
Erosion　侵食

2－5人　プレイ時間 30分

ゲームデザイン：John Douglass
デベロップ：Phil Eklund、Rick Heil

序（Introduction）
このゲームではあなたの山を高くし、他プレイヤーの山を侵食します。各時代の終わりに、

あなたの山と三角州のカードによるポイントを得、また化石によるボーナスも得ます。

基本ルールでは風化（weathering）・崩落（Hillslope）・河川（Fluvial）・ドロー（Draw 
Cards）の４つのアクションをプレイします。上級ルールではさらに細かく、気候変動・
氷河期・氷河・洪水火山活動・地震などの要素が加わります。

コンポーネント（Components）
カード 96枚：
過程カードの、風化カード（ＷＸ）38枚
過程カードの、崩落カード（Ｈ）32枚
過程カードの、河川カード（Ｆ）20枚
大気カード 6枚

セットアップ（Set Up）

カードを４つの山に分ける

１）ＷＸ（風化）カード（隅にＷＸとあるカード）

２）Ｈ（崩落）カード（隅にＨとあるカード）

３）Ｆ（河川）カード（隅にＦとあるカード）

” ４）大気カード（隅に1 Draw”とあるカード）

３つの「過程デッキ」を作る

ＷＸ／Ｈ／Ｆのカードをそれぞれシャッフルしたうえで、大気カードのＷＸ／Ｈ／Ｆのペ



アと対になるように裏向きに置きます。（SET UP EXAMPLEの図を参照）
ゲーム中、これらのデッキはゲームを通して、中を見たり枚数を数えたりしてはいけませ

ん。

各プレイヤーの開始時の山を作る

各プレイヤーはランダムに、ＷＸカード 3枚、Ｈカード 2枚、Ｆカード 1枚を取ります。
これらの 6枚をシャッフルした後、テーブルに表向きに並べます。
（SET UP EXAMPLEの図を参照）
一番上の山の岩石（カード）を、「侵食されている」ことを示す意味で「少し左」にずら

します。

各プレイヤーの開始時の手札を引く

 各プレイヤーはランダムに、 ＷＸカード 3枚、Ｈカード 2枚、Ｆカード 1枚を引きます。
これが手札になります。手札は他のプレイヤーに見せないようにします。

ゲーム開始

最初のプレイヤーをランダムに決め、そのプレイヤーからゲームを開始します。

用語の定義（Definitions）

三角州（Delta）と捨て場（Discards）：
山の右に２つの捨て札を置く場所を作ります（最初は何もありません）。上が「三角州」

（裏向き）、下が「捨て場」（表向き）です。

河（River）
「河」がもっともよく使われる場所で、「崩落」した山カードが置かれます。河のカード

は表向きにすべてが見えるように並べます。最初は何もありません。

山の岩石層

カード 1枚が岩石層 500メートルを示します。プレイヤーは高さ 3000mの山でゲームを開
始します。例の図では、プレイヤー 1は片岩（Schist）が、プレイヤー 2は頁岩（Shale）
が侵食中です。



プレイヤーのアクション

プレイヤーは、自分のターンに以下の４つのアクションのうちいずれか１つを行うか、ま

たはパスをします。それから時計回りに次のプレイヤーのアクションになります。

注意：

過程（Process）カードは２つの部分に分かれており、下の「過程」部分はカードを捨てる
ことでプレイし、上の「岩石」部分はカードを山に配置することでプレイします。岩石部

分に書かれているテキストは、基本ルールでは無視します。

重要：

手札が空になった場合には、山の「ドロー・リミット」（後述）の制限内で、カードを 6
枚引きます。ターン終了時に１つ以上の山が尽きたら、ゲーム終了です。

１）ＷＸ（Weathering;風化）アクション
WＸカードをプレイするには、それを捨て場に表向きに置きます。それから選んだ山１つ
（自分の山も選べます）の岩石を、カードに記された枚数まで侵食させます。侵食した岩

石は「左にずらして」表現します。山全部の岩石が侵食した場合には、山自体を 45度傾
けます。

シールド：風化は岩石層の上から下に進みます。ある岩石層が風化を受けていない場合に

は、その下にある岩石層は風化の影響を受けません。

注釈：ＷＸカードに岩石の種類が書かれていた場合には、該当するシールドされていない

岩石層の全部が侵食されます。岩石層は一度だけ侵食されます。

風化に関する覚書：風化は岩石を弱めますが、崩すわけではありません。風化した岩石は

山の高さとしては数えますが、勝利には結びつきません。

ボーナス：「隆起」の項目を参照。

高さ制限：「Under 4000 meters」「4000 meters and more」のカードは、あなたのターンの
開始時に高さが 4000メートル未満/以上の山にのみプレイできます。

２）Ｈ（Hillslope:崩落）アクション
Ｈカードをプレイするには、それを捨て場に表向きに置きます。それからあなたか対戦相

手 1人の山の、カードに書かれた枚数までの侵食された岩石層が「河」に落ちます。

ボーナス：「隆起」の項目を参照。



隆起（Uplift）：
あなたは侵食（ＷＸ）または崩落（Ｈ）させた枚数だけのカードを、「ドロー・リミット」

の範囲内で引けます。手札が 7枚以上になった場合には、手札が 6枚になるまで岩石カー
ドを「隆起」としてプレイできます。隆起はその岩石層を、自分の山の一番下に並べます。

注意：「隆起」はＷＸまたはＨカードを「プレイ」した場合にのみ行えます。ＷＸやＨの

カードを「アーキテクチャ」の効果（上級ルール）として使用した結果の場合には隆起し

ません。

３）Ｆ（Flueval：河川）アクション
Ｆカードをプレイするには、それを捨て場に表向きに置きます。それからあなたは、「河」

にある岩石カードを正確にカードに書かれた枚数だけ「三角州」に移動させます。移動さ

せたカードのそれぞれについて、手札から同じ岩石タイプの岩石カードを捨てなければな

りません。

注意：三角州に移動させたカードは「裏向き」にして分からなくします。

ヒント：過程カードの種類は岩石の種類と対応しているので、山札の枚数は、河にどの種

類の岩石が多く流れているかの目安になるでしょう。

4）ドロー
「ドロー制限」の範囲内で、手札を 6枚になるまで３つの山から好きなように引いて補充
するか、手札を全部捨てて 6枚引きます。所定枚数のカードを全部引くまで、引いたカー
ドを見てはいけません。

ドロー制限：大気カードに「Draw Limit」の数字が記されており、それぞれの山について
の 2枚の、現在表示されている側の合計数までしか引くことができません。

ゲームの終了

時代の終了

得点は各「時代」の終わりに計算します。時代はプレイヤー全員が連続して「パス」をし

たら終了します。またはプレイヤーの誰かが、最後にドローを行った後で 2回パスを行え
ば終了します。



ゲームの長さ

2～3人でプレイする場合には「時代」を 1回、4～5人でプレイする場合には「時代」を 2
回プレイします。

得点計算

得点は時代ごとに計算します。各プレイヤーは、自分の山の風化していない岩石層１つに

つき 1ポイントを得ます。さらに自分の三角州にあるカード 1枚につき 2ポイントを得ま
す。さらに、自分の山の風化していて化石（貝・草・魚）のある岩石層１つにつき 3ポイ
ントを得ます。

新たな時代

得点計算が終わったら、「大気」カードと「山」以外のすべてのカード（すなわち河・手

札・捨て札など）を回収して、「セットアップ」と同様に種類ごとに分けて山にします。

同様に全員 6枚ずつ引きます。もっとも得点の低かったプレイヤーからゲームを開始しま
す。

オプション・ルール

山のアーキテクチャ

カードによっては、「岩」の部分に特殊ルールが書かれているものがあります。

「Upon Uplift」と書かれたカードは、そのカードを最初に「隆起」させた時にのみ適用し
ます。それ以外の赤文字のカードは、そのカードが山にあり風化していない状態であると

きに効果を発揮し続けます。

気候変動

アーキテクチャ・カードの中に、1つ以上の気候（atmosphere）の変動を誘発（triggered）
するものがあったならば、大気カードを 180度ひっくり返します。これはただちに「ドロー
制限」に影響を与えます。

メモ：

＊山の岩石は下から加え、上から侵食されます。

＊手札の上限数は６ですが、ドローできる数は「ドロー制限」の影響を受けます。



同点で終わった場合には、手札から 1枚引いて「モース硬度」による数字の高い方を勝者
とします。

Shale, Limestone 3
Granite, Conglomerate 6
Schist, Sandstone, Quartzite 7
Basalt, Welded Tuff 8

ヒント：

＊山の侵食の強さは、カードの岩石の写真の大きさが目安になります。

＊色々な種類の岩石を混ぜておくと、侵食に強くなります。

＊終盤では化石の得点のことを考慮して、ＷＸカードを有効に使いましょう。

＊化石入りの岩石は、沈殿物デッキ（ＷＸカード）の中にあります。

＊高い侵食された山は、三角州による大量得点のチャンスです。

デザイナーズ・ノート

和文省略



付録：山のアーキテクチャ

Basalt
玄武岩

Cometary 
Bombardme
nt

隆起時 すべての山の風化した岩石を崩落させ河に落とします。

移動した岩２つにつき気候変動１が発生します。

Flood 
Basalts

隆起時 気候変動２が発生し、あなたの山のすべての岩石の風

化を戻します。その後、すべての山のシールドされて

いない Shale/limestone/sandstoneを風化させます。最後
にこのカードをあなたの山の一番上に置きます。

Jointing 隆起時 あなたの山のもっとも高い風化されていない岩石を風

化させます。

Shield 
Volcano

隆起時 あなたの山のすべての風化を戻します。戻した岩石 2
つにつき気候変動１が発生します。最後にこのカード

をあなたの山の一番上に置きます。

Upwelling 
Mantle 
Plume

非風化時 あなたは、自分のターンに手札のすべての basaltカー
ドを隆起させられます。

Conglo
merate
礫岩

Laccolith 隆起時 あなたの山の一番上の風化していない岩石を風化させ

られ、さらに手札の basaltを隆起させられます。

Granite
花崗岩

Continental 
Collision

隆起時 手札の半分（端数切り上げ）のカードを隆起させられ、

さらに気候変動１が発生します。

Crustal 
Isostatic 
Rebound

非風化時 自分の山を崩落させた後で、1枚多くのカードを隆起
させられます。

Earthquake 
Fault Zone

非風化時 気候変動の影響にかかわらず、WXの山のあなたのド
ロー制限は２になります。

Granitic 
Batholith 
Intrusion

非風化時 あなたは、自分のターンに手札のすべてのGraniteカー
ドを隆起させられます。

Rock 
Avalanche

隆起時 あなたの山のすべての風化した岩石が崩落します。

Limesto
ne
石灰岩

Cavern 
Formation

非風化時 この岩石層は、シールドされていても風化します（た

だし崩落はしません）。

Gracial 
Outburst 
Flood

隆起時 岩石１つを河から三角州に移動させ、気候変動１が発

生します。

Global Fires 隆起時 気候変動１が発生します。

Schist Continental 
Ice Sheet

非風化時 変動の影響にかかわらず、Ｈの山のあなたのドロー制



片岩 限は２になります。

Drift to the 
Arctic

非風化時 あなたの山は 4000m以上であるかのごとく扱います。

Glacier 非風化時 自分の山を崩落させる際、その山が 4000m以上である
場合には、岩石 1個が河に行く代わりに直接三角州に
行きます。

Metamorphi
c Core 
Complex

非風化時 あなたは、自分のターンに手札のすべての Schistカー
ドを隆起させられます。

Monsoons 非風化時 変動の影響にかかわらず、Ｆの山のあなたのドロー制

限は２になります。

Quartzit
e
石英岩

El Nino 
Zone

隆起時 気候変動１が発生します。

Welded 
Tuff
溶結凝

灰岩

Supervolcan
o

隆起時 あなたの山のすべてのＷＸ岩石が崩落します。崩落し

た岩２つにつき気候変動１が発生します。最後にこの

カードをあなたの山の一番上に置きます。

（禁無断転載）
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