
Zetta 探索（Expedition ZETTA）

By John Manker

宇宙を探検するためにあなたのお友達やご家族を集めてください。彼⽅の星系にワープし、⽣命と異星の

サブスタンスを探しましょう。Zetta 探索であなたは勇敢さを試されます。あなたは国家を代表し、あな

たの仲間は 1962 年に確⽴されたワープ航法の世界最初のテストパイロットたちです。宇宙探検を通して

新たな⽣命とサブスタンスを発⾒し、新たな神秘の技術を打ち⽴てて勝利を⽬指しましょう。

Zetta 探索はほぼ無限に繰り返し遊べる探検ゲームです。ゲームシステムはソロプレイが可能であり、基

本ルールを⽤いて家族と遊ぶためのカジュアルなバリアント、そして⾼度なルールを使⽤する愛好家のた

めの複雑なバリアントがあります。

すべてのバリアントでは「クイックモード」カードを使⽤しての準備や星系の⽣成を⾏えます。

Zetta 探索の⽬標は、遠い星系を旅し、⽣命の証拠や貴重なサブスタンス、宇宙で⽣産した異星品を持ち

帰ることです。それぞれの発⾒があなたに名声をもたらします。

地球に戻った際にもっとも多くの発⾒による名声を獲得していたプレイヤーが勝利します。

プレイヤー１〜５名。10 歳以上推奨。プレイ時間は基本ルールではプレイヤー１⼈について 15〜30 分、

上級ルールを使えば１⼈につき 30〜45 分です。

共通の

最初の準備：初めてゲームをプレイする前に、すべての乗員カード  （  54    枚）、装備品

カード  （  30    枚）、⽣命カード  （  50  枚）、異星品カード  （  36  枚）をスリーブに⼊れます。

-1-

 序 Introduction

 共通注釈 General Notes

本書での重要⽤語は下線で⽰します（訳注：英⽂では bold-italic です）。



基本ゲーム：上級モジュールを使わないより短時間で終わる複雑さの少ないゲームで、

最初に⾏うにはこちらが適しています。基本ゲームでは、宇宙船カード・国家カード・異

星品カードは BASIC/USED 欄を表にして使⽤します（特典は使いません）。

上級ルール：ゲームを修正して複雑さを加えるモジュールを追加できます。多くの場合

よりプレイ時間がかかります。これらのモジュールはどれか１つだけを採⽤することも、

全部採⽤することも好みのものだけ組み合わせて採⽤することもできます。

クイックモード：準備と星系の⽣成をより⼿短に⾏うための⽅法です。ゲーム⽣成の部

分をより早くすることに伴い、ゲームは少しだけ簡略化されます。

トレード：探検の最中に⾏えます。複数のプレイヤーが（⺟船または惑星の）同じ場所

に居たときに、プレイヤー同⼠はエネルギー・トークン、サブスタンス、何か発⾒したも

の、装備品トラック上にあるものなら何でも…をトレードできます。

1 ⼈⽤ゲーム：別のルールセットで、プレイヤーは引き続きより⾼い名声を⽬標にしま

すが、地球に還れなくなるリスクが発⽣します。⽣存そのものも⽬的になるでしょう。

ボット・ルール：1 ⼈でゲームをプレイするための 2 番⽬の⽅法です。協⼒ゲームや多

⼈数戦のゲームでボット・プレイヤーを加えることもできます。

ゴールデンルール：カードに書かれている内容が他のルールと⽭盾する場合にはカード

の内容を優先します。

トークンの供給：エネルギー・トークン、ダメージ・トークン、4 種類のサブスタンス

トークンの個数には制限がありません。セットには⼗分な量を⼊れたつもりですが、万⼀

不⾜した場合には別のものを代⽤してゲームを進めてください。
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基本ゲーム：

いまは 1962 年．あなたはスウェーデンのストックホルムの K.Borg 博⼠が 1950 年にワープ航法の技術

を発明した別の歴史の世界にいます。彼は正体不明の科学者でした。彼の過去はほとんど分かっていませ

ん。それでも彼の発明は、⼤宇宙を巡⾏する宇宙船の建造という国家際共同プロジェクトの樹⽴につなが

りました。各プレイヤーは各国家を代表して、このワープドライブを使⽤する宇宙船の処⼥航海の⼀員と

なります。

Zetta 探索は 1-5 ⼈⽤のゲームで、対象年齢 10 歳以上。プレイ時間は、プレイヤー 1 ⼈につき 15-45 分

程度です。

プレイの⼿順
Zetta 探索の基本ゲームは以下の⼿順で進⾏します。

＊準備（PREPARATION）：クイック準備カードを⽤いてすでに作成済みの乗員を使⽤

するか、⾃分で乗員を集めます。乗員を集めるには準備グリッドで準備トークンを⽤いて

乗員カードを購⼊します。準備グリッドを使⽤する場合には、各ターン全員がプレイ順に

次の⾏動を⾏います。

 １.乗員カードを１枚「投資」する（国旗が置かれていないものに⾃分の国旗を置く）

 ２.あなたの国旗の置かれた乗員カードを⼀番下の⾏から任意の枚数取り、グリッド上に

  ある残りの乗員カードを、できるだけ上を空けるように下げて埋めます。

 3.新たな乗員カードを引き、隙間を埋めます。

＊星系⽣成：あなたは４つの星系を旅します。クイック  Zetta カードを使⽤して、どの星

系に⾏って、そこでの価値ある発⾒は何であり、どの惑星を⾒つけるかを決定します。全

員がカードで⽰された同じ星系に同時に移動します。
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 基本ゲーム Basic Game



＊探検：それぞれの星系の軌道から軌道へと移動し、アクションを通して⽣命、サブスタ

ンス、異星品を求めます。これらの３つを発⾒することが、あなたの名声を上げる主要な

⼿段です。ある星系に何ターンとどまるべきかは星系によるでしょう。各ターンに全員が

プレイ順に次の⾏動を⾏います。

 1.最⼤で５ステップまでの軌道の移動を⾏います（上級ルールでこの数字は増えるかも

  しれません）。

 ２.アクションの１つを⾏います。アクションには⽣命・サブスタンス・異星品の発⾒、

  ⼩惑星  のごみ漁り、研究があります。発⾒の試みの成否は発⾒値によります。⼩惑星

  のごみ漁りと研究は常に成功します。同じ場所に他のプレイヤーが居る場合は助けて

  貰えるかもしれません（上級ルールではアクションの種類が増えます）。

 3.アクションに成功した場合には、アクションごとの報酬を受け取れます。発⾒の試み

  に成功した場合には、⾃分の制御ボード上のレベルマーカーを移動させます。発⾒の

  試みに失敗した場合には、代わりに知識トークン１個を得ます。

＊得点：もっとも⾼い名声を獲得したプレイヤーが勝利します。

あなたは「準備」を１回だけ⾏ってゲームを開始します。

それから「星系⽣成」と「探検」を４回⾏い、最後に「得点」で勝者を決めます。

セットアップ
クイック準備カードを使⽤する場合には、それらを Crew-2/

Crew-3/Crew-4 の３つの⼭に裏向きにシャッフルします。

クイック準備カードを使⽤しない場合はすべての乗員カードを

裏向きにシャッフルして１つの⼭にします。⼭から 9 枚を引き

星系ボード裏⾯の３＊３の準備グリッドに配置します。残りの
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クイック準備カード



乗員カードは⼭のままボード横に置き、

⼀番上を表にして次に誰が来るのかを

明らかにします。

３＊３の準備グリッド：灰⾊の所に乗

員を１枚ずつ配置します。獲得のため

のコストは各欄の下に⽰されています

（２〜５個の資源トークンです）。

さらに８枚の異星品カードをランダムに引き（BASIC SIDE を表に

して）残りはゲームから除きます。このゲームを⼀番最近プレイし

たプレイヤーが、ターンマーカーとワープマーカーを受け取ります。

全員が初プレイであればダイスでランダムに決定します。

全員が以下のものを受け取ります。

・制御ボード １

・国家カード １（ランダムに決定） およびその国家の国旗マーカーを 15 個。

 （国家カードの WAL というのは Warp Agency Leader のことです）制御ボード右側の

 Crew Level    メーターの「０」の所に国旗マーカー１個を置きます。

・宇宙船カード １（ランダムに決定）と、その宇宙船フィギュア１個。
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星系ボード（裏）

乗員カード

異星品カード

制御ボード 国家カード 宇宙船カード

国旗マーカー



・準備トークン 12（残りはエネルギー・

 トークンとして再利⽤します）。

さらに 14 個のサブスタンストークン

（⼤）をサブスタンストークン袋に⼊れ

ます。

以下のものをトレーに配置します。
カードの場合にはシャッフルして裏向きに配置します。

・クイック    Zetta    カード 30 枚

・知識袋に、 のトークンのみを⼊れます。

・サブスタンストークン（⼩）をサブスタンストークン袋（14 個のサブスタンストークン

 （⼤）が⼊っています）の横に置きます。

・９個の恒星マーカー。

・⽣命カードのうち、異星⼈の⽂明（   アイコン）のもの 20 枚を除いた 30 枚。

・発⾒ボード

・78 個の惑星マーカー（  12 の種類別に分けておきます）。惑星を⾃分で探すバリアント

 を使⽤する（→星系⽣成）場合には、惑星マーカーを裏向きにしてシャッフルします。
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準備トークン

（エネルギートークン）
サブスタンストークンと

サブスタンストークン袋

クイックZettaカード 知識袋 恒星マーカー

⽣命カード 発⾒ボード 惑星マーカー



星系ボードの横に、以下のものを配置します：
・ランダムに選んだ異星品カード８枚。⺟船フィギュア１と⾦鉱ゾーンマーカー３個を、

 星系ボードの横に置きます。フィギュアは付属のピンで⽴てることもできます。

基本ゲームのセットアップはここまでです。ここまでで出てこなかったものは基本ゲーム

では使⽤しません。

準備
より⼿早くゲームを始めたい場合には、準備グリッドによるセットアップを省略します。

代わりに 18 枚のクイック準備カードを Crew2/Crew3/Crew4 ごとの⼭にランダムにした

うえプレイ順に各プレイヤーが１枚引き、そこに書かれている

乗員をメンバーとします。全員が同じ⼭から引く必要はなく、

Crew2〜4 のどれを引くかは各プレイヤーの⾃由です。

装備品モジュールを使⽤しない場合には、クイック準備カード

の装備品（EQUIPMENT）の記載は無視してください。もし

カードに書かれている乗員がすでに他のプレイヤーに取られて

いた場合には、同じ能⼒のシンボルセットを持った他の誰かを
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異星品カード ⺟船フィギュア ⾦鉱ゾーン

星系ボード

装備品カード



選んでください。そのような乗員がいなかった場合には、残っている任意の誰かを選んで

ください。この作業を終えたら「星系⽣成」の項に進みます。

クイック準備カードを使⽤しない場合には、準備グリッドを使⽤してください。

準備グリッドの使⽤法：

乗員は異なる能⼒を持っています。この能⼒は⽣命、サブスタンス、異星品を得るために、

またスターパイロットになるために使⽤します。スターパイロットになれば、エネルギー

を消費することなく旅を⾏えます。

最初にゲームを始めるときの良い戦術は、これらの４つの能⼒を乗員全員で最低１つは持

つようにすることです。

これら４つ以外のアイコンも存在しますが、それらは基本ゲームでは無視してください。

それらは上級ルールで使⽤されるものです。

次の⾏動をプレイヤーごとに（開始プレイヤーから時計回りで）順番に⾏い、獲得する乗

員を決定します。この⾏動を全員の準備トークンが０個か１個になるまで繰り返します。

⾏動のためのコストとして必要な準備トークンの数はグリッドごとに異なり、それは資源

アイコンの形で⽰されています。

5 4 5

4 3 4

3 2 3

各プレイヤーが⾃分の⼿番に⾏う⾏動：

１）プレイヤーはまだ国旗トークンが置かれていない乗員カード１枚に「投資」します。

 これはそのグリッドの位置に応じた準備トークンを⽀払ったうえ⾃分の国旗トークンを

 置く⾏動を指します。必要な準備トークンが無くどのグリッドにも投資できない場合を
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⽣命 サブスタンス 異星品 スターパイロット



 除き「パス」はできません。

２）グリッドの⼀番下の⾏に、⾃分の国旗を置いた乗員カードが存在する場合には、その

 乗員カードをすべて取り除き⾃分のものにします。それを⾃分の制御ボード上の任意の

 「Crew」に置きます。それによりグリッド上にできた乗員カードの空きに、他の乗員

 カードを横か下に移動させます（上や斜めに移動させてはいけません）。それによって

 空いた部分にも同様に他の乗員カードを横または下に移動させ、最終的に空きができる

 だけ上の⾏になるまでこれを繰り返します。この過程で⾃分の国旗を置いてある乗員

 カードが⼀番下の⾏に来た場合には、同様にそれも取って⾃分のものにします。

３）グリッドの空いた部分に⼭札から新たな乗員カードを置きます。

上の⾏の乗員カードに「投資」する場合は、後でそれを下の⾏に移動させるために必要な

準備トークンを⼿元に残しておくことを忘れないでください。通常それは６個程度で⼗分

です。⼿元残りトークンを５個以下にして⼀番上の⾏の乗員を「投資」するのはリスクの

⾼い⾏動です。

準備の終わり
準備グリッドでの⾏動を全員が終えた時点で、⾃分の国旗が置いてある乗員カードがまだ

グリッドの上の⾏に残っていても、これらは単純に失われます（これは⼗分なトークンを

残しておかなかった際にしばしば発⽣します）。

準備グリッド上に残った乗員カードを⽚付けてから、準備グリッドを裏返し星系ボードの

側にします。

１⼈で最⼤で４⼈の乗員を使うことができます。乗員カードを５枚以上獲得していても、

それは地球に残していくことになります。誰を残すかはそのプレイヤーが選びます。

最後に、全員にエネルギー・トークンを 18 個ずつ配ります（これは準備トークンと同じ

トークンです）。

-9-



星系の⽣成
ワープ航法は試作品であり強⼒ですが操縦は難しくテストされていません。このことはすなわち、あなた、

つまり勇敢なプレイヤーは未知の世界に旅⽴つテストパイロットと探検家ということです。ワープ航法は

１年に１回のジャンプしか⾏なえません。１回のジャンプには３ヶ⽉かかります。すなわちプレイヤーは

ひとつの太陽系に９ヶ⽉をかけて、その規模により 2〜５ターンの活動を⾏います。

クイック    Zetta    カードを１枚引き、これから訪れる星系を決めます。左に名前が書かれて

います（ルール上の意味は特にありません）。

発⾒ボードの数値をセットします。クイック  Zetta  カードに記載されている３つの数字を

発⾒ボードの円盤を回して合わせて、発⾒ボードをプレイヤー全員に⾒える場所に置きま

す。トレーの後ろに差すのも良い⽅法です（英⽂マニュアル表４参照）。

星系ボードの中央にカードの型（TYPE）に記された恒星マーカーを配置します（カードの

エネルギー ENERGY の数値は無視してください。これは１⼈プレイで使⽤します）。恒星

マーカーに⾦鉱ゾーン GOLDIROCKSZONE として３つまでのゾーンが記されています。

それらのゾーンをまたがる星系ボードの任意の位置に⾦鉱マーカー１個を配置します。
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配置の例



地球から恒星への距離はカードに光年（LY）として記されています。恒星の名前同様に、

これにはルール上の意味はありません。惑星マーカーをカードに記された軌道の上に配置

します。軌道は A〜J で定義されており、惑星は軌道上のどこに配置しても構いません。

惑星上の２つの数字は、この惑星で発⾒の試みを⾏う際に、増減するダイスの数です。⽣

命発⾒のチェックをする際には左の数字（緑）を使い、サブスタンス発⾒をする際には右

の数字（⾚）を使います。

惑星中央の⾊のついたアイコンは、この惑星で発⾒できるサブスタンスの種類を⽰します。

発⾒の数字の下にガス状惑星のアイコンが有る場合には、その惑星の軌道上に⼩惑星群

マーカー１つを置きます。その星系にガス状惑星が１つもない場合は、⼀番外周の惑星の

隣に⼩惑星群マーカー１つを置きます。

惑星の略号:

CBN Carbon Planet 炭素惑星

DES Desert Planet 砂漠惑星

GDW Gas Dwarf ガス状矮星

GGI Gas Giant ガス状巨星
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３つの惑星マーカーと⼩惑星群マーカー。惑星  GGI はガス状惑星であり、⼀番右は⼩惑星群マーカーです。

探検バリアント：
ゲームに発⾒の要素をいささか加えたい場合は、惑星マーカーを裏向きに配置し数字を

⾒えなくします。その惑星に最初に誰かが着陸した際に惑星マーカーを表にして数字が

全員に⾒えるようにします。



ICE Ice Planet 氷惑星

IGI Ice Giant 氷巨星

IRN Irn Planet 鉄惑星

LVA Lava Planet 溶岩惑星

OCN Ocean Planet 海洋惑星

PTR Planetar 褐⾊矮星（常に⽣命が存在します） ※

SSB SPSB ⼩惑星の中⼼

TER Terrestrial 地球型惑星

※褐⾊矮星：

ほとんど恒星になりかけた巨⼤なガス状惑星です。このためにやや⾼温で、⾦鉱ゾーンの

衛星を持ちます。褐⾊惑星（の衛星のいずれか）には常に⽣命が存在します。

最後に開始プレイヤーがその恒星マーカーの「TURNS」情報を読み、この星系に何ターン

とどまるかを全員にアナウンスしたうえ、⺟船をどの軌道にワープアウトさせるかを決め、

⺟船フィギュアをその軌道上に配置します。

探検
星系は⾊々な発⾒ができる場所です！ あなたたちは⺟船を出て、各⼈が⼩型宇宙船で星系を探索します。

主として⾒知らぬ惑星に降り⽴ち、発⾒のための乗員を遣わします。惑星で他のプレイヤーと協⼒したり

しなかったりして⽣命やサブスタンスを探します。価値のあるものを⼿に⼊れ活かせれば、それは⼤きな

利益と名声をもたらします。⻘写真を⽤いてサブスタンスで何かを造ることもでき、それは「異星品」と

呼ばれます。異星品は無重⼒状態の惑星外で造る必要があります。

探検は２〜５ターンかかります（恒星ごとに明記されています）。開始プレイヤーから、

時計回りに⾃分の⼿番を実⾏します。各ターン各プレイヤーはまず移動を⾏い、それから

⾏動を⾏います。
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探検中に知識トークンが発⾒され、乗員カードの上に置かれるかもしれません。知識トー

クンによる能⼒シンボルは、乗員カードに最初から書かれていたものと同等に扱います。

この⼀時的な変更は１ターンだけ残り、その後で知識トークンは知識袋に戻されます。

サブスタンス袋は、プレイヤーが⼩惑星群に⼊ったとき、または最初に惑星に降り⽴った

ときに獲得できるサブスタンスを決めるために使⽤します（惑星には別のサブスタンス・

トークンを１個その惑星上に置いて産出を⽰します）。サブスタンス袋にサブスタンス・

トークン（⼤）を⼊れます。プレイヤーがサブスタンス袋からサブスタンス・トークン

（⼤）を１個引いたときに同じ⾊のサブスタンス・トークン（⼩）を取って扱い、引いた

サブスタンス・トークン（⼤）はサブスタンス袋に戻します。

プレイヤーが複数のサブスタンス・トークンを同時に引く場合には、袋から１つを取って

種類を確認したら袋に戻してから次のものを引くようにすべきです。

紫⾊のトークン（⼤）を引いた場合には、引いたプレイヤーは⾃分の好きな⾊のトークン

（⼩）を１個選びます。引いたトークン（⼤）は袋に戻してから次を引きます。

発⾒の試みを⾏う場合は 12 ⾯ダイス１個を使⽤します。ダイスの⾊は何でも構いません。

プレイヤーはターンごとに１回移動を⾏えます。何らかの修正や上級ルールを使⽤しない

限り、移動１は１エネルギー（トークン）を⽀払って 0〜5 の軌道を移動することを意味

します。基本ルールではマップ上の⽩い弾道線は無視し、単純に軌道間の移動のみを数え

ます。プレイヤーは軌道に⼊ったターンにその軌道上の惑星に着陸したりその他の場所に

⼊れますが、惑星や⼩惑星群から出るには１移動のトークンを必要とします。

宇宙空間・⼩惑星軍・⺟船でターンを開始する場合には移動を⾏わなくても構いません。

しかし惑星上でターンを開始する場合には、移動を⾏わなくてはなりません。
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移動（Movement）



国際条約にもとづき、惑星上には最⼤１ターンしか滞在できません。後のターンですでに

来た惑星に再度着陸することは可能です。惑星を出たターンと同じターンに再度着陸する

ことはできません。

追加の移動コスト

・惑星への着陸を⾏うには追加の１エネルギーを必要とします。重⼒の低い⼩惑星群への

 着陸には追加のエネルギーを必要としません。離陸コストも含まれています。

 注意：次のターンに移動を⾏うには、やはり１エネルギーのコストを要します。

・放射性サブスタンス１個はいつでもエネルギートークン４個に変換できます。

ターンの終了時に⺟船へ移動する場合には１エネルギーを要します（すでに⺟船にいない

限り）。エネルギーが無く放射性サブスタンスを持っている場合には、それをエネルギー

４に変換してそのうち１つを使って⺟船への移動を⾏うこともできます。

エネルギーも放射性サブスタンスも残っていない場合には、他のプレイヤー全員の助けを

受けることになり、その場合は他のプレイヤー全員が（プレイヤー順に）そのプレイヤー

からサブスタンス・トークン１個ずつを受け取ります。

そのプレイヤーが全員に１個ずつ配れるサブスタンス・トークンを持っていない場合には、

プレイヤー順に、誰に渡して誰に渡さないかをそのプレイヤーが決定します。

特殊な移動

・あなたの乗員の全員がレベル持ちである場合（＝レベルが「9 STEPS」である場合）は、

 通常移動によって軌道を移動できます。

・あなたの乗員の中にスターパイロットの技能持ちがいる（あるいはスターパイロットの

 知識トークンを得ている）場合には、１エネルギーで恒星系のどこにでも移動できます

 （惑星への着陸にはやはり１エネルギーは必要です）。

・⺟船が惑星や⼩惑星群と同じ場所に居る場合には、⺟船と惑星・⼩惑星との間での移動

 コストはゼロです。（ただしスターパイロットが居ようとも、惑星への着陸にはやはり

 １エネルギーは必要です）
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着陸

・着陸するプレイヤーの宇宙船駒を、その惑星の横に置きます。惑星上に最初に着陸する

 場合には、そのプレイヤーの国旗マーカーを惑星の上に置きます。これによって、その

 プレイヤーは無償でサブスタンス１個を得ます。その場合には、惑星上に描かれている

 サブスタンスか、またはサブスタンス袋から１個引いたものを得ます。

以下のアクションから１つを選びます。

・研究：（常に成功します。レベルマーカーを動かさないように！）研究は惑星上を含め

 どこででも⾏なえます。知識袋からトークン２個を取ります。１個を選び、もう１個を

 袋に戻します。知識の上限は３ですので、制御ボードには３個までの知識トークンしか

 置くことはできません。４個⽬を引いた場合には、４個の中からひとつを選び袋に戻し

 ます。それらは使うときまで制御ボードに伏せて置いておきましょう。

・⼩惑星のごみ漁り：（常に成功します。レベルマーカーを動かさないように！）

 ⼩惑星群でのみ⾏なえます。サブスタンス袋から２回引きます。

・⽣命の発⾒：（次の「発⾒の解決」を参照）⽣命の発⾒は、⾦鉱ゾーンの範囲内での

 惑星でのみ⾏なえます。

・サブスタンスの発⾒：（次の「発⾒の解決」を参照）サブスタンスの発⾒は、任意の

 惑星で⾏なえます。（⼩惑星群では⾏えません）

・異星品の発⾒：（次の「発⾒の解決」を参照）異星品の発⾒は宇宙空間（＝無重⼒）

 でのみ⾏うことができ、同じ理由で⼩惑星群や⺟船ででも⾏えます。プレイヤーはその
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アクション(Action)

注意：サブスタンスの発⾒アクションだけでなく「⼩惑星のごみ漁り」アクションと、

惑星に最初に着陸したときにもサブスタンスを獲得できます。



 異星品カードに記載された材料のサブスタンス・トークンを⽀払う必要があります。

対応する能⼒を持つ乗員は発⾒に参加できます。知識トークンを⽤いることでその能⼒を

持たない乗員にも能⼒を与えることができます（その１ターンの間）。

・該当する能⼒を持つ乗員はレベル持ち（LEVELED）でなければダイスの１個を、レベル

 持ちであれば２個を加えます。

・援助：同じ場所に他プレイヤーがいる場合に協⼒を募ることができます。プレイヤーが

 それに応じた場合は、そのプレイヤーの任意の⼈数の能⼒持ち乗員も発⾒に参加させる

 ことができます。同様に１⼈につきダイス１個、レベル持ちであれば２個を加えます。

 これは発⾒の成功をより容易にしますが、そのプレイヤーに発⾒による名声（次項）を

 与えてしまいます。援助できるのは発⾒の試みの１回につき最⼤１名のプレイヤーです。

成功・失敗の判定

・発⾒に参加する乗員ぶんのダイスを集めます。それをすべて振らねばなりません。

・ダイスの個数に惑星の数字による補正を⼊れます。プラスはダイスを増やしマイナスは

 減らします。これがゼロになれば発⾒は⾏なえません。

・求めた個数のダイスを振ります。その中に発⾒の試みの発⾒値（発⾒ボードを参照）の

 数値「以下」のものがひとつでもあればその試みは「成功」です。複数のダイスが成功

 しても結果は変わりません。

成功時の処理

プレイヤーの制御ボード上の Crew レベルマーカーを１上げます（初期値は”00”です）。
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注意：異星品カードの左上のアイコンは基本ゲームでは使⽤しません。

発⾒の解決(Making Discoveries)

注意：惑星の数字の補正は⽣命とサブスタンスの２種類があります。



その結果として”LEVEL”の位置に来た場合には、マーカーを”00”の位置に戻したうえで、

制御ボードのレベルがまだ上っていない（LEVELED でない）乗員１⼈を裏返しレベルを

上げます。全員のレベルが上った場合はレベルマーカーを”9 STEPS”に移動させます。

さらに発⾒の内容に応じた次の処理を⾏います。

・⽣命：⽣命カードを１枚引き、それを制御ボードの”CURRENT”の位置に置きます。

・サブスタンス：惑星に記されている種類のサブスタンス・トークンの２個を取って、

 それを制御ボードの”SUBSTANCE”の位置に置きます。

・異星品：購⼊可能な異星品カードを１枚選んで、カードに記されたサブスタンス・

 トークンを⽀払い、その異星品カードを制御ボードの”CURRENT”の位置に置きます。

他のプレイヤーの発⾒を援助した場合には、乗員のレベルは上がりませんが、次の処理を

⾏います。

・⽣命と異星品：発⾒されたカードのスリーブの中に（訳注：これらのカードは最初に

 スリーブに⼊れてゲームを開始します）、国旗トークンを１個⼊れます。

・サブスタンス：惑星に記されている種類のサブスタンス・トークン１個を取ります。

失敗時の処理

・知識トークンを１個引きます（他のプレイヤーにシンボルを⾒せないように）。知識の

 上限は３であり、制御ボードには３個までの知識トークンしか置くことはできません。

 ４個⽬を引いた場合には、４個の中からひとつを選んで知識袋に戻します。

・他のプレイヤーの援助をして失敗した場合には、何も得られません。

クリンナップ（次のワープへの準備）
クリンナップでは、制御ボードの上にあるすべてのカードは、裏返っていたり横向きに
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なっていたりしても（これらは上級ルールではそうなり得ます）元に戻って、星系の上の

すべてのコンポーネントは除去されます。

・開始プレイヤーマーカーとワープマーカーを、もっとも多くの知識トークンを所有して

 いるプレイヤーに渡します。複数プレイヤーが同数であった場合には、現在のターンの

 開始プレイヤーから時計回りに次のプレイヤーを選んで渡します。そのプレイヤーが、

 次のターンの開始プレイヤーになります。

・制御ボードの”CURRENT”にある⽣命と異星品を”STORED”に移動させます。

・使⽤した惑星マーカーをすべてマーカーの⼭の⼀番下に移動しすべての国旗マーカーを

 プレイヤーに返します（訳注：カードスリーブの中の国旗マーカーは除きません）。

・恒星マーカーと⾦鉱ゾーンを取り除きます。

現在が４度⽬のワープでなければ、次の恒星系を⽣成してゲームを続けます。４度⽬の

ワープであれば、得点計算（次項）を⾏います。

得点計算
もっとも多くの名声を獲得したプレイヤーが勝利します。名声は次の総和で計算します。

・⽣命カードと異星品カードに書いてある名声（Fame）の数値。

・サブスタンス・トークンによる名声。ガス（無⾊）と⾦属（⿊）は１個につき名声１、

 宝⽯（⾚）と放射性サブスタンス（⻘）は１個につき名声２になります。

・他のプレイヤーの制御ボードの上にある、あなたの国旗の⼊った⽣命カードと異星品

 カードは、カードに記載された名声（Fame）値の半分を得られます（他プレイヤーの

 国旗が⼊っていても、それを得ているプレイヤーが得られる名声は変わりません）

・レベルの上がった（LEVELED）乗員１⼈につき名声２。

・あなたのレベルが”9 STEPS”に達していれば名声 9。

名声点が等しかった場合には、もっとも価値のある⽣命カードを獲得していたプレイヤー

の勝利とします。

それも等しければ？その場合には、勝利を分け合いましょう。
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注意：乗員カードのレベルアップ（LEVELED）は例外で、表に戻ったりはしません。



モジュール
あなたが宇宙旅⾏で、より冒険的でより詳細な経験を得たいのならば、上級ルールを使⽤できます。上級

ルールは、プレイヤーがすでに「Zetta 探索」での基本ゲームを習得していることを前提にしています。

Zetta 探索の上級ルールはモジュール化されており、プレイヤーはそれらルールのうちの

好きなものだけを選んで採⽤することができます（モジュールのルールに特に指⽰がない

限りは）。すべての上級ルールを採⽤すれば、真に英雄的な冒険を楽しめるでしょう。

モジュールの導⼊⽅法

本書のモジュールは、ゲームに親しむうえでのおすすめの導⼊順に並んでいます。最初の

モジュールから順盤に１つずつ導⼊したうえゲームを通して終えてから次のモジュールを

導⼊するのは良い考えです。経験豊富なプレイヤーであれば２つか３つずつ導⼊してみる

ことにも挑戦できるでしょう。

別の⽅法として、同じグループで何度も Zetta 探索をプレイする際に、前のゲームに勝利

したプレイヤーが次に導⼊するモジュールを決める、という⽅法でも良いでしょう。

本書のモジュールの表題の横の番号は、ダイスを使って導⼊モジュールを決定する場合の

ために設けられたものです。

１つか２つのモジュールでプレイする場合には、コンポーネントに記載された使⽤しない

モジュールに関する記述は無視することができます。

例：ワープ航法モジュールは装備品と異星⼈乗員に関する扱いのルールを含んでいますが、

装備品モジュールや異星⼈⽂明モジュールを使⽤しない場合は、それらについての記述は

無視します。
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