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ロンドン/ベルリン デラックス版ロンドンの地下鉄は、1863年に初めて開業した世界初の地下旅

客鉄道である。その11路線は、400km（250mi）の線路に沿って、1日につきおよそ500万人の乗客

を270の駅に運送している。 

ロンドンの地下鉄の駅の大きなネットワークは、世界で最も複雑な輸送機関システムの一つを作

っており、On the Underground ではあなたにそれを開発するように要求する。 

最も成功した線を建設し、それらをランドマークに接続し、旅客輸送を引きつけるのだ！ 

On the Underground のこの版はすべてが新しいベルリンの地図を含んでおり、それは U-バーン

と S-バーンのネットワークから成る。 

ルールの大部分は基本的に同じであるが、いくつか追加の概念を含んでおり、これらのルール

は［ベルリン］で注記され、一方で、ロンドンの地下鉄地図にとって重要な概念は［ロンドン］で注

記される。  

 

セットアップ 
① [ロンドン]をプレイするか[ベルリン]をプレイするかを選び、適切な側を上にしてテーブルの中

央にボードを置く。 

注意：ロンドンの側が、あなたの最初のゲームとして推奨される。 

② 乗客トークンを1個選び、それを乗客開始駅に置きなさい：  

Euston[ロンドン]か Friedrichstr[ベルリン]である。   

③ 接続タイルかランドマーク・タイルを置く：  

［ロンドン］ランダムに1個の接続タイルを8個の接続ステーションのそれぞれに置きなさ

い。 

［ベルリン］タイプによってランドマーク・タイルを分類しなさい。   

その後、各のタイプについて、以下の方法でそれらを分けておく：  

・3タイルの1個のスタック 

・2タイルの2個のスタック 

・1タイル  

ランダムに、一つの3タイルのスタックを5個の 駅のそれぞれに置きなさい。 

次に、ランダムに、一つの2タイルのスタックを10個の 駅のそれぞれに置きなさい。  

最後に、ランダムに、1タイルを5個の 駅に置きなさい。  

すべてのランドマーク・タイルは表向きに置かれなければならない。そのため、それらのタイプは

公開である。 

④ 選ばれた都市のために目的地カードを取り、普通と急行の目的地カードを一緒にシャッフルし

なさい。ボードの隣にデッキとしてそれを裏返して置き、捨て札の山としてその隣にスペースを用

意しておく。  

⑤ デッキの上から4枚のカードを公開し、ボードの隣に表向きにそれらを置きなさい。 

⑥ 4枚の公開された目的地カードに適合するボード上の駅に目的地トークンを置きなさい。これ

らは初期の目的地駅である。  

⑦ ボードの隣の山に支線タイルを置きなさい。   

⑧ 各プレイヤーはプレイヤーの数に従って得点タイルを1個取り、それを得点トラックの「0」の位

置に置く：  

・ 2人プレイヤーによるゲームでは、それぞれの得点タイルは、4個の線の色を持たなければなら

ない。 

・ 3人プレイヤーによるゲームでは、それぞれの得点タイルは、3個の線の色を持たなければなら

ない。 



・ 4～5人プレイヤーによるゲームでは、それぞれの得点タイルは、2個の線の色を持たなければ

ならない。  

⑨ 次に、各プレイヤーは、自分の得点タイル上に表示された表される色のトラック・トークンを取

る。 

かくして、各プレイヤーは複数の路線をコントロールし、そのそれぞれが20か15個のトラック・トー

クンから成る。 

⑩ 地下輸送システムを最後に利用したプレイヤーは、開始プレイヤーである。 

あるいは、プレイヤーは、任意の方法を使用して開始プレイヤーを選択してもよい。 

そのプレイヤーに開始プレイヤー・タイルを与えなさい。 

この時点で、あなたはこのゲームを開始することができる！  

 

ゲーム・プレイの概要 
On the Underground では、プレイヤーはロンドンかベルリンにおける最も価値があり便利な交通

網を建設するために競争する。各プレイヤーは、プレイヤーの数に応じて、2～4の異なる線をコ

ントロールする。 

各ターンの開始時に、4枚の目的地カードが公開され、それは地図上の駅に対応している。 

プレイヤー・ターンは、乗客の移動に従って4回のアクションを行うことから成る。 

それぞれのアクションは1個のトラック・トークンを置くことによってトラックを建設するか、支線タイ

ルを取る。 

プレイヤー・ターンの後、乗客トークンは、四つの利用可能な目的地駅の1か2に達するために、

可能限り空のトラック・スペースを避けて建設された路線に沿って動かされる。 

その後、訪問された駅と一致する目的地カードは新しいものと取り替えられる。その後、プレイ権

は時計回りの順で次のプレイヤーに渡される。 

プレイヤーは二つの方法でポイントを得点する： 

・ トラックを建設し、さまざまな種類の駅に自分の路線を結ぶことによる。［ロンドン］環状線を建

設することによって。［ベルリン］ランドマーク・タイルを集めることによって。 

・ 移動するときにその路線を使用する乗客を持つことによる。すべての目的地カードが引かれた

後、ゲームは終わる。すべてのプレイヤーは同じ数のターンを行う。  

 

ターンを行う 
自分のターンにおいて、プレイヤーは4回のアクションを行う。 

それらのアクションのそれぞれについて、プレイヤーは二つのオプションのうちの一つを選んでも

よい： 

・支線タイルを取る。もしくは、 

・トラック・トークンを置く 

 

＊第一ターン 

第一ターンについてのみ、ターン順で第一プレイヤーは、三つのアクションのみを行ってもよい。 

ターン順で最後のプレイヤーは、五つのアクションを行ってもよい。 

 
 



アクション：支線タイルを取る 

この方法で消費されたそれぞれのアクションについて、プレイヤーはサプライから

1個の支線タイルを取ってもよい。 

支線タイルのサプライは無制限である：支線タイルが尽きた場合、何か他のもの

でそれを表現する。  

支線タイルを使用する 

トラック・トークンを置く時、2個の支線タイルはその終端の一つ以外のどこかから路線を延長する

ことを可能にするためにサプライに戻されてもよい。トークンが置かれるトラックは依然として、路

線に接続していなければならない。  

 

アクション：トラック・トークンを置く 

トラック・トークンを置く時、プレイヤーは自分の路線の色のどのトークンを使ってもよい。トラック・

トークンは数が制限されており、プレイヤーはそれをどこに置くかを慎重に考慮しなければならな

いことに注意すべきである。トラック・トークンは、以下のルールに従って駅の間のトラックのスペ

ースに置かれる： 

・それぞれの色の最初のトラック・トークンは、ボード上のどの空のトラック・スペースに置かれて

もよい。  

・同じ路線のすべての後続のトラック・トークン(すなわち同じ色のもの)は、その終端のどちらかに

路線を延長するのに使用されなければならない。路線の終端は、現在それにつながっているそ

の路線の1個のみのトラック・トークンを持つ駅と定義される。例外：支線タイルの使用を参照。 

・ボードの一部には、複数の平行したトラック・スペースがある。そこに置かれるそれぞれのトラッ

ク・トークンは、異なる色でなければならない 

それぞれのトラック・トークンを置いた後に、ポイントと支線タイルを獲得することがある：  

国有鉄道：ある路線がある国有鉄道の駅に最初に接続した時には1ポイント。 

 

終点駅：ある路線が終点駅に接続した時には2ポイントと1個の支線タイル。 

 

［ロンドン］ 

接続：同じシンボルを表示する2個の接続タイルが同じ路線を使用して接続され

る時、3ポイント。   

環状線：一つの路線でつくられる環状線の内側の駅（どのタイプのものでも）ごとに1ポイント。環

状線を形成する路線によって接続される駅は数えられない。 

［ベルリン］ 

 駅： 

路線に接続する最初の 駅については0ポイント、同じ路線に接続する第二、第三の 駅のそ

れぞれについては2ポイント、同じ路線に接続する第四の 駅については4ポイント。 

ランドマーク：路線がランドマーク・タイルを持つ駅に接続した時、現在のプレイヤーはそれらのタ

イルの1枚を取り、それを自分の前に表を向けて保持する。 

タイルを取ることが異なる5種類のランドマーク・タイルから成るセットを作り上げた場合、それらの

5枚のタイルを捨て、それらを捨てたプレイヤーは10ポイントを得点する。 

ゲームの終了時に、得点とならなかったランドマーク・タイルは、ボーナス・ポイントの価値がある

ことがある(得点については12ページを参照)。   

 

例：路線を延長する 

支線タイルを使うことなく、青の路線は、チェックマークによってマークされるスペースにのみ延長

することができる。 

Xでマークされたスペースはすべて、それに接続する1本を超える青のトラックから延長すること

になる。トラックをここで建設することは、2個の支線タイルの消費を必要とする。  



注意 

［ロンドン］ 接続、［ベルリン］ 駅、国有鉄道と終点駅。これらのメリットを受け取るために、路

線はそのような駅に接続する最初の路線である必要はない。複数の路線がそれらのメリットを受

け取ってもよい。これには、同じプレイヤーに属する路線が含まれる。 

［ロンドン］接続。得点される時、接続のトークンはボードから取り除かれない。 

［ロンドン］環状線。 

たとえその後に環状線がより小さな環状線に分けられるとしても、環状線内の駅はそれぞれの路

線について一回だけポイントを生み出してもよい。  

 

例：環状線で得点する 

赤の路線をコントロールするプレイヤーは、環状線を作成して、環状線内の駅ごとに1ポイントを

得点する。すなわち、合計で8ポイントとなる。  

 

ターンの例：例：支線タイル 

アクション1：オレンジのトラック・トークンは Acton と Ealing Broadway（終点駅）の間に置かれる。

それは2ポイントと1個の支線タイルを生み出す。 

アクション2：プレイヤーは1個の支線タイルを取る。 

アクション3：赤のトラック・トークンを Notting Hill Gate と Paddington の間に置くことができるよう

に、2個の支線タイルはサプライに戻される。国有鉄道の駅(Paddington)が1ポイントを生み出す。 

アクション4：赤のトラック・トークンは、Paddington と Marylabonoの間に置かれる。Marylabonoは

もう1つのポイントを生み出す国有鉄道の駅でもある。  

 

例：(新しい)環状線 

アクション1：緑のトラック・トークンは、Bond Street と Green Parkの間に置かれる。 

アクション2：緑のトラック・トークンは Green Park と Victoriaの間に置かれ、 Victoria と St. 

Pancrasにある接続タイルを接続し、3ポイントを生み出す。  

アクション3：緑のトラック・トークンは、Victoria と Westminsterの間に置かれる。 

アクション4：緑のトラック・トークンは Westminster と Charing Crossの間に置かれる。これは、環

状線を作り、環状線内の4個の駅について4ポイントを生み出す(チェックマークでマークされるも

の)。 

Holbornは以前の緑の環状線の一部としてすでに得点されており、再度得点されないことに注意

していただきたい。  

 

乗客を動かす 
プレイヤーが自分のターンのアクションの全てを行った時点で、乗客は動かされなければならな

い。 

ボード上の目的地トークンによってマークされた4つの潜在的な目的地があり、それぞれが表向

きの目的地カードに対応している。 

乗客はそれらの駅の1個か2個を訪問することになる。 

・急行と普通の駅がある場合：2移動。 

乗客は最初に1個の急行の駅へ移動し、その後、再び1個の普通の駅へ移動することになる。 

・急行の駅のみがある場合：1移動。 

乗客は1個の急行の駅へ移動することになる。 

・普通の駅のみがある場合：1移動。 

乗客は1個の普通の駅へ移動することになる。  

乗客のルート 

旅行する時、乗客はプレイヤーが建設した路線に沿って旅行することになるが、必要に応じて、

空のトラック・スペースを移動することになる。乗客は以下のルールによって移動する方法を選



ぶ： 

・乗客は、空のトラック・スペースを進むならば最少の数を含むルートを選ぶ。 

・複数のルートが同数の空のスペースを含む場合、乗客は最少の(もしくはない)路線を持つルー

トを選ぶ。 

・路線を占めるトラック・トークンの数は問題ではない。路線の数のみが問題となる。 

・複数のルートが同数の空のスペースを含み、なおかつ同数の路線を含む場合、乗客を動かす

プレイヤーはどのルートをとるかについて決定する。  

 

乗客による得点 

ルートが選ばれたら、乗客トークンは適切な目的駅までのそのルートに沿って動かされる。 

乗客が旅行するために使用する路線ごとに、その路線を所有するプレイヤーは、1ポイントを記

録する。 

路線を構成するトラック・トークンの数は問題とはならない。路線の数のみが問題となる。それの

トラック・トークンの数に関係なく、使用されるそれぞれの線は1ポイントを生み出す。 

乗客が駅に到着する時、その駅の上の目的地トークンはボードから取り除かれ、対応する目的

地カードは捨て札の山に置かれる。捨て札の山は、ゲームの間、調査することが許されない。  

 

ターンの終り 
すべての乗客の移動が完了した後、この時点で、カードがゲームから離れたカードを補充するた

めに引かれ、再び表向きの4枚のカードが存在するようになる。 

次に、適切な目的地トークン(急行/普通)が、新しく公開されたカードと一致する駅に置かれる。  

 

例：乗客の移動 

乗客は現在、Goldhawk Road にいる。 

四つの目的地は、Leicester Square, Oxford Circus, Turnham Green,Groat Portland Street であ

る。 

 乗客はまず、それが存在する場合、急行の目的地へ旅立つことになる。この場合、以下から選

べる三つが存在する： 

Leicester Square：Shepherd's Bushに1個の空スペース、2本の路線(赤と緑)。 

Oxford Circus：Shepherd's Bushに1個の空スペース、1本の路線(赤)。 

Turnham Green：2個の空スペース(Hammersmith と Turnham Green) 

Leicester Squareか Oxford Circusへ移動することは Turnham Greenへ移動するよりも好まし

い。なぜなら、これらの目的地のいずれかに到達するのに必要な空スペースが少ないからであ

る。 

次に、Leicester Square と Oxford Circusを比較してみよう。乗客が Oxford Circusに到達するの

により少ない路線を必要とするために、乗客はそこに旅行し、赤の線を所有しているプレイヤー

は1ポイントをかせぐ。 

それから、乗客は普通の目的地へ旅行し、この場合、ただ一つがある。Great Portland Streetで

ある。Oxford Circusからそこへの最短ルートは、赤とオレンジ(2a)、もしくは赤と緑(2b)の二つの

路線を使用する。 

現在、乗客を移動しているプレイヤーは、どの組合せが使われるかを選び、従ってどのプレイヤ

ーがポイントをかせぐかを選ぶことになる。  

 

ゲームの終了 
デッキに残されたカードが存在しなくなった時に、ゲームの終了は誘発される。 

これがターン順の最後のプレイヤー・ターンの終わりに発生した場合、ゲームは即座に終了す

る。 

さもなければ、ターン順が最後のプレイヤーが完了するまで、プレイヤーはターンを行い続ける。



すなわち、すべてのプレイヤーが同じ数のターンをするまでである。 

［ベルリン］  

ベルリンの地図上でプレイする場合、それぞれのプレイヤーは自分が各タイプのランドマーク・タ

イルをどれだけ持っているかについて数える。それから、プレイヤーは最も多くのタイルを持つタ

イプのタイルにつき3ポイントをかせぐ。  

その後、ゲームは終わる。 

最も多くのポイントを得点したプレイヤーが勝者である。 

タイである場合、タイであるプレイヤーのうち最も多くの支線タイルを持つ(残している)プレイヤー

が勝利する。 

それでもタイがある場合、タイであるプレイヤーはその勝利を共有する。  

注意：ゲームの終了が誘発された後、取り除かれたカードを補充するために利用可能なカードが

存在しない。 

したがって、乗客は、最後の数ターンの間、移動することがないかもしれない。その場合、プレイ

ヤーは単に、四つのアクションを行った後に、自分のターンを終える。   

 

例：［ベルリン］余分のランドマーク・タイルの得点 

プレイヤーは、ゲームの終了時に以下のトークンを持つ： 

4個の教育ランドマーク。4個の文化ランドマーク。 

3個のスポーツ・ランドマーク。1個の政府ランドマーク。 

プレイヤーが最も多く持つランドマークは、それぞれ4個で同数の教育と文化である。プレイヤー

は12ポイントをかせぐ。  
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Henry Charles Beck(1902年6月4日 - 1974年9月18日)は、1931年にその時のロンドン地下鉄の路線図を作成したこ

とで最も有名なイギリスの技術製図工であった。 

ロンドン地下鉄信号事務所の技術製図工として働いている間、Beckはその余暇に路線図を作成していた。 

ロンドン地下鉄は当初、Beckの前例のない提案、指示のない余暇のプロジェクトに懐疑的であったが、1933年に小

さなパンフレットで暫定的に紹介することにした。 

それはすぐに人気となり、今に至るまで、地下鉄はネットワークを説明するために位相的な地図を使用している。 

出典：wikipedia.org 

不足しているコンポーネントの問い合わせ、ダウンロード、よりユニークなゲームについては、LudiCreations.com へ

のアクセスをお願い致します。 


