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ゲームの目的
兊兠儹儍兎儆僕兓兠儏兠儻児儈儝充兗儬儖兠兄働傎儤儈儝傲兓兠儏兠僎
僐僰僤傿傏僃僲僄僲僔儤儈儝僔┠傲傎兓兠儏兠僔▱㆑僸⾲傽僌傰
僰傎儖兠兄僸㏻傽僌兓兠儏兠僔▱㆑僸ẚ㍑傿僱傹僎僑僐僱働傽僭催傏
储僐僅傲㒔ᕷ僑㏦僰㎸僦兓兠儏兠傲ከ債僐僲僖傎ᙼ僯傲傹僔ṍ價
僆♫僔┿ᐇ僑Ẽ債ᶵ僨ቑ傮僌傪傳僤傿傏储僤僰僑ከ債僸▱
僰傿傴僅兓兠儏兠僕傎储僐僅僔ୗ傱僯ཤ僉僌傽僤催傱僨傽僲僤僁價傏
储僐僅僕傎兓兠儏兠僔僑僨ඃ⚽僐ேᮦ僸ᣢ僉僌傪僤傿傏僃僔ෆ
僔凣ே僕᪤僑储僐僅僔ᛅᐇ僐㒊ୗ働傿傲傎僔⪅僕僤僆储僐僅
僸僑ಙ⏝傽僌傪僱僵傷働僕储僰僤僁價傏儖兠兄僔୰働≉ᐃ僔
┠ᶆ僸㐩ᡂ傿僱傹僎働凚储僱傪僕僔儻児儈先兠傲Ẽ傱僐傪僤
僤储僐僅僔┠ᶆ僸㐩ᡂ傽僌債僲僱傹僎働凛傎傹催傽僅ៅ㔜僐ேᮦ僔
⬟ຊ僸催傹僎傲働傳僱僮催僑僐僱僔働傿傏
储僐僅僔兓兠儏兠僔ờ傲傎ྛໃຊ僎僔⧅傲僰僔ᙉ傻傲傎እ僔ୡ⏺
僞ධ傿僱僅僧僑᥀僉僅儬兗儱兏傲傎僞僔㐨僎僐僰僤傿傏僃僔
ඛ僔᭱⤊ⓗ僐┠ⓗ僕༊⏬⟶ไ僑僮僉僌ᅵᆅ僸༨᭷傿僱傹僎僑
储僰僤傿傏储僱傪僕僔儻児儈先兠僔⮬⏤僸ไ㝈傿僱タ僸ᘓタ
傿僱傹僎働傎儖兠兄僔ᵝ┦僸ኚ傮僌᪂僅僐僞僔㐨僸ᣅ債傹僎僨
働傳僤傿傏僤僅傎ᪧୡ⏺僔ኻ僵僲僅㑇≀僸㞟傿僱傹僎僑ຊ僸ὀ
傶傹僎僨働傳僤傿傏傹僔ຌ⩏♫僑傰傪僌ፗᴦရ僕㠀ᖖ僑
⌋傽債傎儫儇儝儬儸儆僔儌兎兠儬㐩僕傹僲僯僔㑇≀凚≉僑ᥞ傪僔ရ
僸凛ษᮃ傽僌傰僰傎႐價働ᅵᆅ༊⏬僎ᘬ傳᭰傮僌債僲僱働傽僭催傏
儻児儈先兠僔凣ே傲凣凢ಶ僔ᶒ儬兠儓兗傿僟僌僸㓄⨨傽僅僎傹僳
働儖兠兄僕⤊傽傎僃僔儻児儈先兠傲⪅僎僐僰僤傿傏

内容物

アイコン＆トークン
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ேᮦ儏兠儭傍䢶䢺ᯛ
㑇≀儏兠儭傍䢵䢸ᯛ傍凚䢸✀㢮ྛ䢸ᯛ凛
⌮儜児兗兂儏兠儭凚ව兎儹儅児兗儝凛傍䢸ᯛ

儌儱兏儒兠

Ỉ

ユーフォリア

サブテラ

㣗⣊

∂∞⇯

ᖾ⚟

ᚲ㟂ရ

ウェイストランド イカルス （円内の色で
示された必需
品から１つ）

儖兠兄兀兠儭傍䢳ᯛ

⇦⇊⇟
兓兠儏兠儤儈儝傍䢴䢶ಶ
凚⥳兟㟷兟㉥兟ⓑ兟㯮兟⣸ྛⰍ䢶ಶ凛

㔠

▼ᮦ

⢓ᅵ

ஙᙌᬡ

ユーフォリア

サブテラ

ウェイストランド

௵ព僔㈨※

兆免兏儬兠儓兗凚儳兠儬ᆺ凛傍䢸ಶ

ேᮦ僔㑅ᢥ僑僊傪僌

▱㆑儬兠儓兗凚㢦ᆺ凛傍䢸ಶ

プレイ中に秘密の人材を公開して活動中

㈨※儬兠儓兗傍䢴䢹ಶ凜

にすることができますが、それまでは活

凚㔠兟Ⲕ兟⅊ྛⰍ䢻ಶ凛

ᚲ㟂ရ儬兠儓兗傍䢶䢺ಶ凜

ユーフォリア

サブテラ

ウェイストランド

イカルス

トラック」の項目参照）
も、活動中の人材

ໃຊ儬兠儓兗傍䢶ಶ

が所属する勢力のものしか得ることがで

ᆙኵ儬兠儓兗傍䢵ಶ

きません。
ですから、ゲーム開始時に活動

ኡᙌ∄∞⇑∞ሁ
凚⥳兟㟷兟㉥兟ⓑ兟㯮兟⣸ྛⰍ䢳䢲ಶ凛

動中の人材の特殊能力しか使うことがで
きません。
また各勢力のボーナス
（「勢力

凚㯤兟㟷兟ᶳ兟⥳ྛⰍ䢳䢴ಶ凛

ᶒ儬兠儓兗傍䢸䢲ಶ凜

ேᮦ儏兠儭凬䢢ேᮦ儏兠儭僸ΰ僂傎ྛ儻児儈
先兠僑処ᯛ僀僊㓄僰僤傿傏ྛ儻児儈先兠僕
僃僔୰傱僯凤ᯛ僸㑅僙傎ṧ僰僸అ僁僅僤僤
ᤞ僌ᮐ僎傽僤傿凚ேᮦ儏兠儭僔ᒣᮐ僑ᡠ傻
僐傪働ୗ傻傪凛傏㑅價僆凤ᯛ僔ෆ僔凣ᯛ僸
ဨྠ僑බ㛤傽傎άື୰僔ேᮦ僎傽
僌ᡭඖ僑⨨傳僤傿傏僨催凣ᯛ僕⛎ᐦ
僔ேᮦ僎傽僌అ僁僌傰傳僤傿傏
ṧ僉僅ேᮦ儏兠儭僕ᒣᮐ僎傽僌
兀兠儭僔㞄僑㓄⨨傽僤傿傏

中の人材を決める際には、序盤の役に立
ᶒ
儬兠儓兗

㑇≀
儏兠儭

▱㆑

兆免兏

᪂つ
兓兠儏兠

つ人材を選ぶとよいでしょう。

⏝༊⏬兂兠儏兠傍䢳䢸ᯛ
タ儣儈兏凚ṇ᪉ᙧ凛傍䢳䢺ᯛ
ᩘ兂兠儏兠傍䢸ᯛ
ໃຊ兀兠儮儝兂兠儏兠凚ᙧ凛傍䢺ᯛ
⏝ྍ儆儓儛克兗兂兠儏兠傍䢵ᯛ

∑∞∑⇼⇩⇕
凜この印がついた内容物は、Kickstarter版で
は数・素材が異なっていることがあります。

ὀ凬各プレイヤーが持つ、資源・必需品・
ワーカー・遺物カードの数は公開情報で
あり、隠すことはできません。ただし遺物
カードの内容については公開する必要
はありません。それぞれのワーカーの知
識（ダイスの目）
も公開情報です。

ᩘ兂兠儏兠凬䢢ྛ儻児儈先兠
僕凣ᯛ僔ᩘ兂兠儏兠僸ᣢ僇
僤傿傏傹僲僕㈨※䢱ᚲ㟂ရ
儬兠儓兗傲㊊僰僐傪僑ಶᩘ
僸⟶⌮傿僱僅僧僑傪僤傿傏

儖兠兄兀兠儭僑僊傪僌
ゲームボードは４つの地域に別れてお

儈儏兏儝

り、それぞれを別の勢力が治めています。
ボード左側の都市がユーフォリアです。
都市を囲む城壁の外側、ボード右側には

兊兠儹儍兎儆

ウェイストランドの小屋と農場が広がって
います。地下にはサブテラが、空にはイカ
ルスの飛行船団があります。
これらの地
域はゲームボードのアートワークと枠線
によって区別できます。
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僃僔僤僤僑傽僌傰傳僤傿傏傹僔ฟ┠傲僃僲僄僲僔兓兠儏兠僔儖兠兄㛤ጞ僑傰傷僱▱㆑僎僐僰僤傿傏

ゲームプレイ概要
ྛ儻児儈先兠僕ᡭ␒୰僑傎௨ୗ僔凤僊僔⾜ື僔ෆ傪僀僲傱୍᪉僔僥僸⾜傪僤傿傏୧᪉僸⾜催傹僎僨傎儵儝傿僱傹僎僨働傳僤僁價凜
傍傍傍兓兠儏兠僔㓄⨨凬䢢儻児儈先兠僕⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠傱僯凣ಶ僸
傍傍傍㑅價働儖兠兄兀兠儭ୖ僑㓄⨨傽僤傿凚㓄⨨僔ヲ⣽僑僊傪僌僕
ḟ㡯働ㄝ᫂傽僤傿凛傏⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僎僕傎儻児儈先兠僔ᡭඖ
僑储僉僌兀兠儭ୖ僑⨨傱僲僌傪僐傪兓兠儏兠僔傹僎働傿傏兓兠儏兠僸
㓄⨨傽僅㝿僑僕傎┤僇僑僃僔儆儓儛克兗儝儾兠儝僔ຠᯝ僸ཷ傷僤傿傏
እ凬ᡭ␒僔㛤ጞ僑傎ྠ傾㔞僔▱㆑僸ᣢ僉僌傪僱兓兠儏兠傲」
ᩘ⏝ྍ⬟働储僱ሙྜ凚ฟ┠傲ྠ傾兓兠儏兠傲ᡭඖ僑凤ಶ௨ୖ
储僱ሙྜ凛傎傹僲僯僔兓兠儏兠僸ྠ傾ᡭ␒働㓄⨨傿僱傹僎傲働傳僤
傿傏傹僔傎兓兠儏兠僕凣僊僀僊㓄⨨傽傎ຠᯝ僕㡰␒僑㐺⏝傽僤
傿傏ᡭ␒୰僑凚᪂僅僐兓兠儏兠僔㞠⏝傎⮬㌟僔兓兠儏兠僔ᢲ傽ฟ
傽傎タ僔ᘓタ僑僮僉僌凛᪂傽債⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僸ᚓ僅僎傽僌
僨傎ḟ僔ᡭ␒僤働僃僔兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱傹僎僕働傳僤僁價傏

傍傍傍兓兠儏兠僔ᅇ凬䢢ປാ⪅僸㓄⨨傿僱௦僵僰僑傎儻児儈先兠僕
傍傍傍ᡭ␒僸僉僌儖兠兄兀兠儭ୖ僑储僱௵ព僔ᩘ僔兓兠儏兠僸ᅇ
傿僱傹僎傲働傳僤傿傏儖兠兄兀兠儭ᕥୗ僑储僱ᅇ儥兇兠儬僸ཧ↷
傽僌傎ᅇ儗儝儬僸ᡶ僉僌ୗ傻傪傏ᅇ傽僅兓兠儏兠儤儈儝僕傎傿僟僌
ྠ僑僉僌⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僎傽僌ᡭඖ僑⨨傳僤傿傏
兆免兏僔ୖ᪼凬䢢傍傍傱傍傍傍僸ᨭᡶ傪傎௵ព僔ᩘ僔兓兠儏兠僸ᅇ
䢢傍傍傱
傱傍傍傍僸
傽傎傍傍傍傍傍僸⋓ᚓ傽僤傿傏ᨭᡶ催儗儝儬僕ᅇ傿僱兓兠儏兠
傍傍傍傍傍
僔ᩘ僑僮僯僀୍ᚊ働傿傏兓兠儏兠僸凣ಶᅇ傿僱ሙྜ働僨傎処ಶ
僮僯
僯僀
僯
ᅇ傿僱ሙྜ働僨儗儝儬僕ኚ僵僰僤僁價傏
兆免兏僔పୗ凬䢢儗儝儬僸ᨭᡶ僵僀僑௵ព僔ᩘ僔兓兠儏兠僸ᅇ傽
僤傿傏僅僆傽傍傍䢢僸ኻ傪僤傿傏
傽傍傍䢢僸
注：回収に必要なコストは灰色の四角で、得

凜儖兠兄୰凣ᅇ僆傷傎ᡭ␒僸僉僌⌮儜児兗兂儏兠儭僸බ㛤傿僱

られる効果は白い丸で示されています。
コスト

傹僎傲働傳僤傿傏ヲ傽債僕凣凣儾兠儜ཧ↷傏

と効果を示す灰色の四角と白い丸は、ゲーム
ボード上の様々な場所で使用されています。

ワーカーの配置
兀兠儭ୖ僑僕ᵝ傑僐ሙᡤ傲储僰僤傿傲傎兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱儆儓儛克兗儝儾兠儝僕凥僊僔儣儈儻僑ศ傷僱傹僎傲働傳僤傿傏
儆儓儛克兗儝儾兠儝僸⾲傿᫂僱傪⅊Ⰽ僔ᅄゅᙧ僔ᙧ僎ᯟ⥺働僃僔儣儈儻僸⡆༢僑ぢศ傷僱傹僎傲働傳僤傿傏
傍傍傍傍傍傍傍傍୍⏝儝儾兠儝凬䢢୍⏝儝儾兠儝僕Ⅼ⥺僔ᯟ
傍傍傍傍傍傍傍傍働ྑഃ僑▮༳傲僊傪僌傪僤傿傏傹僔儆儓儛克兗儝儾兠
傍傍傍傍傍傍傍傍儝僑僕傎᪤僑僔兓兠儏兠傲⨨傱僲僌傪僌僨兓兠儏兠
僸㓄⨨傿僱傹僎傲働傳僤傿傏僃僔ሙྜ僕傎᪤僑⨨傱僲僌傪僱兓兠儏兠
僕ᢲ傽ฟ傻僲僌ᡤ᭷⪅僔ᡭඖ僑凚↓ᩱ働凛ᡠ僰僤傿凚⮬ศ⮬㌟僔
兓兠儏兠僸ᢲ傽ฟ傿傹僎僨働傳僤傿凛傏

傍傍傍傍傍傍傍傍ඹྠసᴗ儝儾兠儝凬䢢ඹྠ
傍傍傍傍傍傍傍傍సᴗ儝儾兠儝僕傳僐㛗
傍傍傍傍傍傍傍傍᪉ᙧ働⾲傻僲僤傿傏傹僔儝
傍傍傍傍傍傍傍傍儾兠儝僑僕兓兠儏兠僸傪債僊
傍傍傍傍傍傍傍傍働㓄⨨傿僱傹僎傲働傳僤傿傏

傍傍傍傍傍傍傍傍傍୍⏝儝儾兠儝僔୍㒊僑僕傎儗儝儬傲♧傻僲僌
傍傍傍傍傍傍傍傍傍僌傪僤傿傏儗儝儬僕儝儾兠儝僔ᕥ僑⃰傪⅊Ⰽ僔ᅄゅ
傍傍傍傍傍傍傍傍傍働傎ᚓ僯僲僱ຠᯝ僕ୗ僑ⓑ傪働♧傻僲僌傪僤傿傏
傍傍傍傍傍傍傍傍傍兓兠儏兠傲兀兠儭傱僯ᢲ傽ฟ傻僲僅ሙྜ傎僃僔ᡤ᭷
傍傍傍傍傍傍傍傍傍⪅僕┤僇僑ᢲ傽ฟ傻僲僅兓兠儏兠儤儈儝僸僉僌
⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僑ຍ傮僤傿凚▱㆑僔ୖ㝈僸㉸傮僌傪僐傪傱☜ㄆ
傽僌ୗ傻傪傏凧儾兠儜ཧ↷凛傏୍⏝儝儾兠儝僑㓄⨨傻僲僅兓兠
儏兠僕傎ᢲ傽ฟ傻僲僱傱ᅇ傻僲僱僤働僃僔ሙ僑␃僤僰僤傿傏

（帯水層 Aquiferのような必需品エリアの

例：この一時使用スペースは、
ワーカーを配置して利益を得るため
に

を
と
を払う必要があります。配置すると

引く
くこと
ことができます。

を
を得るか、 を１枚

例

使い方については６ページを参照して下さい）

傍傍傍傍傍傍༢⊂సᴗ儝儾兠儝凬䢢༢⊂సᴗ
傍傍傍傍傍傍儝儾兠儝僕ᐇ⥺働ᅖ僤僲僅⅊Ⰽ
傍傍傍傍傍傍働⾲傻僲僌傪僤傿傏▮༳僕僐債傎
ෆഃ僑㈨※儗儝儬傲ᥥ傱僲僌傪僤傿傏傹僔
儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱僅僧僑僕傹僔
儗儝儬僸ᨭᡶ催ᚲせ傲储僰僤傿傏༢⊂సᴗ
儝儾兠儝僑㓄⨨傻僲僅兓兠儏兠僸ᢲ傽ฟ傿
傹僎僕働傳僤僁價傏

例

儬兗儱兏僔➃僑储僱୍⏝儝儾兠儝僕ᑓ⏝儆儓儛克兗儝儾兠儝働
（建設現場の使い方については８ページを参照して下さい）
储僰傎儖兠兄㛤ጞ僑僕催傹僎傲働傳僤僁價傏儬兗儱兏傲ᡂ傿僱
僎⏝働傳僱僮催僑僐僰僤傿凚凪儾兠儜ཧ↷凛傏

手番の交代
儻児儈先兠傲ᡭ␒僸⤊傮僅僯傎ᕥ㞄僔儻児儈先兠僔ᡭ␒僎僐僰傎僃僔ᚋィᅇ僰僑ᡭ␒傲ᅇ僰僤傿傏㡰␒傲ኚ僵僱傹僎僕储僰僤僁價傏ᩘ免儊兗
儭僨傿僲僖傎儝儣兠儬儻児儈先兠傲ㄡ働储僉僅傱僑僕僡僎價像ព傲僐債僐僉僌傪僱働傽僭催傏ᵝ傑僐儣儈元兗儔働兓兠儏兠傲㓄⨨傻僲傎僤僅ᅇ傻
僲傎僑僕ᖾ㐠僐ฟ┠僑僮僰ྠ傾ᡭ␒働」ᩘ僔兓兠儏兠傲㓄⨨傻僲傎ᒁ㠃僕像價像價ኚ傽僌傪債僔働傿傏

モラルチャート・知識チャート
モラルチャート
兓兠儏兠僔兆免兏僕兀兠儭ᕥୖ僑储僱兆免兏儥兇兠儬働⟶⌮傽僤傿傏兆免兏僕儻児儈先兠僔ᡭᮐ凚㑇≀儏兠儭凛僔ᯛᩘ僔ୖ㝈僸Ỵᐃ傽僤傿傏兆免
兏傲ୖ᪼傿僱僎僮僰ከ債僔ᡭᮐ僸ᣢ僊傹僎傲働傳僱僮催僑僐僰傎兆免兏傲పୗ傿僱僎ᡭᮐ僔ୖ㝈傲ᑡ僐債僐僰僤傿傏㑇≀儏兠儭僸ᘬ傪僅⤖ᯝ傎储
僱傪僕兆免兏傲ኚ傽僅⤖ᯝ傎ᡭᮐ僔ᯛᩘ傲ୖ㝈僸㉸傮僅ሙྜ僕傎㉸㐣ศ僸ᤞ僌僐傷僲僖僐僰僤僁價傏儏兠儭僸ᘬ傪僌傱僯ᡭᮐ僸ᤞ僌僌ୗ
傻傪傏
注：モラルチャートの右端にいる場合でも、モラルを上昇させるエリアにワーカーを配置することができます。同様に、左端にいる場合には
モラルの低下を引き起こすことなくワーカーを回収できます。
しかし、人材カードの特殊能力の内、モラルを低下させることによって発動す
るものは、必要な分のモラルがない限り使用できません。

知識チャート
兓兠儏兠僔▱㆑僕兀兠儭ᕥୖ僑储僱▱㆑儥兇兠儬働⟶⌮傽僤傿傏▱㆑僕兓兠儏兠㐩傲傹僔ୡ⏺僑僊傪僌像僲僆傷⌮ゎ傽僌傪僱傱僸⾲傽僌傪
僤傿傏兓兠儏兠య僔▱㆑傲㧗債僐僰傿傴僅ሙྜ傎傹僔儫儇儝儬儸儆傱僯㏨傸ฟ傽僌傽僤催働傽僭催傏
兀兠儭傱僯兓兠儏兠僸ᅇ傽僅ሙྜ傎┤僇僑ᅇ傽僅兓兠儏兠儤儈儝僸僉僌▱㆑㔞僸Ỵᐃ傽僤傿傏᪤僑ᡭඖ僑储僉僅僨僔僨ྵ僧僅⏝ྍ
⬟僐兓兠儏兠僔▱㆑僔⥲㔞凚ฟ┠僔凛僎⌧ᅾ僔▱㆑儥兇兠儬僔ಟṇ僔ྜィ傲凣凨௨ୖ僆僉僅ሙྜ傎儻児儈先兠僕⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僔
ෆ᭱僨▱㆑傲ከ傪凣ಶ僸ኻ傪僤傿凚」ᩘ储僱ሙྜ僨凣ಶ僆傷凛傏ᑐ㇟僔兓兠儏兠儤儈儝凣ಶ僸㞠⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僔儻兠兏僞ᡠ傽僌ୗ傻
傪傏▱㆑僔ୖ᪼僑僮僉僌兓兠儏兠僸凣ᡭ␒୰僑凤ಶ௨ୖኻ催傹僎僕储僰僤僁價傏
注１：知識の総量を計算する際には利用可能なワーカーのみを対象とします。ボード上に配置されているワーカーの知識は計算に入れ
ません。１個以上のワーカーダイスを振る際にのみ、知識の総量をチェックします。
注２：知識チャートの右端にいる場合でも、知識を増やすエリアにワーカーを配置することができますし、同様に左端にいる場合にも知
識が下がるエリアにワーカーを配置することができます。ただし、人材カードの特殊能力の内、知識を増やすことで発動するものは、必要
な分の知識を増加させることができない限り使用できません。
例：あなたは３人のワーカーを雇用しています。その内1個は利用可能な状態で手元にあります（知識５）。他の２個はボード上に配置さ
れています。
あなたは手番ですべてのワーカーをボードから回収することにしました。回収したワーカーダイスを振ります。出目は３と５
でした。利用可能なワーカーの知識の総計は１３です。ただしこれに知識チャートの修正を足さなくてはなりません。今あなたは知識
チャートの

のスペースにいます。つまり最終的な知識の総量は１３＋３で１６になります。
あなたのワーカーは自分がディストピア

に住んでいる事を知り、逃亡してしまいます。知識５を持つワーカーのどちらか１個を捨てなければなりません。

配置場所
兀兠儭ୖ僔ᵝ傑僐ሙᡤ僑兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱傹僎傲働傳僤傿傏௨ୗ僑ᴫせ僸♧傽僤傿傏

ワーカー活性化槽
ྛ儻児儈先兠僕兓兠儏兠凤ಶ僸ᣢ僉僌儖兠兄僸㛤ጞ傽僤傿傏儖兠兄୰僑兓兠儏兠僸ྜィ処ಶ僤
働ቑ僪傿傹僎傲働傳僤傿傏兓兠儏兠僸ቑ僪傿僅僧僑僕傎兓兠儏兠άᛶᵴෆ僑储僱儆儓儛克兗儝
儾兠儝僔傪僀僲傱僑兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱ᚲせ傲储僰僤傿傏௨ୗ僔凤僊傱僯㑅僙僤傿傏
儌儱兏儒兠凥ಶ僸ᨭᡶ催凬傍傍傍僸ᚓ僱傏僤僅άᛶ僔㝿僑兓兠儏兠傲㟁Ẽ儛克儧儓僸ཷ傷
傍傍傍
僅傹僎僑僮僰傍傍傍傍傍僸ኻ催傏
傍傍傍
傍傍
催
Ỉ凥ಶ僸ᨭᡶ催凬傍傍傍僸ᚓ僱傏僤僅άᛶ僔㝿僑兓兠儏兠傲᪂㩭僐Ỉ僸ᾎ僙僅傹僎僑僮
傍傍傍
僰傍傍傍傍傍僸ᚓ僱傏
僰傍傍傍
傍傍傍傍僸
儗儝儬僸ᨭᡶ僉僅ᚋ僑傎兆免兏僨傽債僕▱㆑僸ኚ傻僁僤傿傏᪂傽債㞠⏝傽僅兓兠儏兠儤儈
儝僸僰傎⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僎傽僌ᡭඖ僑⨨傳僤傿傏
注：既に４個のワーカーを雇用している場合でも、モラル/知識を調整するためにワーカー
活性化槽を利用できます。

必需品エリア
ᚲ㟂ရ儌兎儆僕傍傍凚Ⓨ㟁ᶵ䢱䣉䣧䣰䣧䣴䣣䣶䣱䣴凛傎傍傍凚ᖏỈᒙ䢱䣃䣳䣷䣫䣨䣫䣧䣴凛傎傍傍凚㎰ሙ䢱䣈䣣䣴䣯䢫傎傍
僕傍傍凚
傍凚
傍傍凚
傍傍傍凚ኳୖ㖔ᒣ䢱䣅䣮䣱䣷䣦䢢䣏䣫䣰䣧凛僸ᚓ僱傹僎傲働傳僱ሙᡤ働傿傏ᚲ㟂ရ儌兎儆僕像僲僨ྠ傾僮
傍傍傍凚
ᒣ䢱䣅
傲 傳
催僑ᶵ⬟傽僤傿傏ᚲ㟂ရ儌兎儆僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僅㝿僑ᚓ僯僲僱ᚲ㟂ရ僔ᩘ僕傎ᡭ␒儻児
儈先兠傲兓兠儏兠僸㓄⨨傽僅ᚋ僑傎僃僔儌兎儆僑㓄⨨傻僲僌傪僱兓兠儏兠傿僟僌凚僔▱㆑僔⥲
㔞僑僮僉僌Ỵ僤僰僤傿傏僔㓄⨨ሙᡤ僎ྠ傾債傎ᚲ㟂ရ儌兎儆僨兓兠儏兠僸㓄⨨傽僅僔僥
┈僸ᚓ僱傹僎傲働傳僤傿傏僃僔ሙ僑兓兠儏兠傲ṧ僉僌傪僌僨傎௨㝆僔ᡭ␒働┈僸ᚓ僱傹僎僕
働傳僤僁價傏
例：発電機/Generatorには既に知識４のワー

▱㆑僔ྜィ傲凣到処凬䢢ᚲ㟂ရ凣僊僸ᚓ僌傎ໃຊ児儽兏僸凣ୖ᪼傻僁僱傏

カーが配置されています。あなたは新たに知

▱㆑僔ྜィ傲凧到凪凬䢢ᚲ㟂ရ凣僊僸ᚓ僌傎傍傍傍僸ኻ催傏
傍傍

識２のワーカーを配置しました。
た。
この結果知
の

傍傍
▱㆑僔ྜィ傲凫௨ୖ凬䢢ᚲ㟂ရ凤僊僸ᚓ僌傎傍傍傍僸ᚓ僱傏

なり、あなたは
あ
識の合計は６になり、
知識チャート上の

を
を得て、

が１低下します。
下しま 次の

注１：資源や必需品はトークンの数に関わらずいくつでも入手できるものとします。
トーク
ンが足りなくなった場合は乗数マーカーを使って管理して下さい。

プレイヤーが更に知識５のワーカーを配置
した場合には、
場合
場
知識の合計が１１となり、
と

を得ることになります。

注２：既に知識チャートの

のスペースにいる場合でも、知識の合計が９以上になるよ

うに必需品エリアにワーカーを配置することができます。同様に、知識チャートの

のス

ペースにいる場合でも、知識の合計が５〜８になるように必需品エリアにワーカーを配置
することができます。
注３：知識の合計が１〜４だった場合には必ず勢力レベルを上昇させなくてはなりませ
ん。ゲーム中には、他のプレイヤーの利益とならないよう勢力レベルを上昇させたくない場
合もありますが、その場合でも勢力レベルは上昇させなくてはなりません。

プレイヤーは手番中に資源・必需品・遺物カードを他のプレイヤーと交換すること
ができます。 （補注：この時、遺物カードの種類を指定して交換しても構いません）

勢力トラック
ໃຊ儬免儧儓僕傎兓兠儏兠僸㓄⨨傿僱ሙᡤ働僕
僐債傎ྛໃຊ僔ᙳ㡪ຊ僸⾲傿僨僔働傿傏傪僀
僲傱僔儻児儈先兠傲ໃຊ児儽兏僸ୖ᪼傻僁僅
㝿僑傎僃僔ໃຊ僸♧傿ໃຊ儬兠儓兗僸凣兂儝
㐍僧僤傿傏ໃຊ儬免儧儓僑グ傻僲僅兀兠儮儝僸
ཷ傷僱傹僎傲働傳僱僔僕傎僃僔ໃຊ僑ᒓ傿僱ά
ື୰僔ேᮦ僸ᣢ僉僌傪僱儻児儈先兠僑㝈僯僲
僤傿傏

➨凣兀兠儮儝凬傹僔ẁ㝵僑฿㐩傽僅ໃຊ僔ᚲ㟂ရ儌兎儆僸⏝傽僅
㝿僑ᚲ㟂ရ僸凣僊ከ債ᚓ僱傹僎傲働傳僤傿傏ᚲ㟂ရ儌兎儆僑兓兠儏兠
僸㓄⨨傽僅⤖ᯝ傎ໃຊ児儽兏傲ୖ᪼傽僌➨凣兀兠儮儝僑฿㐩傿僱傹
僎僨储僰僤傿傲傎兀兠儮儝僸ᚓ僯僲僱僔僕ḟ僔ᡭ␒௨㝆僑ᚲ㟂ရ儌兎
儆僸⏝傽僅僑僐僰僤傿傏➨凣兀兠儮儝僔ຠᯝ僸ᛀ僲僐傪僮催僑傎
ヱᙜ傿僱ᚲ㟂ရ儌兎儆僑ໃຊ兀兠儮儝儬兠儓兗僸⨨傪僌ୗ傻傪傏

➨凥兀兠儮儝凬傹僔ẁ㝵僑฿㐩傽僅ໃຊ僑ᒓ傿僱⛎ᐦ僔ேᮦ僸ᣢ僉
僌傪僱儻児儈先兠僕傎僃僲僸බ㛤傽僌άື୰僑傽僤傿傏௨ᚋ傹僔ேᮦ
僔ᣢ僊≉Ṧ⬟ຊ僸⏝働傳僱僮催僑僐僰僤傿傏僤僅傎傹僔ໃຊ僔兀兠
儮儝僸ཷ傷僱傹僎傲働傳僱僮催僑僐僰僤傿傏僅僆傽傎άື୰僔ேᮦ傲凤
ே僎僨ྠ傾ໃຊ僑ᒓ傽僌傪僱ሙྜ働僨➨凣兟➨凤兀兠儮儝僔ຠᯝ僸
㔜」傽僌ཷ傷僱傹僎僕働傳僤僁價傏

➨凤兀兠儮儝凬㏻ᖖ儬兗儱兏僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僅㝿僑僕傍傍僨傽債僕
僕傍傍僨
傍傍僔像僇僯傱傽傱ᚓ僱傹僎傲働傳僤僁價傏➨凤兀兠儮儝僔ẁ㝵僑฿㐩
傍傍僔
傽僅ໃຊ僔儬兗儱兏僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僅ሙྜ僑僕傍傍僎傍傍僔୧᪉
僅
僕傍傍僎傍傍僔
僸ᚓ僱傹僎傲働傳僤傿傏儈儏兏儝僕儬兗儱兏僸ᣢ僉僌傪僐傪僔働傎➨凤
➨凤
僑傍傍䢢
兀兠儮儝僕僔ໃຊ僎␗僐僰傎儈儏兏儝僔㡿ᆅ凚ᫍᙧ僔༊⏬凛僑傍傍䢢
僑傍傍
僸⨨傪僅ᚋ僑傍傍僸ᘬ債傹僎傲働傳僱僮催僑僐僰僤傿傏➨凤兀兠儮儝僔ຠ
ᯝ僸ᛀ僲僐傪僮催僑傎ヱᙜ傿僱ሙᡤ僑ໃຊ兀兠儮儝儬兠儓兗僸⨨傪
僌ୗ傻傪傏

➨処兀兠儮儝凬ໃຊ儬兠儓兗傲儬免儧儓僔⤊➃僤働㐍價僆僯傎僃僔ໃຊ
僑ᒓ傿僱ேᮦ僸ᣢ僊儻児儈先兠僕傎僃僔ேᮦ儏兠儭僔ୖ僑凣僊ᶒ
儬兠儓兗僸㓄⨨傽僤傿傏ᑐ㇟僔ໃຊ僑ᒓ傿僱ேᮦ僸」ᩘᣢ僉僌傪僱
ሙྜ僕傎僃僲僄僲僑ᶒ儬兠儓兗僸凣僊僀僊㓄⨨傽僤傿傏௨㝆僨ໃ
ຊ児儽兏僸ୖ᪼傻僁僱儆儓儛克兗儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僌ᵓ傪僤
僁價傲傎ໃຊ儬免儧儓⮬య傲傹僲௨ୖඛ僞㐍僦傹僎僕储僰僤僁價傏
注：勢力ボーナスは累積します。第３ボーナスを得られる段階以上
になっても、引き続き第１・第２ボーナスの効果を受けることがで
きます。

勢力
ユーフォリア
Euphorian

サブテラ
Subterran

第１ボーナス

第２ボーナス

第３ボーナス

第４ボーナス

（レベル２以上）

（レベル５以上）

（レベル８以上）

（レベル１１以上）

発電機 Generatorにワー
ワ
カーを配置した際に、
を１つ多く得る

ワーカーをユーフォリアのト
アのト ユーフォリアに属する秘密
の人材をすべて公開して活
ンネルに配置した際に、
ネル
、
動中にする。
と
の両方を得る。

活動中のユーフォリアの人
材カードに
を１つず
つ置く。

帯水層 Aquiferにワーカー
ワ
を配置した際に、
を１
つ多く得る

のトン
ワーカーをサブテラのトン
サブテラに属する秘密の人
ネル
ネルに配置した際に、 と 材をすべて公開して活動中
の両方を得る。
にする。

活動中のサブテラの人材
カードに
を１つずつ
置く。

農場 Farmにワーカーを配
にワ
を１つ多
く得る

ワーカーをウェイストランド ウェイストランドに属する
のトンネルに配置した際に、
ネル
秘密の人材をすべて公開し
と
の両方を得る。 て活動中にする。

活動中のウェイストランド
の人材カードに
を１
つずつ置く。

ウェイストランド 置した際に、
Wastelander

イカルス
Icarite

天上鉱山 Cloud Mineに
イカルスの領地に
の領地に
を
を置
ワ カ
ワーカーを配置した際に、
いた時に、 を引く
引く。
を
を１つ多く得る

イカルスに属する秘密の人
材をすべて公開して活動中
にする。

活動中のイカルスの人材
カードに
を１つずつ
置く。

トンネル
儈儏兏儝௨እ僔ྛໃຊ僕傎ᩛᑐໃຊ傲⏘
ฟ傿僱ᚲ㟂ရ僸ᚓ僱僅僧僑傎ໃຊ僔㡿ᆅ
僑ྥ傱僉僌儬兗儱兏僸᥀僉僌傪僤傿傏᥇᥀僔
㐣⛬働僕㈨※僸ᅇ傽傎㑇≀僸Ⓨ᥀傿僱傹
僎傲働傳僤傿傏儬兗儱兏傲ᡂ傽僅ሙྜ傎僃僔
ໃຊ僑ᒓ傿僱ேᮦ僸ᣢ僉僌傪僱儻児儈先兠僕
ᩛᑐໃຊ僔ᚲ㟂ရ僸ධᡭ傿僱≉Ṧ僐儆儓
儛克兗僸⾜催傹僎傲働傳僱僮催僑僐僰僤傿傏

儬兗儱兏儆儓儛克兗凬䢢儻児儈先兠僕儬兗儱兏僔୍
⏝儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僌儬兗儱
兏僸᥀僰㐍僧僱傹僎傲働傳僤傿傏୍⏝儝
儾兠儝僔ᕥ僑♧傻僲僅儗儝儬僸ᡶ傪傎ୗ僑♧
傻僲僱僮催僑傍傍䢢僸ᚓ僱傱傎傍傍僸凣ᯛᘬ傳僤
傍䢢僸
傍傍
傿傏儬兗儱兏僸᥀僰㐍僧僅傹僎僸♧傿僅僧僑傎
儬兗儱兏ୖ僔ᆙኵ儬兠儓兗僸凣兂儝㐍僧僌ୗ
傻傪傏

⛎ᐦ僔ேᮦ僔බ㛤凬䢢ᆙኵ儬兠儓兗傲儬兗儱
兏僔凨兂儝┠僑฿㐩傽僅ሙྜ傎僃僔儬兗儱兏
儻児儈先兠僕儬兗儱兏僸ᣢ僊ໃຊ僑ᒓ傿僱⛎
ᐦ僔ேᮦ僸傿僟僌බ㛤傽僌άື୰僑傽僤傿
凚ㄡ傲ᆙኵ兂兠儏兠僸㐍僧僅傱僕㛵ಀ储僰僤
僁價凛傏ேᮦ僸බ㛤傽僅儻児儈先兠僕傎௨ᚋ
僃僔ேᮦ僔≉Ṧ⬟ຊ僸⏝働傳僱僮催僑僐
僰傎ྠ僑ᡤᒓໃຊ僔兀兠儮儝僸ཷ傷僱傹僎
傲働傳僤傿傏
儬兗儱兏僔ᡂ凬䢢ᆙኵ儬兠儓兗傲儬兗儱兏僔
⤊➃凚凫兂儝┠凛僑฿㐩傽僅ሙྜ傎᪂僅僑ᑓ
⏝儆儓儛克兗儝儾兠儝傲⏝ྍ⬟僑僐僰僤傿傏
⏝ྍ儆儓儛克兗兂兠儏兠僸ྲྀ僰㝖傪僌ୗ
傻傪傏௨ᚋ傎傹僔儬兗儱兏僔ໃຊ僑ᒓ傿僱ே
ᮦ僸ᣢ僊儻児儈先兠僕傎⏝ྍ⬟僎僐僉僅ᑓ
⏝儆儓儛克兗儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸㓄⨨働傳僱
僮催僑僐僰僤傿傏傹僔儝儾兠儝僕儬兗儱兏僔୍
㒊僎僕ぢ僐傽僤僁價傏
注：地下には資源と遺物が豊富にあるため、
トンネルが完成した後もトンネルにワーカー

注：秘密の人材を公開するために、
自分でトンネルを掘削する必要はありません。あなたが
手元にウェイストランドの人材を隠し持っていて、他のプレイヤーがウェイストランドのトン
ネルを掘り進めているのであれば、そのまま６マス目に進むまで待っていればよいのです。

建設現場
タ僔ᘓタ僑ཧຍ傿僱僅僧僑僕傎అ僁僯僲
僌傪僱タ儣儈兏僔ᕥ僑储僱傎✵傪僌傪僱༢
⊂సᴗ儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸㓄⨨傽僌傎僃傹
僑♧傻僲僌傪僱㈨※僸ᨭᡶ催ᚲせ傲储僰僤
傿傏タ傲ᡂ傿僱僅僧僑僕傎ᑐ㇟僔タ
儣儈兏僔ᕥ僑処僊储僱༢⊂సᴗ儝儾兠儝僔
ෆ傎Ỵ僧僯僲僅ᩘ僔儝儾兠儝僑兓兠儏兠傲ྠ
僑㓄⨨傻僲僌傪僐債僌僕僐僰僤僁價傏ᡂ
僑ᚲせ僐兓兠儏兠僔ᩘ僕௨ୗ僔⾲僔㏻僰僑
僐僰僤傿傏
プレイヤー：２〜３人 任意の２スペース
プレイヤー：４人

任意の３スペース

プレイヤー：５〜６人 ４スペースすべて
注：施設が完成する前にいずれかのプレイ
ヤーが建設現場からワーカーを回収した場
合、そのワーカーは完成のために必要な数
には含めません。施設を完成させるために
は、改めて資源を払ってワーカーを配置する
必要があります。

タ僔ᡂ凬䢢タ僔ᘓタ僑ᚲせ僐ᩘ僔
兓兠儏兠傲ᘓタ⌧ሙ僑㓄⨨傻僲僱僎傎タ
傲ᡂ傽僤傿傏タ儣儈兏僸⾲僑ྥ傷僌傎ᕥ
僑僀僯傽僌㓄⨨傽僤傿傏傹僲僑僮僉僌傎㞃僲僌
傪僅୍⏝儝儾兠儝傲⏝ྍ⬟僑僐僰僤
傿傏ᘓタ⌧ሙ僑㓄⨨傻僲僌傪僅兓兠儏兠僕僃
僲僄僲僔儻児儈先兠僔ᡭඖ僑ᡠ僰⏝ྍ⬟
僐兓兠儏兠僎僐僰僤傿傏┤僇僑兓兠儏兠儤儈儝僸
僉僌ୗ傻傪傏
タ僔ᘓタ僑㝿傽僌᭱ప凣ಶ僔兓兠儏兠僸
ᥦ౪傽僅儻児儈先兠僕傎ᡂ僑タ儣儈兏
僔儈免儝儬僔ୖ僑ᶒ儬兠儓兗僸凣ಶ⨨傳僤
傿傏凤ಶ௨ୖ僔兓兠儏兠僸ᥦ౪傽僌傪僅ሙྜ
働僨ᶒ儬兠儓兗僕凣ಶ傽傱⨨傷僤僁價傏
タ僔ୖ僑ᶒ儬兠儓兗傲僉僌傪僐傪儻児
儈先兠僕傎僃僔タ儣儈兏僑グ㍕傻僲僌傪僱
儾儮兏優儇僸ཷ傷僤傿傏

を配置して利用できます。

遺物市場
タ僎僕␗僐僰傎㑇≀ᕷሙ僕儖兠兄㛤ጞ
僑᪤僑ᘓタ傻僲僌傪僤傿傏㑇≀ᕷሙ僕㑇≀
傿
儏兠儭僔㠃僎ྠ傾債භゅᙧ僎僐僉僌傪僤傿傏
傍傍
㑇≀ᕷሙ僸⏝傿僱僑僕㑇≀儏兠儭凚傍傍凛
凥ᯛ僸ᨭᡶ催凚ᤞ僌ᮐ僑傿僱凛ᚲせ傲储僰僤
傿傏⏝傽僅㑇≀ᕷሙ僑ᑐᛂ傿僱ໃຊ僔児
僕௨
儽兏傲凣ୖ傸僤傿傏僤僅傎儻児儈先兠僕௨ୗ僔
凚傍傍䢢凛
凤党ᡤ僔傪僀僲傱僑ᶒ儬兠儓兗凚傍傍䢢凛僸⨨
傳僤傿傏
凣几ᑐᛂ傿僱ໃຊ僔ᫍᙧ㡿ᆅෆ僔༊⏬傏
傍傍ḟ㡯働ㄝ᫂傿僱ᘓタ῭僔タ僎ྠᵝ
傍傍僑ᢅ催傏
凤几ᑐᛂ傿僱ໃຊ僑ᘓタ傻僲僅タ僔ୖ
傍傍凚僅僆傽傎⮬㌟僔ᶒ儬兠儓兗傲⨨傱僲
傍傍䢢僌傪僐傪ሙྜ僑㝈僱凛傏
傍傍储僐僅僕௨㝆傹僔タ僑グ㍕傻僲僅儾
傍傍儮兏優儇僸ཷ傷僐傪傏

ボーナス：遺物市場で
で
を
を支払う代わり
に、同じ種類の ２枚（例：本のカード２枚）
を支払うことができます。
例えば、右図の
の「厳
「厳しい現実の自由出版局」
厳
では、任意の
の
を
を支払うことによって、サブ
内の空
内
空
テラの領地内の空いている区画に
を置
くことができます（または、サブテラに建設さ
れている施設の中にあなたの権利トークン
が乗っていないものがあればそこに置くこと
もできます）。同時にサブテラの勢力レベル
が１上昇します。
注１：施設の中には利用するコストとして遺
物カードを必要とするものがありますが、
そ
れらは遺物市場とはみなしません。
注２：権利トークンを置く場所がない場合で
も、勢力レベルを上昇させるために遺物市
場を利用できます。

施設
ᡂ傽僅タ働僕傎ᵝ傑僐≀㈨僎ᘬ傳᭰傮僑傎僃僔ໃຊ僔㡿ᅵෆ僔༊⏬僸ᡭ僑ධ僲僱傹僎
傲働傳僤傿傏ᘓタ僑ཧຍ傽僅儻児儈先兠僑㝈僯僀傎ㄡ働僨タ僸⏝働傳僤傿傏
タ僔⏝凬䢢タ僸⏝傿僱僅僧僑僕傎タ僔ྑୖ僑储僱୍⏝儝儾兠儝僑兓兠儏兠僸
㓄⨨傽僌傎タ儣儈兏僑♧傻僲僌傪僱儗儝儬僸ᨭᡶ催ᚲせ傲储僰僤傿傏傮僖傎ྑᅗ僔傘็㑣
僸ᨭ
ᨭᡶ催
ᨭ
ᡶ催
催ᚲ
ᚲせ傲
ᚲ
ⓗᛌᴦ僔儝儵備僕傎⏝傿僱僅僧僔儗儝儬僕傍傍傍傍傍傍傍傍僎傍傍僑僐僰僤傿傏儗儝儬僸ᡶ僉僅ᚋ傎
僕傍傍傍傍傍傍傍傍僎傍傍
タ傲储僱ໃຊ僔ᫍᙧ㡿ᆅෆ僔✵傪僌傪僱༊⏬僑傍傍僸⨨傳傎傹僔ໃຊ僔児儽兏僸䢳ୖ᪼傻
僱༊
༊⏬
༊
⏬僑
⏬
僑傍傍僸
僑
僸
僁僤傿傏
僊僤僰傎储僐僅傲⏝傽僅タ傲儙儺優免僑ᘓタ傻僲僅僨僔働储僲僖傎儙儺優免僔ᫍᙧ㡿ᆅෆ
僅傲
ᆅෆ
僔༊⏬僑僔僥傍傍僸⨨債傹僎傲働傳僱僔働傿傏㡿ᆅෆ僔༊⏬傲傿僟僌ᇙ僤僉僌傪僱ሙྜ僕傎傍傍
僥傍傍僸
傎傍傍
僸⨨債傹僎僕働傳僤僁價傲傎ໃຊ児儽兏僸ୖ᪼傻僁僱僅僧僑タ僸⏝傽僌僨ᵓ傪僤僁價傏
ಶே僔⮬⏤凬ᡂ傽僅タ僔ୖ僑傍傍䢢僸⨨
僑傍傍䢢僸
傪僌傪僐傪儻児儈先兠僕傎僃僔タ儣儈兏僑
グ㍕傻僲僌傪僱儾儮兏優儇僸ཷ傷僤傿傏
例：
「刹那的快楽のスパ/Spa of Fleeting
Pleasure」に権利トークンを置いていないプ
レイヤーは、
自身のワーカーを押し出すこと
ができません。

イカルス
儈儏兏儝僔ே傑僕ᢤ傷┠僔僐傪ၟேẼ㉁働储僰傎兊兠儹儍兎儆兟儙儺優免兟儊儋儈儝儬免兗儭ே僎僕⾜ືᵝᘧ傲␗僐僰僤傿傏儖兠兄僔୰働傎儈儏兏
儝僕僑㈨※僎㑇≀僔᫆僑僮僉僌Ⓨᒎ傽僌傪傳僤傿傏ᙼ僯僕儖兠兄㛤ጞ傱僯⏝ྍ⬟僐タ僸凥僊ᣢ僉僌傰僰傎᪂僅僑タ僸ᘓタ傿
僱ᚲせ僕储僰僤僁價傏

㢼僔ᗈ㛫䢢䢪䣙䣋䣐䣆䢢䣕䣃䣎䣑䣑䣐䢫凬䢢௵ព僔傍傍傍
僔傍
僨傽債僕ྠ傾✀㢮僔㑇≀儏兠儭凤ᯛ僸ᡶ傪傎
ᡶ
儈儏兏儝僔ໃຊ児儽兏僸凣ୖ᪼傻僁僌傎儈儏
兏儝僔ᫍᙧ㡿ᆅෆ僔✵傪僌傪僱༊⏬僑ᶒ
儬兠儓兗僸⨨傳僤傿傏
㞵㞼僔兑儹儬䢢䢪䣐䣋䣏䣄䣗䣕傍䣎䣑䣈䣖䢫凬䢢௵ព僔
⤌僥ྜ僵僁働傍傍傍傍傍傍僸ᡶ傪傎儈儏兏儝僔
働傍傍傍傍傍傍僸
ໃຊ児儽兏僸凣ୖ᪼傻僁僌傎儈儏兏儝僔ᫍᙧ
㡿ᆅෆ僔✵傪僌傪僱༊⏬僑ᶒ儬兠儓兗僸
⨨傳僤傿傏

ᚤ㢼僔㓇ሙ䢢䢪䣄䣔䣇䣇䣜䣇䢢䣄䣃䣔䢫凬䢢ᖾ⚟௨እ
僔傪僀僲傱僔ᚲ㟂ရ凣僊僎傍傍傍僸ᡶ傪傎儈儏
僎傍傍傍僸ᡶ傪傎
兏儝僔ໃຊ児儽兏僸凣ୖ᪼傻僁僌傎傍傍䢢僸ᘬ
傍 䢢
傳僤傿傏
✵僔免儊兗儜䢢䢪䣕䣍䣛䢢䣎䣑䣗䣐䣉䣇䢫凬䢢ᖾ⚟௨እ
䢫
僔傪僀僲傱僔ᚲ㟂ရ凣僊僎傍傍傍僸ᡶ傪傎儈儏
僎傍傍傍僸
兏儝僔ໃຊ児儽兏僸凣ୖ᪼傻僁僌傎௵ព僔
⤌僥ྜ僵僁働傍傍傍傍傍僸ᚓ僤傿傏
傍傍傍傍

人材に関する注意事項
ከ債僔ேᮦ僕儻児儈先兠傲兎儡兠儝僔僸傿僱傹僎僸ྍ⬟僑傽僤傿凚凬傍傍傍傍僸ᚓ僌傍傍僸ᘬ
凬傍傍
傍傍傍僸
傍傍
債凛傏傹催傽僅僕グ㍕傻僲僅㏻僰僑⾜僵僐債僌僕傪傷僤僁價傏௵ព僔ᩘ僔▱㆑僸ᚓ僌௵ព
僔ᯛᩘ僔㑇≀儏兠儭僸ᘬ債傹僎傲働傳僱僵傷働僕僐傪僔働傿傏
୍㒊僔ேᮦ僔≉Ṧ⬟ຊ僔⏝僑僕兓兠儏兠僸≛≅僑傿僱ᚲせ傲储僰僤傿傏
僃僔⤖ᯝᡤᣢ傿僱兓兠儏兠傲凢ಶ僑僐僉僌傽僤催ሙྜ傎傹僔⬟ຊ僸催傹僎僕
働傳僤僁價傏兓兠儏兠僸≛≅僑傿僱ሙྜ僕傎㞠⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠僔儻兠兏僑
兓兠儏兠儤儈儝僸ᡠ傽僤傿傏௨㝆僔ᡭ␒働傹僔兓兠儏兠僸僙㞠⏝傽僌⏝
ྍ⬟僐兓兠儏兠僑ຍ傮僱傹僎傲働傳僤傿傏
୍㒊僔ேᮦ僕傎儻児儈先兠傲㓄⨨傿僱兓兠儏兠僔▱㆑僸僔兓兠儏兠僔▱
㆑僎ẚ㍑傽僤傿傏僨傽傎㓄⨨傿僱兓兠儏兠傲傘᭱僨㧗傪備储僱傪僕傘᭱僨ప傪備
▱㆑僸ᣢ僊ᚲせ傲储僱ሙྜ傎༢⊂働᭱㧗凡᭱ప働储僱ᚲせ傲储僰僤傿凚ྠ್ྍ凛傏
୍㒊僔ேᮦ僕傎㑇≀儏兠儭僔ᘬ傳᪉僸ኚ᭦傽僤傿凚凬傍傍䢢僸ᘬ傳傎傍傍僸ᤞ僌僱凛傏傹催傽僅≉
傍 䢢僸
傍傍
Ṧ⬟ຊ僸⤌僥ྜ僵僁僱傹僎僕働傳僤僁價傏傪僀僲傱凣僊僔⬟ຊ僸㑅價働㐺⏝傽僌債僆傻傪傏
୍㒊僔ேᮦ僕傎僔兓兠儏兠僸ᢲ傽ฟ傽僅僑兀兠儮儝僸僨僅僯傽僤傿傏傹僔傎ᢲ傽ฟ傽僎僃
僲僑㝶傿僱ຠᯝ僸ඛ僑ゎỴ傽僌傱僯傎儆儓儛克兗儝儾兠儝僔ຠᯝ僸ฎ⌮傽僌債僆傻傪傏

⛎ᐦ僔儈儏兏儝僔ேᮦ僔බ㛤凬䢢儈儏兏儝僕
ᖖ僑ྲྀᘬ┦ᡭ僸ᘬ傳ᐤ僁僌傪僱僅僧傎僔
ໃຊ僔㡿ᅵ僞僔㐃⤡㊰僸స僱ᚲせᛶ僸ឤ
傾僌傪僤僁價傏僃僔僅僧傎儈儏兏儝僑ᒓ傿僱⛎
ᐦ僔ேᮦ僸බ㛤傽僌άື≧ែ僑傿僱僅僧僑
僕儈儏兏儝僔ໃຊ児儽兏僸凪僤働ୖ᪼傻僁僱
储僰僤僁價傏

倫理ジレンマカード
ྛ儻児儈先兠僕凣ᯛ僔⌮儜児兗兂凟儏兠儭僸ᣢ僉僌儖兠兄僸ጞ僧僤傿傏儖兠兄୰僑୍ᗘ傎⮬㌟僔ᡭ␒୰僑傹僔儏兠儭僑᭩傱僲僅┠ⓗ僸㐩
ᡂ傿僱傹僎傲働傳僤傿傏⌮儜児兗兂儏兠儭僸㐩ᡂ傽僅ᡭ␒୰僑僕兓兠儏兠僔㓄⨨兟ᅇ僸⾜催傹僎傲働傳僤僁價傏
⌮儜児兗兂儏兠儭僸㐩ᡂ傿僱僅僧僑僕傎儏兠儭僸බ㛤傽傎僃傹僑グ傻僲僌傪僱㑇≀儏兠儭凣
ᯛ傎僨傽債僕௵ព僔✀㢮僔㑇≀儏兠儭凤ᯛ僸ᤞ僌ᮐ僎傿僱ᚲせ傲储僰僤傿傏僃傽僌≀ㄒ僸Ỵ
ᐃ僋傷僱Ỵ᩿僸傽僐債僌僕僐僰僤僁價傏
傍傍䯍䯍యไ僎ᡓ催僔傱傎储僱傪僕傹僔儫儇儝儬儸儆僑ᑾ債傿僔傱凱
యไ僎ᡓ催傹僎僸㑅價僆ሙྜ凚儏兠儭僔ᕥഃ凛傎ேᮦ儏兠儭僸᪂僅僑凤ᯛᘬ傪僌傎凣ᯛ僸㑅價
働ᡭඖ僑ṧ傽僤傿傏傹僔ேᮦ僕⛎ᐦ僔ேᮦ僎傽僌ᢅ傪僤傿傏傿働僑傹僔ேᮦ傲ᡤᒓ傿僱ໃ
ຊ僔ໃຊ児儽兏傲凪௨ୖ働储僱傱傎儬兗儱兏傲凨兂儝┠僤働᥀僰㐍僧僯僲僌傪僱ሙྜ僕傎┤
僔ேᮦ
僇僑බ㛤傽僌άື୰僑傽僤傿傏僨傽傹僔ேᮦ傲ᡤᒓ傿僱ໃຊ僔ໃຊ児儽兏傲凣凣僤働㐩傽
僑傍傍䢢僸
僌傪僅僯傎┤僇僑傹僔ேᮦ儏兠儭僔ୖ僑傍傍䢢僸⨨傳僤傿傏
儫儇儝儬儸儆僑ᑾ債傿傹僎僸㑅價僆ሙྜ凚儏兠儭僔ྑഃ凛傎┤僇僑凚兀兠儭ୖ働僕僐債凛⌮儜児
債傿傹
兗兂儏兠儭僔ୖ僑傍傍䢢僸⨨傳僤傿傏
僑傍傍䢢僸

ゲームの終了
儻児儈先兠僔凣ே傲凣凢ಶ僔ᶒ儬兠儓兗凚傍傍䢢凛傿僟僌僸⨨傪僅Ⅼ働儖兠兄僕⤊傽僤傿傏ᶒ儬兠儓兗僸傿僟僌⨨傪僅儻児儈先兠僕傹僔
凚傍傍䢢凛
儫儇儝儬儸儆ୡ⏺僸ᤸᥱ傽傎⪅僎僐僰僤傿傏僅僆傽傎タ僔ᘓタ僪ໃຊ僔ୖ᪼僑僮僉僌傎」ᩘ儻児儈先兠傲ྠ僑傿僟僌僔ᶒ儬兠儓兗僸
⨨傳⤊傮僱傹僎僨储僰僤傿傏僃僔ሙྜ僕௨ୗ僔儣儈儺児兠儏兠僸㡰僑ㄪ僟僌⪅僸Ỵᐃ傽僤傿傏

儣儈儺児兠儏兠

処几凣僊௨ୖ僔ᶒ儬兠儓兗僸⨨傪僌傪僱㡿ᆅ僔ᩘ傲ከ傪儻児儈
傍傍先兠僔

凣几兆免兏僔児儽兏傲㧗傪儻児儈先兠僔
凤几▱㆑僔児儽兏傲ప傪儻児儈先兠僔
凥几僮僰ከ債僔タ僑ᶒ儬兠儓兗僸⨨傪僌傪僱儻児儈先兠僔

凧几傿僟僌僔⏝ྍ⬟僐兓兠儏兠儤儈儝僸僰傎僃僲僄僲僔▱㆑
傍傍儥兇兠儬僔ಟṇ僸ຍ傮僅⥲▱㆑㔞傲ప傪儻児儈先兠僔傏
傍傍Ỵ僤僱僤働僰┤傿傹僎傏

上級バリアントルール
ேᮦ儏兠儭僔儭免儹儬凬䢢儖兠兄㛤ጞ僑傎ே
ᮦ儏兠儭僸処ᯛ㓄僉僌凤ᯛ僸㑅僜僔働僕僐債傎
儭免儹儬僸⾜傪僤傿傏ྛ儻児儈先兠僑処ᯛ僔ே
ᮦ儏兠儭僸㓄僰僤傿傏儻児儈先兠僕僃僔୰僔凣
ᯛ僸㑅僙傎ṧ僰僸㞄僔儻児儈先兠僑Ώ傽僤
傿傏ဨ傲処ᯛ僔儏兠儭僸㑅僜僤働傹僲僸⧞
僰㏉傽僤傿傏僃僔ᚋ傎ྛ儻児儈先兠僕凤ᯛ僔
ேᮦ儏兠儭僸㑅僙傎ṧ僰僸ᤞ僌ᮐ僑傽僤傿傏

タ儣儈兏僔儭免儹儬凬䢢兊兠儹儍兎儆僸ఱᗘ傱㐟價僆儻児儈先兠僑僕傹僔儴兎儆兗儬僸ᙉ債᥎ዡ傽
僤傿傏儖兠兄㛤ጞ僑傎ྛ儻児儈先兠僑凤ᯛ僔タ儣儈兏僸㓄僰僤傿傏儻児儈先兠僕僃僔ෆ凣ᯛ
僸儖兠兄୰僑催儣儈兏僎傽僌㑅價働అ僁傎ṧ僰僸儖兠兄傱僯ྲྀ僰㝖傳僤傿傏傿僟僌僔儻児儈先兠
傲㑅僙⤊傮僅僯傎᭱ึ僑㓄僯僐傱僉僅タ儣儈兏傱僯ᚲせ僐ᯛᩘ僸ྲྀ僰傎凨ᯛ僔タ儣儈兏僸
‽ഛ傽僤傿傏傹僲僯僸儛兇儧儹兏傽僌兀兠儭ୖ僔ᘓタ⌧ሙ僑㓄⨨傽僤傿傏
兆免兏僎▱㆑僔儭免儹儬凬䢢儖兠兄㛤ጞ僑傎᭱ᖺ㛗僔儻児儈先兠傱僯ィᅇ僰僑㡰␒僑傎兆免
兏凡▱㆑儥兇兠儬僔ୖ僑兆免兏儬兠儓兗傱▱㆑儬兠儓兗僔傪僀僲傱僸㓄⨨傽僤傿傏傹僔傎僤僆
儬兠儓兗僔⨨傱僲僌傪僐傪兂儝僑傽傱㓄⨨傿僱傹僎僕働傳僤僁價傏傿僟僌僔儬兠儓兗傲㓄⨨傻僲
僱僤働傹僲僸⧞僰㏉傽僤傿傏

背景
⚾僅僇僔▱僉僌傪僱ୡ⏺僕⤊僵僰傎僃傹僑僕兊兠儹儍兎儆僎僖僲僱㒔
ᕷ傲⯆僰僤傽僅傏ୡ⏺僔⁛ஸ僸ᗘ僎㉳傹傻僐傪僅僧僑僕᪂僅僐ୡ
⏺⛛ᗎ傲ᚲせ僆僎⪃傮僅兊兠儹儍兎儆僔儌兎兠儬㐩僕傎傹僔㯤㔠僔㒔
ᕷ僔እ࿘僑㧗傪ቨ僸⠏傳傎ఱ僮僰僨僤僀▱ⓗᖹ➼僸᥎㐍傽僤傽僅傏
僃僔⤖ᯝಶே僔⮬⏤僕僐債僐僰傎㐣ཤ僔▱㆑僕ᾘ傮僤傽僅傏傿僟僌
僕ᮍ᮶僔僅僧僑傏
傽傱傽ୡ⏺僑ṧ傻僲僅僔僕兊兠儹儍兎儆僆傷働僕储僰僤僁價傏㒔ᕷ僔እ
僑僕⁛ஸ僸┤᥋య㦂傽僅ே傑傲ఫ價働傪僤傿傏ᙼ僯僕ᝒ僔ドᣐ
僎僐僱グ᠈僎യ僸ṧ傽僌傪僱僔働傿傏ᙼ僯儊儋儈儝儬免兗儭凚Ⲩ㔝凛僔
Ẹ僕傎ᨺᲠ傻僲僅㐣ཤ僔ᗫရ僔ᒣ僑ᐤ僰㞟僤僉僌Ṕྐᐙ僎㎰ᐙ僔
♫僸ᙧᡂ傽僌傪僤傿傏

ᆅ⾲僆傷働僕储僰僤僁價傏ᆅୗ῝債僑僕ᆙኵ僪ᶵᲔᕤ傎僃傽僌㠉
ᐙ傲㞟催⛎ᐦ僔㒔ᕷ儙儺優免凚ᆅᗏ凛傲储僱僔働傿傏ᬯ㜌僔୰働傎ᙼ
僯僕儵儈儻僎ୗỈ僔傎Ẽ僎ṑ㌴僔傎僃傽僌㞃傽㏻㊰僎⛎ᐦ僔㝵ẁ
僔儱儧儬兓兠儓僸⥅傴ྜ僵僁僌傪僱僔働傿傏
僃傽僌✵僑僕ㅦ僧傪僅㣕⾜⯪ᅋ儈儏兏儝傲ᾋ傱僙傎Ọ㐲僔ᖾ⚟僸⣙
᮰傽僌ᕷẸ僸㞼僔ୖ僞僎ㄏ僉僌傪僤傿傏
傹僲僯処僊僔␗僐僱ໃຊ傲傎Ṕྐ僸᭩傳傮僱僟債储僐僅僸ᚅ僇ཷ傷
僌傪僤傿傏僮僰Ⰻ傪儫儇儝儬儸儆僸⠏債僅僧僑傎储僐僅僕ఱ僸≛≅僑傿
僱働傽僭催傱凱

