
Wingspan(翼幅)サマリー

セットアップ
●全体セットアップ
①鳥カード：170 枚の鳥カード(背面が青)をシャッフルし、裏返した状態のデッキを作る。

提供されたプラスチックの鳥カード・トレイに表返した 3 枚の鳥カードを置く。

②サプライ：全ての食物トークンと卵トークンで共通のサプライを準備する。これらのアイテムは無制限である。(また、卵の色に

は何の意味もない。)

③餌箱：餌箱型ダイスタワーを組み立て、そこに 5 個の(食物)サイコロを投下する。

④ゴール・ボード：「ゴール・ボード」は、各ラウンドにどのようにポイントを得点するかについての希望に基づいて使用するため

に両面の仕様になっている。緑の側と青の側がある。その違いについては、以下の「ラウンドの終了」の下で詳述される。

⑤ゴール・ボード用の 8 枚のタイルのうちの 4 枚をランダムに選び、ゴール・ボード上の空きスペースを埋める。

他の 4 枚のタイルはこのゲームについては使用されない（それらをボックスに戻しておく)。

⑥ボーナス・カード：26 枚のボーナス・カード(背面が緑)をシャッフルし、裏返した状態のデッキを作る。

●プレイヤー・セットアップ
(A) 各プレイヤーは、プレイヤー・マット、一つの色の 8 個のキューブ、それぞれのタイプ 1 個ずつの食物トークン(無脊椎動物、

種子、魚、果実、小動物)を受け取る。

鳥カードのデッキから各プレイヤーに 5 枚の鳥カードを配りなさい。

ボーナス・カードのデッキから各プレイヤーに 2 枚のカードを配りなさい。

(B) 配布された 5 枚の鳥カードの中から、各プレイヤーは、自分がとっておきたい鳥を決定しなければならない。

手元においたそれぞれの鳥カードについて、プレイヤーは自分の 5 個の食物トークンのうちの一つを放棄しなければならない

(どれかということは重要ではない)。

(C) 各プレイヤーは、自分の 2 枚のボーナス・カードのうちのどちらを保持するかを選択する。

選ばれなかった方を表返して、捨て札の山に捨てる。

(D) ランダムに第一プレイヤーを選び、そのプレイヤーに第一プレイヤー鳥トークンを与える。

ゲームの流れ
・Wingspan は 4 ラウンドにわたってプレイされる。

第一プレイヤーから始めて、プレイヤーは時計回りの順序で手番を行う。

各プレイヤーは、以下の四つのアクションのうちの一つを行うために、自分が利用可能なキューブのうちの一つを使用すること

になる：

(1) 鳥カードをプレイする

(2) 食物を得る

(3) 卵を産む

(4) 鳥カードを引く

・全てのプレイヤーがキューブを持たなくなった時に、ラウンドは終わり、ラウンド終了時の得点が行われることになる。

・4 ラウンドの後、ゲームは終わり、最終の得点が行われることになる。

最も多くの勝利ポイント(Victory Points:VP)をもつプレイヤーが勝つ。



・ボーナス・カードと鳥カード情報のために付録を参照しなさい。

10 ページには、三つのタイプの「鳥の能力」に関する簡潔な情報が示されている。

鳥カードの構成：

・左上は、この鳥が三つの生息環境(森、草原、水辺)のうちのどれに置くことができるかについて示して

いる。

それが一つの生息環境アイコンを示すだけである場合、それは鳥が行くことができる唯一の場所であ

る。そうでないなら、それはこのカードがプレイされる時に、示された中から一つの生息環境を選択しな

さい。

・食物の必要条件は、生息環境の直下にある。

このカードがプレイされた時、あなたは自分のサプライから共通のサプライに食物のコストを払わなけ

ればならない。

多色の円はどんな食物でも問題ないことを意味し、斜線入りの円はコストがないことを意味する。

・羽の隣の数字は、このカードがゲームの終了時に(マットにプレイされている場合)、獲得する VP の数

である。

・VP値の直下のアイコンはカードの巣のタイプである。

巣の形状が星を示す場合、この巣は同時に他の全ての巣を兼ねることを表現する。

・巣の下の卵アイコンは、一時にこのカード上に置くことが許される卵の最大数である。

・カードが能力を持つ場合、それは卵の下にリストされており、その下は生息の分布である。

(鳥の能力の情報については 10 ページを参照。)

・カードの右側の上には、ゲームの間のいくつかの能力のための鳥の翼の長さが示されている。

四つのターン・アクション
●鳥カードをプレイする
1. あなたの手札から鳥カードを選び、カード上の左に示される食物コストを払いなさい。

(このアクションについてのみ、あなたはいずれかの一つの食物としていずれかの二つの食物を使用することができる。)

2. まだ 5 枚のカードが置かれていないいずれかの合法的な生息環境の最も左の空スペースに選ばれた鳥カードを置きなさい。

3. 自分のサプライから 1 個の利用可能なアクション・キューブを取り、それをあなたが自分の鳥カードをプレイしたコラムの一番

上に置く。

あなたが自分のキューブを卵アイコンの上に置いた場合、あなたのプレイヤー・マットのどこかからその数に等しい卵を取り除

きなさい。

4. あなたがプレイしたところの鳥カードが"When Played…(プレイした時)"の能力を持つ場合、あなたが望むならば、ただちにそ

れを誘発させる。

5. 最後に、あなたが自分のプレイヤー・マットの最上段に置いたキューブを最も左の位置(Play a birdの上)にすべらせなさい。

6. もちろん、あなたが食物のコストや卵のコストを支払うことができない場合、あなたはその鳥カードをプレイすることができな

い。

●食物を得て、森の鳥の能力を活性化する
1. 森の列に最も左の空のスペースにアクション・キューブを置きなさい。あなたのサプライに餌箱内のサイコロが示す食物を得

なさい。

あなたが持つことができる食物トークンの数には制限がない。

・餌箱から 1 個のサイコロを取り除き、対応する食物トークンを共通のサプライから受け取りなさい。

・サイコロが/を示すならば、二つのアイコンのうちの一つを選ぶ。

餌箱が空である場合、すべての 5 個のサイコロを振り直す。

・餌箱のサイコロが全て同じ面を示す場合(はい、1 個のサイコロが残っている場合、これは同じものであることを意味する)、プ

レイヤーは食物を取る前にすべての 5 個のサイコロを振り直してもよい。

(/で表現される面は、それ固有のサイコロの面とみなされる。)

2. そのスペースが許す場合、あなたは餌箱から 1 個の追加のサイコロを受け取るために、あなたの手札から最大 1 枚の鳥

カードを捨ててもよい。

3. 最後に、あなたが置いたところのキューブを森列の右から左に動かし、その途中の鳥カード上のすべての茶色の能力が活

性化される。アクションは選択であるが、それらは右から左に実行されなければならない。キューブを「Gain Food」のエリアに残

しなさい。



●卵を産み、草原の鳥の能力を活性化する
1. 草原の列に最も左の空のスペースにアクション・キューブを置きなさい。共通のサプライから示されたものと同数の卵を得て、

自分の鳥の上に置く。

卵の色には関係がない。

・あなたが集めた卵は、あなたのプレイヤー・マット上のいずれかの鳥カード上に置かれる。

それぞれの鳥カードは、それが同時に保持することができる卵の最大数が示されている。

2. そのスペースが許す場合、1 個の追加の卵を置くために、あなたはサプライからいかなる種類のものでも最大で 1 個の食物

トークンを捨ててもよい。

3. 「Gain Food」アクションのように、草原の列のキューブを移動し、あなたが望む鳥カードの上のすべての茶色のアクションを

活性化してもよい。終わった時、キューブを「Lay Egg」のエリアに残しなさい。

●鳥カードを引き、水辺の鳥の能力を活性化する
1. 水辺の列に最も左の空のスペースにアクション・キューブを置きなさい。カード・トレイか鳥デッキからあなたの手札に示され

たものと同数の鳥カードを引く。

あなたのターンの終わりまでカード・トレイを補充しないこと！

・手札には制限がない。

・デッキが尽きた場合、新しい鳥デッキを作るために、捨て札の山をシャッフルしなさい。

2. そのスペースが許す場合、あなたは自分の手札に追加の 1 枚の鳥カードを引くために、自分のプレイヤー・マットから最大で

1 個の卵を放棄してもよい。

3. 「Gain Food」アクションのように、水辺の列のキューブを移動し、あなたが望む鳥カードの上のすべての茶色のアクションを

活性化してもよい。終わった時、キューブを「Draw Bird Card」のエリアに残しなさい。

4. あなたが鳥トレイからカードを引く場合、この時点で空の位置を補充しなさい。

ラウンド終了時の得点
1. あなたのプレイヤー・マットから全てのキューブを取り除きなさい。

2. あなたがちょうど完了したラウンドについてのゴール・ラインを記録しなさい。

●緑の側
・プレイヤーは自分の結果を他のプレイヤーと比較し、1 個のアクション・キューブを自分のランクに基づいてボード上に置く。

・2人以上のプレイヤーが同じ順位となった場合、タイとなった順位にすべてのタイとなったプレイヤーのキューブを置き、何人

のプレイヤーがタイとなったかに基づき相当する順位については無報酬となる。

・あなたが何らかのポイントかせぐためには、少なくとも一つの適合する必要条件を達成しなければならない。

・あなたがどの順位で終わったとしても、あなたはそれでもなお 1 個のキューブをゴール・ボードに置かなければならない。

このため、ゲームのそれぞれの以降のラウンドにおいて、プレイヤーが持つアクションのためのキューブは 1 個少なくなる。

●青の側
・この側は、プレイヤーが何回、必要条件を満たしたかについて計算するだけである。

比較はされない。

・各プレイヤーは、自分が何度ゴールを達成したかに基づいて対応するボックスの中に 1 個のアクション・キューブを置く。

ラウンドにつき最高 5VP まで、各プレイヤーは達成したそれぞれにつき 1VP を得点する。

・緑の側と同様に、各プレイヤーは、各ラウンドにこのボード上に 1 個のキューブを置かなければならない。

3. 鳥トレイの中の全ての 3 枚の表向きのカードを捨て、トレイに 3 枚の新しいカードを補充する。

4. 時計回りに第一プレイヤー・トークンを引き渡し、新ラウンドを始める。

これが第 4 ラウンドの終わりである場合、ゲーム終了時の得点に進む。



ゲームの終わり
・4 ラウンドが終わった後(最終のラウンドの終了時の得点を含むこと)、終了時のゲーム VP を記録するためにこのセットに含ま

れるパッドを使用しなさい。

・それぞれの鳥は羽アイコンの隣に VP値を持つ。これらを合計しなさい！

・あなたのボーナス・カード(背面が緑)に基づく VP をかせぐ

これらのカードの詳細については付録を参照。

・ゴール・ボードで加点した全てのポイントを追加する。

・緑の側について、複数のキューブが同じ順位のスペースにある場合、その順位と (タイによって)スキップされた順位のスペー

スのポイントを合計し、タイとなったプレイヤーの数によってそれを割る(小数点以下は切り捨てとする)。

これは、それぞれのタイとなったプレイヤーの獲得する VP となる。

・あなたのプレイヤー・マットに置かれた鳥カード上のあらゆる卵と食物トークンごとに 1VP を得る。

・あなたのプレイヤー・マット上の鳥カードの下に積んでおかれたそれぞれのカードごとに 1VP を得る。

・得点の合計が最も多いプレイヤーが勝者である。

同点の場合、未使用の手持ちの食料トークンが多い方の勝ちとする。それも同数である場合、同点の勝利とする。

Wingspan クイック・リファレンス

◎セットアップ
●全体セットアップ
1. 鳥カード：鳥カードのデッキをシャッフルし、鳥カード・トレイに表返した 3 枚の鳥カードを置く。

2. サプライ：サプライに食物トークンと卵トークンを置きなさい。

3. 餌箱：餌箱に食物サイコロを投下しなさい。

4. ゴール・ボード：ゴール・ボード(希望する側を上)を配置しなさい。

●プレイヤー・セットアップ
1. 各プレイヤーに 1 枚のプレイヤー・マット、1 色の 8 個のアクション・キューブ、2 枚のランダムに引いたボーナス・カード、5 枚

の鳥カード、それぞれの食物トークンのタイプにつき 1 個ずつを与える。

2. あなたが保持したい鳥カードにつき、1 個の食物トークンを捨てなさい。残りの鳥カードを捨てなさい。

3. 1 枚のボーナス・カードを選び、残りを捨てなさい。

4. 第一プレイヤーを選び、そのプレイヤーに第一プレイヤー・トークンを与える。

5. ゴール・タイル：ゴール・ボードに 4 枚のランダムに引いたゴール・タイルを置きなさい。

6. ボーナス・カード：ボーナス・カードをシャッフルしなさい。そのデッキをテーブルに置きなさい。

◎ラウンドの概要
最初のプレイヤーから始めて、時計回りに進行する。自分のプレイヤー・マット上の一つの生息環境 (全ての生息環境は、常に

利用可能である)を選び、以下の四つのアクションのうちの一つを行うために、1 個のアクション・キューブをその列における最も

左のカードが置かれていないスロットに置く。配置したアクション・キューブは、右から左に動かされて解決され、最も左の位置

に置かれる。すべてのプレイヤーのキューブが手元からなくなったらラウンドは終了する：

1. 1 枚の鳥カードをプレイする

A. あなたの手札からプレイする 1 枚の鳥カードを選びなさい。

B. キューブは最上段の列に置く。スロットのあなたが鳥を置きたいと望むコラムに示された数に等しい卵を鳥カードから捨てな

さい。

C. 存在すればその鳥カード上に示された食物トークンを捨てる(食物コストがない場合がある)。

ワイルド(多色の円)はあなたがどの食物を使用してもよいことを意味する。

あなたは、いずれか 1 個の食物トークンとして使用するためにいずれか 2 個の食物トークンでも費やしてもよい。

D. あなたのプレイヤー・マット上において、コストを払った位置の下の生息環境の空きスロット(最も左)の上に鳥カードを置きな

さい。

E. その鳥が"When Played…(プレイした時)"の能力を持つ場合、あなたが望むならば、ただちにそれを誘発させる。

2. 食物を増やす

A. キューブは森の列の最も左の空きスロットに置く。餌箱から食物サイコロを取り除き、それに相当する食物トークン(/はあな

たがどちらかのものを取ってもよいことを意味する)を得ることによって、あなたの最も左の空きの森スロットに示されている数と

等しい食物トークンを得る。

B. 最も左の空きの森スロットが示す場合、あなたは 1 個の追加のサイコロを取り除き、それに対応する食物を取るために、あ

なたの手札から 1 枚の鳥カードを捨ててもよい。

C. 右から左に、あなたが望むすべての茶色の森の鳥の能力を活性化してもよい。

3. 卵を産む
A. キューブは草原の列の最も左の空きスロットに置く。あなたの最も左の空きの草原スロットに示されている数と等しい卵を得

る。



それらを鳥カード上に置く(鳥の卵の制限まで、あらゆる超過分は失われる)。

B. 最も左の空きの草原スロットが示す場合、あなたは 1 個の追加の卵を得るために 1 個の食物トークンを払ってもよい。

C. 右から左に、あなたが望むすべての茶色の草原の鳥の能力を活性化してもよい。

4. カードを引く
A. キューブは水辺の列の最も左の空きスロットに置く。あなたの最も左の空きの水辺のスロットに示されている数に等しい鳥

カードを引く。

表返されたカードか鳥デッキの上から鳥カードを引く。

ターンの終了時まで、表返したカードを置き換えないこと。

B. 最も左の空きの水辺スロットが示す場合、あなたは 1 枚の追加のカードを得るために 1 個の卵トークンを支払ってもよい。

C. 右から左に、あなたが望むすべての茶色の水辺の鳥の能力を活性化してもよい。

●餌箱を管理する
餌箱のトレイが空である場合、全ての 5 個のサイコロを投下すること。

餌箱のサイコロが全て同じ面を示す場合(1 個のサイコロが残っている場合、これは同じものであることを意味する)、プレイ

ヤーは食物を取る前にすべての 5 個のサイコロを振り直してもよい。

◎ラウンドの終わり
1. あなたのプレイヤー・マットから全てのアクション・キューブを取り除く。

2. ラウンドの終了時のゴール上にあなたの得点を記録するために 1 個のアクション・キューブを置く：

・競争型のプレイでプレイヤーがタイとなった場合、タイの値と隣接する以降の順位 (タイの数だけ)の値を合計し、タイのプレイ

ヤーの数で割る(小数点以下は切り捨て)。

第 4 順位は 0 を得点する。

・アイテムごとによるポイントでゴールをプレイする場合、5 が最大であり、0 が最低限である(たとえ 0 であっても、依然としてあ

なたはキューブをそこに置かなければならない)。

3. 鳥トレイの表向きの鳥カードを捨てて、デッキから彼らに補給する。

4. 時計回りに第一プレイヤー・トークンを引き渡す。

◎ゲーム終了時の得点
第 4 ラウンドの後、以下のように得点しなさい：

1. 自分のマットにプレイされたそれぞれの鳥カード上にリストされるポイント

2. それぞれの完了されたボーナス・カード上にリストされるポイント

3. ラウンドの終了時のゴールによるポイント

4. 以下につき 1 ポイント：

・鳥カードの卵

・鳥カード上でたくわえられた食物トークン

・鳥カードの下に重ねられたカード

最も多くのポイントを持つプレイヤーは勝利する。

タイの場合、最も多くの食物トークンを持つプレイヤーが勝利する。

それでもタイならば、勝利は共有される。

ラウンド終了時のゴール

あなたが現在、この特定の生息環境の列に持つ鳥の総数を数えなさい。

それぞれの生息環境につき、このゴールのコピーがある。

少なくとも 1 個の卵が置かれているこの特定の巣のタイプを持つ鳥の総数を数えなさい。

それがどれだけの卵を持っているかは関係なく、それぞれの鳥はちょうど一度だけ数える。

星の巣はこのゴールについて数える。

それぞれの巣のタイプにつき、このゴールのコピーがある。



あなたの鳥がこの特定の生息環境の列に置いた卵の総数を数えなさい。

1羽の鳥の上の複数の卵はそれぞれを数える。

それぞれの生息環境につき、このゴールのコピーがある。

この特定の巣のタイプを持つ鳥の上の卵の総数を数えなさい。

1羽の鳥の上の複数の卵はそれぞれを数える。

星の巣はこのゴールについて数える。

それぞれの巣のタイプにつき、このゴールのコピーがある。

森の列の卵 1 個、草原の列の卵 1 個、岸辺の列の卵 1 個から成るセット。

セットの数を数える。

あなたがプレイした鳥の総数を数えなさい。

ボーナス・カード
名前に関連したボーナス

写真家(Photographer)

・その名前の中に色をもつ鳥

・その名前の中に以下の色をあらわす語のうちの一つを持つあなたがプレイした鳥を数えなさい。

たとえそれがその名前の中に複数の色を持つとしても、それぞれの鳥はちょうど一回だけ数える。

色は以下を含む：ash black blue bronze brown cerulean chestnut ferruginous gold gray green indigo lazuli purple red rose

roseate ruby ruddy rufous snowy white yellow

解剖学者(Anatomist)

・その名前の中に体の部位をもつ鳥

・その名前の中に以下の解剖学用語のうちの一つを持つあなたがプレイした鳥を数えなさい。

これらの語の異なるバージョン(例えば「bellied」)はすべて数える。

beak belly bill breast cap chin collar crest crown eye face head neck rump shoulder tail throat wing

地図製作者(Cartographer)

・その名前の中に地理用語をもつ鳥

・その名前の中に以下の地理用語のうちの一つを持つあなたがプレイした鳥を数えなさい：American Atlantic Baltimore

California Canada Carolina Chihuahua Eastern Inca Kentucky Mississippi Mountain Northern Sandhill Savannah Western

歴史家(Historian)

・人の名をとって名付けられた鳥

・その名前の中に's を持つああなたがプレイした鳥を数えなさい。

名前は以下を含む：Anna's Baird's Barrow's Bell's Bewick's Brewer's Cassin's Clark's Cooper's Forster's Franklin's Lincoln's

Say's Sprague's Steller's Swainson's Wilson's



食物に関連したボーナス

鳥の餌箱士(Bird Feeder)

ワイン醸造業者(Viticulturalist)

漁師(Fishery Manager)

げっ歯類学者(Rodentologist)

・特定のタイプの食物を食べる鳥

・特定のタイプの食物シンボルを持つすべての鳥。

その鳥は他の食物のシンボルを持ってもよい。

食物連鎖の専門家(Food Web Expert)

・無脊椎動物のタイプの食物を食べる鳥

・無脊椎動物のタイプのみのシンボルを持ち、他の食物シンボルを持たないすべての鳥

雑食鳥類専門家(Omnivore Expert)

・多色の円のタイプを食べる鳥

・その食物コストの部分として特に多色の円のシンボルを持つすべての鳥。

巣/卵に関連したボーナス

野生生物庭師(Wildlife Gardener)

プラットフォーム建設者(Platform Builder)

囲い建設者(Enclosure Builder)

巣箱製作者(Nest Box Builder)

・特定のタイプの巣シンボルを持つ鳥

・カード上に示される特定のタイプの巣シンボルを持つあなたがプレイした鳥の数を数える。

星の巣はワイルドである。星の巣をもつ鳥はこれらのボーナスの四つのすべてに対して数える。

育種マネージャー(Breeding Manager)

・その上に少なくとも 4 個の卵をもつ鳥

・ゲームの終了時にその上に少なくとも 4 個の卵トークンを持つ鳥カードだけを数えなさい。

鳥卵学者(Oologist)

・その上に少なくとも 1 個の卵をもつ鳥

・ゲームの終了時にその上に少なくとも 1 個の卵トークンを持つ鳥カードだけを数えなさい。

生息環境に関連したボーナス

森林管理官(Forester)

大草原監督官(Prairie Manager)

湿地学者(Wetland Scientist)

・ある特定の生息環境にのみ棲むことができる鳥

・このボーナス・カード上で示された生息環境シンボルのみを持つあなたがプレイした鳥の数を数える。

鳥が複数のタイプの生息環境に棲むオプションを持つ場合、それはこのボーナスについて数えることができない。

生態学者(Ecologist)

・最も少ない鳥を持つあなたの生息環境にいるあなたの鳥

・あなたが最少の鳥をプレイしている生息環境において、あなたがプレイした鳥の数を数えなさい。

あなたが複数の生息環境において同数の最少の鳥を持っている場合、あなたはそれでもこのボーナスを得点してもよい。

例えば、あなたの生息地の全てがその中に 3羽の鳥を持つ場合、あなたの最少の鳥を持つ生息環境はその中に 3羽の鳥が

あるところである。



他のボーナス

羽数観察者(Bird Counter) 

鷹匠(Falconer)

・特定のタイプの能力をもつ鳥

・このボーナス・カード上に示される特定のシンボルを持つあなたがプレイした鳥を数える。

このシンボルは、鳥の茶色の能力の左側になければならない。

大型鳥類の専門家(Large Bird Specialist)

・65cmを超える翼幅をもつ鳥

・65cmを超える翼幅を持つあなたがプレイした鳥を数える。

65cmちょうどの翼幅はこのボーナスには数えない。

スズメ目の専門家(Passerine Specialist)

・30cmを下回る翼幅をもつ鳥

・30cmを下回る翼幅を持つあなたがプレイした鳥を数える。

30cmちょうどの翼幅はこのボーナスには数えない。

バードウォッチャー(Backyard Birder)

・4 ポイントを下回る価値を持つ鳥

・0,1,2,3 ポイントの値を持つあなたがプレイした鳥を数える。

将来を見越したリーダー(Visionary Leader)

・ゲームの終了時のあなたの手札の中の鳥

・ゲーム終了時にあなたの手札にある鳥カードを数える。


