
Samurai(サムライ) 
 

 

はじめに 
封建時代の日本、それは絶え間ない戦乱と揺れ動く忠節の時代であった。 全国の領主たちは、

三つの貴重な必需品のコントロールをめぐって争っている：国人たちの忠誠心、領地における米

の主な供給源、そして人々の信仰。全体を通して、一つの常に存在するものがあった：侍(サムラ

イ)である。  

年は1336年。建武の新政によって権力を回復しようとした天皇の試みは失敗した。皇族はすべて

の権限を失い、実権を伴わない名ばかりの存在に追いやられた。今や足利幕府は日本を支配し

ていることになっているが、それはせいぜい薄弱な糸といったところだ。国中で、大名と呼ばれる

強大な領主が勃興し、土地とその資源に対する支配権を主張し始めた。これらの領主が勢力を

拡大するにつれて、彼らは武士を自らの大義のもとに引き付けた。  

武士は日本を支配するために必要な力であるが、領主が征服する際に考慮しなければならない

資産が他にもある。仏教の僧侶たちは貴族や庶民に影響を与え、引き立てを与える支配者に文

化や正当性を提供する。米は、何世紀もの間、日本の主食であった。それをコントロールする者

は誰でも人口を支配する。 最後に、領主は戦略的な軍事施設抜きでその大義について武士を従

えることを望めない。  

武士とそれらとともに日本を統一することに成功した大名はかつて誰もいなかった。ライバルの

領主が足利に挑戦する準備ができていることが確実になったため、足利の武士の支持者は新し

い領主に群がることになった。他の多くの人が失敗した場合に成功するには、革新的な何かを行

う必要がある。何らかの新しい創造的な戦略を考案されなければならない。  

Samuraiのゲームでは、あなたが権勢を高め始めたばかりの大名の役割を果たすことが可能に

なる。さあ、氏族同士の戦いでバラバラに引き裂かれた日本へ旅立て。あなたが武士の尊敬を

集める知恵を持っており、国を統一することになることを証明せよ。  

 

ゲームの構成要素  
1枚のゲーム・ボード（5個の部分からなる） 

 
39個のプラスチックの階層コマ 

 
13個の仏像     13個の米      13個の城 

80枚のタイル  

 
20個の金のタイル              20個の赤いタイル     20個の緑のタイル           20個の紫のタイル  



4枚のプレイヤー・スクリーン  

 
3個のリーダー・トークン  

 
 

ゲームの概要  
Samuraiのゲームの間、プレイヤーは日本の三つの社会階層について競争する：宗教(仏像によ

って表現される)、商業(米によって表現される)、軍事(城によって表現される)。プレイヤーは定住

地スペースに影響を与え、それらのスペースでさまざまな階層の駒を獲得するためにゲーム・ボ

ードにタイルを配置する。特定の階層で最も多くのコマを獲得したプレイヤーはその階層のリーダ

ーになる。ゲーム終了時、最も多くの階層のリーダーであるプレイヤーはゲームに勝利する。  

 

セットアップ  
Samurai のゲームをセットアップするには、これらのステップに従うこと：  

 

1. ゲーム・ボードを構築する：以下に示すようにプレイヤーの数に基づいてゲーム・ボードを構築

する。 

 
2人プレイヤー用ゲーム・ボード 

 
3人プレイヤー用ゲーム・ボード 

 
4人プレイヤー・ゲーム・ボード 

 



2. リーダー・ディスクを作る：3個のリーダー・トークンをゲーム・ボードの近くに配置し、1個のディ

スクを形成するように配置する。 これらのトークンは、ゲームの終了時に得点中に使用される。 

 
リーダー・ディスク  

 

3. サプライを作る：プレイヤーの数に基づくサプライをつくりなさい。下記のプラスチック製の階層

コマを取り、ゲーム・ボードの近くにそれらを置くこと。ゲーム・ボックスにすべての残りの階層コマ

を戻しなさい;それらはこのゲームでは使用されない。  

・2人プレイヤー：各階層のコマ7個 

・3人プレイヤー：各階層のコマ10個 

・4人プレイヤー：各階層のコマ13個 

 

4.タイルとスクリーンを取る：各プレイヤーはプレイヤー色を選び、その色の20枚のタイルとプレイ

ヤー・スクリーンを取り、自分のプレイ・エリアにそれらを置く。  

 

5. 開始時の手を作る：各プレイヤーは密かに自分のタイルを5個選び、それらを上向きにしてプレ

イヤーのスクリーンの後ろに置く。これらのタイルは、プレイヤーの 開始時のタイルの「手」を作

り、ゲーム・ボードに配置されるまで他のプレイヤーから隠されたままである。  

 

6. タイルのスタックを作る：各プレイヤーは、残りの15枚のタイル(開始時の手として選択されてい

ないタイル)を下向きにして混ぜ合わせ、すべてのプレイヤーに見える位置の自分のプレイヤー・

スクリーンの横にスタックして置いておく。  

 

スペース  

ゲーム・ボード上には三つのタイプのスペースがある：  

・定住地スペースは陰影のついた褐色で、1,2,3個の建物イメージがそれらに印刷されている。  

 
村スペース   都市スペース 江戸スペース 

村スペースは、1個のオレンジ色の建物を含む。 

都市スペースは、2個の灰色の建物を含む。 

江戸スペースは、3個の青色の建物を含む。  

 

・陸地スペースは陰影のついた褐色で、建物イメージがそれらに印刷されていない。  

 
 

・海スペースは陰影のついた青色である。 

 
 

 

 



7. 江戸スペースを配置する：1個の仏像、1個の米、1個の城コマを江戸スペースに置く。  

 

8. 都市スペースを配置する：最年少のプレイヤーから始めて時計回りに、プレイヤーは交代でサ

ブライから1個の階層コマを都市スペースに置きます。都市スペースは、2個を超える階層コマを

含むことはできず、同じタイプの複数の階層コマを含むこともできない。すべての都市スペースが

2個の階層コマを持つまで、プレイヤーはこのやり方を続ける。  

 

9. 村スペースを配置する：都市スペースから次のプレイヤーに続け、時計回りに進め、プレイヤ

ーは交代で1個の階層コマを村スペースに置く。村スペースは複数の階層コマを含むことができ

ない。すべての村スペースが1個の階層コマを持つまで、プレイヤーはこのやり方を続ける。  

サブライからすべての階層コマがゲーム・ボード上に置かれた後、プレイヤーはゲームのプレイ

を開始する準備が整ったことになる。  

 

初心者向けセットアップ  

初回に行うプレイヤーは、開始時の手をランダムに選択し、階層コマをゲーム・ボードの定住地ス

ペースにランダムに分配することで、セットアップを簡略化することを選択してもよい。この方法で

階層コマを分配する時は、江戸スペースに3個のコマがあり、各都市スペースに2個のコマがあ

り、同じ種類の階層コマが2個以上ある定住地スペースがないことを確認する。  

 

ゲームをプレイする  
ゲームの間、プレイヤーは交代でゲーム・ボードにタイルを配置し、階層コマを獲得する。1種類

以上の階層のすべての階層コマが獲得された時に、ゲームは終了し、プレイヤーは得点を計算

して勝者を決定する。  

 

ターンの手順  

最年少のプレイヤーから始めて、時計回りに進み、各プレイヤーはこれらのステップに従ってター

ンを実行する：  

 

1. タイルをプレイする：プレイヤーは自分の手から1枚のタイルを選択し、ゲーム・ボード上の空の

陸地か海上スペース(定住地スペースではない)に置く。  

 

2. 獲得のためのチェック：定住地スペースに隣接するすべての陸地スペースがタイルを含む場

合、その定住地の階層コマは獲得される(ページ6の「獲得を解決する」を参照)。  

 

3. 手をリフレッシュする：プレイヤーはスタックの一番上からタイルを引き、手に5個のタイルがあ

るようになるまで手をリフレッシュし、それらをプレイヤーのスクリーンの後ろに上を向けて配置す

る。自分の手に5個のタイルを加えるにあたってプレイヤーのスタックに十分なタイルがない場

合、そのプレイヤーは可能な限り多くのタイルを引く。  

 

プレイヤーが自分の手をリフレッシュすると、そのターンが終了し、時計回りの次のプレイヤーが

自分のターンを行う。  

 

目標  

Samuraiの目標は、最も多くの階層のリーダーになることである。これは、ボード上の階層コマを

獲得することによって達成される。階層コマを獲得するためには、プレイヤーは、その定住地に隣

接するすべての陸地スペースにタイルを置くことによってその定住地を囲まなければならない。

(二つのスペースが境界線を共有している場合、それらは隣接しているとみなされる。)  

 



階層コマ  

3種類のプラスチックの階層コマ(階層につき1種類)がある： 仏像は宗教を表現し、米は商業を表

現し、城は軍事を表現する。ゲーム終了時、特定の階層の最も多くのコマを獲得したプレイヤー

は、その階層のリーダーになる(ページ6の「得点する」を参照)。最も多くの階層のリーダーである

プレイヤーはゲームに勝利する。  

 
仏像階層コマ 米階層コマ  城階層コマ 

（宗教）     （商業）    （軍事） 

 

タイル 

3種類のタイルがある：階層固有タイル、ワイルド・タイル、アクション・タイルである。ほ

とんどのタイルは右側の上に数字を持つ。この数字はタイルの影響値であり、それはタ

イルが隣接するすべてのスペースに与える影響の量を示している。影響値は0～4であ

り、階層コマを獲得するために使用される(ページ6の「獲得を解決する」を参照)。  
影響値 

階層固有タイル 

階層固有タイルは左側に階層コマのイメージがあり、一つの階層にのみ影響を与える。 そのタイ

ル上のコマのイメージは、それがどの階層を獲得するために使用されるかについて決定する。仏

像タイルは宗教階層に影響し、米タイルは商業階層に影響し、城タイルは軍事階層に影響する。 

 
仏像タイル       米タイル       城タイル 

(宗教)           (商業)           (軍事) 

 

ワイルド・タイル  

ワイルド・タイルは左側にイラストがあり、すべての階層にその影響を与える。  

どの階層がそこに存在するかに関係なく、侍と牢人タイルは影響をすべての隣接する定住地へ

与える。船タイルも同じように機能する。しかし、それらは空の海スペースにのみ置くことが可能

で、そうすることができる唯一のタイルである。  

 
侍タイル      牢人タイル  船タイル  

 

アクション・タイル  

アクション・タイルは、プレイされた時、特殊な能力を与える。アクション・タイルには二つのタイプ

がある：スイッチ・タイルと、移動タイルである。  

 

スイッチ・タイル  

各プレイヤーは1枚のスイッチ・タイルを持っている。このタイルは、プレイヤーがゲー

ム・ボード上で二つの階層コマの位置を交換することを可能にする。スイッチ・タイル

を使用するためには、プレイヤーは自分のスクリーンの後ろからそれを公開し、ゲー

ム・ボード上のいずれか二つの階層コマの位置を交換する。プレイヤーは、同じタイ

プの2個の階層コマが同じ定住地スペースを占めるようになるように、スイッチ・タイルを使用する

ことができない。二つの階層コマの位置を交換した後、そのプレイヤーはゲーム・ボックスにスイ



ッチ・タイルを戻し、通常通りターンを続ける。  

 

移動タイル  

各プレイヤーは1枚の移動タイルを持っている。このタイルは、プレイヤーが以前のタ

ーンの間にゲーム・ボード上にすでに置いた自分のタイルを移動することを可能にす

る。移動タイルを使用するためには、プレイヤーはゲーム・ボードから「速」アイコンを

持っていない自分のタイルを1個取り、それを他の空きの陸地スペースに置く。その

後、そのプレイヤーは再配置されるタイルの元のスペースに移動タイルを置く。 

移動タイルは、再配置されたタイルの元のスペースに置かれる。  
 

「速」アイコン  

各プレイヤーは「速」の漢字が記載された5枚のタイルを持っている。この文字は高速アイコンを

表現している。 プレイヤーは、自分のターンに1枚のタイルと望む数の「速」タイルをプレ

イしてもよい。プレイヤーは、そのターンの自分のタイルの配置として「速」タイルのみを

プレイすることを選んでもよい。 
「速」アイコン 

 

獲得を解決する  

プレイヤー・ターンの後、定住地に隣接するすべての陸地スペースがタイルを含む場合、その定

住地は囲まれ、その階層コマは獲得される。 (隣接する海スペースには獲得には必要がないが、

船タイルを含んでいてもよい。) それぞれの階層コマは、その定住地が囲まれたターンの終了時

に獲得される。  

誰が階層コマを獲得するかについて判定するために、それぞれのプレイヤーは、階層コマに隣接

しておりなおかつ、問題の階層コマのタイプと一致するイメージ(もしくは、ワイルド・イメージ)を持

つ自分のタイルの影響値を合計する。最も高い影響値の合計を持つプレイヤーはその階層コマ

を獲得し、ゲーム・ボードからのそれを取り、3～4人プレイヤーのゲームでは自分のプレイヤー・

スクリーンの後方にそれを置き、2人プレイヤー・ゲームでは自分のプレイヤー・スクリーンの前に

それを置く。複数のプレイヤーが最も高い影響の合計を持ってタイとなっている場合、いかなるプ

レイヤーも階層コマを獲得することはない。その代わりに、その階層コマはゲーム・ボードから取

り除かれ、すべてのプレイヤーに見える位置に置かれる。 

その階層コマはどのプレイヤーにも属さない。  

囲まれた定住地スペースが複数の階層コマを含む時、プレイヤーは現在の手番プレイヤーの選

んだ順で個々にそれぞれの階層コマごとに影響を計算する。  

 

ゲームに勝利する  

以下の二つの条件のうちのいずれかが満たされるいずれかのプレイヤーのターンの終了時にこ

のゲームは終了する：  

・ ゲーム・ボード上に一つ以上の階層の階層コマの残りが存在しない。  

・ いずれかの4個の階層コマが取り除かれ、ゲーム・ボードの近くに置かれている(前述の「獲得

を解決する」を参照)。  

ゲームが終了した時、プレイヤーは自分の得点を計算する。  

 

得点  

ゲームが終了した時、各プレイヤーは自分の獲得した階層コマを公開する。プレイヤーが他の全



てのプレイヤーより多くの一つの階層の階層コマを持つ場合、そのプレイヤーはその階層のリー

ダー・トークンを勝ち取る。複数のプレイヤーがある階層の最も多くの階層コマについてタイであ

る場合、その階層のリーダー・トークンは誰もが勝ち取ることができず、わきに取っておかれる。

すべてのリーダー・トークンが勝ち取られるか、わきに取っておかれた後、一人のプレイヤーが他

のプレイヤーよりも多くのリーダー・トークンを勝ち取っている場合、そのプレイヤーが勝者であ

る。  

複数のプレイヤーがそれぞれ1個だけのリーダー・トークンを勝ち取っていた場合、それらのプレ

イヤーは自分自身のリーダー・トークンの階層からの階層コマをわきに置いておく。それから、そ

れらのプレイヤーは、その他の二つの階層(自分がリーダー・トークンを持っていないもの)から獲

得した階層コマの総数を数える。その他の二つの階層から最も多くの階層コマを持つプレイヤー

が勝者である。タイが生じている場合、すべての階層(自分がリーダー・トークンを持っているもの

を含む)から最も多くの階層コマを持っているタイのプレイヤーが勝者である。それでもなおタイで

ある場合、タイであるプレイヤーは勝利を分かち合う。  

あらゆるプレイヤーがリーダー・トークンを勝ち取れないというまれな場合では、すべての階層か

ら最も多く獲得した階層コマを持つプレイヤーが勝者である。タイである場合、すべてのタイであ

るプレイヤーは勝利を分かち合う。  

 

獲得の解決の例  

緑プレイヤーのターンの間、そのプレイヤーは仏像コマがある定住地に隣接

して3仏像タイルを置いた。この定住地に隣接するすべての陸地スペースは

タイルを含むので、定住地は囲まれ、この階層コマは獲得される。  

獲得を解決するために、各プレイヤーは自分の隣接する宗教の影響を合計

する。赤プレイヤーの2侍タイルは2の宗教の影響を提供し、一方で緑プレイ

ヤーの3仏像タイルは3の宗教の影響を提供する。緑プレイヤーが最も多く

の宗教の影響を持つため、緑プレイヤーは仏像コマを獲得し、自分のプレイヤー・スクリーンの後

にそれを置く。  

次は金プレイヤーのターンである。金プレイヤーは4仏像タイルに

続けて1牢人タイル(「速」アイコンを持つ)を置き、その結果として

両方の隣接する定住地が囲まれる。 金プレイヤーは、先に、右の

定住地スペースで仏像コマの獲得を解決することを選んだ。 金プ

レイヤーは、自分の4仏像タイルと自分の1牢人タイルから合計で

5の宗教の影響を提供する。赤プレイヤーは、自分の2侍タイルと

自分の1船タイルから合計で3の宗教の影響を提供する。金プレイ

ヤーが最も多くの宗教の影響を持つため、金プレイヤーは仏像コ

マを獲得する。  

最後に、金プレイヤーは左のもう一つの定住地スペースで

仏像と米コマの獲得を解決する。緑プレイヤーは、自分の1

船タイルと3仏像タイルによって、合計で4の宗教の影響を持

つ。金プレイヤーもまた、自分の4仏像タイルによって提供さ

れる4の宗教の影響を持つ。 緑と金プレイヤーの両方が等

しい数の宗教の影響を持つため、仏像コマは獲得されず、そ

の代わりにボードのわきに置かれる。赤プレイヤーは自分の

2米タイルにより最も多くの商業の影響を持つため、赤プレイ

ヤーは米コマを獲得する。獲得対象の城コマが存在しないため、紫プレイヤーの2城タイルから

の軍事の影響は無視される。  

 

 

 



得点の例  

緑プレイヤーが最も多くの米コマを持つ

ため、緑プレイヤーは商業のリーダー・ト

ークンを受け取る。赤プレイヤーが最も

多くの仏像コマを持つため、赤プレイヤ

ーは宗教のリーダー・トークンを受け取

る。緑プレイヤーと金プレイヤーの両方

が最も多くの城コマについてタイとなった

ため、いかなるプレイヤーも軍事のリー

ダー・トークンを受け取らない。緑プレイヤーと赤プレイヤーが最も多くのリーダー・トークン(それ

ぞれ1個)についてタイとなるため、この二人は得点の次のステップに進み、一方で金プレイヤー

は脱落となる。  

緑プレイヤーは自分の米コマを無視して、その他の二つの

階層から自分の階層コマを数え、その合計は3であった。赤

プレイヤーは自分の仏像コマを無視して、その他の二つの

階層から自分の階層コマを数え、その合計は3であった。勝

者がまだいないので、すべてのタイのプレイヤーはタイ・ブ

レークへと進む。  

緑プレイヤーは合計で6個の階層コマを持ち、その一方で、赤プレイヤーは合計で7個の階層コマ

を持っていた。赤プレイヤーはゲームに勝利する。  
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