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ゲームデザイン：Philippe Keyaerts－イラスト：Arnaud Demaegd－グラフィックデザイン：C. Demaegd, S. Gantiez

オリンポス

文明の曙、あなたの民達の運命をあなたの手で導いてください。あな
たの目の前にペロポネソスの原野が広がっています。そしてかなたに
は神秘のアトランティスの輝く砂浜が広がっています。しかし、この約
束の地における安定した環境を造り上げるためには、敵を撃退し、技
術を開発し、驚異の建造物を造り、そして何よりもオリンポスの天界か
らあなたたちの行動を見守る神々の慈悲を祈らなければなりません。

www.ystari.com
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ゲームの準備
(4人プレイ用)

ゲームボードと発展ボードをテーブル中央へ配置します。
裏面に「5」の数字が表示されている発見タイルを抜き出
して、箱にしまいます（4人用ゲームでは使用しません）。
残りの発見タイルを、種類別に分けます。例えば、2枚の

「神託」タイルは一緒にして置きます。裏面が赤色、緑色、
黄色、青色と、紫色のうち1つの発見タイルは、各2枚ずつ
あります。各発見タイルは種類別に、以下のように発展ボ
ード上に配置してください。

 裏面が赤色の5種類の発見タイル各2枚ずつを、発展
ボードの1列目（最上列）に種類別にランダムに配置
します。

 裏面が黄色の5種類の発見タイル各2枚ずつを、発展
ボードの2列目に種類別にランダムに配置します。

 裏面が緑色の5種類の発見タイル各2枚ずつを、発展
ボードの3列目に種類別にランダムに配置します。

 裏面が青色の5種類の発見タイル各2枚ずつを、発展
ボードの4列目に種類別にランダムに配置します。

 裏面が紫色の5種類の発見タイルを、発展ボードの5
列目に種類別にランダムに配置します。

 5種類の驚異の建造物タイルを、ランダムに6列目（最
下列）に配置します。

残りのトークン類やコマ類は、種類別に分けて、ゲー
ムボードの横の置いておきます。ここが共通ストックに
なります。

各プレイヤーは自分の色を選び、選択した色の開拓者ト
ークン5枚を取り、うち4枚は自分の手元（個人ストック）に置
き、1枚は時間トラックのスタートマスに置きます。トークン
は、ランダムな方法で決めた順番に重ねてください。

スタートマスの一番下のトークンの色のプレイヤーは、
共通のストックから「領土」トークンを各種2枚ずつ取り、ゲ
ーム中で使用しない8か所の領土を選び、ボード上の選択
した領土に「×」印の面を表にして1枚ずつ配置します。こ
のとき星印を含む領土で、それぞれの種類の印を含む領
土はいずれか1つまでしかゲームで使用しない状態にで
きません。

注意：領土トークンを配置した星印のある領土の数（0～4か
所）は、驚異の建造物を造りやすさに影響を与えます。

領土トークンが置かれていない、星印のある領土に、部
族トークンを1枚ずつ配置します。

共通のストックの資源コマ4種から各1個ずつ取り、各プ
レイヤーへランダムに1個ずつ配ります。受け取った資源
コマは各自の個人ストックに置きます。

運命カードをシャッフルし、裏向きの山札にしてゲーム
ボードの横に置きます。

オリンポスカードをシャッフルし、時間トラックの「稲妻」
のマス3か所の横に裏向きに1枚ずつ配置し、3か所の「

稲妻」2つのマスの横に2枚ずつ裏向きのまま配置し
ます。残りのオリンポスカードは今回のゲームでは
使用しないため、箱にしまっておいてください。

内容物

GG

「発見」タイル55枚

「驚異の建造物」タイル5枚

発展ボード1枚
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発展ボード1枚

B

D

F

E

H

I

A)時間トラックのスタートマス	 	 B）「稲妻」のマス	 	 	 C)「稲妻2つ」のマス
D)北部エリア（開拓者のスタート地点）	 E）オリンポス（石材＋稲妻）	 	 F）領地（木材＋星）
G）アトランティス	 	 	 	 H）ゲームの強制終了

注意：Iの島々は陸地エリアと見なします。特に線で囲まれていない島々は、ゲームでは使いません。

「オリンポス」カ

ード10枚

「領土」トークン32枚（裏面×印）
オレンジ色（穀物）、白（石材）、茶色（木材）、黄色（金） 

「威信」トークン28枚 「砂時計」トークン12枚

「部族」トークン8枚（裏面星印）

「開拓者」トークン100枚（5色） 「資源」コマ28個（4色）：オレンジ色（穀物）、白（石材）、
茶色（木材）、黄色（金）

I

「運命」カー

ド22枚

C

A

I

「稲妻」トークン1枚

ゲームボード1枚

G

G

G
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ゲームの目的
プレイヤーは、ギリシャとその周辺地域（伝説のアトラン

ティスを含む）への移住を試みる部族になります。領地や
資源を手に入れ（時には軍事力も使って）、科学的な発見
をし、驚異の建造物を作って、文明を発展させましょう。ゲ
ーム終了時に、最も威信の高い者が勝者となります。

ゲームをプレイする
(4人用)

ターンの順番は、ゲームボードの周囲にある時間トラ
ック上の各自の位置によって決められます。時間トラック
上で最後尾のプレイヤーが、アクションポイント（詳細は
後述）を払ってアクションを実行します。そして、そのプレ
イヤーはアクションで「支払った」分だけ、時間トラック上
の自分の開拓者コマを移動します。移動先のマスに他の
プレイヤーのトークンがあった場合、そのトークンの上に
重ねて置きます。このように、常に時間トラック上の最後
尾のプレイヤーがアクションを実行しながらゲームを進
めていきます。

注意：－1人のプレイヤーが複数のターンを続けて実行する
こともあります。これは、そのプレイヤーがアクションを実行して
も、未だ最後尾にいる場合に発生します。

－時間トラック上の同じマスに複数のプレイヤーのトークン
がある場合（例えばゲームの開始時など）、トークンの重なりの
一番上のプレイヤーが先にアクションを実行します。

砂時計トークン：ゲーム中に、プレイヤーは砂時計トーク
ンを入手する機会があります。砂時計トークンは、プレイ
ヤーが時間トラックを進めなくてもアクションを実行する
ことを可能にします（砂時計1つはアクションポイント1つ
に相当します）。砂時計トークンは先に使わなければなら
ず、使い切らないと通常のアクションポイントの支払いに
よるアクションを実行できません。（使用済みの砂時計ト
ークンは共通のストックへ戻します。）

例：赤色のプレイヤーは、時間トラック上で最下位である。した
がって彼女のターンとなる。彼女はアクションポイント3を払って
アクションを実行する。彼女は砂時計トークン1枚を持っていた
ので、先にそのトークンを使い（1ポイント）、次に2マス分自分の
トークンを進めた（2ポイント）。赤色のトークンは緑色のトーク
ンの上に重ねて置くことになる。彼女は時間トラック上でまだ最
下位であるため、次の彼女のターンとなる。その後は、緑色のプ
レイヤーのターンとなる。

プレイヤーは自分のターンに、「拡張」と「発展」のどちら
かを選択して実行します。

A)	拡張

拡張では、ゲームボード上の自分の開拓者を1つ移動さ
せます。移動の目的は、平和的解決または戦闘をして、新
たな領土を征服していくことです。すでにボード上に配置
されている自分の開拓者を移動させることも、新たに自分
の開拓者をボードに配置することも可能です。このアクシ
ョンでは、移動が終了したときに、アクションポイントを払
います。 
新たな開拓者：新たな開拓者をボード上に配置するた

めには、自分の個人ストックに1つ以上の開拓者トークン
が残っている必要があります。新たな開拓者は、北部エリ
アか、すでに自分のものになっている領土のどちらかにし
か配置できません。新たな開拓者１つの配置コストは2ア
クションポイントです。新たな開拓者は即座に移動させな
ければなりません。

注意：北部エリアは、新たに開拓者を配置するときしか使用し
ません。開拓者はそこに留まることも、ゲーム中にそこに戻ること
もできません。「医学」の発見は、1アクションポイントだけを払っ
て新たな開拓者を配置することを可能にします。

移動：プレイヤーは自分の開拓者を、好きなスペース分
移動させることができます。すでに開拓者がいる地域（自
分の物でも他のプレイヤーの物でも）も、空いている地域
と同様に通過できます。「×」印トークンが配置されている
地域には留まることができませんが、通過は可能です。移
動のコストは、以下の通り、移動したスペースの数によりま
す。

 移動した陸地のスペース1か所につき1アクションポイ
ント。

	移動した海のスペース1か所につき2アクションポイン
ト。

注意：「騎乗」、「天文学」、「地図」の発見は、移動コストを減少
させます。
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新たな領土：空いている地域で自分の開拓者の移動を
止めて留まったプレイヤーは、その地域を自動的に支配し
ます。所有していることを示すため、その領土で産出され
る資源に対応した領土トークン1枚を取ります。後でその
プレイヤーがその地域を離れた場合は、そのトークンを
共通のストックへ戻さなければなりません。オリンポスの
領土を支配したプレイヤーは、稲妻トークン1枚を得ます。

戦闘：他のプレイヤーが支配している領土で、自分の開
拓者の移動を止めることもできます。その場合、戦闘をし
なければなりません。戦闘は攻撃側が自動的に勝利します
が、コストはプレイヤー両者の軍事力により変わります。軍
事力は2人のプレイヤーが所有している軍事の発見によっ
て異なります。軍事の発見それぞれには剣の数が表示さ
れています。戦闘のコストは以下のように決まります：

 攻撃側の剣の数が防御側の剣の数を上回っている場
合、戦闘コストは1アクションポイント。

 攻撃側と防御側の剣の数が同数の場合（どちらも0の
場合も含む）、戦闘コストは2アクションポイント。

 攻撃側の剣の数が防御側の剣の数を下回っている場
合、戦闘コストは3アクションポイント。

戦闘終了後、攻撃側のトークンは防御側のトークンの上
に重ねて置きます。防御側プレイヤーは、自分が持ってい
るその領土が産出する資源に対応した領土トークン（オリ
ンポスの領土の場合は稲妻トークン）を攻撃側プレイヤー
へ渡し、共通のストックから砂時計トークン1枚を受け取り
ます。攻撃側プレイヤーは、他のプレイヤーから攻撃され
るか、その領土を離れる（その場合、移動後の開拓者トー
クンの重なりの一番上のプレイヤーの支配に戻ります）ま
で、その領土を支配します。

注意：1つの領土は、すでに戦闘が行われた領土であっても、さ
らに攻撃可能です。したがって、戦闘の回数分トークンが重なる
ことになります。

退避：プレイヤーは自分のターンに、領土内で他のプレ
イヤーのトークンの下にある自分のトークンを、その領土
から移動させることができます。好きな期間そのままトー
クンを残すこともできます。その領土から離れたトークン
をすぐに戻して再度戦闘をしかけることも可能です。しか
しその場合は、一旦その領土を離れて移動してから戻って
戦闘をしかけなければなりません（その場所で移動なしで
戦闘をしかけることはできません）。その領土の支配を失
ったプレイヤーは、その領土のトークンの重なりの中に自
分のトークンがあっても、その場所へ自分の新たな開拓者
を配置できません。

部族：星印のある領土は、ゲーム開始時に部族が支配し
ている戦略的な場所になります。プレイヤーはこのような
領土を支配するためには戦闘をしなければなりません。戦
闘は前述の方法と同じ方法で解決します。部族は剣を持っ
ていません。部族を撃退すると、攻撃したプレイヤーは、そ
の領土が産出する資源に対応した領土トークン1枚と部族
トークンを得ます。得た部族トークンは星印を表向きにし
て自分の前に置きます。その領土を他のプレイヤーに攻
撃された場合は、領土トークンと部族（星印）トークンの両
方を攻撃側プレイヤーへ渡さなければなりません。プレイ
ヤーがその領土を離れる場合、星印トークンはその領土
に戻して配置します。その後にプレイヤーがその領土を支
配する場合は、戦闘は発生せず（部族はもういないため）、
攻撃側は領土トークンと星印トークンを得まるだけです。

移動の終了：プレイヤーは、自分の移動の終了時に、そ
の移動（新たな開拓者、移動、戦闘）使ったアクションポイン
トを合計し、その数と同じマス分時間トラック上の自分のト
ークンを進めます。これでそのプレイヤーのターンは終了
です。

例：白色のプレイヤーは、海のスペースを1アクションポイント
少なく通過できる「天文学」の発見を持っていて、剣の印が1つあ
る「重装歩兵」を発見している。彼は剣の印を1つも持っていな
い青色を攻撃することに決めた。白色は新たな開拓者1つを出
して（コスト：2ポイント）、海のスペース2つを通過し（コスト：1ス
ペースにつき1ポイント）、青色の領土に入り（コスト；陸地スペ
ース1つにつき1ポイント）、攻撃をした（コスト：1ポイント=白色
は剣を1つと青よりも剣を多く持っているため）。青色の領土は
征服され、青色のプレイヤーは白色のプレイヤーへ（征服され
た領土の表示されている）「木材」の領土トークン1枚と星印トー
クン1枚を渡す。征服された代償として、青色のプレイヤーは砂
時計トークン1枚を受け取る。白色のプレイヤーはコストの合計
と同数の6マス分、時間トラック上の自分のトークンを進め、彼の
ターンは終了となる。
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B)	発展

発展では、発見するか驚異の建造物を造るかのどちらか
を行います。

１）発見：発見をするためには、プレイヤーはその発見
に必要な領土トークンまたは資源コマが必要です。領土ト
ークンの資源は、コストとして払っても減らず、所有するプ
レイヤーが永続的に使用できます（使う時にトークン自体
を共通のストックへ戻す必要はありません）。資源コマは
使い切りのもので、コストとして払う時に共通のストックへ
戻さなければなりません。

注意：発見の中には特定の資源ではなく、資源の特定の組み
合わせを必要とするものがあります。

例： －「外科手術」（左上）を発見するためには、プレイヤーは
穀物2と木材2を払わなければならない。

－「科学」（左下）を発見するためには、プレイヤーは穀物3と、
穀物以外のいずれかの資源1種類（金など）を2払わなければな
らない。

－「戦略」（右上）を発見するためには、プレイヤーは1種類の
資源3と、別の種類の資源1を（例えば、金3と木材1のように）払
わなければならない。

－「哲学」（右下）を発見するためには、同種の資源2個を2組
と、他の種類の資源2個（異なる種類のもの）を（例えば、穀物2、
木材2、金1、石材1のように）払わなければならない。

払う資源は、領土トークンの物でも、資源コマでも、その両方
の組み合わせでもよい。例えば、左図の「外科手術」を発見すると
きのコストは、穀物の領土トークン2枚と木材の領土トークン1枚

（すべてトークンは手元に残る）と木材の資源コマ1個（共通の
ストックへ戻す）で払うことができる。

発見の獲得：領土トークンや資源コマを使って発見の
コストを払ったら、その発見タイルを受け取って、自分の
前に置きます。この後はそのタイルの特殊能力（詳細は後
述）を使用することができます。

注意：1人のプレイヤーは同じ種類の発見を1つまでしか獲得
できません。したがって、1人が「農業」の発見2つを獲得すること
はできません。

ボーナス：次に、プレイヤーは自分の色のトークン1枚を共
通のストックから取って、発展ボード上の今獲得した発見の
下の自分が獲得するボーナスのスペースへ、ボーナストーク
ンとして配置します。獲得した発見に3つのボーナスの選択肢
がある場（タイル裏面が赤と緑の発見）は、灰色で表示されて
いるボーナスは選択できません（5人プレイの際に使います）
。発見を獲得したプレイヤーは、発展ボードの獲得したタイ
ルの下に表示されているボーナスを即座に受け取り、自分の
ストックへ置きます。他のプレイヤーが後に同じ発見をした
場合には、同じボーナスを得ることができません。

ボーナス：

－A：プレイヤーは自分の色の開拓者トークン1枚を共通のス
トックから取り、自分の個人ストックへ加える。このトークンは後
の自分のターンにゲームボードへ配置できる。

－B：プレイヤーは砂時計2個分のトークンを得る。

－C：プレイヤーは金の資源コマ1個を得る。

－D：プレイヤーは威信ポイント2を得て、自分の前に裏向きに
置く。

注意：上から5列目の発見には、ボーナスはありません。

コスト：アクションポイント7を払わなければなりません。し
たがって、発見をしたプレイヤーは時間トラックの自分のトー
クンを7マス進め、自分のターンを終了します。

注意：「貨幣」と「農業」の発見は、このコストを減らします。

A B C D
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例：青色のプレイヤーは「戦略」（コスト：同種の資源3と別種の
資源1）を発見することに決めた。青色のプレイヤーは「穀物」と

「穀物」と「木材」の領土トークンと「穀物」の資源コマ1個を持っ
ている。したがって彼は、資源コマ1個を戻すことで「戦略」の発
見を獲得できる。

青色のプレイヤーは「戦略」のタイルを取って自分の個人スト
ックへ置いた。彼は戦闘で使用する剣2つを持つことになる。こ
の時点で彼はボーナス1つを選択しなければならない。彼は選
択したボーナスを表示するため、自分の色のトークンを共通のス
トックから1枚とって選択するボーナスの上に置く。

彼は新たな開拓者を選択したため、開拓者トークンをボーナ
スの開拓者の印の上に置き、その後共通のストックから自分の
色の開拓者トークン1枚を取って自分の個人ストックへ加えた。こ
れで彼は後のターンで新たな開拓者をゲームボードに置けるよ
うになる。

青色のプレイヤーはアクションのコストを払わなければなら
ない。彼は時間トラックの自分のトークンを7マス進めて、自分の
ターンを終了した。

２）驚異の建造物：各驚異の建造物 のコストは、表示さ
れている星の数になります。驚異の建造物を造るために
は、プレイヤーは必要な数分の星印を持っている必要が
あります。星印を得る方法は：

 自分の前に配置されている星印トークン

 「建築術」または「工学」の発見を持っている場合

 造る建造物と発展ボード上の同じ縦列に配置され
ている自分のボーナストークン1枚につき1個

 特定のカード

その後、プレイヤーは驚異の建造物タイルを取って自分
の前に配置します。この驚異の建造物は、ゲームの終了時
に自分の勝利ポイントになります。

コスト：アクションポイント7を払わなければなりません。
したがって、発見をしたプレイヤーは時間トラックの自分
のトークンを7マス進め、自分のターンを終了します。

注意：「建築術」の発見は、このコストを減らします。

驚異の建造物：ゼウス像、巨人像、獅子の門、競技場、パルテノ
ン神殿

例：緑色のプレイヤーは星印トークン2枚と「建築術」の発見（
追加の星印1個）を所有し、「競技場」（星印5個の建造物）と同じ
縦列に自分のボーナストークンを2枚置いている。

したがって、彼は時間トラック上の自分のトークンを5マス進め
る（「建築術」の発見によりアクションポイントのコストが2減少し
ている）ことによって、この驚異の建造物を造ることができる。

彼は「競技場」のタイルを取って自分の前に置く。彼はゲ
ーム終了時に威信ポイント10を得ることになる。
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運命カード
ゲーム中、プレイヤーは運命カードを引くことがあります。

このカードには様々なボーナス効果があります。

カード1枚を引く：時間トラック上の「稲妻」のマスに到達あ
るいは通過するたび、そのプレイヤーは自分のターン終了時
に運命カード1枚を引きます。引いた運命カードは即座に使
うことができます。

カードを使う：プレイヤーは自分のターン中であれば、可
能な限り好きな枚数のカードを使用できます。カードの効果
は即座に適用します。その効果で威信ポイントを獲得する場
合、そのポイント分の威信トークンを取って、自分の前に裏向
きに置きます。使ったカードは捨て札にします。

注意：「神託」の発見は、所有しているプレイヤーが運命カード
を引く場合に、有利に引くことができます。

オリンポスカード
ゲーム中、9柱の神々がプレイヤーのアクションを中断する

ために出現します。このイベントは、一定のプレイヤーが時間
トラック上の稲妻が表示されているマスに達することで発生
します：

 時間トラック上の最初の2つと最後の「稲妻」のマスへ、
最初のプレイヤーが到達したターンの終了時（運命カー
ドを引いた後）に、オリンポスカードを引きます。したが
って、引いたオリンポスカードの効果は、次のプレイヤ
ーがターンを始める前に適用されます。

 3か所ある「稲妻2つ」のマスに最初のプレイヤーが到達
したターンの終了時に、オリンポスカードを引きます。
また、「稲妻2つ」のマスに最下位のプレイヤーが到達し
た際にも、そのターンの終了時にオリンポスカードを引
きます。両方の場合共に、引いたオリンポスカードの効
果は、次のプレイヤーがターンを始める前に適用されま
す。

驚異の建造物を造る際にこ
のカードを捨て札にするこ
とで、コストの星印1つに充
てることができる。

プレイヤーは表示されている色の
資源コマ1個を得る。

プレイヤーが4種類の領土トークン
すべてを持っている場合、威信ポイ
ント3を得る。

プレイヤーは自分が所有する木
材の領土トークン1枚につき威
信ポイント1を得る。

プレイヤーは自分が所有
する穀物の領土トークン
1枚につき砂時計1個分の
トークンを得る。

プレイヤーが他の個々のプレイ
ヤーよりも多く石材の領土トーク
ンを持っている場合、砂時計3個
分のトークンを得る。

オリンポスカードを引いた後に
使用する。プレイヤーは稲妻トー
クン1枚を自分の合計に加え、そ
の後このカードを捨て札にする。



ゼウス：稲妻の印を最も多く持つプレ
イヤーは、威信ポイント3を得て、裏
向きに自分の手前に置く。

ヘカテ：稲妻の印を最も多く持つプ
レイヤーは、自分の開拓者トークン1
枚を共通のストックから取り、自分の
個人ストックへ加える。

アルテミス：稲妻の印を最も多く持つ
プレイヤーは、自分が選択した資源
コマ1つを得る。

アテナ：稲妻の印を最も多く持つプレ
イヤーは、星印1つを得る。この星印
は、このカードを捨て札にした後、驚
異の建造物を造る際のみ使用可能
である。

アレス：稲妻の印を最も多く持つプレ
イヤーは、剣の印2つを得る。この剣
の印は次のオリンポスカードが引か
れるまで残っている。

ハーデス：持っている稲妻の印が最
も少ないプレイヤーは、ボード上の
自分の開拓者1枚を選び、それを失
う。この開拓者トークンは自分の個人
ストックへ戻す。

ケレス：持っている稲妻の印が
最も少ないプレイヤーは、ゲー
ム終了時に威信ポイント2を失
う。

セイレーン：持っている稲妻の印が
最も少ないプレイヤーは、次のオリ
ンポスカードが引かれるまで、海の
スペースへ入ることができない。

ネメシス：持っている稲妻の印が
最も少ないプレイヤーは、自分の
所持する運命カードすべてを捨て
札にする。

エリーニュース：持っている稲妻
の印が最も少ないプレイヤーの
次のアクションは、コストがアク
ションポイント2増加する。
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効果：カードの半分はプレイヤーにとって有利になる効果
（緑の縁取りのあるカード）で、残り半分はプレイヤーに不利

益をもたらす効果（赤い縁取りのあるカード）になります。し
かし、これらの効果はすべてのプレイヤーに影響を与えるわ
けではありません。特定のカードでどのプレイヤーが影響を
受けるかは、各自が所持している稲妻の印の合計数（発見に
表示されているもの、稲妻トークン、オリンポスカードが公開
された後に使用する運命カードに表示されているもの）によ
ります：

 プレイヤーに有利になる効果の場合、オリンポスカー
ドを引いたときに、稲妻の印を最も多く持つプレイヤー

（少なくとも１つ以上/同数の場合はそのプレイヤー全
員）に効果を適用します。
 プレイヤーへ不利益をもたらす効果の場合、持っている
稲妻の印が最も少ないプレイヤー（まったく無くとも/同
数の場合はそのプレイヤー全員）に効果を適用します。

アルテミスとハーデスのカードは、そのカードを引いたプ
レイヤーから時計回りの順番に適用します。

アドバイス：特定の神（アテナ、アレス、ケレス、セイレーン、エ
リーニュース）によって影響を受けたプレイヤーを表示するため
に、影響を受けたプレイヤーは共通のストックから自分のトーク
ンを取ってそのカードの上に置いておくことを推奨します。
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ゲームの終了
自分のトークンが時間トラックの最後の稲妻のマスを通過

したプレイヤーは、ゲームでの自分の最後のターンになりま
す。この時、最後のターンを実行するか、パスをするかの選択
ができます。最後のターンの実行を選択した場合、最後のア
クションを実行できますが、最後の×印のマスを超えるアクシ
ョンポイントを使うことはできません。すべてのプレイヤーが
最後のターンを終了したら、各自の威信ポイントを計算しま
す。

注意：残りのプレイヤーも、自分のトークンが最後の時間トラ
ックの稲妻のマスに到達または通過して、最後のアクションの選
択をするまでゲームを続けます。

威信ポイントの分配：この時点から、時間トラックは各プレ
イヤーの得点計算に使用します。得点計算をしやすいよう
に、時間トラックは5マスごとに印がついています。

プレイヤーの威信ポイントは以下を合計します：

 最終的に時間トラック上のプレイヤーのトークンが
いるマスに表示されている数（0～5ポイント）。

 プレイヤーが獲得した威信トークンに表示されてい
る数。

 領土： 
 •  自分が支配する「通常」の領土1か所につき1ポイン

ト（征服されている開拓者ではポイントをもらえま
せん）。

 •  自分が支配するアトランティスの領土1か所につき
2ポイント（征服されている開拓者ではポイントを
もらえません）。

 獲得した発見タイル1枚につき2ポイント。

 自分が造った驚異の建造物それぞれに記載されてい
る数。「詩学」と「哲学」の発見も、タイルに記載されて
いるポイントを獲得できます。

 「絶対主義」と「都市」と「科学」と「工学」の発見は、後
述のボーナスポイントを獲得できます。

 「ケレス」のオリンポスカードの影響を受けたプ
レイヤーは、それぞれ2ポイントをマイナス。

 プレイヤーの手札にある運命カード1枚につき1ポイ
ント。

注意：資源コマと砂時計トークンでは威信ポイントは得られま
せん。

最も威信ポイントが多かったプレイヤーがゲームの勝者と
なります。同点の場合は、所有する発見タイルと驚異の建造
物の枚数が多い方を上位とします。

ヴァリアントルール
3人または5人でゲームをする場合は、以下の変更点を適用

してください：

5人プレイルール：
注意：5人プレイルールは時間がかかり、3人や4人プレイに比

べてゲームが難しくなります。3人または4人プレイでゲームに精
通してからプレイすることをお勧めします。

発展ボードにすべての発見タイルを配置します：したがっ
て、裏面が赤と緑のタイルも3枚ずつ使うことになります。プ
レイヤーが1列目（赤）と3列目（緑）の発見を入手するとき
に、ボーナスポイントの3つ目の選択肢（灰色）も選択可能
になります。

ゲーム開始時にスタートのマスのトークンが一番下のプレ
イヤーは、領土8か所の代わりに4か所をゲームで使用しな
い領土として選択します。4人プレイ時と同様に、領土トーク
ン各種1枚ずつを使います。

ゲーム開始時に受け取る資源コマは、各種1個ずつに加え
てランダムに1個加えた5個の中から、各プレイヤーはラン
ダムに1個を受け取ります。

3人プレイルール：
裏面に「4」または「5」が記載されている発見タイルを取り除
きます。取り除いたタイルはゲームでは使用しません。残り
の発見タイルを種類別に分けます：使用する黄と青のタイ
ルは2枚ずつ、赤と緑と紫は1枚ずつになります。プレイヤ
ーは発展ボードの1列目（赤）と3列目（緑）の発見を入手し
たとき、ボーナスを選択する際に灰色のボーナスは選択で
きません。
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ゲーム開始時にスタートのマスのトークンが一番下のプレ
イヤーは、領土8か所の代わりに12か所をゲームで使用し
ない領土として選択します。4人プレイ時と同様に、領土ト
ークン各種3枚ずつを使います。4人プレイ時と同様に、星
印を含む領土で、それぞれの種類の印を含む領土はいず
れか1つしかゲームで使用しない状態にできません。 

ゲームの開始時、各プレイヤーは異なる種類の資源コマ1
個をランダムに受け取ります。（余った1個は共通のストッ
クに戻します。）

発展ボード:	タイル配置の例	（4人プレイ用)	
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発見タイル

医学：コスト2ポイントの代わり
に1ポイントで、新たな開拓者
をボードに配置できる。

騎乗：このプレイヤーは砂時計
2つ分のトークンを受け取る。隣
接する陸地への移動コストは、
移動するスペースの数に関係
なくアクションポイント1だけに
なる。

神託：このプレイヤーが運命カ
ード1枚を引く必要があるとき、
山札の上から3枚の表面を見て
その中から1枚を選び、残り2枚
を表向きに捨て札にする。

冶金術、重装兵、密集方陣、戦略：これらの発見は、戦闘時の所有する
剣の数を表す。
注意：「密集方陣」は入手時に運命カード1枚を引く（この時に「神託」
の効果を適用できる）。「戦略」は剣2つである。

宗教、多神教、ヘレニズム、芸術：これらの発見は、信仰のイベントとし
て稲妻の印を得ることができる。
注意：「ヘレニズム」は入手時に運命カード1枚を引く（この時に「神
託」の効果を適用できる）。「芸術」では稲妻2つを得る。

天文学、地図： 海のスペースの移
動コストがアクションポイント1少
なくなる。
注意：これら2枚のカードの効果は
累積する。

貨幣、農業：このプレイヤーは発見を入手する際、各タイルに表示されている資源が必
要な場合、コストのアクションポイントが2少なくなる。この2つのタイルの効果は累積す
る。表示されている資源が必要な場合のみ、このアクションポイントを減らす効果を得ら
れる。白いマスの資源に充てることはできない。「貨幣」と「農業」のタイルは、それぞれ表
示されている資源が異なるものがある。先にその種類の発見を入手したプレイヤーが
好きな方を選んで入手する。

民主主義：このプレイヤーはオ
リンポスと運命カードと剣の数
が同数の場合、上位と見なされ
る。

商業：このプレイヤーは即座に
自分が選んだ資源コマ2個を
得る。

詩学、哲学：ゲーム終了時に、通常の発見タイル
1枚につき威信ポイント2に加えて、表示されて
いる威信ポイント（3または5）を得る。

外科手術：このプレイヤーは自
分の開拓者トークン2枚を受け
取り、自分の個人ストックに加
える。

建築術：このプレイヤーは星印1
つを受け取り、驚異の建造物を
造る際、アクションポイントが2
少なくなる。

都市：このプレイヤーは、ゲーム
終了時にゲームボード上にある
自分の開拓者トークン（征服さ
れているものも含む）1枚につ
き威信ポイント1を得る。

絶対主義：このプレイヤーは、
ゲーム終了時に、持っている剣
の印1つにつき威信ポイント2
を得る。

科学：このプレイヤーは、ゲ
ーム終了時に自分が所持
する発見タイル1枚につ
き威信ポイント1を得る。

工学：このプレイヤーは、星印1
つを得て、ゲーム終了時に自分
が所持する星印1つにつき勝
利ポイント3を得る。


