コモンズの悲喜劇

農地を開拓して豊かになろう！
で もみんなが開拓しすぎると、
せっかく耕した土地が台無しになっちゃう。
儲けたいけど台無しは困る！
欲望と理性の狭 間に揺 れるシリアスなボードゲーム！
プレイ人数：３～５人

プレイ時間：６０～９０分

１０才～大人向け

ゲームの内容物

ルールブック １冊
解説書 １冊

エリアボード
４種類 各１枚

イベントボード
１枚

開拓チップ
5 色 各 24 枚

イベントカード
25 種類 全 32 枚

プレイヤーカード
３種類 全 6 枚

プレイヤー駒
５色 各１体

家畜駒
４種 各５体

1 コイン 80 個
10 コイン 20 個

生産性マーカー
（黄）４個
環境収容力マーカー
（赤）４個
周回マーカー
（透明）１個

ダイス ２個
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ゲームの概要
このゲームは、プレイヤーが開拓者として農作地

このゲームでは、終了時点で最も多くの資産を

帯を開拓し、次世代に資産を残すゲームです。

持っているプレイヤーの勝利となります。資産の価

開拓した土地は、農地や放牧地として富を生み

値は、プレイヤーによって異なります。

ますが、開拓しすぎると環境への負担が大きくな

また、ゲームの途中、３箇所以上のエリアが荒

り、そのエリアは荒廃して何も収穫できない荒地と

廃してしまうと、宇宙人からの侵略を受け、宇宙人

なってしまいます。

以外のすべてのプレイヤー（人類）の敗北が決定し

開拓者のなかには、未来人と宇宙人も紛れ込ん

ます（P ７「ゲームの終了について」参照）。

でいます。未来人は、豊かな自然を次世代に残そ

自分の資産を増やしつつ、豊かな自然を次世代

うと隠れて奮闘していますが、宇宙人は、荒廃し

に受け継ぐにはどうしたらよいのでしょうか…

たエリアを足掛かりに虎視眈々と地球への侵略を
目論んでいます。

ゲームの準備
１．ボードの配置

３．プレイヤーカードを引く

（Ｐ３「ボードの配置図」参照）

● プレイヤーは、シャッフルしたプレイヤーカード

● 4 枚の「エリアボード」を右下から時計回りに、

を１枚ずつ引きます。

ムギ・コメ・ポテト・コーンの順で配置します。

※ 基本的には、プレイ人数が何人であっても、６

その横に「イベントボード」を置きます。

枚の中から１枚ずつ引きます。( Ｐ３「初回のお

●「生産力マーカー」を各エリアボードの生産力の

すすめプレイ」参照 )

コーナーの「１」に置きます。

※ このカードは、ゲーム中に開示を求められた場

●「イベントカード」をよくシャッフルし、イベント

合以外、他のプレイヤーに見せてはいけません。

ボードのカード置き場に置きます。

４．順番を決める

●「周回カウンター」をイベントボードの周回カウ
ンターの①に置きます。

● じゃんけんで、最初のプレイヤーを決めます。

●「家畜駒」はボードの横に置いておきます。

そのプレイヤーから、時計回りの順に手番とな
ります。

２．プレイヤーの色を決める

● 手番順に、初期コインを受け取ります。

● プレイヤーは、それぞれ好きな色を自分の色に

※ 初期のコイン数は、プレイ人数・手番によって

決めます。

異なります。
（下記表を参照）

● プレイヤーは自分の色の「プレイヤー駒」「開

順番

拓チップ」を受け取ります。

１人目
２人目
３人目
４人目
５人目

● プレイヤー駒をムギエリアボードの「スタート」
のマスに置きます。
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３人プレイ ４人プレイ ５人プレイ
６coin
６coin
７coin
－
－

６coin
６coin
７coin
７coin
－

６coin
６coin
７coin
７coin
８coin

● 全員がコインを受け取ったらゲーム開始です！

ゲームの用語
ボードの配置図
周回マーカー

イベントカード

家畜駒

生産力マーカー
※環境収容力マーカーは、
ゲームの途中から使います。

エリアボードについて

〈エリア名〉

〈土地〉こちらを開拓します。
開拓をしたら、数字の小さ
い方から開拓チップ（次項
参照）を置いていきます。

〈生産力〉このエリアの生産
力を表しています。 農 地・
放牧地マスの支払いでは、
コイン数にこの数をかけて
計算します。Ｐ４「③」参照

〈農地マス〉Ｐ４「農地マス」
参 照。マスの 中 の 数 字 は、
土地１つを開拓するために
必要なコイン数です。

〈家畜マス〉Ｐ４「家畜マス」
参 照。マスの 中 の 数 字 は、
土地１つを開拓するために
必要なコイン数です。

〈イベントマス〉Ｐ４「イベン
トマス」参照。

〈ボーナスマス〉Ｐ７「ボーナ
スマスについて」参照。

開拓地について

〈チップ表〉
農地

初回のおすすめプレイ
このゲームのプレイ人数は５人までですが、実はプレ
イヤーカードが６枚入っています。あのプレイは宇宙人の
行動だろうか？ でも、この中に宇宙人はいないかもしれ
ない…そんな葛藤がこのゲームを更に面白くします。
しかし、初めてこのゲームをプレイするときには、誰
かが必ず「宇宙人」と「未来人」を引けるように、プレ
イ人数に合わせ、
「開拓者」カードの枚数を調整するよ
うにおすすめします。まずは、開拓しながら宇宙人を探
すドキドキ感を味わってみてください！

開拓チップの表と
裏 が、 それぞ れ
〈農地〉と〈放 牧
地〉を表します。
この２つをを合わ
〈開拓地〉と
〈チップ裏〉 せて、
呼びます。
放牧地
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自分の手番にすること

①
②

③

手番のプレイヤーは、ダイス２つを振り、出た目の数の合計分、プレイヤー駒を前に進めます。
※進む方向は時計回りです。
「ボーナスマス」にとまった場合、あるいは通過した場合には、②のフェーズより前に、
ボーナスの処理を行います。（Ｐ７「ボーナスマスについて」参照）
止まったマスの種類によって、それぞれのアクションを行います。

農地マス

家畜マス

イベントマス

銀行に必要なコイン（Ｐ３
「エリアボードについて」参照）
を支払うことで、止まったエリ
アの空地を、２つまで開拓し農
地にすることができます。開
拓をしなくても構いません。
開拓した数の開拓チップを、
農地側を表にして、空いてい
る土地の数字の小さい方から
順に配置します。

止まったエリアに農地を所
有している場合、銀行に必要
なコインを支払うことで、所有
している農地の数まで空地を
開拓して放牧地にすることが
できます。開拓をしなくても
構いません。
開拓した数の開拓チップを、
放牧地側を表にして、空いて
いる土地の数字の小さい方か
ら配置します。上に、該当の
家畜駒を乗せます。

イベントカードを山札から引
き、カードの指示について実
行します。実行したカードは、
捨て場に置きます。
（「荒廃の危機」が起こった場
合は、Ｐ５「荒廃の危機につ
いて」を参照）
山 札 が なくなった 場合は、
捨て札をすべてシャッフルし、
山札置き場に置きます。

②で開拓を行わなかった場合も、③を必ず行います。

止まったエリアに既に農地
がある場合、先に開拓した農
地を持つプレイヤーに対して、
農地１つにつき生産力と同じ
数のコインを支払います。
このとき、後から開拓され
た農 地（ 数 字 の大きい農 地）
を持つ人に対して順に支払い
を行ないます。
途中でコインがなくなった
場合は、そこで支払いを止め
ます。
（借金にはなりません。
）

止まったエリアに既に放牧
地がある場合、先に開拓した
放牧地を持つプレイヤーに対
して、放牧地１つにつき「生産
力× 2」のコインを支払います。
このとき、後から開拓され
た放牧地（数字の大きい放牧
地）を持つ人に対して順に支
払いを行ないます。
途中でコインがなくなった
場合は、そこで支払いを止め
ます。
（借金にはなりません。）
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例）農地マスの支払い

この手番で黄色が７の土地を
開拓しました。このとき、生産
力が２であれば、黄色は、青色
へ２coin、赤色へ２coin、赤色へ
２coin、青色へ２coin、と順番に
支払い、コインがなくなったとこ
ろで支払いを終了します。
もし生産力が０であれば、支
払いはありません。

「荒廃の危機」について
イベントカードによって、指示されたエリアが荒廃してしまうかどうかを決める「荒廃の危機」という
イベントが起こります。
（ex.イベントカード「気候変動」「河川の氾濫」）
このページでは、
「荒廃の危機」が起きた時の手順について解説します。

１. 荒廃の回避コストの調査

３. 荒廃対策会議（交渉フェーズ）

カードを引いたプレイヤーが、ダイス２つを振り

２の意思表示で提示されたコイン数を参考に、

ます。出た目の数と荒廃の危機が起きているエリア

プレイヤー同士で、交換条件を出し合って交渉し、

の開拓数
（農地＋放牧地の数）
を足した合計の数が、

お互いに投資するコインを引き出します。
（ Ｐ８「荒

今回の荒廃の危機の回避コストです。

廃の危機の交渉のコツ」参照）

プレイヤー同士で協力し、このコストを上回るコ

４. 回避コストの投資

インを投資する（銀行に支払う）ことが出来れば、
荒廃の危機を回避することができます。

プレイヤー全員が、今回の危機に対して投資す
るコイン数を手に握り、同時に場に出します。

２. コスト支払いの意思表示

５. 成否判定

プレイヤー全員が、荒廃の回避のためにそれぞ
れ投資しても良いと思えるコイン数を手に握り、同

場に出されたコイン数が、回避コストを上回った

時に場に公開します。

場合、荒廃の危機は回避され、イベント終了です。

（このフェーズでは、意思表示を確認するだけなの

回避コストを下回った場合、そのエリアは荒廃し

で、
「４. 回避コストの投資」のフェーズで異なるコ

荒地となります。ボード上の開拓チップ・家畜駒を

イン数を出しても構いません。）

取り除いて、ボードを裏返します。それ以降、その
エリアでは開拓を行うことができません。農地や
放牧地からは収入・ボーナスも得ることができなく
なり、終了時の精算においても計算されません。
回避の成否に関わらず、場に出されたコインは、
（回避コストを上回った分も含めて）全て銀行に支
払います。

６．宇宙人告発チャレンジ
「荒廃の危機」終了直後に限り、プレイヤーの

指名されたプレイヤーは、プレイヤーカードを

誰かが、宇宙人であることが疑われるプレイヤー

表にしなければなりません。

のことを告発することが可能です。

指名されたプレイヤーが、宇宙人だった場合、

宇宙人告発をしたいプレイヤーは、荒廃の危

チャレンジは成功です。宇宙人がその場で敗者と

機イベントの終了時に、
「宇宙人を告発します」

なり、退場します。

と宣言します。複数名の宣言があった場合は、一

指名されたプレイヤーが、宇

番最初に宣言した１名だけがチャレンジを行うこ

宙人以外だった場合、チャレン

とができます。

ジは失敗です。指名したプレイ

宣言したプレイヤーは、宇宙人と疑われるプレ

ヤーは、罰金として 15coin を

イヤーを指名します。

銀行に支払います。
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周回毎にやること
【１～３周目終了時】
周回カウンターを１つ進める

！

土壌調査後でも、環境収容力マーカー

各周回を終了した最初のプレイヤーは、次の周回

の置かれた空地を開拓することは可能

です。しかし、環境収容量マーカーの置かれ

に入るときに、周回カウンターを１つ進めます。

た空地を開拓した時点で、
「荒廃の危機」イベ
ントは発生せず、そのエリアは荒廃します。
このような開拓を行ったプレイヤーは、無謀
な開拓を行ったペナルティとして、次の手番が
１回スキップされます。

【２周目終了時】
土壌調査

【３周目以降の終了時】
引退チャレンジ

２周目を最初に終了したプレイヤーは、３周目を
始める前に、必ず「土壌調査」を行い各エリアの環
境収容力を調べます。

３周目を終了したプレイヤーは全員、それ以降、

プレイヤーは、ダイス２つを振り、出た目の数の

必ず周回毎に「引退チャレンジ」を行います。

合計を【土壌環境表（下表）
】に照らし合わせ、各

プレイヤーは、ダイス１つを振り、１か２の目が出

エリアの土地の該当する数字上に環境収容力マー

た場合、その時点でゲームは終了です（Ｐ７「ゲー

カーを乗せます。

ムの終了について」参照）。

もし、該当する数字の土地がすでに開拓されて

４～６の目が出た場合、ゲームは続行です。続行

いた場合、そのエリアは荒廃し、ボード上の開拓チッ

が決まった場合は、銀行から周回ボーナスを受け

プ・家畜駒を取り除いて、裏返しにします。

取ってください（次項参照）
。

【土壌環境表】
ダイス２つの
目の合計

ムギ
エリア

コメ
エリア

ポテト
エリア

コーン
エリア

２

10
８
10
９
８
８
12
９
９
11
７

15
12
10
10
11
12
12
13
12
９
11

９
７
８
12
10
９
９
８
10
11
９

９
８
９
７
８
７
８
９
７
８
８

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12

6

もしもルールでわからない
ところがあったら…

「コモンズの悲喜劇」公式 HP で
も、ルールについてご確認いただ
けます！プレイ動画やインスト動
画も準備中です（2020 年 3 月現
在）
。
どうぞご利用くださいませ！

ボーナスマスについて
ボーナスマスにちょうど止まるか、通過するときには、銀行からボーナスコインを受け取ることができます。

収穫祭ボーナス

周回ボーナス

このマスでは、作物が収穫できたお祝

このマスでは、次の周回に入る直前に、

いとして、以下のボーナスコインを銀行か

以下のボーナスコインを銀行から受け取

ら受け取ることができます。

ることができます。

所有している農地 × ２coin

荒廃していない開拓地 × １coin

所有している放牧地 × 4 coin

4 coin

＋

＋

ゲームの終了について
本ゲームには、２通りの終わり方があります。引退チャレンジ（Ｐ７）によって、開拓者が次世代に資
産と多様な環境を残すことができる開拓者引退エンド（ハッピーエンド）と、引退する前に荒地が増えす
ぎて多様性が失われてしまった結果、宇宙人に地球を乗っ取られる人類の敗北エンド（バッドエンド）です。

開拓者引退エンド（ハッピーエンド）

人類の敗北エンド（バッドエンド）

３箇所以上のエリアを荒廃させることな

荒廃の危機や、無謀な開拓によって３箇

く、３周目以降の終了時か、イベントカード

所以上のエリアが荒廃した場合、即座に宇

「世代交代の波」のいずれかによる「引退

宙人のみの勝利、開拓者・未来人の敗北と

チャレンジ」によってゲームが終了した場合、

して、ゲームを終了します。

ハッピーエンドとなります。

もしプレイヤーの中に宇宙人がいなかっ

こちらのエンドで終了した場合は、以下の

た場合でも、プレイヤー全員の敗北（ゲーム

「資産の精算」を行い、勝敗を決めます。

資産の精算方法
所持する資産（コイン・農地・開拓地）は、
以下のように計算します。
所有しているコイン ×１coin

＋

所有している農地 ×２coin

＋

所有している放牧地 × 4 coin

｝

①

オーバー）としてゲームを終了します。

①に、以下の倍率をかけます。
荒廃したエリアの数 開拓者

宇宙人

未来人

0 箇所

1倍

0.5 倍

２倍

１ 箇所

1倍

1倍

1倍

２箇所

1倍

２倍

1倍

※ただし、未来人は身バレしている場合、開拓者と同じ倍率。

精算した資産が最も多いプレイヤーの勝利です。
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Ｑ＆Ａ
Q １．ムギ③のマスに止まったら、ムギの農地を３
つ開拓できる？
A．農地マスと家畜マスの数字は、土地を１つ開拓
するのに必要なコイン数です。開拓可能な土地の
数ではありません。農地は一度につき２つまで、放
牧地は、そのエリアで所有している農地と同じ数ま
で開拓することができます。
（Ｐ４参照）

拓地をリセット」とは？
A．その時点で乗っている開拓チップ・家畜駒をす
べて取り除き、初期の状態にします。

Q ２．他のプレイヤーへ支払うコインがなくなった
場合はどうすればいい？
A．手持ちのコインをすべて支払い終えた時点で、
支払いは終了です。借金はありません。
あなたの手持ちのコインが限られているときに
は、他のプレイヤーへの支払いよりも、自分の新た
な土地の開拓を優先することができるのです。
Q ３．生産力が０の状態は、荒廃みたいなもの？
A．生産力が０というのは、何らかの理由で、土地
が作物を生産する力が落ちている状態です。荒廃と
は異なり、まだ生産力が回復する可能性があります。
また、通常通り開拓を行うこともできます。資産と
しての価値もあります。

Q ９．イベントカード「家畜獲得」を引きましたが、
自分の農地がありません。
（あるいは、農地と同数
の放牧地をすでに所有している。）
A．その場合、家畜を新しく得ることはできません。

Q ８．イベントカード「土地売買」では、いくらで
も土地を交換していいの？
A．相手プレイヤーは 1 人に限りますが、農地・放
牧地はいくつでも構いません。

「荒廃の危機」の交渉のコツ
「荒廃の危機」の交渉フェーズは、このゲーム最
大の山場と言っても過言ではありません。回避コス
トを頭割りして、素直にコインを出していませんか？
開拓地の譲渡・売買・交換など（エリア間の交換だ
けではなく、エリア内の順序も！）、ゲーム内で動かせ
るものはすべて交渉の対象になります。また、所持
するコイン数を他のプレイヤーに対して、開示して
も隠しても構いません。
交渉で取り付けた条件を、どのタイミングで履行
する約束にするのかも重要です。どんな約束をして
も、投資フェーズでお金を出すか出さないかはあな
たの自由です。約束を反故にしたり、裏切っても構
いません。（ただし、投資以外の約束は守りましょう。

Q ４．あの人絶対宇宙人！ いま、告発していい？
A．正式に宇宙人を告発できるのは、
「荒廃の危機」
のイベントの直後だけです。それまで我慢しましょ
う。それ以外のタイミングで宇宙人だと告発されて
も、プレイヤーカードを見せる必要はありません。

例 :「A さんがコインを出す約束で、投資前に B さんが
農地を譲る⇒ A さん投資でコインを出さない」=OK、
「A
さんがコインを出したら、投資後に B さんが農地を譲る
⇒ A さんが投資でコインを出したのに、Ｂさんが農地を
譲らない」＝ＮＧ）

Q ５：エリアが荒廃する条件はいくつある？
A．２つのケースがあります。
１つは、
「荒廃の危機」を回避できなかったケー
スです。イベントカードによって「荒廃の危機」が
発生し、全員で回避コストを支払うことができな
かったときに荒廃が起こります。
（Ｐ５「荒廃の危機
について」参照）
もう一つは、
「エリアの環境収容力をオーバーし
て開拓をおこなった」ケースです。そのエリアの環
境収容力を超える土地を開拓すると、そのエリアは
荒廃します。
〈土壌調査〉によって環境収容力が判
明する、３周目以降に発生します。
（Ｐ５「荒廃の危
機について」参照）

交渉がまとまらず、時間がかかりすぎる場合は、
5 分間など時間を区切ると良いでしょう。
ゲームの勝敗は資産の多寡で決まります。少しで
も自分の資産を守り、他のプレイヤーからコインを
引き出しましょう！
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※内容物の不足、不良品の交換など何かございましたら、
上記のメールアドレスまでお知らせください。

Q ６．引退チャレンジがなかなか終わりません！
A．あまり長引くようなら、
「次の１周で終了」「〇時
までで終了」と決めても構いません。
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Q ７．イベントカード「河川の氾濫」の「全ての開
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