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1.0　背景
ゲームは 12万年前の最終間氷期前期（Eemian Interglacial Age）からの人類の発展を４つの時代
(Era)に分けています。

時代 I 人類のいくつかの種が複音節言語を発展させるまで。

時代 II 知覚を発展させ文化が発生するまで。

時代 III 啓蒙思想が成熟するまで。

時代 IV 理性の概念の誕生まで（拡張セット）。

すべてのプレイヤーは、マップ上の 1ユニットと頭脳マップを持った時代 Iの状態でゲームを開始
します。プレイヤーは脳を大きくし、成人（Elder）の数を伸ばし、マップ上の都市（metropolice）を建
てることを目指します。ゲームの進行につれ、情報・文化・政治のカードを入手していくことでさら

に発展を促進させて勝利を目指します。

ゲームスケール

各ヘックスは直径 1700kmであり、プレイヤーの１ターンは 1000年に相当します。

移民ユニット１個は 400万人（そのうち 1%が戦士）であり、都市 1個は[400万人*大地支配値]に
相当します。

史実に即して氷河期の海岸線が設定されており、熱帯になれば水没する所もあります。

2.0　セット内容
-マップ*2（土着表とインフラトラックつき）

-人口統計（Demographie）シート*5（プレイヤーシート）

-プレイ手順シート*1

-ユニット*120（全 5色）

-時代カード*102（3時代）

-頭脳マップカード*5
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-気候カード*3

-6面サイコロ*1

3.0　ユニット
ユニットはプレイヤーごとに異なる色の、24個のキューブです。

使用しないユニットは人口統計シートの革新（Innovation）/人口（Popuration）の所に置きます。

ユニットは次のように、色々な意味で使用されます。

頭脳ユニット（Brain Unit）
頭脳マップカードの 5つの領域の、5つの本能アイコンの上に置いて隠すために使用します。隠
してある本能は非活性のものです。

成人ユニット（Elder）
人口統計シートの成人（Elder）プールで使用します。上半分が生産者、下半分が消費者です。生
産者が多いほど経済的に良い状況です（詳細は 9.3参照）。

時代ユニット（Era Unit）
時代 IIに到達した場合には、進歩トラック（頭脳マップカードの裏）上の時代を示すために使用し
ます。

大地支配（Footprint）
マップ上で、飢餓状態に至らずにへクスに存在できるユニット数を示します（図参照）。

図の場合、

へクスAには 1ユニット、

へクス Bには 2ユニット、

へクス Cには 2ユニットが

存在しています。
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使役（Guest Worker）
都市攻撃に勝利したときなどに、勝者プレイヤーは自分の成人プールのユニットの半数までの成

人ユニットを、敗者プレイヤーの成人プールから奪えます。生産者/消費者のどちらの成人ユニット
を与えるかは敗者プレイヤーが選択できます。勝者側は使役を自分の成人ユニットのごとくに使

用できますが、損失した場合には元の持ち主の革新/人口の所に戻します。

インフラ

5個のユニットをインフラトラック上の 5つのカテゴリー（大地支配・金属加工・航海・エネルギー・疫

学）の獲得技術の記録に使用します。

損失

除去されたマップユニット、頭脳ユニット、成人ユニットのことです。そのユニットは人口統計シート

の「革新」（Innovation）トラックの右からの空き領域に置いていきます。それが一杯になったら「人

口」（Popuration）トラックの空き領域に置いていきます。

マップユニット

マップ上の移民ユニットと都市ユニットの総称です。移民ユニットはマップ上のへクス頂点の円に

配置し、3へクスに影響を及ぼします。都市ユニットはへクス内の都市の円に配します。[図参照]

隣人（Neighbor）
あるプレイヤーのマップユニットと同一へクスまたは隣接へクス上にある、他プレイヤーのマップユ

ニットのことです。

4.0戦略ガイドとヒント（ゲームの概要を手早くつかむために）

拡張

対戦相手をいち早く取り込みなさい。社会スキルの本能を持っている場合には、威圧（Silverback）
のアクションが拡張と侵略には有効です。

経済

1～2ターンのうちにマップは埋まります。そこからは成人獲得（Elder Gain）により経済を好転させ

る必要があります。これには 2つの望ましい効果があります。これは革新(Innovation）にストックさ
れているユニットを減らし（より多くのカードを得られます）、さらに成人プールにユニットを置くこと

は公共カード獲得・土着化・人口アクション（交易・文化変容・成長・征服）のために使えます。
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革新

革新が、手早く成人を得るための方法です。革新はカードをプレイすることにより行え、革新が進

むほど得られるカードの枚数も増えます。

「出生率低下」アイコンのあるカードをプレイすることは、しばしば人口増加時の革新を増やします。

頭脳マップ

プレイヤーは自分の頭脳マップの頭脳ユニットを除去したり（これは頭脳拡張 encephalizationに相
当）ことやそれを再配置したり（これは言語野発達 lexicalizationに相当）したくなるでしょう。成人

獲得の最良のチャンスは、アルファ（社会スキル）脳をクリアにし続けることです。

それぞれの頭脳部位は次のような役割があります。

部位 アイコン 役割

社会スキル 成人獲得、捜索と模倣、侵略時の威圧、言語を獲得し時代 IIに移行
するための語法

自然伝承知識 土着（都市化と大地支配）、技術の頭脳拡張（インフラ発展による）

技術知識 言語の頭脳拡張（時代 IIへの移行）、航海、金属加工。航海はとりわ

けアラスカ・オーストラリア・マダガスカル・スペインに移動する際に役

立ちます。

言語 土着（都市化と大地支配）、物語創作（成人の再利用）、言語野発達

（頭脳ユニットの移動）、時代 IIへの移行

捜索（ransacking）
もっとも有用な革新のアクションは「模倣（Imitation＝他人の捨てたカードを捜索）」です。もっとも

原始的な２種族（北京原人とアルファ原人）は頭脳の社会領域をクリアにしない限り模倣を行えず、

これは深刻な不利になり得ます。しばしばそのプレイヤーは犠牲を省みない「サビーニの襲撃」の

ごときプレイで隣人から獲得をする決断を迫られる必要があるでしょう。

都市

プレイヤーは「都市の数＋1」の成人しか獲得できません。従って素早く都市を建てたり奪ったりす

る必要があるでしょう。都市を得るには都市化・土着化・都市攻撃の 3つの方法があります。

都市化 Urbanization このアクションは時代 III 以降で使用でき、最低で人口 3が必要

です。

土着化 Domesticasion 土着化を成功させる一番の方法は労働家畜であり、これは乗用

家畜や穀物や鉱物よりも優先させるべきです。プレイヤーは成人

を使い切らないよう勤め、頭脳の「木の実」と「言語」の部分をクリ
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アにするようにし、乳牛やウォンバットのような複数の「+」を持つ

良い労働家畜の居るへクスを支配するように試みましょう。

都市攻撃 Siege 相手の大地支配が低く、あなたの金属加工が高いほど成功しや

すくなります。金属加工を得るには「乗用家畜」（これらは馬のよう

に「-」の修正が入っています）を獲得したり「手」の本能をクリアに

して武器の概念を発達させます。素早い成長と、征服からの秩序

の維持のために「威圧」を使いましょう。

エネルギー

「黄金期」をもたらすにはエネルギーの進歩が必要です。ゲーム序盤では「労働家畜」を獲得する

ことがエネルギーをステージ 1に上げる唯一の手段です（ただしオプションルール「家畜の襲撃」

で隣人から奪うことは可能です）。エネルギー 1を得ないうちは、乗用家畜や穀物の土着化を試み

るべきではありません（ただしバナナのような「-」のない穀物は別ですが）。エネルギーをステージ２

に上げて時代 IIIの黄金時代に到達するためには、誰かが時代 IIIの３枚のカードのうち１枚をプ

レイするか、Biofuelを土着化せねばなりません。最良の Biofuelの産出場はアメリカ大陸ですが、

スペインのオリーブとハワイの鯨も有効です。これらの場所に都市を建てなさい。石油やウラニウム

は拡張セットでのみ意味があり、これらはエネルギー 3を獲得して時代 IVの黄金時代に到達する

ために有用です。

時代の進歩

進化には勝利につながる多くの公共カードを得ることにつながる最高の手段です。ただし注意し

てください。時代 IIになったら「自然主義者（Naturalist）」のような時代 Iの有用なアクションが使え

なくなります。成人 1、都市 1、土地支配 2を得るまでは時代 IIに進めるべきではありません。時代

の変化による「混乱」は通常は避けるべきですが、一方で時代 III や時代 IVに進むためには不可

欠です。混乱からすみやかに立ち直って革新を進めるためには、多くの「出生率低下」カードを手

札上限数いっぱいまで手札に残しておいたうえ混乱させるべきです。

新しい時代に進む前に、その新しい時代の黄金期に到達する条件を満たしておくと良いでしょう。

そうすれば時代を進めたターンのうちに黄金期に到達させることで、公共カードを表にすることで

混乱が続くことを回避することも可能になります。
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5.0　セットアップ
1.「新世界」を「旧世界」の左につけるように、2 枚のマップを配置します。マップの傍に、3 枚の気

候カードを左上の赤丸が見えるように並べます。これは気候が「サバンナ」「草原（Parkland）」「氷

河期」であることを示します。

2.各プレイヤーに、無作為に頭脳マップカードを 1 枚ずつ配り、さらにそれと同種（A/C/H/N/P）の
人口統計シートを配ります。頭脳マップカード（頭脳の面）を人口統計シートの「Brain Map」の所に

置きます。人口統計シートの下部には「Repertoire」の 3つのスロットがあり、ここには獲得した公共

カード（勝利カード）を並べます。注：2-3人プレイの際は、プレイヤー 1がHか P、プレイヤー 2が
NかC、プレイヤー 3がAを担当します。4人プレイの場合にはNかAを取り除きます。

3.各プレイヤーは、同色のユニット全部（24個）を受け取ります。

4.各プレイヤーは「インフラトラック」の 5つのトラックの一番左に、自分のユニットを 1個ずつ置きま
す。

5.各プレイヤーは、頭脳マップに記された地名（Peking Man/Archaic Homo 
Sapiens/Hobbits/Neanderthal/Cro-Magnon）と同名のマップ上のスポットにユニット 1個を置きます。

6.各プレイヤーは、自分の頭脳マップの 5つの本能アイコンのうち、黒いアイコンの上にユニットを

1個ずつ置きます。

7.各プレイヤーは、自分の人口統計カードの革新（Innovation）および人口（Popuration）の欄の、

赤い★がついていない数字の所に残りのユニットを 1個ずつ置きます。

8.時代カードを時代ごとに 3つの山に分けて、裏向きにシャッフルして置きます。

9.頭脳マップのアルファベット（A/C/H/N/P）が一番早いプレイヤーからプレイを開始し、あとは時計

回りにゲームを進めます。

6



6.0　ゲームのプレイ
各プレイヤーのターンは、次の 7フェイズを順次行うことで進みます。

1.革新：革新のポイント数に等しい革新アクションを実行できます。

2.天災解決：火山、気候変化、疫病を解決します。

3.カードのプレイ：カードの効果と競りを解決します。

4.安定ロール：ロール（サイ）に失敗すると、混乱になります。その結果、人口減少・暗黒時代・公共

カードの機能停止・ゲーム終了などになり得ます。

5.人口：人口のポイント数＋消費した成人数に等しい人口アクションを実行できます。

6.都市攻撃の解決：他プレイヤーの都市を取れれば「使役」１個を取ることができます。

7.飢餓へクスの解決：大地支配による人口支持力に等しい数になるまで人口を減らします。

シーケンス・チャートに概要が記されており、以下、このマニュアルで詳述されます。

7.0　フェイズ１：革新
プレイヤーは、フェイズの開始時の人口統計シートの「革新」トラックのユニットが空いている数字

に等しい数の革新アクションを実行できます。どのような順序で実行しても構いませんし、同じアク

ションを複数回実行しても構いません。

例：トラックにユニットが 1個しか残っていない（"5"の数字の上のみにある）状態では、見えている

数値は"4"になりますので、プレイヤーは 4 回のアクションを行えます。

7.1　時代 Iの革新アクション
時代 Iのアクションは 7種類あります。それぞれ、アクションに記されたアイコンに相当する頭脳の
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部分が開いた状態でなければプレイできません。またいくつかのアクションは「成人消費（expend 
）」を必要とします（→後述）。

アクション 必要 内容

1 新しいふるまい
Novel Behavior

か

時代 Iの山からカード 1 枚を手札に加えられます。

ある時代のカードを引こうとした際に山がなかった場合は、その時代

の捨て札を全部集めて裏向きにシャッフルして新たな山札にします。

2 模倣 Imitator 時代 Iのカード 1 枚を捜索（ransack）します。すなわち対戦相手の

人口統計シートの捨て札（discard）の山の一番上のカードが自分が

使える時代のものであった場合に、それを自分のものにできます。

捜索できるカードがなかった場合には、時代 Iのカードを山札から 1
枚引きます。

3 威圧 Silverback プレイヤーは「出生率増大」2を得ます。すなわち、人口統計シート

の人口（Population）トラックの左の 2ユニットを、革新（Innovation）ト
ラックの空き領域に右詰めで移動させます。さらに「安定ロール」で

はサイの目に 2を加えます。

4 語法 Locution 　　　

（両方）

プレイヤーは頭脳のWernicke 野をクリアにできます（9.3参照）。

ただしフェイズ 4で「混乱」になります（10.0参照）。

5 言語野発達 
Lexicalization 

プレイヤーは頭脳マップのユニット 1個を、空いている隣接した頭脳

野の 1個に移動させられます（9.4参照）。
例：N（ネアンデルタール）は、Broca 野のユニットを空いている

Neocortex 野に移動させられます。

6 物語創作 
Storyteller 

プレイヤーは人口統計シートの成人 1個のリセット（Reset）を行えま
す（9.3参照）。

7 自然主義者 
Naturalist 

（全部）

プレイヤーは動物か植物の土着化を試みられます。

（9.5参照）

7.2　時代 II以降の革新アクション
時代 IIに到達したプレイヤーは、次の 8つのうちから行動を選びます。必要な条件はありません。
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アクション 列

1 発明 Invention プレイヤーは、自分が到達した任意の時代の山札から時代カード 1 枚を

手札に加えられます。

2 教育 Education プレイヤーは「捜索」を行えます。※「模倣」と同じです。

3 ベビーブーム
Baby Boom

プレイヤーは人口統計シートの人口（Population）トラックの左の 1ユニット
を、革新（Innovation）トラックの空き領域に右詰めで移動させます。革新

トラックに空きがなければ行えません。

4 経済刺激
Economic 
Stimulation

プレイヤーは成人プールの「消費者(Cosumer）」側のユニットを「生産者

（Producer）」側にリセット（Reset）できます。移動できる数はレパートリーの

情報（Information）欄のカードの最大ランク数です。
例：青プレイヤーの最大の情報カードはランク 2でした。彼の成人プール
の消費者側には 3個のユニットがありました。彼は「経済刺激」アクション

を行い、その 2個を生産者側に移動させます。さらに彼は再度「経済刺

激」アクションを行いました。1個分余りますが、彼はこれを他プレイヤー

の成人 1個を移動させるために使用することができます（9.3参照）。

5 黄金期突入 Enter 
Golder Age

自身の進歩トラック（頭脳カードの裏；10.0参照）に示されているインフラ
条件を達成したプレイヤーは、時代ユニットを黄金期の位置に移動させ

ます。プレイヤーは自分の 3つのレパートリーのそれぞれから 1 枚の公

共カードを表にできます。

6 革命 Revolution

（時代 III 以降）

使用していない頭脳カード、または暗黒期（後述）のプレイヤーの頭脳カー

ドを、自分の頭脳カードと交換できます。後者の場合、そのプレイヤーは

成人 1ユニットを損失させることで、交換をキャンセルできます。交換が行

われた場合には、双方のプレイヤーが新たな頭脳カードのもとの時代の

位置に時代ユニットを置きます。プレイヤーは「安定ロール」でサイの目か

ら 2を引きます。

種族の交換は、勝利条件やカードの競りの優先順位など、種族を参照す

る部分のすべてに影響します。

7 諜報 Espionage

（時代 III 以降）

プレイヤーは、他プレイヤーの手札から 1 枚を無作為に取れます。

8 冷戦 Cold War

（時代 IV 以降）

プレイヤーは、他プレイヤーの公共カード 1 枚を裏向きにできます。
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8.0　フェイズ 2：天災解決
フェイズ 1で引いた公共カードが「天災」を含んでいる場合には、プレイヤーはそれを表にして、そ

れを解決しなければなりません。解決順序はプレイヤーが決められます。天災カードでないカード

は、このフェイズでは無関係であり、フェイズ 3で解決されます。

8.1　火山の噴火

該当する火山のへクスに存在するすべてのユニットが損失になります。

8.2　気象変動

サイを 1個振り、該当する目の気候カードを裏返して、その結果に従います。

サイの目 概要 内容

1-3 サバンナと砂漠 表が「サバンナ」、裏が「砂漠」です。|

4-5 草原とジャングル 表が「草原」、裏が「ジャングル」です。

6 氷河期と熱帯 表が「氷河期」、裏が「熱帯」です。

8.3　居住不適
・白丸スポットと白円都市エリアは、氷河期には常に駐留や居住が不能になります。熱帯の場合に

は、「干し草」（=疫学 2）があれば駐留や居住が可能です。

・青丸スポットは、常に駐留が不能です。

・半灰半青のスポットは、熱帯には駐留が不能です。

・黄色のスポットと黄円都市エリアは、砂漠になった場合には「井戸」（=エネルギー 2）がない限り

駐留や居住に不適です。|

・緑のスポットと緑円都市エリアは、ジャングルになった場合には「殺虫剤」（=疫学 6）がない限り駐

留や居住に不適です。

駐留・居住が不適のスポット/エリア上にある移民ユニット/都市ユニットは、適したインフラを有しな

い限り損失になります。
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8.4　疫病

このカードを引いたプレイヤーと、そのプレイヤーが選んだ「隣人」１名（存在していれば）がその疫

病にかかります。赤い「進歩」の右向き矢印が示すように（9.3参照）、疫病にかかったプレイヤーは

疫学（Immunology）が 1進歩したうえで成人１つを失い（9.3参照）、出生率が 2 増加します（7.0参
照）。カードに記した数値の疫学をすでに獲得しているプレイヤーは疫病にかからず、一切の効

果を得られません。例：マラリアは疫学 3を得ているプレイヤーには無効です。

9.0　フェイズ 3：カードのプレイ
プレイヤーの手札上限数（このフェイズの終了時に手札として持っていられる枚数）は、そのプレイ

ヤーの 3つのレパートリー（5.0参照）の最大の「情報」数に 1を加えた数です。プレイヤーは手札

上限数になるまでカードをプレイしなければなりません。カードは任意の順番でプレイできます。

公共カードは必ずプレイしなければなりません。プレイヤーが情報カードを獲得またはリセットされ

た場合に手札上限数のボーナスはただちに適用され、裏返ったり失われた場合には失われます。

9.1　捨て札
プレイせずにカードを「捨て札」にすることはできません。プレイしたカードはそのプレイヤーの人

口統計シートの「Discard Pile」領域に表向きに積みます。プレイヤーは自分の捨て札の山を自由

に確認できますが、他のプレイヤーの山の中を見ることはできません。

9.2　公共カード

公共カードは表向きにプレイして「オークション」にかけます。オークションで競り落としたプレイヤー
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はそれを人口統計シートの対応する「レパートリー」の所に表に置きます。誰も競らなかった場合

には引いたプレイヤーのものになります。カードを得たプレイヤーがその効果を得られます。

オークション：カードの時代に達しているプレイヤーのみが参加できます。参加可能なプレイヤー

は、いつでも自身の「生産者」の成人の数の範囲内で数字を宣言できます。最小の数字は 1であ
り、同数で並ぶ可能性もあります。数値を上げることは可能ですが、下げることはできません。オー

クションは誰も数字を宣言しなくなれば修了します。もっとも高い数字のプレイヤーがただちにそ

れを獲得して自身の人口統計シートのレパートリーの所に置きます。数値に等しい数の生産者の

成人ユニットを消費者への「消費」（9.3参照）に充てる必要があります。

公共カードに「成人損失（Elder Loss）」アイコンが記されている場合には、その指示により、落札し

たプレイヤーは自身の成人ユニット 1個を損失として「革新」トラックに移動させなければなりませ

ん。これは必須です。これはカードを競り落とした際に１回だけ適用され、このカードがリセットされ

た際に再度成人損失の必要などはありません。

同数：賭けが同数の場合には、カード右上の種族の順位が上のプレイヤーが優先されます。

（例）プレイヤーNとプレイヤー Cが図のカードの賭けを行い、双方が 1を宣言しました。Nプレイ
ヤーがカードを獲得し、生産者の成人 1ユニットを消費者に移動します。

いま「消費者」に移動した成人ユニットをその損失に充てることができます。

重要：時代 IVのカードにのみ、「賭けの順位」の種族の頭文字が黒い四角で囲まれているカード

が存在します。その場合には、その種族のプレイヤーがそのカードを得た場合、ただちにそれを

ゲーム外に取り除かなければなりません（19.1参照）。※図では囲まれていません。

公共カードのカテゴリーと、それを保持することの効果は次の通りです。

カテゴリー アイコン 効果

情報 革新アクション（7.0参照）の「経済刺激」でのリセットできる成人数。およ

び手札上限数。

たとえば情報が 3であれば「経済刺激」で 3個の成人をリセットでき、手
札を 4 枚まで持てます。

文化 より文化の低いプレイヤーに対して人口アクション(11.0参照)の「文化変

容」を行えます。

政治 政治の数だけ、安定ロール（10.0参照）のサイの目に加えることができま
す。
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助成アクション：公共カードに人口アクションか革新アクションが書かれていた場合、そのアクショ

ンは「助成」されます。カードを獲得しているプレイヤーは、そのアクションに本来必要とする時代

に達していなくても、そのアクションを行うことが可能になります。

9.3　アイデアカード

アイデアカードは左右の側のどちらかをプレイします。双方はプレイできません。

プレイする側を選択したら、プレイヤーはアイコンで示されている行動のうちから、実行したいもの

を選択してその順序で実行します。ただし「成人損失（Elder Loss）と「頭脳拡張」のアイコンは記さ

れていれば必ず実行しなければなりません。

種類 内容

必要インフラ
Requirements

左側に記されているラベンダーの領域のアイコンは、それを使用するうえ

で必要な本能やインフラです。

例：図の「天体観測Astrolabium」のカードは「金属加工」2と「航海」2があ
れば使用できます。※「進歩の矢印（次）」があるので、使用により「航海」

が 2 以下であれば 3になります。

進歩の矢印
Advancement Arrow

対応するアイコンのインフラを 1 向上させます。

ただし赤菱形の数字は上限(Bounds)であり、このカードのプレイや土着化

によりこの数値を超えるような上げ方をすることはできません。

また時代 IVの進歩の矢印アイコンには「成人消費」アイコンが記されてい

ます。奴隷化されていないプレイヤーがこの進歩を行おうとする場合には、

成人消費１が必要です。

成人消費 Elder 
Expenditure

実行のためには、成人プールの「生産者」ユニットを「消費者」に 1個移動

させなければなりません。

生産者は土着化や賭けなどに必要になります。
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種類 内容

成人リセット
Elder Reset

成人プールの「消費者」ユニット 1個を「生産者」に移動させることができま

す。消費者ユニットはプレイヤー自身、または（時代 II 以降は）同意したプ

レイヤーのユニットを充てられます。

成人リセットはプレイヤーの裏向きの公共カード 1 枚を表向きにするため

に使用することもできます。

成人獲得 Elder Gain プレイヤーの成人プールのユニットの個数が都市の個数以下であった場

合には、成人プールに 1個の「生産者」ユニットを加えられます。加える生

産者ユニットは「革新」(Innovation）トラックの一番左の 1個であり、革新トラッ
クが空である場合には「人口」（Population）トラックの一番左の 1個です。
それができないか希望しない場合には「成人リセット」（消費者を生産者に）

1個を行うこともできます。
例：都市 1個を持つプレイヤーは 2個までの成人を獲得できます。ただし

都市が減っても、すでに得た成人を戻す必要はありません。

成人損失 Elder Loss 成人プールの生産者か消費者のユニット１個を損失として革新トラック（一

杯なら人口トラック）に戻します。成人プールが空であれば無視します。

このアイコンに限り、カードに記されていた場合には実行必須です。

文化普及 Cultural 
Diffusion

このアイコンがあるカードがそのプレイヤーの「捨て札」の山の一番上にあ

る間は、そのプレイヤーは捜索やオークションに参加する際の時代の制限

を無視できます。加えて、そのプレイヤーに対して他のプレイヤーが攻撃

を仕掛けてきた場合には、そのプレイヤーに対してただちに無料で「捜索」

を実行できます。それにより得たカードは次の自分のターンのプレイフェイ

ズまで手札に保持できます。

蛮族の襲来
Barbarian Raid

蛮族アイコンの側をプレイした場合には、そのプレイヤーは「隣人」プレイ

ヤー１人に「蛮族による攻撃」をかけられます。それにより公共カード 1 枚

を失わせるか、そのプレイヤーが選んだ成人 1ニットを損失させられます。
失われた公共カードはゲームから除外されます。蛮族の襲撃は「奴隷」状

態（14.2参照）を終了させるために使用することができます。

出生率低下
Fecundity Decrease

プレイヤーは「革新」トラックの左端のユニット 1個を、「人口」トラックに右

詰めで移動させられます。人口トラックが一杯であれば効果を無視します。

頭脳拡張
Encephalization

時代 Iのみです。プレイヤーは頭脳マップの、アイコンで示された本能の

上にあるユニットを損失させて革新/人口トラックに移動させます。

言語の本能が複数ある場合には、どちらかを選べます。

プレイした側にこのアイコンがあった場合、必須になります。
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9.4　頭脳マップ

頭脳マップは種族ごとに異なる 5つの領域に４種類のアイコンの本能が配置されています。

領域の上に頭脳ユニットが置かれているときには、その領域の本能は非活性です。

時代 IIへの移行：
頭脳マップの上のすべての頭脳ユニットが損失し取り除かれたプレイヤーは、ただちに時代 IIに
進みます。

頭脳マップのカードを裏返して、３つの時代トラックの面を表にします（10.0参照）。最後に取り除

いたユニットを時代 IIの暗黒期の所（metaphilic languageと書かれた場所）に置き、以後は「時代

ユニット」として使用します。

9.5　土着化
植物・動物のアイコン入りのへクスが居住可能（8.3およびオプションルール 7参照）であり、かつ
都市がまだ存在していない場合には、そのへクスに影響を及ぼせるプレイヤーは、カードを使用

するか時代 Iの革新アクション「自然主義者」をプレイすることで土着化を試みられます。資源アイ

コン入りのへクスが居住可能（8.3参照）である場合には、すでに都市が存在したりすでにその資
源を過去に利用したことがあったとしても土着化を試みられます。土着化は「成人消費」1を行った
うえでサイを 1個振り、マップまたはカード上のアイコンに対応する作物表・家畜表・資源表を参照

します。サイの目にはマップおよびカードのアイコン上の「+」「-」による修正が加えられます。

例１：プレイヤーはカードを使わずにココヤシ（++）の土着化を試みました。サイの目は 1であった
ので、作物表（Crop Cultivation）の 3の「Nuts」を見ます。これは「エネルギー 2」が必要です（紫の

表示）が、そのプレイヤーはまだエネルギー 1であったので土着化に失敗し、何も得られませんで

した。しかし支払った成人 1は戻ってきません。
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プレイヤーが土着化に成功した場合には、アイコンで示された進歩を得ることができます。さらに

そのへクスの自分の移民ユニット 1個を「都市」ユニットとして移動できます。

例２：プレイヤーは「あぶみ Stirrup(-)」のカードを用いてマストドン(-)の土着化を試みました。サイ

の目から 2を引きます。結果は「1 以下」でした。プレイヤーはマストドンを戦闘で使うことができるよ

うになり、さらに「大地支配」と「金属加工」がまだ 2でなければ、1進められます。さらにそのへクス
の自分の移民ユニット 1を「都市」に移動します。

重要：6 以上の目が出た場合には、そのプレイヤーと、そのプレイヤーが選択した隣人プレイヤー

１人に「疫病 1」の効果が出ます。

３と 4の目が出た場合には、土着化に失敗したうえその動物は凶暴化します。このときプレイヤー

が 4人以下の場合には、使用していないプレイヤーのユニットをそのアイコンの上に置きます。こ

れはその動物が「絶滅」したことを示し、以後はその動物は土着化できず、そのへクスに都市を建

設するのは「都市化」のアクションによってのみになります。

資源の場合には、その算出する内容により効果が変わります。

例：金（gold）のあるヘックスにすでに都市を建てているプレイヤーが、その資源の採掘（土着化）
を試み、成功しました。新たに都市を建てることはできませんが、プレイヤーは「成人獲得」1を得

られます。
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10.0　フェイズ４：安定ロール
人口統計シートの人口トラックの下に、現在の人口における混乱境界（Chaos Threshold）の数値が
あります。スマイルアイコンである場合には混乱は発生せず、安定ロールの必要はありません。

安定ロールは、サイを１個振り、政治カードの剣アイコンに記された剣の本数のうち、一番多いもの

を目に加えます。また時代 Iで「威圧」（Silverback）を行った場合にはさらに２を加えます。

その結果が「混乱境界」の数値を下回った場合には、混乱が発生し以下の４つの効果が出ます。

効果 内容

1 人口減少
Depopulation

マップユニットの半数（端数切り下げだが、望むなら切り上げても可）をマッ

プから損失させます。どのユニットを損失させるかは選べます。

2 暗黒期突入
Enter Dark Age

時代 II 以降のみ発生します。プレイヤーが現在「黄金期」の時代にあった

場合には、混乱が発生した場合にはその１つ上の時代の「暗黒期」か、現

在の時代の「暗黒期」に時代ユニットを移動させます。

3 公共カード停止
Suppress Public 
Card

プレイヤーのすべての公共カードを裏向きにします。それは表になるまで

無効になります。表にするには「成人リセット」か「黄金期」を要します。

4 ターン終了 Turn 
End

混乱した場合には、ステップ 5-7はプレイせずにターンを終了します。

重要：混乱は、時代 II 以降で、時代を先に進めるためには必須です。

例：プレイヤー「N」は現在人口トラックが 2であり、混乱境界の値は 2でしたので安定ロールを行

います。１の目が出てしまったので混乱が発生します！　プレイヤーは 3個のマップユニット（都市
2と移民 1）ありましたので、移民 1個を損失させることにしました。さらにそのプレイヤーは現在、
時代 IIIの黄金期（matrimony）に居たので、それを時代 IIIの暗黒期（Rasism）に戻すことなく、時
代 IVの暗黒期（divorce）に進めました。拡張セットを用いていない場合にはここでゲームが終了し

ますので、全員ポイント計算を行います。拡張セットを用いている場合には、このターンはそれで

終了してゲームは続きます。
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11.0　フェイズ 5：人口アクション
プレイヤーは人口数のポイント（＝このフェイズ開始時の、人口トラック上にユニットが置かれてい

ない右端の数字）と等しい回数の人口アクションを実行できます。さらに望むならば生産者である

成人を消費者である成人へと消費（enpend）させることで、このポイントを増やせます。人口アクショ

ンは任意の順番で行ったり、同じアクションを複数回行うことができます。人口アクションは 7種類
あります。

アクション 内容

1 文化変容
Acculturation

プレイヤーは自分より文化ランクが低いプレイヤー（すなわち文化カテゴリーの

公共カードの一番☆印の多いカードの星の数が、自分よりも小さいプレイヤー）

の成人ユニット１個を盗んで「使役」として自分のユニットにできます。ただしす

でに自分の「都市数+1」より多くの成人をプールしている場合には盗むことはで

きません。

※文化カードがないか全部裏向きのプレイヤーは、文化 0になります。
2 交易 Trade 時代 III 以降で可能です。同意した隣人と行うことができます。インフラのどれ

かの列を双方で比較します。劣っている方はその列を１個進めることができ、進

んでいるほうは「成人獲得」を行うことができます。双方が等しければ何も利益

はありません。

注：アクションが実際に実行された際にポイントは消費されます。

3 都市化
Urbanization

時代 III 以降で可能です。人口アクション 3 ポイントを消費することで、マップ上

の移民ユニット 1個を都市ユニット 1個に移動できます。そのへクスには都市ア

イコンが存在し、居住可能（8.3参照）でなければなりません。へクスに都市を２

つ作ることはできません。

4 サビーニの

襲来
Sabine Raid

プレイヤーは、このフェイズにすでに攻撃を行った（移民アクションを参照）かこ

れから都市攻撃（12.0参照）を行う対戦相手に対して、捜索か諜報（時代 III 以

降）を１回行えます。これは先の攻撃でどちらが勝利したかには無関係に利益

を獲得できます。

通常攻撃・都市攻撃１回につき１回までしか「サビーニの襲来」は行えません。

5 人口増加
Population 
Increase

プレイヤーは人口トラックの一番左のユニット 1個を、マップ上のアクセス可能

であり居住可能（8.3参照）なスポットに置きます。アクセス可能とは、すでに自

分のユニットまたは自分の奴隷プレイヤーのユニットが居るスポット、または都

市があるへクス上にあるスポットのいずれかです。そのスポットに他のプレイヤー

のユニットあるかどうかは無関係です。人口トラックが空になればもう置けません。

ユニットを置いた後で、ポイントを消費せずに「移民」アクションを行えます。

6 移民
Migration

プレイヤーは、このターンにまだ移動していない移民ユニット 1個を移動させる

ことができます。移民ユニットはへクスの線沿いに 5移動までが可能です。居住

可能なスポットで移動を終えねばなりません。「攻撃」でない限り、他のプレイヤー

のユニットの居るスポットで移動を終えてはなりません。都市ユニットは移動でき

ません。
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アクション 内容

-陸地：灰色のスポットは、つねに移動と居住が可能です。

-海：海は居住はできず、航海 2を得るまで進入もできません。航海 2の場合に
は 2移動力をかけて移動できます（15.0参照）。
-沿岸：半分海のスポットは、氷河期には居住できますが熱帯期には居住できま

せん。

-ツンドラ：半分白丸のスポットは、氷河期には進入も居住もできません。熱帯期

には干し草（=疫学 2）があれば侵入と居住ができます。

-草地：緑の丸は草地のときは侵入も居住もできますが、ジャングルになった場

合には殺虫剤（=疫学 6）を得るまでは居住ができず、青銅（=金属細工 2）を得

るまでは進入できず、青銅を得ても 2移動力がかかります。

-サバンナ：黄色の丸は砂漠でなければ居住でき、砂漠であっても井戸（=エネ

ルギー 2）があれば居住可能です。砂漠であれば商隊（=大地支配 2）がなけれ
ば進入できず、商隊があっても 2移動力がかかります。

白い海峡の部分は、氷河記であるか筏（=航海 1）を得ていれば移動できます。

赤い海峡の部分は、筏を得ていた場合のみ移動できます。

太平洋：

BeringiaとHawaiiは双方のマップに存在していますが、これは一方に入った

場合に、対応するもう一方にはただちに入っているものとして扱います。

攻撃と蛙跳び：

他のプレイヤーのユニットのあるスポットに入った場合には、攻撃をかけるか通

過の許可を得ようとすることを選べます。許可が得られなかった場合には自動

的に攻撃になります。攻撃の場合には、攻撃側の「金属加工」の値を防御側の

それと比較して、低いほうのユニットが損失になります。等しい場合には双方が

損失になります。攻撃側が勝利した場合、移動はそこで終了します。

[重要]

攻撃側が海峡を渡るか海から攻撃を行う場合には、「金属加工」の値を 1 減ら

します。

7 グローバル

化
Globalization

時代 IVでのみ可能です。プレイヤーは都市の数よりも多くの成人を持つプレ

イヤー１名に対して「成人損失」1(9.3)を起こします。
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12.0　フェイズ６：都市攻撃
このフェイズに、プレイヤーは自分の移民ユニットがあるへクスに他プレイヤーの都市があった場

合には、その都市１つに対して１回の都市攻撃をかけられます。どの都市に都市攻撃をかけるか

はプレイヤーが選べます。

1 解決

現在のプレイヤーの戦力は、そのへクスの移民ユニットの数です。

防御プレイヤーの戦力は、そのへクスの移民ユニットの数にそのプレイヤーの大地支配

（Footprint）の数を加えます（これは都市の戦力を示します）。

プレイヤー間で「金属加工」に差があった場合には、大きいプレイヤーに戦力 1を加えます。

注：攻撃側が火薬（=金属加工 4）を得ている場合、防御側の大地支配は 1になります。（15.0）

現在のプレイヤーの方が高ければ、防御側の都市は損失となり、攻撃側の移民ユニットの 1個を
その都市に移動させます。さらに防御側の成人１個を使役として自分の成人プールに入れます。

ただしいま取った都市の数を含めても成人プールの上限に達している場合には使役を取れませ

ん。

現在のプレイヤーが等しいか低ければ、攻撃は失敗し何も起こりません。

13.0　フェイズ７：飢餓解決
あるへクスに対する、自分と他プレイヤーのマップユニットの合計が現在のプレイヤーの大地支配

（Footprint）の数字を上回っていた場合には、そのへクスは飢餓状態になります。

プレイヤーは任意の順番ですべてのへクスの飢餓状態を解決します。

解決：プレイヤーは、飢餓状態が解決するまで自分のマップユニットを損失させます。

例：

次ページ図で黒プレイヤーの大地支配が 2であった場合には、India/Tibet/Afganistanの３つのヘ

クスはすべてマップユニットが 3ありますので飢餓が発生します。黒プレイヤーは nicaeaの移民ユ
ニットを損失させて 3つのへクスのマップユニットを 2にし、3つのヘクスの飢餓を解決しました。
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14.0　特殊ルール

14.1取引
時代 II 以降、プレイヤーは他のプレイヤーに２種類の取引をもちかけられます。

他国援助

プレイヤーは、いつでも他のプレイヤーの「成人消費」を助ける目的で、自分の成人消費を充てら

れます。他プレイヤーのカード獲得のための「賭け」を援助することもできますが、あくまでそのプレ

イヤーがそのカードを獲得する資格がない限り援助はできません。

出入国禁止

プレイヤーはいつでも他のプレイヤーに対して、相手のターンであっても自国の通過の許可や禁

止、自国が保有する資源の他国の採掘の許可（これは航空機利用などで意味があります）を表明

することができます。これは取引の一環になり得るでしょうが、ただし実際の拘束力が何かあるわけ

ではありません。

14.2　奴隷化と奴隷の社会
最後のマップユニットを損失したプレイヤーは隷属社会になります。攻撃の結果としてこうなった場

合、勝者が奴隷使用社会になります。天災や飢餓の結果としてそうなった場合には、そのプレイヤー

が自分に対する、奴隷使用社会になるプレイヤーを選択します。
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隷属社会と奴隷使用社会の双方のプレイヤーは、次の６つの効果になります。

状態 内容

大地支配
Footprint

奴隷化を行った時点で双方の大地支配の値に差があった場合には、低いほ

うのインフラユニットを高い方の値まで進めます。さらに奴隷使用プレイヤーの

ユニットを隷属プレイヤーのユニットの上に重ねて奴隷を示します。

奴隷の行動制限
Slave Prohibited 
Actions

隷属プレイヤーは土着化・革命・交易・自然主義者・都市化・サビーニの襲来

のアクションを行うことはできません。

奴隷の人口増加
Slave Population 
Growth

隷属プレイヤーは奴隷使用プレイヤーの都市のあるヘックスでのみ人口増加

を行えます。奴隷使用プレイヤー以外のスポットに隷属プレイヤーのユニット

を置くことができ、その場合には攻撃が発生します。奴隷使用プレイヤーが都

市を持たない場合には、隷属プレイヤーの人口増加はありません。隷属プレ

イヤーはユニットを配置後に移動できません。

重要：都市が損失してもその周囲の奴隷移民が消滅するわけではありません。

文化変容
Acculturation

奴隷使用プレイヤーと隷属プレイヤーは規定の都市数の制限（11.0）の範囲
内で文化変容を起こし得ます。その場合、奴隷使用プレイヤーと隷属プレイ

ヤーの文化が等しい場合にも、奴隷使用プレイヤーは隷属プレイヤーを文化

変容できます。隷属プレイヤーは、奴隷使用プレイヤー以外のプレイヤーから

の文化変容を受けません。

注：隷属プレイヤーは都市を持てませんから、成人数の上限は 1になります。

インフラ進歩
Infrastructure 
Advance

奴隷使用プレイヤーまたは隷属プレイヤーの一方にインフラの進歩または退

化があった場合には、その影響はただちにもう一方のプレイヤーに及びます。

境界（9.3参照）は適用されます

例：奴隷使用社会が境界 4の疫病を受けました。奴隷使用プレイヤーと隷属

プレイヤーの双方が疫学 1を進めます。さらに奴隷使用プレイヤーが相手に
隷属プレイヤーを選んだため、さらに疫病を受け双方が疫学 1を進めます。

奴隷の反乱と大

量虐殺
Slave 
Revolt/Genocide

奴隷使用プレイヤーと隷属プレイヤーのマップユニット同士は「攻撃」や「都市

攻撃」を行いません。しかしながら、プレイヤーのどちらかが相手に「蛮族の襲

来」カードを使用すると決めた場合、または奴隷使用プレイヤーの社会が「混

乱」した場合、および奴隷使用プレイヤーが別の種族の奴隷になった場合に

は、プレイヤー間の隷属関係はただちに解消されます。このときには奴隷使

用プレイヤーのすべての都市に対して、隷属プレイヤーが「都市攻撃」を行っ

たものとして扱います。また奴隷使用プレイヤーが使用していた「使役」成人

ユニットはすべてその本来のプレイヤーに返却します。

奴隷使用プレイヤーが混乱の結果としてマップユニットを失う場合には、その

マップユニットを隷属プレイヤーのマップユニットと置き換えます（それは隷属

プレイヤーの人口トラックのユニットから使用します）。複数のプレイヤーを隷

属させていたプレイヤーが混乱した場合には、奴隷使用プレイヤーがその１

個ずつに対して、どの隷属プレイヤーのユニットで置き換えるかを選択します。

22



15.0　インフラトラックの注釈
インフラ 内容 解説

金属加工 4 攻城兵器 Siege Artillery 都市攻撃を解決するうえで、防御側の大地支配を「１」

として扱います。

航海２ 植民力 Colonial Power ユニットは移動力 2を用いたうえで、海に入れます。

航海３ 海上封鎖 Blockage 
Technology

ユニットは移動力 1で海に入れます。また海で移動を

終えることができますが、ただしそのユニットはフェイズ

7で飢餓により除去されます。※これは海に接した都

市を包囲するための犠牲的手段です。

航海４ 空軍Air Force 
Technology

石油（Oil）を算出するへクスに都市を持つプレイヤー

（※）は、移動力が 5でなく 10になり、どのようなスポッ

トにも入れます。加えて許可を得ずに他プレイヤーの

ユニットを越えられます。

航海 5 ミサイルMissile 
Technology

移動に一切の制限がなくなります。加えて「人口アクショ

ン」を使うことで、選んだ他プレイヤーの「航海」インフ

ラを下げられます。複数アクションを使えば複数下げら

れます。

エネルギー 3 鉄道 Railroad 
Technology

最初に「エネルギー３」を獲得したプレイヤーは、エネ

ルギー以外の任意のインフラ１を獲得できます。

エネルギー４ 自動車Vehicle 
Technology

石油（Oil）を算出するへクスに都市を持つプレイヤー

（※）は、「革新アクション」1を使うことで、エネルギー

以外のインフラ 1を獲得できます。

エネルギー 5 核爆弾A-bomb 
Technology

「人口アクション」1を使うことで、選んだ他プレイヤー

の都市 1を除去できます。複数のアクションで複数の

除去ができます。

MAD（相互確証破壊）:相手がエネルギー６を持って

いた場合には、１個都市を除去されたプレイヤーはた

だちに除去したプレイヤーの都市１個を除去できます。

核の冬：核で破壊された都市 3個につき 1 回、飢餓フェ

イズに災害の気象変動のサイを振り結果に従います。

疫学３ 性病菌Venereal Disease 
Germs

包囲攻撃（フェイズ６）を行っているプレイヤーに３まで

の疫病を与えます。

※訳注：およびそのプレイヤーから「許可」を得たプレイヤー。その都度採掘が必要。
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16.0　ゲームの例
和文省略。

17.0　ゲームの終了
ゲームは最初のプレイヤーが時代 IVの暗黒時代に入るか（基本セット）、時代 IVの次の暗黒期

に入った（拡張セット）ターンの終了時に終了します。

勝者の判定

ゲーム終了時に、全員のVPをそれぞれの方法で計算します。

各プレイヤーは自分のレパートリーの公共カードのうち、VPの対象になるカテゴリの最大ポイント

（カードは表でも裏でも構いません）、または成人プールの数を数えます。その数に、ゲーム終了

時の「革新」と「人口」の数を加えます。それがもっとも高いプレイヤーが勝利します。

種族 尊重価値観 条件１ 条件２

A 国家統一 政治（政治カードの最大ポイント） 情報（情報カードの最大ポイント）

C 世界人文主義 情報（情報カードの最大ポイント） 文化（文化カードの最大ポイント）

H 平等社会 政治（政治カードの最大ポイント 文化（文化カードの最大ポイント）

N 家族の伝統 文化（文化カードの最大ポイント） 成人（成人プールの個数）

P 個人の自由 情報（情報カードの最大ポイント） 成人（成人プールの個数）

注意：

時代 IV拡張セットを使用した場合には、「成人」をVPに数える種族の場合に、「生産者」である

成人は２倍のポイントとして計算します。これは時代 IVをプレイした場合にのみ適用されます。

18.0　オプションルール
名称 内容

1 自発的公共カード
Voluntary Public 
Card Introduction
[推奨]

ルール 9.0「公共カードは必ずプレイしなければなりません。」を削除。

代わりにプレイヤーは、アイデアカード同様に公共カードを手札に保

持できます。さらにこのルールを適用する場合には 9.2の「誰も競ら

なかった場合には引いたプレイヤーのものになります。」を「誰も競ら
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名称 内容

なかった場合にはそのカードをゲームから除外します」に変更します。

注：公共カードが天災を含んでいる場合には、天災解決フェイズで

「どの天災が発生したか」を言う必要がありますが、カードの公開は不

要です。

2 新たな人口アクショ

ン
New Population 
Actions
[推奨]

家畜の襲撃（時代 II以降）：
以下のどちらかを行えます。

● 隣人が「エネルギー」1以上である場合には、自分の「エネル

ギー」を 1にできます。

● 隣人が「大地支配」２以上である場合には、自分の「大地支配」

を２にできます。

採鉱（時代 III以降）
資源の土着化を行う場合に、プレイヤーがその資源ヘックスにすで

に都市を持ち、さらに成人１を消費した場合には、土着化判定のサイ

の目に１を加えることができます。

3 諜報対策
Counterespionage
[推奨]

「冷戦（Cold War）」や「諜報（Espionage）」アクションの対象になった

プレイヤーは、「成人消費」1を行うことでそれを無効化できます。

4 即時ゲーム終了
No Final Chaos
[推奨]

ゲーム終了時の規定は 17.0の記述ではなく、最初のプレイヤーが

時代 IVの暗黒時代に入るか（基本セット）、時代 IVの次の暗黒期に

入った（拡張セット）時にただちに終了します。

注：これは混乱に伴う「人口減少」を解決しないことで、暗黒期に突入

したプレイヤーを不利にさせない効果があります。

5 豚風邪
Swine Flu

「動物の土着化」で６＋の結果が出た際に罹患して獲得できる「疫学

１」の数値を、「１」でなく「そのプレイヤーの現在の時代」の値にしま

す。

6 Tobaイベント
The Tova Event

これは「オーロクス牛（Auroch Cow）」へクスの価値を低減させます。

時代 Iの”YellowStone”イベントで、アメリカのYellowStone 山を噴火

させる代わりに、スマトラの Toba 山が噴火します。この結果として、

「アジア象（Asian Elephant）」と「オーロクス牛」のへクスのすべてのユ

ニットが除去され、加えて気候変動のサイを 1個振ります。

7 居住不能ヘックスで

の土着化
Domestication if 

プレイヤーは、現在のインフラで居住が不可能なヘックスに対しても、

土着化を試みられます。
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名称 内容

Uninhibitable Hexes 成功した場合、そこに都市を建てることはできませんが、それ以外の

土着化成功の効果を獲得できます。

19.0　拡張セットでの追加ルールと注釈

19.1　拡張セット
拡張セットは「オリジンズ」で時代 IV（現代）をプレイすることを可能にします。

このセットには「オリジンズ」本体が必要です。

セットは 55 枚のカードと、ここで掲載したマニュアル（拡張ルール・デザイナーズノート・新シナリオ・

エラッタ・オプションルール・戦略ガイド・FAQなど）からなります。

新たな人口アクション

基本ルールに記述されている「グローバル化Globalization」は、時代 IVで使用できる人口アクショ

ンでしたが、公共カードのいくつかに記述されており、その結果として基本セットでもプレイが可能

でした。同様にして、以下の「時代V」の人口アクションは、時代 IVで常時行うことはできませんが、

時代 IVの公共カードの獲得により、プレイ可能な人口アクションです。

アクション 内容

8 自由貿易
Free Trade

人口アクション「交易」と似ていますが、インフラを提供した側が獲得できる

成人は１ではなく３です。交換には双方の同意が必要です。

自由貿易による成人獲得は、都市数による制限を上回ることができます。

9 観光
Tourism

観光は、（文化の値ではなく）表になっている公共カードの「枚数」の少ない

プレイヤーに対しての「文化変容」を可能にします。

10 選挙
Elections

使用したプレイヤーの攻守にかかわらず、都市攻撃時の戦力を２加えます。

複数の「選挙」を一度にプレイしても、加えるのは２です。

11 テロリズム
Terrorism

成人消費を１行ったうえで、「蛮族の襲来」を実行できます。

26



追加ルール（時代 IV以降）

イデオロギー弾圧

プレイヤーが公共カードを獲得した際に、自分の種族の頭文字が■の反転で記されている場合

には、そのカードは獲得され効果を発揮する代わりに、ゲームから除外されます（捨て札とは別の

所に置くようにします）。

理想郷

「UTOPIA」アイコンが記されているアイデアカードをプレイした場合には、そのターン

のプレイヤーの安定ロールのサイコロの目から、カードに記された数字を引くことがで

きます。この「不安定化」効果は、終盤で時代Vに入って「ゲームを終えたい」場合に

役立つでしょう。

発見

「DISCOVERY」アイコンが記されているアイデアカードをプレイした場合には、

記された枚数のカードを任意の時代のデッキから引くことができます。引いたカー

ドはただちに使用できます。

時代 IVの得点計算
VPとして「成人」の数を数える種族の場合に、「生産者」である成人は１個２点として計算します。

この計算方法は、時代 IVをプレイした「フルゲーム」の場合にのみ適用されます。

短縮ゲーム：理性の時代

このシナリオは、紀元前 1200年をゲームの開始とし、時代 IIIと時代 IVのカードのみを使用しま

す。

プレイヤー全員は、インフラ「大地支配」を３に、他のインフラすべてを「２」にします。

全員、頭脳マップ裏の時代マーカーを「Era III Dark Age」（時代 III 暗黒期）にします。

革新トラックと人口トラックは、通常ゲームの初期配置同様に「赤い星」の乗っていない部分を全部

埋めます。残る 3～4個のユニットを、以下の場所に配置します。

帝国 都市 移民 生産者

A Olmec/Aspco Peanutと Sunflower Maizeの直下の頂点 0

C Egypt Finger Millet “Cro-Magnon” の開始位置 1

H Lapita Kangaroo “Hobbit”の開始位置とHawaii 1
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帝国 都市 移民 生産者

N Sumeria Wheat “Neanderthal” の開始位置 1

P Harappan/Xia Rice “Peking Man”の開始位置とAuroch Cowの直
下の頂点

1

さらに開始時に、気候変動のサイコロを１回振ります。

注：２人プレイの場合にはC/P、３人プレイの場合にはC/N/P、４人プレイの場合にはC/P/A/Hで
やるのがお勧めです。

20.0　FAQ
Q A

言語を条件とするカードを

使用するには、言語野が

双方開放されている必要

がありますか？

ありません。１つで十分です。

アルファが第１ターンにク

ロマニヨンを奴隷化するこ

とを阻止できますか？

アルファがクロマニヨンやネアンデルタールを奴隷化することを妨げ

ることはできません。それも最良の手かもしれませんが、アルファには

東に進んで牛を狙う手があります。早期に目指すべき戦略は家畜の

土着化であり、奴隷を取ることは生産的ではなく、それは奴隷化され

たプレイヤーを助ける可能性すらあります。奴隷を取ったプレイヤー

が土着化に成功すれば奴隷プレイヤーもその恩恵に預かれますの

で、奴隷プレイヤーは土着化のための労を革新の改善に充てること

ができるからです。加えて、早期の奴隷化の試みには、それによる移

民ユニット損失からの革新の停滞があります。

安定ロールは時代 Iで必

要でしょうか？まだ暗黒時

代と黄金時代の差もない

のに。

安定ロールは、時代 Iを含むすべての時代で必要です。

どのタイミングで時代 IIに
進むべきでしょうか？　急

ぎ過ぎると資源が得られ

ず、何ターンもカードを引

くだけになってしまうことも

あります。

戦略ガイド「時代の進歩」（4.0参照）に従うべきです。すなわち「成人

1、都市 1、土地支配 2を得るまでは時代 IIに進めるべきではありま
せん。」。

また、引いた手札をただちに使うのではなく、「出生率減少」などの有

用なカードを他人に使わせたくない場合には、手札をキープしたうえ

で複数カードを一度に使い、有用なカードを「埋めて」しまうテクニッ

クも覚えておきましょう。

クロマニヨンである私は、 これは想定の範囲です。ジャレド ダイアモンドの著書（※銃・病原菌・
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Q A

第１ターンで砂漠化になっ

て移動できなくなってしま

いました。これは想定の範

囲でしょうか、私のミスでしょ

うか？

鉄）にもあるように、これがアフリカの今日の停滞を招いた理由です。

またホビットも同様の憂き目に遭う可能性があります。

しかしこれは致命的ではありません。そこで動物の土着化に成功さ

せることができれば、砂漠を横断することができます。しかしながらア

フリカから船で出るのは、マダガスカルやココヤシ島を除いてはまず

無理でしょう。

金属加工 0の移民ユニッ
トが金属加工 0の移民ユ
ニットに対して、海峡を越

えて攻撃するとどうなりま

すか？

攻撃側が損失します。

奴隷ユニットは移民できま

すか？

できません。奴隷プレイヤーはユニットを配置しても、動けません。

あるゲームで、１人のプレ

イヤーが他の３人を奴隷

にしてしまいました。奴隷

同士が他の奴隷を攻撃で

きますか？

できます。奴隷プレイヤーが自分の移民ユニットを、他の奴隷プレイ

ヤーの移民ユニットの場所に配置すれば、それは「攻撃」を意味しま

す。ルール 14.2で記述されている通りです。

ユニットが駆逐され奴隷化

された際に、その最後の

ユニットはどこに行きます

か？

ユニットは損失となり、人口動態シートに戻されます（3.0参照）。

奴隷を持つプレイヤーが

混乱した際に、奴隷プレイ

ヤーのユニットはどうなりま

すか？

奴隷プレイヤーのユニットはそのまま残ります。自分のターンには動

くことができるようになります。また戦争時を除いては、ユニット同士は

決して重ねては置きません。置いた場合、それは除去されます。（後

略）

4.0「拡張」で「威圧

（Silverback）」を勧めてい
ることの説明が欲しい。

すばやく拡張して対戦相手を圧倒するために有効です。「威圧」を用

いることで、人口ポイントが増え、それは多くの人口をマップ上に展

開できることを意味します。とりわけオーロクス牛などの貴重な資源に

アクセスする際に有効でしょう。「威圧」は序盤で混乱の危険を冒さ

ずに人口ポイント 2～3を得るための有効な手段です。誰かが牛ヘッ

クスに到達しても、最初のアクションで攻撃をして対消滅をさせ、次の

アクションで自分がそこを陣取るという手段も可能になります。

すでに暗黒時代に居ても、

安定ロールに失敗するこ

とでペナルティを受けるの

でしょうか？しばしば、革

新ポイントが１しかなくて状

況を改善できず、混乱が

続いてしまうことがあります。

混乱は「黄金期」から「暗黒期」に至ることだけを意味するのではあり

ません。「深刻な混乱」（2～3ターン続く混乱）を避けるために、手札

に安定のためのカードを残してから混乱に入りましょう。
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Q A

暗黒期や、黄金期であっ

てもカードが裏返っている

際に、表向きのカードを得

られますか？

暗黒期は「革命」アクションに対して弱いという点を除いては、特にルー

ル上の違いはありません。すなわち暗黒期であっても表向きのカード

を獲得できます。また黄金期から次の時代に移る際には暗黒期が必

要であり、その際には足踏みを迫られるかもしれません。

なぜ「成人損失」しか効果

がないようなカードがある

のでしょうか？

右側に「成人損失」のアイコンしかないカードをプレイすることのメリッ

トはありません。しかし時には、これをプレイせざるを得なくなるかもし

れません。これはゲーム上の、条件を満たせない場合の不幸や、汚

染などの悪条件を示しています。

時代 IIの黄金期で安定ロー

ルに失敗すれば、時代 III
に進むべきですか？

可能ならば常に時代 IIIに進むべきです。それは時代 IIよりも進ん

でいます。しかしながら、時代 IIIのカードの左側の必要条件は時代

IIのカードのそれよりも大きい傾向にありますので、インフラに乏しい

場合にはそちらを引くとかえって停滞するかもしれません。

出生率を下げ、革新トラッ

クをなるべく多く開けるヒン

トはありますか？　１アクショ

ンで「出生率低下」カード

を模倣して使うだけでは遅

いように見えます。

革新トラックを開け、出生率低下を維持し続けることの困難さには、

多くのプレイヤーが不平をもらしています。これはこのゲームの速度

であり、いかにして子供を少なく成人を増やすかが重要です。いくつ

かヒントがあります。出生率低下よりインフラを上げるという誘惑に勝

つこと、出生率低下のカードを手札に残して混乱に備えること、4.0
に従い成人を獲得して革新を開くこと、より先の時代（特に時代 IV）
に進んでより多くの出生率低下アイコンを含むカードを得ることなど

です。

人口アクションは義務です

か？

義務ではありません。カード上のアイコンもまた、9.3で記したように

「成人損失」と「頭脳開放」のアイコンを除いては義務ではありません。

同一プレイヤーであれば、

同一スポット（円）に複数

のユニットを置けますか？

スポットには１個の移民ユニットしか置けません。11.0でも述べたよう

に、同一スポットで移動を終えた場合には、それは攻撃になります。、

「攻撃」とは何ですか？ ある移民ユニットが、別の移民ユニットのスポットで移動を終えた場合

を指します。これは通過を試みて許可されなかった場合を含みます。

「都市攻撃」とは何ですか？ある都市ユニットのあるヘックスに、別のプレイヤーの移民ユニットが

存在している状態を示します。これは移民ユニットがこのターンに移

動を行ったかどうかには無関係であり、都市を落とせる戦力かどうか

も無関係です。

「都市攻撃」は「攻撃」です

か？

はい。

「サビーニの襲撃」は毎ター

ン行えますか？

はい。「攻撃」または「都市攻撃」が続いていれば、毎ターン行えます。

「連続移動」は行えますか？

たとえばあるユニットのあ

る地点にユニットを登場さ

せてそこから５移動させ、

はい。
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Q A

さらにその移動後のユニッ

トの地点にさらに別のユニッ

トを登場させてさらに５移

動ができるか、です。

「石油」ヘックスに都市を

持つ意味は？

「自動車」（エネルギー４）や「空軍」（航海４）の技術による能力を行

使するためには、石油ヘックスに都市を持つか、またはその都市を

持つプレイヤーに「許可」を得なくてはなりません。

21.0　デザイナーズ・ノート
（和文省略）

22.0　参考文献
（和文省略）

23.0　クレジット
（和文省略）

24.0　脚注
（和文省略）

ソリティア

John Douglass 作のソリティア・ルールが以下で公開されています。

http://www.boardgamegeek.com/thread/304070
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Cyberboard用のGameboxファイル
Pablo Klinkisch 作の、Cyberbard（フリーの PBEM 対戦支援ソフト）用ファイルが以下で公開されて

います。

http://www.boardgamegeek.com/file/info/28719

時代カードごとの分布表

目的のものを獲得するためには、どの時代カードを引くべきかのヒントです。

時代 I 時代 II 時代 III 時代 IV

公共カード 13% 40% 51% 53%

成人獲得 37% 31% 27% 33%

成人獲得か

成人リセット

67% 40% 35% 40%

出生率低下

[複数あるもの]
60%
[0%]

43%
[6%]

11%**
[3%]

20%
[11%]

エネルギー 0% 0% 8%
[エネルギー 2]

4%***
[エネルギー 3-5]

航海 10%
[航海 1]

14%* 4%
[航海 2,3]

16%
[航海 3-5]

資源の土着化 0% 17% 22% 38%

脚注：

*うち筏（航海 1）の確率はわずか 3%です。方針：アメリカやオーストラリアに渡るには航海２が必要

ですので、筏を持っていなければまず時代 Iのカードを引いて、筏を得ましょう。

**時代 IIIのこの値がとりわけ低いのは、「成人損失」アイコンとともに記されている「出生率低下」

アイコンはこの計算に加えていないからです（成人損失の害は大きいので、出生率低下を得るた

めに引いていては割に合いません）。時代 III（封建時代）は「家族」に価値を重んじていない時代

であり、時代 IIIは技術やVPのためにカードを引きましょう。

***エネルギー３を得ているプレイヤーがエネルギー４を得る確率は 5.5%です。エネルギー１は

「動物の土着化」によらねばならず、エネルギー５はウラニウムが必要です。

（訳：近藤博次　2008/6/27版）
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