
文明カードのゲーム開始時のバランス調整

錬金術師は、進歩の加速に望みをかけ、運を試す。

ゲーム開始時、 を獲得する（ゲーム途中でこ
の文明を獲得した場合は獲得できない）。

収入手番（２～５）開始時、研究ダイスを振って、
このシートの出目に対応するマスに自分のキューブを配置する。そこでも
う１度振るかやめるか選ぶ。

すでに出ている目が出たら望みは絶たれ、補償として を獲得。そう
なる前にやめたなら、各出目に対応する分野を１レベルずつ上げる（報
酬は獲得しない）。いずれの結果にせよ、その後でこのシート上の全キュー
ブを除去する。

この能力の適用によって極めることができた分野ごとに 5 を得る。

錬金術師

文明シート

錬金術師
ゲーム開始時、10VPおよ

び任意の資源を２つ獲得

する。

建築士は、組織化された都市計画の構造について思案する。

プレイヤー人数が３人以上なら、ゲーム開始時、他のプレイヤー人数分
の 10 を獲得する（ゲーム途中でこの文明を獲得した場合は獲得できな
い）。

１つの区が埋まった際、区内の全収入拠点が同じ種類なら、追加で
を獲得する（ただし１軒は収入拠点がなくてはならない）。

首都で得点（ ）するたび、縦列もしくは横列の全収入拠点が同じ
種類なら 1 ではなく 2 を得る（１軒は収入拠点であること）。
ゲーム途中でこの文明を獲得したなら、すぐさま首都の２つの収入拠点
の位置を入れ替えてよい。この入れ替えを、最大で３回まで行ってもよい。

建築士

文明シート

建築士
プレイヤー人数が３人以上

なら、ゲーム開始時、他の

プレイヤー人数×10VP獲

得する。

工匠

工匠は、世界の七不思議となりうる巨
像の製作に取りかかっている。

最初の収入手番の直後、 を支払う。

この文明を獲得したなら、ただちに
を支払う（可能なら）。

首都に収入拠点を配置する際、そう
せずこのシート上に配置してもよい。
各縦列に対し、必ず空いている最下
段に配置すること（１つの列が完成
していなくても、他の列に配置してよ
い）。埋めたマスの報酬を、すぐさま
獲得する。

施設関係の報酬（例 ）に関して
は、このシート上も首都内とみなす
が、首都の列や段の完成には関係し
ない。

文明シート

工匠
最初の収入手番の直後、任

意の資源を１つ支払う。

技芸者は、社会のさまざまな分野の人々を楽しませつつ、その影響
力を広めようとする。
自分のキューブを、このシートの左端のマスに配置する。自分の収入
手番（２～５）開始時、そのキューブをつながった線に沿って、１
つ右のいずれかのマスに動かし、すぐさま対応する報酬を受け取る。
ゲーム途中でこの文明を獲得したなら、このシート上の任意のマスに
自分のキューブを配置し、その報酬を受け取る。

技芸者

文明シート

技芸者
ゲーム開始時、任意の資源

を１つ獲得する。

未来派

未来派は、格別進歩した状態で、その神秘的な文明を開始する。

ゲーム開始時、もしくはこの文明を獲得したら、全分野を４レベル
上げる（右端まで極めたらそれ以上は進歩しない）。報酬も、追加
報酬も、世界遺産も獲得しない。追加で を獲得し、 を
支払う。

文明シート

未来派
最初の収入手番の直後、文

化１つと任意の資源を１つ

支払う。

歓喜の祭司

歓喜の祭司は、しばしば愛と命に
ついて祝う。祭りはできるだけ長く
続くほうがいい。

ゲーム開始時、もしくはこの文明
を獲得したら、 を獲得する。

このシート上の各列の一番下のマ
スに、キューブを１個ずつ（計３
個）配置する。自分の収入手番（２
～５）開始時、キューブ１個を選
んですぐ上のマスに移動させ、そ
のマスの報酬を得る。

文明シート

歓喜の祭司
ゲーム開始時、任意の資源

を１つ獲得する。

神秘家

神秘家は、未来予知の能力を誇る（本当は計画が上手なだけ）。

ゲーム開始時、４つの段それぞれの数字を１つ選び、キューブを１
個ずつ配置する。各段において、条件を満たしたら を獲得する（初
回のみ）。最後の収穫手番時、ちょうど数字が合う各段ごとに 10 を
得る。

ゲーム途中でこの文明を獲得したなら、捨て札にして新たに引き直す
こと。

満たす
区の数

文明シート

神秘家
ゲーム開始時、任意の資源

を１つ獲得する。

選ばれし者

選ばれし者は、他者とは合致しない栄光を求める。下々の者は、当
惑と憐憫の対象でしかないのだから。

ゲーム開始時、他のプレイヤーの人数分の 15 を獲得する（ゲーム途
中でこの文明を獲得することはできない）。

自分の収入手番（２～５）開始時：

•	 分野ごとに、極めているか誰もあなたのレベルを超え
ていなければ、他のプレイヤー人数分の を得る。

•	 達成している達成目標の数だけ を獲得する。た
だし最後の収入手番なら、そのかわりに 5 を得る。

文明シート

選ばれし者
ゲーム開始時、他のプレイ

ヤー人数×15VPを獲得す

る。

貿易商

貿易商は、他の文明の経済活動に関与する（軍事活動に興味はない）。

ゲーム開始時、 を獲得する（ゲーム途中でこの文明を獲得し
た場合は獲得できない）。

このシートの各マスに自分のキューブを１個ずつ（計４個）配置する。

以降の収入手番（２～５）開始時、次のいずれかの条件を
満たす地域に、このシート上のキューブ１個を載せてよい：

•	 空き地域：隣接する他のプレイヤーの支配地域ごとに 1
を得る。その地域が征服されたなら、その相手に選ばれ
なかった征服ダイスの出目の報酬を、あなたが獲得する。

•	 他のプレイヤーの前哨以外なにもない地域：その地域の
報酬を獲得する（あるなら）。

このキューブは前哨の代わりであり、他のプレイヤーの前哨と
一緒に同じ地域にあるなら、誰もそこを征服できない。

文明シート

貿易商
ゲーム開始時、10VPおよ

び任意の資源を２つ獲得

する。

共栄者

共栄者は、他文明を強化し影響を与える。

ゲーム開始時 を獲得する。

自分の収入手番開始時（２～５）、次のうちいずれかを実行する：
・他のプレイヤーの前哨が１軒だけある（かつ他になにもない）任

意の地域１つに、自分の前哨を置く。これは征服アクションとはみ
なさず、どちらの前哨も立ったままとなる（両者が支配していると

みなす）。（可能なら）その地域に描かれている報酬を得る。その地域

にはトークンが２つ置かれるため、もう征服されることはない。ただしこ

れによって「中央島の征服」の目標を達成することはできない。

・自分のキューブ１個を他のプレイヤーの首都である地域に置く。そ
のプレイヤーがまだ地図ボード上に置いていない前哨１軒につき

1 を得る。その地域に置かれた自分のキューブが３個目なら、
新たな文明を獲得する。

新たな文明を獲得する時、文明シートを３枚引いて１枚選ぶ（他は捨て札

にする）。

PP

文明シート文明シート

共栄者
最初の収入手番の直後、任

意の資源を１つ支払う。

密偵

密偵は、隣国から情報を盗み取るために偽装と策略を用いる。

自分の収入手番開始時（２～５）、下記の選択肢から、まだ選択してい
ないものを１つ選び、右下のマスにキューブ１個を置くことができる。そう

したなら、隣接するプレイヤーのうち１人を選び、そのプレイヤーから対応

する報酬を得る。そのとき密偵は、選ばれたプレイヤーの手札の錦旗カー

ドの内容を確認できる（相手は応じなければならない）。

その隣人の収入シート上の

錦旗カード１枚に記されて

いる「プレイ時：」

の報酬を得る。

いずれか１つの進歩トラッ

クで、その隣人のキュー

ブがあるマスの報酬を得る

（追加報酬なし）。

その隣人の手元にある地域

または宙域タイル１枚に記

されている報酬を得

る。

その隣人の技術カード１枚に

ついて、現在の段に対応す

る報酬を得る（世界遺産は

得られない）。

PP

文明シート文明シート

密偵
最初の収入手番の直後、任

意の資源を１つ支払う。

鋳掛屋は、時間と技術を極めし者である。

ゲーム開始時、鋳掛屋以外の各プレイヤーは の山の上から１枚獲得し、

各自の一番下の段に配置する。ただし最初の収入手番では、その はアッ

プグレードできない。

自分の収入手番開始時（２～５）、下記の選択肢から、まだ選択してい
ないものを１つ選び、右下のマスにキューブ１個を置くことができる。そう

したなら、そこに記されている内容を実行する。

進歩トラック上にある自分の
キューブ１個を選ぶ。そのキュー
ブのあるマスの進歩コス
トに等しい資源を得る。

任意の進歩トラックで、自分の
レベルをちょうど２レベル下げる。
そのマスの報酬と（あるなら）追
加報酬を（コストを払え
ば）獲得できる。

任意の進歩トラックで、自分よりも先に
あり、かつ最も近い他のプレイヤーのレ
ベルまで、自分のレベルを上げ、
そのマスの報酬は獲得できるが、
追加報酬は獲得できない。

任意の進歩トラックで、追加報酬がある
次のマスまでレベルを上げる。その追
加報酬を、コストを支払わずに獲得する。
報酬や、通過した際の世界遺
産は獲得できない。

鋳掛屋

PP

文明シート文明シート

鋳掛屋
最初の収入手番の直後、任

意の資源を２つ支払う。

宝探しは、あらゆる場所で富を求め、他文明から奪われぬよう貴重品を守る。

ゲーム開始時、このシートの上の各マスにキューブを１個ずつ計４個を置
き、 を得る。

自分の収入手番開始時（２～５）、自分が支配する地域に隣接し、空い
ており、種類が下記に対応してする地域に、このシート上のキューブ１個

を移すことができる（これは征服アクションとはみなさないが、支配するこ

とになる）。

宝探し

荒野： を獲得し、黒の征

服ダイスを２回振り、どちら

かの出目の報酬を選んで得る。

山岳： を獲得し、両方の

征服ダイスを振り、両方の出

目の報酬を得る。

草原： を獲得し、研究ダ

イスを２回振り、どちらかの

出目の報酬を選んで得る。

森林： を獲得し、赤の征

服ダイスを２回振り、両方の

出目の報酬を得る。

PP

文明シート文明シート

宝捜し
最初の収入手番の直後、任

意の資源を２つ支払う。

功利主義者

功利主義者は、進歩の証としてただ記念碑を立てるだけでは満足しない。

ゲーム開始時、ランクII の世界遺産１軒を選び、自分の首都に配置する。
このシート上に自分のキューブ２個を置く（うち1個は、選んだ世界遺産

のアイコン上）。下記の世界遺産を得るたび、自分のキューブ１個をこのシー

ト上の対応するアイコン上に置く（または他から移す）ことができる。キュー

ブがある能力が有効となる。

ゲーム途中でこの文明を獲得したなら、このシート上のアイコンのうち、保

有している世界遺産２軒までに対応するものの上に、ただちにキューブを

置くことができる。

鍛冶場： を一番上の段にアッ
プグレードするたび を得る。

兵舎：征服するたび、赤ダイ
スの出目の報酬を得る（その
出目を選んでいたとしても）。

灯台：進歩手番のたびに１回、
を支払って を得るこ

とができる。

薬種屋：他の世界遺産を獲得
するたび を得る。

ゴム工場： の分野のランク
III か IVでレベルを上げるたび

4 を得る。
戦車工廠： の分野のランク
III か IVでレベルを上げるたび

4 を得る。
鉄道駅： の分野のランク
III か IVでレベルを上げるたび

4 を得る。
研究所： の分野のランク
III か IVでレベルを上げるたび

4 を得る。

PP

文明シート文明シート

功利主義者
最初の収入手番の直後、任

意の資源を１つ支払う。

2020 年７月／ 2021 年１月／ 2022 年４月 追記

これらは、 ゲームの開始時 （もしくは最初の収入手番の直後）に適用される効果です。

ゲームの途中で獲得した場合には、 適用しないでください。

この表にない文明カードには、 バランス調整はありません。

バランス調整は、 今後も何度か繰り返される可能性があります。 随時更新させていただきます。
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