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内容物
ゲームボード2枚
Aは4人まで。Bは2～3人向け。

要塞トークン4枚
各色1枚

要休息トークン24枚
A面：要休息／B面：疲労

パワーレリクスカード 24枚
ミニユーロカードサイズ  (44x67 mm) 

部隊ミープル20体
各色5体

反乱者ミープル 
5体

A

A

B

B

テストプレイヤー：Ace Barros, André Teruya Eichemberg, Antônio Pop, Carlos Couto, Carlos Vinicius Gatto, Célio Silva, Daniel Cardoso, Ellen GGuria, Evellyn 
Brüehmüeller, Fel Barros, Fernando Celso, Filipe Cunha, Filipe Saar, Hélio de Paiva jr., Helton Medeiros, Igor Knop, Gedson Natalli, Guilherme Vasconcelos, 
Jardel Kellemann, Joe Sallen, Jorge Sazaki, Karen Soarele, Lucas Andrade, Lucas Rau, Lucas Saldanha da Rosa, Luis Francisco, Mac Schawarz Crow, Marco 
Antonio Barcelos, Marcus Martins, Mateus Anjos, Rafael Borges, Renato José Lopes, Renato Morroni, Robert Souza, Roberto Vila Peixinho, Renner Augusto, 
Rodrigo Deus, Santoine Lee, Thiago Ferri, Thiago Leite, Thiago Monteiro, Tiago Honorato, Wallison Airechu Carvalho, Willy Trancoso.

ゲームデザイナー兼アーティスト：: Luís Brüeh ゲームデベロッパー： Constantine Kevorque, Anastasios Gregoriadis
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初期部下カード20枚 （各色5枚）闇の覇王カード6枚 傭兵カード40枚

全ての軍勢カード（闇の覇王、部下、傭兵）スタンダードユーロカードサイズ

耐久トークン4枚

ゴールドトークン4枚

チャンピオンズホール4枚
（プレイヤーボード　各色1枚）

邪なる王笏1枚
（ファーストプレイヤートー

クン）

魔の王座／闇の覇王の配置スロット 部下配置スロット

宝物ゲージ

要塞耐久ゲージ
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汝こそが闇の覇王なり。
儀式は終わった。汝の命により、コーヴィルは目を覚まさん。かつて活気に満ち溢れた要塞は強
欲なる水晶に冒涜され、その地下迷宮は無数の無秩序なる者たちが長らく隷属を強いられた闇の

領域へと続く扉に繋がった。復讐の時は今、来たれり。

ゲームの準備

A. ゲームボードを配置する。適切なゲームボード
を選び、（Aは4人までのプレイヤー向け、Bは3
人までのプレイヤー向け）それをプレイエリア
の中央に配置し、それぞれのプレイヤーの手が
届くようにする。

b. 各プレイヤーは1枚のチャンピオンズホール、5つ
の部隊ミープル、5枚の初期部下カード、自分の色
と対応した1枚の要塞トークン、1枚の耐久トーク
ン、1枚のゴールドトークンを得る。

耐久トークンは要塞の耐久ゲージの5の位置に、ゴ
ールドトークンは宝物ゲージの5の位置に配置す
る。初期部下カードはチャンピオンズホール上にあ
る空白の部下スロット上に配置する。

D. 全ての闇の覇王カードをシャッフルし、それぞれ
のプレイヤーに1枚渡す。プレイヤーは受け取っ
た闇の覇王をチャンピオンズホール上にある魔の
王座スロットに配置する。残った闇の覇王カード
は箱に戻す。

c. 1体の反乱者ミープルを都市に配置する。残りはゲー
ムボード脇に置いておく。

E. 配置済みの闇の覇王カードの上に要休息
トークンを要休息状態側を表にして配置
する。

g. 全てのパワーレリクスカードをシャッフルし、各プ
レイヤーに2枚ずつ渡す。プレイヤーは渡されたカ
ードを手札とする。

f. 全ての傭兵カードをシャッフルする。ゲームに使用
する24枚を取り分け、残りを箱に戻すこと。取り分
けたカードから6枚を表にする（これを傭兵プール
と呼ぶ）。コストが10金のカードが表にされた場
合、それを山札に戻してシャッフルし、新しいカー
ドを配置する。

I. 初回の朝フェイズでスタートプレイヤーは自
分の要塞をゲームボード上にある螺旋状のマ
ークの上に配置し、

そこへ自分の色と対応した2体の部隊

ミープルを置く。時計回りの順で残り

のプレイヤーもスタート位置を選択する。

H. 番若いプレイヤーに『邪なる王笏トーク
ン』を渡してスタートプレイヤーとす
る。忍耐こそ永年に渡って受け継がれし
美徳なり。

ゲームプレイの概要
『コーヴィル：ダークオーヴァーロード』では孤立した都市をとりまく領地の覇権をめぐって争うこととなる。プ
レイヤーは特異な能力を持つ闇の覇王や数々の軍勢を操り、”敵の大群から世界を守り、領地に平和と安寧をもたら
そう”とするが、それには無論、尊い犠牲がつきものだ！

ゲームは4日間から成り、1日は以下の3フェイズに分けられる。

フェイズ1：朝（部隊の召喚）

フェイズ2：午後（アクションの実行）

フェイズ3：夜（支配力と後処理）

4日目の夜フェイズの終了に伴ってゲームも終わり、勝利点を最も多く獲得していたプレイヤーが勝利する。
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多元世界の征服はただ一つ
の現実によって一度に決定

づけられるものなり。
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フェイズ1：朝
時計回りでそれぞれのプレイヤーがボード上に横たえられている部隊ミープルを立たせる。その後、1つ、もしくはそれ以上の部隊ミ
ープルを要塞に召喚させる必要があるかを確認する。全てのプレイヤーはチャートで示される通りの数の部隊ミープルで朝フェイズ
を始めなければならない。示されている数より手持ちの部隊ミープルが少ない場合、その数と同数になるよう要塞に新しい部隊ミー
プルを召喚すること。召喚済みの部隊は常に立った状態でゲームに参入する。全てのプレイヤーがこのフェイズを完了したら、スタ
ートプレイヤーからフェイズ2を開始する。

1日目：部隊ミープル2つ

2日目：部隊ミープル3つ

3日目：部隊ミープル4つ

4日目：部隊ミープル：5つ

フェイズ2：午
午後フェイズは全ての部隊ミープルがボード上に横たえられるま
で複数回、手番が継続する。午後フェイズでは以下のアクション
を一度、任意の順序で実行できる。

2.1) 部下の獲得
2.2) 任意の回数、フリーアクションを実行
2.3) 部隊ミープルを横たえて、部隊アクションを実行する。

2.1) 部下の獲得
コストを支払い傭兵プールから部下を購入できる。コストの支払いには以下の方法を組み合わせることができる。  ・宝物ゲージから金を支払う。
・手札からパワーレリクスを廃棄する。  ・要休息状態になっていない1枚以上の部下カードをプレイヤーボードから傭兵プールへ戻す。
傭兵プールへ戻したカードの価値の合計が新しい部下を購入するために必要なコストよりも高かった場合、差額の金を宝物ゲージに戻しても良い。獲
得した部下はチャンピオンズホールへ「疲労」の状態で配置される。

例：8金の価値がある部下を獲得したかったため、宝物ゲージから3金を消費し、1金相当のパワーレリクスを廃棄、各2金相当の部下カード2枚を傭兵プ
ールに戻した。新たに獲得した部下はチャンピオンズホールに配置し、その上に要休息トークンを疲労側を表にして置くこと。

宝物ゲージから金を消
費する 。

手札からパワーレリクスを
廃棄する。

部下カードをチャンピオンズホール（プレ
イヤーボード）から傭兵プールへ戻す。
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基本能力値
白兵攻撃（剣）、遠距離
攻撃（弓）、守備力（
鎧）

部下コスト
示されている数字を金と
して利用し、新しく部下
を購入することもできる
（カードを傭兵プールに戻
すこと）。また、このコス
トはゲーム終了時の勝利点
となる。

能力
以下を参照。 能力の効果

カードごとに記載。

受動型能力

即時型能力

強化
受動型能力は要休息の状態も含めて常時効果を発揮する。

この能力を使用する場合、部下を要休息状態にしなければならない。その後、カードに示されれる通り能力を発動させる。

この部下は独自の精鋭部隊を保有している。この部下
が軍勢の一員として存在することで、全ての部隊が強
化される。強化のボーナスが特定の地形にのみ適用さ
れる場合、問題となるのは部隊が存在している場所と
なる。

例：都市、もしくは水辺の地形に
いる全ての部隊は守備力が+1強
化される。都市かつ水辺の地形で
あれば守備力のボーナスは+2と
なる。

影響力
この部下は都市と秘密の繋がりを持っている。この受
動型能力により、非戦闘面でプレイヤーは利益を得る
ことができる。影響力は部下を雇用する処理の前に常
時、適用される。

例：傭兵プールから戦士タイプの
部下を雇用する際に必要なコスト
が2金安くなる。雇用する際のコ
ストが0であれば2金獲得できる。

追撃
この強力な部下を要休息状態にして攻撃を実行する場
合、特殊能力が発動する。

指揮
自分のターン時、フリーアクションとしてこの
部下を要休息状態にすることで特殊能力を発動
してもよい。

例：この部下を要休息状態にして
攻撃を実行する際、基本能力値に
強化分のボーナスに加え、追撃の
効果によるボーナスを加える。

例：自分のターン時、フリーアクシ
ョンとしてこの部下を要休息状態に
することにより、部隊（立っていて
も横たえられていても可）を一度、
移動させてもよい。

部下に関する情報は以下の通り。
・クラス：闇の覇王、暗殺者、戦士、守護者、工作兵、
　　　　　魔術師
・基本能力値
・コスト
・特殊能力

チャンピオンズホールに6枚以上の部下カードを配置するこ
とはできず、また、闇の覇王が魔の王座から除外されるこ
とはない。

部下カードの名前
部下のクラス
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2.2 任意の回数、フリーアクションを実行
午後フェイズ中、プレイヤーは毎ターン、任意の数のパワ
ーレリクスを使用することができ、また、部下を要休息
状態にすることで任意の回数、指揮の能力を使用してもよ
い。これらのアクションを実行する際、自分の部隊ミープ
ルを横たえる必要はないが、アクション実行のコストや結
果として部下を要休息状態にする必要がある。
例：パワーレリクスの効果による即時型能力が発動し、フ
リーアクションで攻撃ができる場合、任意の部隊（立って
いても横たえられていても可）で通常通り、一度の攻撃が
可能だが、1枚の部下カードを要休息状態にしなければな
らない。

パワーレリクス
これら魔法の遺物が効力を発揮することで、プ
レイヤーは決定的な特殊能力を身につけ、戦略
的優位性を確保することとなる。
自分のターン時、フリーアクションとして手札
にある任意の枚数のパワーレリクスを発動させ
てもよい。他のプレイヤーのターン時、自分へ
の攻撃宣言に対する反応としてパワーレリクス
を発動させてもよい。
パワーレリクスを発動させた際、即時型能力を
直ぐに実行すること。また、夜フェイズが開始
されるまで継続する部隊に対する能力ボーナス
も得られる。
パワーレリクスは購入する他、都市から略奪し
たり、敵の要塞から戦利品として獲得すること
もできる。
手札に残っている未使用のパワーレリクスは新
たに部下を購入する際のコストとして使用でき
る他、ゲーム終了時の勝利点となる。
パワーレリクスカードがゲーム中に尽きた場
合、捨て札をシャッフルして山札とすること。

部下を要休息状態にし、指揮の
能力を使用する。

パワーレリクスを発動させる。

金としての価値
パワーレリクスが未使
用で手札にある場合の
み適用される。

対象ゾーン
ソロモード時のみ使用。

即時型能力
パワーレリクスの効果を
発動させた際、その特殊
能力を直ぐに実行しても
よい。

部隊ボーナス
パワーレリクスが発動し
た際に適用する。夜フェ
イズ時に捨てられる時ま
で、効果は継続する。

パワーレリクスを購入する

どのフェイズのいかなる時点におい
ても、宝物ゲージから金を3消費する
ことでパワーレリクスの山札から1枚

カードを引いても良い。

都市から略奪する。
夜フェイズ時、都市に自分の部隊を配置して
いるプレイヤーは配置した部隊の数分、パワ
ーレリクスを山札から引く。なお、この方法
でパワーレリクスカードが獲得される度に反

乱者ミープルを都市に1つ配置する。

要塞から略奪する。

敵の要塞の耐久ゲージを0にした場
合も、山札からパワーレリクスカー

ドを引く。
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2.3 部隊ミープルを横たえ、部隊アクションを実行する。
自分の手番時、ボード上にまだ立っている部隊ミープルが残ってい
る場合、その内の1つを横たえてアクションを実行しなければなら
ない。なお、手番時に2つ以上の部隊ミープルを横たえることはで
きない。
部隊アクション：（以下を選択できる）
部隊の移動、部下1体を休息させる、要塞の修理、1金の獲得、攻撃

全てのプレイヤーの全ての部隊ミープルがボード上で横たえられた
場合、夜フェイズへ移行する。

部隊の移動
1体の部隊ミープルを横たえ、その部隊を隣接するゾーン
へ1スペース移動させる。移動に関連する能力を持ってい
た場合は指定されている地形から移動する際、2スペース
移動してもよい。

例：強化により、この部隊は砂漠、水辺から移
動をする際は+1スペース移動してもよい。

1金の獲得
部隊ミープルを1つ横たえ、宝物ゲージを1金分上昇させ
る。なお、宝物ゲージは5が上限となるため、一度に5金以
上を獲得する場合、即座に3金を消費してパワーレリクスの
購入を考えた方がよい。

要塞の修理
部隊ミープルを横たえて、要塞の耐久ゲージを1点回復させ
る。破壊された要塞を修理することはできない。

部下を休息させる
部隊ミープルを1つ横たえることで、部下カード上に置かれた要休息トークンを裏返
し、疲労側の面にできる。また、トークンが疲労側だった場合、部下カード上からそ
れを取り除く。

部下が要休息、もしくは疲労状態の場合、その部下カードで攻撃や指揮の能力を
実行することができない。また金としての使用や廃棄も不可となる。部下を要休
息状態にしなければならないとの指示がある度に1枚の部下カードの上に要休息ト
ークンを要休息側を表向きにして配置しなければならない。

要休息

疲労

万全

例：アクションを宣言後、部隊ミープルを横たえ、アクシ
ョンを実行する。既に横たえられている部隊はフリーアク
ションのみを実行できる。

部隊アクシ
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守備側の対応
全ての部隊は1の守備力を有する。

適用可能な強化の効果を加算する。

その後、任意の枚数パワーレ
リクスを発動させる。

守備のため、部下カード1枚を
要休息状態にしてもよい。

守備側の宣言：「こちらの守備力は6だ。（部隊の守備力：1＋強化効果：1＋守護者となる部下を要
休息状態にして：2＋パワーレリクスの効果：2）」

攻撃側のプレイヤーは守備側の対応に対し、1
つ以上のパワーレリクスを追加で発動でき
る。双方のプレイヤーがパスするまでこの勝
負を続けること。

誰かが自分の部隊へ攻撃を宣言した場合、ま
ずは自分の部隊の守備力を計算する。
全ての部隊は初期状態で1の守備力を有してい
る。それに全ての強化によるボーナスを適用
すること。これらのボーナスは強化の能力を
持つ部下が要休息状態でも適用される。その
後、万全の状態の部下を要休息状態として基
本能力分の守備力を加算してもよい。
最後に任意のパワーレリクスの発動させて守
備力に加算ができる。これらの能力は発動
後、即座に適用される。

攻撃

白兵は攻撃側の部隊と同一ゾ
ーンに存在する敵部隊のみ対
象とできる。全ての部隊は1の
白兵攻撃力を持っている。

遠距離攻撃は攻撃側の部隊がい
るゾーンと隣接するゾーンに存
在する敵部隊を対象とできる。

攻撃を行う場合、部隊ミープルを横たえ、さらに部下カードを1枚要休息状態にする（フリーアクションによる攻撃の場合も部下カードを1枚、要休息状
態とすること）。攻撃の種別は白兵攻撃か遠距離攻撃となる（以下を参照）。攻撃を宣言する際はどの敵部隊を攻撃するかも宣言する必要がある。

攻撃力は攻撃を実行後、要休息状態となる部下の基本能力（状況
によって白兵か射撃かを適用）に全ての適用可能な強化の効果（
要休息状態であるかどうかは問わず）、および発動中のパワーレ
リクスの効果を加算した物となる。

発動中の全てのパワー
レリクスの効果を加算

する。

遠距離攻撃の実行：
攻撃を行う部隊を横たえ、部下カード1枚を

要休息状態とする。

適用可能であれば基本能
力値を加算し、

全ての強化の効果を加算し、

攻撃側の宣言：「攻撃力6でキミの部隊へ遠距離攻撃を行う。（要休息状態にした部下の基本能力（遠距離）：2＋強化効果：3＋発動中のパワーレリクス
の効果：1）」

攻撃の結果は守備側の対応によって決定する。誰にも守られていない要塞を直接攻撃することもでき、この場合、相手側の対応はない。



11

要塞への被害

攻撃側の部隊の攻撃力と守備側の部隊の守
備力を比較する。引き分けだった場合、守
備側の勝利となる。戦闘後の結果は以下の
通りとなる。
A) 守備側の勝利
B) 守備側の敗北（部隊が立っている）
C) 守備側の敗北（部隊が横たえられてい
る）
また、守備側の部隊が自分の要塞と同じゾ
ーンにいるかを確認すること。その場合、
先に上記の結果の処理を行い、その後、要
塞への被害を処理すること。

A) 守備側の勝利
何も起こらない。

B) 守備側の敗北（部隊が立っている）
攻撃側は1金を得る。守備側は自分の部隊ミープルを横たえ、それを隣接するゾーン
へ撤退させる。この際、移動に関連する強化の効果も適用される。

C) 守備側の敗北（部隊が横たえられている）
攻撃側は1金を得る。守備側は自分の部隊ミープルをボードから取り除く。

結果

守備側の部隊が自分の要塞と同じゾーンにいる際に戦闘で
敗北した場合、残りのダメージは要塞が受けることとな
る。要塞と同じゾーンに2つ以上の守備側の部隊が存在し
ても関係はない。また、守備側の部隊が存在していない場
合、要塞は直接、攻撃の対象となり、全ての攻撃力をダメ
ージとして受けることになりえる。
隠れた財宝：敵の要塞へダメージを与えた場合（与えたダ
メージの数値に関わらず）、1金を得る。
要塞からの戦利品：敵の要塞の耐久ゲージを0にした場
合、山札からパワーレリクスカードを引く。

要塞の破壊
要塞の耐久ゲージが0になると要塞は
破壊される。要塞トークンを裏向きに
すること。

2

4

例：攻撃力4と守備力2の場合、横たえられていた守備側
の部隊がボードから取り除かれ、守備側の要塞は2ダメ
ージを受ける。攻撃側は2金を得る（部隊との戦闘勝利
分で1金、要塞へのダメージで1金）。

次の朝フェイズ時に新しい部隊は破壊された要塞がある
場所へ通常通り、召喚される。

破壊された要塞は修理することができず、ゲーム終了時の
勝利点にもならない。

オレ様の剣
でくたばる
がいい！
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フェイズ3：夜

夜のフェイズが完了したスタートプレイヤーの左隣のプレイヤーに
『邪なる王笏』が移り、次のスタートプレイヤーとなる。その後、
再びフェイズ1を開始すること。

全てのプレイヤーは以下の指示に従いつつ、ボード上のチェックを
行うこと。

1) 発動させたパワーレリクスを全て廃棄する。
2) 傭兵プールを新しくする。
3) みかじめ料の徴収。
4) 都市への襲撃（それに伴う反乱者の報復）。
5) 全ての部下を一度休息させる。

反乱者たちの報復

A

b

c

e

d

F

G3.1発動させたパワーレリクスを全て廃棄する
パワーレリクスは翌日も効果を持続しない。あまりにも向こう見ずな部下たちはそ
れを発動させ続けることができないのだ。全てのプレイヤーは発動させたパワーレ
リクスを廃棄すること。

3.3みかじめ料の徴収
ボード上の水辺、砂漠、山岳部、森に対する支配力を確認する。みかじめ料を徴収す
るためには該当する地形に対し、支配力を保有している必要がある（支配力は地形の
種類に対するマジョリティによって決定される）。
部隊ミープルのみがマジョリティの決定の際、カウントされる（要塞や
反乱者はカウント対象外）。引き分けとなったゾーンに配置されていた
部隊ミープルはマジョリティの決定のためにカウントされない。
1つの地形に対して支配力を保有するごとに2金を獲得する。引き分けと
なった地形では誰も金を獲得しない。
次の地形でも同様の確認を行い、4つの地形全てで確認を済ませること。

水辺に対する支配力：
黄はゾーンAにおけるマジョリティを確立している。ゾーンDでは黄と緑が引き分
けとなり、マジョリティは確立されていない（引き分けではマジョリティは確立
されない）。緑はゾーンEでマジョリティを確立している（反乱者はマジョリテ
ィ争いの際、カウントされない）。赤はゾーンFでマジョリティを確立している。
黄、赤、緑はそれぞれ1マジョリティを確立して引き分けとなり、水辺に対するみ
かじめ料は誰も獲得することができなかった。
砂漠に対する支配力：
黄はゾーンCでマジョリティを確立し、ゾーンDでは引き分けている。黄のプレイ
ヤーは砂漠に対する支配力を得て、みかじめ料として2金を獲得する。
山岳部に対する支配力：
黄はゾーンAでマジョリティを確立している。黄のプレイヤーは山岳部に対する支
配力を得て、みかじめ料として2金を獲得する。
森に対する支配力：
緑はゾーンBとG、赤はゾーンFのみでマジョリティを確立している。緑のプレイ
ヤーは森に対する支配力を得て、みかじめ料として2金を獲得する。

3.4 都市への襲撃
プレイヤーは都市に配置した部隊1つにつき、1つパワーレリクスを山札から引いて
獲得する。その際、引いたパワーレリクスに応じて反乱者ミープルを配置する。反
乱者ミープルが都市に5つ配置された場合、反乱者は報復行動を開始する！
例：緑はゾーンEに部隊を2つ配置している（緑のプレイヤーはパワー
レリクスを2枚引く）。赤は部隊を1つゾーンEに配置している（赤のプ
レイヤーはパワーレリクスを1枚引く）。都市に反乱者ミープルを3つ追
加する。

部下たちが都市で引き起こした混乱は都市の居住者の暴動に繋がることと
がある。都市に5つの反乱者ミープルが配置された場合、反乱者は報復を
始めるだろう！　都市に部隊を配置しているプレイヤーは時計回りの順番
で攻撃力3での攻撃を受けることになる（プレイヤーは攻撃に対し、各部
隊ごとに通常通り、守備を行っても良い）。その後、まだ破壊されず残っ
ている全ての要塞が攻撃力3での攻撃を受ける（少なくとも1つの部隊が自
分の要塞にいた場合、守備を行うことができる）。反乱者の攻撃が処理さ
れた後、全ての反乱者ミープルを都市から取り除くこと。

3.5 全ての部下を一度休息させる

3.2傭兵プールを新しくする
傭兵プールに残っていた傭兵カードを廃棄し、新たに6枚の傭兵カードを公開する。

全てのプレイヤーは各部下を一度コストなしで休息させることができる。
部下が要休息状態だった場合、トークンを裏返し、疲労状態とする。部下
が疲労状態だった場合、トークンを取り除き、万全の状態とすること。

例:
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最終得点
4日目の夜フェイズの終了時にゲームは終了となる。もっとも多くの勝利点を獲得した者の勝

利となる。勝利点の獲得は以下の通り。

要塞が破壊されずに残
った場合、5勝利点
破壊されてしまった場
合、勝利点は0となる。

宝物ゲージ
宝物ゲージに残った金1
ごとに1勝利点。

部下コスト
全ての部下カードに記載
されたコスト（金）と同
数の勝利点を獲得する。

影響力による効果
最終得点の計算時にも効
果を適用できる。

手札にあるパワーレリクス
に記載された金と同数の勝
利点を獲得する。

例：緑のプレイヤーの要塞は健在（勝利点5点）で、宝物ゲージ
にあった金は5（勝利点5点）、部下コストの合計による勝利点は
27点（闇の覇王の個別効果による追加の勝利点を1点獲得）、パ
ワーレリクスによる勝利点が10点（本来は6点だが『学者気取り
のドルイド』の特殊効果によりパワーレリクス1枚につき+1点の
ボーナス）、最終得点は47点となる (5+5+27+10)。

タイブレーカー：引き分けの場合、ボード上にもっとも多く部隊が
残っていたプレイヤーが勝者となる。それでも引き分けの場合、要
塞の耐久ゲージの残りがより多かった者が勝者となる。さらに、引
き分けの場合、宝物ゲージの残りがより多かった者が勝者となる。
それでもなお決着がつかない場合、最も高価な部下を自身のチャン
ピオンズホールに保有していたプレイヤーが勝者となるが、さらに
引き分けが続いた場合、引き分けた者同士が勝利を分かち合うこと
となる。
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準備

悪は栄える：
勇壮なるソロ対決モード

砂漠の都市があるマップを使い、2人用ゲームとして準
備をする。2人のうち、1人はプレイヤーでもう1人がダ
ミープレイヤーとなる。準備の変更点は以下の通りと
なる。
傭兵カードをシャッフルする際、以下の通り、山札を3
つに分ける。
1) コスト2の傭兵
2) コスト4とコスト6の傭兵
3) コスト8とコスト10の傭兵
それぞれの山ごとにシャッフルすること。
対戦相手となるダミープレイヤーのボードへ（初期部下
カードの代わりに）以下の配置を行う：
コスト2の傭兵の山札から2枚の傭兵
コスト4,6の傭兵の山札から2枚の傭兵
コスト8,10の傭兵の山札から1枚の傭兵

－ダミープレイヤーがゲーム中、新たに傭兵を獲得する
ことはない。
残った傭兵カードをシャッフルする：
ゲームに使用する24枚を取り分け、残りを箱へ戻す。カ
ード6枚を公開し、コスト10のカードがあればそれを山
札に戻してシャッフルし、新しく引いたカードを代わり
に公開する。
初期のパワーレリクスをダミープレイヤーに配らない：
ゲーム中、ダミープレイヤーがパワーレリクスを発動さ
せることはない。ダミープレイヤーが獲得したパワーレ
リクスは最終得点の計算時に使用するため、プレイヤー
ボードの隣に伏せて置いておく。
準備を終え、通常通りゲームを開始する
スタートプレイヤートークンを取り、ゲームを開始しよ
う！　ソロゲームの目的はダミープレイヤーよりも多く
勝利点を獲得することとなる。

ダミープレイヤー
ダミープレイヤーは常にプレイヤーのみの敵対者となる。2つ以上のダミープレイヤー.と対
戦する場合、ダミープレイヤー同士が攻撃し合うことない。ダミープレイヤー.の行動には以
下のルールがある。

朝フェイズにおいてダミープレイヤーは可能であれば3金を支払い、パワーレリクスを1つ購入する。購
入したパワーレリクスは最終得点計算のため、ダミープレイヤーのボード脇に伏せて置く。

朝フェイズ：パワーレリクスの購入

午後フェイズ：
1. 白兵攻撃の実行！

全ての強化効果を適用し、最も白兵攻撃が強力な部下を要休息状態にして攻撃を行う。攻撃力が同
数の部下が複数いる場合、ボード左上に近い部下を使用すること。要休息状態にできる白兵攻撃用
の部下がいなければ、ステップ2へ進む。

2. 遠距離攻撃の実行！
全ての強化効果を適用し、最も遠距離攻撃が強力な部下を要休息状態にして攻撃を行う。攻撃力が同
数の部下が複数いる場合、ボード左上に近い部下を使用すること。要休息状態にできる遠距離攻撃用
の部下がいなければ、ステップ3へ進む 。

目標決定時の優先順位：攻撃目標の優先順位は以下の通り。敵の要塞ゾーン、横た
えられた敵がいるゾーン、それでも目標が決定しない場合、パワーレリクスの山札

目標決定時の優先順位：攻撃目標の優先順位は以下の通り。敵の要塞ゾーン、横たえられた敵がいる
ゾーン、それでも目標が決定しない場合、パワーレリクスの山札から対象となるゾーンが出現するま
でカードを表にすること。

3. 移動！（撤退時にも適用）
パワーレリクスの山札からカードを表にし、該当するゾーンに部隊を進める。
目的地決定時の優先順位：敵の要塞に最も近いゾーンを目指すこと。

夜フェイズ：
通常通り、夜フェイズを実行す
る。

ダミープレイヤーは指揮を使用せず、常に最も守備
に優れた部下を使用して守備を行う。
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A

b

c

e

d

F

A

b

c

e

d

G

h

例A：黄のプレイヤーはゾーンAからゲームを開始し、赤の
ダミープレイヤーはゾーンBからゲームを開始する。

午後フェイズ：
1つ目の部隊：黄のプレイヤーは1つ目の部隊
をゾーンCに移動させた。ダミープレイヤー
はパワーレリクスのカードを1枚表にしたと
ころシンボルが山だったため、部隊をゾーン
Dに移動させる。

2つ目の部隊：黄のプレイヤーは『従者』の
指揮を使用し、ゾーンF（都市）に部隊を移
動させた。ダミープレイヤーはパワーレリ
クスのカードを1枚表にしたところ、シンボ
ルが森だったため、部隊をゾーンEに移動さ
せる。

午後フェイズ：
1つ目の部隊：ダミープレイヤーはゾーンCに白兵攻撃を仕掛ける。敗
北した黄のプレイヤーはゾーンFに撤退する。黄のプレイヤーはゾーン
Gから敵要塞のあるゾーンBを攻撃し、ダミープレイヤーの要塞を破壊
する。
2つ目の部隊：ダミープレイヤーは常に白兵攻撃を優先するため、ゾー
ンFを攻撃する。黄はゾーンHからゾーンFを攻撃する。
3つ目の部隊：ダミープレイヤーはゾーンIとEから遠距離攻撃ができる
が、黄のプレイヤーの要塞があるため、ゾーンIからゾーンAを攻撃し
た。
4つ目の部隊：ダミープレイヤーはゾーンEからゾーンGへ遠距離攻撃を
仕掛けた。黄のプレイヤーが取れる行動はもうない。

I

例B:行動の開始

F

さぁ、相手をしてやろう。
ソロルールに慣れてきたら、ダミープレイヤー用の要塞も配置してもよい。より挑

戦的なゲームを求めるならば、さらにダミープレイヤーを追加しよう！
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ゲームのサマリー
『コーヴィル：ダークオーヴァーロード』では孤立した都市をと
りまく領地の覇権をめぐって争うこととなる。プレイヤーは特異
な能力を持つ闇の覇王や数々の軍勢を操り、敵の大群から世界を
守り、領地に平和と安寧をもたらそうとするが、それには無論、
尊い犠牲がつきものだ！　都市の居住者たちの心へ恐怖と怒りを
刻み込む決意があるならば、深夜に都市を襲撃し、戦利品を頂く
のも良いだろう。ゲームは4日間から成り、1日は以下の3フェイ
ズに分けられる。

フェイズ1：朝
フェイズ2：午後
フェイズ3：夜

時計回りでそれぞれのプレイヤーがボード上に横たえられてい
る部隊ミープルを立たせ、要塞のあるゾーンに部隊を召喚す
る。全てのプレイヤーがこのフェイズを完了したら、スタート
プレイヤーから次のフェイズを開始する。
フェイズ2より行動を開始する。このフェイズで各プレイ
ヤーは傭兵を雇うことができる他、部隊ミープルを横た
えることで部隊アクションを実行できる。

夜のフェイズが完了したスタートプレイヤーの左隣のプレイ
ヤーに邪なる王笏が移り、次のスタートプレイヤーとなる。
その後、再びフェイズ1を開始すること。

フェイズ3では全てのプレイヤーが以下の指示に従う。
1) 発動させたパワーレリクスを全て廃棄する。
2) 傭兵プールを新しくする。
3) みかじめ料の徴収。
4) 都市への襲撃（それに伴う反乱者の報復）。
5) 全ての部下を一度休息させる。

部隊アクション：移動、休息、修理、1金の獲
得、もしくは攻撃
フリーアクション：パワーレリクスの発動、
指揮の能力を使用

全ての部隊が横たえられるまで時計回りの順番で行動を行
う。その後、次のフェイズへ移行する。

得点について
勝利点を最も多く獲得していたプレイヤーが勝利する。得点の計算方
法は以下の通り。

タイブレーカー：引き分けの場合、ボード上にもっとも多く部隊が残ってい
たプレイヤーが勝者となる。それでも引き分けの場合、要塞の耐久ゲージの
残りがより多かった者が勝者となる。さらに、引き分けの場合、宝物ゲージの
残りがより多かった者が勝者となる。それでもなお決着がつかない場合、最
も高価な部下を自身のチャンピオンズホールに保有していたプレイヤーが勝
者となるが、さらに引き分けが続いた場合、引き分けた者同士が勝利を分か
ち合うこととなる。

敵を叩き潰し、眼前より追い払え。奴らに寄
り添う女たちには嘆きの声を上げさせろ。

オマエらの軍
勢もこれでオ
シマイよ！

5勝利点
要塞が破壊され

宝物ゲージに残
った金1ごとに1

勝利点。

手持ちのパワーレリ
クスに記載された数

値の合計

部下カードに記
載されたコスト

の合計


