
AuZtralia ルール・サマリ

このゲームの目標：
各プレイヤーは、農場を設立し、資源を採掘するために鉄道を AuZtralia 奥地にまで建設し、最終的には、

旧支配者を撃破するためにアクションを使用する。

このゲームは、各プレイヤーが一定の数の時間ポイントを消費した時か、旧支配者が一人のプレイヤー

の港を破壊した場合に、終了する。

勝利ポイントはそれぞれのプレイヤーについて得点されるが、旧支配者「プレイヤー」についても得点され、

このために人間プレイヤー全員が敗北するという結果もありえる。

セットアップ：
1. それぞれのプレイヤーは、色を選び、それぞれの種類の 7 個の農場、20 個の鉄道タイル、20 個の

キューブ、3 個のディスク、1 個の港と 1 枚のプレイヤー・ボード(選ばれた地図の側にマッチするもの)を受

け取る。

西 AuZtralia 地図用の追加のセットアップとルール変更については、ルールブック 19 ページを参照。

2. あなたの倉庫ボックスの中に 2 個の石炭、2 個の鉄、4 個の金を置きなさい。

3. あなたの HQ ボックスの中にあなたのキューブを置きなさい。あなたのボード上のスポットに 3 個の正気

度トークンを置きなさい。

4. 旧支配者タイルを裏返した状態で数によって 3 分割し、それぞれの山をシャッフルする。

5. 20 個の調査タイルを裏返した状態でシャッフルし、調査の三角形が印刷された 13 個のヘクスのそれぞ

れに 1 個ずつ裏返した状態で置く。

それぞれのタイルを表返し、矢印がボードの上部を指し示すように、それを向ける。

6. 資源を置き、調査タイルが示すように旧支配者タイルを裏返して置く。それぞれのヘクスには旧支配者

タイルのレベル番号(1,2,3)に合うものを置く。箱に調査タイルを戻しておく。

・資源は海岸ヘクスに置かれることはない。

・旧支配者は、海岸ヘクスやの丘ヘクスに置かれることはない。

・調査タイルは、同じヘクスに重ねて設置されてもよく、同じヘクスで複数のトークンを置くことになる。

・すでに旧支配者タイルを持つヘクスに旧支配者が置かれることになった場合、次にレベルアップしたもの

としてヘクス内のタイルを交換する(その集積の底に交換されたタイルを戻す)。レベル 3 のタイルは、この

方法でアップグレードされることはない。あなたが一つのレベルのタイルを使い果たした場合、次のレベル

を使用すること。

7. 黙示カードを番号で分類し、それぞれの山をシャッフルする。それぞれの山から 5 枚ずつのカードを抽

出し、底に 3 のカード、中央に 2 のカード、上に 1 のカードを積み黙示デッキを作る。未使用のカードを見

ることなく、ゲームの箱に未使用のカードを戻しなさい。

8. 個人カードをシャッフルし、デッキの右側に 5 枚のカードを表示して配置する。

9. 旧支配者カードをシャッフルしなさい。

10. ゲームボード上のそのスペース上にスタックした状態で軍事ユニットを置きなさい。

11. 紫の旧支配者ディスクを時間トラックの 22 のスペースに置きなさい。

12. ランダムに第一プレイヤーを決定しなさい。各プレイヤーは、プレイヤーの数に従って時間トラックの開

始時のスペースに自分のディスクを 1 個置き、第一プレイヤーのディスクを一番上に、その下にプレイ順

で置き、最後のプレイヤーのディスクを底に置く。プレイの最初の順は、第一プレイヤーから時計回りであ

る。

13. 最後のプレイヤーから始めて、逆の順で行うが、各プレイヤーは海岸ヘクスに自分の港を置く。いかな

る港も他の港の 2 ヘクス以内であることは許されない。

ゲームのプレイ：
時間トラック上、最も低い値の位置に見える(一番上にある)ディスクを持つプレイヤーは、実行中プレイ

ヤーである。

実行中プレイヤーは、キューブを自分の HQ から取り、自分のプレイヤー・ボードのアクション・ボックスの

中にそれを置き、そのアクションを実行する。

実行中プレイヤーが自分がすでに実行したアクションを選択した場合、そのアクション・ボックスの中にす

でに保持するそれぞれのキューブについて、1 個の金を払わなければならない。



それぞれのアクションには、時間ポイントのコストがある。時間トラックに沿って、あなたのディスクをこの数

の分だけ先のスペースに進める。

あなたのディスクがスペース 53 に到達するか通過した場合、あなたはいかなる追加のアクションを行うこ

とができない。

アクション－鉄道を建設する：
このアクションのためには二つのボックスがある。

第一のものは、海岸ヘクスと奥地ヘクスで線路を建設することができる。

第二のものは、線路をどんな種類の地形にも建設することができる。

2本の鉄道線路を置くために、1 個の石炭と 1 個の鉄を消費すること。

・それぞれの線路は、一つのヘクスサイドを越えて置かれる。ヘクスサイドにつき 1本の線路のみが許さ

れる。

・最初の線路は、あなたの港に接続しなければならない。その後、それぞれのタイルはあなたの線路の他

の 1本かあなたの港につなげられ、連続した鉄道ネットワークを作る。

・タイルを置くためには、あなたは、自分の港へのネットワークに沿って旧支配者がいない経路を設定しな

ければならない。

・ヘクスは、それに接続する異なるプレイヤーがいてもよい。

・あなたは、タイルを旧支配者タイルが含まれるヘクスに置くことができない。

・あなたが保有する鉄道タイルは 20 枚に制限されており、配置してしまうと線路を取り除くことはできない。

アクション－採掘：
あなたが鉄道を接続するヘクスから、一つのタイプの資源の全てを採る。

・そのヘクスとあなたの港までの自分のネットワークに沿った経路は、旧支配者が存在しないものでなけ

ればならない。

・自分の倉庫にその資源を置きなさい。

・あなたがリン酸塩を採る場合、あなたはまた 1 個の金を得る(自分の倉庫に表示されるように)。

アクション：支援者を雇う：
以下のうちの一つを選びなさい：

1. ディスプレイから 1 枚の個人カードを取り、空きスペースを埋めるために残りのカードを右へ移動し、ディ

スプレイの最も左の位置に置くために新しいカードを１枚引く。

2. 1 個の金を支払い、デッキから 2 枚のカードを引く。それらを見て、デッキの一番上に裏返した状態で 1

枚のカードを戻す。あなたはそのカードを保持してもよいし、ディスプレイのカードをそれと交換してもよい。

あなたが持つことができるカードの数には制限がなく、あなたのターンにどれだけ多くのカードをプレイす

ることができるかには制限がない。あなたの前に表を向けてカードを置いておく。

4 種類のカードがある：

・持続的－カードの効果は継続中である。

・戦闘につき 1 回－カードを回転させる(タップする)か裏返し、戦闘の終了時に元の状態にそれを戻してお

く。

・1 回使用－あなたが実行中プレイヤーである間、いつでも使用することができる。使用後、そのゲームか

らそのカードを取り除く。

・ゲームの終了時に得点：ゲームの終了時に VPsを与えてくれる。

それぞれのカードに関する詳細は、ルールブックのページ 16-17 に表示されている。

アクション－軍事ユニットを編制する：
それぞれの軍事ユニットのための金のコストは、自分のプレイヤー・ボード上の遠征軍ディスプレイのボッ

クスに示されている。購入されたユニットをあなたの兵舎に置きなさい。あなたは、このアクションで 1 個だ

けのユニットを購入することができる[例外：あなたは、それぞれが 1 金のコストで 1 個か 2 個の歩兵を購

入することができる]。あなたは、ボード上の利用可能なユニットによって制限される。

アクション－輸入/輸出：
どのような組合せでも、以下の副アクションのうちの二つを実行すること：



・輸入－サプライから 1 個の石炭か 1 個の鉄を取り、自分の倉庫の中にそれを置く。

・輸出する－自分の倉庫からの 1 個の石炭か 1 個の鉄補給と、サプライからの 1 個の金を交換する。

アクション－農場：
置かれる農場につき 1 時間ポイントのコストでそれぞれの農場のタイプのうち 1 個を配置する(３種類まで)。

・農場のタイプに適合するヘクスに農場は置かれなければならない(例えば、奥地には羊の農場のみであ

る)。

・そのヘクスは空でなければならない。それは、鉄道の線路以外の他のコマを含むことができない(すなわ

ち、資源、農場、港、旧支配者がないこと)。

・そのヘクスは、あなたの港へのネットワークに沿った(旧支配者の妨害を受けない)経路を設定することが

できなければならない。

・置かれたそれぞれの農場について 1 個の金を得る。

・自分の農場タイルの数には制限がある。それらが配置された時点で、農場を取り除くことはできなくなる。

アクション－キューブを取り戻す：
このアクションのために使用されたものを含めて、アクション・ボックスからすべてのキューブをあなたの

HQへ移動しなさい。

あなたが自分の HQ にキューブを持たない場合、あなたは 2 時間ポイントのコストで、依然としてこのアク

ションをすることができる。

アクション－攻撃：
あなたの兵舎からあなたの遠征軍の適切なボックスに、あなたの軍事ユニットのいくつかかすべてを動か

す。攻撃する旧支配者を含むヘクスを選ぶ。ヘクスが裏返した状態の旧支配者を含む場合、それを表返

す。あなたは、自分の港へのネットワークに沿った(旧支配者の妨害を受けない)経路を設定することがで

きるヘクスから、あなたのユニットの航続距離内にあるヘクスのみを攻撃することができる。

[例外：飛行船は、旧支配者によって占められるヘクスを通過して移動することができる]。

それぞれのユニットは、白い六角形の中に印刷された鉄道外の移動距離を持つ。

装甲列車は、鉄道外の移動距離がない－それらはあなたのネットワーク上にあるヘクスのみを攻撃する

ことができる。

1 回の攻撃のための時間ポイントのコストは、1 か 2 か 3 であり、あなたの軍に参加する以下のユニットの

うちの種類の数による：歩兵、装甲車、砲兵の 3 種類である。

装甲列車と飛行船は時間ポイントのコストを追加しないが、あらゆる攻撃は最低 1 時間ポイントがかかる。

戦闘の後、あなたの生き残っているユニットは、自分の兵舎に戻される。

プレイヤー支援シートとルールブックの背面はそれぞれ、旧支配者に対してあなたのユニットの一般的な

効果を示すチャートを備えている。

戦闘を解決する：
戦闘の開始時に、あなたは自分のボード上に 3 個の正気度トークンを持つことを確認しなさい。

そのヘクスが裏返した状態の旧支配者を含む場合、あなたはそれを公開した後に撤退するオプションを

持つ。

旧支配者デッキから一番上のカードを公開し、その旧支配者に適合する列を参照していただきたい。カー

ドの全ての効果は同時に解決される。

・あなたの軍の中のユニットに一致する旧支配者の左のそれぞれのシンボルについて、損害を示すため

に旧支配者タイル(もしくはユニークで高位の旧支配者のボード上の表示)の上に、あなたの HQ から自分

のキューブのうちの 1 個を置きなさい。あなたの予備のディスクはそれぞれ 5損害を表現する。

あなたの軍の中の一致するあるタイプのユニットの数は関係なく、あなたがそのタイプを持つかどうかだけ

が関係する。

・旧支配者の右のシンボルは、あなたの軍に与えられる損害を示す。

○1 個紫の損害キューブは、あなたの軍のユニットのうちの 1 個に置かれる[例外：飛行船の上ではない]。

その後、合計の損害がそのユニットの灰色の盾の数値に等しい場合、それは破壊され、ゲーム・ボード上

のそのスペースに戻される。ユニットのスタックの中の一番上のユニットのみが、損害を受けることができ

る。



○飛行船シンボルは、あなたの飛行船に対して損害を与えることを示す。あなたがそれを持たない場合、

効果はない。

○正気シンボルは、あなたのプレイヤー・ボードから 1 個の正気度トークンを取り除く。

・捨て札の山にそのカードを置きなさい。

・攻撃を押し進める(もう 1 枚のカードを公開する)か、撤退するかどうかを決定する。

・旧支配者デッキが尽きた場合、捨て札の山をシャッフルしてデッキとする。

戦闘に勝った場合－損害がその灰色の数値以上で場合、その旧支配者は除去される。

・あなたがそれに損害を与えた唯一のプレイヤーである場合、あなたはそのタイルを取り、自分のプレイ

ヤー・ボードのとなりにそれを置いておく。

・複数のプレイヤーがそれに損害を与えている場合、それらのプレイヤーの間で等しく旧支配者の紫の

VPの値に等しい数の紫の勝利ポイント・トークンを分けなさい。

端数の値は、最も多くの損害を負わせたプレイヤーに与えられる。タイである場合には、均等に分割され

るのみで、小数点以下の結果については何の報酬もない。

・あなたの軍からあらゆる損害を取り除き、自分の兵舎へ自分のユニットを戻す。

撤退－あなたの軍からあらゆる損害を取り除き、自分の兵舎へ自分のユニットを戻す。

・ゾンビを除いて、あらゆる損害は旧支配者の上に残る。

・飛行船は個別に撤退し、残りのユニットを戦闘に残しておくことが可能である。

逆に、あなたは自分の他のユニットを撤退し、自分の飛行船を戦闘に残しておくことが可能である。

敗北－あなたが敗北した場合、

・あなたは自分の軍にいかなるユニットも残していないか、

・あなたが正気度トークンを失うことになった場合に、何も残していない場合。

あなたの軍の中の全ての損害を受けたユニットを除去し、あなたの兵舎に残りを撤退させる。

あなたの港を防御する－1 個以上の旧支配者があなたの港へ移動する場合、あなたのユニットの全ては

交戦しなければならない。

・これには、いかなる時間ポイントもかからない。

・あなたは撤退することができない。

・あなたが敗北した場合、あなたのユニットのすべてが除去され、あなたの港はプレイから取り除かれ、

ゲームはただちに終了する。

しかし、あなたが同時に旧支配者の全てを除去する場合、あなたが敗北し、損害によって除去をこうむっ

たとしても、あなたは自分の港を失うことなく、ゲームは続行される。

・二つの港が同時に攻撃される場合、戦闘はプレイヤー順で解決される。

複数の旧支配者－たとえそれらが同じタイプであるとしても、存在するそれぞれの旧支配者について戦闘

を解決するために同じ旧支配者カードを使用する。

同じタイプの複数の旧支配者が存在する場合、あなたが負わせる損害はそれぞれに適用される(それぞ

れはあなたに対して同じ損害を負わせる)。

旧支配者を活性化する：
すべてのプレイヤー・ディスクが時間トラックの紫のディスクを通過したとき、旧支配者は実行中「プレイ

ヤー」になる。

ここからこの先、以下のように紫のディスクを解決すること：

1. 時間トラック上の紫のディスクを 1 スペース分だけ移動しなさい。

2. ディスクが明るい黙示スペースへ移動する場合、1 枚の黙示カードを引いて解決しなさい。

・そのカードが一つの旧支配者を公開せよと指示し、最も低い番号のヘクスにある表返して公開した旧支

配者タイルが空白である場合、それをプレイから取り除く。

さもなければ、そのタイルはそのヘクスに残される。

・カードが旧支配者を公開し、移動のために 6 枚のカードを引くと指示する場合、それらのカードは新しく公

開された旧支配者にのみ影響する。

・カードが暗殺を指示している場合、個人ディスプレイの中の最も右の 2 枚のカードが破棄され、残りの

カードを右へ移動し、2 枚の補充カードを引きなさい。

・カードが旧支配者を引くことを指示している場合、ボード上のそれぞれの神殿について 1 枚の 3 レベル・

タイルを引くが、ヘクスの番号の最も低いものから最も高いものへと順に引く。

旧支配者は表向きに置かれる(公開される)。



十分なレベル 3 のタイルがない場合、レベル 2 のタイルを使いなさい。

3. 移動することが可能なボード上の表向きの旧支配者が存在する場合(神殿は移動することができない)、

2 枚の旧支配者カードを引き、それぞれのカードについて移動を解決する)：

・円の中に見えるあらゆる旧支配者についてカードをチェックする。

・対応する旧支配者のそれぞれを、最も近い港か荒廃していない農場に向けて 1 ヘクスだけ移動させる。

・等距離である場合、カードの上の数字と地図の底にあるコンパス・ヘクスを比較する。

その番号が付けられた方向が等距離のルートの一つでない場合、あなたが最初の可能な等距離のヘク

スに着くまで、指示された方向から時計回りに進む(もしくは描写に依存して反時計回りに進む)。

・二つの旧支配者が同時に目標の上に移動する場合、目標が影響を受ける前に、それらはそうする。

・旧支配者が農場のあるヘクスに進入した場合、その荒廃の側にそれを裏返しなさい。

・旧支配者が港のあるヘクスに進入した場合、全ての残りの移動が解決された後(すなわち両方のカード)

た後、戦闘は起こる。

ゲームの終わり：
以下のうちのいずれかが発生する時、ゲームはただちに終わる：

・全てのディスク(旧支配者のディスクを含めて)は、時間トラック上の 53 のスペースに達するかそれを通過

する。

・一人のプレイヤーが旧支配者によって自分の港を失う。

時間トラック上でプレイヤーと旧支配者ディスクを使って VPsを記録する。

プレイヤーは以下のように VPsを得点する：
・それぞれの荒廃していない農場につき 2VPs

・それぞれのリン酸塩につき 3VPs

・個人カードからのボーナス VPs

・獲得した旧支配者タイルからの VPs

・共同で撃破した旧支配者からの VPトークン

旧支配者は以下のように VPsを得点する：
・それぞれの荒廃した農場につき 1VP

・ボード上の公開された旧支配者のそれぞれについてその VPs

・ボード上の未公開の旧支配者のそれぞれについてその倍の VPs

最も多くの VPsをもつプレイヤーが勝利する。

これが旧支配者「プレイヤー」であるかもしれない点に注意しなさい。

旧支配者とプレイヤーがタイになる場合、旧支配者が勝つ。

プレイヤーがタイになる場合、それらは勝利を共有する。


