
工房の錬金術師

今日、新しい大釜が届いた。

ついに私の工房が完成したのだ！

この数日、私は前もって材料を集め、乾燥させていた。

何を最初に混ぜるべきだろうか？　私の直感が、

ワタリガラスの羽とマンドレイクの根を混ぜろと告げていた。

そして彼らは、ヒキガエルを混ぜれば間違いはないと言っている。

しかし、彼らが何を知っているというのだ？

ここは私の工房であり、これは私の研究だ！　私の学説を

発表すれば、他の者たちは私に興味を持つようになるだろう！

かつて錬金術を学んだ者たちの中で、

私こそ最高の知性を持つ者だということを証明してみせるのだ。

　だから今、私は火を焚かなければならない。

作業に取りかかるときだ。知識、富、そして名誉のすべてが、

この暗い大釜の奥底にあるのだ。

ゲームの概要
　２～４人のプレイヤーが、神秘の技の秘密を見つけようとして

競い合う錬金術師となります。プレイヤーはさまざまな方法で得

点を得ることができますが、大部分の得点は学説の――正しい学

説の出版によって与えられます。これが難題なのです。

　プレイヤーは材料を混ぜ、タブレットやスマートフォンのカー

ドスキャンアプリを使って結果を検証し、知識を得ます。プレイ

ヤーは冒険者たちに売ることができるポーションの作り方を推測

します。金貨を支払って魔法のアーティファクトを購入すること

もできます。それらは非常に強力ですが、非常に高価です。

　学説を出版したり、その学説が反証されたりするにつれ、プレ

イヤーの名声点は上下します。ゲーム終了時、名声点は勝利点に

変換されます。また、アーティファクトや助成金からも勝利点を

得ることができます。最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが

勝利します。



錬金術の基本原理
　ああ！　新しい入門生だね。実に愉快だ！　胸の内で科

学の炎が燃えている者に会うのは、いつだって嬉しいも

のだ。

　自然の神秘を解き明かす準備はいいかね？　尊敬と称賛

をもたらす発見をなす準備は？

　さて、我が若き友よ、これは長い旅だ。根気と熱意が必

要になるだろう。森を散策して見つかる材料からポーショ

ンを調合するという、簡単なところから始めよう。いいね？

ここにはキノコがある。ヒキガエルがいる。そして君に必

要なすべてのものが錬金術工房に揃っている。まずは君が

それを準備するのを待つとしよう。

カードリーダー
　このゲームをプレイするために、プレイヤーはスマート
フォンやタブレットにアプリをダウンロードする必要があ
ります。この QR コードをスキャンするか、ウェブブラウ
ザで cge.as/ald にアクセスしてください。このアプリは無
料です。あなたはすでにこのゲームの代金を支払っていま
す（アプリなしでプレイする場合は次ページ参照）。

　スマートフォンやタブレットは１台あれば充分です（共
有して使うことができます）。

　 ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド し た ら、 そ れ を 起 動 し て

ボタンをタップし、「DEMO」の４文

字を入力してください。

ポーションの調合
　準備はできたかね？　素晴らしい！　それでは材料を大

釜に投げ込んで、中身の色が変わるまでかき混ぜるんだ。

　錬金術師は２種類の材料を組み合わせてポーションを調
合します。 ボタンをタップし、カメラ
でこの２枚のカードをスキャンしてください。

　両方のカードを枠内に収めるため、角度を調整する必要
があるかもしれません。アプリがカードを認識したら、画
面の下側にそのカードが表示されます。アプリが正しい材
料を表示したら を押してください。

　最初のポーションの調合、おめでとう！　私の指示に正

しく従っていれば、君は治癒のポーションである を調

合したはずだ。

　一見ありふれた２つの材料を組み合わせて驚くべき何か

を作ることが、どうして可能なのだろう？　さて、君に

ちょっとした理論を教えるときだ。

錬金術式

　各材料はちょうど１つの錬金術式に対応しています。各
錬金術式は赤要素、緑要素、青要素を持っており、各要素
にはプラスとマイナスがあります。

　２つの錬金術式を組み合わせたとき、対応する要素が増
幅され、以下のポーションのうち１つが生成されます。

治癒

毒

加速

麻痺

叡智

狂気

　どのポーションが生成されるかを確認するためには、一
方の錬金術式で大きい円内にあり、もう一方の錬金術式で
小さい円内にある、色と符号が一致する要素を探します。

クイズ：
　サソリと鳥の鉤爪の真の性質が以下の通りだとしよう。

さて、この２つを組み合わせたときにどのポーションが生

成されるか分かるかね？

　答えが合っているかどうかを確かめるため、このカード
をスキャンしてください。

例：

推論
　どの錬金術式がどの材料に対応しているか分かれば、調

合は簡単だ。しかし私たちには分からない！　これは素晴

らしいことだろう？　多くの謎が解き明かされるのを待っ

ているということなのだから。そしてそれゆえに、多くの

助成金を研究のために使うことができるのだから。

　最初の実験で、キノコとヒキガエルを組み合わせると
が生成されることが分かりました。この事実は、これらの
材料の錬金術式について何を教えているでしょうか？

　 を生成する組み合わせは以下の４通りだけです。

　どの錬金術式のペアを持っているかは分からず、どちら
の材料がどのペアのどちら側に対応するのかも分かりませ
ん。しかし、キノコとヒキガエルが以下の４つの錬金術式
のいずれにも対応していないことは分かりました。

　なぜなら、これらの錬金術式は シンボルを持ってい
ないからです。これらの錬金術式の赤要素はマイナスです。



　やり手の錬金術師となるために、君はきちんとノートを

取る必要がある。

　成果トライアングルは、あなたの実験の成果を記録する
ためのものです。 トークンを取り、キノコとヒキガエ
ルの交点に置いてください。

　推論グリッドは、実験から分かったことを記録するため
のものです。今回の実験で、キノコとヒキガエルから４つ
の可能性が排除されました（上図参照）。概して、あなた
は１つの可能性だけが残るまで、他の可能性の排除を進め
ていかなければならないでしょう。

　推論グリッドは自分だけが使うものです。あなたは自分
に合った別のシステムを使って記録を取ってもかまいま
せん。

中性ポーション
　各錬金術式には、それを中和する錬金術式が１つだけあ

る。中和し合うペアを組み合わせた場合、美味しいスープ

を作るのに役立つものの、何の魔法的効果も持たないポー

ションができる。

　２つの錬金術式が一致する要素を持たない場合、それら
は互いに中和し合い、中性ポーション を生成します。

例：

　中性ポーションを調合してしまってもがっかりすること

はない。実際、その経験は君に多くの情報を与える。あと

はその使い道を考えつく必要があるだけだ。

知っておくべきこと：

• 各錬金術式には、それを中和する錬金術式が１つだけ
あります（その他の錬金術式と組み合わせた場合には
赤か青か緑のポーションを生成します）。

• ある錬金術式を中和する錬金術式は、各要素（各色）ご
とに反対の符号を持っています。

• 推論グリッド上で、互いに中和し合う錬金術式は隣接
している段にあります。組み合わせごとに地の色が明
るく（または暗く）なっていることに注意してください。

クイズ：
　鳥の鉤爪の錬金術式はすでに分かっている。鳥の鉤爪と

ヒキガエルを混ぜたときに何が起こるか調べてみなさい。

そのあと私に教えたまえ――ヒキガエルの錬金術式は？

　さて、我が若き錬金術師よ、君の基礎教育過程は完了し

た。そう、充分に完了したのだ。私は仕事に戻らなければ

ならない。

　君の努力すべてが大きな実を結ぶことを願っているよ。

そしてもし、君が重要な発見を出版することになったなら、

君が知っているすべてを教えた錬金術師に相応の称賛を送

るようにな。

手動選択
　カードリーダーでは手動で材料を選ぶこともできます

（メニュー画面右下の歯車を押して設定に入ります）。カー
ドをスキャンする代わりに、あなたはカードリーダーを他
プレイヤーから隠し、混ぜ合わせた２つの材料を押します。
他のすべては同じように機能します。

Webベースのカードリーダー
　alchemists.czechgames.com には web ベース版のアプ
リがあります。web 版ではカードを手動で選択します。

ゲームマスターボード
　何らかの理由で電子機器を使わずに「工房の錬金術師」をプレイしたい場合、１人がゲームマスター
となってカードリーダーの役割を果たすことができます。ゲームマスターは箱の蓋を使い、他プレ
イヤーからゲームマスタートライアングルを隠します。

　ゲームマスターは材料タイル８枚をよく混ぜ、秘密裏かつランダムに８つのスロットにはめ込み
ます。ゲームマスターは実際の錬金術式について気にする必要はありません。任意の２つの材料を
調合した結果はトライアングルによって示されます。

　ゲームマスターは、通常はカードリーダーが必要となるすべての状況を取り扱います。たとえば、
プレイヤーが材料カードを “ スキャン ” する必要があるときには常に、そのカードを裏向きでゲー
ムマスターに渡します。ゲームマスターは生成されるポーションを確認し、その状況でカードリー
ダーがもたらすはずの答えを与えます。そのあと、ゲームマスターは材料カードを捨て札にします。

　スマートフォンのバッテリーがなくなり、ゲームを終了させるために途中からゲームマスタート
ライアングルを使いたくなった場合、簡単なアルゴリズムで４文字のゲームコードを材料タイルの
順番に変換することができます……が、思い直した結果、この情報は隠しておくことにしました。
しかし、もしバッテリーがなくなった場合、プレイしていない誰かがアプリで材料と錬金術式の組
み合わせを確認して（17 ページ「大いなる真実」の項参照）、それに応じてゲームマスタートライ
アングルを準備してゲームマスターとなることができます。

ゲームマスターの例：

　このゲームマスタートライアングルは、この見開きページの３つの例をすべて “ スキャン ” し、カー
ドリーダーと同じ答えをもたらすことができるように準備されています。

ゲームマスター
トライアングル

材料タイル



ゲームの準備
　ああ、しかし錬金術の技はポーションの調合に関するこ

とだけではない。むろん、錬金術師は知識を求めているが、

我々が真に重んじているのは名声だ。この世界で名を成す

のは容易ではない。君は同僚より早く学説を出版し、彼ら

の学説の誤りをあばき、売り切れる前に強力なアーティ

ファクトを手に入れなければならない。分かっているだろ

うが、君はこの町で唯一の錬金術師というわけではない

のだ。

師匠か

弟子か？
　プレイヤーは師匠として、または弟子として「工房の錬
金術師」をプレイすることができます。最初のゲームでは
弟子としてプレイすることを推奨します。ルールのいくつ
かはより単純になり、学会はより寛大になります。それで
も、ゲームではすべての可能性が提供されます。

　ゲームの準備の一部は、どちらのルールでプレイするか
によって変わります。

何人でプレイするか？
　ゲームボードの下図の面は４人プレイゲーム用です。２、
３人でプレイする場合、ゲームの準備に変更はありません
が、ゲームボードのもう１面を使います。

冒険者タイル
　冒険者タイルを裏向きでよく混ぜ、
ランダムに１枚をゲームから除外しま
す（表面を見ずに箱に戻します）。残
りのタイルを裏向きの山にして冒険者
スペースの横に置き、一番上のタイル
を表向きにします。

学会タイル
　弟子ゲームではこの面 を使い、
師匠ゲームではこの面 を 使 い ま
す。学会タイルは冒険者タイルの山の
中に入ります。 と示されてい
るタイルは上から２枚目の冒険者タイ
ルの下に入れます。 と示され
ているタイルは一番下の冒険者タイル
の上に入れます（下図参照）。

誤りの暴露
アクションスペース

学説の出版
アクションスペース

学生での実験
アクションスペース

アーティファクトの購入
アクションスペース

アーティファクト列

冒険者
スペース

ポーションの売却
アクションスペース

材料の変成
アクションスペース

好意カード
好意カードをよく混ぜ、

裏向きの山にしてここに置きます。

材料の収集
アクションスペース



学生での実験
アクションスペース

アーティファクトカード
　カードを 、 、 に分けて裏向きの山

にし、個別によく混ぜます。 の山からカー
ドを３枚引き、アーティファクト列に表向きで
置きます。 と の山からカードを３枚ず
つ引き、ゲームボードの横に表向きの列にして
置きます。プレイヤーはこれらのカードをいつ
でも見ることができます。残りのカードはその
ゲームでは使わないので箱に戻します。

展示会ボード
　今のところはこのボードを脇によけておきます。この
ボードは最終ラウンドで使います。

手番順スペース
このスペースを選んだと
きの報酬

手番順マーカー
　各プレイヤーはフラス
コ１個をここに置き、手
番順マーカーとします。

麻痺した
錬金術師の
手番順スペース

材料カード
　材料カードをよく混ぜ、
５枚を材料列に表向きで
置きます。残りのカード
を裏向きの山にしてここ
に置きます。

ポーションの試飲
アクションスペース

学会スペース

ラウンド終了時の
処理サマリー

未使用の駒
スペース

病院

好意カード
好意カードをよく混ぜ、

裏向きの山にしてここに置きます。

成果トークン 金貨

材料の収集
アクションスペース

材料列



プレイヤーの工房

公開情報
　すでに調合済みのポーションの種類、持っている助成金
タイル、アーティファクトカード、所持金、手札の枚数と
種類は常に公開情報です。

プレイヤーボード

これらのスペースは調合済みの
ポーションを示すためのものです。

助成金タイルは
ここに置きます。

各プレイヤーは２金を持って
ゲームを開始します。

アクションキューブ

　アクションキューブ（駒）の数はプレイ人数によって決
まります。

・２人プレイ：６駒

・３人プレイ：５駒

・４人プレイ：４駒

　余分な駒は箱に戻します。

　いずれの場合も、プレイヤーは１ラウンド目にはアク
ションキューブを３個しか使いません。残りの駒は冒険者
タイルの山の上に置いておきます。こうすることで、１ラ
ウンド目終了時にすべての駒を取るのを忘れないようにし
ます。

非公開情報
　手札の材料カードと好意カードの表面、プレイした封印の種類、実
験に使った材料、そして成果からの推論はつねに非公開情報です。こ
の情報は工房のついたてで隠しておくことができます。

入札カード 好意カード
　各プレイヤーは好意カー
ドを２枚引き、１枚を保持
してもう１枚を捨て札にし
ます。

工房の組み立て

材料カード
　弟子ゲーム：各プレイヤーは山の上から材
料カードを３枚ずつ引きます。
　師匠ゲーム：各プレイヤーは山の上から材
料カードを２枚ずつ引きます。

封印

工房 大釜
　大釜はついたて
の横に置くことも
できます（単独で
も自立します）。

成果
トライアングル

推論グリッド

ついたて

注意！
この部分は折り曲げるだけです。完全に
切り取らないでください。



学説ボード

助成金タイル
右図のように置きます。

名声点マーカー
　各プレイヤーはフラスコ
１個を名声点トラックのス
ペース 10 に置き、最初の
名声点を示します。

矛盾トークン
　師匠ゲームでのみ使います。弟子ゲームでは
箱に戻します。

錬金術式トークン スタートプレイヤーマーカー
　最近工房にいたプレイヤーにスタートプレイヤーマー
カーを渡します。

カードリーダーの初期設定
　ゲーム開始時、プレイヤーはアプリを起動し、師匠ゲー
ム (Master Variant) か弟子ゲーム (Apprentice Variant) を選
んで ボタンを押します。アプリは各材
料をさまざまな錬金術式にランダムに割り当てます（前の
ゲームの答えを覚えておいてゲームを有利に進めたいと考
えていたなら、残念でした）。

　各組み合わせのセットは４文字のコードを持っていま
す。これを書き留めてください。別のカードリーダーでゲー
ムを続けることになった場合（最初のカードリーダーが電
池切れになったときなど）、新たなカードリーダー上で

を押し、このコードを入力すれば、最
初のカードリーダーと同じ材料と錬金術式の組み合わせを
使うことができます。このシステムによって、複数のカー
ドリーダーを使ってゲームをプレイすることもできます。



ラウンド
ゲームは６ラウンドに渡ってプレイされます。各ラウンド開始時、プレイヤーは手番順を選びます。

そのあと、プレイヤーはそのラウンドのアクションをすべて宣言します。ラウンド中、各アクションは時計回り順に解決されます。

手番順の選択
　君はのんびりと森を散策しながら、

工房で挽き砕くための興味深いもの

を探して１日を始める。あるいは、君

は町の人々の手伝いをするために少

し時間を費やすかもしれない……も

ちろん、あとで親切にしてもらうた

めに。

　スタートプレイヤーマーカーを持っ
ているプレイヤーから時計回り順に、
各プレイヤーは手番順スペースを１つ
選びます。下段のスペースほど多くの
カードをもたらしますが、アクション
の解決時に不利になります。

　手番順を選ぶとき、プレイヤーは
自分の手番順マーカーを任意の空い
ている手番順スペースに置き、示さ
れているカードを引きます。

　複数のプレイヤーが同じスペース
を選ぶことはできません。また、誰

も最下段の緑色のスペースを選ぶことはできません。ここ
は前ラウンド中に ポーションを飲んだ錬金術師のため
の特別スペースです（10 ページ参照）。２人プレイゲーム
では、プレイヤーは と書かれているスペースを選ぶ
ことはできません。

材料カードの獲得
　示されている枚数の材料カードを山の上から
引きます。表向きのカードを取ることはできま
せん（これらのカードは材料の収集アクション

でのみ得ることができます）。

好意カードの獲得
　好意カードは、プレイヤーに借りがある町の
人々の好意を表しています。示されている枚数
の好意カードを山の上から引きます。

　いずれかの山札が尽きた場合、捨て札をよく混ぜて新た
な山札とします。

好意カード
　ラウンド中のどこかで、好意カードは使い捨ての利益を
もたらします。使用できるタイミングは各カードに示され
ています。一部の好意カードには「即座にプレイする」と
書かれています。これらのカードは引いたときにすぐプレ
イしなければなりません。各カードの詳細はこのルール
ブックの巻末に記されています。プレイした好意カードは
捨て札置き場に置きます。

何もなし
　ときに（たいていは学会の締め

切りが近いとき）君は迅速に物事

を成し遂げる必要がある。その場

合、材料や好意のことは忘れたま

え。素早く朝食を詰め込み、仕事を終えるために走り出す

のだ。

　このスペースを選んだ場合、プレイヤーはカードを引き
ませんが、とにかく１番手になります……２番手かもしれ
ませんが。

金貨の支払い
　ときには朝食を作る時間さえな

いこともある。君は代わりにパン

屋から新鮮なロールパンを買い、

町中を歩きながらそれを食べる。

　このスペースを選ぶために、プレイヤーは１金を支払わ
なければなりません。金貨を持っていない場合、このスペー
スを選ぶことはできません。

　このスペースでは、プレイヤーはカードを引きませんが、
確実に１番手になります。ええ、ときにはそれが重要なの
です。

手番順
　そのラウンド中ずっと、手番順は手番順スペース上の
マーカー順によって決まります。

　そのラウンドでは、スタートプレイヤーマーカーはもう
意味を持ちません。ラウンド終了時、スタートプレイヤー
マーカーは左隣のプレイヤーに渡され、そのプレイヤーが
次ラウンドのスタートプレイヤーとなります。

アクションの宣言
　全プレイヤーが手番順スペースを選んだら（そしてカー
ドを引いたら）、アクションを宣言するときです。手番順
スペース上で一番下のプレイヤーは最初にアクションを宣
言しなければならず、そのあと下から２番目のプレイヤー
が宣言し……となります。上段のスペースを選んだ（そし
て多くのカードを引かなかった）プレイヤーは、自分のア
クションを宣言する前に他プレイヤーの動きを見ることが
できます。アクションを宣言するとき、プレイヤーは自分
のアクションすべてを一度に宣言します。

　プレイヤーはそのラウンド中に実行したいアクションに
アクションキューブを置きます。下図のように、さまざま
なスペースがさまざまな条件を必要とします。

最 初 の ア ク シ ョ ン に １
個、２回目のアクション
に 1 個の駒が必要です。

ここではアクションを３回ま
で実行できます。１アクショ
ンごとに駒が１個必要です。

アクションには駒が２
個必要です。１アクショ
ンだけ実行できます。

最初のアクションに１個、
２回目のアクションに２個
の駒が必要です。

　各プレイヤーは手番順スペース上での順番に応じた個別
の段を持ちます。手番順スペース上で一番下の段にいる場
合、プレイヤーは最初にアクションを宣言し、駒を各アク
ションスペースの一番下の段に置きます。次のプレイヤー
は下から２番目の段に駒を置き……となります。手番順ス
ペース上で一番上の段にいるプレイヤーは、最後に一番上
の段に駒を置きます。２人プレイゲームでは、 または

と書かれている段は使いません。

例：
　このページの左側の図では、青が一番下の段にいます。
青は最初にアクションを宣言しなければなりません。次は
赤です。このページの下側の図で、赤が常に真ん中の段に
駒を置いていることに注意してください。緑は一番上の段
にいるので、青と赤の計画のすべてを知ったあとでアク
ションを宣言します。緑の駒は一番上の段に置かれます。

１ラウンド目の例外
　１ラウンド目には、プレイヤーはア
クションキューブを３個しか使いませ
ん。以降のラウンドでは、プレイヤー

はすべての駒を使うことができます（駒数はプレイ人数に
よって決まります。６ページ参照）。

　このアイコンがある３つのアクションは、１ラ
ウンド目には実行することができません。

アクションスペースの解決
　各アクションスペースは時計回り順に解決されます（下
図参照）。

アクションスペースの解決順



　各アクションスペースで、一番上の段に駒を置いている
プレイヤーから順番に、各プレイヤーは自分のアクション
を１回ずつ実行します。アクションを実行するとき、プレ
イヤーは自分の駒を取り除きます（駒を２個必要とするア
クションの場合は両方とも取り除きます）。そのアクショ
ンスペース上で全員が１回目のアクションを実行したら、
２回目のアクションを実行するプレイヤーが同じ順番で実
行します。

例：
　全プレイヤーが左図の順番
で ア ク シ ョ ン を 実 行 し た あ
と、次のアクションスペース
の解決に進みます。

アクションの放棄
　アクションを実行する順番が来たとき、プレイヤーはそ
のアクションを放棄することができます。プレイヤーは自
分の駒１個（または２個）を取り、未使用の駒スペース
に置きます。ラウンド終了時、プレイヤーは未使用の駒ス
ペースにある自分の駒２個ごとに好意カードを１枚引きま
す（16 ページ参照）。

１ラウンド目に選択可能なアクション
１ラウンド目に選択できるアクションは５つあります。まずこれらのアクションから説明します。

材料の収集
　欲しい材料を見つけるために、

ときには森で少し余分な時間を

費やす必要がある。狼、熊、そ

してライバルの錬金術師を撃退

するための丈夫な杖を忘れない

ように。

　材料の収集アクションでの手
番中、プレイヤーは材料列にあ

る表向きのカードから１枚を取るか、または材料カードの
山の上から１枚を引くことができます。列にあるカードは
補充されないので、後手番プレイヤーの選択肢は少なくな
ります。表向きのカードがすべてなくなったら、プレイヤー
は山の上からカードを引くことしかできなくなります（プ
レイヤーは常に、アクションを放棄して未使用の駒スペー
スに駒を移動させることができます）。

　全プレイヤーが材料の収集アクションを終えたら、残っ
ている表向きの材料カードをすべてボード上から取り除
き、裏向きで捨て札置き場に置きます。新たな５枚の表向
きのカードは次ラウンド開始時に用意します。

材料の変成
　この尊敬に値する錬金術師は、

材料を黄金に変える方法を発見

した。君が材料を提供すれば、

彼は喜んで黄金を分けてくれる

だろう。もしかすると、彼は自

分で材料を収集するには歳を取

りすぎているのかもしれない。

あるいは、他の収集者を出し抜

けるほど早起きするのが嫌なだ

けかもしれない。

　このアクションを実行したとき、プレイヤーは材料カー
ドを１枚捨て札にし、銀行から１金を得ます。このスペー
スでは、先にアクションを実行する利点はありません。

　材料カードを捨て札にするとき、誰もそのカードを見る
ことはできません。捨て札置き場のカードは常に裏向きに
しておきます。

　ヒント：これはプレイヤーが切実に必要としている１金
を手っ取り早く得る方法です……または、プレイヤーが本
当に必要としている２金を手に入れるための非効率的な方
法です。熟練の錬金術師は、助成金の獲得や冒険者へのポー
ションの売却によって所持金のほとんどを得ます。

アーティファクトの購入
　高価なものがつまった棚ほど

“成功”を約束するものはない。

　アーティファクトを購入する
とき、プレイヤーはアーティファ
クト列にあるカードを１枚取り、
左上のコストを支払います。アー
ティファクトカードは表向きで
手元に置き、全プレイヤーに見
えるようにしておきます。

コスト

効果

ゲーム終了時の
勝利点

　序盤のアーティファクトはゲーム中ずっと続く効果を
持っています。「ラウンドごとに１回」と特記されてない
限り、プレイヤーはその効果を（適用できるタイミングで）
何回でも使うことができます。

　その他のアーティファクトは１回だけ使うことができる
即時効果を持っています。この効果の使用は、アーティファ
クトの購入アクションの一部です。

　多くのアーティファクトはゲーム終了時に勝利点をもた
らします。一部のカードの勝利点は、そのカードに記され
ているように変化します。

　ゲーム開始時、アーティファクト列には のアーティ
ファクトだけがあります。すべてのカードが取られた場合
でも、アーティファクト列にカードを補充することはあり
ません。３ラウンド目終了時と５ラウンド目終了時の学会
中、残っているアーティファクトカードを捨て札にし、次
の３枚のアーティファクトカードを列に置きます。それま
で と のアーティファクトカードは表向きでゲー
ムボードの横に置いておき、プレイヤーがそれを見て計画
を立てられるようにします。



実験
　有翼豚の大発生に起因する……“排出物”のため、町議

会は動物実験を禁止している。そのため現在、錬金術師は

ポーションを人間で試さざるを得なくなっている。幸い、

この町には錬金術学生が大勢いる。そして最悪の場合でも、

君はいつだって自分でポーションを試してみることがで

きる。

　各ラウンドの最後の２アクションは、プレイヤーに最も
多くの情報を与えます。ここでプレイヤーは２つの材料を
混ぜ合わせ、成果を確認します。ポーションの調合手順は、
学生での実験でもポーションの試飲でも同じです。

１．混ぜ合わせる２枚の材料カードを選びます。

２．それらのカードを他プレイヤーに見えないように大釜
上に置きます。

３．アクションスペースに応じて か
を押します。

４．カードをスキャンし、カードリーダーがカードを認識
したら を押します。

５．結果を他プレイヤーに見せます。ええ、他プレイヤー
もどのポーションができたかを知りますが、どの材料
を使ったかは分かりません。

６．対応する成果トークンを成果トライアングル上に置き
ます。

７．プレイヤーが作成済みのポーションを他プレイヤーに
示し続けるために、対応する成果トークンを（すでに
置かれていない限り）プレイヤーボード上に置きます。

８．使った材料カードを捨て札にします。材料カードは常
に裏向きで捨て札にします。

　（カードリーダー上で材料を手動で選択することにした
場合でも、プレイヤーは依然として、２枚の材料カードを
大釜に置きます。これによって捨て札にするのを忘れない
ようにします）

　２つのアクションの大きな違いは、マイナスのポーショ
ンを調合した場合の結果です。 、 、 ポ ー シ ョ ン の
効果は少々不愉快なものです。錬金術師が弟子を取るのは
このためです。

学生での実験 (Test on Student)

　学生は科学のために何でも飲

む――具合が悪くなるまでは。

それからは、学生は科学と金貨

１枚のために何でも飲む。

　このアクションを実行した最
初のプレイヤーは、前述のよう
にして実験を行います。

　２人目以降のプレイヤーは不
利になることがあります。マイ
ナスのポーションを飲んだ場合、

学生の科学に対する情熱は目に見えて減少します。マイナ
スのポーションを調合したプレイヤーのあとで実験を行う
全プレイヤーは、コストとして１金を支払わなければなり
ません（プレイヤーは常に、アクションを放棄して未使用
の駒スペースに駒を移動させることができます。学生への
謝礼を支払えない場合、プレイヤーはアクションを放棄し
なければなりません）。

　毎ラウンド、プレイヤーは新たな学生を得ます――胸に
科学の炎を燃やし、前の学生に何が起こったかを知らない
学生です。このため、誰かがマイナスのポーションを調合
するまで、各ラウンドの序盤の実験は常に無料です。

例：
　黄が１番手です。最初のプレイ
ヤーは常に無料なので、黄は何も支
払わずに学生で実験し、 を作りま
した。

　これは青にとって朗報です。青も
何も支払わなくてすむからです。青
は を作りました。

　この学生はまだ幸せです。緑も何
も支払いません。緑は を作りま
した。今、学生は幸せではありませ
んが、緑は学生に、危険については

事前に話してあること、彼にできることは何もないことを
思い出させました。

　次は赤の手番です。学生でポーションを試したい場合、
赤は銀行に１金を支払わなければなりません。赤はそうし
て 、 を作りました。実のところ、赤が何を調合したかは
問題ではありません。２回目の実験をしたい場合、黄と緑
は依然として１金を支払わなければなりません。

ポーションの試飲 (Drink Potion)

　これはポーションの種類を特

定する最も簡単な方法だ。もち

ろん、これには少しばかり欠点

もある。

　自分自身で実験をする利点は、
お金を支払う必要がないことで
す。欠点は、マイナスのポーショ
ンが自分に影響を与えるという
ことです。飲んだポーションの
色に応じて、その効果はさまざ
まです。

　これは狂気のポーションだ。君はこれを飲んだ

ことも、町の広場で裸で側転したことも思い出せ

ない。だが君以外の誰もが覚えている。

　プレイヤーは１名声点を失います 。

　これは麻痺のポーションだ。手足を動かすこと

ができなければ、朝起きることは難しい。

　プレイヤーは自分の手番順マーカー
をこの手番順スペースに移動させます。
次ラウンド、プレイヤーは手番順スペー
スを選ばず、この特別な手番順スペー

スに示されているカードを引いて最後に行動します。

　このペナルティは１ラウンドだけ続きます。１ラウンド
に渡って手番順マーカーを麻痺スペースに置いていたプレ
イヤーは、ポーションの試飲を始めるときに麻痺スペース
から手番順マーカーを取り除き、今麻痺したプレイヤーの
マーカーと混同しないようにします（もちろん、再びこの
ポーションを飲んだ場合、プレイヤーは手番順マーカーを
もう一度このスペースに置きます）。

　おめでとう！　君はポーションの試飲をかろう

じて生き延びた。学生同様、君も免疫を高めてい

たに違いない。しかしそれでも、気分爽快とはい

かないだろう。君は回復に少し時間を費やす必要がある。

　プレイヤーはアクションキューブを手元に戻
さず、病院スペースに置きます。次ラウンド中、
プレイヤーが使える駒は１個少なくなります。

　１ラウンド中に同じマイナスのポーションの影響を複数
回受けることはありません。プラスと中性のポーションは
ゲーム的な効果を持ちませんが、プレイヤーは大きな安堵
感を覚えます。

麻痺したときに起こりうる、その他の愉快な出来事

　複数のプレイヤーが ポーションを飲んだ場合、その
全員が手番順マーカーを一番下の緑色のスペースに置きま
す。このスペースに先にマーカーを置いたプレイヤーが、
あとから置いたプレイヤーより先に行動します。

　麻痺しているプレイヤーにスタートプレイヤーマーカー
が渡された場合、麻痺しているプレイヤーは左隣のプレイ
ヤーにマーカーを渡さなければなりません。めったにあり

ませんが、左隣のプレイヤーも麻痺している場合、麻痺し
ていないプレイヤーに渡されるまでマーカーを左隣のプレ
イヤーに渡していきます。

　まずあり得ませんが、全プレイヤーが麻痺している場合、
マーカーは移動しません。このラウンドを開始したプレイ
ヤーがスタートプレイヤーマーカーを持ち続けます。

１ラウンド目
　これでプレイヤーは「工房の錬金術師」の１ラウンド目を……ええと、１ラウンド目のほとんどをプレイするのに充分な知識を得ました。ポーションの試飲アクションスペースの解決
後にも少しやることがありますが、それについては後述します。

　望むなら、この時点で１ラウンド目をプレイすることができます。そのあとでここに戻り、他の３つのアクションスペースについて学んでください。ラウンド終了時にすることのルー
ルは 16 ページに記されています。



２ラウンド目以降に選択可能なアクション
１ラウンド目のあと、すべてのアクションが選択できるようになり、プレイヤーはアクションキューブをすべて持ちます。

うまくいっていれば、プレイヤーは１ラウンド目に材料について何かを学んだでしょう。今こそその知識を使うときです。

ポーションの売却 (Sell Potion)

　素早い一撃のための加速

ポーション、敵を排除する

ために浴びせかける毒……

冒険者はあらゆるポーショ

ンを必要としており、それ

を買える場所を知ってい

る。自分が作っているもの

が分かっているなら、ポー

ションを販売するのは多く

の資金を得るいい方法だ。

あるいは、偽造して小金を稼ぐのもいい。

　各ラウンド（１ラウンド目を除きます）開始時、新たな冒
険者が町に現れます。冒険者はここで、プレイヤーがポーショ
ンを売るのを待っています。冒険者タイルの下段には、その
冒険者が買いたがっているポーションが示されています。

　このアクションには駒が２個必要で、各プレイヤーはラ
ウンドごとに１回しか実行できないことに注意してくださ
い。また、ここではプレイヤーは通常の手番順でプレイし
ないことがあります。これについては後述しますが、その
前に、手番が来たときに何が起こるかを説明します。

ポーションの提示
　ポーションを売却するための手番が来たとき、プレイ
ヤーは冒険者が求めている３つのポーションのうち１つを
選ばなければなりません。プレイヤーの選択肢は、自分よ
り先に行動したプレイヤーによって制限されます。

　４人プレイゲームでは、プレイヤーは自分のアクション
キューブ１個をアクションスペースから取り、売却するつ
もりのポーションの下にあるスペースに置きます。これに
より、あとから行動するプレイヤーにとってこのポーショ
ンは封鎖されます。プレイヤーがそのポーションの調合に
成功するかどうかにかかわらず、あとから行動するプレイ
ヤーはそのポーションを選ぶことはできません。

　３人プレイゲームでは、冒険者はポーションを２つだけ
買います。最初にポーションを売却しに来たプレイヤー
は、３つのポーションから任意の１つを選ぶことができま
す。３番目のポーションを選んだ場合、プレイヤーはその
スペースに駒を置き、２番手プレイヤーは残り２つから１
つを選びます。１番目か２番目のポーションを選んだ場合、
プレイヤーの駒はその両方のポーションを封鎖し、２番手
プレイヤーは３番目のポーションしか選べなくなります。
いずれの場合も、各ラウンドごとに２人のプレイヤーだけ
がポーションを売却することができます。

　２人プレイゲームでは、１番手プレイヤーだけがポー
ションを売却することができます。 と 書 か れ て い る
スペースは３つのポーションすべてを封鎖します。

　いずれの場合も以下のルールが適用されます。

• １番手プレイヤーは常に、３つのポーションのうちど
れでも選ぶことができます。

• 売却されるポーションの最大数は、プレイ人数より１
つ少なくなります。

　手番が来たときに残っている選択肢が気に入らない場
合、プレイヤーはアクションを放棄することができます。
全員がこのアクションを宣言した場合、１人はポーション
を売却することができません。このプレイヤーはアクショ
ンを放棄し、駒を未使用の駒スペースに移動させなければ
なりません（16 ページ参照）。

保証の提示
　ポーションを売るとき、それはまさに冒険者が求めてい

るものでなければならないだろうか？　もちろん違う！　

君は錬金術師であり、完璧主義者ではない。しかし、腕を

切り落とされないようにするために、君は返金保証を提示

する必要がある。

　プレイヤーはポーションの品質が冒険者の要求にどれだ
け近いかを保証します。品質には以下の４段階があります。

品質の段階

完全一致：プレイヤーは正しい符号と正しい色を
持つポーションを調合しました。

正しい符号：プレイヤーは符号が正しく、色が間
違っているポーションを調合しました。

中性：プレイヤーは中性ポーションを調合しました。

逆の符号：プレイヤーは逆の符号を持つポーショ
ンを調合しました（色は問いません）。

　ポーションを売却する手番が来たとき、プレイヤーはも
う１個のアクションキューブを取り、これらの品質の１段
階の横にあるスペースに置きます（他プレイヤーの駒は無
視します。複数のプレイヤーが同じ保証を提示することが
できます）。

　プレイヤーはその品質以上のポーションを作ることを保
証し、駒と同じ段に示されている金額を請求します。保証
より低品質のポーションを調合した場合、プレイヤーは支
払いを受けることはできません。保証より高品質のポー
ションを調合しても、プレイヤーは保証した段階の分しか
支払いを受けません。

「信じてくれ。これにはその価

値がある」

　プレイヤーは品質の完全一
致を保証し、４金を請求します。支払いを受けるために、
プレイヤーは正しい符号と色を持つポーションを調合しな
ければなりません。

「これも同じくらいいいものだ」

　プレイヤーはこの保証で３
金を請求します。支払いを受

けるために、プレイヤーは正しい符号を持つポーションを
調合しなければなりません（色も正しかったとしても３金
しか得られません）。

「この素晴らしいポーションは

現存する工房で作られたもの

で、望まない効果を持ってな

いことは保証する。私はこれを同毒療法薬と呼んでいる」

　プレイヤーはこの保証で２金を請求します。逆の符号を
持つポーションを調合しない限り、プレイヤーは支払いを
受けます。このため、中性ポーションでもこの保証条件を
満たします。

「これが瓶に入った何かだとい

うことは確実に保証できる」

　プレイヤーは支払いを受け
ます。プレイヤーは１金しか請求できませんが、何を調合
しても支払いを受けます。

ポーションの調合
　冒険者のためのポーションの調合は、実験のためのポー
ションの調合に似ています。プレイヤーは材料カード２枚
を大釜に置き、 ボタンを押します。

　カードリーダーは効果のある６つのポーションを表示し
ます。冒険者がプレイヤーに作って欲しがっているポー
ションを押します（用意した材料が別のポーションを生成
すると知っている場合でも、プレイヤーは冒険者タイルか
ら自分が選んだポーションを押さなければなりません）。

　そのあとカードをスキャンし、 を 押 し ま す。
カードリーダーはプレイヤーが何を調合したかを明かさ
ず、品質の４段階のうち１段階を示して、プレイヤーがど
れだけうまくやったかだけを伝えます。

　結果を他プレイヤーに見せます。 ま た は を調合し
た場合、プレイヤーは自分が何を調合したかを正確に知る
ことができます。実験したときのように成果を成果トライ
アングル上で記録し、プレイヤーボード上にトークンを置
き ま す。 を調合した場合、プレイヤーはそのポーショ
ンの符号を知り、選んだポーションとは色が異なることを
知ります。２色の曖昧な成果トークン（ や など）
を取り、成果トライアングル上で記録します（プレイヤー
ボード上で曖昧な成果を記録する必要はありません）。
を調合した場合、プレイヤーはその符号だけを知ります。
無色の曖昧な成果トークン（ か ）を取り、成果を
記録します。次ページの例も参照してください。

　自分が保証した条件を満たした場
合、プレイヤーは請求した額のお金
を銀行から取ります。提示した保証
に か か わ ら ず、 か を 調 合 し
たプレイヤーは常に１名声点を失います。通常通り、プレ
イヤーは使った材料カードを裏向きで捨て札にします。

　君は粗悪なポーションを売ってわずかなお金を得ること

ができるが、噂は広まるものだ。名声が低くなりすぎると、

冒険者は君から買うのを嫌がるようになるだろう。

返金保証と売却条件
　以下に署名した冒険者である私は、このポーション
の売却条件について説明を受けたこと、その条件に同
意したこと、その条件が下記の通りであることを確約
する。

　すべての金銭は先払いとし、申告された効果 ** に伴
う既知の副作用 *が発生した場合、私はいかなる補償
も要求せず、その権利も持たない。

* 既知の副作用には眠気、目眩、幻覚、意識消失、活
発性過度、不眠、半身または全身麻痺、一時的または
恒久的な視覚・聴覚・発語障害、四肢の喪失（または
新たな（人類またはその他の）四肢の自然発生）を含
むが、これにとどまらない。

** この保証のいかなる部分も、このポーショ
ンが申告された効果を明らかにすることを保
証するとは解釈されない。



例：
　この友好的な蛮人はポーションを探しています。

　これは３人プレイゲームです。緑
が 最 初 に 行 動 し、 を調合しようと
し ま し た。 と は封鎖され、残っ
ているのは だけです。

　次に赤が行動しましたが、赤は手
持ちの材料でマイナスのポーション
を作る方法を知りませんでした。赤
は 名 声 点 を 失 う 危 険 を 冒 し た く な
かったので、アクションを放棄して
駒を未使用の駒スペースに移動させ
ました。

　次は黄の番です。黄の選択肢は
だけで、黄はこれに挑戦することに

しました。黄はアクションキューブ１個をこのポーション
の下に置き、もう１個を２金保証スペースに置きました
――黄はお金を必要としていましたが、何を作れるかはっ
きりしなかったのです（緑もこの保証を提示しましたが、
それは問題ではありません）。

　黄は２枚の材料カードを準備し、カードリーダー上で
を押してカードをスキャンしました。次に何が起こるかは、
カードリーダーに表示されたものによって決まります。

完全一致！　黄は を作りました。黄はこの結果
を成果トライアングル上とプレイヤーボード上に

トークンを置いて記録しました。また、黄は
２金を得ました。

正しい符号！　しかし色は異なりました。黄は
か を作りました。黄は トークンを使って結
果を記録し、銀行から２金を得ました。

ふむ。黄は中性ポーションを作りました。黄は
トークンを使って結果を記録し、銀行から２金を
得ました。蛮人は支払いをしなければなりません

が、満足してはいません。ポーションとは何かを成すべき
なのです！　黄は１名声点を失いました。

オエッ！　黄はマイナスの何かを調合すべきとき
にプラスのポーションを調合しました。黄は
トークンを使って結果を記録しました。保証条件

を満たしていないので、黄は支払いを受けません。さらに、
黄は正しい符号のポーションを調合しなかったために１名
声点を失いました。

値引きの提示
　「ポーションのお求めはこちら！　町内最安値！　本日

は大斧を持った男性には特別価格でご提供！」

　このアクションスペースで１番手になることは、通常よ
り大きな利点をもたらすことに気づいたでしょう。そして
全員がこのアクションを選んだ場合、最後番手のプレイ
ヤーはポーションを売却することができません。

　このため、1 番手プレイヤーが最初のポーションを選ぶ
前に、全員が値引きを提示して１番手プレイヤーになろう
とする機会を得ます。その他のすべてを先に説明しました
が、このアクションスペースを解決するとき、実際に一番
最初に行うのは値引きの提示になります。しかし、このア
クションを選んだプレイヤーが１人だけの場合、値引きを
省略して売却に進みます。

　各プレイヤーは値引き額が０、－１、－２、－３の４枚
の入札カードを持っています。複数のプレイヤーがポー
ションの売却アクションを宣言した場合、その全員が入札
カードを１枚選び、裏向きで手元に置いて秘密裏に入札し
ます。全員がカードを選んだら、同時にカードを表向きに
します。

　冒険者はより大きな値引きを好みます。各カードにはい
くつかの笑顔アイコン が描かれています。このアイコ
ンの数に基づいて、全員の駒の順番を変更します。笑顔が
一番多いプレイヤーが最初に売却します。

　しかし、依然として通常の手番順も重要です。笑顔の数
が同じ値引きを提示したプレイヤー間では、相対的な順番
を維持します。

例：

値引き前： 値引き後：

　このアクションスペースの解決が終わるまで、入札カー
ドは表向きで手元に置いておきます。提示した値引きは保
証の選択肢を狭めます。ポーションを売却する手番が来た
とき、プレイヤーは値引き後の金額が０金以下になる保証
を提示することはできません。

例：

　赤は－２入札カードをプレイしました。

・赤は完全一致保証を２金で提示することができます。

・赤は符号の一致保証を１金で提示することができます。

・赤は下２つの保証を提示することはできません。

　符号の一致条件を満たすことができないと分かっていた
としても、赤は依然としてその保証を提示することができ
ます（赤は２つの材料で中性ポーションを作れるかどうか
を確認したいのかもしれませんし、単に後手番のプレイ
ヤーがそのポーションを選ぶのを邪魔したいのかもしれま
せん）。

名声点の効果
　ゲーム中、プレイヤーの名声点は上下します。名声点は
ゲーム終了時に勝利点になりますが、ゲーム中の効果も
持っています。冒険者は評判のいい錬金術師からポーショ
ンを購入するのを好みます。

緑ゾーン：14～ 17 点
　名声点マーカーが緑ゾーンにあるプレイ
ヤーは、値引き時に追加の笑顔アイコンを
１つ得ます。たとえば０金の値引きを提示

した場合、プレイヤーは笑顔アイコンを１つではなく２つ
得ます。

　しかし、プレイヤーはより大きなリスク
も負います。名声点を失うときには常に、

プレイヤーはさらに１名声点を失います。たとえば逆の符
号のポーションを売却した場合、プレイヤーは１名声点で
はなく２名声点を失います。学会で２名声点を失う場合、
プレイヤーは計３名声点を失います。

　このペナルティは、通常の失点によって緑ゾーンから出
てしまうときにも適用されます。たとえば名声点が 14 点
のときに中性ポーションを売却した場合、プレイヤーの名
声点は 12 点に下がります。

　君がこれほど優れているときには、誰もが君により多く

を期待するのだ。

青ゾーン：18点以上
　名声点マーカーが青ゾーンにある場
合、プレイヤーの利益はより大きくな
ります。プレイヤーは追加の笑顔アイ

コンを１つ得て、どの保証を提示した場合でも追加で１金
を請求します（このため、たとえば－３金の値引きを提示
してから３金の保証を提示することができます。最終価格
は１金になります）。

　名声点を失うときには常に、プレイヤー
はさらに２名声点を失います。このペナル

ティは、最初に青ゾーンにいるときに適用されます。たと
えば名声点が 18 点のときに、一度に５点を失った場合、
プレイヤー名声点は 11 点に下がります（これは実際に起
こり得ますが、他プレイヤーの身に起こったときにより
いっそう楽しいでしょう）。

　高みに登るほど、落ちる距離も長くなるのだ。

赤ゾーン：６点以下
　名声点がここまで低いとき、プレイヤー
はどの保証を提示した場合でも１金少ない

額を請求しなければなりません。これは値引きではなく、
請求順を決めたあとで適用されるペナルティです。たとえ
ば－２金の値引きを提示した場合、プレイヤーは完全一致
保証を提示しなければなりません（これは通常は４金です
が、プレイヤーは３金を請求しなければなりません。値引
き後、その額は１金になります）。プレイヤーは常に、－
３金の値引きを提示することはできません。

　名声点を失うときには常に、プレイヤー
は失う名声点を１点減らします。たとえば
逆の符号のポーションを売却した場合、プ

レイヤーの名声点は減りません。学会で２名声点を失う場
合、プレイヤーは１名声点だけ失います。

　名声点が０点以下になることはありません。０点以下に
なるほどの失点を受けたとしても、名声点は１点のままに
なります。

　誰もが君のことをひどい錬金術師だと信じているとき、

君の評判をさらに下げるのは難しい。



学説の出版
　学説の出版スペースでは、通
常の手番順でプレイします。１
アクションごとに、プレイヤー
は新たな学説を出版するか、他
の誰かが出版した学説を支持す
ることができます。

新たな学説の出版
　ある材料の錬金術式を知ったとき――あるいは錬金術式

を知ったと思ったときや、誰も知らないだろうと思ったと

きでもいい――君はその材料に関する学説を出版すること

ができる。危険を冒して早めに出版するか、確証が持てる

まで待つかは君次第だ。

　学説を出版するために、プレイ
ヤ ー は 錬 金 術 式 ト ー ク ン を １ 枚
取って、学説ボード上の本１冊の

上に置きます。これはその本に示されている材料の本質に
関する、プレイヤーの公式発表となります。その発表が自
分のものであることを示すため、プレイヤーは自分の封印
１枚を裏向きで封印スペースに置きます。

　ここでプレイヤーは出版社に支払いを行います！　プレ
イヤーは銀行に１金を支払います。

　何？　出版社が君に支払うべきじゃないかって？　いい

や、友よ。研究活動とはそういうものなのだ。

　学説を出版したプレイヤーは１名声点を得ます。

　充分に自信ありげな顔をすれば、君が間違っているかも

しれないことに誰も気づかないだろう。

封印
　封印は裏向きで手元
に置くか、ついたての
内 側 に 隠 し て お き ま
す。学説ボード上に封

印を置くときには裏向きで置きます。

　なぜすべてを隠すのでしょう？　それは封印が、その学
説の正確さに対する秘密裏の入札だからです。

　星のついた封印は、自信がある入札で使います。プレイ
ヤーは金星付き封印を２枚と、銀星付き封印を３枚持って
います。これらの封印は命を賭けた学説のために残してお
きましょう。まあ、命は賭けないかもしれませんが、名声
点は賭けます。

　その学説が正しかった場合にのみ、ゲーム終了時に金星

付き封印は５勝利点、銀星付き封印は３勝利点をもたらし
ます。その学説が間違っていた場合、プレイヤーは勝利点
を失います（17 ページ参照）。または、ゲーム中に誰かが
その学説の誤りを暴露した場合、プレイヤーは名声点を失
います（14 ページ参照）。

　星のない封印は、特定の要素について言葉を濁すための
ものです。これはその色の地の上にある？マークで表され
ています。その材料の錬金術式で、その色の要素だけが間
違っていることが判明した場合、プレイヤーはペナルティ
を受けません（色だけが問題で、円の大きさは問いません）。
一方、星のない封印はゲーム終了時に何の価値も持ちませ
ん（17 ページ参照）。

例：
　青はこのページ左側の図のようにサソリの学説を出版し
ました。青は赤要素について言葉を濁すため、 封印を
置きました。サソリには が含まれることを誰がが証明
した場合でも、青は名声点を失いません。

　学説の誤りを暴露されない限り、その封印はゲーム終了
時まで裏向きのまま残ります。

　「親愛なる同僚へ：君がこの手紙を読んでいる場合、私

のサソリについての学説がやり玉に挙がっているだろう。

私はいつだって、青と緑の要素については確信を持ってい

たことを指摘しておきたい。しかし、赤の要素については

……」

利用可能なトークンと材料
　プレイヤーは錬金術式トークンが置かれていない材料に
ついてのみ学説を出版することができます。また、プレイ
ヤーはどの材料にも割り当てられていない錬金術式トーク
ンだけを使うことができます。

　この理由は簡単です。各錬金術式はちょうど１つの材料
にのみ対応しており、各材料はちょうど１つの錬金術式に
のみ対応しています。このため、それらの錬金術式や材料
に関連する他の学説は、出版済みの学説と矛盾します。あ
あ、プレイヤーは出版社に他の理論が間違っていると言う
ことができますが、出版社は信じないでしょう。他の学説
は出版済みであり、プレイヤーの学説は出版されていない
のです。明らかに、出版済みの学説の方がより信用できます。

　歯ぎしりして頭をかきむしりたいかもしれませんが、こ
のような愚か者たちと付き合う、よりよい方法があります。
次ページの「誤りの暴露」の項を参照してください。

学説の支持
　ときには、君の同僚の１人が君より先に学説を出版する。

君にとってすでに明白だったことを他の誰かが“発見”し

て絶賛されるのは嘆かわしいことだが、少なくとも君は幾

ばくかの功績を認めてもらうことができる。ただその学説

を支持すればいいのだ。

　誰かが出版した学説を支持するた
めに、プレイヤーはその上に（自分
が出版したときと同じように）封印
を置きます。自分自身の学説を支持
することはできません――１つの学
説上に同色の封印を複数置くことは
できません。

　プレイヤーは銀行に１金を支払わなければなりません。

さらに、すでにその学説上に封印を置いている他プレイ
ヤー全員に１金ずつ支払わなければなりません。

　「もちろん、君は共著者さ……対価を払えばね」

　プレイヤーは学説の支持によって名声点を得ることはあ
りません。この点を除き、プレイヤーの封印はその学説上
にある他の封印とまったく同じように扱われます。

　各学説には３つの封印スペースがあります。２、３人プ
レイゲームでは、全員が同じ学説を支持することができま
す。４人プレイゲームでは、プレイヤーはすでに３枚の封
印がある学説を支持することはできません。

助成金
　研究学会は特定の材料に強い興味を持っている。実際、

君の研究に快く助成金を申し出るほどに興味を持っている

のだ。もちろん、君はまずその分野について何かを知って

いることを証明しなければならない。

　学説ボードの中央には５枚の助成金タイルがあります。
各タイルには、プレイヤーがその助成金を獲得するために
研究すべき３つか４つの材料が示されています。ある助成
金タイル上に示されている材料のうち２つの学説上に封印
を置いている場合、プレイヤーはその助成金タイルを得ま
す（その封印が出版によるものか、支持によるものかは問
いません。また、その封印に星がついているかどうかも問
いません）。

例：
　青はサソリについての学説を出版済みです。ヒキガエル
かキノコに関する学説を出版／支持した場合、青は即座に
この助成金を得ます。

　助成金を得たとき、プレイヤーは即座にそのタイルを取
り、裏向きでプレイヤーボード上に置きます。プレイヤー
は即座に銀行から２金を得ます。ゲーム終了時、各助成金
タイルは１または２勝利点の価値を持ちます。

　この助成金は科学的大義を推進するために与えられる。

君は助成委員会が認める経費にのみお金を支払うべきだ

……はは！　冗談だよ。ほとんどの錬金術師は、助成金の

すべてをピカピカの新しいアーティファクトに費やしてい

る。誰かに尋ねられたら、「これは最先端の研究を可能に

する設備に不可欠な部品なんです」と答えればいいんだ。

　誰かが助成金タイルを獲得したら、他の誰もそれを取る
ことはできず、ゲーム終了までそのプレイヤーのものとな
ります。学説の誤りを暴露されても、プレイヤーはそのタ
イルを手放す必要はなく、お金を返す必要もありません。

　最初の助成金を得たあとで別の助成
金を得るには、プレイヤーは示されて
いる３つすべての（中央の助成金タイ
ルでは４つのうち３つの）材料につい
ての学説上に封印を置かなければなり
ません。最初の助成金タイルの裏面に

「３」と書かれているのはこのためです。

　１つの材料についての出版／支持によって、最初の助成
金として複数のタイルの条件を満たした場合、そのうち１
枚を最初の助成金タイルとして選びます。もう１つの助成
金タイルを得るためには、プレイヤーは示されている３つ
目の材料に封印を置かなければなりません。



誤りの暴露 (Debunk Theory)

　もちろん、錬金術師の公式な

封印がある学説はすべて正しい

学説と見なされる。しかし、い

くつかの学説は他の学説よりさ

らに正しい。

　理論上は、このアクションは
２ラウンド目から実行できます
が、実際には学説が出版される
までは実行できません。ある学
説が間違っていることを証明し
た場合、プレイヤーは２名声点

を得ます。もちろん、その学説上に封印を置いているプレ
イヤーは名声を失う可能性があります（後述）。

　誤りの暴露のルールは、弟子ゲームではより簡単になっ
ています。最初のゲームをプレイしている場合、師匠ゲー
ムでの誤りの暴露ルールを飛ばして読み進めることができ
ます。弟子ゲームでの誤りの暴露を学んだら、師匠ゲーム
でのルールをよりよく理解することができるでしょう。

　アプリの誤りの暴露アクションは、プレイしているゲー
ムモードに応じて異なる働きをします。間違ったモードを
選んだことが分かった場合、メインメニューに戻ってモー
ドを変更し、そのあと を押します。

弟子ゲームでの誤りの暴露
　 を押し、全員に見えるようにカード
リーダーをテーブル上に置きます。カードリーダーには８
つの材料と３つの要素が表示されます。誤りの暴露では、
手札の材料カードは使いません。

　学説の誤りを暴露するために、プレイヤーは間違ってい
る要素の１つを指摘する必要があります。プレイヤーは誤
りを暴露しようとしている学説の材料を押し、そのあと間
違っていることを証明したい要素を押して、 を
押します。

　カードリーダーは全員に、その材料におけるその要素の
符号を示します。それをその学説上の錬金術式トークンと
比較します。

　表示されている符号がトークン上のその要素の符号と一
致した場合、プレイヤーはその学説の誤りの暴露に失敗し
ます（その学説が正しいとは限りません。単に間違ってい
ることを証明できなかっただけです）。プレイヤーは同僚
の時間を浪費させたために１名声点を失います。

　表示されている符号がトークン上のその要素の符号と逆
だった場合、プレイヤーはその学説の誤りを暴露します。
右記の「誤りの暴露の結果」を参照してください。

　いずれの場合でも、全員がその材料におけるその要素の
符号を知ります。全プレイヤーはその情報を推論グリッド
上で記録することができます。

　このアクションを実行するとき、プレイヤーは学説が出
版されていない材料を選ぶことはできません。

誤りの暴露の結果
　どちらのゲームモードでも、プレイヤーが学説の誤りを
暴露した場合には以下の処理を実行します。

１．誤りを暴露したプレイヤーは２名声点を得ます。

２．学説ボードからその学説上にある錬金術式トークンを
取り除きます。

３．その学説上にあるすべての封印を表向きにします。

４．星のない封印の？マークの地の色が、学説の誤りを暴
露するために使われた要素と同じだった場合、その封
印を置いていたプレイヤーは名声点を失いません。

５．別の色について言葉を濁す星のない封印を置いていた
プレイヤーは、５名声点を失います。

６．金か銀の星付き封印を置いていたプレイヤーは、５名
声点を失います。

７．その学術上にあったすべての封印をゲームから除外し
ます。封印を再利用することはできません（それらを
表向きで学術ボードの横に置いておき、どの封印が使
用済みなのかメモを取らずにすむようにしてもかまい
ません）。

８．誤りを暴露したプレイヤーが学術の発表アクションス
ペースにも駒を置いている場合、即時出版を行うこと
ができます（後述）。

例：

　青はカードリーダーを使い、サソリの青要素を公開しま
した。カードリーダーには と表示されました。青は誤
りを暴露するのに失敗し、１名声点を失います。

　次は赤です。赤はサソリの緑要素を公開しました。カー
ドリーダーには と表示されました。これはこの錬金術
式トークンが間違っていることを証明しています。

　赤は２名声点を得て、３枚の封印を表向きにしました。

　黄は緑要素につ
いて言葉を濁して
いたので、名声点
を失いません。

　青も言葉を濁し
ていましたが、緑
要素についてでは
あ り ま せ ん で し
た。青は５名声点
を失います。

　緑は星付き封
印を置いていま
した。緑は５名
声点を失います。

　以降ずっと、これら３枚の封印はすべてゲームから除外
されます。

自分の学説の誤りの暴露
　プレイヤーはどの学説でも、自分が出版／支持した学説
に対してさえ誤りの暴露を試みることができます。成功し
た場合、プレイヤーは２名声点を得ます。しかし、誤りを
暴露した色について言葉を濁す封印を使っていなかった場
合、プレイヤーは５名声点を失います。この場合、両方合
わせて１回の名声点の変更（－３名声点）と見なします。

　たとえば 13 名声点を持っている場合、プレイヤーはこ
れを 15 点から５点失うのではなく、13 点から３点失うと
見なします（なぜそうするのか分からない場合、12 ペー
ジ「名声点の効果」を参照してください）。

即時出版
　ある学説が間違っていることを証明したとき
に、学説の出版アクションスペースにも駒を置
いている場合、プレイヤーはその駒を使って即

座に新たな学説を出版することができます。

　出版する学説は以下のいずれかでなければなりません。

• 今誤りを暴露した学説の材料に関する新たな学説

または

• 今誤りを暴露した学説から取り除いた錬金術式トーク
ンに関する新たな学説

例：
　赤はサソリが ではあり得ないことを証明しました。
学説の出版アクションスペースにも駒を置いている場合、
赤はそのうち１個を即座に使い、サソリに関する別の錬金
術式の学説か、別の材料に を割り当てる学説を出版す
ることができます。しかし、赤はこの即時アクションを使っ
て無関係の学説（たとえばワタリガラスの羽は だ、な
ど）を出版することはできません。

　学説の出版アクションスペースで２アクション実行でき
る場合、最初の即時出版は１番目のアクションを消費しま
す。２回目の即時出版が可能になった場合、それは２番目
のアクションを消費します（学説の出版の解決中の手番順
に関係してきます）。

　学説の出版アクションスペースに駒を置いていない場
合、プレイヤーは即時出版を行うことはできません。即時
出版は任意です――望むなら、プレイヤーは学説の出版ア
クションスペースの解決時まで待ち、任意の学説を出版／
支持することができます（しかし、同僚が学説の誤りを暴
露してこの選択肢を使い、先に出版するかもしれないとい
うことを忘れないでください）。

記憶の欠如
これらすべてのポーションを飲んだ結果がこれだ。

　プレイヤーは間違っていることが明らかな学説を出版す
ることができます。たとえば、誤りの暴露アクションによっ
てサソリには が含まれることが分かったとしても、プ
レイヤーは「サソリの錬金術式は である」という学説
を出版することができます。プレイヤーはそのラウンド中
に誤りを暴露された学説と同じ学説を再度出版することさ
えできます。しかし、プレイヤーは即時出版を使い、自分
が今誤りを暴露した学説とまったく同じ学説を出版するこ
とだけはできません。これは非常にたちの悪いやり方です。



師匠ゲームでの誤りの暴露
　師匠ゲームでは、どの要素が間違っているかを知ってい
るだけでは充分ではなく、プレイヤーはその要素が間違っ
ていることを証明する実験を知っていなければなりません。

例：
　前ページのサソリに関する学説の誤りを暴露したいとし
ます。プレイヤーは何かをサソリと混ぜると か か
ができることを示さなければなりません。これら３つの成
果は、この学説の錬金術式が間違っていることを証明し
ます。

　 を押し、全員が見えるところにカー
ドリーダーを置きます。カードリーダーには８つの材料が
表示されます。誤りの暴露では、手札の材料カードは使い
ません。

　プレイヤーは材料を２つ選びます。カードリーダーには
７つのポーションが表示されます。プレイヤーはそのうち
１つを選びます。そのあと、以下の２つの可能性があります。

１．その２つの材料から、プレイヤーが選んだポーション
が実際に生成されることが（チェック印で）示されます。

２．その２つの材料から、プレイヤーが選んだポーション
は生成されないことが（×印で）示されます。

　これらの結果が、その学説の誤りを暴露しているのか、
それとも新たな２つの学説のあいだにある矛盾を実証して
いるのかを説明します（後述）。全員がその説明を理解し
たら を押します。

　実験によって学説の誤りを暴露することも、新たな矛盾
を実証することもできなかった場合、プレイヤーは科学団
体の時間を浪費させたために２名声点を失います。

　学説の誤りを暴露した場合、プレイヤーは２名声点を得
ます。師匠ゲームでは、特定の学説の誤りを暴露せずに矛
盾を実証することもでき、この場合もプレイヤーは２名声
点を得ます。しかし多くの場合、プレイヤーは何らかの誤
りを暴露するでしょう。

学説１つの誤りの暴露
　最もよくある事例は最も単純です。プレイヤーはある材
料１つの１要素が、出版されているものとは逆であること
を示します。前ページの「誤りの暴露の結果」の項に記さ
れているように、プレイヤーは２名声点を得て、その学説
上に封印を置いている全員は名声点を失う可能性があり
ます。

例：
　プレイヤーはサソリとキノコで ができることをカー
ドリーダーで確認しました。カードリーダーはこれが正し
いことを示しました。これは前ページの例のサソリに関す
る学説が間違っていることを証明しています。プレイヤー
は緑要素によって誤りを暴露しました。この学説上に封印
を置いている全プレイヤーは、緑について言葉を濁す封印
を置いていない限り、５名声点を失います。

　師匠ゲームでの誤りの暴露を学んでいる最中の場合、プ
レイヤーは「師匠ゲームでの誤りの暴露」の項の残りを飛
ばし、ここでゲームをプレイしてみてもかまいません。誤
りの暴露アクションの大半はこのタイプになるでしょう。
誤りの暴露中に何か奇妙なことが起きた場合、ここに戻っ
てきてこの項の残りを読むといいでしょう。

学説２つの誤りの暴露
　実験に使った２つの材料に関する学説が両方とも出版さ
れている場合、その両方が同時に誤りを暴露されることも
あり得ます。両方の材料の１要素が、出版されているもの
とは逆であることを示した場合、それらは両方とも誤りを
暴露されます。

例：
　プレイヤーが前ページの
サソリに関する学説の誤り
を暴露する前に、誰かがキ
ノコに関するこのような学
説を出版しました。プレイ
ヤーはサソリとキノコで
ができることをカードリー
ダーで確認し、カードリー
ダーはこれが正しいことを
示しました。プレイヤーは
緑要素によって両方の学説
の誤りを暴露しました。

　２つの学説の誤りを暴露した場合、両方の学説上のすべ
ての封印を表向きにし、与えられるペナルティを合算しま
す（10 名声点を失う場合、５名声点を２回失うのではなく、
10 名声点を１回失うと見なされます）。

　２つの学説の誤りを同時に暴露したとしても、プレイ
ヤーは依然として、誤りの暴露の成功によって２名声点だ
けを得ます。

矛盾の実証
　ときにプレイヤーの実験は、２つの学説のうち最低１つ
は間違っていなければならないことを示しますが、どちら
が間違っているかは分からないことがあります。

例：
　プレイヤーがサソリに関
する学説の誤りを暴露する
前に、誰かがヒキガエルに
関するこのような学説を出
版しました。プレイヤーは
ヒ キ ガ エ ル と サ ソ リ で
ができることを知っていま
す。プレイヤーはこのこと
をカードリーダーで確認し、
カードリーダーはこれが正
しいことを示しました。

　ヒキガエルとサソリの学
説は、どちらもプラスの青

要素を持っていることを主張しています。カードリーダー
もこれを支持しているので、プレイヤーはどちらの学説の
誤りも暴露できません。しかし、両方とも真実ということ
はあり得ないことは示せます。両方の学説が正しければ、
２つの材料で生成されるのは のはずだからです。

例：
　状況は上記の例と同じですが、今回はサソリとヒキガエ
ルで ができるかどうかをカードリーダーで確認しまし
た。カードリーダーはこれが間違っていることを示しまし
た。両方の学説が正しい場合、 が生成されるはずです。
プレイヤーは矛盾を実証しました。

　上記の例とは異なり、カードリーダーの否定的な答えは、
この場合はプレイヤーにとっての成功を意味します。ま
た、こちらの方が他プレイヤーに与える情報が少なくなり
ます。

　ボード上にある２つの学説間の新たな矛盾を実証するた
びに、それは誤りの暴露の成功と見なされ、プレイヤーは
２名声点を得ます。しかし、どちらの学説が間違っている
かはっきりしないため、誰も名声点を失いません。プレイ
ヤーは即時出版を行うことはできません。

矛盾している学説
　２つの学説が矛盾して
いることが実証されたと
き、対になっている矛盾
トークンをそれらの学説
上 に １ 枚 ず つ 置 き ま す。

封印と錬金術式トークンはその学説上に残りますが、それ
らの封印は学会、助成金、最優秀錬金術師賞において考慮
に入れません（16 ページ参照）。プレイヤーは矛盾トーク
ンが置かれている学説を支持することはできません。

　プレイヤーは矛盾トークンが置かれている学説の誤りを
暴露しようとすることができます。ゲーム終了時の得点計
算中、矛盾トークンは何の効果も持ちません。

　いずれかの学説の誤りが暴露された場合、両方の矛盾
トークンを取り除きます。もう一方の学説は再び通常の学
説となります（それも間違っている可能性もありますが）。

無効な証明
　プレイヤーが選んだ材料と、その成果であるポーション
は以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。

１．最低１つの学説の誤りを暴露できる。または

２．新たな２つの学説間の矛盾を実証できる。

　どちらの条件も満たせない場合、プレイヤーは ボタ
ンを押して再考すべきです。どちらの条件も満たせない実
験を実行した場合、プレイヤーは誤りの暴露に失敗して１
名声点を失います。

例：
　マンドレイクの根とワタリガラスの羽を除き、すべての
材料についての学説が出版されています。学説ボード上に
ない錬金術式トークンは と だけです。黄はマンド
レイクの根とワタリガラスの羽から はできないことを
知っています。誤りの暴露でこれを実証した場合、黄は学
説ボード上で何かが間違っていることは証明できますが、
これら２つの材料に関する学説は出版されていないので、
この情報では特定の学説の誤りを暴露することも、２つの
学説間の矛盾を示すこともできません。黄は別の実験を探
すべきです。

　このルールを忘れて、マンドレイクの根とワタリガラス
の羽が を生成しないことを全員に示した場合、黄は１
名声点を失います。

　２つの学説の矛盾を実証するとき、それは新たな矛盾で
なければなりません。すでに矛盾トークンのペアによって
示されている矛盾を実証した場合、それは有効な誤りの暴
露ではなく、プレイヤーは１名声点を失います。しかし、
別の矛盾を実証するために、矛盾トークンが置かれている
学説の１つを使うことは可能です。



ラウンドの終了
手番順スペースの横にあるボックス内には、ラウンド終了時に起こることが示されています。これらを示されている順番で解決します。

最優秀錬金術師賞
　学説ボード上に最も多くの封印を置
いているプレイヤーは１名声点を得ま
す。そのようなプレイヤーが複数いる

場合、その全員が１名声点を得ます。学説が１つも出版さ
れていない場合、誰もこの賞を得ません。

　その封印が出版によるものか、支持によるものかは問い
ません。そしてもちろん、星付きかそうでないかも問いま
せん（この情報は隠されているからです）。しかし、師匠ゲー
ムをプレイしている場合、矛盾トークンがある学説上の封
印は数えません。

未使用の駒
　常に計画通りにラウンドを
進められるとは限らず、ときに
プレイヤーは、アクションを放

棄して駒を未使用の駒スペースに移動させなければなりま
せん。ラウンド終了時にここにある自分の駒２個ごとに、
プレイヤーは好意カードを１枚引きます（１個だけの駒は
何ももたらしません）。

　プレイヤーは未使用の駒を回収します。この時点で、プ
レイヤーは自分の駒をすべて持っているはずです……ポー
ションの試飲アクションで病院送りになっていなければ。

病院
　未使用の駒スペースが空になった
ら、病院にあるすべての駒を未使用
の駒スペースに移動させます。これ

らの駒は次ラウンド終了時に未使用の駒として扱われます。

新たな冒険者
　古い冒険者タイルを取り除き、次の１枚を冒険
者スペースに置きます。これによって学会タイル
が公開された場合、次ラウンド終了時に学会が開

催されます。その学会タイルを学会スペース（ポーション
の試飲アクションスペースの後ろ）に置きます。

　学会があるかないかにかかわらず、山の一番上の冒険者
タイルを表向きにします。プレイヤーは常に、次ラウンド
中に町に到着する冒険者を知ることができます。

学会
　錬金術学会にはいつも大勢が参加する。

同業者と知識を交換するために、津々浦々

から錬金術師たちがやってくるのだ。ま

あ、実際には大きな自慢話大会なのだが、

サンドウィッチはうまいぞ。

　冒険者タイルの山を正しく準備してい
れば、３ラウンド目と５ラウンド目の終
了時に学会が開催されます（正しく準備
していなかった場合、ここで修正してく

ださい）。学会はポーションの試飲アクションスペースを
解決したあと、最高錬金術師賞や他のラウンド終了時の処
理を行う前に開催されます。

　必要な数の出版／支持を行ったプレイヤーは１名声点を
得ます。それ以外のプレイヤーは、学説ボード上にある自
分の封印の数に応じて、学会タイルに示されている名声点
を失います。最高錬金術師賞と同様に、矛盾トークンがあ
る学説上のものを除くすべての封印を数えます。

　自慢することがないのに学会に出席して、決まり悪い思

いをしたいと思う者はいない。学会誌の締め切り当日はい

つも、出版社のオフィスはごった返している。

新たなアーティファクトカード
　 学 会 終 了 時 に は 新 た な
アーティファクトが登場し
ます。まだゲームボード上
に残っているすべてのアー

ティファクトカードを取り除き、最初の学会のあとではレ
ベ ル の、２回目の学会のあとではレベル の新た
なアーティファクトカード３枚を並べます。

　そのあと、最高錬金術師賞や他のラウンド終了時の処理
に進みます。

次ラウンドの準備
　材料カードが材料列に残っている場合、そのすべてを捨
て札にして、新たな５枚の材料カードを列に並べます。山
札が（準備中でも、他の時点でも）尽きた場合、捨て札を
よく混ぜて新たな山札とします。

　すべての手番順マーカーを手番順スペースの外に移動さ
せます（このラウンド中に麻痺スペースに置かれたマー
カーを除きます）。

　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
ます（そのプレイヤーの手番順マーカーが麻痺スペースに
ある場合、10 ページ「麻痺したときに起こりうる、その
他の愉快な出来事」の項を参照してください）。

　これで発見、栄光、そしてサソリに関する馬鹿げた学説
を出版した愚か者を嘲笑する新たなラウンドの準備ができ
ました。

最終ラウンド
ゲームは６ラウンド続きます。最終ラウンドの開始時には、最後の冒険者がポーションの売却アクションスペースの横に置かれます

（冒険者タイルは６枚あり、そのうち１枚をランダムに箱に戻しており、１ラウンド目には冒険者は登場しません）。

展示会
　たいていの場合、錬金術師はお互いを感心させようとす

るが、ときには一般大衆に技術をひけらかして満足するこ

ともある。

４人プレイ時には裏面を使います。

　最終ラウンドの準備中、学生での実験とポーションの試
飲アクションスペース上に展示会ボードを置きます。これ
らのスペースはポーションの展示アクションスペースとな
ります。カードリーダーの を 押 し て
ください。

　プレイヤーは他のアクションと共にポーションの展示ア
クションを宣言することができます。このアクションを実
行できる回数には限りがあります（４人プレイゲームでは
３回まで、２／３人プレイゲームでは４回まで）。

　これは学説の出版のあとで解決される最後のアクション
スペースで、駒１個ごとに１アクションを実行することが
できます。

　ポーションを展示する手番が来たとき、プレイヤーは自
分の駒をアクションスペースから取り除き、展示会ボード
に示されている６つのポーションのうち１つの上に置きま
す。これはプレイヤーが展示する予定のポーションとなり
ます（すでに自分が展示に成功しているポーションを選ぶ

ことはできません。ヒキガエルのスープに感動する者はい
ないので、中性ポーションはありません）。

　実験するときと同じように２枚の材料カードを工房で用
意し、カードリーダー上で を押して、
生成予定のポーションを押してから材料をスキャンしま
す。そのあと、通常通りに材料カードを捨て札にします。

　必要なポーションを生成できなかった場合、プレイヤー
は自分の駒を スペースに移動させます。プレイヤーは
１名声点を失います。

　そのポーションを展示した最初のプレイヤーとなった場
合、プレイヤーは１名声点を得ます（駒を ス ペ ー ス に
置きます）。

　そのポーションの展示に成功したものの、最初のプレイ
ヤーではない場合、下側にある他のスペースの１つに駒を
置きます。プレイヤーはこのポーションの調合から名声点
を得ませんが、依然として正反対のポーションを調合しよ
うとすることができます（後述）。



　展示会中、同じ色で符号の異なる２つのポーションを展
示することに成功した場合、プレイヤーはその色に精通し
ていることを実証して２名声点を得ます（複数のプレイ
ヤーがこのボーナスを得ることができます）。

　最終ラウンド中にこのアクションを実行しなくてもかま
いません。しかし、最終得点計算中に手札の材料カードは
何の価値も持たないので、これが材料カードを使う最後の
機会だということに注意してください。

　すべてのアクションを解決したら、通常通りに最高錬金
術師賞による名声点が与えられ、各プレイヤーは未使用の
駒２個ごとに好意カードを１枚引きます。そのあと最終
得点計算を行います。

最終得点計算
名声点と勝利点

　名声点はゲーム中に獲得（または喪失）するも
のです。特定のアーティファクトは名声点ボーナ

スをもたらします。名声点トラック上のゾーンは、プレイ
ヤーが失う名声点に影響を与えることがあります。

　勝利点はゲーム終了時に計算されます。名声点
ボーナス／ペナルティは勝利点には適用されませ

ん。ほとんどの勝利点はプラスですが、材料の真の性質が
公開されたとき、プレイヤーは勝利点を失うこともあります。

　ゲーム終了時、以下のように勝利点を計算します。

　すべての名声点は勝利点になり
ます。たとえば 16 名声点を持って
ゲームを終了した場合、プレイヤー
は 16 勝利点から最終得点計算を始
めます。

　次に、アーティファクトによる勝
利点を計算します。

　特殊な状況：「魔法の鏡」を持っ
ている場合、プレイヤーは他のアーティファクトや助成金
の前に「魔法の鏡」の得点を計算します。

　「叡智の偶像」を持っている場合、それについては「大
いなる真実」のあとまで得点計算を行いません。

　次に、持っている助成金タイルの
得点計算を行います。

　手札に好意カードを残してい
る場合、各カードを２金に変換
します。

　ここでプレイヤーは持っている１
金ごとに 1/3 勝利点を得ます。言い

替えると、プレイヤーは３金ごとに１勝利点を購入し、余
りを引き分け判定のために残しておきます。

大いなる真実
　ここで決定的瞬間がやってきます。カードリーダーを全
員が見えるところに置き、 を押します。

　本当に答えが見たいかね？　うむ、もちろん見たいだろ

う！　これが君の栄光の瞬間だ！

　カードリーダーに、どの錬金術式がどの材料に対応して
いるかが示されます。学説を１つずつ確認し、各学説ごと
にすべての封印を表向きにします。

　その学説が正しい場合、各プレイヤーは対応す
る封印から以下の勝利点を得ます。

・金星付き封印：５勝利点

・銀星付き封印：３勝利点

・星なし封印：０勝利点

　その学説が間違っている場合、プレイヤーは以
下のように勝利点を失います。

・星付き封印：－４勝利点

・適切に言葉を濁していない星なし封印：－４勝利点

・適切に言葉を濁している星なし封印：０勝利点

　どのような場合に、星なし封印は “ 適切に ” 言葉を濁し
ているのでしょうか？　間違っている学説の各要素を確認
してください。１つの要素だけが間違っている場合、その
色について言葉を濁している封印は適切に言葉を濁してい
ます。他の色について言葉を濁している封印は、適切に言
葉を濁していません。複数の要素が間違っている場合、ど
の封印も適切に言葉を濁すことはできません。

　プレイヤーは名声点ではなく勝利点を失うことに注意し
てください。青ゾーンにいるプレイヤーが追加で２名声点
を失ったりはしません。名声点トラック上の赤、緑、青ゾー
ンは、最終得点計算中には意味を持ちません。

　ゲームのこの時点では、矛盾トークンに意味はありませ
ん。矛盾トークンの有無にかかわらず、封印はプラスかマ
イナスの勝利点をもたらします（弟子ゲームをプレイして
いる場合、いずれにしても矛盾トークンは使われません）。

ゲームの勝者
　最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝者となりま
す。同点の場合、前述のように残りの所持金が多い方が勝
者となります。これも同額の場合は引き分けです。上出来
です！

弟子ゲームと師匠ゲーム
　２つのゲームモードには３つの違いがあります。

１．ゲーム開始時、弟子は材料カードを３枚得ます。師匠
は２枚しか得ません。

２．学会タイルが異なります（師匠の基準はより高くなっ
ています）。

３．誤りの暴露のルールが異なります（弟子ゲームでの誤
りの暴露はより単純です）。カードリーダーで正しい
モードを選択するのを忘れないでください。

　最初の数ゲームでは弟子ゲームをプレイすることを推奨
します。そのあとはプレイヤー次第です。

　プレイヤーはモードを混ぜてプレイすることさえできま
す。たとえば、プレイヤーは材料カードを２枚持ってゲー
ムを開始し、弟子の学会タイルを使い、師匠ゲームでの誤
りの暴露ルールを使うことができます。

　初心者とプレイするときの “ 平衡装置 ” として２つの
モードを使うこともできます。初心者は材料カードを３枚
持ち、他の全員は２枚だけ持ってゲームを開始することが

できます。初心者には弟子の基準を適用し、熟練プレイヤー
には師匠の基準を適用するために、学会タイルを裏返すこ
とができます。そして誤りの暴露中は、アプリ上で弟子モー
ドと師匠モードを切り替えます。

　ゲームが全員にとって楽しく、やりがいのあるものとな
るようにこれらのルールを使ってください！



18

Experimenting 
You get most of your information from the 
Test on Student and Drink Potion 
actions. For example, you might mix toad 
and mushroom and discover that they 
make . In fact, that was our first 
experiment on page 2. In your deduction 
grid, you would eliminate every alchemical 
with a . These are no longer possibilities 
for mushroom or toad. In the illustration, 
these possibilities have been crossed out.

Debunking 
You can get the same information from 
the Debunk Theory action. These 
demonstrations are public.
In master debunking, if another player 
demonstrates that mushroom + toad = , 
you can record that information in your 
deduction grid. (However, if someone 
demonstrates that mushroom and toad 
don’t make , it is less clear how to use 
that information. You’ll have to devise your 
own system for that!)
In apprentice debunking you learn about 
only one ingredient at a time, but you are  
guaranteed to get a specific answer, 
positive or negative. If any player 

demonstrates that toad contains , you can eliminate those four  possibilities for toad. 
Later, if another player demonstrates that mushroom contains , you can mark that down 
for mushroom.

Ambiguous Results 
You don’t have to be certain of the result 
when you sell a potion. You can even use 
it as sort of an experiment. For example, if 
you were trying to sell the  potion and 
you mixed mushroom and toad, the app 
would say you got an exact match, which is 
just like learning this information from 
drinking the potion yourself. 
Often, the results are ambiguous.  
Suppose you try to make  from fern 
and toad. The card reader tells you fern + 
toad = . What have you learned?
You know you have mixed either  or 

. Put the  token in your results 
triangle. You can eliminate  and  

 because they cannot make  or . 
This is marked for fern in red. You can also 
mark it for toad, but it turns out that those 
possibilities have been eliminated for toad 
already.
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Throughout the course of the game, you gain information from various actions – even actions of other players. You can record this 
information on your deduction grid using any system you want. The only one who needs to understand it is you. This section gives 

some examples of how to use what you learn.

推論グリッドの使い方
ゲーム全体を通して、プレイヤーはさまざまなアクションから――他プレイヤーのアクションからさえ――情報を得ます。

プレイヤーは望むようなやり方で、これらの情報を推論グリッド上に記録することができます。それを理解する必要があるのは自分だけです。

この章では、得た情報の使い方の例をいくつか挙げておきます。

実験
　プレイヤーは多くの情報を、学生での
実験とポーションの試飲から得ます。た
とえば、プレイヤーはヒキガエルとキノ
コ を 調 合 し て、 が生成されることを発
見するかもしれません。実はこれは、２
ページで行った最初の実験です。推論グ
リッド上で、プレイヤーは を持つす
べての錬金術式を排除するでしょう。こ
れらはもうキノコでもヒキガエルでもあ
り得ません。左図では、これらの可能性
に×印がついています。

誤りの暴露
　プレイヤーは誤りの暴露アクションか
ら同じ情報を得ることができます。これ
らの実験は公開情報です。

　師匠ゲームでの誤りの暴露では、他プ
レイヤーがキノコ＋ヒキガエル＝ で
あることを実証した場合、プレイヤーは
この情報を推論グリッド上で記録するこ
とができます（しかし、誰かがキノコと
ヒキガエルから はできないことを実証
した場合、そのことから得られる情報は
不明瞭です。プレイヤーはその情報を記
録するために独自の工夫をする必要があ
ります！）。

　弟子ゲームでの誤りの暴露では、プレ
イヤーは一度に１つの要素についてだけ
知りますが、プラスかマイナスのどちら

なのかを確実に知ることができます。ヒキガエルが を含むことを誰かが実証した場
合、プレイヤーは４通りの の可能性をヒキガエルから排除することができます。のち
に、キノコが を含むことを誰かが実証した場合、プレイヤーはそのことを書き留める
ことができます。

曖昧な成果
　ポーションを売却するとき、プレイヤー
は結果を確信している必要はありません。
ポーションの売却を、一種の実験として
利用することさえできるのです。たとえ
ば 、 ポーションを売却しようとしてキ
ノコとヒキガエルを調合した場合、カー
ドリーダーはプレイヤーが完全一致の結
果を得たことを示します。これはポーショ
ンの試飲から得られる情報と同じです。

　しばしば、成果は曖昧なものとなりま
す。シダとヒキガエルから を作ろうと
したとしましょう。カードリーダーはシ
ダ＋ヒキガエル＝ であると示します。
何が分かったでしょう？

　プレイヤーは か を調合したこと
を知り、成果トライアングル上に
トークンを置きます。 や を 作 る こ
とができない と は 排 除 す る こ と
ができます。左図では、このことがシダ
の列に赤い×印で記録されています。ヒ
キガエルでも同じことを記録できますが、
この可能性はすでに排除されています。



中和し合うペア
　３ページで説明されているように、す
べての要素で逆の符号を持つ２つの錬金
術式を調合することで、中性ポーション

が生成されます。各錬金術式は、それ
を中和する錬金術式を１つだけ持ってい
ます。中和し合うペアは推論グリッド上
でまとめられています（地の色の明るさ
の差はこのことを示しています）。

　プレイヤーは実験、誤りの暴露、ポー
ションの売却から中和し合うペアを知る
ことができます。シダ＋キノコ＝ であ
ることを発見した場合、これら２つの材
料が中和し合うペアであることが分かり
ます。この情報だけではどの可能性も排
除できませんが、プレイヤーはすでにこ
れらの材料についての情報を持ってい
ます。

　前述の例で、プレイヤーはシダが
や ではないことを発見しました。キ
ノコはシダを中和するので、キノコがこ
れら２つのいずれかを中和する錬金術式
をではないことが分かりました。左図中
の緑の矢印は、この情報がどのようにし
てキノコの２つの可能性を排除している
かを示しています。

　この情報は逆向きにも利用できます。
最初の実験で、プレイヤーはキノコが

を持っていなければならないことを
知っています。シダはキノコを中和する
の で、 シ ダ は を 持 っ て い な け れ ば
なりません。プレイヤーはキノコから排
除された錬金術式を中和する錬金術式を、
シダから排除することができます。これ
は左図中の紫の矢印で示されています。

上級テクニック
　シダに２つの可能性が残っていること
を考慮しつつ、前の実験に戻って考えて
み ま し ょ う。 の結果によって、なぜ
左図のようにヒキガエルから２つの可能
性を排除できるか分かりますか？

　これらの例では網羅していない、数多
くの論理の道筋があります。錬金術師に
なることの楽しみの１つは、同僚より一
歩先を進み続けるための冴えたやり方を
見つけることなのです。

推論とリスク回避
　最終的に、これらの材料のそれぞれに２つ
の可能性だけが残っています。プレイヤーは
各材料の赤と青の要素を知っています。ある
材料の緑要素を知った場合、プレイヤーは３
つの材料すべてを推論することができます。

　しかし、プレイヤーは知るべきことを知る
前に学説を出版する必要があるかもしれません。その場合、
緑要素について言葉を濁すといいでしょう。



いくつかのアーティファクト
の解説
自慢の帽子 (Feather in cap)
　たとえばヒキガエルとサソリの調合結果を正確に予測
し、ヒキガエルとシダの調合結果を正確に予測した場合、
プレイヤーは３種類の材料を使ったことによって３勝利点
を得ます。

　特殊な状況：プレイヤーが「魔法の乳鉢」も持っている
場合、使用した２枚の材料カードのうち１枚を「自慢の帽
子」のために他プレイヤーにランダムに選んでもらい、も
う１枚を手札に戻します。手札に戻したカードを確認した
あと、プレイヤーは「魔法の乳鉢」を使わないことにして、
両方のカードを「自慢の帽子」のために脇によけておくこ
とができます。

魔法の鏡 (Magic Mirror)
　得点計算中、ゲーム終了時に持っていた名声点がトラッ
ク上に示されているあいだに、プレイヤーはこのアーティ
ファクトについて先に計算すべきです。「魔法の鏡」は名
声点による追加の勝利点だけをもたらします。アーティ
ファクトや助成金タイルから得た勝利点は「魔法の鏡」の
勝利点に影響を与えません。

　端数は切り捨てるので、14 名声点は２勝利点、15 名声
点は３勝利点の価値を持ちます。

魔法の乳鉢 (Magic Mortar)
　ポーションの作成時に使った材料カードを捨て札にしな
ければならないとき、プレイヤーは常に、２枚のカードの
うち１枚をランダムに選ぶよう他プレイヤーに頼みます。
選ばれたカードだけを捨て札にし、もう１枚は手札に戻し
ます。

　これはポーションの売却、学生での実験、ポーションの
試飲、ポーションの展示アクションに適用されます。

潜望鏡 (Periscope)
　プレイヤーは結果を見た直後、次のプレイヤーのアク
ションの前に「潜望鏡」を使います。「潜望鏡」はポーショ
ンの売却、学生での実験、ポーションの試飲、ポーション
の展示アクションに適用されます。アーティファクトの「考
える帽子」には適用されません。

印刷機 (Printing Press)
　学説を支持するとき、プレイヤーは依然として、すでに
その学説に封印を置いている各プレイヤーに１金ずつ支払
わなければなりません。しかし、銀行に１金を支払う必要
はありません。このため、プレイヤーは新たな学説を無料
で出版することができます。

敬意のローブ (Robe of Respect)
　獲得する各名声点が１ずつ増えます。たとえば学説の誤
りを暴露した場合、２名声点ではなく３名声点を得ます。

　特殊な状況：自分自身の学説の誤りを暴露した場合（14
ページ参照）、「敬意のローブ」は名声点が増えた場合にの
み（言い替えると、誤りを暴露した色に対して言葉を濁す
封印を置いていた場合にのみ）適用されます。総計で名声
点を失った場合、「敬意のローブ」は適用されません。

権威者の封印 (Seal of Authority)
　新たな学説を出版したとき、プレイヤーは１名声点では
なく３名声点を得ます。学説を支持したとき、プレイヤー
は０名声点ではなく２名声点を得ます。

　このボーナスは「敬意のローブ」と累積します。両方を
持っている場合、プレイヤーは新たな学説の出版から４名
声点、学説の支持から３名声点を得ます。

考える帽子 (Thinking Cap)
　 ボタンを使います。通常通り、プ
レイヤーは結果を他プレイヤーに見せなければなりません
が、マイナスのポーションを調合してもペナルティはあり
ません。プレイヤーは２回の実験で同じカードを使うこと
はできません。たとえばサソリ＋ヒキガエルとシダ＋ヒキ
ガエルを実験したい場合、プレイヤーはヒキガエルカード
を２枚持っていなければなりません。

叡智の偶像 (Wisdom Idol)
　「叡智の偶像」は他のアーティファクトとは別に得点計
算されます。このアーティファクトは「大いなる真実」の
あとで使います。正しい学説上の封印の得点計算時、星付
きかそうでないかにかかわらず、プレイヤーの封印は追加
の１勝利点をもたらします。「叡智の偶像」は間違ってい
る学説には適用されません。

魔女のトランク (Witch's Trunk)
　依然として、プレイヤーは材料がある手番順スペースを
選ぶことができますが、材料カードを引くことはできませ
ん。プレイヤーは材料の収集アクションや「薬草商」好意
カードによって材料カードを得ることができます。

好意カード
　各好意カードには、そのカードをプレイできるタイミン
グが記されています。プレイヤーは同時に複数の好意カー
ドをプレイすることができます。それらの効果は累積しま
す（下記参照）。

助手 (Assistant)
　君の忠実な助手は喜んで使い走りをしてくれるので、君

はもう少し仕事をすることができる。

　３、４人プレイゲームでは、プレイヤーは箱の中から追
加のアクションキューブを取ります。２人プレイゲーム（ま
たはこのカードを同時に２枚使ったときの３人プレイゲー
ム）では、プレイヤーは使っていない色のアクションキュー
ブを使うことができます。ラウンド終了時にこの駒を戻す
のを忘れないでください。

　「助手」はそのラウンドのための追加の駒を用意するだ
けです。依然として、プレイヤーが各アクションスペース
で使うことができる駒数には上限があります。

共同経営者 (Associate)
　「私と共同経営者は先頭に行きたいんだが、何か問題が？

ない？　おや、ありがとう」

　このプレイヤーの駒が最上段にあるので、それよりあと
でそのアクションを宣言した他のすべてのプレイヤーは、
通常より一段下の段に駒を置かなければなりません。すで
に誰かの駒が（そのプレイヤーも「共同経営者」をプレイ
したために）最上段にある場合、その駒を２段目に移動させ、
自分の駒を最上段に置きます。言い替えると、手番順スペー
スの上の方にいるプレイヤーは、下の方にいるプレイヤー
より巨漢で押しの強い共同経営者を連れているのです。

　ポーションの売却アクションスペースでは、共同経営者
は最初にプレイヤーを１番手にしますが、プレイヤーは依
然として、１番手の権利を得るために通常通りに値引きを
提示します（もちろん、プレイヤーは引き分けに勝ちます。
共同経営者は引き分けを破るのも得意なのです）。

　「共同経営者」を２枚プレイした場合、プレイヤーは各
カードを異なるアクションスペースで使わなければなりま
せん。

酒場の女給 (Barmaid)
　彼女は君のポーションにさらなる刺激を加えるちょっと

した何かを教えてくれる。

　品質の段階については 11 ページに記されています。

　たとえば、プレイヤーが「酒場の女給」をプレイして
正しい符号のポーションを調合することを保証し、 を
調合した場合、 を調合したと見なされます。プレイヤー
は中性ポーションを調合したために名声点を失うことはな
く、保証条件を満たします。

　「酒場の女給」を２枚プレイし、 の結果を得た場合、
１枚目のカードがこの結果を完全一致にして、２枚目の
カードが１名声点をもたらします。

管理人 (Custodian)
　工房に早めに入れてくれる誰かと知り合いになるのはい

いことだ。

　このカードをプレイしたとき、ボードの横で材料の変成
アクションスペースとポーションの売却アクションスペー
スのあいだに置きます。このカードは早期に実行できる
ポーションの試飲アクションスペースとして機能します。

「管理人」を２枚プレイした場合、プレイヤーはカード上
に駒を２個置きます。カードは１枚あれば充分なので、２
枚目のカードは即座に捨て札にします。

　誰かがすでにこの場所に「管理人」をプレイしている場
合、そのカードをアクションスペースとして使います。プ
レイヤーは通常の手番順に従って、自分の駒をそのカード
上に置きます。

　このスペースでのアクションは、通常のスペースでの
ポーションの試飲は２回までという制限に含まれません。
ポーションの試飲ができない最終ラウンド中でさえ、プレ
イヤーは「管理人」をプレイすることができます。

　このアクションを実行するとき、プレイヤーはアクショ
ンを放棄することができます。カード上の全アクションが
解決されたら、このカードを捨て札置き場に置きます。

薬草商 (Herbalist)
　彼女は森を通る秘密の小道をすべて知っており、いつも

最高の材料を見つけてくる。

　プレイヤーは任意の材料カード２枚を捨て札にできます
（今引いた３枚のうちの２枚である必要はありません）。

　このカードは引いたときに即座にプレイしなければなり
ません。同時に２枚引いた場合、まず１枚目を解決し、そ
のあと２枚目を解決します。

商人 (Merchant)
　彼の助言は無料だ。無料よりいいかもしれない――それ

は金になる。

　通常通り、売却したポーションを封鎖するために駒を使
います（すでに他の駒がある場合でも）。これにより、全
員がポーションを売却できるようになることがあります。

　１番手プレイヤーではないときに「商人」を２枚プレイ
した場合、プレイヤーは１枚目によって実質的に１番手プ
レイヤーとなり、２枚目から１金を得ます。

店主 (Shopkeeper)
　店主とのおしゃべりに少し時間を割けば、彼のつけた値

段が変わりやすいものだということに気づくだろう。

　「店主」を２枚プレイすると、より大きな値引きを得る
ことができますが、価格を０金にすることはできません。

賢者 (Sage)
　この老いた錬金術師は多くの秘密を持っている。そのう

ちの１つは、彼がワタリガラスの羽からどれだけの黄金を

抽出できるかということだ。

　「賢者」を２枚プレイした場合、プレイヤーは材料カー
ド１枚から３金を得ます。これはカードを見れば一目瞭然
のことですが、私たちはこの尊敬すべき錬金術師について、
このルールブックに記載せずにはいられなかったのです。


