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1. はじめに
本書は、Sierra Madre Games社が 2007年 12月に発売した「Origins: How We Became 
Human」に惚れ込んだ筆者が、その魅力を 1人でも多くの方に紹介するために作成した同人誌
です。

本書の内容はすべて筆者が独自に記述したものですが、もちろんゲーム自体の内容は元ゲーム

「Origins- How We Became Human」を作成した Sierra Madre Gamesに著作権があります。
また本書では説明のために同ゲームの箱、マップやチャートから必要に応じて画像をスキャンし

て使用しておりますが、それらについても著作権は同社にあります。

本書は同ゲームのガイドブックという目的のもと、同ゲームのデザイナーである Phil Eklundから
筆者が許可を得たうえでそれらを使用しています。

2. Sierra Madre Games社について
http://www.sierra-madre-games.com/

1992年に設立。

科学・歴史の分野などの教育的なファミリー・ボードゲームを中心に作成・販売している会社です。

過去作：

Insecta （昆虫の進化)

American Megafauna (恐竜の進化)

Origins (人類の進化)

Kriegbot (ロボットバトル)

High Frontier （太陽系内の人類の植民地拡張）

BIOS Megafauna　（恐竜の進化・American Megafaunaのリメイク）

などです。現在の代表作はこの「Origins」や「High Frontier」「BIOS Megafauna」になるでしょう。

日本のショップ向けの流通は開拓されておらず、店頭売りはされていないようです。現在のところ、

Originsの個人入手も同社直販（本体$50、送料$48）や Funagain Games（本体$39.95）などの
海外の販売サイトを利用せざるを得ないようです。

１ドル 80円になった昨今とはいえ、送料を考えるといささか躊躇するかもしれません。
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3. どんなゲーム？

このゲームは人類の進化をテーマにしたボードゲームです。いわゆる「シビライゼーション」
の系列のゲームであると言えますが、視点は従来のその手のゲームよりも相当にマクロであり、

特に類人猿から人類への進化を扱っているという点が異彩を放っています。

時代 明示されてはいないが、およその範囲

I The Age of Instinct（本能の時代） 類人猿から人類への進化

II The Bicameral Age (混沌の時代) 先史時代～紀元前くらい

III The Age of Faith（信仰の時代） 紀元後～産業革命前

IV The Age of Reason　（理性の時代） 産業革命後～現代

一応現代までの進化をテーマにしていますが、このゲームでは個々の進化の要素よりも社会全

体の発展をどのように行うべきかことに主眼が置かれています。ユニット同士の戦闘や戦術的な

要素は全くありませんので、戦車ユニットや飛行機ユニットを開発すれば竹槍ユニットを蹴散らせ

るようになる、といった展開が待っているゲームではありません。そのようなものを期待される方

には、このゲームは残念ながらご期待に沿えないとしか申し上げられません。逆にそのうえで興

味を抱かれた方には、是非本書の先を読んでいただきたいと思います。

本書の第 4章では、はじめてこのゲームに触れる方を対象に、ゲームの大まかな流れについて
述べています。すでにこのゲームに触れている方は、第 4章はスキップして第 5章に進んでいた
だいて構いません。

また本書は、このゲームの雰囲気と流れを掴んでいただくためにルールのほとんどについて言

及してはおりますが、それでも「すべてのルール」について述べているわけではありません。

最終的には、マニュアルの通読をお勧めします。

なお、本書の内容はそれなりに実際のプレイと考察を重ねたうえで執筆したものですが、本書で

述べた見解は別に「公式」なものでもなく、また異論があったり誤っている可能性もあることは予

めおことわりしておきます。
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4. どういう風に進化を行い、時代を進めるのか？
プレイヤーはアルファ原人・クロマニヨン人・ホビット（オセアニア発祥の小人族Homo 
heidelbergensisの通称）・ネアンデルタール人・北京原人の５つの種族のどれかを担当します。
これら種族は登場位置や初期状態や性向、勝利条件などが異なります。

ゲームは時代 Iと時代 II以降では、いささか進め方が異なります。

4.1.大脳の開放

時代 Iでは類人猿であるプレイヤーが、種族の完全な大脳を得ることが目的になります。

左図はネアンデルタール人の大脳ですが、アイコンで

示されるように大脳が「アルファ（思考）」「手（技術）」

「どんぐり（自然知識）」「！（言語）」の 4種類 5部位に
分けられており、種族ごとに異なる 1～2個の部位が
ゲーム開始時の初期状態で開放（活性化）されていま

す（実際のカードでは赤く示されています）。

活性化していない部分はユニットで覆われます。たと

えば左図が、ゲーム開始時のネアンデルタール人の脳の

状態です。

ゲーム開始時にはネアンデルタール人は「手」と「アル

ファ」のアイコンで示される大脳しか活性化しておらず、そ

れに沿った内容のコマンドしか行えません。

次の表は、種族ごとのゲーム開始時に活性化しているアイコンです。

アイコン

アルファ原人 - ○ ○ -

クロマニヨン人 ○ - ○ -

ホビット ○ - - -

ネアンデルタール人 ○ ○ - -

北京原人 - - ○ -
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大脳のそれぞれの部位を開放させるには、該当するカードをプレイします。
カードのプレイはこのゲームの根幹を成すものであり、それは多彩な効果をもた

らすものですが、特に「時代 I」のカードでは図のようなアイコンのカードをプレイ
することで、大脳のその領域を開放することが可能です。

大脳のそれぞれの部位が開放されているか否かは、しばしば「時代 I」の（別の）カードのプレイが
できるかどうかの条件に設定されており、さらに時代 Iでの次の重要な革新アクションのいくつか
が実行できるかどうかの条件にもなっています。これはゲームを進めるうえで決定的に重要なこ

とであり、その意味でも大脳の開放が時代 Iを進めるうえでの基本的な目標になります。

革新アクション 意味 必要な部位

模倣
Imitator

他人が使ったカードを入手

新規なふるまい
Novel Behavior

山札をドロー
か

自然主義者
Naturalist

動物・植物の土着化（都市を作る）
と

５つの全部を開放すれば「人類」になり、時代 IIに進むことができます。

4.2.インフラの向上

さらに 5種類のインフラを向上させることが、ゲームを進める基本です。

インフラはプレイヤーの種族の文明の発展を示す指標であり、それぞれを発展させることにより

それぞれの利得を得て、文明をより進化させることができるようになります。

インフラ 値 関連

大地支配
Footprint

1-6 ・ヘックスに対して何個のマップユニットが存在できるか

・都市の防御力

・2ないと、一切の特殊地形の横断ができない
・2で砂漠の横断が可能になる

金属加工
Metallurgy

0-5 ・差があれば、戦争時に有利に働く

・資源の土着化の条件

・2でジャングルの横断が可能になる
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インフラ 値 関連

航海
Maritime

0-5 ・海などに関する移動の可否を決定

・１ないと、一切の特殊地形の横断ができない

エネルギー
Energy

0-5 ・動物の土着化の条件

・植物の土着化の条件

・資源の土着化の条件

・2で砂漠の居住が可能になる
・時代 II以降では、時代を進めるための基本指標
・その他、特典あり

疫学
Immunolog
y

0-5 ・疫病に関する耐性

・2でツンドラの居住が可能になる
・5でジャングルの居住が可能になる

またそれぞれのインフラは、しばしばカードをプレイしたり時代を進めるうえでの条件になります。

4.3.カードのプレイ
カードをプレイすることが、このゲームを進める基本です。

カードは大きく分けて「アイデアカード」と「公共カード」の 2種類があります。

「アイデアカード」はゲームを進める基本となる、プ

レイすることによってアイコンで示される各種の効果

を得られるカードです。

アイデアカードは斜めに 2分割されており、左上の
エリアと右下のエリアに大別されます。

（図では太い点線で分割を示しています）

プレイヤーがアイデアカードをプレイする際に、この

どちらか一方のエリアだけを指定してプレイします。

カード右下のエリアは、基本的には前提条件なしで常にプレイ可能ですが、一般に得られる効果

はより小さなものになります。

カード左上のエリアは、プレイのための条件として指定された大脳部位（時代 I）やインフラ（時代
II以降）を必要としますが、一般にはより大きな効果が得られます。
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カード左上のエリアの中に「紫色」で示されているのがプレイのための条件です。

そこに大脳部位またはインフラと数字が記されている場合には、そのカードの左上エリアをプレイ

するためには、それらのすべてを獲得していなければならないことを意味しています。

たとえば左図のカードの左上のエリアの場合は、「金属加工」２と「航海」２を

備えたプレイヤーにしか使用できず、そうでないプレイヤーではこのカードを

入手しても右下のエリアしかプレイできないことになります。

基本的には左上のエリアの方がより先に進むための効果を持つので、手に

入れたカードを適切にプレイできるだけのインフラを伸ばすことが、ゲームを

進める基本になるでしょう。

カードのプレイによって、プレイした側のエリアに記されたすべてのアイコンの効果を得られます。

プレイしていない側のエリアのアイコンの効果は得ることができません。

複数のアイコンが記されている場合には、そのすべての効果を好きな順序で得ることが可能です。

また一部マイナス効果は「必須」ですが、そうでないものは効果を得ないことを選択することが可

能です。

※両方にまたがっている「眼」のアイコンは、捨て札の山にある時に有効な特殊アイコンです。

それぞれのアイコンの意味と効果については、それぞれ関連した項目で述べるものとします。

なおカード中央の写真とキャプション、およびカード名はルール上の意味は持ちません。

公共カードは、それを所持

しているプレイヤーの社会

全体の成熟度を示すカード

です。

基本的な性能は、右上のア

イコンで示される「情報」「文

化」「政治」の 3種類のカテ
ゴリーの値です。

公共カードを所有したプレイヤーは、そのカテゴリーのその値を獲得していることになります。

それは基本的に、獲得したプレイヤーに以下のような各種のメリットをもたらします。
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アイコン カテゴリー メリット

情報
Information

● 所有できる手札の最大数を規定します。

● 成人リセット（※）の数を規定します。

※行動ポイントの回復のようなもの（→4.12 参照）。

文化
Culture

● 「文化変容」アクションを実行すると、文化が高いプレイ

ヤーは、低いプレイヤーの成人を１奪えます。

政治
Administration

● 社会の安定チェックのサイの目を補正します。これによ

りプレイヤーの社会は、より安定します。

公共カードは、そのカードの「時代」の値と同じだけのカテゴリーの値を持ちます。つまりより進ん

だ時代の公共カードほど、同じカテゴリーのものでもより強力なカードになります。

公共カードを獲得したプレイヤーは、それを自分の「人口動態」シートの所定の位置に置き、その

カテゴリーの値を保持していることを示します。

プレイヤーが同一カテゴリーの公共カードを複数持つ場合は、その一番大きい値が適用されます。

同じ値の同じカテゴリーの公共カードを複数持つことは「スペア」（※）以上の意味はありません。

※「蛮族の襲撃」により、獲得した公共カードが失われる可能性があります。

公共カードは「オープン・カード」であり、プレイヤーはカードを引いた際に表にします。

さらに重要なこととして、これはカードを引いたプレイヤーが無条件に獲得できるのではなく、表に

した後でプレイヤー間で競りを行い、競りに勝ったプレイヤーが入手可能です。

基本的には、高い値の公共カードを入手しているほどゲームは有利に進められますので、誰か

が公共カードを引いたときのために競りに参加できる状態にしておくことが望まれます。

公共カードには、競り落としたプレイヤーに適用されるメリットやデメリットを含んでいるものもあり、

これも競りに参加すべきかを決定する要素になります。

4.4.革新ポイントの獲得
カードの入手は、自分のターンの「革新（Innovation）」フェイズに行います。

革新フェイズでは、プレイヤーは獲得できた「革新ポイント」を消費することで、「革新アクション」を
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実行できます。

革新アクションには後で述べる「土着化」など他の重要なものもありますが（→4.11）、もっとも基
本かつ重要なものは「カードの入手」であると言って良いでしょう。

入手できるカードの枚数は革新ポイント数により、これはゲームの進化に直結します。

従ってなるべく多くの革新ポイントを維持することが、ゲームを進めるすべての戦略の基本です。

革新ポイントは、各プレイヤーに配られる人口動態チャート(Demographics）の中央上列の革新
（Innovation）トラックで管理します。

革新トラックは 1～5の数字（＝革新ポイント）の記された 10個のユニットを置くエリアで構成され、
ここからより多くのユニットを所定の方法で取り除くことにより、それだけ多くの革新を行うことがで

きるようになります。

↑多くの種族のゲーム開始時の状態。毎ターン１の革新ポイントを使用できます。

↑ゲームが進み、ユニットを取り除くほど多くの革新ポイント（例では 3ポイント）を使用できます。

革新ポイント（革新アクション）には一切デメリットはありません。従ってプレイヤーは常に、可能な

限り自分の種族の革新トラックからユニットを取り除くことを念頭に置いてゲームを進めてください。

4.5.人口増加のメリットとデメリット
カードの入手とともにゲームを進めるための基本は、自分の種族のユニットをマップ上に展開し

て人口を伸ばして都市を作るといった「人口アクション」を実行することです。

プレイヤーの人口は、各プレイヤーに配られる人口動態チャートの中央下列の人口

（Population）トラックで管理します。革新トラック同様、これは使用できる「人口ポイント」に直結し

ます。
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↑多くの種族のゲーム開始時の状態。毎ターン１の人口ポイントを使用できます。

↑ゲームが進み、ユニットを取り除くほど多くの人口ポイント（例では４ポイント）を使用できます。

人口ポイントを用いて人口アクションで行える行動にも多彩なものがありますが、基本はユニット

を生産したり移動したりといったものです。これは世界に自分の勢力を広げるうえでは不可欠で

す。

しかしながら「革新」が多ければ多いほど良い（＝革新トラックから常に可能な限りユニットを除去

するべき）とは異なり、「人口」の場合には無条件にただ増やせば良いというものではありません。

他の条件が整わないうちに無闇に人口を増やすことは社会の混乱をもたらしてしまうので
す。

具体的には、プレイヤーは自分のターンに      1      回「安定チェック」  を行います（6 面サイを 1個振る）。

安定チェックに成功すれば何も起こりませんが、失敗すると社会が「混乱」します。その結果とし

て人口が半減したり、インフラが機能しなくなるなどさまざまなデメリットが発生します（→4.15）。

安定チェックには、人口トラックの下の小さい数字を見ます。

この“<4”というのは「4 未満で失敗」を意味し、つまり 1～３の目が出れ
ば失敗ということになります。

※サイの目には「政治」公共カードなどによる修正が加えられます。

このゲームでは混乱は社会全体を進化させるためには必要というコンセプトがあります。このた

めプレイヤーは時には意図的に混乱を発生させて社会を進める必要があります。

しかし意図しない混乱は通常デメリットしか生みませんので、プレイヤーは基本的には社会を安

定させることに常に気を配る必要があります。

具体的には、人口トラック上のこの数字には注意する必要があり、人口を伸ばす際には常にこの

数字を意識する必要があります。また「政治」の公共カードを獲得することも狙うべきです。

何も考えずに人口トラックからユニットを除去するのは禁物です。
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4.6.出生率の制御
「4.4　革新ポイントの獲得」と「4.5　人口増加のメリットとデメリット」で述べたように、革新トラック
と人口トラックのそれぞれにユニットが乗っているかどうかは、それぞれ革新ポイント・人口ポイン

トを獲得するうえで重要であり、また人口トラックのユニットの多寡は社会の安定に関連します。

プレイヤーは「出生率減少」と「出生率増大」のアイコンの記されたカードをプレイすることで、これ

らのトラックの間でユニットを移動できます。これはゲームを進めるうえで重要です。

「出生率増加」（Fecundity Increase）を実行すると、人口トラックのユニットを革
新トラックに移動できます。これは（時代を進める目的で）意図的に混乱を起こ

す場合には有効でしょうが、革新が阻害されるので通常は行われません。

「出生率減少」（Fecundity Decrease）を実行すると、革新トラックのユニットを
人口革新トラックに移動できます。これは革新を推進し、社会の安定にも寄与

するので、しばしば積極的に実行されることになるでしょう。

出生率を減少させ、より多くの革新ポイントを手に入れてカードを引くのが攻略のセオリーです。

4.7.大地に足を踏み出す
各プレイヤー種族は、地球を模したヘックスマップ上の所定位置の「移民ユニット」としてゲームに

登場します。移民ユニットはヘックスの６つの隅の小円上に配置されます。

これがプレイヤー種族の勢力を示すものであり、移民ユニットは人口アクションによってマップ上

を「移動」させることができます。

また新たな移民ユニットを「人口増加」させてマップ上に配置することができます。

また「都市」を作ることで移民ユニットは「都市ユニット」としてマップ上に配置されます。

天変地異や飢餓や戦争によって一度配置した移民ユニットや都市ユニットが除去される可能性も

あります。なお、あるプレイヤー種族のすべての移民ユニットと都市ユニットが除去された場合に

は、そのプレイヤーは別のプレイヤーの奴隷種族として存続し、ゲームは続きます（→5.7）。
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「人口アクション」を使用して移民ユニットをマップ上に展開することは必要であり重要なことです

が、その際には次の点に考慮する必要があります。

● 無闇に人口を増やして、人口トラックを空けると社会が不安定になる（→4.5）。

● 「飢餓」（→4.8）により、せっかく増やした移民ユニットが除去されないよう注意する。

● そのためには移民ユニットが移動できる範囲を常に計算する必要がある（→4.9）。

4.8.飢餓
飢餓が発生すると、そのプレイヤーのユニットはマップ上から除去されます。

飢餓のメリットはおよそなく（進化が遅れるデメリットはあります）、飢餓は基本的にはプレイヤー

が「人口を発生させない」ことで予防することが可能ですので、飢餓を発生させないように計画的

に人口をコントロールしましょう（時には「人口増加」でなく「移動」を実行すべきです）。

プレイヤーは、自分のターンの人口アクションによって自分のマップユニットを増やしたり移動さ

せたりさせた後で、自分のマップユニットが存在するすべてのヘックスについて次のように「飢餓」

のチェックを行います。

このゲームでは移民ユニットはヘックスの 6 隅の小円上に配置され、その小円を頂点とする３つ

のヘックスに影響を及ぼします。都市ユニットはヘックスの中に配置されます。

たとえば、左図のように２つの移民ユニッ

トと１つの都市ユニットが配置されている

場合には、それぞれのヘックス上のマップ

ユニットの数は左図の数字のようになりま

す。

飢餓チェックでは、自分のマップユニットが存在するそれぞれのヘックスごとに、自分

の「大地支配」（Footprint）のインフラの値とヘックスのすべてのプレイヤーのマップ
ユニットの総数を比較します。

たとえばプレイヤーの大地支配が 3であれば上図の状態のマップユニットはいずれ
も生き残りますが、大地支配が２であれば３のヘックスが飢餓状態になります。
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飢餓が発生した場合には、それが解決するまで自分のマップユニットを除去しなければなりませ

ん。

なお、気候や地形などは飢餓チェックの場合には無関係です。

大地支配はインフラであり、その値はプレイヤーごとに異なり得るということには注意が必要です。

たとえば 2人のプレイヤーの双方が大地支配２の状態で、あるプレイヤーが他プレイヤーの居る

ヘックスに 3個目の移民ユニットを移動させれば、その結果は「いま移動した移民ユニットの除

去」で終わりますが、大地支配 3のプレイヤーが大地支配 2の他プレイヤーの居るヘックスに 3
個目の移民ユニットを移動させた場合には、その移民ユニットは飢餓を逃れて生き残り、かつそ

のままだと他プレイヤーのユニットはそのプレイヤーの飢餓チェックで除去されるでしょう。もっと

もこれはほぼ「宣戦布告」に等しい状態なので、プレイヤーが敢えてそのような移動を行ったなら

ばそれは戦争が待っているだけだとは思われます。

4.9.移民ユニットの移動
有用な動植物や資源のあるヘックスを確保して「都市」を建造することが、ゲームを進める基本に

なります。場合によっては生存や戦争のための移動も必要になるでしょう。

プレイヤーは、移民ユニットの移動方法について熟知しなければなりません。

移民ユニットはヘックスの頂点にのみ存在でき、移動はヘックスの頂点から頂点へとヘックス線

に沿って行います。ヘックスを横断することはできません。

ただし移動は地形とインフラによる影響を直接受けます。

具体的には１つの移民ユニットは 1ターンに「5移動力」を持ちます。これは普通の地形であれば

ヘックスに沿って５つの頂点を移動できることを意味しています。

しかしながら地形によっては、プレイヤーが必要なインフラを備えていない限り頂点 1回の移動
に「2移動力」を要することや、あるいはまったく移動（進入）できないことが普通にあります。

地形はマップ上で所定の色で示されているのですが、気候変動によりその意味するところが
変わることには十二分に注意しなければなりません。

率直に言って、これは初心者がかなり間違えやすいポイントです。

うっかり思った所に移動ができないのに、間違って移民ユニットを生産してしまう（※）ようなことが

ないように注意してください。

※もっともこれは、その人口アクションフェイズであり戦争行為を行っていないのであればプレイ

ヤー間の合意によって「やり直し」を認めてやるべきだと思われます。
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頂点 都市 気候 地形 移動 居住 都市

灰円 円なし■ - 平地
Land

1移動力で○ ○ ○

青円 （なし） - 海
Sea

「大地支配2」+「航海2」で、2移動

力で○。「大地支配2」+「航海3」を

備えていれば1移動力で○。

× ×

半白/
半灰円

白円に■ 氷河期 氷
Ice

× × ×

間氷期 ツンドラ
Tundra

「大地支配2」+「航海1」＋「疫学2」

で、1移動力で○。

左条件

で○

「疫学

2」で○

半灰/
半青円

青円に■ 氷河期 沿岸
Shelf

1移動力で○ ○ ○

間氷期 水没
Ocean

× × ×

黄円 黄円に■ 非砂漠 サバンナ
Savanna

1移動力で○ ○ ○

砂漠 砂漠
Desert

「大地支配2」+「航海1」＋「エネル

ギー2」で、1移動力で○。

左条件

で○

「エネ

ルギー

2」で○

緑円 緑円に■ 非熱帯 草原
Parkland

1移動力で○ ○ ○

熱帯 ジャングル
Jungle

「大地支配2」+「航海1」＋「金属加

工2」で、2移動力で○。

「疫学

5」で○
「疫学

5」で○

4.10.都市を作る
移民ユニットの移動のさせ方を理解したら、いよいよ「都市」を作る術を知る必要があります。

都市を作ることは文明を進化させるための基本であり指標です。

通常は、多くの都市を持つプレイヤーほどゲームを有利に進めていることでしょう。

都市の建設は、基本的に次のメリットをもたらします。

● 大地支配・金属加工・エネルギー・疫学などの、所定のインフラが伸びます。

● より多くの「成人」を獲得できるようになり、ゲームを有利に進められます。

● 間接的に多くの「革新」トラックを空けることで、多くの革新アクションを実行できます。

● 都市は移民ユニットよりも高い防御力を持つので、よりヘックスの支配を確実にできます。
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都市を作るには、次のいずれかの方法による必要があります。

● 時代 Iの革新アクション「自然主義者」により、動物か植物の土着化を成功させる。

● カードにより動物か植物か資源の土着化を成功させる。

● 時代 III以上の人口アクション「都市化」を行う。

「都市化」が行えるのはずいぶん先（時代 III以降）であるため、すべてのプレイヤーはまずは「土
着化」により都市を建設することについて正しく理解する必要があります。

4.11.土着化
「土着化」は、野性の動物を捕まえて家畜にしたり、野性の植物を植えて農業を行ったり、資源を

採掘して利用することを示します。

そうすることによって人類が定住し都市を作るようになったというのがゲームのコンセプトです。

土着化によって都市を作るには、マップ上の「動物」「植

物」「資源」の絵が描かれているヘックスの頂点のどこかに、

そのプレイヤーの移民ユニットが存在している必要があり

ます。

左図は動物のキリン（Giraffe）が描かれたヘックスに移民

ユニットがあることを示します。このプレイヤーは「動物の

土着化」を試みることができ、それに成功すれば、このヘッ

クスに都市を建造することができます。

動物・植物・資源のそれぞれの土着化がアイコンで示されており、このアイコンが記されているア

イデアカードをプレイすることで、それぞれの土着化を試みることができます。

動物と植物に関しては、カードがなくても革新アクションの「自然主義者」を実行することで、動物

または植物の土着化を試みることが可能です（資源はカードがないと試みられません）。
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さらに土着化のためには「生産者」である「成人」１を「消費」する必要があります。

つまり先立って生産者である成人を獲得しておかなければなりません。

「成人」は重要なゲーム上の要素なので、4.12で改めて述べます。

以上の条件が整った場合には、プレイヤーは「土着化」を試みることができます。

これは 6 面サイコロを 1個振り、サイコロの目にマップ上の絵とアイコンに記されたプラス・マイナ

スの修正を施したうえで、結果をそれぞれの土着表で参照するだけです。

動物の土着表：

サイの目 成否 結果（成功時） 結果（失敗時）

1- エネルギー 1があれば成功 都市建設。大地支配 2、
金属加工 2

-

2-3 失敗 - 4人以下でプレイの場合、
動物絶滅

4-5 成功 都市建設。エネルギー

1、大地支配 2
-

6+ 成功 都市建設。エネルギー

1、大地支配 2、疫学
1(疫病を受ける）

-

植物の土着表：

サイの目 成否 結果（成功時。失敗時のペナルティはありません）

2- 成功 都市建設。大地支配 2
3-4 エネルギー 2があれば成功 都市建設。大地支配 4
5+ エネルギー 1があれば成功 都市建設。大地支配 3

資源の土着表：

サイの目 成否 結果（成功時。失敗時のペナルティはありません）

2- エネルギー 3、金属加工 5
があれば成功

3-4 エネルギー 2、金属加工 4
があれば成功

5+ エネルギー 1、金属加工 1
があれば成功

都市建設。さらに資源により、次の効果を獲得：

金（Gold）か銀（Silver） = 成人１
錫（Tin） = 金属加工 2
油脂（Biofuel） = エネルギー 2
石油（Oil） = エネルギー 4（※他のメリットもあり）
ウラニウム（Uranium） = エネルギー 5
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土着化に成功した場合には、そのヘックス中の「都市」を示す■の上

に「移民ユニット」を移動させます。

以後それは「都市ユニット」になります。

すでに都市のある動物・植物ヘックスに再度の土着化を試みることは

できません。また動物が「絶滅」したヘックスでも再度の土着化を試み

ることはできません。

資源ヘックスの場合には、すでに都市が建っていても土着化を試みられ、成功時に「都市建設」

以外の効果を得られます。

4.12.成人（生産者と消費者）
さらにこのゲームの重要な概念である「成人」（Elder）について説明します。

「ヒト」がただ生まれているだけでは「人類」にはなれません。それは乳幼児期を生き延びて成人

になってはじめて社会に寄与し、社会全体の発展に貢献できることになります。

すなわち多くの成人が増えるほど、社会は発展するという考え方です。

ゲームを有利に進めるためには、なるべく多くの成人を確保する必要があります。

成人は「成人獲得」（Elder Gain）のアイコンの行動を取る（カードをプレイしたり

金銀の資源を獲得したり）ことで、獲得できます。

重要：プレイヤーは都市の数＋１までの成人しか獲得することはできません。

（実のところ、これがなるべく多くの都市を保有すべき一番の理由です）

また「成人損失」（Elder Loss）のアイコンの行動を取る（カードをプレイ）と成人

が失われます。これは通常、マイナスの意味しかもたらしません。

重要：通常はカードに記されたアイコンの実行は「任意」ですが、このアイコンが

書かれているカードをプレイする場合には成人損失は「必須」となります。

さらに成人は「生産者」（Producer）か「消費者」（Consumer）のどちらかの状態を取ります。生産

に寄与できるのは文字通り「生産者」の状態の成人であり、「消費者」の状態の成人は寄与しま

せん。

「成人獲得」により獲得した時点での成人は「生産者」の状態になります。

「生産者」の成人は、左の「成人消費」アイコンを伴う各種のアクション実行に必要
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になります。「生産者」がいなければそのアクションは実行できません。

そのアクションを実行することにより、その「生産者」は「消費者」になります。

「消費者」の成人は、左の「成人リセット」アイコンで示された各種アクションの実行

結果として「生産者」に戻すことができます。

成人の管理は、人口動態シートの「成人プール（Elder 
Pool）」で行います。

左図の例では 2個の「生産者」と 1個の「消費者」がシー
ト上に存在しています（成人は 3個になります）。

「成人獲得」で（革新トラックから）生産者へユニットを移動

できます。「成人損失」では生産者か消費者のユニットを

（革新トラックに）移動しなければなりません。

さらに「成人消費」では生産者から消費者へ移動させ、

「成人リセット」で消費者から生産者へ移動できます。

「成人消費」を必要とするアクションには次のものがあります。これらの実行前に生産者を用意す

る必要がありますし、実行後はすみやかに「成人リセット」で回復させる必要があるでしょう。

● 土着化を試みる。

● 公共カードの「競り」で使用する。

● 追加の「人口ポイント」として使用し、より多くの「人口アクション」を実行する。

● 革新アクションの「話法（Locution）」を実行する[時代 Iのみ]。

● カードでインフラを進化させる際に使用する[時代 IVのみ]。

さらに次のような局面で、他の種族のユニットを獲得して、自分の成人ユニットとして使用すること

が可能です。

● 「都市攻撃」（Siege）に勝利して他の種族の都市を奪った場合には、その都市のユニット

を「使役（Guest Worker）」として自分の成人ユニットにできる。

● 人口アクションの「文化変容」（Acculturation）により、「文化」の劣った他プレイヤーの成

人ユニットを自分の成人ユニットにできる。

その成人ユニットが「成人損失」した場合には、そのユニットは元のプレイヤーの所に戻ります。
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4.13.戦争
ある種族が勢力を伸ばすうえで、他の種族との衝突が発生するかもしれません。

特に序盤は各種インフラの値が低い関係から、ヘックスで生存できるユニット数が小さいこと

（→4.8）、しばしば地形の移動に制限を受けること（→4.9）、都市を建設するためにマップ上の限

りある動植物ヘックスを必要とすること（→4.11）などの理由で、やむなく自分の成長のために他

者を排除する必要が出てくるかもしれません。さらに他の種族の発展を妨げることが自分の「勝

利」につながると考える好戦的な「ゲーマー」は、積極的に他の種族を攻撃するかもしれません。

筆者は「社会の進化のため戦争はなるべく避けるべきである」という主張ではありますが（詳しく

は第 5章で述べます）、それでも戦争とその結果をプレイヤーは理解しておく必要があります。

戦争は大きく分けて、移民ユニット同士の衝突と、都市攻撃の形を取ります。

また大地支配の劣る他プレイヤー（※）を飢餓に追い込む（→4.8）も戦争の一形態と言えます。

※双方の大地支配が等しい場合には、進入した自分の移民ユニットが一方的に除去されるだけ

なので、これはただの自殺行為になります。

移民ユニット同士の衝突は、単純にプレイヤーが移民ユニットを、「通過許可」の形でなく他プレイ

ヤーの移民ユニットが存在するヘックス頂点に移動させた場合に発生します。

結果は単純に双方のプレイヤーの金属加工の値を比較して、同じであれば双方の移民ユニット

が除去され、差があれば低い方の移民ユニットが一方的に除去されるだけです。従って、金属加

工が低いプレイヤーが高いプレイヤーに対して、この形態の戦争を取ることにはただの自殺です。

しかし高ければこれは自分の一方的勝利になりますし、等しくても他プレイヤーの移民ユニットを

除去して、さらに別の移民ユニットを移動させればそこを自分が取れますから、これは試みる価

値があるかもしれません。

都市攻撃は、他のプレイヤーの都市があるヘックスに対して、そのプレイヤーの大地支配より多

くの自分の移民ユニットを移動させることで解決します。金属加工による補正がありますが、基本

的には多くの人口ポイントを消費して多くの移民ユニットを動員できれば可能な行動です。都市を

奪うことは多くのメリットがありますので、あるいはこれを試みる価値があるかもしれません。でき

れば都市を奪った後で包囲した自分の移民ユニットが飢餓で失われることのないようにしましょう。

いずれの場合であっても戦争によるマップユニットの損失は「革新トラックを埋める＝革新を阻

む」ことは理解しておきましょう。またユニットの損失を伴わない場合であっても、多くのマップユ

ニットを動かすことは「多くの人口ポイント」を獲得していることに他ならず、それは通常「社会が

不安定である」ことと同義です。

従って序盤で十分な「政治」の公共カードを手に入れていないプレイヤーが戦争を志向すること

は、しばしば社会の停滞と自滅につながるでしょう。
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4.14.時代を進める
ここまで述べた要素を制御できれば、プレイヤーは社会を前進させることができるでしょう。

そして社会を前進させた先でいよいよ行うべきことが「時代」を進めることです。基本的には

● 脳の全部を開放する（時代 I→時代 II）

● その時代の「黄金期」に進んだうえで、社会を混乱させる（時代 II以降から先に進む）

だけです。「社会を混乱させる」というのがポイントであり、時代を進めるためには意図的に社会

を不安定にしてデメリットのある状態にする必要があるということです。

基本的には、なるべく混乱からの回復を早く行える状態にしたうえでの混乱が必要です。

最終的に「ゲームの終了」は時代 IVまたは時代 V（時代 IVの先）に到達することで行われること

は注意が必要です。つまり混乱を恐れていてはゲームは終了しません。

4.15.混乱
人口を増加させて（→4.5）混乱を起こすことは、時代を進めてゲームを終えるのに不可欠な要素

ですが、その一方でそれを起こした種族に以下のような多くのデメリットをもたらします。

● マップユニットの半数を除去（端数切捨て）。

● すべての公共カードが裏返る。

● そのターンは人口アクションを行えない。

● 他の種族の「革命」により種族カードを交換される可能性がある。

基本的には時代を進めること以外に混乱によるメリットはありませんので、混乱は時代を進めた

いときのみに起こせるようにし、そうでない時には混乱を起こさないよう（＝サイの目で１が出ても

混乱にならないよう）に、人口トラック上の人口ユニットの量を制御すべきでしょう。

安定チェックの目で「1を出しても大丈夫」にするには、人口トラックのユニットを必要以上に除去

しないことに尽きます。ただしそれは「マップ上に勢力を展開できない」ことにもなり兼ねませんの

で、可能ならば「政治」の公共カードを入手して、安定した状態でより多くのマップユニットを展開し

ていくことが望まれます。

なおルール上、奇数の場合には端数は切り捨て（望むなら切り上げも可）とありますが、切り上げ

にするメリットは特にないと思われますので、これは常に切り捨てで考えておくべきでしょう。
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4.16.ゲームの終了と VP
ゲーム終了時に VPを計算して、もっとも高い VPを有したプレイヤーが勝利です。

一般には多くの都市を建てて時代を進化させたプレイヤーが有利ですが、必ずしもそうとは限り

ません。

VPの計算方法は種族ごとに異なるので、それに沿った行動を行ったり、時には「革命」で種族の

変更を行うことも考慮すべきかもしれません。

条件 A C H N P

情報 保持する最大の公共カード「情報」の数値 ○ ○ - - ○

文化 保持する最大の公共カード「文化」の数値 - ○ ○ ○ -

政治 保持する最大の公共カード「政治」の数値 ○ - ○ - -

成人 成人プールの成人の数 - - - ○ ○

革新 革新ポイントの値 ○ ○ ○ ○ ○

人口 人口ポイントの値 ○ ○ ○ ○ ○

以上が全体の流れです。これらを踏まえたうえで、よりよくゲームを進める方法を次章で述べます。
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5. 戦略ガイド

5.1.ユニットの運用
ゲームを意図どおりに「回す」ためには「ユニット」を正しく運用することが基本になります。

ユニット 24個のうちの 5個は現在の「インフラ」値を示すために使用します。インフラを上げること
はゲームの主要な目的のひとつですが、これはユニットの運用には無関係です。

残り 19個のユニットが「成人」「革新」「人口」「マップ」「頭脳」の 5つの領域のどこかに存在しま
す。ユニットはゲームの展開に伴いそれぞれの領域を移動します。ゲーム中に増減したり、これ

以外の場所に行くことはありません。その関係を示したのが次の図です。

「頭脳」ユニットは基本的に、時代 Iを終えるために１つを除いて開放していくべきものです。いつ

時代 Iを終えるべきか？については重要なので、別項で独立して述べるものとします（→5.14）。

「頭脳」ユニットの開放が「革新」ユニットを増やしてしまうことにだけ注意してください。

また「文化変容」により、「他のプレイヤーの成人」を奪ったり奪われたりすることも発生し得ます

が、これも別の項で是非を論じるものとします。→5.10

ユニットの総量は 19個で一定ですので、プレイヤーが常に考慮すべきなのは「成人」「革新」「人

口」「マップ」の４つの領域に対するユニットの配分についてのバランスを取ることと言えます。
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領域 用途 制約

成人 土着化・公共カードの「競り」などの各種コストとして

使用。ただし使用できるのは「生産者」サイドにある

場合であり、使用に伴い「消費者」サイドに移動する。

「消費者」の成人は何も価値がないので、すみやか

に「成人リセット」により「生産者」に戻すことが重要。

都市の数＋１が最大。

無条件で多い方が良い。

革新 革新ユニットを少なくすると、革新コマンドが増える。

同時にそれは VPにもなる。
無条件で少ない方が良い。

人口 人口ユニットを少なくすると、人口コマンドが増える。

同時にそれは VPにもなる。
社会が安定している

限りは少ない方がいい。
マップ 都市および移民の数 成人を多く確保するため、より

多くの都市が必要。

移動・戦争に移民は必要。

以上から、取るべき方針は次のように定められます。

まず、すべての基本はなるべく「革新」ユニットを減らす（＝革新トラックを空ける）

ことに他なりません。他のすべての方針はこれを実現するための手段と過程であるとも言えます。

そのうえで、以下の方針が導かれます。そのうえで、各論を述べていきましょう。

1. 「成人獲得」により、なるべく多くの「成人」ユニットを増やしましょう。（→5.2）

2. そのためにより多くの「都市」を作りましょう（→5.3）。

3. 「出生率減少」を行いましょう（→5.4）。

4. マップユニット（移民ユニットと都市ユニット）の損失を避けましょう（→5.5）。

5. 時代 Iで「頭脳」ユニットを除く際は、それが革新トラックを埋めることは留意してください。

5.2.成人ユニットを増やす
「成人獲得」により自分の革新ユニットを成人ユニットに変換することは、常に良いことです。

● 革新ユニットを減らすことで、より多くの革新を行えるようになる。

● より多くの成人ユニットを消費しての成人アクションを行えるようになる

成人獲得は、主に「成人獲得」のアイコン入りのアイデアカードをプレイすることで行えます。なお

「成人損失」はマイナスの効果しかありませんので、これはなるべく行わないようにしましょう（実

際にアイデアカードのこのアイコンは「強制」であったりするわけですが）。
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