イニス

各叙事詩カードは、ここで説明して
いる特定のアイルランド・ケルト伝
説について言及しています。
ディルムッドとグラーニア：グラー
ニアはフィン・マックールの婚約者
でした。フィンは偉大な戦士でした
が、グラーニアの父より年上でした。
結婚式当日、グラーニアはディルムッ
ドを説得して駆け落ちしました。フィ
ンは２人を延々と追跡しました。

ダグザの竪琴：この神聖な竪琴はあ
らゆる曲――特に悲しい曲、楽しい
曲、眠りを誘う曲を奏でました。ダ
グザは自然や四季にリズムを与える
ためにこの竪琴を演奏しました。

オグマの雄弁：ダーナ神族の一柱で
あるオグマは、雄弁と知識の神です。
彼は詩人や戦士でもあり、神聖なア
ルファベットであるオガム文字を発
明しました。

ル ー の 槍： こ の 太 陽 神 ル ー の 槍 は、 スレンの決意：フィル・ボルグ族の
所有者に勝利を約束しました。
戦士として、彼は第一次モイトゥラ
の戦い中にヌアザの腕を斬り落とし
ダ グ ザ の 大 釜： こ の 豊 穣 の 大 釜 は、 ました。敗北寸前であったにもかか
決して不足することなくすべての氏 わらず、彼と 300 人の戦士は勇敢に
族を養うことができました。また、死 戦いました。ダーナ神族は彼に敬意
エリウ：このダーナ神族は、あとから 者を生き返らせることもできました。 を表し、コナハト（アイルランド北
アイルランドに現れたミレー族に「私
西部地域）を提供しました。
にちなんだ名をこの島につけるなら手 トゥアンの記憶：トゥアンはドルイ
ドで、さまざまな動物に変身して数
を貸そう｣ と約束しました。彼女はア
ダグザ：寛容な神、ダグザは氏族の
世紀を生きてきた隠者です。彼はダー 守 護 者 で す。 彼 は ド ル イ ド、 戦 士、
イルランドを擬人化した女神です。
ナ神族やフォモール族が現れる前か 賢者、生と死の前兆、そして時間と
戦の狂乱：クー・フーリンのような らアイルランドにいました。彼は５ 季節の支配者です。
一部の戦士たちは、戦いが始まると つの征服を目撃し、聖パトリックと
体を激しくけいれんさせ、その肉体 会話しました。彼は歴史の記憶です。 マナナンの馬：マナナン・マクリル
を完全に異形のものと化して、激高
は海を支配しており、異界との境界
した闘争心を得ることができました。 モリガン：彼女は戦争と支配の女神 を守っています。彼は海の泡から馬
で、ダグザの妻です。彼女はしばし を作り、その馬は影と霧の中を抜け
ケルヌンノスの聖域：ケルヌンノス ばカラスの姿で現れます。
て、大地のいたるところを駆け巡り
は野蛮な人々、自然、生命、森、豊
ました。
カスバドの言葉：カスバドはドルイ
穣の化身です。他の神々とは異なり、
ド、
預言者、
戦士です。彼はコンホヴァ
彼は謎の多い神です。
ダナの子供たち：ダーナ神族は北方
ル・マク・ネサ王の父で、クー・フー 諸島からアイルランドに来て入植し
異界：ティル・ナ・ノーグは神々、死者、 リンの師です。
ました。彼らはフィル・ボルグ族と、
そして永遠の喜びの地であり、神々
続いてフォモール族と戦いました。
英雄の分け前：宴会料理の最もいい
が避難した常若の国です。ときには
のちに、彼らは人間（ミレー族）に
部分です。これは最も誉れ高い戦士
定命の者も辿り着くことがあります
道を譲り、異界に撤退しました。
のものでしたが、多くの議論を引き
……。
起こすこともありました。
フィアナ騎士団：彼らは神話上の集
バロールの目：フォモール族の王に
団です。彼らのリーダー、
フィン・マッ
して北方諸島の悪魔、バロールは額 フォールの聖石：ダーナ神族がアイ クールは偉大なケルトの英雄、戦士、
ルランドに持ち込んだこの石は、支
に邪眼を持っており、その視線で敵
詩人、そして比類なき魔術師の一人
配者となるにふさわしい者が触れた
を倒すことができました。
です。
ときに叫び声を上げると言われてい
モイトゥラの戦い：ダーナ神族とフォ ます。
メイヴの富：コナハトの女王として、
モール族が敵対した、第二次モイトゥ
メイヴは人々に富を分け与えました。
ラの戦いは壊滅的なものでした。こ オ ェ ン グ ス の 策 略： ダ グ ザ の 息 子、 彼女はドン・クアルンゲ（コーリー
オェングスは「“
昼と夜のあいだ
”
城
の戦闘中、ルーは祖父であるバロー
の茶毛の雄牛）を捕らえるため、ウ
ルを殺し、それをきっかけにフォモー に住まわせてくれ｣ と父に頼みまし ルスターの王であるコンホヴァル・
た。これは永遠を意味していたので、
ル族はアイルランドを離れました。
マク・ネサと戦いました。
彼は父の城を我が物としました。
ディアドラの美貌：ディアドラはコ
百芸に通じたルー：ルーはダーナ神
ンホヴァル・マク・ネサ王に愛され タルトゥの地：フィル・ボルグ族の 族の一柱で、祖父のバロールを通じ
王の娘、タルトゥは森を開墾して耕
ました。自ら命を絶つまで、彼女の
てフォモール族ともつながりがあり
美しさは多くの悲劇や虐殺の原因と 作の準備を整えましたが、疲労困憊 ます。彼はあらゆる芸術と科学に秀
して亡くなりました。彼女の養子で
なりました。
でています。このために、第二次モ
あるルーは彼女の名誉を称え、収穫
イトゥラの戦い中、ヌアザは彼にダー
クー・フーリンの物語：最も偉大な 祭 “ ルーナサ ” の日を制定しました。
ナ神族を率いるよう頼みました。
ケルト英雄の一人、クー・フーリン
は太陽神ルーの息子です。彼は単身 ブレスの暴政：ヌアザが退位したと 銀の腕のヌアザ：ヌアザはダーナ神
でメイヴ女王の戦士たちからアルス き、“ 美しき者 ” ブレスはダーナ神族 族の王でしたが、スレンに腕を斬り
ター王国を守りました。また、彼は の王になりました。しかし、彼は極 落とされたときに退位しなければな
めて卑劣で欲深い王で、その富を分
モリガンの求愛を拒絶しました。
りませんでした。ディアン・ケヒト
け与えず、吟遊詩人を軽蔑していま
に銀の義腕を作ってもらい、彼は王
ダグザの棍棒：この武器のおかげで、 した。彼をひどく風刺する詩が作ら
権を回復しました。第二次モイトゥ
彼は破壊と再生の両方の力を得ました。 れると、彼も退位しました。そのあと、
ラの戦い中、彼はバロールに殺され
彼はフォモール族を率いてダーナ神
ました。
族と戦いました。この戦いは第二次
モイトゥラの戦いで終了しました。

「イニス」 は古代ケルトの絶頂期、 歴史と伝
説がまったく同じだった時代を舞台としていま
す。 プレイヤーは、 新たに発見された島へと
海を越えてやってきた氏族を率いる族長となり
ます。 彼らはその地に入植し、 周辺地域を探
険し、 鉱山から資源を採掘し、 攻撃に備えて
砦や聖域を建設します。 吟遊詩人は神々と英
雄の物語を伝え、 ドルイドは助言者役を務め、
熟練の職人はケルト文明を不朽のものとし
ます。
各族長は、 自分こそがこの新たな島の玉座に
最もふさわしいと信じています。 この新たな王
国の上王となるのは誰なのか、 時だけが教え
てくれるでしょう！

２〜４人用、 60 分

内容物
建物駒 18 個：
首都１個

地域タイル 16 枚
トークン／マーカー 15 枚：

砦８個

ブレンマーカー１枚

聖域９個

カラスの群れトークン１枚

カード 67 枚：
アクションカード 17 枚
優位カード 16 枚
叙事詩カード 30 枚
リファレンスカード４枚

僭称者トークン４枚
偉業トークン８枚
祝祭マーカー１枚
氏族フィギュア 48 体
（４色 各 12 体）

目次
内容物������������������� ３
ゲームの準備���������������� ５
ゲームの進行���������������� ６
衝突�������������������� ８
勝利条件������������������10
ゲームの終了����������������10

ゲームの目的
プレイヤーは新たな領土を統べる上王に選ばれることを目指します。ラウンドごとに、プレイヤーは誰かが上王に選ばれたかどうかを確認します。上王
として選ばれるために、プレイヤーは以下の勝利条件を最も多く満たさなければなりません。
・６つ以上の地域に存在する。
・自分が族長となっている地域に、他プレイヤーの氏族が合計６体以上ある。
・自分が存在する地域に、聖域が合計６つ以上ある。

ゲームの概要
ゲームは数ラウンドに渡ってプレイされます。各ラウンドは２フェイズからなります。
最初は集会フェイズです。このフェイズ中、プレイヤーは勝者がいるかどうかを確認し、各地域の族長を決め、アクションカードをドラフトします。
次は季節フェイズです。このフェイズ中、プレイヤーは手札からカードをプレイします。
重要：このゲームでは、プレイヤーはカードをプレイすることによってのみゲーム中のアクション（新たな氏族の配置、氏族の移動、聖域の建設など）
を実行することができます。このため、集会フェイズ中にどのカードをドラフトするかが、ゲームに勝利するために重要になります。

内容物
地域タイル
新たな地域タイルは常に、既存の地域タイル２枚以上に隣接するように置かれます。新たな地域タ
イルを置いたとき、プレイヤーは対応する優位カードを山から取り、表向きでプレイエリアの横に
置きます。

氏族
各フィギュアは氏族です。各プレイヤーは１色のフィギュアを 12 体持ちます。その造形は異なって
いますが、ゲーム上の違いはありません。自分のフィギュア 12 体すべてをボード上に置いている場
合、その一部がリザーブに戻ってくるまで、プレイヤーはそれ以上の氏族を置くことはできません。

建物
建物には砦と聖域の２種類があります。各地域タイル上には建物をいくつでも置くことができます。
ある地域に新たな建物を置こうとしたとき、その種類の建物がストックにない場合、プレイヤーは
その種類の建物を置くことはできません。また、建物は特定のプレイヤーに属するものではありま
せん。

砦
砦によって、プレイヤーは衝突中に自分の氏族を守ることができます。各砦には、衝突中に氏族を
１体置くためのスペースがあります（８ページ参照）。砦のうち１つは、他の砦より大きなものです
――これは首都です（５ページ参照）。

聖域
聖域は勝利条件の１つを満たすために必要です。

トークン／マーカー

ブレン

カラスの群れ

僭称者

偉業

祝祭

ブレンとは、誰かが上王に

このトークンは手番を解決

勝利条件を満たしたとき、

偉業トークンはアクション

季節フェイズ中に ｢祝祭｣

選任されるまでの一時的な

する方向（時計回り順か反

プレイヤーは自分が僭称者

カードや叙事詩カードを

アクションカードがプレ

指導者です。ブレンはゲー

時計回り順）を示していま

であることを示すために僭

通じて得ることができま

イされたとき、このマー

ム開始時にランダムに選ば

す。各集会フェイズ中、こ

称者トークンを１枚取りま

す。偉業トークンは “ ワイ

カーを使います。

れ、各集会フェイズ中、首

のトークンはブレンに渡さ

す。僭称者トークンを持っ

ルド ” で、勝利条件を補う

都地域の族長がブレンの称

れます（６ページ参照）。

ているプレイヤーだけが、

号を得ます。ブレンは集会

集会フェイズ中に勝利を主

を主催し、ゲーム終了時に

張しようとすることができ

は引き分け判定で有利とな

ます（６ページ参照）。

ります。

ために使うことができます
（10 ページ参照）。

カード
各カードは特定の種類（アクション、利益、叙事詩）、タイミングアイコン（季節かトリスケル）、
効果を持っています。プレイヤーはカードを手札に持ち、他プレイヤーから隠しておきますが、手

例
｢熟練の職人｣ アクションカードは、季

札の枚数とその種類（裏面で判別できます）を隠すことはできません。カードをプレイしたあと、

節とトリスケルのタイミングアイコンを

プレイヤーはそのカードを捨て札にします。

両方持っています。季節アイコンは左側
の効果に対応しており、トリスケルアイ

・タイミング（左上のアイコン）
各カードをプレイできるタイミングを示すアイコンが２種類あります。各カードはこれらのアイコ
ンのうち少なくとも１つを持っており、一部のカードは両方持っています。
季節カード

トリスケルカード

コンは右側の効果に対応しています。
このカードの右側の効果は、条件を満
たした適切なタ
イミングでのみ
（この場合は「叙
事詩カードをプ

季節カードは季節フェイズ中の所有者の手番で

トリスケルカードには、そのカードをプレイで

プレイされます。

きる特定のタイミング が示されています。

レイしたあと｣）
使うことができ
ます。

・カードの種類（カードの色）
カードはアクション

、優位

、叙事詩

の３種類に分かれています。各カードは、その種類に

応じて異なる方法で獲得されます。

アクションカード

優位カード

叙事詩カード

季節フェイズ中、プレイヤーはアクションカー

獲得方法：集会フェイズ中、各地域の族長は対

叙事詩カードはケルトの神々や英雄を呼び出

ドによって重要なアクション（新たな氏族の補

応する優位カードを得ます。

し、彼らは氏族の者たちを鼓舞して伝説的な功

充や新たな聖域の建設など）を実行することが

保持の可否：手札にした優位カードは、プレイ

績を達成させます。

するまでラウンド中ずっと保持しておくことが

獲得方法：
「吟遊詩人｣ アクションカードをプ

獲得方法：各ラウンド開始時、プレイヤーは集

できます。何らかの効果によって、対応する地

レイしたり、新たな聖域を置いたりして特定の

会フェイズ中にアクションカードをドラフトし

域の族長でなくなったとしても、プレイヤーは

ゲーム効果が発生したとき、プレイヤーは叙事

ます。

そのカードをラウンド終了時まで手札に持ち

詩カードを引きます。

保持の可否：アクションカードをラウンドから

続けます（そしてプレイすることができます）。

保持の可否：プレイするまで、プレイヤーは叙

できます。

ラウンドへと持ち越すことはできません。季節
フェイズ中に一部のアクションカードをプレイ
しなかった場合、それらは捨て札となり、次ラ
ウンドの準備のために他のアクションカードと

優位カードをラウンドからラウンドへと持ち越
すことはできませんが、その地域の族長である
限り、プレイヤーは同じ優位カードを連続して

事詩カードをラウンドからラウンドへと持ち越
すことができます。

再度得ることになります。

共に混ぜられます。

カードの詳細
カード名
カード裏面の色は、
そのカードの種類を示しています。
叙事詩

優位

アクション

カード

カード

カード

アイコン
これらのアイコンはカードの大まかな効果
を示しています。

タイミング
（トリスケル／季節）

建設

移動

補充

このアイコンは、カードのプレイ
によって衝突が起こり得ることを
示しています。

タイミング（左上と同じ）
効果
４人プレイゲームでのみ
使用するカード

ゲームの準備
・２、３人プレイゲームでは、右下に

発見シナリオ

1
アイコンがあるアクションカード●を箱に戻し

ます。これらは４人プレイゲームでのみ使います。
2
・各プレイヤーは１色を選び、その色の氏族フィギュア 12 体●を手元に置いてリザーブと

します。
4
3
5
・偉業トークン●、僭称者トークン●、祝祭マーカー●をプレイエリアの近くに置きます。
6
・叙事詩カード●をよく混ぜ、裏向きの山にしてプレイエリアの横に置きます。
7
・地域タイル●をよく混ぜ、裏向きの山にしてプレイエリアの横に置きます。
8
・プレイ人数に等しい枚数の地域タイル●を引き、表向きで互いに組み合わせてプレイエリ

アの中央に置きます。３枚目以降の各タイルは、他の任意のタイル２枚に隣接するように
9
置かなければなりません。登場した各地域タイルに対応している優位カード●を探し、表
10
向きでプレイエリアの横に置きます。他の優位カード●は裏向きの山にしてプレイエリア

の横に置きます。
11
・ランダムに選んだプレイヤーをブレンとし、ブレンマーカー●を渡します。
12
・ブレンは登場している地域タイルのうち１枚を選び、その上にプラスチック製の首都●と
13
聖域●１つを置きます。
14
・ブレンはカラスの群れトークン●をコインのように弾きます。表になった面が、ゲーム開

始時の手番の進行方向を示します。
・ブレンから手番順（カラスの群れトークンに示されている方向）に、各プレイヤーは自分
の氏族１体を任意の地域に置きます（すでに他プレイヤーの氏族が置かれている地域でも
かまいません）。各プレイヤーが氏族を２体ずつ置くまで、この手順を続けます。

最初のゲームでは発見シナリオをプレイすることを推
奨します。ルールに変更はありませんが、プレイヤー
は以下のようにゲームを準備します。
１．最初のプレイエリアを作るために地域タイルを引
く代わりに、以下の地域タイルを使います。
・２人プレイゲーム：渓谷 (Valley) と入り江 (Cove)
・３人プレイゲーム：渓谷、入り江、平原 (Plains)
・４人プレイゲーム：渓谷、入り江、平原、丘陵 (Hills)
２．地域タイルの山を作る前に、草地 (Meadows)、霧
の地 (Misty Lands)、森林 (Forests)、ティル・ナ・ノー
グ の 門 (Gates of Tîr Na Nóg)、 高 原 (Highlands)、
山岳 (Mountains) タイルを探します。これらのタ
イルをよく混ぜ、裏向きの山にします。
３．残りの地域タイルをよく混ぜ、山の上に裏向きで
置きます。

地域の族長
“ 族長 ” は、いくつかのゲーム効果で参照される重要な概念です。
ある地域に最も多くの氏族を置いているプレイヤーが、その地域の
族長です。同数最多の場合、誰もその地域の族長ではありません。

例：「湿原 (Moor)」には緑の氏族が４体、青の氏族が３体、白
の氏族が２体あります。最も多くの氏族を置いているので、緑
プレイヤーが「湿原」の族長となります。

ゲームの進行
ゲームは数ラウンドに渡ってプレイされます。各ラウンドは以下の２フェイズからなります。
１．集会フェイズ：ブレンを任命し、勝者がいるかどうかを確認し、手番の進行方向を
決めます。各族長は優位カードを獲得し、プレイヤーはアクションカードをドラフトし
ます。
２．季節フェイズ：このフェイズはゲームの主要部分です。プレイヤーは手札からカー
ドをプレイして、さまざまなアクションや効果を実行します。

例
首都地域には橙の氏族１体と白の氏族１体がありま

フェイズ１：集会

す。この地域に最も多くの氏族を置いているプレイ

プレイヤーは以下の６ステップをこの順番で実行します。

ヤーが複数いるので、ここでは誰も族長になりませ

族長たちの仕事

んが、前ラウンドのブレンだった青がブレンであり続

ん。このため、首都地域に氏族を１体も置いていませ
けます。

１．ブレンの任命
首都地域の族長がブレンとなり、ブレンマーカーを取ります。誰も首都地域の族長になっ
ていない場合、ブレンは変更されません――現在のブレンの氏族が首都地域に１体もない
としてもです。ブレンはこの時点でのみ変わることがあり、季節フェイズ中に変わること
はありません。

２．勝利の確認
誰かが勝利しているかどうかを確認します。勝利条件については 10 ページで詳しく説明
されています。誰も勝利していない場合、全プレイヤーはすべての僭称者トークンをストッ
クに戻します。

３．優位カードの獲得
各地域の族長は、その地域に対応している優位カードを得ます。ある地域に族長がいない
場合、その地域の優位カードを表向きでプレイエリアの横に残しておきます。

神託
４．手番の進行方向の決定
ブレンはカラスの群れトークンをコインのように弾きます。表になった面が、そのラウン
ド（集会フェイズと季節フェイズ（および衝突）の両方）中の手番の進行方向を示します。
重要：
「次のプレイヤー」や「手番順」に言及しているすべてのゲーム効果は、カラスの
群れトークンの表になっている面に示されている方向を参照します。

季節の準備
５．アクションカードの分配
４人プレイゲームでは、ブレンは 17 枚すべてのアクションカードを取ってよく混ぜ、裏

手番順は

手番順は

時計回り順です。

反時計回り順です。

向きのままでランダムに１枚を選んで脇に置き、そのあと各プレイヤーに４枚ずつ配りま
す。３人プレイゲームでも同様ですが、右下に

アイコンがあるカードはゲームの準備

中に除外されているので、カードは全部で 13 枚しかありません。２人プレイゲームでは、
11 ページ ｢２人プレイルール｣ の項を参照してください。

６．アクションカードのドラフト（３、４人プレイゲーム）
１．各プレイヤーは自分のアクションカード４枚を確認し、１枚を選んで保持して、他の
３枚を次の（カラスの群れトークンに示されている方向の）プレイヤーに渡します。
２．次に、各プレイヤーは渡されたカード３枚に保持したカード１枚を加えます。プレイ
ヤーはこれらのアクションカード４枚すべてを確認し、２枚を選んで保持して、他の
２枚を次のプレイヤーに渡します。
３．最後に、各プレイヤーは渡されたカード２枚に保持したカード２枚を加えます。プレ
イヤーはこれらのアクションカード４枚すべてを確認し、３枚を選んで保持して、他
の１枚を次のプレイヤーに渡します。
集会フェイズ終了時、各プレイヤーは手札にアクションカードを４枚持っており、さらに
優位カードや叙事詩カードを持っていることがあります。

注意：「イニス」のカードドラフト方法は、カードドラ
フトシステムを使っている他の多くのゲームとは異なり
ます。たとえば、｢イニス｣ではステップ１で保持したカー
ドを、ステップ２で次のプレイヤーに渡すことができま
す。このため、プレイヤーはあとから回ってきた（そし
てより魅力的な）カードを保持するという選択肢を持ち
ます。

フェイズ２：季節

注意：パスは決断を遅らせ、カードを残しておくことが

ブレンが１枚目のカードをプレイして季節を開始します。プレイするカードは季節カード
でなければなりません。そのあと、次のプレイヤーには以下の３つの選択肢があります。
・季節カードを１枚プレイする

・パスする

・僭称者トークンを１枚得る

全プレイヤーが連続してパスして季節フェイズが終了するまで、各プレイヤーは手番順に、

できる有用な選択肢です――しかし、危険を伴うことも
あります。自分がパスし、そのあと他のすべてのプレイ
ヤーもパスした場合、季節フェイズは終了して、全プレ
イヤーはアクションカードを捨て札にしなければなりま
せん。

３つの選択肢のうち１つの実行を続けます。そのあと、新たなラウンドの集会フェイズを
始めます。

忘れやすいルール：トリスケルカード

季節カード１枚のプレイ
季節カード

はアクションカード

は、 カ ー ド 上 に

示されている特定のタイミングでのみプレイすることがで
きます。トリスケルカードはあるアクションに対応してプ

か、優位カード

か、叙事詩カード

で す。 プ

レイされます。季節カード

と同様に、トリスケルカー

レイヤーはそのカードをプレイし、示されている効果を解決して、そのカードを捨て札に

ドはその種類に応じた方法で捨て札となります（左記「季

します。

節カード１枚のプレイ」の項参照）
。

・アクションカード

は裏向きでアクションカード用の捨て札置き場に置きます。プ

レイヤーはカード（｢ドルイド｣ アクションカードなど）の効果によって許可された
ときにのみ、捨て札置き場のアクションカードを確認することができます。
・優位カード

は裏向きでプレイエリアの横に置き、そのカードの裏面が見えるよう

にしておきます。
・叙事詩カード

は表向きで叙事詩カード用の捨て札置き場に置きます。プレイヤー

はいつでも捨て札置き場の叙事詩カードを確認することができます。

重要：
・同じアクションに対応して複数のトリスケルカードをプ
レイすることができます。
・「ゲッシュ」トリスケルカード（アクションカード１枚の
効果を無視します）は、現在の手番プレイヤーがアクショ
ンを完全に宣言したあと（標的とする氏族や、移動元の地
域などを宣言したあと）でのみプレイすることができます。
・「季節カードをプレイしたあと……」と書かれているトリ
スケルカードは、その季節カードの効果（発生した衝突

パス
プレイヤーはカードをプレイせず、単にパスします。もう一度手番が回ってきた場合、プ

を含みます）を完全に解決するまではプレイすることが
できません。

レイヤーは再びカードをプレイしたり、僭称者トークンを得たりすることができます。

僭称者トークン１枚の獲得
プレイヤーは最低１つの勝利条件を満たしていなければなりません。また、すでに僭称者
トークンを持っている場合、この選択肢を選ぶことはできません。プレイヤーはストック
から僭称者トークンを１枚取って手元に置きます。のちに勝利条件を満たしていない状態
になったとしても、プレイヤーは次の集会フェイズまでこのトークンを持ち続けます。

特殊な状況

あるプレイヤーがどの地域にも
氏族を置いていない場合
自分の手番開始時、どの地域にも自分の氏族を置いていない場合、プレイヤーは（持っ
ていれば）偉業トークンを１枚捨てなければなりません。偉業トークンを捨てたか
どうかにかかわらず、プレイヤーは任意の地域（複数可）に計２体の氏族を置きます。
そのあと、プレイヤーは通常通りに手番を実行する（季節カードを１枚プレイするか、
パスするか、僭称者トークンを１枚得る）ことができます。

例
手番中、橙プレイヤーは勝利条件の１つを満たして
いたので（計６つの聖域がある３地域に存在してい
ました）、僭称者トークンを１枚得ることにしました。
次の集会フェイズ中、橙プレイヤーは勝利したかど

季節の終了

うかを確認されるプレイヤーの１人となります。

全プレイヤーが連続してパスしたとき、季節フェイズは終了します。プレイヤーは手札に
残っているすべての叙事詩カードを保持しますが、アクションカードはすべて捨て札にし
なければなりません。手札に優位カードが残っており、もうその地域の族長ではない場合、
プレイヤーはその優位カードを表向きでプレイエリアの横に置きます。

忘れやすいルール：氏族１体の配置
「氏族を１体置く」と書かれているカードをプレイした
とき、プレイヤーは自分のリザーブから氏族を取ります。
他プレイヤーのリザーブから取ることはできません。

忘れやすいルール：
季節終了時に祝祭マーカーがいずれか
の地域にある場合、それを取り除いて
プレイエリアの横に置きます。

衝突
すでに他プレイヤーの氏族がある地域に１体以上の氏族を移動させたとき、衝突が発生します。また、一部のカード効
果は氏族を移動させることなく衝突を発生させます。｢新たな氏族｣ アクションカードなどによって地域に “ 置かれた ”
氏族は衝突を発生させません。
衝突を発生させることがあるカードには、その右上に

アイコンがあります。

衝突が発生したとき、移動してきた氏族の所有者は “ 扇動者 ” となります。移動を伴わないカード効果によって衝突が
発生した場合、誰が扇動者となるかはカードに示されています。そのあと、その地域に存在する全氏族は、衝突を解決
する方法を決めなければなりません（全員の同意があれば、何も起こらずに即座にその衝突を終了させることができます。
そうでなければ次項の「衝突の解決」の手順に従います）。衝突が発生したら、プレイヤーはそのラウンドの進行を続け
る前に、即座にその衝突を解決します。「移住｣ アクションカードなどによって、１つの効果が複数の衝突を発生させた
場合、最初に解決する衝突を扇動者が選びます。最初の衝突を解決したあと、扇動者は次に解決する衝突を選び……と
いうように、すべての衝突を解決するまで続けます。

衝突の解決
衝突は以下の２ステップで解決されます。
１．砦
２．解決

１- 砦

忘れやすいルール：
衝突地域に祝祭マーカーがあ
る 場 合、 砦 ス テ ッ プ の 前 に、

このステップ中、氏族は衝突が発生した地域の砦内に避難することができます。

衝突を発生させたプレイヤー

砦内の氏族１体は保護され、その衝突にまったくかかわりません。衝突が終了したあと、その氏族

は即座に氏族を１体失います。

は砦を離れます。
扇動者の次のプレイヤーから手番順に、各プレイヤー（扇動者を除きます）は衝突地域内にある自
分の氏族を１体取り、空いている砦内に置くことができます。この手順は数周することがあります。
すべての砦が埋まるか、砦に氏族を置きたいプレイヤーがいなくなったら解決ステップに進みます。
各砦にはいずれかのプレイヤーの氏族を１体だけ置くことができます。

無防備な氏族
衝突中、衝突地域内にあって砦内にない氏族を “ 無防備な氏族 ” と呼びます。

例
手番順は緑、青、橙、白です。この地域
には砦が３つあります。緑が扇動者です。
青は自分の氏族１体を砦内で守ることに
し、橙もそうしました。白は砦に氏族を

２- 解決

送らないことにしました。次は再び青の
番で、空いている最後の砦で別の氏族１
体を守ることができます。青はそうする

扇動者から時計回り順に、無防備な氏族を１体以上持っている各プレイヤーは機動を１回実行しま

ことにし、ここでプレイヤーは衝突の解

す。衝突が終了するまで、順番に機動１回の実行を続けていきます。

決に進みます。

非常に重要：各機動の前に、無防備な氏族を持っている全プレイヤーは衝突の即時終了について話
し合い、全員の合意があればその衝突を終了させることができます。

機動
衝突が終了していない場合、プレイヤーは機動を１回実行しなければなりません。機動には以下の
３つがあります。

注意：首都の砦駒は他の砦駒とまったく同じ
ように機能します。

・攻撃
・撤退
・叙事詩カード１枚のプレイ
各機動の実行後（対応してプレイされたトリスケルカードの解決を含みます）、その衝突が終了した
かどうかを確認します。衝突地域内に無防備な氏族が１体もない場合、衝突は終了します。無防備
な氏族が１体以上ある場合、衝突は続きます。無防備な氏族を１体以上持っている次のプレイヤー
が機動を１回実行し……というように、衝突が終了するまでこの手順を続けます。

注意：衝突中に無防備な氏族を１体以上持っ
ているプレイヤーは、機動のうち１つを選ん
で実行しなければなりません。待機して状況
の変化を見たいとしても、衝突中にパスする
ことはできません。

攻撃
手番プレイヤーは、衝突地域内に無防備な氏族を１体以上持っている他プレイヤー１人を
選びます（攻撃したことになります）。
攻撃されたプレイヤーは、以下の２つのうち１つを選びます。
アクションカード１枚の破棄：攻撃された

無防備な氏族１体の除去：攻撃されたプレ

プレイヤーは手札のアクションカードを１

イヤーは、衝突地域にある自分の無防備な

枚選び、その効果を適用せずに捨て札にし

氏族を１体取り、リザーブに戻します。

例
手番順は青、橙、白、緑です。
青は攻撃することにし、橙を標的にしました。
橙は手札にアクションカードを持っていなかった
ので、自分の無防備な氏族を１体取り除きました。
そのあと、橙は撤退することにしました。橙はこ

ます。

の地域にある自分の無防備な氏族３体を取り、隣

攻撃されたプレイヤーがアクションカードを持っていない場合、選択の余地はなく、無防

動させました。

備な氏族を１体除去しなければなりません。

白は機動を実行する前に、残りの関係プレイヤー

接していて自分が族長となっている「平原」に移

に衝突を終了させようと申し出ました。

撤退

緑は同意しましたが、青は拒否したので衝突は続

手番プレイヤーは自分の無防備な氏族１体以上を、自分が族長になっている隣接地域に移
動させます。撤退によって別の衝突が発生することはありません。どの隣接地域の族長に
もなっていない場合、プレイヤーはこの機動を実行することはできません。

き、白は機動を１回実行しなければなりません。
白は攻撃することにし、青を標的にしました。青
は手札からアクションカードを１枚捨て札にしま
した。
緑は機動として「オグマの雄弁｣ 叙事詩カードを
プレイし、即座に衝突を終了させました。砦内に

氏族１体の除去

あるすべての氏族は取り出され、その地域上に戻
されます。

氏族を取り除くとき、プレイヤーはその氏族を地域から取って自分のリザーブに戻
します。プレイヤーはこの氏族をゲーム中に再び使うことができます。
重要：撤退することができる隣接地域が複数ある場合、プレイヤーは自由に氏族を分けて
それらの地域に撤退させることができます。

叙事詩カード１枚のプレイ
トリスケルアイコン

がある一部の叙事詩カードは、“ 機動１回 ” としてプレイすること

ができます。他のすべてのトリスケルカード

と同様に、これらのカードはカード上に

示されている特定のタイミングでのみプレイすることができます。

３- 衝突の終了

明確化
・プレイヤーは自分が族長となっている任意の隣接地域
（扇動者が来た地域を含みます）に撤退することがで
きます。
・自分の氏族を複数の地域に移動させる１つの効果（「移
住｣ アクションカードなど）を使い、それによって複
数の衝突が発生した場合、衝突の解決を待っている地

関係している全プレイヤーが衝突の終了に同意したとき、または衝突地域内に無防備な氏

域内に最も多くの氏族を置いているプレイヤーが変

族が１体も残っていないとき、衝突は終了します。

わった（扇動者プレイヤーになった）ということが起
こり得ます。族長は即座に変更されるので、衝突が解

その地域内に１人のプレイヤーだけが無防備な氏族を持っている場合でさえ、そのプレイ

決されるまで、その地域の族長は扇動者になります。

ヤーは衝突を終了させるか（それを決めることができるのはこのプレイヤーだけです）、

このため、扇動者はその地域へと撤退することができ

または機動（おそらくは撤退）を１回実行するかを決めなければなりません。全部ではな

ますが、他プレイヤーはできません。

く一部の氏族を撤退させることにした場合、依然として衝突地域内に無防備な氏族を持っ
ている唯一のプレイヤーなので、再びこのプレイヤーの手番となります。この時点で、こ
のプレイヤーは衝突を終了させることになるでしょう。
衝突が終了したとき、砦内にあるすべての氏族を取り、その地域上に戻します。

勝利条件
勝利条件は３つあります。各プレイヤーは複数の勝利条件を満たすことができます。集会
フェイズのステップ２「勝利の確認」中、プレイヤーは、僭称者トークンを持っているプ
レイヤーの中で最も多くの勝利条件を満たしているのは誰かを確認します。

勝利条件
・自分が族長となっている地域に、他プレイヤーの氏族が合計６体以上ある：自分が族
長となっている全地域にある他プレイヤーの氏族の数を合計します。６体以上ある場
合、プレイヤーはこの勝利条件を満たします。
・自分が存在する地域に、聖域が合計６つ以上ある：自分の氏族が１体以上ある地
域（その地域の族長である必要はありません）にある聖域の数を合計します。６つ
以上ある場合、プレイヤーはこの勝利条件を満たします。
・６つ以上の地域に存在する：自分の氏族が１体以上ある地域（その地域の族長である
必要はありません）を数えます。６つ以上ある場合、プレイヤーはこの勝利条件を満
たします。
各勝利条件を満たしている “ 度合い ” は重要ではなく、勝利条件をいくつ満たしているか
が重要です。たとえば２人のプレイヤーが “ 地域 ” 勝利条件を満たしており、１人は６地域、
もう１人は８地域に存在している場合、どちらも等しくこの勝利条件を満たしていると見
なされ、両者のあいだに差はありません。

例
青は計５つの聖域がある４地域に存在しています。

偉業

また、青は偉業トークンを２枚持っています。現状

プレイヤーは ｢吟遊詩人｣ や「熟練の職人」のようなカードをプレイすることによって偉
業トークンを得ます。プレイヤーは偉業トークンを手元に置き、常に見えるようにしてお
きます。各偉業トークンは、任意の勝利条件１つを満たすための “ ワイルド ” として使う
ことができます（持っている必要要素の数に＋１します）。同時に複数の勝利条件を満た
すために同じ偉業トークンを使うことはできませんが、代用する必要要素を変更すること
はできます（たとえば “ 地域 ” 勝利条件を満たすために偉業トークンを使って僭称者トー

では、青は勝利条件を１つだけ満たすことができま
す――６地域での存在（４＋偉業トークン２枚）か、
６つの聖域がある地域での存在（５＋偉業トークン
１枚）のどちらかです。しかし、偉業トークンを３
枚持っていた場合、青はこの両方の勝利条件を満た
すことができます。

クンを獲得し、そのあとで存在地域が増えて偉業トークンが不要になった場合、他の勝利
条件を満たすためにこの偉業トークンを使うことができます）
。こうして使った偉業トーク
ンを失うことはありません。

ゲームの終了
各集会フェイズのステップ２「勝利の確認」中（そしてこのときにのみ）、プレイヤーは
勝者がいるかどうかを確認します
誰も僭称者トークンを持っていない場合、勝者はいません――誰かがこの時点で勝利条件

例

をいくつか満たしていたとしてもです。

・橙、青、緑が僭称者トークンを持っています。橙と
青は勝利条件を２つ満たしており、緑はブレンです

僭称者トークンを持っているプレイヤーがいる場合、それらのプレイヤーが満たしている

が、勝利条件を１つしか満たしていません。橙と青

勝利条件の数を確認します。最も多くの勝利条件を満たしているプレイヤーが勝利しま

が最も多くの勝利条件を満たしていますが、どちら

す！（勝利するために、このプレイヤーは最低１つの勝利条件を満たしていなければなり

もブレンではないので勝者なしとなり、ゲームは続

ません）。

きます。
・次ラウンドの集会フェイズ中、今度は橙と緑が僭称

最も多くの勝利条件を満たしているプレイヤーが複数いる場合：

者トークンを持っています。どちらも勝利条件を１

・その中にブレンがいる場合、そのプレイヤーがゲームに勝利します。

つ満たしていましたが、緑は依然としてブレンだっ

・その中にブレンがいない場合、勝者はいません。

たので、緑がこの引き分けを破ってゲームに勝利し
ます。

勝者がいない場合、すべての僭称者トークンをストックに戻し、集会フェイズの残りを進
行してゲームを続けます。

２人プレイルール
２人プレイゲームでは、カラスの群れトークンは「ティル・ナ・ノーグの門」の地域効果を解決するときにのみ使います。また、２人プレイゲームで
は使わないので、右下に

アイコンがあるアクションカードをゲームから除外するのを忘れないでください。

集会フェイズ中、ステップ５と６（ドラフトルール）を以下のように変更します。
・すべてのアクションカードをよく混ぜ、ランダムに１枚を裏向きで脇に置きます。
・ブレンは各プレイヤーにカードを裏向きで３枚ずつ配ります。
・各プレイヤーは自分のアクションカード３枚を確認し、１枚を選んで保持して、他の２枚を相手に渡します。
・各プレイヤーは自分のアクションカード３枚を確認し、２枚を選んで保持して、他の１枚を相手に渡します。
・各プレイヤーは自分のカードセットを裏向きで手元に置きます。
・再び、ブレンは各プレイヤーにカードを裏向きで３枚ずつ配ります。
・１回目と同じように、プレイヤーはこの新たなアクションカードのセットをドラフトします。
ドラフト終了時、各プレイヤーは２回のドラフトで選んだアクションカードを計６枚持ちます。

重要なゲーム用語
氏族：フィギュア。
族長：ある地域に最も多くの氏族を置いているプレイヤー。そのようなプレイヤーが複数いる場合、誰も族長にならない。集会フェイズ中、族長はそ
の地域の優位カードを得る。
集会：各季節開始時、族長たちは来たるべき季節中に遂行する必要がある職務を分担するための集会に集まる。
ブレン：氏族の者たちを島に導くために選ばれたリーダー。上王が選ばれるまでは最高権威となる。ブレンは集会をまとめ、季節中には最初に行動し、
勝利における引き分け判定で大きな優位を持つ。ブレンはゲーム開始時にはランダムに決められ、ゲームが進むにつれて変わることがある。
首都：ゲーム開始時にブレンが選んだ地域。各集会開始時、首都の族長がブレンとなる。
砦：要塞化された村。プレイヤーは砦に氏族を送り込み、衝突中の避難所を得ることができる。
聖域：崇拝の地。聖域がある地域に存在することは、３つの勝利条件のうちの１つである。新たな聖域を置くことで、プレイヤーは叙事詩カードを１
枚引くことができる。
地域内での存在：ある地域に自分の氏族を１体以上置いている場合、そのプレイヤーはその地域に存在している。
攻撃：衝突中に選ぶことができる機動の１つ。
扇動者：衝突を（主として地域に自分の氏族の一部を移動させたあとで）発生させたプレイヤー。

