
THE THING: INFECTION AT OUTPOST 31(物体 X：前哨基地 31 の感染)

■状況(p4)
アメリカの前哨基地 31は、南極⼤陸の、⼈が住むところより 1,000マイルのかなたにある。

それは、1982年の冬、最初の厳寒の週のこと。

気がふれたノルウェー⼈はまず犬を射ち、そしてあなた方を射った。彼らの基地 ― それはあなた

方のものと異なるものではない ― は廃墟となって残り、奇妙な調査報告とより奇妙な死体が散乱

していた。10万年の時を経た異星⼈の船が氷の中で発⾒されていた。

そして、いくつかの…何かがあなたの犬を攻撃し、あなた方はそれを鎮圧した。しかし、それは

まさに始めであった。不安定な動⼒、失われたツール、切り刻まれた服、破壊された装備－その

ようなものすべてはあなた方の科学者たちの準備段階の推論の前に⾊あせた：あなた方のうちの

少なくとも一⼈はおそらくすでに、この生命体によってなりすまされている。

あなたは誰を信用するべきかについて、わからなくなっているだろうが、向こうの暗がりに物体

X があなたがミスを犯すのを待っているということを知っている。

しかし、それがすでにあなたとここにいるならば、どうだろうか？

●もどき

古代に地球上に孤⽴した異星の生物として、あなたの義務は持ちこたえることである。前哨基地

31の⼈間の同化は理想的である。

しかし、あなたは基地を機能不全に陥れるか、逃⾛しなければならない場合、彼らが逃⾛する時

に共に脱出する。

汚染しなさい、裏切りなさい、だましなさい。あなたは生き残らなければならない。

・勝利条件：最⼤伝染レベルを達成するか、前哨基地 31を破壊するか、ヘリコプターに密航しな

さい。

（p17のもどきの勝利を⾒なさい。）

●人間

あなたは前哨基地 31を啓開しなければならない。そして、あなたが前進する過程で、ギアを回収

し、物体 X と戦う。基地を啓開し、爆破する準備が整った時点で、あなた方はヘリコプターに乗

り込むことが可能になり、マクマードへの危険な帰りの旅を⾏うことができる。

用心しなさい：物体 X は、生き残るために何でもする。これは起こしてはならない。

・勝利条件：

すべての三つのセクターを啓開し、⼈間だけがヘリコプターに乗っていることを確認した後に、

前哨基地 31から逃れなさい。



（p17の⼈間の勝利を⾒なさい。）

■クルーと出会う(p4)
(略)

■内容(p5)
(略)

■セットアップ(p6)
1. それぞれのプレイヤーは、2個のサイコロを振る。最高の目を出したプレイヤー（タイなら、そ

のプレイヤーは振りなおす）は、キャプテンの標識（MacReadyの近くに示されるように）を受け

取り、自分の前にそれを置く。そのプレイヤーはこの時点から、セットアップと最初の任務ログ

調査を通じてキャプテンである。

2. すべてのプレイヤーが⾒ることができる中央の位置に、前哨基地 31の地図を展開しなさい。

3. 前哨基地 31の地図の隣の、誰もが明らかに⾒える位置に、目標トラッカーと感染トラッカー(適

切なプレイヤーが表返しておく）を置きなさい。感染トラッカーに伝染レベル 0のコンピュータ

を置きなさい。

4. 部門ごとにキャラクター・ボードを分類する（それぞれ 4枚の 3スタック）。キャプテンから始

め、時計回りに進み、プレイヤーは残ったキャラクターの部門スタックからプレイするキャラク

ターを選ぶ。これは、チームのために部門の偏りを少なくする配布を確実にする。

選択するとき、プレイヤーは自分の選択を宣⾔し、声を出してそのキャプテン能⼒を読み、それ

に相当するキャラクター・フィギュアを取る。

5. 前哨基地 31地図の上にレック・ルームにプレイヤーのキャラクター・フィギュアを置きなさい。

6. プレイヤーの数に基づく任務ログ・カードを分類しなさい。6/7/8⼈のプレイヤー・ゲームでは、

すべてのカードを使いなさい。4/5⼈のプレイヤー・ゲームのために、6/7/8と注記されたすべての

カードを取り除き、ボックスにそれらを戻しなさい。それから、カードをシャッフルし、表を下

にして任務ログ・デッキをゲーム・ボードに置きなさい。

7. ダイナマイト、火炎放射器、ロープのためのカードを前哨基地 31の地図のそばのよく⾒える位

置に置きなさい。

8. セクター 1のための 6個の部屋チップを裏返して置き、それらを混ぜ合わせなさい。セクター 1

のそれぞれの部屋に裏返して置いておく。セクター 2とセクター 3のために同じようにしなさい。

9. 一緒に補給カードをシャッフルし、指示されるように、表を下にして補給デッキを置きなさい。

10. 補給デッキからそれぞれのプレイヤーに 5枚のカードを配りなさい。これは、プレイヤーの手

札である。それぞれのプレイヤーの手札は秘密で、他のプレイヤーに決して⾒せてはならない。



自分の手札を⾒ない時は、指示されるように、プレイヤーは自分のキャラクター・ボード上に

カードを保管しなければならない。

■最初の同化(p8)
キャプテンは、指示されるように、ゲームの開始時用の血液サンプル・カードのデッキをつくる。

これらはシャッフルされて、裏返して、それぞれのプレイヤーに 1枚が配布される。プレイヤー

はただちに自分の血液サンプル・カードを⾒るが、他にそれを自発的に公表することは許されな

い。

それから、キャプテンは、指示されるように、血液サンプル・デッキとして血液サンプル・カー

ドからもう一つのデッキを作る。同化のために必要とされるまで、このデッキはシャッフルされ、

わきに置いておかれる。

●もどき

あなたはアメリカの前哨基地 31に浸透し、施設のスタッフのうちの 1⼈を同化した。汚染、裏切

り、欺瞞によって、あなたは生き残らなければならない。

●人間

もどきは、あなた方の間に隠れている！前哨基地 31を啓開し、ヘリコプターで逃⾛しなさい。犠

牲をいとわず、物体 X を止めなさい。

■ゲームをプレイする(p9)
アメリカ前哨基地 31のスタッフが基地を啓開し、物体 X を追跡するのに苦闘している間に、

彼らは、価値あるギアの位置に手掛かりを提供するログの記載に従わなければならず、そこには

物体 X が潜んでいるかもしれない。恐怖のため、お互いを信じることができず、グループのリー

ダーシップは、誰もが⻑くとることはできない...

・今のところのキャプテン

キャプテンの標識を所有しているプレイヤーが、それぞれのターンを開始する。

1. 任務ログを公開する

キャプテンは任務ログ・カードを引き、自分の前に表にしてそれを置く。新しい任務ログ・カー

ドを引く前に、イベント・カードを解決しなさい。

2. チームを集める

任務ログ・カードを明らかにして、キャプテンは、調査するチームを選ぶ。このチームは、常に

キャプテンを含む。チームごとに必要とされるプレイヤー（キャプテンを含む）の数は、任務ロ

グ・カードの上で示される（どの部門の必要であるかも示される）。キャプテンは、可能な場合



には、これらの必要に適応するプレイヤーを選ばなければならない。(あなたが必要を満たすこと

ができない場合、p18を⾒なさい。)

The Thing:Infection at Outpost 31をプレイする間、現在の状況について話すことが期待される。プ

レイヤーは情報を共有し（真実でもよいし、真実でなくてもよい）、キャプテンは特定の任務を

取り扱うためにボランティアを求める。おしゃべりはゲームを、内気なもにせず、狡賢いものに

する。

結局、テーブル・トークは、あなたが続けなければならないもののすべてである。キャプテンは、

自分が何を信じているかに基づいてターンの間に決定を実施しなければならない。プレイヤーは、

もう⼈間ではないものを解明するために最善を尽くす必要がある...

●取り残される者

調査の間、レック・ルームに残る⼈は誰でも、ターンの終了時に、1枚のカードを捨てて、1枚の

新しいカードを引く機会がある。（13. 基地に帰還する、p14参照)

■イベント：煙/火災、停電(p9)
調査に加えて、任務ログ・デッキは、煙(火災につながる可能性があり、潜在的に部屋を破壊する

ことがある)と停電の形でアメリカの前哨基地 31のスタッフの安全を脅かすことになるイベントを

含んでいる。公開されたとき、最も値の高いロックがかかってないセクターの部屋に適切なマー

カー(煙/火災トークン、停電カード）を置くために、サイコロを振りなさい。それから、キャプテ

ンはもう一つの任務ログ・トランプを公開する。

複数のカードやトークンを置かないこと。そのかわりに、停電を持つ部屋について停電を無視す

るか、煙トークンを火災に裏返すか、火災トークンを破壊された部屋カードに置き換えなさい。

全ての場合において、破壊された部屋のための結果を無視しなさい。

煙/火災、停電は、プレイヤーが特定の補給カードを使わずに関連する部屋を調査することを妨害

する。注意：部屋に入るのに使用されるカードは、調査を解決することになるカードとして数え

られない。その上、含まれない場合、煙/火災は部屋を破壊する結果をもたらすことがあり、前哨

基地のあまりに多くの部屋が破壊される場合、⼈間にゲームの敗北をもたらすことがある(p14の

煙/火災エスカレーションと p16の前哨基地の破壊を参照)。

煙/火災：

火災の脅威は、特定の部屋を調査するための進入に対する障害だけでなく、特に前哨基地 31の狭

い空間の中では危険である。煙または火災を伴う部屋を調査するためには、選ばれたチームのメ

ンバーは、消火器補給カード（効果的に部屋を「開錠」する）を最初に捨てなければならない。

そうすることは部屋の煙または火災を消す（トークンを取り除く）、調査をいつものように続⾏

することを可能にする。キャプテンは煙か火災を無視し、異なる部屋を調査することを選んでも



よいが、次々部屋が破壊される危険を冒すことになる。

その上、煙か火災が二つ以上の部屋にあるか、部屋チップのない部屋に存在する（すでに調査さ

れた部屋）場合、キャプテンは、任務ログ調査のためにチームを集めることに加えて、煙や火災

を消す(トークンを取り除くために消火器を捨てることによって)ために個々のプレイヤーを⾏かせ

てもよい。

停電：

信頼できる電源は、前哨基地 31で手に入れるのが難しい。

時には、複数の部屋が停電となることがあり、通常の状況の下でこれらの部屋を調査することを

不可能にする。停電である部屋を調査するためには、選ばれたチームのメンバーは、フラッシュ

ライト補給カード（効果的に部屋を「開錠」する）を最初に捨てなければならない。チームは、

調査する部屋に入るために、常にフラッシュライトの使用を必要とする。

■調査について(p10)
3. 部屋を選ぶ

キャプテンは、開錠されたセクターの中の部屋チップを含む部屋を選ぶ。チームのキャラク

ター・フィギュアは、その中に置かれる。

セクター 1の部屋は、直ちに利用できる。目標トラッカーを埋めることで、セクター 2、続いてセ

クター 3を開錠する。注意：イベントは、いくつかの部屋を調査する能⼒を制限をするために置

かれることがある。（部屋の中に停電カード、煙トークンか火災トークンを持つ部屋に進入する

ルールについては、p9の消火器とフラッシュライトを参照。）

煙か火災の複数の場合が存在するか、部屋チップのない部屋が危険な状態にある場合、キャプテ

ンは消火器を使用し、その部屋に彼らのキャラクター・フィギュアを置くためにプレイヤーを選

んでもよい。（p14の煙か火災の解決を参照。）

1⼈のプレイヤーだけが部屋に送りこまれてもよい。追加のプレイヤーはチームとして同じ部屋に

送りこまれてはならない。

4. 補給カードの手札

それぞれのプレイヤーは、キャプテンに裏返したまま 1枚の補給カードを手渡し、キャプテンは

自分自身の手札とは別のプールとしてそれらを置く。キャプテンはプレイヤーに何が任務ログ指

令をパスするために要求されるものについて思い出させなければならない。そして、プレイヤー

は自分が手渡したカードについて話すことができる。

補給カードは、この時には公開されない。

●⼈間

何を手渡すべきか



プレイヤーは、多くの場合、自らが提供すると約束した何らかのカードを手渡したい。

赤いサボタージュ・カードは調査を混乱させるためにもどきによってプレイされることができる

が、その使用は発⾒の危険性を生む。選択がない時には、サボタージュ・カードが⼈間から手渡

される。高いサイコロの値を持つカードは、いくつかの任務ログの指令とすべての戦闘で手渡す

ものとして有効である。

5. キャプテンはシャッフルする

チームに所属するすべてのプレイヤーがカードを手渡し終わったら、キャプテンはプールを

シャッフルする。(これは、⾒えない所で、テーブルの下などで⾏うこと。そして、少数のカード

で容易に混ぜ合わせることができる。）

6.キャプテンは、カードを⾒る

プールをシャッフルした後、キャプテンは補給カードを⾒る。

何らかの赤いサボタージュ・カードは公開されて、直ちに解決される。

7. 1枚の補給カードを交換する

キャプテンは、プールから 1枚の補給カードを交換してもよい。この交換の間、1枚のカードが捨

てられる。キャプテンは 1枚の新しいカードを引き、それを⾒ることのなくプールに置き、再び

プールをシャッフルする。

●キャプテンの能⼒

それぞれのプレイヤーは、二つの特別なキャプテンの能⼒を持つ。それらは調査か戦闘に関して

⼤いにあなたを助けることができるが、1枚だけがターンにつき使用されてもよいことに注意して

ほしい。⼤部分の能⼒が調査の間に有効である一方で、一部のものは、あなたが部屋を選ぶ前に

（Blair, Bennings）、または、ターンの後（MacReady, Palmer）起動される。

●もどき

サボタージュ！

赤いサボタージュ・カードは、重⼤な妨害である。発⾒された時、それらは直ちに明らかにされ

なければならず、その指令は調査（または戦闘）を進⾏する前に対処される。

複数件のサボタージュが明らかにされる場合、キャプテンはチームがカードに対処する順序を決

定する。

●人間

捨てて、埋葬する

補給デッキの捨て札は、捨て札の堆積の上に表を下にして置かれる。任務ログ・デッキの捨て札

は、捨て札の堆積の上に表を向けて置かれる。カードを埋葬するように指示される時、それを公



開することなく、適切な捨て札の堆積の底にそれを置きなさい。

もどきがキャプテンであるとき、交換の間に役に⽴つカードを捨てることは、他のプレイヤーの

認識に影響する良い方法でありえる。誰かが斧で貢献することを約束した場合、その斧を破棄し

て、調査が失敗したときに責任を負うことは可能である。もちろん、そのプレイヤーは、あなた

がもどきであることを確信することになる...

■調査について、続き(p11)
8. 補給カードを公開する

キャプテンは、任務ログ・カードの指令によって指示されるのと同数のカードをプールから公開

する。プール全体を下回るカードが公開される場合、キャプテンは一度に 1枚以上のカードを裏

返し、指令が満たされるか、必要な数のカードが公開された時点で公開は停止される。

サボタージュ・カードが公開される場合（キャプテンが補給カードを交換したあと、加えられ

る）、それは直ちに解決されなければならないか、調査は失敗する。

サイコロを振るように指示される時、プールのサイコロの値は合計される。キャプテンはそれら

のサイコロを振り（最高 6個まで）、その後、その結果と任務ログの必要条件と比較する。

9. 成功するか、失敗するか？

●成功

チームが任務ログ・カードに関する指令を完遂することに成功する場合、彼らは調査をパスし、

10. 部屋チップを公開するに進んでもよい。

●失敗

彼らが指令の必要条件を満たさない場合（または、サボタージュ・カードで失敗した）、チーム

は失敗したことになる。12に進みなさい。煙か火災を解決し（p14を参照）、必ず 14. 感染を処理

すること。（p16を参照）

任務ログ・カードを捨てなさい。

10. 部屋チップを公開する

調査に成功した後に、部屋チップは公開される。

A. ギアが公開された場合、キャプテンは適切なギア・カードを取り、示された使用の最⼤数の範

囲内で自分自身の前にそれを置く。ギアがそのセクターのために開錠の目標を満たす場合、部屋

チップは表返して目標トラッカーのそのスペースに置かれる。

B. 部屋チップが 1枚のカードを捨てる指令である場合、チームのそれぞれのメンバーは、1枚の補

給カードを捨ててもよくて、新しい 1枚を引いてもよい。

C. 物体 X が発⾒された場合、戦闘は開始される。（p14を参照）



セクター 3の最終的な必要条件を満たす火炎放射器が公開された場合、ターンは直ちに終わり、

脱出が始まる。（p17の脱出を参照。）

■ギア(p12)
部屋チップの下に隠されて、ギアは、目標トラッカーを満たし、前哨基地 31を前進するために要

求される。ギアのそれぞれは、プレイの間も役に⽴ち、ギアを所有しているプレイヤーがその効

果を利用する⽴場にあるときはいつでも、用いられてもよい。

・ロープ

ギアの最も一般的なロープは前哨基地 31を通じて⾒つかる。公開されたロープはセクター 2の錠

を開けるために要求される。

それに加えて、プレイヤーがギア・カードをさらに捨てた後、それぞれのロープは 1回使用され

てもよい。

任務ログ・カードが明らかにされた後、チームが選ばれる前に、現在のキャプテンを捕縛し、ス

キップするためにロープが用いられてもよい。次にキャプテンを⾏うプレイヤーを現在のキャプ

テンとする。それはまた、キャプテンの同意のもとに、調査の間、必須ではないプレイヤー（部

門かプレイヤーの数）を残すために使用することもできる。部門の必要条件を満たさないことに

よって、キャプテンはカードを交換することは許されない。ロープで縛られている間、プレイ

ヤーはレック・ルームを去ることが許されず、何らかのカードを捨てて、引くことも許されない。

次のターンの開始時に、縛られていたプレイヤーは、解放されたものとみなされる。

・ダイナマイト

ダイナマイトはセクター 2で⾒つかり、セクター 3の錠を開けるために要求される。それぞれのダ

イナマイト・カードは、２回使用できる。チームにいる間、プレイヤーは+1か-1だけサイコロの

目の値を変えるために 1回の使用を消費してもよい。ただ 1回の使用だけがサイコロにつき消費さ

れてもよいが、ダイナマイトの複数の使用がチームによって消費されてもよい。

・火炎放射器

火炎放射器は、セクター 3でのみ⾒つかる強⼒なギアである。火炎放射器は、前哨基地 31の脱出

のために獲得されなければならない。それには、二回の使用と三つの異なる効果がある。

1. 任務ログ・カードが公開された後、チームが選択される前に、血液検査のために火炎放射器の 1

回の使用を消費することで、プレイヤーは火炎放射器のユーザーにのみひそかにその血液サンプ

ル・カードを公開することを強制する。注意：この効果は、火炎放射器が残り 2回の使用を残し

ている時にのみ、使用されてもよい。

2. 火炎放射器の 1回の使用は、任務ログの指令または戦闘のためのサイコロの数を追加するため

にチームのいずれかのメンバーによって消費されてもよい。そして、キャプテンに追加の 3個の



サイコロを振ることを認める。すべての最初の可能性が利用された後、これは実⾏されてもよい

が、1個の火炎放射器のみが 1回のサイコロを振る試みに機会を追加してもよい。

3. 任務ログ・カードが公開された後、チームが選択される前に、プレイヤーは 1⼈の対象のプレ

イヤーを焼き殺すことを試みるために 2回の使用を消費してもよい。火炎放射器を使用したプレ

イヤーはそのプレイヤーをもどきであるとして告発しなければならない。そして、その推論にお

ける短い議論においてグループを導きなさい。グループが投票する時、すべてのプレイヤーは自

分の拳を差し出し、親指を横に伸ばす。そのプレイヤーは「3、2、1」とカウントダウンし、投票

者はそれぞれ、親指を上に⽴てて賛成の意（“yes”、被告⼈を焼き殺す）または親指を下に下げて

却下の意（“no”、放免する）を表す。

注意：4-5⼈プレイヤー・ゲームにおいては、ただ 1⼈のプレイヤーのみが焼き殺されてもよい。

過半数が“を yes”と認める場合、焼き殺されるプレイヤーは自分の血液サンプルを全員に公開し、

そのキャラクター・フィギュアは前哨基地 31の地図から取り除かれる。彼らはゲームから除去さ

れる。さもなければ、投票は失敗し(過半数が“no”か同数)、火炎放射器は効果なしで完全に消費さ

れる。

⼈間が焼き殺される場合でも、ゲームは続くが、あなたはもどきトラッカーを一つ先に進めなけ

ればならない。副産物の結果が発生する部屋を解決するために、サイコロを振りなさい。（p15を

参照）

■戦闘(p14)
11. 物体 X との戦闘を解決する

怪物のいくつかは、あなたのチームのメンバーであるように⾒えるかもしれない。これはそれら

の⼈々に不信感を抱かせる理由でない。物体 X は狡猾である。それは多くの源から DNA を吸収す

ることができる。古着、食物の容器、そしてそれが接触する何でも、微細なレベルなものでさえ、

模倣することができる。

A. 物体 X チップが公開された時、部屋に適切な物体 X のフィギュアを置き（以下参照）、調査中

のチームはただちに、それと戦うことによって脅威を食い止めなければならない！戦闘を解決す

るために、すべてのチーム・メンバーは、調査のための指令を解決するのと同様に、プールに

カードを手渡す。しかしこの場合、キャプテンが戦闘を成功のうちに解決するためには、サイコ

ロの目の特定の組合せを振る必要があり、補給カードは高いサイコロ値を持つものを渡す必要が

ある。

これらの貢献を議論することはあたりまえのことであるが－先の通り、何のカードかを決して明

らかにしてはいけない。高いサイコロ値を持つカードはよいが、キャプテンは 6個のみのサイコ

ロを使用することができるだけであるので、より⼤きなチームは簡単に上限に達することであろ

う。



B. キャプテンはプールをシャッフルする。そして、完全にカードを混ぜあわせる。

C. キャプテンはプールを⾒る。サボタージュ・カードは直ちに公開されて、対処されなければな

らず、さもないと戦闘は失敗する。キャプテンは何らかの 1枚のプールのカードを交換してもよ

い。それを捨て、補給デッキからもう 1枚のカードと引き換える。

D. プールが公開され、カードのサイコロ値が合計される。

このサイコロを振る試みでは、6個までのサイコロが使用されてもよい。集計の後、プールは捨て

られる。

キャプテンが物体 X を破るために 1種類の目を 3個か 1種類の目を 4個のサイコロで振らなければ

ならない E.。

（感染トラッカーはこれらの必要条件を表示する。レベル 1：3回振り、1種類の目を 3個得る。

レベル 2：2回振り、1種類の目を 3個得る。レベル 3：4回振り、1種類の目を 4個得る。）

サイコロが振られ、キャプテンは振って出た目のどれをキープしておきたいかを選択する（あれ

ば）。サイコロは固定されず、保持されたサイコロでも振る間で変更されてもよい。

物体 X の敗北は、目標トラッカーの（現在のセクターの）空の空間を明らかになった物体 X の

フィギュアで満たすことを可能にする。物体 X が戦闘で負けなかった場合、現在のセクターのす

べての部屋チップは混ぜられ、部屋に戻して置かれる。（すでに啓開されるか、破壊された部屋

は空のままにされる。）

物体 X の撃破が完全に目標トラッカーによるセクター 3の最終的な必要条件を満たす場合、ター

ンは直ちに終わり、脱出が始まる。（p17の脱出を参照。）

■ターンの終わり(p14)
12. 煙か火災を解決する

調査を解決した後、個々のプレイヤーが煙か火災に対処するために部屋に派遣される場合、彼ら

はこの時点でレック・ルームに戻る前に消火器を表にして捨てる。

それから、部屋の中に残された煙と火災が解決される。まず、火災トークンは取り除かれ、破壊

された部屋カードに置き換えられる（そして、破壊トラッカーは進められる）。それから、煙

トークンは、部屋の中に火災が生じたことを示すために裏返される。

13. レック・ルームへの帰還

調査と何らかの煙と火災トークンを解決した後、すべてのキャラクター・フィギュアは、レッ

ク・ルームに戻される。このターンの間、レック・ルームを出たすべてのプレイヤーは、自分の

手札を 5枚のカードに戻すために、必要に応じた数の補給カードを引かなければならない。その

時、レック・ルームに残ったプレイヤーは、1枚のカードを捨てて、新しい 1枚を引いてもよい。

ターンの間、ロープで縛られたプレイヤーは、カードを交換することは許されない。



●うそと統計

プレイヤーが何らかの発⾔を⾏うか、希望する質問をしてもよいのだが、議論されたり、公表さ

れたことのいくつかは完全なうそであることがある。もどきがうそをつくだけではなく－⼈間も

もどきを追い詰め、妨害するためにキャプテンを誤解させようとしてもよい。

キャプテンは、どのプレイヤーが過去の活動、現在の状況、任務ログの指令、物体 X との差し

迫った戦闘の脅威についての発⾔について、常に評価しなければならない。

■結果を伴う対処(p16)
14. 感染

チームは調査に失敗するか、戦闘で物体 X を撃破することができない時、感染は前哨基地 31の中

に広がる。コンピュータは、感染症トラッカーの上を進められる。感染トラッカーが終端（4-5⼈

プレイヤー用ゲームでは感染レベル 7、6-8⼈プレイヤー用ゲームでは感染レベル 8）に到達する

場合、ゲームは終わり、もどきが勝利する。何らかの他のケースでは、感染の広がりからの副産

物が解決されなければならない。

15. 副産物

コンピュータが進むたびに、新しい伝染レベルについて感染トラッカー上の指令に従いなさい。

副産物は、チームがそのターンの間、訪問した部屋で起こる。指示された部屋に、停電カード、

煙トークン、破壊された部屋カード、火災トークンを置きなさい。

（p9の消火器とフラッシュライト、p14の煙と火災の解決、以下の前哨基地の破壊を参照。）

16. 前哨基地の破壊

物体 X と⼈間が対決することで、前哨基地 31は損害を受ける。

火災が対処されないか、副産物が構造の崩壊の結果をもたらす時、破壊された部屋カードが適切

な部屋に置かれる。破壊された部屋のカウンターは、破壊トラッカーの最初の空きスロットに置

かれる。

4個の部屋が破壊された後、破壊トラッカーは満たされる。これが起こるならば、ゲームは終わり、

もどきは勝利する。（p17のもどきの勝利を参照。）

あなたが一つのセクターで同じ種類の部屋チップ 2個を失うならば、目標トラッカーを満たすこ

とは不可能になる。この時点で、もどきはゲームに勝利する。（p5のセクターごとの部屋チップ

の割り当てを参照。）

注意：物体 X が破壊された部屋にいる場合、それは目標トラッカーには数えない。

■同化(p16)
17. 同化

目標トラッカーのセクターが必要な部屋チップで満たされるとき、次のセクターは調査のために



開錠される。

残念なことに、これはまた物体 X による感染に前哨基地 31のスタッフをさらすようになる。最初

にセクター 2とセクター 3を開錠する時、グループは同化の危険を冒すことになる。

キャプテンは、血液サンプル・デッキからそれぞれのプレイヤーに 1枚のカードを配る。プレイ

ヤーは自分の血液サンプル・カードの両方を混ぜて、裏返したまま 1枚を返す。以下のルールが

適用される：

A. もう 1枚の⼈間の血液サンプル・カードを配られた⼈間は、同化されなかった...まだ。

彼らは単に、⼈間のカードのうちの 1枚を返し、もう 1枚を保持し、まだ⼈間のチームの一員であ

る。

B. もどきがもう 1枚のもどきか⼈間の血液サンプル・カードを配られた時には、彼らは同化され

たままである。

彼らは単に 1枚のカードを戻し、常に 1枚のもどきカードを保管し、まだもどきのチームの一員で

ある。

C. もどきの血液サンプル・カードを配られた⼈間はこの時点で、同化される！彼らは、もどきの

カードを保持し、⼈間のカードを返し、この時点からもどきチームの一員である！

すべてのカードが返されたら、キャプテンは新しい血液サンプル・デッキにそれらをシャッフル

し、前哨基地 31の地図の上の後ろにデッキを置く。

■次のターンを繰り返す(p16)
あらゆる結果が対処されたら、いかなるトラブルに対して準備を⾏う時である。

A. すべてのプレイヤーは、自分の手札に 5枚のカードが確実にあることを確認しなければならな

い。

B. ロープに束縛された誰でも、解放されたものとみなされる。

C. プレイヤーは、前哨基地 31の地図とトラッカーで状況を⾒直さなければならない。

D. キャプテンは、自分の左にキャプテン標識をパスする。

このターンは終わり、次のターンが始まる。（p9の今のところのキャプテンを参照）

●モロトフ

レック・ルームで、任務が開始される前に、何らかのプレイヤーはモロトフを表返して捨てても

よい。これは、誰でもカードを 1枚捨てて、新しい 1枚を引くことを許す。モロトフを捨てた⼈は、

追加の 1枚のカードを捨ててもよい。ただ 1個のモロトフだけが、ターンにつき捨てられてもよい。

■脱出(p17)
・キャプテンに賛成か反対？

最終のセクター 3の部屋チップの条件が目標トラッカーに加えられた時点で、ゲームのプレイは



最終的な脱出フェーズに直ちに進む！この時点で、もどきをそこに残したまま、⼈間のプレイ

ヤーはヘリコプターに乗って逃げるチームを選ぼうとする。

その一方で、もどきは感染を広げるために脱出するチームの中に少なくとも 1⼈のもどきプレイ

ヤーをまぎれこませようとする！

エスケープが進⾏中だったら、いかなるギアを使用する時間はない。

物体 X との戦闘にあなたが追加のサイコロを必要とするその時に火炎放射器を温存するとしても、

あなたが前哨基地 31を脱出する時の血液検査にはいかなる機会もないことを意味する。

目標トラッカーを満たすのに成功したチームのキャプテンは、もう一⼈のプレイヤーを最終の

キャプテンとして指名する。このプレイヤーは終わりまで脱出を⾒届ける役割を果たすが、彼は

最初に残りのプレイヤーの過半数の承認を得なければならない。プレイヤーが自分の意⾒を表明

する機会を得た時点で、現在のキャプテンは投票を要求する。すべてのプレイヤー（焼き殺され

たプレイヤーを除いて）は自分の拳を差し出し、親指を横に伸ばす。キャプテンは「3、2、1」と

カウントダウンし、投票者はそれぞれ、親指を上に⽴てて賛成の意（“yes”、賛成）または親指を

下に下げて却下の意（“no”、反対）を表す。

賛成が過半数なら、キャプテンの標識はノミネートされた候補者が選ばれ、彼は現在の最終的な

キャプテンになり、その⼈は残りの脱出の残りの計画を続⾏する。

反対かタイが発生した場合、現在のキャプテンの左のプレイヤーが現在のキャプテンになり、ま

だ候補者に指名されていないプレイヤーを候補者に指名しなければならない。

2⼈のノミネート候補者が却下されることについて、伝染レベルは 1だけ上がる。

（p16を参照。）

感染トラッカーがその結果でいっぱいになる場合、もどきは勝利する。

・血液検査

最終のキャプテンが選ばれたら、彼らは最終の血液検査に入ってもよい。これらの血液検査が利

用できる数（できる場合）を決定するために、感染トラッカー上の現在の感染レベルをチェック

しなさい。他のプレイヤーとの議論の後、最終のキャプテンは、すべてのプレイヤーにその血液

サンプル・カードを公開するために、この数を合計したプレイヤーを選んでもよい。

■ヘリコプターに乗り込む(p17)
・前哨基地 31 からの最後の⾶⾏

最終のキャプテンは、自動的にヘリコプターに乗ったとみなされるが、慎重に脱出の残りのメン

バーを選択しなければならない。

最終の血液検査を通して明らかにされたもどきは搭乗するものとして選ばれないが、他の全ての

プレイヤーは脱出する資格がある。



最終のキャプテンは下の表に示された脱出の目標と同数のプレイヤーを少なくとも選ばなければ

ならない。焼き殺されたそれぞれの⼈間について、この数は 1だけ減らされてもよい。

プレイヤー：脱出の目標

4⼈：2〜3⼈(⼈間が取り残されてはならない)

5⼈：3⼈

6⼈：4⼈

7⼈：4⼈

8⼈：5⼈

・ヘリコプターに乗り込む

最終のキャプテンがヘリコプターに乗り込むプレイヤーを選んだ時点で、それぞれのキャラク

ター・フィギュアをヘリコプターで前哨基地 31の外に置く。

・決定的瞬間

一⼈づつ、最終的なキャプテンから始めて、ヘリコプターに乗ったそれぞれのプレイヤーは、自

分の血液サンプル・カードを公開する。

●もどきの勝利

あなたが、最⼤限に感染レベルを上げることによって⼈間を感染させるか、破壊トラッカーを満

たすことによって前哨基地 31を破壊するか、脱出の間、ヘリコプターにもどきが密航することを

なんとかした場合、物体 X は勝者となる。地球はその手に落ちることになる。

●人間の勝利

あなたが確実に、いかなるもどきもいない状態でヘリコプターを脱出させた場合、⼈間は勝者と

なる。⼈類は生き残った、今回は...

■境界のケース(p18)
Q：誰もが部屋に入るために消火器かフラッシュライトを公開する意思がなく、開錠された他のい

かなる部屋もない場合、何が起こるか？

A：モロトフを使用して、部屋を選ぶ前にすべてのプレイヤーが 1枚のカードを交換することを可

能にする。

キャプテンは任意に自分のターンをパスし、誰もが 1枚のカードを交換することを可能にするた

めにレック・ルームに残ってもよいが、あなたはそれぞれのゲームに 1回のみ煙と火災の解決を

スキップしてもよい（p14の煙と火災の解決を参照）。

Q：私がもどきである場合、キャプテンの間にサイコロを振ることをやめることができるか？



A：いいえ。キャプテンは、チームの全体の努⼒を表現している。あなたは火炎放射器を使用して

チーム・メンバーによってあなたを与えられる追加のサイコロを受け取らなければならず、チー

ム・メンバーに 1の目を修正するためのダイナマイトの使用を拒否することもできない。あなた

は、成功の可能性を増やすために、あなた自身のギアやキャプテンの能⼒を使用する必要はない。

Q：プールが滅茶苦茶にされた場合、私は何をするか？

A：プール全体を埋葬しなさい。（プールがあなた自身の手札と混同される場合、それを埋葬し、

同じ数のカードを引き直しなさい。）

カードをプールに入れたあらゆるプレイヤーは、補充のカードを引く。正しいプレイヤーから

カードでプールを作り、プレイを続けなさい。

Q：破壊された部屋カードがその中で物体 X の部屋チップを公開する場合、まるで我々がそれを

撃破したかのように、それは目標トラッカーに加えられることができるか？

A：いいえ。あなたが前哨基地 31を啓開しない限り、物体 X は単に休止中で、生き残ることがで

きる。あなたは、目標トラッカーを満たすために、戦闘で物体 X を撃破しなければならない。

Q：目標トラッカーのために必要とされる部屋チップの多くがゲームから取り除かれた場合、何が

起こるか？

A：目標トラッカーを満たすという可能性がないならば、⼈類はゲームに負ける。

多くの破壊された部屋カードと不運が続く時にのみ、これは起こる。将来のゲームにおいてこれ

を防ぐために、煙と火災の対処を率先して実施すること。

Q：複数のサボタージュ・カードが公開され、我々がそれらのどれかを対処することができない場

合、何が起こるか？

A：あなたは、1ターンにつきわずか 1回だけ、感染に直面する。たとえ「自動的に調査が失敗す

る」指令を持つ 2枚のカードが公開されたとしても、あなたは感染トラッカー上、1感染レベルが

上がるだけである。

Q：我々が 4⼈プレイヤー・ゲームにおいて 1⼈の⼈間を残すならば、何があるか？

A：この特定のゲーム規模においては、まずもどきは勝利するだろう。どれだけ多くのもどきが

ゲームにいるかはわからないため、逃⾛する時にあなたには正しい情報がなければならない。

Q：焼き殺されたプレイヤーか捕縛されたプレイヤーのために、私が任務ログにおいて部門の必要

条件を満たすことができないならば、何が起こるか。

A：あなたは、可能な数のプレイヤーで、なお任務を実⾏しなければならない。キャプテンには、

カードを交換する能⼒がない。可能であるならば、あなたは部門の必要条件を満たさないことを

選ぶことができない。

Q：すべてのもどきが焼き殺された場合、何があるか？

A：⼈間がすべてのもどきを焼き殺すことによって勝つには、4、5、6⼈プレイヤー・ゲームにお



いて可能である。これらの規模ゲームにおいて、あなたがプレイヤーを焼き殺した後、あなたは

血液サンプル・デッキをチェックしてもよい。もどきカードがまだ存在する場合、ゲームは終わ

り、⼈間は勝利する。もどきカードがデッキにない場合、通常のように続けなさい。これらの規

模ゲームでは何らかの時点で第 2のもどきが焼き殺された場合、ゲームは終わり、⼈間は勝利す

る。

用語集(p18,19)
同化（p16）：セットアップの間に 1回、ゲームの進⾏中に 2回、物体 X は⼈間を同化しようとす

る。プレイヤーが赤いもどきの血液サンプル・カードを受け取る時、彼らはゲームの残りの間、

物体 X の束縛下に置かれる。

戦闘（p14）：物体 X と遭遇するとき、戦闘は起こる。プールの中の高いサイコロ値カードは、

キャプテンがそれを撃破するために振るサイコロに役⽴つ。

血液サンプル・カード（p8）：プレイヤーの血液サンプル・カードは、そのプレイヤーが⼈間か

もどきの勝利状況を追求しているかどうか示す。それは秘密である。

血液検査（p12,17）：血液検査は、火炎放射器や脱出が始まった時に低い感染レベルであることに

よる最終血液検査を通じて利用されてもよい。血液検査は、1⼈か全プレイヤーにその血液サンプ

ル・カードを公開することを強制する。

埋葬（p10）：埋葬されるカードは、そのそれぞれの捨て札の集積の一番下に置かれる。

キャプテン（p9）：キャプテンは決定を⾏い、ターンにアクションを⾏う。

彼は、当面のリーダーである。

キャプテン標識（p9）：このチップのコマは、ルールを⾏使する銃のかたちである。

これを所有する⼈は誰でも、現在のキャプテンである。

キャプテンの能⼒（p6）：それぞれの性格には、一組の 2つの能⼒（それぞれのターンが用いら

れてもよい 1つ）がある。キャプテンの能⼒は、非常に効果的である。

キャラクター・ボード（p5）：キャラクターに関する情報を持つプレイ用のマット、その名前、

部門、キャプテンの能⼒を含む。

結果（p16）：前哨基地 31のスタッフにとってうまくいかない様々なことがら。

感染（p16）：失敗した調査や戦闘の結果、感染トラッカー上の感染レベルは副産物に影響を及ぼ

し、物体 X の勝利に終わる可能性がある。

コンピュータ（p5）：伝染レベルを感染症トラッカーに記録するのに用いられるプレイ用のコマ。

部門（p9）：キャラクターの作業部門である。ある任務ログは、可能であればチームに選ばれる

特定の部門を要求する。

破壊（p16）：もどきの勝利条件。破壊トラッカーが満たされ、前哨基地 31が破壊されるならば、

物体 X は勝つ。



サイコロ値（p14）：あらゆる補給カードは、+0から+3までのサイコロ値を持ち、これは任務ロ

グの指令と戦闘において用いられる。

捨て札（p13）：部屋チップ、これはチームのそれぞれのメンバーが自分の手札から 1枚の補給

カードを捨て、新しい 1枚を引くことを可能にする。

ダイナマイト（p12）：セクター 3を開錠するために必要なギアで、それは+1か-1だけサイコロの

目を修正するのに用いることができる。

脱出（p17）：⼈間の勝利条件。ヘリコプターによる脱出が成功するためには、その中にもどきが

存在しないこと。

イベント（p9）：前哨基地 31の地図上の状況に否定的に影響を与える特別な種類の任務ログ・

カード。

副産物（p16）：伝染の結果、副産物は感染症トラッカーに示される。それは、⼈間を苦しめる結

果を生じる。

最終のキャプテン（p17）：プレイヤーは、最終の血液検査を使用する方法を選び、ヘリコプター

脱出において乗客を選ぶ役割を果たすために選出される。

火災（p9,14）：副産物や放置された煙によって生み出される危険。それは部屋の破壊に至る可能

性があり消火器を使って戦われなければならない。

消火器（p9）：煙か火災を含む何らかの部屋に入るために要求される補給カード。公開された時、

それはどちらでも取り除かれる。

火炎放射器（p12）：前哨基地 31であさられるギアの最終的なもの、脱出するためには発⾒され

なければならない。三つの個別の機能があり、それは用途が広い。

フラッシュライト（p9）：停電カードを持つ部屋の中に入るために捨てられなければならない補

給カード。停電カードを取り除かない。

ギア（p12）：前哨基地 31を通じて、部屋で⾒つかる特別な器材。

それぞれのギアは、ゲームを進めるために要求される。

手渡す（p10）：調査か戦闘の間、キャプテンに与えられるカード。それらはプールを⾏うために

組み合わされる。

手札（p6）：それぞれのプレイヤーに属する個⼈のカード。それぞれのターンに、プレイヤーは、

5枚のカードの手札で開始する。

⼈間（p8）：ゲームの二つの対⽴する陣営のうちの一つ。1⼈以外の全プレイヤーは⼈間としてプ

レイを開始する。⼈間には、一つの勝利状態がある：脱出である。

感染（p16）：もどきの勝利条件。感染レベルが感染トラッカーを満たすまでに高くなった場合、

物体 X は勝利する。

感染トラッカー（p5,16）：ゲームの主要なトラッカー。もどきのための感染の勝利条件に関連し



て、直接、⼈間に衝撃を与える副産物にリンクする。

調査（p10）：部屋に進入し、任務ログの指令を完遂しようとするプロセス。成功した調査は部屋

チップを明るみに出し、一方で失敗は感染をもたらす。

もどき（p8）：ゲームの二つの対⽴する陣営のうちの一つ。一⼈のプレイヤーは、もどきとして

開始する。三つの勝利状況がある：破壊、感染、密航である。

任務ログ（p9）：それぞれのターンは、任務ログの調査を中心に回る。それぞれのカードは、指

令を持つ。成功はチームに報い、失敗は伝染に終わる。

モロトフ（p16）：レック・ルームのプレイヤーが自分の手札の 1枚のカードとデッキの 1枚の

カードを交換する間に追加の 1枚のカードの交換を可能にする補給カード。

目標トラッカー（p5,10）：セクターを開錠する方法と脱出が⾏われるまでの進捗を示す。3種類

のギアと 4個の物体 X で満たさなければならない。

前哨基地 31の地図（p6）：ゲームボード、それぞれが 6個の部屋を持つ三つのセクターに分割さ

れる。

プール（p10）：補給カードは、調査または戦闘の間、手札の中から集められる。

停電（p9）：停電をもつ部屋に進入するチームがフラッシュライトを公開して、捨てることを要

求する永久の状態。

レック・ルーム（p6,16）：前哨基地 31のスタッフのための主な集会ポイント。プレイヤーはレッ

ク・ルームでプレイを開始し、レック・ルームでそれぞれのターンを終える。

サイコロを振る（p14）：いくつかの任務ログの指令とすべての戦闘によって用いられる解決シス

テム。振る時に利用できるサイコロの数は、サイコロ値を持つ補給カードを集めることによって

決定される。最高で 6個のサイコロが用いられてもよい。それぞれのサイコロを振る機会は、自

由にサイコロの目を維持するか、振り直すことを可能にする。

破壊された部屋（p16）：通⾏不可能な部屋を作り、プレイから部屋の中の部屋チップを取り除く

カード。破壊された部屋カードがプレイに加えられた時、破壊された部屋のカウンターは、破壊

トラッカーに加えられ、破壊の勝利条件に関連付けられる。

部屋チップ（p5,12）：ギアと物体 X を隠しているゲームのコマのセットで、目標トラッカーを満

たし、前哨基地 31を進むために必要である。

ロープ（p12）：セクター 2を開錠するために必要とされるギア。それは、キャプテンにキャプテ

ンの標識をパスすることを強制するか、1ターンの間、レック・ルームにプレイヤーを残すために

用いることができる。

サボタージュ（p10）：補給デッキ内に⾒つかるカードの特別な種類で、調査や戦闘を失敗させる

ために使用される。

セクター（p10,16）：前哨基地 31の地図には三つの異なったエリアがある。セクターは各々 6個



の部屋を含み、脱出するために開錠されなければならない。

煙（p9,14）：イベント・カードと副産物によって生み出され、完全な 1ターンがプレイされた後、

煙は火災になる。消火器がなくては部屋への進入をブロックする。消火器は、煙を取り除くため

に、公開され、捨て札されなければならない。

密航する（p17）：もどきの勝利条件のうちの一つ。それは、脱出の間、ヘリコプターに搭乗する

ことによって引き起こされる。

補給（p5）：それぞれのプレイヤーの手札、補給カードを占めるカードは、任務ログの指令を完

遂し、状況に対処し、成功の可能性をじゃまするのに用いられる。

交換（p10）：それぞれの調査と戦闘の時に、キャプテンは 1枚の補給カードをプールとデッキの

間で交換してもよい。

チーム（p9）：チームは、キャプテンによって任務ログの調査を⾏うために選ばれたプレイヤー

のグループである。

物体 X（p14）：物体 X は、ゲームの全てにかかわる敵である。

もどき（それはプレイヤーで、⼈間の間に隠れる）は、物体 X の一部である。

公然と敵対的な物体 X も前哨基地 31中の部屋チップの下に潜んで、ゲームの進⾏中に撃破されな

ければならない。

ターン（p9,16）：プレイの標準的なサイクル。ゲームが続く限りターンは進められる。グループ

の指導部はそれぞれの新しいターンとともにシフトする。


