
Evil High Priest(邪悪な最高司祭、名状しがたき邪神のしもべ)カルト・ボード

●大いなるクトゥルフ(Great Cthulhu)
ゲームの開始時に、ボード上の Shoggoth スペースに Shoggoth カードを置き、Deep One マーカーを

Deep One トラックの 0 のスペースに置きなさい。

他のモンスターと違って、Shoggoth はモンスターのすみかに置かれない。あなたがそれを得る場合、

あなたの司祭ボードの近くにそれを置きなさい。

Shoggoth は探索者の襲撃から 10 の襲撃戦力をブロックするモンスターとして機能する。それがこの

方法で生贄に捧げられた場合、それは捨てられず、その代わりにカルト・ボードにそれを返しなさい。

他のプレイヤーが Shoggoth のコントロールを得る場合、現在のコントローラはそれを失い、その新し

い番人にそのカードを与えなければならない。

Shoggoth がエルダー・サインを得るために生贄に捧げられる時(スペースには「Shoggoth のコントロールを失う」とあ

る)、カルト・ボードにそれを返し、それを粉砕するためのコストを払うことなく、ボードから選ばれたエルダー・サインを

取り除きなさい。依然として、そのサインを粉砕するすべての効果が発生する：例えば、Deep One トラックが上昇する

や探索者の襲撃など。あなたが再使用できるスペースの位置でこの方法で Shoggoth を使う場合、あなたはそのス

ペースを活性化することができない。

探索者の襲撃が起こるたびに、トラックに沿って一つ先のスペースに Deep One カウンターを移動しなさい。それは、

カルト・ボード上の二つの Deep One スペースとともに使われる。

あなたが Deep One モンスター・カードを使っていても、Deep One トラックはそれらのカードと関係がない。

●黒い山羊(Black Goat)
黒い山羊ボードは、二つのスタート・サイトを持つ。

あなたがエルダー・サインを粉砕して、探索者の襲撃を誘発する時、あなたはしばしば無償のモンス

ターを得る(これは、スペースに注記される)。これらのモンスターは探索者の襲撃の後、常に得られる

ので、それらはそれに対して防御の助けにはならない。

あなたが自分のすみかに 3 体のモンスターを持つ場合、あなたはそれでもモンスターを提供するエ

ルダー・サインを粉砕することができる。あなたが襲撃に対して防御するために 1 体以上のモンス

ターを生贄に捧げる場合、あなたは空いたすみかにあなたの新しいモンスターを置くことができる。

あなたが襲撃の後、そのような空きのすみかを持たない場合、あなたは無償のモンスターを得ない。

このボード上の一つのスペースは、あなたに 5 個の宝で 2 個の侍祭を救わせる。

あなたが自分の精神病院に 1 個だけの侍祭がいる場合、あなたはなおこのスペースを使用することができる(ただし、

あなたが救うのは 1 個だけである)。

あなたがエルダー・サインを粉砕するためにカルトの隠密行動を使用することができない点に注意しなさい。

それは、このカルト・ボード上ですでに解錠されたスペースを活性化するためにのみ使用される。

●這いよる混沌(Crawling Chaos)
このボードのスペースのいくつかは、侍祭を Azathoth の礼拝に派遣する。あなたがそうする時、中心

のプールにそれらを置きなさい。

プールに置かれた侍祭は、通常の配置や生贄にはもはや利用できなくなり、どこか他で使用するた

めには何とかして取り戻されなければならない。

Azathoth のプールは、二つの他の効果がある：

1. 探索者の襲撃が引き起こされる時、Azathoth を崇拝しているそれぞれの侍祭のために+1 を襲撃

戦力に加えなさい(18 が合計の上限である)。

例えば、4 個の侍祭が Azathoth を崇拝しており、襲撃戦力の決定が 7 戦力である場合、それは 11 に増加される。

2. Azathoth を崇拝している信者の数がプレイヤーの数の 3倍に等しい(例えば 3 人プレイヤー・ゲームでは 9)場合、

ゲームは終わり、すべてのプレイヤーは敗北する。

這いよる混沌のボードのスペースは四つのセクションに再分割され、それぞれが 3 個のエルダー・サインを含む。

それぞれのセクションは、Nyarlathotep のアバターを含む：the Howler, the Bloated Woman, the Dark Pharaoh, the 

Haunter of the Dark の順である。

あなたがアバターのエルダー・サインを粉砕する時、次のセクションの全ての 3 個のスペースが利用できるようにな

る。

それに加えて、あなたはそのアバターを得る。そして、あなたがそれをコントロールする間、それはあなたに準備

フェーズごとに利益を与える：

The Howler は、あなたに Azathoth プールからのいずれかの侍祭(あなたは、あなた自身のものを選んでもよい)を取

り戻させ、あなたに 1魔法を与える。



The Bloated Woman は、あなたに Azathoth のプールから儀式ボードのスタート・スペースの上に 1 個の侍祭を置か

せる。これが準備フェーズに起こるため、あなたは次のアクション・フェーズの終わりまで、報酬を得ないが、あなたは

最初にあなたのトラックを選び、他のプレイヤーをブロックする。

The Dark Pharaoh は、他のプレイヤーの侍祭を Azathoth に送り込み、そうすることの報酬をかせぐ。あなたがモンス

ターを全く持たない場合、The Haunter はあなたがモンスターを得られるようにしてくれる。

The Haunter を獲得することは、這いよる混沌ボードの上で最後のスペースへの接近を可能にする。

あなたがエルダー・サインを粉砕するためにカルトの隠密行動を使用することができない点に注意しなさい。それは、

このカルト・ボード上ですでに解錠されたスペースを活性化するためにのみ使用される。

●道を開くもの(Opener of the Way)
道を開くもののボード上の全てのスペースは、スタート・スペースとみなされる。

それらは矢印で接続されておらず、いかなる順序で解錠することができるが、いくつかは最初に満た

されなければならない必要条件を持つ。

進化トラックには三つのレベルがあり、あなたの侍祭の Thing of the Outer Spheresへの退化を記録

する。最初のステージはミュータントであり、第二は不快なものであり、最後は Yog-Sothoth の御子

(短縮して御子)である。あなたの侍祭は、ボード上の様々なスペースを解錠し、活性化することによっ

て、これらのステージに入り、それらを通じて前進する。これは侍祭を「生贄に捧げる」こととされない

ので、あなたは進化トラックにスペースに置かれた侍祭を送ることができる。

進化トラック上の侍祭は、アクション・スペースの上の配置にもはや利用できず、探索者の襲撃に対して防御するた

めに生贄に捧げることができない。

しかし、それらは攻撃に対して受動的な防御を提供する。あなたのミュータントのそれぞれは襲撃の 2ポイントをブ

ロックし、それぞれの不快なものは 3ポイントをブロックし、御子は 4ポイントをブロックする。

進化トラックの上の侍祭は、侍祭を対象とする全ての効果(例えば Fungi from Yuggoth や Yithian の効果)を受けない。

それらの活動は、トラックの下方へと退化するか、呪文書の代わりに破棄されることである(不快なものか御子の場

合)。

あなたは、呪文書の使用を望む時はいつでもそれらを捨てることができる。それらは Byakhee の特殊能力によって

破壊可能である(それは侍祭を対象としない)。この場合、Byakhee のユーザーは、お返しに呪文書を得る。このボー

ドはまた、再使用可能な探索者の襲撃スペースを特徴とする。これらは、単にエルダー・サインを粉砕することによっ

てではなく、アクション・スペースを用いることで誘発される。例えば、2 個の魔法をコストとするスペースを解錠したプ

レイヤーは、自分の信徒をミュータント・ボックスに送り込まないことを選択した。そのため 1 個のサイコロの探索者の

襲撃を避けることができる。もちろん、通常通りスペースを使うことは最高である。

あなたがエルダー・サインを粉砕するためにカルトの隠密行動を使用することができない点に注意しなさい。それは、

このカルト・ボード上ですでに解錠されたスペースを活性化するためにのみ使用される。

●眠れるもの(Sleeper)
眠れるものボードは、多くの隠密行動スペースを持ち、ユニーク儀式隠密行動、フレックス隠密行動、

ブロック隠密行動スペースがこれに含まれる。

このボードはまた 4 個の宝を報酬とするスペースを持つが、このスペースを使用するためには、あな

たはいずれかの隠密行動(町の隠密行動かカルト・ボード上のいずれかの隠密行動)にいる少なくと

も 1 個の信者を持たなければならない。複数の隠密行動の信者は報酬を増やさない。

儀式隠密行動は、プレイヤーに信者を儀式トラックのスタート・スペース(のみ)に置かせる。あなたが

そうするとき、あなたは通常通り、2 個の宝のコストを支払わなければならない。儀式ボードが活性化

された時に、この信者は次のステージに進む、報酬を得る。なぜなら、隠密行動が儀式の前に置かれるからである。

もちろん、あなたは次のターンの間に儀式ボード上からあなたの信者を取り去らなければならない(あなたがドラゴン

の上昇を選ぶ場合、より長くとどまる)。

フレックス隠密行動は、あなたに通常の町隠密行動か儀式隠密行動のように信者を配置させる。

ブロック隠密行動は、アクション・フェーズの終わりに割り当てられる最初の隠密行動でなければならない。

それは、そのスペースに他のいかなる隠密行動も割り当てをできなくすることを除いて、フレックス隠密行動と同様に

機能する。

●チョー・チョー(Tcho-Tcho)
チョー・チョー・ボードは二つのスタート・スペースを持ち、通常のプレイを通じて解錠されない四つの

スペースがある。その代わりに、これらの四つのスペースは成長トラックによって誘発される。それは、

Tcho-Tchos が秘密の場所において育てている恐怖の存在である Ubbo-Sathla のサイズの増加を記

録するものである。



スペースの多くは成長トラックを先に進めるものである。成長マーカーが誘発ポイントに到達するか、通過する時まで、

記録をしておくこと。現在のスペースの効果が完全に終わった後(誘発されたすべての襲撃を含めて)、誘発されるス

ペースを解決しなさい。

四つの成長サイトは、指定の資源を最も多く持つプレイヤーにエルダー・サインを与え、その後、襲撃を誘発する。例

えば、トラック上の 2 に結び付けられて誘発されるスペースは(成長トラックが 2 に達した時...)、最も多くの宝をもつプ

レイヤーにそのエルダー・サインを与え、1 個のサイコロの探索者の襲撃を誘発する。

指定されたカテゴリーの資源を最も多く持つプレイヤーが複数いる場合、成長トラック・アクションを誘発することに

なったアクションを実行したプレイヤーが、同数のプレイヤーの中から、どのプレイヤーがエルダー・サインを得るか

を選択する。

例：ゼルダは、チョー・チョー・カルト・ボード上で、エルダー・サインを粉砕するために 2 個の宝、2 個の血と 2 個の魔

法を払う。これはまた、成長トラックを 2 だけ増やして、それから 2 個のサイコロの探索者の襲撃を誘発する。これが

「4」から「6」まで成長トラックを高めるため、「5」に結びつけられた成長サイトは、この攻撃の後、解決されなければな

らない。それが行われた時点で、ゼルダはボードを読み、新しいエルダー・サインが最も多くの血を持つプレイヤーに

与えられなければならないということを知った。残念なことに、他の 3 人のプレイヤーがそれぞれ 2 を持つ一方で、ゼ

ルダの持つ血は 0 である。彼女は、エルダー・サインを得る対象として、最も脅威とは思われないプレイヤーを選ん

だ。その後、成長サイトによって、もう一つの 2 個のサイコロを振る探索者の襲撃が引き起こされる。ゼルダは自分

の指で十字を切り、この第二の攻撃が自分のライバルに与えることを強制された新しいエルダー・サインを破壊する

ことを望んだ。

●風の上を歩むもの(Windwalker)
Windwalker のスペースのうちの三つは、三つの神秘的な氷河の力たる存在を活性化する。これらの

存在は、Wendigo(ウェンディゴ),Gnoph-Keh(ノフ・ケー),Rhan-Tegoth(ラーン・テゴス)である。

適切なカードを関連する氷河に置きなさい。

Wendigo と Gnoph-Keh のモンスターカードは、Windwalker の存在とは何の関係もない。あなたが

Rhan-Tegoth のエルダー・サインを解錠した時、あなたの司祭の能力はまた表返される、そのため、

それを再使用することができる。あなたが自分の司祭の能力をまだ使用していなかった場合、このス

ペースによる追加の利益は存在しない。

一つの氷河が活性化された場合、それは準備フェーズごとにその報酬を全てのプレイヤーに提供する。

●監視者(Watcher)
このボードは、四つのスタート・スペースを持つ。

スライム・モールドは、モンスターである。それらが探索者の襲撃に対して-1 の防御を持つことを除い

て、それらはあらゆる点で通常のモンスターのように機能する(自然にそれらの使用をおもいとどまら

せる)。

いくつかのアクションのコストは、スライム・モールドをとることである：あなたは、このアクションをする

ために、スライム・モールドをとることができなければならない。それがあなたに与えられるとき、あな

たはスライム・モールドをとらなければならない。それはあなたのモンスターのすみかのうちの一つを

使う。誰かがあなたにスライム・モールドを与える時に、全てのあなたのすみかが満たされている場合、あなたはそ

れを受け取る必要がない。

あなたが信者をスライムの海の監視(Slime Sea Overlook)に持つ限り、Slime Sea Overlook は、あなたのスライム・

モールドがそれぞれ 4 の防御力を持つようにする。

永遠の隠密行動：隠密行動が誘発された時、いずれかの町スペース(プロヴィデンスを除く)の上のスペースにその

侍祭を置き、それが「永遠」であることを示すために、その側にそれを置きなさい。今後、あらゆるアクション・フェーズ

に、そのスペースの資源を得る。そのスペースがコストを持っているならば、あなたはコストを払わないことを選ぶこと

ができる。その場合には、あなたは報酬を得ない。

永遠の隠密行動の信者は、そのスペースに置かれることから、他の信者をブロックしない(他の永遠の隠密行動でさ

え)。

永遠の隠密行動から侍祭を取り戻す唯一の方法は、それを生贄に捧げることである(もしくは、仮定ではあるが、そ

れが何らかのモンスターによってさらわれる場合である)。監視者のボードの一つのスペースは、全てのプレイヤーに、

自分の侍祭のうちの 1 個をゲームからゲーム・ボックスに置くこと(ゲームから取り除くこと)を強制する。この侍祭は、

精神病院から選ぶことができる。もう一つのスペースは、全てのプレイヤーに、全ての自分の侍祭を自分の脱出ス

ペースに置くように指示する。これは、儀式ボード上の侍祭を含むが、あなたの司祭の信者を含まない。



●古きもの(Ancients)
Ancients では新しい資源(atomics)を導入する。そして、それはこのボード上でのみ使われる。特定の

エルダー・サインのスペースは、解錠するために atomics を要求する。

Atomics はまた、何らかの「交換」スペースで使用することができる。例えば、プレイヤーは町ボード

の Starry Wisdomに侍祭を置き、3 個の宝を 1 個の atomics と交換することができる。

Atomics は、ゲーム終了後の 0VP の価値があり、他の資源のように部屋に保管されなければならな

い(そして、探索者の襲撃によって破壊される)。

●黄の印(Yellow Sign)
黄の印ボードのスタート・スペースは、何のコストもなく、あなたに黄の王(King in Yellow)カードを与え

る。あなたの司祭ボードのそばにこのカードを置きなさい。(あなたが王をコントロールしている間)そ

れは、あなたのみが活性化することができる新しいアクション・スペースとして機能する。

黄の王を使用するためには、侍祭(それはあなたの司祭であってはならない)をカードに置き、コストを

払いなさい：コストは、宝、血、魔法を各 1 個である。その後、あなたの精神病院から直接、あなたの

プールに 1 個の侍祭を加えなさい(アクションの準備ができている)。あなたが黄の王の上に侍祭を置

いている時に、他のプレイヤーが黄の王のコントロールを得た場合、その侍祭はあなたの脱出のス

ペースに行く。

王が解錠された時に、3 個の儀式トラックのスタート・スペースはカルト・ボード上において利用可能になる。これらの

トラックは一歩一歩、解錠されなければならず、そのトラックの上の少なくとも 2 個のエルダー・サインが粉砕されるま

で、アクセスすることができない：最初の儀式スタート・スペースと少なくともその先の 1 個のスペース。

あなたがエルダー・サインを粉砕し、スペースを解錠するという流れのために、あなたは 1回のゲームにおいて三つ

の儀式用トラックのすべてを完全に使用することはできない。

あなたが儀式トラックの上に信者を持つ時、アクション・フェーズの終了時に、その信者は、現時点で解錠しているス

ペースを越えてスペースが存在しない時、あなたのプールに戻る。従って、あなたが儀式トラック上にすでに信者を

持っており、それが次のサイトに着く前に、次のサイトが解錠された場合、それはトラック上で継続することができる。

1本のトラックについて、あなたは着手するのに 1 個の部屋をコストとする：あなたの部屋のいずれかを捨て、あなた

の公開の資源スペースの上にそれの中のあらゆる資源を置くこと。

他の二つのトラックについては、着手するのにあたって、あなたには何もかからない。その代わりに、あなたは敵を選

ばなければならない。そして、その敵は 1 個の魔法か 1 個の血（トラックによる）を得る。


