレイヤーはそ

のテクノロジーを達成するために、どちら

かの方法で技術-ペアをプレイすることが

できる：

・ただちにそのテクノロジーの利点を得る

ために公開する(9.2)、あるいは、

・後の決定的な瞬間に公開するために、

その派閥の秘密の金庫室(9.3)に置かれ

る。

9.2 公開された技術

技術を公開すると、ただちにその利益を

得る。プレイヤーは自分の前で技術ペア

のうちの 1 枚のカードを表を向けて置く。

もう一枚は(所有者の選択)、投資カードの

捨て札の山に送られる(技術ワイルドカー

ドは常に捨てられるものとして選択される

カードでなければならない)。

はそれ自身の軍のニーズを上回って

おり、それゆえに、西側が利用できる

可能性を持っている。

西側 3Pop/ 3Pop/ 1942+

4Res 4Res ユニット

枢軸 ・ ・ ・

USSR ・ ・ ・

USAの生産
USAのために示されている3POP/4RES

USAの状態

影響の#

1-提携 2-保護 3-衛星

・=効果なし（POP/RESの使用なし）

[注意：枢軸/USSRの影響はUSAにおけ

る孤立主義者の勢力を表現している。]

テクノロジー
対空レーダー 自軍の領域では、

AirDefense Radar

重爆撃機

Heavy Bombers
精密爆撃照準器
Prec. Bombsight

艦載レーダー 艦隊は先制射撃

Naval Radar

重戦車 戦車は先制射撃

Heavy Tanks
ロケット砲兵 歩兵は先制射撃

Rocket Artillery
自動車化歩兵
Motorized Inf.
LST
産業スパイ
Ind. Espionage

Science [Year+]
原子力の研究
Atomic Research

AFは2A3

AFは3移動

AFはINDを爆撃可

ジェット(Jets) AFは先制射撃

ソナー(Sonar) 艦隊はS3

歩兵は3移動

2個の侵攻/境界

W/C:公開技術

科学[年+] W/C:リスト技術

原子炉(1)

増殖炉(2)

プルトニウム(3)

爆縮起爆(4)



9.3 秘密の金庫室

政治のカード・プレイの間にテクノロジー

を達成した時に、プレイヤーは、自分が望

むテクノロジーが自分から最も遠いことを

見せるために、その技術を公開するのを

延期し、そのかわりに自分の前に裏返し

た技術ペアを置くことによってそれを秘密

の金庫室に割り当てることができる。秘密

の技術は、達成された順序で、左から右

に配置されなければならない。

あなたの秘密の金庫室の中のそれぞれ

の技術のペアは、1だけあなたの手札の

上限を減らす。

秘密のテクノロジーはいつでも公開するこ

とができ、ただちに有効となる。

9.4 原子爆弾

原子爆弾の技術を手に入れることは、

ゲームに勝利する一つの方法である

(19.4)。この技術は 4 つの段階を経て達成

されなければならず、そのそれぞれは順

に達成されなければならない(第二のス

テージの前に第一のステージを達成しな

ければならない)。そして、一つのステージ

だけが年ごとに達成することができる。プ

レイヤーは、達成された原子力のテクノロ

ジーの各段階について、1VPを受け取る。

9.5 情報カード

いくつかの投資カード（青いテキスト・ボッ

クス）は、テクノロジーの機能よりむしろ情

報の機能を持つ。これは、政治カード・プ

レイの間に、プレイされるとただちに実行

される。いくつかの説明を後述する。

エージェント：一つのエリアにおいてライバ

ルのユニットを調べなさい。

コード・ブレーク：ライバルの手札を調べな

さい。

スパイ・リング：1 枚のカードを中身を見ず

にライバルの手から選び、それを保持し

なさい。

政変：中立の小国(USAでない)から、全て

のライバルの影響マーカーを取り除きな

さい。

サボタージュ：1だけライバルの INDを減

らしなさい。

モグラ：ライバルの秘密の金庫室を調べ

なさい。モグラ・カードは、金庫室で見つけ

られた技術を達成するために、自分の手

札のそれと合った実際の技術(ワイルド

カードではない）とペアとすることができる

(あなたが自分の秘密の金庫室にそれを

置いた場合、犠牲となるライバルにその

ペアを示す)。

二重スパイ：あなたに対してプレイされた

情報カードの効果を、それをプレイしたプ

レイヤーに向けて逆に返すために、ただ

ちにプレイされる。

10.0 季節
新年に続いて四つの季節

がある。その間に、有効な

指揮カードがプレイされる

場合、ユニットは移動し、

戦闘を解決することがで

きる。

10.1 指揮フェーズ

ターン順に交替で ― プレイヤーはうつ伏

せに指揮カードを投入するかパスする。

プレイヤーは、自分がすでにカードを投入

していた場合、パスしなければならない。

全ての 3 人のプレイヤーが連続してパス

する場合、全ての投入されたカードは、ど

のプレイヤーがプレイヤー・ターンを実行

することになるのか、どの順番で行うのか

について決定するために公開される。

カードが投入されない場合、次の季節へ

進みなさい。

アクション・カードは、指揮に関するために

わきにプレイされた状態で置かれる。その

それぞれは、指定された季節(春/夏/秋)

に効力があり、指揮優先度(文字)と指揮

値(数字)を含んでいる。

最も早い指揮優先度(文字)をもつプレイ

ヤーは、その季節における最初のプレイ

ヤー・ターンを実行し、次以降の文字がそ

れに続く。これは指揮順と呼ばれる(ター

ン順に対して)。

適切でない季節のアクション・カードはそ

れでもなお、緊急時の指揮の価値を持つ

(10.11)。いかなるアクション・カードもプレ

イしていないプレイヤーは、その季節にプ

レイヤー・ターンを持たない。そのプレイ

ヤーは、ユニットを移動することや、戦闘

を解決することができない(12.1 を参照)。

投資カードは、いかなる指揮の価値も持

たず(ブラフの指揮能力しかない)、公開さ

れた時に捨てられる。

10.11 緊急時の指揮

適切でない季節のアクション・カードは、2

の緊急時の指揮の価値を持つ(枢軸につ

いては 4)。緊急時の指揮によって活性化

されるユニットは、この季節に、敵の領域

に進入することはできず、戦闘を解決す

ることもできない。カードの上に特記され

る指揮優先度[文字]は依然として適用さ

れる(タイである場合、敵が指揮の順を選

択する)。

10.2 プレイヤー・ターン

指揮順で、プレイヤーは移動フェーズ

(11.0)と戦闘フェーズ(12.0)からなる(この

順で行われる)プレイヤー・ターンを行う。

自分のターンを実行しているプレイヤー

は、実行中プレイヤーである。

緊急時の指揮
有効な(現在の季節の)指揮カードを持た

ないプレイヤーは、いずれか 1 枚のアク

ション・カードを緊急時の指揮としてに投

入することができる。これは最小限のユ

ニットの移動(係争中エリアを含む)を可能

にするが、新しい戦闘を開始することがで

きず、そのプレイヤー・ターンには戦闘

フェーズが存在しない。

プレイの手順
新年

年の開始（年の前進）

・勝利チェック/デッキの再シャッフル

・平和の配当/ターン順

生産フェーズ

第 1 プレイヤーの生産

・生産の封鎖チェック

・生産レベルの決定

・生産の消費

第 2 プレイヤーの生産（同じ）

第 3 プレイヤーの生産（同じ）

政治フェーズ（カードのプレイ）

・プレイヤーは、1 枚の外交、1 枚の情報

もしくは 2 枚の適合する技術カードをプレ

イするか、工場カード(≧工場コスト)、もし

くは、

・パスする[3 連続でカード・プレイを終え

る]
外交の解決(POP/RES を修正する)
手札の上限の遵守(カードを捨てる)
季節（春/夏/秋）

指揮フェーズ(カード・プレイ）

第 1 プレイヤー・ターン

・移動フェーズ

・戦闘フェーズ

第 2 プレイヤー・ターン（同じ）

第 3 プレイヤー・ターン（同じ）

補給フェーズ（夏：封鎖）

冬の季節（USSR のみ）

指揮フェーズ

USSR プレイヤー・ターン

補給フェーズ

指揮の消費の記録
実行中プレイヤーは自分の生産トラック

上で指揮利用可能マーカーを使用する

ことができる。それぞれのユニットが

移動するごとに、そのトラック上の

マーカーを下方に移動する。



移動の自己規制
プレイヤーは、自分のユニットを正しく移

動させる責任がある：ユニットのタイプは、

どんな形であれ公開されない。あなたが

対戦相手の誠実さについて疑問を持つ場

合、あなたは不適切な人と行うべきでな

いゲームをプレイしている。

護送船団
護送船団(海上の地上軍)は輸送船と護衛

艦を含んでいるものとみなされる。そのた

め、海軍ユニットは不要である。

上陸侵攻
護送船団が海から敵がコントロールする

陸上エリアに移動する(海岸の境界を横

切る)時、上陸侵攻は発生する。

フェーズにつきただ 1 個だけの陸上ユ

ニットが、侵攻されるエリアが占められて

いるかどうかに関係なく、海岸の境界を横

切って侵攻することができる。

[注意：LST の技術は、1回の移動フェー

ズに侵攻する海岸の境界につき、2 個の

地上ユニットを可能にする。]

この制限は陸上ユニットのみに適用され

る。ANSユニットは侵攻の制限を無視す

る(境界の制限に関して)、11.221 を参照。

戦略移動の例
艦隊が移動の間、交戦や交戦からの離

脱を行うことなく、完全に自軍のエリア(公

海を含む)の中に留まる場合、艦隊(移動

速度 3)は倍の距離(6エリア)までを移動

することができる。

例えば、USAにいる艦隊は、(敵が占めて

いるものが存在しない場合)北大西洋、中

部大西洋を通過して南大西洋へ移動する

ことができる。

10.3 補給フェーズ

プレイヤー・ターンの完遂後に戦争中の

派閥のみ以下を行う：

・補給について全ての地上ユニットを

チェックする。

・[夏の季節のみ]現在有効な通商路を持

たない POP/RES を封鎖されたものとして

マークしておく(14.22)。

詳細は 14.0 を参照。

10.4 冬の季節(USSR)

冬の季節に、USSR(のみ)は、USSR内に

ユニットを移動するか戦闘を戦うために 1

枚の指揮カード(どの季節のものでも)をプ

レイすることができる。

その後、冬の補給フェーズが続き、USSR

内のユニットのみに適用される。

11.0 移動
実行中プレイヤーは、自分がその季節に

プレイした指揮カード上の指揮値と等しい

数のユニットを移動することができる。

ユニットは自軍ユニットを通過して自由に

移動することができる。しかし、空軍と潜

水艦以外のすべてのユニットは敵が占有

するエリアに進入した時点で停止しなけ

ればならない(AFsと潜水艦は、敵が占め

るエリアを通過して移動することができる)。

ユニットは陸上移動、海移動または航空

移動によって移動することができる。しか

し、これらは一つの移動として組み合わ

せることができない。

・ユニットは、中立国の侵犯の宣言(中立

国の軍隊が先に配置することを可能にす

る)に先立って、中立国の領域に進入する

ことができない(1.14)。

・ユニットは以前に宣戦布告することなく、

ライバルが保有するか占める領域に進入

することができない(15.2)。

宣戦布告は、あらゆるユニットの移動の

前に実行されなければならない。

11.1 陸上移動

陸上移動を利用するユニットは、陸地エリ

ア(それは、海峡を含む。1.3 を参照)にお

いてその移動フェーズを開始しなければ

ならず、ユニットの移動速度までの数の

隣接する陸地エリア通過して移動しなけ

ればならない。

ユニットは、敵ユニットを含むエリアに進

入した時点で停止しなければならない。

地形の境界は、地上ユニットが交戦する

か交戦から離脱することを除いて、陸上

移動に影響を及ぼさない(11.5 を参照)。

海軍や潜水艦ユニットは、同じ海岸線に

沿って隣接する海岸の陸地エリアに進入

するために陸上移動を使用することが可

能で、その後、停止しなければならない。

11.2 海移動

海移動を使用するユニットは、海、大洋、

海岸の陸地または海峡エリアにおいて移

動フェーズを開始しなければならない。

それらはその移動速度を超えない数の隣

接する海、大洋、海峡、海岸陸地エリア通

過して移動してもよい。しかし、自軍か中

立の海峡でない海岸の陸地エリアに進入

した時点で停止しなければならない(1.3 を

参照)。

それらは、対決することなくライバルのユ

ニットによって占められる海エリアの中か

それを通過して移動してもよい(もしくは、

補給線や通商路に影響を及ぼす。14.0 を

参照)。しかし、敵ユニット(潜水艦を除く)を

含むエリアに進入した時点で停止しなけ

ればならない。

11.21 大洋移動

大洋は大きな海エリアである：

そこへ進入するためには、2 移動ポイント

がかかる。

11.22 護送船団

海移動を使用する地上ユニットは護送船

団となる。

護送船団は 2 個の海エリア(戦略移動な

ら 4)を移動するが、海上において交戦す

ることができず(11.5)、交戦から離脱する

こともできない(11.51)。それらは、敵の陸

地エリアに上陸侵攻(11.221)することがで

きる。

海上において敵と交戦中の護送船団は

海戦において無力である。12.72 を参照。

11.221 上陸侵攻

敵の領域内へ移動する護送船団は上陸

侵攻中である。

たとえそれが防御されていなくとも、ター

ンにつき 1 個だけの地上ユニット(LST の

技術によって 2 個)が海岸や海峡の境界

を横切って侵攻することができる(境界の

制限に対して、それは交戦する/交戦から

離脱する時にのみ適用する)。

ANSユニットは、上陸侵攻の上限から免

除されている。

上陸侵攻時の混乱。上陸侵攻する地上

ユニットは、そのプレイヤー・ターンの戦

闘フェーズに、いかなる戦闘アクションを

行うこともできない(すなわち、射撃や退却。

12.3 を参照)。これを示すためにそれを裏

返して置きなさい。随伴する空軍/海軍/

潜水艦ユニットは通常通り射撃することが

できる。

エリアのコントロール

移動フェーズの間にエリア内へ移動する

ユニットは、そのフェーズの間、その

コントロールを変えない。

しかし、それは続く戦闘フェーズに

ついてはエリアのコントロールを変え、

退却と基地を変更するオプションに影響

を及ぼす可能性がある。



11.3 航空移動

航空移動は、陸地と海エ

リアを通過して移動するこ

とができる。敵が占めるエ

リアに進入した時、航空移

動は停止する必要はない。

海/大洋エリアにおいて移

動を開始する AFsは、係

争中でない自軍の陸地領域へのみ移動

してもよく、戦略移動(下記)を使用するこ

とは許されない。

11.4 戦略移動

ユニットは、それらが公海(1.21)を含めた

自軍の領域(1.14)の中だけを限定して移

動し、交戦や交戦からの離脱(11.5)を行

わない時、その通常の移動速度を倍にし

て移動することができる。

戦略移動は、陸上移動と海移動を組み合

わせて行うことができない。戦略海移動

は依然として、陸地エリア(海峡を除く)に

進入した時点で停止しなければならない。

戦略航空移動は、自軍の領域で開始し、

終了しなければならず、中立やライバル/

敵の領域を通過することは許されない(す

なわち、海上か自軍ではない領域の AFs

は、戦略移動を使うことができない)。

11.5 交戦する

敵か武装した小国のユニットを含むエリア

に進入することは、交戦することである。

11.51 交戦からの離脱

移動や退却によって戦闘からユニットを

取り除くことは交戦からの離脱である。

ユニットは、戦闘がない隣接する自軍の

エリア(公海を含む)にのみ交戦から離脱

することができる。

それらは、敵のエリア、係争中のエリア、

中立国のエリアに交戦から離脱すること

ができない。

退却ではない限り(12.5)、それらがその

ターンに再び交戦することができないこと

を除いて、通常通り移動を続けることがで

きる。

例外：潜水艦と空軍は、係争中か敵がコ

ントロールする隣接するエリアに(それら

がそうしたエリアを通過して移動し、そこ

に留まらないことが条件として)交戦から

離脱することができる(そこに留まる場合、

それは再び交戦することになるからであ

る)。

交戦から離脱することができないユニット

は、その戦闘に留まらなければならない。

11.52 境界の制限(陸地)

地形の境界の制限は、1回のフェーズに

おいて陸地の境界を越えて交戦し、交戦

から離脱することができる陸上ユニットの

数を制限する。これは、海上にいるユニッ

トには適用されず、空軍/海軍/潜水艦

(ANS)ユニットに適用されない。

・3 個までの地上ユニットが、平地の境界

を越えて交戦し、交戦から離脱することが

できる。

・2 個までの地上ユニットが、川か森の境

界を越えて交戦し、交戦から離脱すること

ができる。

・1 個のみの地上ユニットが、山、海岸、

海峡の境界を越えて交戦し、交戦から離

脱することができる。

境界の制限は移動フェーズの間に適用さ

れ、戦闘フェーズの間の退却のために再

適用される。

11.53 戦隊(海)

戦隊は、同じ位置で移動を開始し、同じ

ルートに沿って移動し、同じ海戦に参加す

る ANSユニットから成る。複数の戦隊が

同時に交戦する時、ただ 1 個の戦隊だけ

が戦闘ラウンドにつき、その海戦に加わ

ることができる(12.21 を参照)。この理由の

ために、海戦エリアに置かれる時、異なる

戦隊は互いから分離されていなければな

らない。

11.54 侵略

空きの敵の領域や敵ユニットのみを含む

エリアに進入することは、侵略と呼ばれる

(注意：武装した小国はその侵犯者の敵で

ある、15.42 を参照)。戦闘が発生する場

合、そのプレイヤーは、それが続く限り、

その戦闘におけるが侵略者である。本来

の占有者は所有者と呼ばれる。

侵略と攻撃の間には差があることに注意

していただきたい(12.1)。

11.55 襲撃

地上支援(下記)を伴わない ANSユニット

による侵略は「襲撃」と呼ばれ、そのよう

な ANSユニットは「襲撃部隊」と呼ばれる

襲撃は、領域を征服することができず、戦

闘からの退却をブロックすることもできな

い。

ANSユニットは、戦略爆撃の実施を除い

て、空きの敵の領域を襲撃することが禁

じられている(12.62 を参照)。

ANSユニットは、制限なくユニットが占め

る敵の領域に進入してもよい(新しい戦闘

を開始するか、既存のものを増援するた

めに)。

11.551 地上支援

戦闘において自軍の陸上ユニットが存在

するならば、それは地上支援と呼ばれる。

境界の制限の例
ターンにつき 2 個だけの地上ユニットが

Munich から Lorraineへ川を越えて交戦

することができる。しかし、枢軸が Low 

Countriesをコントロールする場合、さらに

2 個の地上ユニットが Lorraine との森の

境界を横切って交戦することができる。

係争中の陸地エリア
侵略者のユニットのみが残るまで、係争

中の陸地エリアの所有者はエリアをコント

ロールする。そこで、その派閥は所有者

になる(POP/RES を修正する)。

攻撃側 vs侵略者
攻撃側とは、そのプレイヤー・ターンにお

いて、戦闘を引き起こした派閥のことであ

る(実行中プレイヤー)。これは侵略者と同

じものではない。侵略者とは、所有者から

陸地エリアのコントロールをもぎ取ろうとし

ている派閥のことである。

陸地エリアの本来の所有者が侵略者に

反撃する場合、所有者はその戦闘フェー

ズにおける攻撃側である。

エリア・コントロール表

エリア

コントロール 通商路 補給線

自軍 ＯＫ ＯＫ

中立 ＯＫ

ライバル

敵 Ｎｏ Ｎｏ

公海 ＯＫ† ＯＫ

敵 Ｎｏ Ｎｏ

† 逃走した潜水艦がいる場合、Ｎｏ

　
　
　
陸
地

Ｎｏ*

Ｎｏ* Ｎｏ*

　
海

* 海峡の通過はOK。

要塞の反撃

要塞ユニットは、攻撃する時に射撃する
ことができる(例えば侵略者への反撃)。



射撃の順の例
戦闘において両陣営に戦車と歩兵がある。

射撃の順序は、以下の通りである

・防御する戦車

・攻撃する戦車

・防御する歩兵

・攻撃する歩兵

注意：同じタイプの防御ユニットの前に、

先制射撃のテクノロジーを持つ攻撃ユ

ニットが射撃する(防御側もそのテクノロ

ジーを持たない限り)。

 12.0 戦闘
敵対するユニットが同じエリアを占める時、

それは戦闘と呼ばれる。陸地エリアにお

ける戦闘は陸戦であり、海エリアのそれら

は、海戦闘である。

12.1 実行中戦闘

戦闘フェーズの開始時に、実行中プレイ

ヤーは最初に、その戦闘フェーズに解決

される戦闘を指定しなければならない(そ

こにいるすべてのユニットを表を向けて、

倒しておく)。これらは、この戦闘フェーズ

おける実行中戦闘である。(Battle A-D

マーカーがまた、置かれてもよい。)

実行中プレイヤーは、自分の選択でいず

れかかすべての現在の戦闘を解決しても

よい。しかし、実行中プレイヤーがそのプ

レイヤーに侵略しているところでは、戦闘

を解決しなければならない。

実行中プレイヤーは、全ての実行中戦闘

における攻撃側である。その敵は防御側

である。(陸戦において、攻撃側と防御側

は侵略者と所有者と同じものではない。

11.54参照)。

12.2 戦闘の解決

実行中の戦闘は、実行中プレイヤーが選

んだ順で解決される。

実行中の陸戦はターンにつき 1 戦闘ラウ

ンドのみが解決され、そのためそれらは

ただちに決着が付けられる必要はなく、し

ばしば、あるプレイヤー・ターンから他の

ターンへと続くことがある。

海戦は常に決着がつくまで解決される：

海戦が終わるまで戦闘ラウンドは繰り返

される。

一つの実行中の戦闘が解決された時点

で、全ての実行中の戦闘が解決されるま

で、次の実行中の戦闘(実行中プレイヤー

が選んだように)の解決を続行すること。

全ての実行中戦闘が解決された時に、戦

闘フェーズは終わる。

12.21 戦闘ラウンド

実行中の戦闘は、それぞれのユニットが

順に 1回の戦闘アクションを行う戦闘ラウ

ンドで解決される。

12.22 陸戦の解決

陸戦に参加する全てのユニットが戦闘ア

クション(12.3)を実行した時に、戦闘ラウン

ドは終わる：その戦闘はそのターンについ

ては十分に解決されたことになる。

陸戦の戦闘ラウンドの終了時に：

・地上支援を伴わない全ての ANSユニッ

ト(11.551)退却しなければならない

(12.52)。

・必要に応じて、実行中の ANSユニットは

常に基地を変更してもよい。

・所有者のユニットは、それらがそのエリ

アをコントロールしていことを示すために、

立てた状態に戻される(CVを保存するた

めにその数を上端にして)。

侵略者のユニットは表を向けたまま残し

ておく(裏返して、逃走した潜水艦を除く)。

12.23 海戦の解決

海戦戦闘ラウンドの終わりに：

・全ての航空ユニットは基地に帰還しなけ

ればならない(13.2)。

・潜水艦は逃走してもよい(12.73)。

・戦闘が終わらなかった場合、もう一つの

戦闘ラウンドを始めなさい。

12.24 戦闘の終了

一方だけのユニットが残った時、戦闘は

ただちに終了する(逃走した潜水艦を無視

すること、12.73 を参照)。

全ての勝利を得たユニットはただちに立

てた状態に戻し、あらゆる未実施の戦闘

アクションを控える。

12.3 戦闘アクション

戦闘ラウンドでは、それぞれのユニットは

ユニット・タイプによって順(ユニット表(サ

イドバー)の上から下へと進む)に一つの

戦闘アクションを実行する。要塞が最初に

実施し、次に AF、その他が続き、最後に

歩兵が行う(護送船団は戦闘アクションを

行わない、12.72 を参照)。

同じユニットのタイプの中では、攻撃ユ

ニットが先制射撃(9.0)の能力を持ち、防

御側がそうでない場合を除いて、防御側

は攻撃側より先に戦闘アクションを行う

(サイドバーを参照)。

その戦闘アクションとして、個々のユニット

は、射撃する(12.4)か、退却する(12.5)こと

ができる。

その戦闘に参加する全てのユニットが 1

回の戦闘アクションを行った時に、その戦

闘ラウンドは終わる。それが陸戦である

場合、それはそのターンの戦闘の解決を

終わる。

それが海戦である場合、一方の全てのユ

ニットが退却する(12.73)か、逃走する

(12.73)か、除去されるまで、戦闘ラウンド

は続く。こうして一つの海戦を解決する。

ユニット表
ユニット 移動 火力

0 A2/N3/G4/S3

2R A3/N1/G1/S1

(3R) A2/N2*/G1/S2

(2R) A0/N1/G0/S1

(3R) A1/N3/G1/S2

3 A0/N0/G2/S0

2 A1/N1/G3/S0

(2) なし

（）陸地エリアに進入した時点で停止

　しなければならない。

要塞 [G]

空軍 [A]

空母 [N†]

潜水艦 [S]

艦隊 [N]

戦車 [G]

歩兵 [G]

護送船団 [N†]

R 基地を変更することができる（時には

　そうしなければならない、13.0を参照)。

† 倍の命中をうける：命中につき-2CV。

* 空母はN1を射撃し、ただちに退却する

　ことができる(12.5)か、基地を変更する

　ことができる(13.0)。

射撃する時、戦車が最初に射撃すること

を忘れないでいて欲しい。そのため、

が射撃の機会を得る前に除去される！

ゲーム中の全てのユニットのコストは同

じで、戦車が高価であるため、ゲーム中

の戦車ユニットは歩兵よりも小さいユニ

戦車vs歩兵

G2だけの戦車が歩兵のG3に対して

いくつかの歩兵のCVは通常ならばそれ

ットとみなされる(戦車軍団vs歩兵軍)。



12.4 ユニットの射撃

射撃するユニットは、敵ユニットに損害を

与えることを試みて戦闘サイコロを振る。

12.41 目標の決定

射撃する前に、射撃するユニットは、特に

一つの目標クラスを目標としなければな

らない：

・空軍(A)：空軍

・海軍(N)：空母/艦隊/護送船団

・地上軍(G)：要塞/戦車/歩兵

・潜水艦(S)：潜水艦

ユニットはそれぞれの目標クラスに対して

異なる火力(下記)を持つ。

射撃するユニットは、戦闘においてどのク

ラスの敵ユニットを目標とすることができ

るが、より効果的な射撃ができるクラスが

ある。

12.42 火力

ユニット火力対ある目標クラスは、クラス

の省略形とそれに続く数字によって示さ

れる(ユニット表(サイドバー)を参照)。

例：航空ユニットを射撃する時、「A1」は

「1」の火力を意味する。「G3」は、地上ユ

ニットに対して「3」の火力を意味する。

火力についてサイコロを振り、出た目がそ

の火力以下である時に、ユニットは命中

を記録し、目標に損害を与える。

12.43 ユニットを射撃する

ユニットを射撃するためには、目標クラス

を宣言し、射撃するユニットの CVと等し

い数のサイコロを振る。

例：G3 で射撃する 4CVユニットは、4 個

のサイコロを振り、1-3 のそれぞれの目で

敵の地上目標に対して 1命中を記録する。

12.44 命中を適用する

それぞれの記録された命中について、

1CVだけ、目標とされたクラスの敵ユニッ

トのうち最も強い(最大の CV)ものの CV

を減らす(例外：空母と護送船団は命中に

つき 2CVを失う)。所有者は等しいCVの

ユニットの中から命中をこうむることにな

るユニットを選択することができる。0CV

になったユニットは除去され、プレイから

取り除かれる(しかし、基幹部隊として再

建されてもよい)。

ユニットの射撃が目標クラスの全ての敵

ユニットを除去する場合、あらゆる超過分

の命中は失われる(目標を変更できない)。

12.5 退却

その戦闘アクションにおける射撃の代わ

りに、ユニットは隣接する自軍のエリア(公

海を含む)に退却し、立てた状態に戻るこ

とができる(CVを保存するためにその数

を上端にして)。退却は、境界の制限を含

めて、すべての交戦からの離脱のルール

(11.51)を遵守しなければならない。ユニッ

トは以下の場合、退却することができな

い：

(a) 敵かライバルか中立国のエリア(その

フェーズの開始時の時点で)、

(b) そのプレイヤー・ターンの戦闘(襲撃以

外)を含むエリア[襲撃は退却をブロックし

ない]、

(c) [防御側のみ]そのプレイヤー・ターン

に敵がそれらと交戦するためにやって来

たエリア、

(d) [攻撃側のみ]それらがそのターンに交

戦した場合、それらがその戦闘に交戦す

るためにやって来たエリア以外のいずれ

かのエリア、

(e) [地上ユニットのみ]海エリア(それらが

自軍に占められていない限り)

12.51 基地変更による退却

ANSユニットは、航続距離の範囲内で係

争中でない自軍の陸地エリアに基地を変

更する(13.0)ことによって任意に退却する

ことができる。

航空ユニットが基地変更によって退却し

なければならない場合、そうすることがで

きないなら除去される。

12.52 ANS の強制退却

ANSユニットは時々、退却しなければなら

ない。

・陸戦ラウンドか、戦闘フェーズか、補給

フェーズの終了時に、地上支援(11.551)

がない場合、ANSユニットは敵の領域か

ら退却しなければならず、敵の地上支援

が存在し、自軍の地上支援が存在しない

戦闘から退却しなければならない。

・海戦ラウンドの終了時に、両陣営のすべ

ての「参加した」航空ユニット(すなわち、1

回の戦闘ラウンドを実行した)は、退却し

なければならない(基地を変更する、12.51

を参照)。

・有効な退却経路を持たないい退却を強

制されるユニットは除去される。

12.6 特殊な陸戦

12.61 侵攻戦闘

海から上陸侵攻した(11.221)地上ユニット

は、そのターンの間、それらがいかなる戦

闘アクションも行えないことを示すために

裏返したまま置かれる。ユニットが公開さ

れる時に、それらは一時的に公開され、

その後、立てた状態で置かれる。

けれども、それらは射撃すること(もしくは、

退却すること)ができず、それらはその戦

闘ラウンドに通常通り命中を吸収する(そ

のユニットを公開し、その CVを減らして、

それを立った状態に戻す)。

戦闘ラウンドの終了時に、ユニットは表を

向けて置かれ(侵略者として通常通り)、将

来のターンにおいて通常通りに扱われる。

侵攻戦闘における ANSユニットは、影響

を受けることがなく、通常通り射撃する。

陸戦の解決の例
枢軸の戦車 3 と歩兵 4 は陸上で、USSR

の歩兵 3 と歩兵 2 を攻撃する。全てのユ

ニットは陸上ユニットである。

・枢軸の戦車はG2 で 3 個のサイコロを

もって射撃し(3G2)、出た目は 1,3,6 で、1

命中を記録した。より大きな USSR歩兵

は 1 ステップを失って、2CVとなった。

・1 個の防御する USSR 歩兵 2(CV)は、

2G3 で射撃し、出た目は 2,5 で、1命中を

記録した。より大きな枢軸地上ユニット(歩

兵 4)は 1 ステップを失って、3CVとなった。

もう一つの防御する USSR 歩兵 2(CV)は、

2G3 で射撃し、出た目は 1,5 で、1命中を

記録した。枢軸はこの命中を戦車 3(等し

い CVユニットのため枢軸プレイヤーが選

択する)に適用した。

・攻撃する枢軸の歩兵 3(CV)は、3G3 で射

撃し、出た目は 2,3,4 で、2命中を記録し

た。両方の USSR歩兵は 1 ステップを

失って、1CVとなった。

これで戦闘ラウンドは終了し、この戦闘

フェーズにおけるこの陸戦を完全に解決

した。

USSRユニット(そのエリアの所有者)は立

てて置かれ、侵略者である枢軸ユニット

は表返されたままである。

係争中の陸地エリア
侵略者のユニットのみが残るまで、係争

中の陸地エリアの所有者はエリアをコント

ロールする。そこで、その派閥は所有者

になる(POP/RES を修正する)。

総当たり戦闘における目標
全ての三つの派閥が同じエリアにユニット

を持つ時、戦闘解決の開始時に、全ての

派閥はどの敵の派閥が目標とされないか

について指定しなければならない。目標と

された派閥の全てのユニットが戦闘フェー

ズに参加することができる。

エリア・コントロール表

エリア

コントロール 通商路 補給線

自軍 ＯＫ ＯＫ

中立 ＯＫ

ライバル

敵 Ｎｏ Ｎｏ

公海 ＯＫ† ＯＫ

敵 Ｎｏ Ｎｏ

† 逃走した潜水艦がいる場合、Ｎｏ

　
　
　
陸
地

Ｎｏ*

Ｎｏ* Ｎｏ*

　
海

* 海峡の通過はOK。



戦隊
海エリア内の全ての戦隊は戦闘に投入さ

れるが、それらは同時に公開されることは

ない！

空母と護送船団の損害
装甲がなく航空燃料を積載した空母は簡

単に損害を受ける。護送船団は、固有の

防御をほとんど持たないおいしい目標で、

同様に大きな損害をこうむる。

基地の変更：倍の移動距離
ANSユニットは、二つの方法でそれらの

移動距離を事実上、倍にすることができ

る：

・戦略移動

それらは、自軍のエリアの中でそれらの

通常の移動距離を倍にすることができる

(それらが交戦や交戦からの離脱を行わ

ない場合)。

・基地を変更することによって

それらは通常通り戦闘へ移動し、その後、

基地を変更するために再びそこから移動

することができる(事実上、それらの移動

距離を倍にする)。

これらの両方が同じ移動において起こる

ことはありえないことに注意：基地を変更

することは戦闘からの移動であるが、戦

略移動では戦闘に加わることは許されな

い。

12.62 戦略爆撃

精密爆撃照準器の技術をもつ派閥は、敵

の中心首都(のみ)に位置する(上空の)空

軍を使って直接敵の INDを攻撃すること

ができる。

INDに対する空軍の火力は I1(1 で命中)

である。それぞれの命中は 1だけ永久に

敵の INDを減らす。

12.63 襲撃戦闘

地上支援を持たない敵の領域へ ANSユ

ニットが侵略した時、それは襲撃戦闘と呼

ばれる。

襲撃は、それらが敵の退却をブロックしな

いことを除いて、通常の戦闘として取り扱

われる。(襲撃部隊は戦闘ラウンドの終了

時に退却しなければならない、12.52 を参

照）。

12.7 特殊な海戦

12.71 戦隊

海エリアで交戦する個々の戦隊(11.53)は、

個別にエリアに配列されなければならな

い。

これは、一つの(そして、ただ一つの)戦隊

が戦闘ラウンドにつき海戦に参加すること

ができるからである(ラウンドの開始時に、

所有者は参加する次の戦隊を公開する)。

また、たとえ全ての以前に投入された戦

隊が戦闘から取り除かれていたとしても、

1 個の新たに交戦中となった戦隊は、そ

れぞれの戦闘ラウンドの開始時に海戦に

加わらなければならない。

敵ユニットが残らなかった場合、実行中の

プレイヤーは海エリアにおいて未投入の

戦隊を公開する必要はない。

12.72 護送船団

海上の陸上ユニットは護送船団(11.22)に

なる。護送船団は戦闘アクションを行えな

い(すなわち、それらは射撃も退却するこ

ともできない)が、海軍(N)ユニットとして目

標とされ、命中につき 2CVを失う。

12.73 潜水艦の逃走

いずれかの海戦ラウンド

の終了時に、潜水艦は戦

闘から離脱することによっ

て海戦から逃走すること

ができる：所有プレイヤー

は、単にその海エリアに

おいて潜水艦を裏返して

おくだけである(CVを保存するために上を

向けておく)。

逃走した潜水艦(裏返されている)は：

・その海エリアのコントロールに影響を及

ぼさない。

・その海エリアへの敵の戦略移動を防ぐ

が、通常の敵の海移動には影響を及ぼさ

ない。

・その海エリアにおいて敵のユニットと交

戦中とはみなされない(従って、両陣営が

移動する)。

・その海エリアを通過する敵の通商路をブ

ロックする(しかし、補給線はブロックしな

い)。

将来の移動フェーズにおいて、その海エ

リアの敵ユニットは、通常通り移動しても

よい(交戦中ではない)。逃走した潜水艦

はまた、通常通り移動してもよいが、移動

した後に通常の直立した状態に戻されて

もよい。

将来の戦闘フェーズで、エリアの敵ユニッ

トは任意に逃走した潜水艦と再交戦して

もよい。その場合、それは戦闘解決のた

めに通常通り、直立した状態に戻され、

戦闘解決が続行される。自軍の戦闘

フェーズに、移動しなかった逃走した潜水

艦はこれまた同様に任意でそのエリアで

敵ユニットと再交戦してもよい。その場合、

戦闘解決のために通常通り、直立した状

態に戻される。いずれにせよ、潜水艦は 1

回の戦闘ラウンドの後、再び逃走する能

力を保持している。

将来の補給フェーズは、逃走した潜水艦

は通商路をブロックする(しかし、補給線

はブロックされない)。

12.74 空母による空襲

その戦闘アクションの間

に、空母ユニットは任意に、

選定された目標に通常通

り射撃する代わりに、敵の

海軍ユニットを N1 で射撃

し、ただちに退却/基地の

変更を行うことができる。

12.75 航空ユニット

海戦の戦闘ラウンドの終

了時に、戦闘に参加した

全ての航空ユニットは、基

地を変更しなければなら

ない(13.2)。

 13.0 基地の変更
ANSユニットは基地を変更することができ

る。

基地を変更することとは、係争中のエリア

から係争中でない自軍がコントロールす

る陸地エリアへ、戦闘フェーズの間に無

償の移動を行うことである(いかなる指揮

も必要ない)。

基地の変更の移動は、通常の移動ルー

ルに従う(例えば、AFsと潜水艦は、敵ユ

ニットなどを通過することができる)。

13.1 選択の基地の変更

13.11 基地を変更する

ANSユニットによって退却する ANS は常

に、退却する代わりに基地を変更する。

AFユニットは、退却する代わりに、基地を

変更しなければならない(12.51)。

逃走した潜水艦と将来の戦闘

自軍ターンの間、敵のユニットとともに

海エリアを共に占めている逃走した

潜水艦は、任意に再交戦することが

の支出も必要ではない。

同様に、海エリアの敵の軍隊は任意に、

自分自身のターンの間に、再交戦する

めてそれぞれの戦闘ラウンドに参加

できる(それらを表返す)。いかなる指揮

ことができる(一つの戦隊が、最初を含

することができる)。 

空母は、ひとつの戦闘アクションとして、

その後、退却することができる。 

空母による空襲(投射と逃走）

海軍ユニットを目標としてN1で射撃し、



13.12 実行中 ANS の基地の変更

戦闘の解決において(すなわち、陸戦ラウ

ンドの後か、完全に解決された海戦の後)、

そのエリア内の実行中 ANSユニットは、

基地を変更してもよい(例外：逃走した潜

水艦は基地を変更することは許されない)。

13.2 強制の AFの基地の変更

海戦ラウンドの終了時に、戦闘に参加し

た全ての航空ユニット(両陣営とも)は、基

地を変更しなければならない(そうすること

ができない場合、除去される）。

 14.0 補給
各季節の終了時に補給フェーズがあり、

その時に、戦争中の派閥は陸上ユニット

の補給をチェックしなければならない。

夏の補給フェーズの間、戦争中の派閥は、

敵の POP/RES の源の封鎖(14.22)を宣言

して、マークする。

どちらも、平和な派閥には適用されない。

14.1 補給チェック

補給フェーズの間、戦争中の派閥は、有

効な補給線(下記)について、全ての陸上

ユニットをチェックしなければならない。

補給線のない陸上ユニットは、補給切れ

であり、ただちにそれぞれが 1CVを失う

(全ての補給ルールを無視する要塞を除

く)。ANSユニットは影響を受けない(補給

による損失によって係争中エリアから全

ての自軍の陸上ユニットが取り除かれた

時に、強制される退却が ANSユニットに

適用されることを除く、12.52 を参照)。

14.11 補給線

補給線は、陸上ユニットとその派閥の補

給源(すなわち、コントロールされた派閥

の中央首都か副首都)の間の自軍の(陸

地/海)エリアの連続した一続きである。

補給線は、自軍の領域(自軍がコントロー

ルする係争中のエリアを含む)や公海の

みを通過することができる。それらは、敵

がコントロールするエリアやライバル/中

立個の領域(海峡を除く、1.3)を通過する

ことができない。

14.12 生産補給チェック

生産の間、補給切れの地上ユニットは、

ステップを再建することができず、補給切

れの位置で陸上ユニットの基幹部隊を建

設することもできない(補給の考慮から免

除されている要塞を除く)。

14.2 封鎖

通商路(下記)をブロックすることは、生産

のために敵がコントロールする POP/RES

の一部を敵が利用できないようにする。

14.21 通商路

通商路は、派閥がコントロールする人口と

資源からその中央首都(のみ!)まで設定す

ることができる陸地や海エリアの連続した

一続きである。

通商路は、公海を含めた自軍のエリアや

中立国のエリアを通過することができる。

それらは、海峡を除いてライバルのエリア

を通して通過することができない。

それらは、敵がコントロールするエリアや

逃走した敵の潜水艦を含む海エリアを通

して通過することができない。

通商路は、複数の海セグメントと複数の

陸地セグメントを持つことができない。海

セグメントは、海岸、海峡、海、大洋の境

界とのみ交差することができる。陸地セグ

メントは、陸地と海峡の境界を横切ること

ができるだけである。

14.22 封鎖 

夏の補給フェーズの間、戦争中の派閥は

現時点で有効な通商路を設定することが

できない敵の POP/RES源を確認し、そ

れらを封鎖マーカーでマークすることがで

きる(あるいは、そのコントロールする首都

に適用する場合)(封鎖されたエリアのコン

トロールが変わる場合、関連する封鎖

マーカーを取り除く)。

14.23 封鎖を確認する

生産の間、有効な通商路について封鎖

マーカーを持つすべての POP/RES を再

チェックする。通商路がこの時点に設定す

ることができる場合、マーカーを取り除き

なさい。

それでも封鎖マーカーによってマークされ

たままの POP/RES は、生産について数

えない。ブロックされている位置からコント

ロールされた POP/RESマーカを取り去り、

現在有効な POP/RES を(封鎖の効果を

考慮して)厚紙製の「Unblocked 

POP/RES」マーカーでマークしておく。

生産の後、全ての封鎖マーカーを取り除

きなさい。

14.24 地中海の封鎖

地中海を経由する通商路の封鎖は、船が

アフリカ回りでなければならないため、

RES の値を減少させる(POPは、地中海

の封鎖の影響を受けない)。

赤い三角形として示されるアフリカ回りの

RES は、問題なくアフリカ回りの通商路を

設定することができる。

しかし、その通商路がアフリカ回りで設定

しなければならない場合、黒い三角形とし

て示される他の RES は生産については

数えられない(南大西洋と西インド洋の交

差する RES アイコンに注意せよ)。

封鎖を宣言する時、通商路がアフリカ回り

でなければならない通常の(黒い)RES を

地中海封鎖でマーカー(封鎖マーカーの

裏側)で記録すること。

地中海の封鎖が依然として生産の間に適

用される場合、それらの RES は数えられ

ることができない(厚紙製の「Unblocked 

RES」マーカーを使って封鎖されていない

RES 合計を記録しておくこと)。

組合せによる封鎖
エリアが夏に地中海の封鎖を受け、生産

に完全な封鎖を受ける場合(もしくはその

逆)、ただより小さい地中海の封鎖のみが

適用される(両方の補給チェックの間、そ

れが有効で、完全な封鎖でなかったなら

ば)。

封鎖
封鎖のルールは、戦争中の派閥が

することを可能にする。

夏の終わり(封鎖チェック)と秋の終わり

(生産のために)に、通商路をブロック

することによって敵のPOP/RESを否定

通商路のセグメント

の通商路は、一つ目の海セグメントは

地中海からフランスへと通り、陸地セグ

メントはフランスを越え、第二の海セグ

至ることになるため設定できないことに

なる。

Gibraltarが封鎖された場合、Delhiから

メントは英仏海峡を越えてLondonに

地中海の封鎖

あり、地中海を経るそれより長い。

必要とされる追加の燃料、輸送用船舶、

護衛艦艇は、戦時にアフリカ回りで

を非常に低下させてしまう。

アフリカ周りの通商路は3500マイルで

出荷されなければならないRESの価値



DoWの効果
宣戦布告者は、そのプレイヤー・ターンの

間は奇襲効果を持つが、ゲームの終了時

に経済の勝利について 1VPを失う。

被害者は、減少した工場コストを獲得し、

ペナルティなしで宣戦布告者と戦争中と

なる。

どちらも、いかなる追加の平和の配当を

受け取らない。両方とも、RES の積算と、

補給と封鎖についてのチェックを開始しな

ければならない。

DoWの時点での海上にいるユニット
DoWの宣言の時点で、宣言した派閥は、

[現時点で]敵ユニットと共に占めているす

べての海から撤退する(交戦から離脱の

ルールが適用される)か、戦闘を解決しな

ければならない(宣戦布告者は侵略者で

もある)。

侵犯者の明確化
中立の侵犯を明確にするために、侵犯を

行った派閥のコントロール・マーカーを、

武装した小国の首都を防御する要塞の下

に置いてもよい。

分割
侵犯者のライバルのどちらかは、本来の

侵犯者が征服してしまう前に、ライバル自

身のためにまだ敗北していない武装した

小国の領域のいきつかを獲得するために、

VoNを犯すことなく、(「治安の維持」を口

実として)その小国を攻撃することができ

る。

干渉
侵犯者の敵が軍事支援(地上ユニット)を

その領域へ送った時に、まだ敗北してい

ない武装した小国は、無理もない話だが、

その軍事上の同盟国[衛星国]としてその

派閥に加わる。

 15.0 戦争と平和
15.1 平和な国

全ての派閥は、平和でゲームを開始する。

平和な派閥：

・それぞれの新年に平和の配当チット

(4.4)を引く(それらがその前年の間に戦闘

に参加していなかった限り)。

・生産について RES を無視することがで

きる。

・その初期の工場コストを使用する(8.43

を除く)。

・補給線(14.11)や通商路(14.21)を設定す

る必要がない。

・あらゆる種類の対立なしでライバル・ユ

ニットを含む海エリアを占め、通過するこ

とができる。

これは戦闘(もしくは戦争)を引き起こさず、

通商路か補給線(14.0)に影響を及ぼさな

い。

・中立国の領域に入る前には、中立の侵

犯(15.4)を宣言しなければならない。

・ライバルの領域やライバルの保護国の

領域に進入する前に宣戦布告(15.2)を実

行しなければならない。

そこに留まることなくライバルか中立の海

峡を通過することは、中立の侵犯でも宣

戦布告でもない。

15.2 宣戦布告

15.21 宣戦布告を行う

宣戦布告(Declaration of War:DoW)は、そ

のターンにユニットが移動する前に実施さ

れなければならない(そして、被害者に対

する侵略が発生しなければならない)。

海峡を通過することを除いて、プレイヤー

は、事前の宣戦布告を伴わずに、ライバ

ルやその保護国(8.13)の領域に進入する

ことは許されず、ライバルのユニットを含

む陸地エリアに進入することは許されな

い。

15.22 宣戦布告の効果：

・宣言した派閥は、自分の「Peace with」

マーカーをその「DoW on」側に裏返す。

これらの派閥はこの時点で、敵でありライ

バルでもあり(この二つはリバーシブルで

はない)「戦争中」である。

・被害者は、相当する「Peace with」マー

カーを自分のトラックから取り除き、「-1 

Factory Cost」(これは被害者の工場コス

トを 1 レベル低下させる)。

・奇襲：全ての宣言した側のユニットは、

そのプレイヤー・ターンの間、一時的な先

制射撃(9.0)を持つ(しかし、これは、宣言し

た側によって保有されていない敵の先制

射撃の技術によって否定される可能性が

ある)。

15.3 戦争中の国家

戦争中の派閥は：

・更なる平和の配当を得ることはない。

・敵の領域に侵入し、追加のペナルティな

しで敵ユニットと交戦してもよい。

・あらゆる補給フェーズの間、有効な補給

線(14.11)について、自軍の陸上ユニットを

チェックしなければならない。

・夏の補給フェーズの間、封鎖(14.2)につ

いてチェックしなければならない。

・生産の間、RES をカウントし、封鎖につ

いてチェックしなければならない。

15.4 中立の侵犯

海峡を通過することを除いて、プレイヤー

は、事前の中立の侵犯(Violation of 

Neutrality:VoN))を伴わずに、中立国の領

域(提携国と保護国を含む)に進入するこ

とはできず、中立の侵犯は中立国を武装

した小国に変換する。

15.41 世界の反応

VoNが発生した時、侵犯者の両方のライ

バルはただちに、その中立国の首都の召

集値に従って 1～3 枚のアクション・カード

を引く。例えば、ノルウェーに対する VoN

については、各ライバルは 1 枚の反応

カードを受け取り、オーストリアについて

は 2 枚を受け取り、ポーランドについては

3 枚を受け取る。

これらのカードは手札に加えられ、その後

に通常通り使用することができる。

15.42 武装した小国

武装した小国は、個別の独立した派閥で、

その侵犯者の敵とみなされる。VoNの時

点で、全ての影響マーカー(外交はその国

にはもはや影響を及ぼさない)を取り除き、

その召集値[地図の凡例を参照]に従って、

その都市/町に中立の要塞を配置する。

(注意：大勢力が敗北した時に武装した小

国となった植民地は、その要塞がすでに

配置されていること以外は、中立の侵犯

の侵犯の対象となり、VoNのプロセスと同

じものに従う)。

例：ポーランドについては、Warsawに

3CVの要塞、Lvovに 2CVの要塞、Vilna

に 1CVの要塞を置きなさい。

侵犯者のどちらのライバルが戦闘解決に

おいて武装した小国のためにサイコロを

振ることができるが、中立国の要塞は常

に最初に地上ユニットを目標としなければ

ならない。

15.421 武装した小国の敗北

敵ユニットが武装した小国の首都を奪取

した(1.121)時、それは敗北する：そのユ

ニットを取り除き、征服者のコントロール・

マーカーをその首都に置き、それに従っ

て POP/RES を修正しなさい。

異なる派閥が後に首都を征服する場合、

コントロール・マーカーを取り替えること。



15.422 分割

武装した小国が敗北しない間に、違反者

のライバルはその領域に進入し、VoNを

犯すことなくそのユニットを攻撃すること

ができる(世界の反応はないが、それは武

装した小国の敵になる)。(しかし、ライバ

ルが占める陸地エリアへの進入は、依然

として DoWを必要とする。)いつものように、

戦闘への参加は、次の新年における平和

の配当をキャンセルする。

15.423 干渉

侵犯者の敵は、干渉を宣言し、陸上ユ

ニットを使って武装した小国の領域を占め

ることによって、武装した小国を自軍の衛

星国(8.2)に変えることができる。

移動フェーズの終了時に、それは全ての

生き残っている武装した小国の要塞を、

それと等しい CVのいずれかのタイプの

ユニットと交換する。

 16.0 勝利　
16.1 勝利ポイント

派閥の合計の勝利ポイント(Victory 

Points:VPs)は以下の合計に等しい：

・その現在の生産レベル(封鎖の効果を含

む)、

・達成した原子力の研究レベル[公開]に

つき+1VP、

・コントロールしている敵の中央首都か副

主知につき+2VP、

・+平和の配当の値[公開]

・宣言DoWにつき-1VP。

16.2 経済の勝利

新年の開始時に(勝利チェック)、合計で

25VPsを示すことができる派閥はただち

に勝利する。

16.3 軍事の勝利

二つのライバルの中央首都/副首都を同

時にコントロールする派閥はただちに、そ

のゲームに勝利する。

16.4 原子力の勝利

原爆の技術(第 4 のレベル)の達成を公開

し、原爆をライバルの中央首都へ送り込

む能力(すなわち、自軍移動フェーズの間

に、ライバルの中央首都を移動距離内に

収める AFを持つこと)を公開した派閥は、

ただちに勝利する。

16.5 経済の覇権　

他の勝利の形式が達成されない場合、

1945 の終了時に、最も多くの VPsを持つ

プレイヤーはそのゲームに勝利する。

この時、生産レベルについては、1946 年

について生産レベルを計算せよ(封鎖の

効果を除外する)。

 17.0 短期間ゲーム(1939)
・1936 のセットアップ(5.0)によって、開始

時の軍隊(ユニット/CV)と POP/RES を置

く。

・特殊なセットアップのプレイヤー配置順

のためのサイコロを振った後、短時間

ゲーム・セットアップ表を参照する：

・.母国の領域に追加の(+)基幹部隊/CV

を加える。

・アクション・カードと投資カードを引く。

・自分の INDマーカーを置く。

・枢軸はオーストリアをコントロールする：

コントロール・マーカーと 2CVの歩兵をそ

こに置き、POP +1 を修正しなさい。

. 枢軸は対抗されることなく 7枚の外交

カードをプレイし、得られた影響/コント

ロールをマークし、そのトラック上の

POP/RES を修正し、それからそのカード

を捨てる。

・それぞれの派閥は、ひそかに 3 個の平

和の配当チットを引く。

・1939 の新年から開始する。

 18.0 2 人プレイヤー用ルール(略)

平和の配当
平和の配当は、平和の時の発展への

インセンティブであるばかりでなく、

各プレイヤーの現在の勝利ポイントの

合計に疑問を生み出すことになる。

西側 枢軸 USSR

+8 +20 +14

アクションカード 12 18 10

投資カード 4 4 4

1939 IND 10 15 12

平和の配当 3 3 3

短時間ゲームのセットアップ(1939)

+基幹部隊/CV


