
コンポーネント
スモールワールドには、以下のものが含まれています。

� スモールワールドの4種類のマップ。両⾯のゲームボード2枚
の各⾯にプレイ⼈数に対応したマップが印刷されています。

� プレイヤーサマリーシート6枚。各プレイヤー1枚ずつと、グ
ループ内でのターン参照⽤1枚。

� ファンタジー世界の種族のバナー14枚。アクティブ状態はカ
ラーで、裏⾯の衰退時はグレーで表⽰。さらに、⾃分でデザ
インした種族を記⼊するブランクバナー1枚。

� 種族トークン168枚と、失われた部族トークン18枚

� 特殊パワーバッジ20枚と、⾃分でデザイ
ンした特殊パワーを記⼊するブランクの
のバッジ1枚。

� 下記のゲームパーツ

� 勝利コイン109枚（10×30枚、5×24枚、
3×20枚、1×35枚）

�  増援部隊ダイス1個

� ターンマーカー1枚

� Days of Wonderオンラインのアクセスナ
ンバーが記載されているこのルールブック

プレイ⼈数

アマゾネスのアクティブ⾯と衰退⾯

トロールの巣10枚

野営地5枚

⽳ぐら2枚

ヒーロー2枚

ドラゴン1枚

ターンマーカー

勝利
コイン

要塞6枚 ⼭岳地帯9枚

アマゾネス15枚 ドワーフ8枚 エルフ11枚 グール10枚

ジャイアント11枚 ハーフリング11枚 ヒューマン10枚 オーク10枚

ラットマン13枚 スケルトン20枚 ソーサラー18枚 トリトン11枚

トロール10枚 ウィザード10枚 失われた部族18枚

1

プレイ⼈数2〜5⼈ 対象年齢8歳以上 プレイ時間40〜80分

SW Rules JP.qxd:Mise en page 1  4/11/10  17:12  Page 2



2

ゲームの⽬的
スモールワールドは⼩さな世界なので、⼟地に余裕がなくなって

います。あまりにも多い種族があなたの⼟地あなたが世界を⽀配
して帝国を作り上げる希望とともに祖先が遺した⼟地で、⽣活して
います。

プレイヤーは、ファンタジー世界の種族と特殊パワーのコンビネ
ーションを選んで、種族の特徴やスキルを使⽤し、時には弱いもの
を犠牲にして、周囲の地域を征服して勝利コインを集めなければな
りません。いくつかの地域に部隊（種族トークン）を配置し、接し
ている⼟地を征服することで、⾃分のターンの終了時に⾃分が占領
している地域ごとに勝利コインを獲得できます。やがては、⾃分の
種族は増えすぎてしまい、⾃分の⽂明を捨てて、他を探す必要が出
てきます。⾃分の帝国を衰退させ、新たなものに乗り換える時が、
スモールワールドの地を⽀配する勝利への鍵になります。

ゲームの開始
⽿が⼀番とがっているプレイヤーが先⼿プレイヤーになり、⾃分
の第1ターンをプレイします。その後、各プレイヤーのターンは時
計回り順に進⾏します。プレイヤー全員が1回ずつターンをプレイ
すると、次のターンが始まります。

先⼿プレイヤーは、ターン表⽰表のターンマーカーを1スペース
進め、⾃分の新しいターンを実⾏し、その後他のプレイヤーも順番
に実⾏します。

ターンマーカーがターン表⽰表の最後のスペースへ到達すると、
プレイヤー全員が1回ずつ最後のターンをプレイし、ゲームは終了
になります。勝利コインを最も多く集めたプレイヤーがゲームの勝
利者となります。

このゲームを初めてプレイする場合は、すべてのゲ
ームパーツを台紙から切り離してください。切り
離したゲームパーツを種類別に分けて、それぞれ
を指定された収納場所にしまってください。特定
の種類のゲームパーツは、ゲームの箱に⼊っている
取り外し式収納トレイに収納できます。それ以外
のゲームパーツは、ゲームボックス中央のトレイに
収納できます。トークン類の収納⽅法については
、8ページの付録Ⅰの図を参照してください。

� プレイ⼈数に応じたマップ（マップの右上
隅に対応する⼈数が丸で囲んだ数字で表⽰されて
います）を⽤意し、テーブル中央に配置します。

� マップのターン表⽰表の最初のスペースに、
ターンマーカーを配置します。❶ この表⽰表で、
ゲームの進⾏状況を管理します。ターンマーカーが
表⽰表の最後のスペースにあるターン（第8〜第10
ターン、使⽤するマップによって異なります）

が終了すると、ゲームは終了となります。
� 取り外し式収納トレイ（すべての種族ト

ークンが⼊った状態のもの）を取り出し、ふた
開けてマップの横に配置します。❷

� すべての種族バナーをシャッフルして、そ
こからランダムに5枚を引き、表向き（カラー側を
上）にしてマップの横に1列に並べます。❸ 残
りの種族バナーは、表向きの1つの⼭にして、並べ
た種族バナーの⼀番下に配置します。❹ 特殊パ
ワーバッジを、種族バナーと同じ要領でシャッフル
して、並べてある種族バナー5枚の横にランダムに
1枚ずつ、曲線をあわせるように配置します。残り
のバッジは1つの⼭にして、種族カードの⼭の横に
配置します。❺ これで、テーブル上には、⼭
になっているものも含めて全部で6つの種族バナー
と特殊パワーバッジの組み合わせがあることにな
ります。

� マップ上の失われた部族のシンボ
ルがある地域に、失われた部族トークン
を1枚ずつ配置します。❻ 失われた部
族は過去の⽂明の末裔で、衰退しているものの、
ゲーム開始時にはまだいくつかの地域に⽣息して
います。

� マップ上の⼭が表⽰されている地域に、⼭
岳地帯トークンを1枚ずつ配置します。❼
� 各プレイヤーに、「1」の勝利コインを5枚

ずつ配ります。❽ 残りの勝利コイン（「3」、「5」、
「10」もむ含めて）は、ゲームボード横のプレイ
ヤー全員の⼿が届く場所に、勝利の隠し場所とし
て蓄えて置きます。このコインは、ゲーム中は
通貨として使⽤し、ゲーム終了時の勝者決定の⼿助
けをします。

ゲームのセットアップ
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1．第1ターン
ゲームの第1ターンは、各プレイヤーは以下を実⾏します。

1．種族と特殊パワーの組み合わせを1つ選ぶ
2．地域を征服する
3．勝利コインを獲得する

1．種族と特殊パワーの組み合わせを
1つ選ぶ

プレイヤーは、テーブル上に⾒えている6つの種族と特殊パワー
の組み合わせ（列の⼀番下の種族と特殊パワーの⼭の⼀番上の組み
合わせも含む）の中から1つを選びます。

列内の位置によって組み合わせのコストは異なります。1つ⽬の
組み合わせ（列の⼀番上にあるもの）は、コストはかかりません。
他の組み合わせは、列が下になるにしたがって1勝利コインずつコ
ストが増えていきます。各組み合わせのコストは、選んだ組み合わ
せより上の位置にある組み合わせの上に、勝利コイン1枚ずつ置く
形で⽀払います。

プレイヤーがすでに勝利コインが置いてある組み合わせ（前のプ
レイヤーが組み合わせを獲得するときに勝利コインを置いたもの）
を選ぶ場合、置いてある勝利コインごと⼿に⼊れることができます
が、その組み合わせのコストは払わなければなりません。

プレイヤーは⾃分が選んだ組み合わせを表向きにして⾃分の⼿前
に置き、種族バナーに表⽰されている数値と特殊パワーバッジに表
⽰されている数値の合計枚数分のその種族のトークンを、取り外し
式収納トレイから取ります。

（スケルトンやソーサラーのように）他に説明がないかぎり、ゲ
ーム全体を通じてプレイヤーが配備できるこの種族トークンは、こ
の枚数だけになります。

その⼀⽅で、特殊パワー（または種族のパワー）によって、ゲー
ム中に収納トレイから追加の種族トークンを得る場合でも、物理的
に使⽤可能な上限枚数を超えて獲得することはできません。そのた

め、すでにボード上に18枚のソーサラートークンがあるプレイヤー
は、トークンのうちの何枚かが収納トレイへ戻るまで、ソーサラー
のパワーを再使⽤することができません。

最後に、選択して抜けた列の中の組み合わせを補充します。補充
⽅法は、下から上へ空いた部分へ組み合わせを（勝利コインが乗っ
ている場合はそのまま）1つずつずらし、5番⽬には6番⽬の⼭の⼀
番上の種族バナーと特殊パワーバッジを配置します。この結果、再
びテーブル上には6つの種族バナーと特殊パワーバッジの組み合わ
せが⾒えていることになります。（⼭にある種族バナーと特殊パワ
ーバッジの使⽤できる枚数の範囲内で⾏います。もちろん必要であ
ればシャッフルし直して新たな⼭を作ります。）

あるプレイヤーは、商⼈の
スケルトンを開始時の種族
と特殊パワーの組み合わせ
に選んだ。彼はその上に位
置する組み合わせそれぞれ
の上に⾃分の1の勝利コイン
を置き、この組み合わせを

⼿に⼊れた。

このプレイヤーが選んだ種族と特殊パワーの組み合わせと、
それに対応する6＋2＝8枚の種族トークン

種族と特殊パワーの組み合わせの補充の例

3
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2．地域を征服する
プレイヤーの種族トークンは、マップ上の地域を征服し、その占

領した地域から勝利コインを獲得するために使⽤します。

＞最初の征服
最初は、プレイヤーの種族トークンをマップ上の辺境の地域（ゲ

ームボードの縁、または海岸線が接している海がマップの縁に接し
ている地域のこと。その海を航海と組み合わせた種族が⽀配してい
ても配備可能。）の1つに配備してその地域を征服しなければなり
ません。

＞地域の征服
地域を征服するためには、プレイヤーは以下の配備が可能でなけ
ればなりません。種族トークン2枚と、その地域にすでにある野営
地・要塞・⼭岳地帯・トロールの巣それぞれ1枚につき追加で種族
トークン1枚、その地域にすでにある失われた部族トークンまたは
他のプレイヤーの種族トークンそれぞれ1枚につき追加で種族トー
クン1枚が必要です。

地域を征服したら、プレイヤーはこの地域の征服に使⽤した種族
トークンを、マップ上の境界線の地域へ配備しなければなりません
。ここで配備したトークンは、ターン終了時にプレイヤーが⾃分の
部隊を再編するまでそのまま残します。（5ページの部隊の再配備を
参照）

重要事項：種族や特殊パワーの効果に関係なく、プレイヤーは新
たな征服を始めるためには、常に1枚以上の種族トークンを所持
している必要があります。

＞敵の損害と撤退
征服される前にその地域が、他のプレイヤーに占領されていた場

合、そのプレイヤーは即座にその地域にある⾃分の種族トークンす
べてを⾃分の⼿元に戻さなければなりません。そして、以下のこと
を実⾏します。

� ⾃分の種族トークン1枚をゲームから取り除き、収納トレイに
しまいます。

� 残りの⾃分の種族トークンをそのまま⼿元に保持し、現在の
プレイヤーのターンの最後のアクションで、⾃分の種族が占領
している他の地域（もしあれば）で再配備します。

種族トークンが残っている地域での再配備は、必ずしも撤退して
きた地域に隣接している必要はありません。このターンにあるプレ
イヤーが⽀配している地域すべてが攻撃され、⼿元の種族トークン
は残っていてもボード上の種族トークンが1枚もなくなった場合、
⾃分の次のターンに最初の征服をすることで再配備が可能になりま
す。（6ページの衰退させるを参照）

注意：プレイヤーは、⾃分の所有する衰退トークンが⽀配する地
域を征服することを選択できますが、そのプレイヤーが望めば、
そのトークンを失っても、⾃分の新たなアクティブの種族トーク
ンが占領するためのより有益な進軍⼿段を得ることができます。

⼭岳地帯は動かすことができず、その場所に残って新たな征服時
に防御⼒になります。

＞征服を続ける
アクティブプレイヤーは、必要な枚数の種族トークンが残ってい
れば、この征服の⼿順を⾃分のターン中に好きな回数だけ繰り返し
て複数の新たな地域の征服をすることができます。

新たに征服する地域は、⾃分の種族と特殊パワーの組み合わせで
許可されていないかぎり、⾃分のアクティブな種族トークンが占領
している地域に隣接している（つまり境界線を共有している）地域
でなければなりません。

失われた部族がいる陸の地域から最初の征服をする場合、
プレイヤーは⾃分の種族トークン3枚を使⽤しなければならない。

⾻の⼀団たちは、丘の地域の征服に成功した後、
隣接するエルフたちの農場へ進軍する。

野営地 トロールの巣 要塞 ⼭岳地帯
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＞最後の征服の試みと増援部隊ダイス
プレイヤーは、⾃分のターンの最後の征服の試みをしているとき
に、他の地域を完全に征服するために残りの種族トークンが⾜りな
くなることがあります。このプレイヤーは、未使⽤の部族トークン
を1枚以上所持していれば、征服するために不⾜しているトークン
数が3枚以下の地域を選択して、⾃分のターンの最後の征服を試み
ることができます。征服しようとする地域を選択したら、プレイヤ
ーは増援部隊ダイスを1回振ります。最後に征服の対象となる地域
は、必ずダイスを振る前に選択しなければならないことに注意して
ください。その地域は、征服可能な地域の中で⼀番弱い地域を選択
する必要はなく、ダイスの⽬が良ければ征服可能な地域であれば選
択できます。

ダイスの⽬の値と所有していた種族トークンの枚数の合計が、地
域を征服するために必要な種族トークンの枚数に達していれば、プ
レイヤーは残りの種族トークンをその地域に配備します。達してい
ない場合、残りのトークンは⾃分がすでに⽀配している地域の1つ
に配備します。どちらの場合でも解決後に、このプレイヤーのター
ンの征服は即座に終了します。

＞部隊の再配備
⾃分のターンの征服を終えたプレイヤーは、ボード上の⾃分の種

族トークンを⾃由に再配備できます。再配備の⽅法は、⾃分の種族
が⽀配している地域間（隣接している必要はありません）で、⾃分
の種族トークンを移動させます。ただし、⾃分が⽀配している地域
それぞれには、必ず1枚以上の種族トークンを残さなければなりま
せん。

3．勝利コインを獲得する
これでターンは完了し、ターンプレイヤーはマップ上の⾃分の種

族トークンが⽀配している地域1つに付き、勝利コイン1ずつを、勝
利の隠し場所から獲得します。また、プレイヤーは⾃分の種族や特
殊パワーの能⼒で追加の勝利コインを獲得することもできます。

ゲームが進むにつれて、プレイヤーはマップ上に他の種族のトー
クンを持つことになるでしょう。これらのトークンは、⾃分が衰退
させた初期の種族の末裔です。（6ページの衰退させるを参照）
衰退したトークンが⽀配している地域も、ターン終了時にそれぞ

れ勝利コイン1ずつもたらします。種族や特殊パワーの効果で特別
に明記されていないかぎり、その種族バナーや特殊パワーによるボ
ーナス勝利コインを得ることはできません。

プレイヤーは⾃分が獲得した勝利コインを⼀緒の⼭にして保持し、
常に他のプレイヤーから合計数がわからないようにします。最終得
点は、ゲームが終了するまで明らかにしません。プレイヤーは、必
要があればいつでも⾃分のコインを勝利の隠し場所で両替すること
ができます。

3つの地域を⽀配したことにより、商⼈のスケルトンは勝利コイン3を獲得し、
商⼈の特殊パワー（⽀配する地域1つに付きボーナス勝利コイン1を得る）

によって、ボーナス勝利コイン3を獲得した。

プレイヤーは、⾃分の地域内でスケルトンの部隊を再配備した。
この再配備には、スケルトン種族の能⼒（このターン空いていない地域

2つを征服するごとに、ボーナスとして種族トークン1枚を得る）
による追加のスケルトントークン1枚も含まれている。

丘のトリトンの特殊パワーはアクティブ状態にあり、トリトンは丘の地域1つ
も⽀配しているため、ボーナス勝利コインを1獲得した。同じプレイヤーの
スケルトンの商⼈のパワーは、スケルトンが衰退させられたためアクティブ
ではない。彼は、スケルトンが⽀配している地域1つに付き勝利コイン1を

獲得するが、ボーナス勝利コインは獲得できない。

幸運な増援部隊ダイスの⽬のおかげで、
トークン1枚にもかかわらず、スケルトンの
プレイヤーはこのターンの最後の征服で
⼭岳地帯をなんとか⽀配できた。

5
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2．その後のターン
2ターン⽬以降のターンでは、先⼿プレイヤーが表⽰表のターン

マーカーを1スペース移動して、時計回り順にゲームを進めます。各
プレイヤーは⾃分のターンに、以下のうちいずれかを実⾏しなけれ
ばなりません。

� 新たな征服をして⾃分の種族の範囲を拡⼤する
または

� ⾃分の種族を衰退させ、新たな種族を選択する

この後、プレイヤーは再度勝利コインを獲得します。（ページ5
の勝利コインを獲得するを参照）

新たな征服による拡⼤
＞部隊の⽤意
プレイヤーは、⾃分が⽀配する地域それぞれに種族トークン1枚
ずつを残して、それ以外すべての⾃分のアクティブな種族トークン
をマップから⾃分の⼿元に戻し、新たな地域の征服に使⽤します。

＞征服
新たな地域の征服に関するルールは、4ページの地域の征服と同

じです。ただし、最初の征服に関するルールは、新たな種族がマッ
プに加わるときのみ適⽤します。

＞地域の放棄
新たな地域の征服には、⼿元に戻った種族トークンしか使⽤でき

ません。それ以上の数の種族トークンを解放したい場合、いくつか
（またはすべての）地域に種族トークンを全く残さないことを選択
できます。しかしこの場合、このような放棄された地域は、⽀配し
ている地域とはみなされず、勝利コインも獲得できません。プレイ
ヤーが⽀配していた地域すべてを放棄することを選択した場合、最
初の征服と同じルールを適⽤しなければなりません。

衰退させる
プレイヤーが、⾃分のアクティブな種族が拡⼤しすぎて、
効率よく拡⼤させる勢いがなくなった、または近隣からの脅
威が増えて防戦⼀⽅になると感じた場合、その種族を衰退さ

せて、⾃分の次のターンの開始時にテーブル上の選択可能な種族と
特殊パワーの組み合わせを新たに選択することができます。

この具体的なやり⽅は、まずプレイヤーは⾃分の現在の種族バナ
ーを裏返しにして、すべてのプレイヤーにグレーの衰退⾯が⾒える
ようにします。特殊パワーバッジは、特に指⽰（霊体の特殊パワー
など）がないかぎり効果がなくなるため捨て札にします。

また、その種族トークンは、⽀配している地域に各1枚ずつ裏返
しにして残し、それ以外すべてをマップから取り除いて収納トレイ
に戻します。

各プレイヤーは、マップ上には衰退した種族は常に1種類ずつし
か配置できません。あるプレイヤーが新たに種族を衰退させたとき
に、先に衰退させた種族のトークンがまだボード上に残っている場
合、新たな衰退種族のトークンを裏返す前に、古い衰退種族のトー
クンは即座にマップから取り除いて収納トレイに戻します。

マップから消失した種族の種族バナーは、テーブル上の種族バナ
ーの⼭の⼀番下か、種族バナーの列の⼀番下の空いているスペース
（もしあれば）に置きます。また、衰退した種族の最後の地域が征
服されて、最後の種族トークンがマップから取り除かれても同様で
す。

種族を衰退させたプレイヤーは、このターンは征服をすること
はできず、勝利コインを受け取った後、即座に終了します。このプ
レイヤーは、新たに衰退させられたトークンが⽀配する地域1つに
付き勝利コイン1を獲得できますが、特別に明記されていないかぎ
り、衰退した種族バナーや捨て札にした特殊パワーによるボーナ
ス勝利コインを得ることはできません。

このプレイヤーは、次のターンに選択可能なテーブル中の列の中
から新たな種族と特殊パワーの組み合わせ1つを選択します。次に
ゲームの最初のターンのルールに従ってプレイをします。異なる点
は、⾃分のターンの勝利コインの獲得フェイズに、新たな種族が⽀
配する地域だけでなく、衰退した種族が⽀配している地域からも勝
利コインを獲得できるという点です。

このように商⼈のスケルトンは衰退させられた。彼らの末裔はマップ上から
消え、スケルトンの種族バナーは種族バナーの⼭の⼀番下に置いた。
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テーブル上の、新たな種族バナーと特殊パワーバッジの組み合わ
せの⼭の、特殊パワーバッジが⾜りなくなるという不幸な事態が発
⽣した場合は、これまでに捨て札になった特殊パワーバッジをシャ
ッフルして⼭に加えます。

ゲームの終了
ターンマーカーが、ターン表⽰表の最後のスペースに達し、プレ

イヤー全員が最後のターンを実⾏したら、各プレイヤーが所持する
勝利コインを公開し、コイン数を計算します。獲得した勝利コイン
数が最も多いプレイヤーが勝者です。同点の場合、ゲームボード上
に残っている種族トークン（アクティブなものと衰退したものの合
計数）が多いほうを勝者とします。

丘のトリトンにも衰退させられるときが来た。彼らのトークンは現在⽀配して
いる地域それぞれに裏返しにして残る1枚ずつを除き、すべてが取り除かれる。
彼らの種族バナーは裏返しにされ、特殊パワーバッジは捨て札となる。
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付則
Ⅰ．収納トレイの利⽤法
スモールワールドの箱の中にはたくさんのゲームパーツの台紙が⼊
っているため、すべてのトークン類やコインを切り離してしまうと、
プラスチックの収納トレイの⼀番上の部分と箱のふたの間に、⼤きな
空間ができてしまいます。ゲームの箱を⽴てた状態でゲームを保管し
たい場合、ゲームボードとその下に収納したトークン類すべてが箱の
中で動き回り、バラバラになってしまう恐れがあります。

これを防ぐために、以下の1回で済む作業をお勧めします。すべて
のゲームピースを台紙から切り離したら、残った台紙を捨てずに、
テーブルの上に重ねておきます。次に、ゲームの箱の底に収納してあ
るプラスチックの収納トレイを、引き抜きます。このトレイは薄い

プラスチック製なので、壊れないように注意して引き抜いてくださ
い。次に、ゲームピースを抜き取った台紙を空になった箱の底に重
ねて収納し、その上にプラスチック製の収納トレイを載せて収納し
ます。これで、箱が底上げされ、収納トレイと箱のふたの間の空間
が埋まります。こうすれば、ゲームパーツが箱の中で動き回る⼼配
をせずに、箱を垂直に⽴ててゲームを保管することができます。

下の図は、さまざまなゲームのトークン類、マーカー類、コイン
類をどこに収納したらよいかを⽰しています。取り外し式収納トレ
イは、種族トークンを種類別に分けて収納します。このトレイは、
さまざまな種族トークンの配置に便利なように、いくつかの⼤きさ
のスペースを⽤意しています。その他のコイン類、トークン類、マ
ーカー類は、箱のメインの収納トレイの、指定された場所に収納し
ます。ゲームボード、要約シート、ルールブックは、このトレイの
上に重ねて収納します。

Ⅱ．スモールワールドの種族と
特殊パワー

スモールワールドには、14種類の種族と、20種類の特殊パワーがあ
ります。

各種族には、固有の種族バナーと、どの特殊パワーバッジとの組
み合わせでも配備するのに⼗分な枚数の種族トークンがあります。

各特殊パワーバッジには、組み合わせた種族の利益となる独⾃の
能⼒があります。

種族トークンは、その種族がアクティブな状態のときはカラー⾯
を表向きにしてマップへ配置し、その種族が衰退するとカラー⾯を
裏向きにします。

特別な指⽰がないかぎり、アクティブな種族バナーの能⼒と、そ
れと組み合わせた特殊パワーバッジの能⼒は累積し、その種族が衰
退すると能⼒は適⽤しません。

空いていない地域とは、1枚以上の失われた部族トークンまたは
種族トークン（アクティブ時、衰退時のどちらでも）が置いてある
地域のことを指します。⼭岳地帯トークンが置いてあり、失われた
部族トークンも種族トークンも置いていない地域は、空いている地
域とみなします。

取り外し式収納トレイ
ゲームパーツ

ダイス

種族バナーと
特殊パワーバッジ勝利コイン
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＞種族
このリストには、各種族が持つ能⼒について説明しています。種

族バナーを選択するときに受け取る種族トークンの枚数は、バナー
上に数値で表⽰されています。

アマゾネス
追加のアマゾネストークン4枚は、征服の⽬的
のみ使⽤可能で、防御には使⽤できません。こ
れはバナーには「＋4」という略号で表⽰して
います。したがって、あなたの初めのターンに

はアマゾネストークン10枚（に、組み合わせた特殊パワーバッジに
よる追加のトークン数を加えた枚数）を所持して開始します。あな
たの各ターンの部隊の再配備（5ページの部隊の再配備を参照）の終
了時には、マップからトークン4枚を取り除きます。この時に、あな
たの⽀配地域それぞれには1枚以上のアマゾネストークンを可能なか
ぎり配備しなければならないことに気をつけてください。あなたの
次のターンの開始時の、部隊の⽤意（6ページの部隊の⽤意を参照）
のときに、取り除いた4枚はあなたの⼿元に戻ってきます。

ドワーフ
あなたのターン終了時に、あな
たのドワーフが⽀配している鉱
⼭のある地域1つにつき、ボー
ナスの勝利コイン1を獲得しま

す。この能⼒は、ドワーフの衰退時も残ります。

エルフ
あなたの地域が対戦相⼿に征服されたとき、そ
の相⼿のターン終了時に、あなたのエルフトー
クンすべてをあなたの⼿元に残して、1枚を捨
てて収納トレイに戻すことはしません。（4ペ
ージの敵の損害と損失を参照）

グール
あなたが⾃分のグールを衰退させたときに、マ
ップ上にあるグールトークンはすべてそのまま
残ります。各地域に1枚だけを残してすべてを
取り除くことはしません。さらに他の種族とは
違って、グールは衰退させられた後のターンで
もアクティブ時のトークンと同様に新たな地域

の征服ができます。しかし、衰退したグールによる征服は、あなた
のターンの開始時、あなたのアクティブな種族の征服を始める前に
終了していなければなりません。あなたの衰退したグールで、あなた
の現在のアクティブな種族を攻撃することも（望めば）可能です。

ジャイアント
ジャイアントは、⾃分が⽀配する
⼭岳地帯の地域に隣接する地域を、
通常よりも1枚少ないトークン数で征服可能
です。ただし、1枚よりも少なくなることは
ありません。

ハーフリング
あなたのハーフリングトークンは、マップ上
のどの地域からも（辺境以外の地域からも）
⼊る（最初の征服をする）ことができます。
最初に征服した2つの地域に、⽳ぐらトークン

を1枚ずつ配置します。⽳ぐらトークンを配置した地域は、敵の征
服と、種族と特殊パワーから免れることができます。ハーフリング
を衰退させたとき、または⽳ぐらトークンがある地域を放棄したと
きは、⽳ぐらトークンをその地域から取り除き、その地域に適⽤さ
れていた防御効果を失います。

ヒューマン
あなたのターン終了時に、
あなたのヒューマンが⽀配
している農場の地域1つに
つき、ボーナスの勝利コイ
ン1を獲得します。

オーク
あなたのターン終了時に、あなたのオークが
このターンに征服した空いていない地域1つに
つき、ボーナスの勝利コイン1を獲得します。

ラットマン
特別な種族の能⼒はありません。その代わり、
他より多くのトークンを使⽤できます。

スケルトン
あなたの部隊の再配備（5ページ）のとき、
このターンに征服した空いていない地域2つ
につき、新たなスケルトントークン1つを収
納トレイから取って、ターン終了時に再配備
する部隊に加えます。収納トレイにスケルト

ントークンが1枚も残っていない場合、追加のトークンを得ること
はできません。

ソーサラー
あなたのソーサラーは、対戦相⼿1⼈につき各
ターンに1度、征服する地域にある対戦相⼿の
アクティブ状態のトークン1枚を、収納トレイ
から新たなソーサラートークン1枚を取って取
り替えることができます。収納トレイにソー

サラートークンが1枚も残っていない場合、この⽅法で地域を征服
することはできません。ソーサラートークンと⼊れ替える対戦相⼿
のトークンは、その地域に単独でいる種族トークンである必要があ
ります（トロールの巣にある1枚のトロールトークンは、この能⼒
のときは単独であるとみなし、要塞や⼭岳地帯にある種族トークン
も同様に、この種類の地形トークンで単独の種族トークンを防御で
きません）。そして、その地域はあなたのソーサラーのいる地域の
1つと隣接していなければなりません。⼊れ替えられた対戦相⼿の
トークンは、収納トレイへ戻します。エルフはソーサラーに⼊れ替
えられた場合は、トークンを失います。
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トリトン
あなたのトリトンは、海岸沿いのすべての地域
（海または湖に接している地域）を、通常より
も1枚少ないトークン数で征服可能です。ただ
し、1枚よりも少なくなることはありません。

トロール
あなたのトロールが⽀配する地域に、トロ
ールの巣トークンを1枚ずつ配置します。トロ
ールの巣は、配置してある地域の防御⼒を1
増加し（そこにもう1枚トロールトークンが
あるかのように扱います）、トロールが衰退

させられてもその地域に残ります。その地域を断念した場合や、敵
に征服されたときは、その地域のトロールの巣を取り除きます。

ウィザード
あなたのターン終了時に、あな
たのウィザードが⽀配している
魔法の源がある地域1つにつき、
ボーナスの勝利コイン1を獲得
します。

ブランクの種族バナー
このゲームには、あなた⾃⾝が創作した種
族を作るための、ブランクの種族バナーが

⼊っています。新たな種族をデザインして種族トークンの数を選ん
で記⼊するときは、どの特殊パワーバッジと組み合わせられるよう
にしなければならないことに注意してください。10より⼤きい数値
や、ゲーム全体を通してその種族トークンが⾜りなくなる可能性が
ある数は避けてください。

あなたが創作した種族を使ってゲームをプレイする場合は、ゲーム
に⼊っている別の種族（トークン数が近いもの、または多いもの）
1つを選び、その種族トークンを創作した種族のトークンとして使
⽤してください。ただし、代⽤で使⽤する種族トークンの種族バナ
ーは、ゲーム開始前に取り除いておいてください！

＞特殊パワー
下記の特殊パワーの説明では、「あなた」や「あなたの」の⽤語

を使ったときは、この特殊パワーと組み合わされた種族の種族トー
クンのことを指します。特別な指⽰がないかぎり、通常あなたが先
に衰退させたトークンのことは指しません。

このリストには、この特殊パワーの能⼒について説明しています。
種族バナーとの組み合わせで受け取る追加の種族トークンの枚数は
、特殊パワーバッジ上に丸で囲んだ数値で表⽰されています。

錬⾦術師の
各ターンの終了時、あなたの種族がまだ衰退
させられていなければ、ボーナスの勝利コイ
ン2を獲得します。

狂乱した
あなたは、各征服の前に（最後の征服以外に
も）増援部隊ダイスを使⽤できます。最初に
ダイスを振り、次に征服したい地域を選び、
次に必要な枚数（ダイスの⽬を差し引いた数）
を配置します。必要枚数のトークンが残ってい

ない場合、これがこのターンの最後の征服になります。通常のルー
ルどおり、征服を試みるためには、最低でも種族トークン1枚は必
要です。

野営する
あなたの部隊の再配備フェイズ中に、あなた
が⽀配する好きな地域に5枚の野営地トークン
を配備します。野営地トークンそれぞれは、
配備された地域の防御時に、種族トークン1枚
とみなします（結果、1枚しかない種族トーク

ンをソーサラーのパワーから守ることも可能です）。同⼀の地域に複
数の野営地トークンを配置して、防御⼒を⾼めることも可能です。
ターンごとに、野営地を撤収し、あなたは⽀配する
地域に新たに設営します。野営地は、配備されてい
る地域の攻撃中に失うことはなく、現在のプレイヤ
ーのターン終了時に再配備します。組み合わせた種
族が衰退したときに、野営地は消失します。

特殊部隊の
あなたは通常よりも1枚少ない種族トークンで
地域を征服できます。ただし、1枚よりも少な
くなることはありません。

外交家の
あなたのターンの終了時、あなたがこのターン
に攻撃しなかった対戦相⼿1⼈を盟友として選
択します。あなたは、そのプレイヤーと和平関
係になり、そのプレイヤーはあなたの次のター
ンまであなたを攻撃できません。あなたは、

ターンごとに盟友を変更することも、同⼀の対戦相⼿と和平関係を続
けることもできます。衰退したトークンには影響しません。（したが
って、衰退したグールはこのパワーの影響を受けず、あなたを攻撃し
てきます。）
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ドラゴン使いの
各ターンに⼀度、防御する敵の種族トークン
の枚数に関係なく、種族トークン1枚で1つの
地域を征服できます。征服したら、その地域
にあなたのドラゴンを配置します。その地域
は、ドラゴンが移動するまでの間、敵の征服

と、種族と特殊パワーから免れることができます。以後のターン中
に、あなたは征服したい別の地域へドラゴンを移動させることがで
きます。あなたのドラゴンは、あなたが衰退したときに消失し、ボ
ード上から取り除き、収納トレイへ戻します。

空⾶ぶ
あなたは、海と湖を除く、マップ上のどの地
域も征服可能になります。あなたが⽀配する
地域に隣接している必要はありません。

森の
あなたのターン終了時に、あな
たが⽀配している森林の地域1
つにつき、ボーナスの勝利コイ
ン1を獲得します。

要塞を設ける
各ターンに1度、あなたの要塞を設けると組み
合わせた種族がアクティブであるかぎり、あ
なたが⽀配する地域1つに要塞1枚を配置でき
ます。要塞は、あなたが衰退していないかぎ
り、ターン終了時にボーナスの勝利コイン1の

価値があります。また、要塞はあなたの地域の防御⼒を（あなたが
衰退していても）1増加します（防御時、そこにあなたの種族トーク
ンがもう 1枚あるかのように扱います）。
要 塞 は 、 あ な た が そ の 地 域 を 放 棄 し
た場合や、その地域が敵に征服されたときに取り
除きます。要塞は1つの地域に最⼤1枚までしか配
置できず、マップ全体で最⼤6枚までしか配置でき
ません。

英雄の
あなたのターン終了時に、あなたが⽀配する
異なる2つの地域にヒーロートークン1枚ずつ
を配置します。この2つの地域は、あなたのヒ
ーローが移動するまでの間、敵の征服と、種
族と特殊パワーから免れることができます。

あなたのヒーローは、あなたが衰退すると消失します。

丘の
あなたのターン終了時に、あな
たが⽀配している丘の地域1つ
につき、ボーナスの勝利コイン
1を獲得します。

商⼈の
あなたのターン終了時に、あなたが⽀配して
いる地域1つにつき、ボーナスの勝利コイン
1を獲得します。

坂を登る
あなたは、丘または農場の地域
を、通常よりも1枚少ない種族
トークンで地域を征服できます。
ただし、1枚よりも少なくなる
ことはありません。

略奪する
あなたのターン終了時に、あなたがこのター
ンに征服した空いていない地域1つにつき、
ボーナスの勝利コイン1を獲得します。

航海する
あなたの航海すると組み合わせた種族がアク
ティブであるかぎり、あなたは海と湖を征服
できます。海2つと湖1つはそれぞれ空いてい
る地域とみなします。あなたは衰退しても、
その地域を⽀配し続けて、そこにトークンが

あるかぎり勝利コインを獲得できます。航海と組み合わせた種族だ
けが、海と湖を⽀配できます。

霊体の
あなたの霊体の特殊パワーと組み合わせた種
族が衰退したとき、その種族トークンは、衰
退した種族トークンはその時々でマップ上に
1種類しか所持できないという衰退させられた
ときのルール（6ページ）に数えません。した

がって、あなたは同時に2種類の衰退した種族トークンをマップ上に
所持することができ、それぞれが⽀配する地域から勝利コインを得る
ことができます。あなたがコントロールする3種類⽬の種族を衰退さ
せる場合でも、あなたの霊体はボード上に残り、ボード上にあったも
う1つの衰退した種族トークンが通常のルール通りに消失します。⾔
い換えると、あなたの衰退した霊体はマップからは（敵の征服による
損失以外では）取り除かれることはなく、新たな種族を衰退させたと
きは、衰退しているほかの種族がマップから取り除かれます。

頑強な
あなたは、征服をした通常のターンの終了時、
勝利コインの獲得の後に衰退をさせることが
できます。衰退させるために1ターン全体を使
う必要がありません。

沼地の
あなたのターン終了時に、あな
たが⽀配している沼地の地域1
つにつき、ボーナスの勝利コイ
ン1を獲得します。
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地下世界の
あなたは、洞窟がある地域を、
通常よりも1枚少ない種族トー
クンで地域を征服できます。た
だし、1枚よりも少なくなるこ
とはありません。

征服をする⽬的においては、すべての洞窟がある地域同⼠は隣接し
ているとみなします。

富裕な
あなたの最初のターンの終了時1回のみ、ボー
ナスの勝利コイン7を獲得します。

ブランクの特殊パワーバッジ
このゲームには、あなた⾃⾝が創作した特殊
パワーを作るための、ブランクの特殊パワー
バッジが⼊っています。新たな特殊パワーを
デザインして種族トークンの数を選んで記⼊
するときは、どの種族と組み合わせられるよ

うにしなければならないことに注意してください。5より⼤きい数
値や、ゲーム全体を通してその種族トークンが⾜りなくなる可能性
がある数は避けてください。
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Days of Wonder Onlineへの
なたのアクセスナンバーです：

Days of Wonder Online 
あなたが⾃分で作成したオリジナルの種族バナーや特殊パワーバッジは⾃信作ですか？

他の仲間たちが作成した新たな種族や特殊パワーに興味がありますか？ 他のプレイヤーたちの
あいだでの、ベストなプレイ⽅法やコンボなどのヒントについての情報を求めていますか？

私たちは、私たちのゲームの多くのオンラインバージョンを配信している、Days of Wonder 
Onlineのコミュニティへあなたを招待します。

あなたがすでにアカウントを持っていれば、あなたのDays of Wonder Onlineのアクセス
ナンバーを追加してください。アカウントを持っていなければ、www.smallworld-game.comへ
アクセスして、ホームページ上のNew Player Signupボタンをクリックし、その後はページの
指⽰に従ってあなたのDays of Wonder Onlineのアクセスナンバーを⼊⼒してください。

（訳注：Days of Wonder OnlineのWebページは英語、フランス語、ドイツ語のみのサポートになります。）

あなたが他のDays of Wonderのゲームに興味があれば、私たちのホームページをご覧ください：

WWW.DAYSOFWONDER.COM

⽇本語ライセンス版 制作／発売元
株式会社ホビージャパン
〒151-0053 東京都渋⾕区代々⽊2-15-8
電話： 03-5304-9286
e-mail： cardgame@hobbyjapan.co.jp
URL： www.hobbyjapan.co.jp/
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