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今日、新しい大鍋が届いた。ついに、僕の研究室が完成したぞ！
このために、何日もかけて材料を集め、乾かしていたんだ。さて、

どれから混ぜてみる？
強い予感を感じるのは、大

おおがらす

鴉の羽根とマンドラゴラの根っこ
を混ぜること。でも、彼らは言ったっけ、カエルを使うのが手堅
い方法だと。だけど、彼らが何を知ってるというんだ？　ここは
僕の研究室で、これは僕の研究だ。僕が論文を発表したら、皆
が僕のあとに続くんだ。錬金術学者の中で、最も知性あふれる
男が僕だって、皆に証明してみせようじゃないか！
さあ、炎の精霊を呼び出し、仕事を始めよう。知識や富と名
声は、この濁った大鍋の奥底で、必ず見つかるはずだ！

★ゲームの概要
このゲームは、８種類ある材料カードが、８種類のうちどの構成要素に対応するかを推理
するゲームです。
それを知るために、それぞれの材料カードを組み合わせ（混ぜて鍋で煮て）、魔法薬を製
造して試し、それぞれの材料の構成要素について、ヒントを得てゆきます。
ある材料カードがどの構成要素トークンに対応するかを見極めたと思ったら、他のプレイ
ヤーに先んじて論文を発表しましょう！　そうすれば名声ポイントや勝利点、場合によっては奨
学金が得られます。
名声ポイントはそのまま勝利点に変換されます。ゲームは６ラウンド行い、そこで終了しま

す。ゲーム終了時に、勝利点を一番多く獲得しているレイヤーがゲームに勝利します。
ゲーム中、プレイヤーは冒険者のために魔法薬を作ったり、論文を発表したりして、名声
ポイントを得てゆきます。時には冒険者に誤った魔法薬を売ってしまったり、プレイヤーの論
文が論破されたりして名声ポイントを失うこともあります。また、ゲーム中に売られている魔
法のアーティファクトは絶大な効果を持ち、あるものはゲーム終了時に勝利点となります。
このゲームでの実験（魔法薬の製造）の判定は、スマートフォンのアプリで行います！　プ
レイヤーの誰か１人、または複数がAndroid や iphone、または各種タブレットを持ってい
れば、そこでアプリを走らせ、全員が使うことができます。またアプリを使用するかわりに、（ゲー
ムに参加しない）ゲームマスターがコンポーネントに含まれるボードを使って、ゲーム中の判
定を行うこともできます。

お買い上げの皆様へ　必ずお読みください
●小さな部品があります。口の中へは絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
●３歳以下のお子様には絶対に与えないでください。また使用後は
３歳以下のお子様の手の届かない場所に保管してください。

対象年齢 : 13 歳以上
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ああ、新入クンか。ご機嫌いかがかな。化学の炎で
心を燃やせる者なら、いつでも歓迎するよ！
自然界の秘密を解き明かす準備はできているかな？　

そして、その成果によって皆の尊敬と賛同を勝ち取る
準備は？
よし、若いの。こいつには時間がかかるぞ！　忍耐と、
そして研ぎ澄まされた心がたっぷり必要なのだ。まずは
簡単なところから始めよう。森を歩いて、見つけた材料
を混ぜ合わせてみなさい。ほら、キノコがあるぞ。こっ
ちにはカエルがいる。材料を見つけたら、次に必要な
のは完全装備の錬金術研究室だ！　その準備ができる
まで、待ってあげよう。

★スマートフォンを使う場合
このゲームをスマートフォンやタブレットを使って遊
ぶ場合、下図のＱＲコードを読み取れば、自動的にダ
ウンロードサイトに飛ばされます。そこでアプリをダウ
ンロードしてください。アプリは無料です。課金もあり
ませんので、安心してお使いください。また、日本語
に対応しています。

ダウンロードが済んだらアプリを実行し、最初に「ゲー
ムコードを入力」と記されたボタンをタップしてくださ
い。任意のゲームコードを入力するよう要求されたら、
任意の英文字４文字を、１文字ずつ入力します。以降
のルールブックの説明のために、ここでは必ず「ＤＥ
ＭＯ」と入力してください。
また、複数のプレイヤーが同時にアプリを使うときは、
必ず全員のアプリのバージョンを合わせてください。
なお、このゲームはアプリを使わずに遊ぶこともでき

ます。その場合は、次のページの「ゲームマスターボー
ド」の項を参照してください。
また、アプリのかわりにインターネットの、ウェブ上
のソフトを使って遊ぶこともできます。その場合、次の
サイトにアクセスしてください。
http://gserver.czechgames.com/alchemy/

★材料を混ぜる
準備はできたかね？　では、選んだ材料を大鍋にブ

チ込んで、色が変わってくるまで鍋をかき回すのだ。
このゲームでは、手札の材料カード２枚をアプリで
スキャンすれば、その２枚を混ぜた結果が出てきます。
さあ、アプリの「自分で飲む」ボタンをタップして、 
次の段の上の図（２枚の材料カード）をスキャンして
みてください。
カメラの精度や光の方向などによっては、角度をい

ろいろ調整する必要があるかもしれません。この２枚
のカードの図をカメラが認識し、その通りにアプリに表
示されていれば、「これでいい」ボタンをタップしてくだ
さい（間違ったカードが表示されたら、「←」をタップ
してください）。

が表示されたね？　おめでとう！　君は材料を混
ぜ、結果を得ることができた。　
さて、どうしてこういう記号が出るのかと思っている
ね？　実は非常に簡単な計算式によって導き出された
結果なのだ。次に、２種類の材料を混ぜたときの計算
式について、簡単に説明しよう。

★材料の構成要素

材料は全部で８種類あり、それぞれ
が１つの構成要素トークンに対応してい
ます。同じ構成要素をもつ材料はありま
せん。１つの材料は、必ずどれかの構
成要素トークンからなっているのです。
１つの構成要素トークンは、３色（赤・青・緑）の
元素からなっています。それぞれの元素は、大か小の
ものになります。また、それぞれの元素は「＋」か「ー」
か、どちらかの記号になります。
２つの材料を混ぜ合わせたとき、それぞれの構成要
素の元素が合体し、１つの「魔法薬」が完成します。
完成した魔法薬は次の６種類のうちのどれか、または
役に立たない「無能力薬」（後述）になります。どの
魔法薬が完成したかが、それぞれの材料の構成要素
がどれかを解く手がかりになります。

狂気知恵麻痺敏捷毒体力増強

はい、ここで秘密を教えます。下の図を見てください。
それぞれの材料の構成要素トークンを確認してみましょう。

+ ==+ ==

それぞれの構成要素トークンの元素が反応するの
は、「同じ色」の「大」「小」の元素で、しかも記号「＋かー」
が同一のものだけなのです！　それ以外のものは反応し
ませんので無視してください。
そして、その「同じ色」の「大」「小」の元素で、

しかも記号「＋かー」が同一のものが、材料を混ぜ
た結果の「魔法薬」となるのです。
前の段の下の図の左の式を見てください。左側の
構成要素には「大の赤」「小の緑」「小の青」があり、
右側の構成要素には「小の赤」「小の緑」「大の青」
があります。同じ色で大小の元素があり、かつ同じ記号
（「＋」）のものは「赤」しかありません（青は大小が
ありますが、その記号は異なります）。ですので、材料
を混ぜた結果は「赤の＋」の魔法薬となるのです。
お試し問題１
さて、理解できたか試すために、次の問題を解いて
みよう。「サソリ」と「鳥の足」を混ぜようとしている。
それぞれの構成要素は図の通り。混ぜた結果、どの魔
法薬ができると思うかね？
答えはアプリで確認してください。

★混ぜた結果から推理する
実は材料を混ぜて作った魔法薬から、元のそれぞれ

の材料の構成要素について推理することができるのだ。
どうやって推理すればいいかって？　そのやり方を教え
てあげよう。
さて、このページで一番最初に、「キノコ」と「カエル」
を混ぜて、 の魔法薬を得ました。ところで、この結
果になる場合は、実は次の４種類のみなのです。

つまり、「キノコ」および
「カエル」は必ず、次
の４種類の構成要素の
うちの１つであるはずな
のです。ということは、
それ以外の構成要素は
ありえないということにな
り、リストから消去でき
ます。構成要素の種類
数は、材料と同じ８種

類ですから、これで可能性の半分を消去できたという
ことになります。

いかにして構成要素を推理するか（錬金術の基本原理）いかにして構成要素を推理するか（錬金術の基本原理）いかにして構成要素を推理するか（錬金術の基本原理）

+ =

+ =

+ =

+ =

構成要素トークン
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考え方は簡単です。「赤の＋」の魔法薬は、両方の
材料の「赤の元素」が、共に（大と小の）「＋」であ
るときしか発生しません。
ですからこの場合、大小に関わらず、「赤のー」が
含まれた構成要素をすべて消去すればいいのです。単
純な消去法ですね。

錬金術師として成功したければ、実験結果を必ずノー
トに記すこと。トに記すこと。

この三角形のボード、実験結果ボードには、自分が
得た結果のトークンをはめ込みます。選んだ材料が交
差する場所にトークンをはめ込んでください。上図の例
では、「キノコ」と「カエル」の交差したマスに のトー
クンをはめ込んでいます。
上図では実験結果ボードの下に、推理シートが置か

れています。推理シートには自由に鉛筆等で記入してく
ださい。思いついたことを文字で記しても結構です。
前述したとおり、材料を混ぜて得られた魔法薬（赤

の＋）により、「キノコ」も「カエル」も「赤のー」を
含んでいないことが分かりました。ですので、推理シー
トで「赤のー」が含まれた構成要素すべてに×印をつ
けました。

★無能力薬
それぞれの材料にはたった１つだけ、混ぜ合わせて

も何も反応しない材料が存在する。要するに、性格の
不一致ってヤツだ。こういう材料を混ぜたら、なんの力
も持たない薬ができるだろう。薬としては役立たずだが、
そこそこ美味しいスープとしては飲めるかもな。
それぞれの材料の構成要素の元素が、１つも反応

しなかった（同じ色の大小の元素で、記号が同じもの
がなかった）場合、「無能力薬」 が完成します。

+ =

+ =
だからといって落胆するものではない。むしろ感謝す
べきなのだ。意外かもしれぬが、これは貴重な情報に
なるのだ。どうしてだって？　考えてみたまえ。

考えるヒント：
・推理シートの各列を確認してください。上から２段ず
つの組み合わせで、地の色が濃くなったり薄くなった
りしています。この地の色が同じ２段の材料を組み合
わせると、無能力薬ができるのです！
・それぞれの材料には必ず１つだけ、無能力薬ができ
る材料が存在しますが、それ以外では必ず何らかの
色の、何らかの記号の魔法薬が完成します。
・同じ大きさの元素どうしは反応しません。大きさが違
うが、記号も違う元素どうしも反応しません。大きさ
が違い、記号が同じ元素どうしのみ反応するのです。
お試し問題２
さあ、次の問題です。「鳥の爪」がどの構成要素な
のかは分かりました。では、「鳥の爪」と「カエル」を
混ぜ合わせてみましょう（アプリで確認してください）。
その結果できた魔法薬から、新しい推理が導き出さ
れるはずです。さて、「カエル」の構成要素はなんでしょ
うか？

自分で入力する
このゲームでは、アプリを使うときにはカメラでスキャ
ンして使うことを強く推奨していますが、カメラの調子
が悪いなどの理由で、カメラを使いたくない場合は、
手で入力することも可能です。
そうしたい場合、アプリの開始画面の右下に記され
た歯車のマークをタップしてください。設定画面に入る
はずです。その画面の、「自分で入力」をタップしたの
ち、画面下の「これでいい」をタップしてください。開
始画面に戻ったら、「ゲームを続ける」をタップすれば、
メイン画面に進めます。

ウェブを使う
前述しましたが、インターネット回線さえあれば、ウェ

ブにアクセスしてプログラムを使うこともできます。ただ
し、当然ですがこちらではカメラによるスキャンが対応
していないので、手で入力することになります。

前述しましたが、スマートフォンやＰＣなどを使わずに、このゲームを遊ぶこともで
きます。ただし、そのためにはプレイヤーとしては参加しないゲームマスターが１人必
要になります。
ゲームマスターはゲーム開始前に、誰にも見えないようにして、８枚の材料タイル
をランダムにゲームマスターボード下部にはめ込みます。
材料タイルの下に記された絵が、その材料の構成要素となります。また、材料タイ

ルの上部には、それぞれの材料を混ぜ合わせたときに、どんな魔法薬ができるかが
記されています。
ゲームマスターボードはアプリのかわりとして働きます。ゲームマスターはこのボー

ドの内容をゲーム中、他のプレイヤーに見えないように管理し、プレイに応じてプレ
イヤーのカードを確認し、ゲームマスターボードで判定して皆に結果を告げます。
例えばプレイヤーが材料を混ぜ合わすときには、そのプレイヤーから２枚のカード

を（他のプレイヤーが内容を確認できないようにして）受け取り、どんな魔法薬がで
きたかを全員に告げてください。そののち、受け取ったカードを裏向きにして捨てます。
もしもプレイ中にスマートフォンのバッテリーが切れそうになったら、プレイヤー以
外の誰かをゲームマスターとして指名し、次の方法でプレイを続けることができます。
ゲームマスターは密かに、アプリのメイン画面の上部にある「最終ラウンド」をタッ

プします。続いて、その下に現れる「答えを見る」をタップします。そこで「本当に
答えを見ますか？」と記されたウインドウが出ますので、「はい」をタップしてください。
すると、すべての材料の構成要素がなんであるかの図が出ます。
ゲームマスターはそこに記されたとおりに、８枚の材料タイルをゲームマスターボー

ドにはめ込み、それが終わったら、中断していたゲームを続けます。

ゲームマスターへの助言：
ゲームマスターは、この見開きに記されたルールを読み、材料、構成要素、魔法
薬（および無能力薬）について理解してください。可能ならこの見開きに記された
３種類の材料カードのセットをアプリで確認し、
ゲームマスターボードで同じ結果が出るかど
うかを調べてください。

★ゲームマスターボード

ゲームマスターボード

材料タイル

実験結果ボード

推理シート
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ゲームの準備ゲームの準備ゲームの準備

上級モードと 新人モード
プレイヤーはこのゲームを、新人モードもしくは上級
モードのどちらかで遊ぶことができます。
初めてこのゲームを遊ぶときは、新人モードで遊ぶこ

とを強く推奨します。こちらのほうがルールが簡単で、
プレイヤーに対する評議会の評価は、より緩くなります。
それでも十分に、このゲームは楽しめるはずです。
この見開きに記されたゲームの準備においても、新
人モードと上級モードでは異なる箇所があります。その
違いについては、それぞれの項で説明してありますの
で注意してください（18ページの「新人モードと上級
モードの差異」には全体のまとめがあります）。

２～３人で遊ぶ場合と４人の場合
ゲームボードは表裏の両面に印刷されています。こ
の見開きの例では、４人で遊ぶ場合の面を使っていま
す（裏面は、２～３人で遊ぶ場合の面となります）。

冒険者タイル
置き場

冒険者タイル（６枚）の準備
冒険者タイルをまとめてよくシャッフルして伏せ、冒険者タイ
ル置き場のそばに山として積みます。その山の中からランダム
に１枚を選び、その表を見ずにゲームの箱の中にしまってくだ
さい（このタイルはゲームに使いません）。
次に、その山の一番上のタイルだけをめくって表にし、その
山の上に置いてください。

さて、錬金術師の仕事は、ただ材料を混ぜること
だけに非ず。錬金術師の仕事は永続的に知識を探求
すること……のはずだが、実は真に欲しているのは
世俗の名誉だ。自分の仕事で世界に足跡を残してみ
たい、というのが本心なのだ。
だがそれはたやすいことではない。そのためには、
誰よりも先に自分の論文を出版して、世界に発表しな
ければならない。または他人の論文の欠点を発見し、
それを論破するのもいいだろう。さもなくば、売り切
れる前に高価なアーティファクトを買ってしまうとか。
分かっているだろうが、お前だけがこの街にいる錬
金術師ではないのだぞ。

アーティファクト購入アクション

冒険者に売るアクション 錬金変成アクション

評議会タイル（２枚）の準備
新人モードで遊ぶときは の面

を、上級モードで遊ぶときは の面
を使います。すべての評議会タイルを
確認し、遊ぶモードの面にしてください。
評議会タイルは冒険者タイルの山

の中に入れます。 が描かれた
タイルを、山の上から３枚目に入れ、

が描かれたタイルを、山の下
から2枚目に入れてください。

生徒で試す
アクション

論文の発表アクション論破アクション

材料を混ぜて判定したあと、
あなたは両方のカードを捨て
る代わりに片方のカードだけ
を捨てる。どちらのカードを捨
てるかは、他のプレイヤーが
ランダムに決める。

の

あなたが次に買うアーティファ
クトカードの値段は２ゴール
ド下がる。それ以降は１ゴー
ルド下がる。

ー

あなたのアクションキューブ
が１個以上置かれているアク
ションを１つ選ぶ。全員がそ
のアクションを行ったあと、も
う一度そのアクションを行う。
これは１ラウンドに１回しか行
えず、「冒険者に売る」アクショ
ンでは行えない。

韋駄天のブーツ

アーティファクト置き場

生徒で試す
アクション

韋駄天のブーツ韋駄天のブーツ

※ゲームを始める前、この見開きページで解説するゲームボード、発表会ボードのほかに、次の見開きページで解説する
討論ボード、および各プレイヤーの持ち物を準備する必要があります。
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即時効果：あなたは名声ポイ
ントを５点得る。

の

即時効果：あなたは山から材
料カードを７枚引く。これ以
降、順番表の材料のアイコン
が描かれたマスにマーカーを
置いても、あなたは材料カー
ドを引くことはできない。

の

あなたは「論文の発表」「論
文の支持」を行うたびに、追
加で名声ポイント２点を得る。

の

最終ラウンドの「発表会」で
は、成功した魔法薬に使った
材料カードを別に置いておく。
ゲーム終了時にこのカードで
得点するとき、それらの材料
カードについて、各タイプに
つき１点の勝利点を得る。

ゲーム終了時、正しい論文に
あなたが置いた印章１個につ
き、あなたは１点の勝利点を
得る。

の

即時効果：あなたは１～８
ゴールドを支払う。そして支
払ったゴールドの額に等しい
名声ポイントを得る。

の

順番マーカー
（薬ビンマーカー）
次のページで説明しま

すが、プレイヤーは自分
の選択した色の、薬ビン
の形をしたマーカー（以
降、薬ビンマーカー）を
２個受け取ります。そのう
ちの１つが順番マーカー
になります。

アーティファクトカード
アーティファクトカードは、裏面に記され
たローマ数字（ 、 、 ）ごとに分け、
それぞれよくシャッフルして伏せ、山を３つ
作ります。

の山からランダムに３枚のカードを引
き、表にしてゲームボードの「アーティファ
クト置き場」に置きます。残った の山は
ゲームに使いませんので、ゲームの箱の中
にしまいます。
次に の山からランダムに３枚のカー

ドを引き、表にして並べます（残りの
の山の右側に並べればいいでしょう）。同様
に の山からもランダムに３枚のカード
を引き、表にして並べます（右図参照）。
アークライト注： の山と同様、残りの と

の山はゲームに使いませんが、右図
のように目印として使うことを推奨します。

材料採取アクション
材料置き場

麻痺状態の錬金術
師のマーカー置き場

材料カード置き場
材料カードをまとめて

よくシャッフルし、裏向
きの山として積みます。
その山の上から５枚を
取って、すべて表向きに
して材料置き場に置き
ます。残りの山は、この
材料カード置き場に置
きます。

（プレイの）順番表

病院マス

ゴールド置き場
（「銀行」と呼びます）

結果トークン置き場

未使用
キューブマス

ラウンド終了時の
進行表

評議会マス

自分で飲むアクション生徒で試す
アクション

順番マーカー

   

   

   

材料を混ぜて判定したあと、
あなたは両方のカードを捨て
る代わりに片方のカードだけ
を捨てる。どちらのカードを捨
てるかは、他のプレイヤーが

ののの

あなたが次に買うアーティファ
クトカードの値段は２ゴール
ド下がる。それ以降は１ゴー
ルド下がる。

ーーー

あなたのアクションキューブ
が１個以上置かれているアク
ションを１つ選ぶ。全員がそ
のアクションを行ったあと、も
う一度そのアクションを行う。
これは１ラウンドに１回しか行
えず、「冒険者に売る」アクショ

韋駄天のブーツ韋駄天のブーツ韋駄天のブーツ

あなたのアクションキューブ
が１個以上置かれているアク
ションを１つ選ぶ。全員がそ
のアクションを行ったあと、も
う一度そのアクションを行う。
これは１ラウンドに１回しか行
えず、「冒険者に売る」アクショ
ンでは行えない。

韋駄天のブーツ

助力カード置き場

発表会ボード
このボードは最終ラウンドにのみ使います。それま
で、どこかゲームボードのそばに置いてください。

ラウンド終了時の

評議会マス

自分で飲むアクション

てるかは、他のプレイヤーが
ランダムに決める。

ルド下がる。 これは１ラウンドに１回しか行
えず、「冒険者に売る」アクショ
ンでは行えない。
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★プレイヤーの研究室

アクションキューブ 
プレイヤーの人数により、プレイヤーが持つアクショ
ンキューブの数が変わります。
・２人の場合：６個
・３人の場合：５個
・４人の場合：４個
使わないキューブはゲームの箱の中にしまってくださ

い。
プレイヤーの人数に関わらず、最初のラウンドで使え

るアクションキューブは、３個だけとなります。最初のラ
ウンドで使えないキューブはすべて、ゲームの準備のと
き用意した、冒険者タイルの山の上に載せてください。
冒険者タイルは最初のラウンドでは使いませんので、そ
のための目印にもなります。

プレイヤーボード

奨学金タイルは
ここに置きます。

自分のゴールドは
ここに置きます。

ここに自分が作った種類の
魔法薬を置きます。

公開するもの
プレイヤーの受け取ったプレイヤーボードと、そこに
載るものは、公開情報です。このボードには自分がど
の種類の魔法薬を作ったかを示すトークン、自分が得
た奨学金タイルのすべて（裏向き）、自分の持つすべ
てのゴールドが載ります。
また、プレイヤーの持つアーティファクトカード（表
にして置かれます）、また手札のカードの種類と枚数、
印章トークンの数も公開情報となります。

公開しないもの
手札の材料カード、助力カードの内容、ゲームボードにプレイさ

れた印章トークンの内容、大鍋ボードに置いて実験中の材料カード
の内容、各自が記入した推理シートの内容は他のプレイヤーに公開
しません。捨て札となった材料カードの内容も同様です。

材料カード
ゲーム開始時に、各プレイヤーはプレ
イのレベルによって指定された枚数の材料
カードを、山から引いて手札にします。
新人モード：３枚
上級モード：２枚

競りカード
「冒険者に売る」アクション（11ペー
ジ参照）で使います。

あなたの研究室の組み立て方

このカードの上にアクション
キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。

助力カード
ゲーム開始時に、各プレイヤー
は助力カードを２枚引き、そのうち
の１枚を手札にし、残りの１枚を
捨て札にします。

キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」

このカードの上にアクション

アクションを予約するときに
実行する。

このカードの上にアクション
キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。

キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売このラウンド中、「冒険者に売
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。
キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。アクションを実行できる。

あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

ンを最初
に行う場

合、１ゴ
ールド

を得る。
そうでな

い場合、
あたかも

あなたが
最初にこ

のアクシ
ョンを行

うかのよ
うに、３

つの魔法
薬のマス

から１つ
を選択す

ることが
できる。

あなたの
手番中

、

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

行うとき
に実行

する。キューブを１個置く。あなたは

行うとき
に実行

する。キューブを１個置く。あなたは
このカードの上にアクション
キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売
る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。

アクションを予約するときに
実行する。

あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

あなたは
「冒険者

に売る」
アクショこのラウンド中、「冒険者に売

あなたは
「冒険者

に売る」
アクショこのラウンド中、「冒険者に売

る」アクションの直前に、この
あなたは

「冒険者
に売る」

アクショ

る」アクションの直前に、この
キューブを使って「自分で飲む」あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

キューブを使って「自分で飲む」
ンを最初

に行う場
合、１ゴ

ールド

ンを最初
に行う場

合、１ゴ
ールド

ンを最初
に行う場

合、１ゴ
ールドる」アクションの直前に、この

ンを最初
に行う場

合、１ゴ
ールドる」アクションの直前に、この

キューブを使って「自分で飲む」
ンを最初

に行う場
合、１ゴ

ールド

キューブを使って「自分で飲む」
アクションを実行できる。ンを最初
に行う場

合、１ゴ
ールド

アクションを実行できる。
を得る。

そうでな
い場合、

あたかも

を得る。
そうでな

い場合、
あたかも

を得る。
そうでな

い場合、
あたかもキューブを使って「自分で飲む」

を得る。
そうでな

い場合、
あたかもキューブを使って「自分で飲む」

アクションを実行できる。
を得る。

そうでな
い場合、

あたかも

アクションを実行できる。

あなたが
最初にこ

のアクシ
ョンを行

あなたが
最初にこ

のアクシ
ョンを行

あなたが
最初にこ

のアクシ
ョンを行アクションを実行できる。

あなたが
最初にこ

のアクシ
ョンを行アクションを実行できる。

うかのよ
うに、３

つの魔法
薬のマス

あなたの
手番中

、
あなたの

手番中
、

あなたの
手番中

、
このカードの上にアクション

あなたの
手番中

、
このカードの上にアクション
キューブを１個置く。あなたはあなたの

手番中
、

キューブを１個置く。あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

ンを

「冒険者
に売る」

アクショ
ンを

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

キューブを１個置く。あなたは
「冒険者

に売る」
アクショ

ンを
キューブを１個置く。あなたは

行うとき
に実行

する。

行うとき
に実行

する。

行うとき
に実行

する。キューブを１個置く。あなたは

行うとき
に実行

する。キューブを１個置く。あなたは
このラウンド中、「冒険者に売行うとき
に実行

する。
このラウンド中、「冒険者に売

このカードの上にアクション

アクションを予約するときに

このカードの上にアクション

アクションを予約するときに
実行する。

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

「冒険者
に売る」

アクショ
ンをこのカードの上にアクション

印章トークン
討論ボードで使用します。

大鍋ボード
プレイヤースクリーンの上に乗っているのが大鍋ボード
ですが、扱いにくい場合は大鍋ボードを別の場所に置い
てもかまいません。
ですが、扱いにくい場合は大鍋ボードを別の場所に置い

実験結果
ボード

推理シート

大鍋ボードの底の
フチを少し持ち上げ
てください。実験のと
き、そこに２枚の材
料カードを載せて、ス
マートフォンでスキャ
ンします。決して切り
取らないでください。

アークライト注：実験結果ボードについては、図のように立てかけるように組み立てるのではなく、プレイヤースクリーンの手前に平置きするほうが使いやすいかもしれません。

ゲームを始める前に、プレイヤーはそれぞれ担当色と
して任意の色をひとつ選び、次のものを受け取ります。
・選んだ色の薬ビンマーカー　２個
・選んだ色の競りカード　４枚
・選んだ色の印章トークン　11枚
・選んだ色の実験結果ボード、大鍋ボード、プレ
イヤースクリーン（下図のようにこの３つを組み
合わせてください）

・推理シート　１枚
・選んだ色のプレイヤーボード　１枚
・２ゴールド
・アクションキューブ　４～６個（後述）

・助力カード　２枚（後述）
・材料カード　２～３枚（後述）

大鍋ボード
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アプリを使ってゲームを行う場合、ゲーム開始前にア
プリを実行し、「新人モード」または「上級モード」の
どちらでプレイするかを決め、そのボタンをタップしてく
ださい。
もしもスマートフォン１台を複数のプレイヤーが使う
ならば、その後、「新しいゲーム」のボタンをタップし
てください。ゲームコードがランダムに選択され、その

結果、材料と構成要素の組み合わせがランダムに決ま
ります。
複数のスマートフォンを使って遊ぶときは、すべての

アプリが同じ答えを出すようにしなければなりません。
その場合、「新しいゲーム」ではなく「ゲームコードを
入力」のボタンをタップしてください。すると、４文字
のアルファベットの入力が求められます。その場で任意

の４文字を決め、ゲームに使用するすべてのスマート
フォン／タブレットに、その同じ文字をゲームコードと
して入力してください。
例えばプレイの途中にスマートフォンのバッテリーが
足りなくなったなどのときにも、「ゲームコードを入力」
でプレイしていれば、同じコードを使って他のスマート
フォン／タブレットを使えばゲームを続けられるので、
一般的にはこちらをおすすめします。

★討論ボード

★アプリの初期化 （複数のアプリを使うときは必ずバージョンを確認してください）

対立トークン
これらのトークンは上級モードでしか使いませ
ん。新人モードのときは、これらのトークンはゲー
ムの箱の中にしまってください。

仮親マーカー
このマーカーを持っているプレイヤーが仮親になり、各ラウン

ド開始時の「このラウンドでの順番決め」を最初に行います。
このマーカーは各ラウンド終了時に、時計回りで左隣のプレイ
ヤーに移ります。
ゲーム開始時には、最も最近に「研究室」を訪れたプレイヤー
がこのマーカーを受け取ります。またはじゃんけん等で、このマー
カーをもらうプレイヤーをランダムに決めてもかまいません。

名声マーカー
（薬ビンマーカー）
各プレイヤーは（討論ボー

ドの外周にある）名声トラック
の、「10」の位置に自分の薬
ビンマーカーを１個置きます。
この数字は現在のプレイヤー
の名声値を表しています。

奨学金タイル
図のように配置してください。

構成要素トークン
前述したとおり、これら８個あるトークンは、
８種類ある材料に、１対１で対応します。
これらのトークンは、討論ボードのそばにまと
めて置いてください。

図のように配置してください。
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ゲームのラウンドゲームのラウンドゲームのラウンド
このゲームはラウンドを繰り返して進行します。６ラウンドが終了したらゲームが終了、そこで最終得点を行い、勝利者を決定します。
各ラウンドは次の順番で解決してゆきます。
１．プレイの順番を決める
２．アクションの予約
３．（予約した）アクションの実行
４．ラウンドの終了
最初に、このラウンドをプレイする順番を決めます

（１）。
次に、決まった順番で各プレイヤーは自分のやりた

いアクションを予約します（２）。
全員の予約が終わったら、それぞれのアクションの
解決を行います（３）。
すべてのアクションが終わったら、ラウンドが終了し

ます。ここで得点したり、次のラウンドの準備を行った
りします（４）。
以降のルール説明では、スマートフォンを使用する
前提で解説します。ゲームマスターを使って遊ぶなどの
場合は、それぞれ読み替えてください。

★１． プレイの順番を決める
１日の始まりとして、森を楽しく散歩しながら魔法薬

の材料を探すのもいいだろう。また、町の周りにいる人々
に助力を頼んでもいい。それを決めるのは、もちろん
君だ。

　仮親マーカーを持っているプレイ
ヤーから時計回りの順番で、各プレイ
ヤーは自分の順番マーカーを、ゲーム
ボードの順番表（左図参照）のうちの
任意のマス（そのマスの左側の色の濃
い場所）に置きます。
この順番表で、このラウンドのプレ
イの順番が決まります。基本的には順
番表で上から下への順番で、プレイが
行われます（正確には、各アクション
での優先権をもらえます）。
ただし、下のほうのマスに置くほう
が、より多くのボーナスをもらえます。

ボーナスとは、順番表のマスに記されたアイコン（２
種類。袋と人の絵。後述）です。
プレイヤーは順番マーカーを順番表に置くとき、す
でに他のプレイヤーがマーカーを置いているマスに置く
ことはできません。
また、一番下の緑色のマス（麻痺マス）にも置くこ

とはできません。このマスは以前のラウンドで、誤って
「麻痺」の薬 を飲んでしまったプレイヤーが、自分
のマーカーを置くマスです（10ページ参照）。
ゲームボードの裏側、２～３人で遊ぶ場合の面で
は、順番表のマスのうち１箇所に「３」と数字が記さ
れています。この数字の記されたマスは３人で遊ぶ場
合のマスです。２人で遊ぶ場合は使いません。
続いて他のそれぞれのマスの詳細を解説します。

ポーナス：材料カード
このアイコンが記されたマスにマーカーを

置いたプレイヤーは、ただちに材料カードの山の上か
ら、アイコンの上に記された数字だけカードを引いて、
手札にしてください。このとき、ゲームボードの上に表
にして置かれた材料カードを取ることはできません。

ボーナス：助力カード
このアイコンが記されたマスにマーカーを

置いたプレイヤーは、ただちに助力カードの山の上か
ら、アイコンの上に記された数字だけカードを引いて、
手札にしてください。
材料カード、助力カード、どちらの場合でも、山が

なくなったらただちに捨て札をシャッフルして新しい山
を作り、プレイを続けてください。
助力カードについて
助力カードは使い捨てのカードです。使ったら捨て
札にしてください。使うタイミングはそれぞれのカード
に記されています。
カードのうちには「ただちに実行する」と記されてい

るものがあります。こうしたカードを引いたときは、引
いた直後に必ずプレイしてください。
カード上には、その能力を簡単に説明した文章が記
されています。内容の詳細についてはこのルールブッ
クの最終ページで解説していますので、疑問が生じた
場合、そちらを参照してください。

アイコンのないマス
ときどき（特にゲームの中盤

を迎えるとき）、あらゆることを急いでやりたい気持ちに駆
られることがあるだろう。そういうときは、材料カードや助
力カードなど、もらえるボーナスのことは忘れよう。とにか
く速攻で朝メシを済ませ、走って仕事に向かうのだ。
このマスに自分のマーカーを置くときには、もちろん
なんのボーナスももらえません。ただし、少なくとも他の
プレイヤーより先にアクションができるはずです。

ゴールドを払うマス
さらにときどき、朝メシすら

抜かねばならないときもあるだろう。そうしたら金を払っ
て、途中のパン屋でパンを買い、食べながら出勤する
しかあるまい。
このマスに自分のマーカーを置くときには、銀行に
１ゴールド支払わなければなりません。払わなければ、
マーカーをこのマスに置くことはできません。
もちろんこのマスにマーカーを置いても、なんのボー
ナスも得られませんが、とにかく誰よりも先にアクション
を行う権利を得られるのです！

プレイの順番と仮親マーカー
このラウンドではこれ以降、各アクションについて、
順番表の順番が適用されます。
仮親マーカーは順番決めのときしか使用しません。

ラウンド中には意味がありません。ラウンド終了時に、

仮親マーカーは時計回りで左隣のプレイヤーに移りま
す。次のラウンド開始時の順番決めのとき、再び仮親
マーカーを持っているプレイヤーが最初に、順番表に
マーカーを置くことができます。

★２． アクションの予約
プレイの順番が決まったら、次はアクションの予約を
行います。
ゲームボード上の各アクションを行う場所に、それぞ
れ複数のマスが記されています。これらをアクションマ
スと呼びます。
プレイの順番表で一番下にコマを置いているプレイ
ヤーが最初に、自分の持っているアクションキューブ
を任意のアクションマスに置きます。自分のアクション
キューブを全部置ききるまで、これを続けてください。
終わったら、プレイの順番表で２番目に下のプレイヤー
が同様に、自分のキューブを置ききります。順番表の
下から上の順番で、プレイヤー全員がこれを行います。
アクションマスは１～３列からなっています。まずは
一番左側の列からアクションを解決します。続いてその
右の列の解決を行います。つまり、列が複数ある場合、
そこでは１人のプレイヤーが複数回のアクションを行う
ことができるということです。なお、アクションの予約に、
１個ではなく２個のアクションキューブが必要な場所も
あります。
アクションマスは、プレイヤーの人数と同じ数の段に
なっています。プレイヤーがアクションキューブを置くマ
スは、このラウンドの開始時に決めたプレイの順番の
数字と同じ段でなければなりません。つまり、順番表
で上から３番目になったプレイヤーは、各アクションマ
スでは必ず、上から３番目に自分のキューブを置かな
ければならないのです！
各アクションを実行する順番は、アクションマスの１
列目（一番左の列）の、一番上の段からになります。
１列目にキューブを置いたすべてのプレイヤーがアク
ションを実行してから、２列目（その右の列）のアクショ
ンを解決します。
なお、２人でプレイする場合は、アクションマスの
や の場所は使用しないでください。

アクションの予約の例：
ページ左端の順番表の例図では、緑、赤、青の順
番になっています。アクションの予約は、順番が最後で
ある青プレイヤーから行います。続いて赤、緑プレイ
ヤーがアクションの予約をします。
下図を確認してください。アクションマスの一番上は、
順番表で一番上である緑プレイヤーの指定席です。２
段目には赤、３段目は青の指定席になります。

アクションは２回まで行うこ
とができます。最初のアクショ
ンも、２度目のアクションも、
アクションキューブ１個で行う
ことができます。

アクションは１回しか
行うことができず、しか
もアクションキューブ２
個が必要です。

アクションは３回まで
行うことができます。各
アクションはアクション
キューブ１個で行うこと
ができます。

アクションは２回まで行
うことができますが、２
回目のアクションにはアク
ションキューブ２個が必要
です。
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第１ラウンドに使用できるキューブ
第１ラウンドでは、３個のアクショ
ンキューブしか使えません。使わな

いキューブは冒険者タイルの山の上に置いてください。
第２ラウンド以降は、持っているすべてのキューブが使
えます（プレイヤーが持つキューブ数は、プレイヤーの
人数により異なります。６ページ参照）。

また、左図のアイコンが記されたアクション
は、第１ラウンドには選択できません。

★３． アクションの実行
アクションは、右図の数字の順番で解決してゆきます。
まず、ゲームボードの右下のアクションから解決します。
続いて矢印の順番で、時計回りに各アクションの解決
を行います。

前述したとおり、各アクションを行う順番は、１列目
（一番左の列）の一番上の段からになります。１列目
を上から順にすべて解決したのち、２列目（その右の
列）の一番上の段から、アクションを解決してゆきます。
このとき、アクションを行うごとに、自分の置いたアクショ
ンキューブを手元に戻してください。

この数字の順番で、アクションの解決を行います。

例：アクションマスには、
このようにキューブが置か
れています。この場合、左
図に記された順番で、各プ
レイヤーはアクションを行
います。全員がアクション
を行ったら、ここでのアク
ションは終了し、左図の
ゲームボードに記された順
番で、次のアクションの解
決を行います。

アクションを辞退する
自分がアクションを行う順番になったとき、考えを変

えてアクションを行わないことにしてもかまいません。そ
の場合、そのアクションをせずに、対応したアクション
キューブを取り去り、それを未使用キューブを置くマス
（
キューブを取り去り、それを未使用キューブを置くマス

）に移します。各ラウンド終了時に、未使用キュー
ブマスに置かれた自分のキューブ２個につき、助力カー
ド１枚を引くことができます。詳細は16ページを参照
してください。

★Ａ：材料採取
　欲しい材料を手に入れるに
は、時にはいつもより多めに
時間を取って、森を探索して
みよう。オオカミや熊、そして
君のライバルたちを追い払う
ための頑丈なステッキを、忘
れずに持ってゆくこと。

このアクションを行うとき、ゲームボードの材料置き
場に（表にして）置かれたカードから１枚を選ぶか、
または材料カードの山の上から１枚引くかのどちらか
を選んでください。なお、ゲームボードの材料置き場
からカードがなくなっても、ただちには補充しません（補
充は各ラウンド終了時です）。材料置き場にカードが
ない場合は材料カードの山の上からカードを引くしか
できません（もしくはこのアクションをあきらめて、アク
ションキューブをゲームボードの「未使用キューブマス」
に移す、という方法もありますが）。
ですので、順番表が後のプレイヤーほど、選択の幅
が狭められてしまうことに注意してください。早いが勝
ちなのです！

ここでのアクションを全員が終わらせたら、材料置き
場に残っているカードを全て取り除いてください。これ
らのカードは全て裏向きにして、捨て札置き場に移しま
す。
ラウンド終了時に、材料カードの山の上から、新た
に５枚のカードが材料置き場に配置されます。

★Ｂ：錬金変成
ここにいる尊敬すべき錬金術
師は、材料をゴールドに変え
る方法を編み出した。君が材
料を渡したら、きっと彼は喜ん
でそれをゴールドに変性し、
君に分けてくれるだろう。たぶ
ん彼は、森に材料採取に行く
には年を取りすぎたのかもし
れない。さもなくば、森に行く

ために、他の錬金術師より早起きするのがいやなだけ
かもしれないが。
このアクションを行うとき、手札から材料カードを１
枚捨て、かわりに銀行から１ゴールド受け取ります。
手札からカードを捨てるときは、他のプレイヤーに内
容が見えないように、裏向きにして捨て札置き場に移し
ます。
このアクションでは、順番表によるアドバンテージは
ありません。全員均等に、アクションの効果を得ること
ができます。
注意：プレイヤーが１ゴールドを必要とするとき、こ
のアクションを行えば、最も手早く確実に得られます。
ただし２ゴールド得たいときは……まあ、このアクショ
ンでもいいですが、熟練した錬金術師なら、奨学金
や「冒険者に売る」アクションを使って、より多くゴー
ルドを得る道を目指すでしょう。

★Ｃ：アーティファクトカードを買う
高価な機材で一杯の棚ほど
「成功」を呼び寄せるものは
ないのだ。
アーティファクトカードを買

う場合、ゲームボード中央の
アーティファクト置き場に置か
れたカードのうちから１枚選

び、そのカードの左上に記された数字ぶんのゴールド
を、銀行に支払います。購入したカードはプレイヤー

全員が確認できるように、必ず表にして、自分の前に
置いてください。

他のプレイヤーが「冒険者に売
る」「生徒で試す」「自分で飲む」
「発表会」のアクションを行った
あと、あなたはただちにそれに
使用した材料カードのうち１枚
をランダムに選び、密かに見る。
これは１ラウンドに１回しか行
えない。

カードの
コスト

カードの
効果

ゲーム終了時の
勝利点

最初のうちに買えるカードはすべて、ゲーム終了時ま
で使用できる効果を持っています。ラウンド中１回しか
使えない、などとカードに特に指定されていない限り、
そのカードの効果は（自分の手番中に）何度でも使用
できます。
いくつかのカードには「即時効果：」と記されてい

るものがあります。これらのカードの効果は、そのカー
ドを得たときに１回だけ使用することができます。
ほとんどのカード（の右上）には、勝利点が記され

ています。この勝利点は、ゲーム終了時に得ることにな
ります。いくつかのカードの勝利点は、条件によって変
動します。
ゲーム開始時には、アーティファクト置き場には（そ
のカードの裏側に） と記されたカードのみ置かれま
す。ゲーム中、アーティファクト置き場からカードがなく
なっても補充はしません。第３ラウンドの終了時に評議
会タイルの解決を行わなければなりませんが、そのと
き（および第５ラウンドの最後）に、アーティファクト
置き場に残っているカードをすべて捨て札に移し、ゲー
ムの準備のときに用意した のカード３枚をかわりに
置きます（第５ラウンド終了時には のカード）。

第１ラウンドに選択できるアクション第１ラウンドに選択できるアクション第１ラウンドに選択できるアクション
第１ラウンドでは、次のＡ～Ｅの５種類のアクションしか選択できません。それ以外のアクションは、第２ラウンド以降から選択できます。
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★Ｄ、 Ｅ共通：魔法薬の調合
町議会は動物実験を禁止した。というのは、飛び豚

の集団発生による問題が生じたからだ。だから今、錬
金術師たちは人体実験を行っている。幸運なことに、
この町には錬金術学校の生徒たちという、素晴らしい
被験者たちがいる。まあ最悪でも、自分自身で試せば
いいのだし。
ゲームボード右上にある２つのアクションは、プレイ
ヤーに多くの情報を与えてくれるアクションです。プレイ
ヤーはこれらのアクションで、手札の材料カードのうち
の異なった種類のカード２枚（同じ種類のカード２枚
ではいけません）を混ぜ合わせ、どんな結果が出るか
を調べることができます。材料の調合のやり方は、「生
徒で試す」「自分で飲む」のどちらのアクションでも共
通です。次にそれを説明します。通です。次にそれを説明します。

１．手札から２枚の材料カードを選ぶ。
２．それらのカードを大鍋ボードに載せる。
注：アプリを使わない場合でも、これを行ってください。
３．アプリを実行し、自分の実行するアクション（「生
徒で試す」「自分で飲む」）のボタンをタップする。
４．スマートフォンのカメラで、大鍋ボードに載った２
枚のカードを一緒にスキャンする。アプリがカードの
絵を認識したら、「これでいい」ボタンをタップする。
５．スマートフォンに現れた結果画面を、他のプレイ
ヤー全員に見せる。他のプレイヤーは完成した魔法
薬の種類は分かるが、どの材料を混ぜ合わせたかに
ついては分からない。
６．完成した魔法薬と同じ実験結果トークンを１個受
け取り、自分の実験結果ボードにはめ込む。
注：完全にはめ込むのは難しいため、トークンの下部
だけをはめこむようにしてください。
７．６で受け取った実験結果トークンをもう１個受け取
り、自分がどの種類の魔法薬を作ったかを示すため
に、それを自分のプレイヤーボードの上に置く。ただ
し、すでにそこに同じトークンが置かれていたら、そ
のトークンは受け取らない。
（最終ラウンドのみに可能な「発表会」アクションで
は、自分が今までどの種類の魔法薬が作っているかを
チェックする必要があります。17ページ「発表会アクショ
ン」参照）
８．大鍋ボードに載せた２枚の材料カードを、裏向き
にして捨て札にする。
「生徒で試す」「自分で飲む」のアクションの違いは、
「－」の魔法薬を作ってしまった場合です。その魔法
薬を生徒が飲むか、自分が飲むかによって、結果が異
なります。

Ｄ：生徒で試す
生徒たちは化学のためならな
んでも飲んでくれる。ただし、
その結果病気になったら話は
別だ。それ以降、彼らは化学
のために飲むときは、必ずゴー
ルドを要求してくる。
このアクションを最初に行う
プレイヤーは、障害なしにア
クションを行うことができます。

その後にアクションを行うプレイヤーには、アクション
を行うためにはゴールドの支払いが必要になる場合が
あります。
誰かのアクションの結果、生徒が「－」の魔法薬を
飲まされた場合、彼の化学に対する熱意は冷めてしま
います。その後にこのアクションを行うプレイヤーは全
員（プレイヤーの２回目以降のアクションも含みます）、
銀行に１ゴールド支払わねばなりません（生徒が要求
するのです！）。支払えない、または支払いたくない場
合はこのアクションをあきらめて、アクションキューブを
ゲームボードの「未使用キューブマス」に移してくださ
い。
なお、それ以降のアクションで生徒が再び「－」の
魔法薬を飲まされたとしても、生徒が要求する金額は
１ゴールドのままです。
毎ラウンド、化学に情熱を注ぐ、新しい被験者であ

る生徒がやってきます。彼らは以前のラウンドで何が
あったかは知りません。ですので、ラウンドが変わるた
びに、生徒はまだ「－」の魔法薬を飲んでいない状況
で始めてください。

例：黄プレイヤーが一番先にアク
ションを行います。調合した魔法
薬は でした。問題はありません。
青プレイヤーは無能力薬を作っ

てしまいましたが、これも飲んでも
問題ありません。
ところが、緑プレイヤーは の
魔法薬を作ってしまいました！（こ
れは「毒」です。２ページ参照）
生徒は気分が悪くなります。まあ、

生徒はこのリスクを知って被験者になっているので、緑
プレイヤーはなにも支払う必要はありません。
しかし、次のプレイヤーが実験するとき、生徒は被
験者になる前に、１ゴールドの支払いを要求します。
ですので赤のプレイヤーは生徒（銀行）に１ゴールド
支払います。完成した魔法薬は でした。
次は黄プレイヤーの２度目のアクションとなります。
彼は１ゴールド支払い、魔法薬を調合しますが、「－」
の魔法薬を作ってしまいました！　生徒は再び気分が悪
くなりますが、値上げはしません（そのリスクが含まれ
た代金なのです）。最後に、緑プレイヤーが１ゴール
ド支払い、２度目のアクションを行います。

Ｅ：自分で飲む

　どんな薬ができたか調べる
には、これが最も簡単な方法
だ。もちろん、問題が若干生
じることはあるが。
この方法の長所は、いか
なる場合でもゴールドの支払
いが不要な点です。短所は、
「－」の魔法薬の効果が自分
自身に振りかかるという点です。
「－」の魔法薬は３種類あり
ます（２ページを参照）が、

それぞれの薬により効果が異なります。以下、それぞ
れの効果について説明します。

これは「狂気」の魔法薬だ。君はこの薬を飲
んだことを、もう忘れてしまっている。そして自
分が町の広場で、裸で側転をしていたことも覚

えていまい。だが君以外の皆は、それをハッキリ記憶
しているのだ。
あなたは名声ポイントを１点失います。あなたは名声ポイントを１点失います。

これは「麻痺」の魔法薬だ。次の朝は手足が
動かないので、起き上がることができない。

「麻痺」の魔法薬を飲んだプレイ
ヤーは、自分の順番マーカーを、
順番表の麻痺マス（左図参照）に

移します。麻痺マスに順番マーカーを置いたプレイヤー
は、次のラウンドの「１．プレイの順番を決める」では、
麻痺したため順番表のマスを選ぶことができません（こ
のラウンドの順番は最後になります）。そのかわり、麻
痺マスに記されたボーナスを得ることはできます。
「麻痺」の効果は１ラウンドしか続きません。ラウンド
の最初から麻痺マスに自分のマーカーを置いているプ
レイヤーは、「自分で飲む」のアクション開始前に、自
分の順番マーカーを手元に戻してください。これで混
乱が防げるはずです。
もちろん、「自分で飲む」アクションで再び「麻痺」
の魔法薬を飲んでしまったら、自分の順番マーカーを
麻痺マスに戻さなければなりません。

すばらしい！　君は「毒」を飲んだが、生き延
びた！　生徒のように、君も薬物への耐性を身

につけねばならない。まあ、耐性が身についても、気
分が悪くなるのは変わらないだろうが。ところで君には、
回復の時間が必要だ。

「毒」を飲んだときは、あなたのアクション
キューブを手元に戻すかわりに、病院マス（５
ページ参照）に移します。そのキューブは次
のラウンド中、そのマスに留まります。

同じラウンド中に、「－」の魔法薬の効果を二度以
上受けることはありません。また「＋」や無能力薬は、
何の効果もありません。これらは深い感動をあなたに
与えるだけです。

麻痺したときに起こる可能性がある事項
・複数のプレイヤーが を飲んだ場合、その全員のマーカーが麻痺マスに置かれま
す。このとき、飲んだ順番で左から右に並べてください。これが、麻痺マスに置か
れたプレイヤーのプレイする順番になります。
・麻痺しているプレイヤーに仮親マーカーが渡されたときは、そのマーカーをさらに

左隣のプレイヤーに渡してください。そのプレイヤーも麻痺しているなら、さらに左
隣のプレイヤーに渡します。麻痺していないプレイヤーに仮親マーカーが渡るまで、
これを繰り返します（最終的に、前のラウンドで仮親だったプレイヤーが、再び仮
親になる場合があります）。
・全員が麻痺している場合、仮親マーカーは動きません。麻痺マスの順番が、このラ
ウンド中のプレイの順番となります。
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第２ラウンドからはすべてのアクションが選択できます。また、第１ラウンドでは３個しかアクションキューブが使えませんでしたが、第２ラウンド以降では、
自分の持っているすべてのアクションキューブが使えます。第１ラウンドでは魔法薬の調合を学びましたが、その先に進むときが来たのです。

★Ｆ：冒険者に売る
「敏捷」の魔法薬では
素早い攻撃が可能にな
り、「毒」を投げれば敵
を倒すことができ……
と、冒険者にとってはす
べての魔法薬が有用だ。
そして冒険者は自分がど
の種類の魔法薬を得た
かを知る必要がある。

自分がどんな魔法薬を作れるのか分かっていれば、
魔法薬を冒険者に売れば、結構な稼ぎになるはずだ。
まあ、冒険者を欺いて偽の魔法薬を売り、小銭を手に
入れてもいいんだが。
第２ラウンド以降では、各ラウンドの最初に、新し

い冒険者が町を訪れます。冒険者はこのアクションス
ペースで、プレイヤーが魔法薬を売ってくれることを望
んでいます。冒険者タイルの下部に描かれた３種類の
魔法薬の絵が、その冒険者の求めている薬品です（各
冒険者タイルにより異なります）。
このアクションを行うためには、必ずアクションキュー
ブを２個、アクションマスに置かなければなりません。
また、キューブは２個置きますが、アクションは１回し
かできません。最後に、最も重要なことですが、ここで
アクションを行う順番は、順番表を使わず、このアクショ
ンの最初に競りを行って決定します。
ここでのアクションは、次の順番で解決します。
１．割り引きの提示（競り）
２．魔法薬の選択
３．魔法薬の調合
４．報酬を得る
１．割り引きの提示（競り）
「欲しい薬はここにあるよ！　町で一番安い魔法薬だ！　
本日は特別セール、でっかい斧を持った男性の方に、
大安売り！」
冒険者が必要としている薬は、プレイヤー全員の数ー
１となります。つまり、プレイヤー全員がこのアクショ
ンを行おうとした場合、必ず１人だけ実行できません！　
なので、ここでのアクションの順番は非常に重要です。
そのため、ここでは順番表を使わず、競りによってア

クションの順番を決めます。プレイヤーは全員、自分た
ちがどれだけ魔法薬を安売りするのかを、冒険者に示
さねばなりません。
ゲーム開始時に各プレイヤーには、４枚の競りカー

ドが渡されています。これらのカードに記された数字
（０～－３）が、割り引き額です。複数のプレイヤー
がこのアクションを行いたいとき、それぞれ手札の４枚
の競りカードから１枚を選び、裏向きにしてテーブルの
上に伏せてください。全員が伏せたら、同時に表に返
してカードを比べます。

カードの左上に記されたスマイルマーク の数が
多いほうが勝ちます（数字を比べるのでありません。
なぜならスマイルマークは、特定の条件下で増えること
があるからです）。
同点の場合は、このアクションのアクションマスで、

より上にキューブを置いているプレイヤーが勝ちます
（置く段はこのラウンドでの順番表に準じますが、特例
として、カードの効果により置く段が変更される場合が
あります。20ページ「同僚」参照）。
この結果により、アクションマスでの順番を変更しま
す。各プレイヤーのキューブを並べ替えてください。使っ
た競りカードは目印として、表のまま自分の前に置きま
す。このアクションで得た報酬から、このカードに記さ
れた数字を引かなければならないからです。その結果、
数字が０以下になった場合は、逆に冒険者に支払う必
要はありませんが、報酬は０となります。
たった１人のプレイヤーがこのアクションを行う場
合、この競りはスキップします（冒険者は定価で取引し
ます）。そのまま次の「２．魔法薬の選択」に進んで
ください。
例：赤プレイヤーは「－２」（スマイルマーク３個）
の競りカードを出し、最初にアクションを行う権利を得
ました。
競りの前 競りの後

・赤プレイヤーは、要求どおりの魔法薬を作った場合、
４ゴールドではなく２ゴールドの報酬を得る（報酬に
ついては、12ページ「４.報酬を得る」を参照）。
・赤プレイヤーは、要求された記号（＋、－）の魔法
薬を作った場合、３ゴールドﾞではなく１ゴールドの報
酬を得る。
・赤プレイヤーは、それ以外の魔法薬を作った場合、
報酬を得ない（報酬額が０以下になるため）。

手持ちの材料カードからでは、絶対に要求どおりの
魔法薬を作れない、または作れるかどうか分からない
場合でも、このアクションを行ってかまいません。例え
ば無能力薬が作れるかどうか実験したいとか、単に他
のプレイヤーの邪魔をしたいなどの理由で、このアク
ションを行ってもかまわないのです。

２． 魔法薬の選択
次に、競りで決められた順番で、各プレイヤーは、

自分が作りたい魔法薬をどれにするか決めます。ただ
し、他のプレイヤーがすでに選択した魔法薬は選べま
せん。
プレイヤーが４人の場合：プレイヤーは、このアクショ
ンのアクションマスに置かれた２個のキューブのうち
１個を取り、冒険者タイルの下の３つのマスのうち、
任意の空きマスから１つを選び、そこに移します。マ
スがすべて埋まっている場合、そのアクションをあき
らめ、「未使用キューブマス」に自分のキューブを移
してください。
プレイヤーが３人の場合：プレイヤーが２～３人の場
合、ゲームボードは４人の場合とは異なる面を使用
します。ゲームボードの冒険者タイルの下にはマスが
３つありますが、それらは三角形に結ばれています。
プレイヤーが３人の場合、上の２つのマス（数字
が３のマス）しか使いません。冒険者は２人としか
取引をしないのです。
左のマスは、２種類の魔法薬をカバーしています

（実際に作る前に、片方を選んでください）。右のマ
スは、１種類の魔法薬しかカバーしていません。片
方のマスが選ばれたら、次のプレイヤーは残りのマス
しか選べません。
プレイヤーが２人の場合：上記したとおり、ゲームボー
ドは４人の場合とは異なる面を使用します。プレイ
ヤーが２人の場合、下の１つのマス（数字が２のマ
ス）しか使いません。冒険者は１人にしか取引をし
ませんし、プレイヤーも１個しか魔法薬を売れません
（実際に作る前に、１つを選択します）。
共通ルール
・競りで勝利して最初の順番になったプレイヤーは、３
つのうち任意の魔法薬を選択できる。
・冒険者が買う魔法薬の最大数は、プレイヤーの人数
－１個。
・プレイヤーは１個の魔法薬しか売れない。
自分の選択が気に入らなかった場合、自分の手番に
なったときに、このアクションをキャンセルすることがで
きます。また、プレイヤー全員がこのアクションを行お
うとする場合、１人だけはこのアクションが行えなくな
りますが、その場合、このアクションをキャンセルしな
ければなりません。
アクションをキャンセルしたときは、そのアクションの
ために用意したアクションキューブを、ゲームボードの
「未使用キューブマス」（16ページ参照）に移してくだ
さい。

第２ラウンド以降に選択できるアクション第２ラウンド以降に選択できるアクション第２ラウンド以降に選択できるアクション

★さあ、 プレイを始めましょう。
これで第１ラウンドについてのルール、ゲームを通じての基本的なルールは理解できたはずです。
まずは第１ラウンドだけ遊んでみましょう。第１ラウンド終了時に、16ページの「４．ラウンドの終了」を読んで処理をし、それから、第２ラウンド以降に選択できる３種類
のアクションについて、次のルールを読んで学びましょう。
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３． 魔法薬の調合
基本的には10ページ「Ｄ、Ｅ：魔法薬の調合」で
説明したルールと同じです。手札の材料カードから異
なった２枚を選び、大鍋ボードに載せ、スマートフォン
のアプリの「冒険者に売る」ボタンをタップします。
画面には魔法薬が６種類出現します。このうちから、

プレイヤーが「２．魔法薬の選択」で選んだ魔法薬を
タップします（たとえ自分が失敗すると分かっていても、
ちゃんと選んでください。それがいやなら、結果を見る
前にアクションをキャンセルしてください）。
続いて、カメラのスキャン画面に移ります。大鍋ボー

ドに載せた２枚のカードをスキャンしてください。スキャ
ンに成功したら、「これでいい」ボタンをタップします。
すると、冒険者が要求した魔法薬にどれだけ近いもの
が作れたかを示すアイコンが、画面に映し出されます
（次項の「魔法薬の品質」参照）。この画面を、他の
プレイヤー全員に見せてください。

、 のアイコンが表示された場合は、少なくと
も自分がどんな魔法薬を使ったか分かっています。結
果に対応したトークンを２個もらい、１個はプレイヤー
ボードに（同じものがすでに置かれていたら、そのトー
クンはもらえません）、１個は自分の実験結果ボードに
はめ込むことができます。
なお、 のアイコンの場合は冒険者が要求した色

を満たしていないことになりますので、その場合、それ
以外の２色がミックスしたトークン（ 、 のような）
を１個もらい、それを実験結果ボードにはめ込むこと
ができます（強制ではありません）。

のアイコンが表示された場合は、冒険者に要求
された記号（ 、 ）の魔法薬が作れなかったこと
になります（色については不明です）。この場合、要求
された記号の反対の記号で、無色の実験結果トークン
を１個もらい、それを実験結果ボードにはめ込むこと
ができます。
その後、大鍋ボードに載せた２
枚の材料カードを裏向きで捨てた
のち、得られる報酬を確認します。
君は間違った薬を冒険者に売って小銭を稼ぐことが

できるが、噂は広がるものだ。もしも君の評判が底を
打ったら、冒険者たちは君から薬を買うことを躊躇しだ
すだろう。

４． 報酬を得る
冒険者に薬を売るとき、冒険者が望む薬じゃないと
売ることができないか？　答えはノーである。君はただ
の錬金術師であって、完璧主義者ではない。だが、妙
な薬を売ったために君の腕が切り取られないようにする
ため、君は得るべき報酬を減らす必要がある。
あなたの得られる報酬は、あなたが提供した魔法薬
の品質（どれだけ冒険者の要求に近いか）によって決
定します。品質には、次の４つのレベルがあります。

魔法薬の品質
完璧に要求どおり。冒険者の要求した記号・
色の魔法薬を提供できた。

部分的に要求どおり。冒険者の要求した記号
の魔法薬を提供できたが、色は異なった。

無能力薬。あなたは役に立たない水を作った。

間違った薬。冒険者の要求した記号の魔法薬
を提供できなかった。色は不明。

「３．魔法薬の調合」の結果、スマートフォンの画面
に表示されたアイコンを確認し、このアクションスペー
スのアクションマスに残ったキューブを、魔法薬の品質
表（11ページ最初に記された図の右側）のマスに移
します。
この品質表のマスには、複数のキューブを置くことが
できます。
キューブを置いたマスの右側の、金貨の絵の上に記

された数字が、得られる報酬です。この額から、自分
の前に置いた「競りカード」の数字を引いてください。
冒険者が求めている魔法薬を作れば、より多くの報
酬を得ることができます。逆に、それが作れない場合
は報酬は減り、場合によれば報酬をもらえないこともあ
ります（ただし、報酬がマイナスになることはありませ
ん）。

「これこそ君の望むものだ」
あなたは冒険者の要求し
た記号・色の魔法薬を作っ

たので、銀行から４ゴールド得ます。
「モノは違うが効果は同じ
だ」
あなたは冒険者の要求し

た記号の魔法薬を作ったので、銀行から３ゴールド得
ます（色は違います）。なお、色は合っているが記号
が違う場合は、間違った薬となります。

「この素晴らしい魔法薬は、
ちゃんとした研究室で作ら
れたもので、望まれていな

い効果を発揮しないことを保障する。これはレメディ、
つまりホメオパシー的な偽薬なのだ」
少なくともこの薬は、冒険者が望まない薬（反対の
記号の薬）ではありません。ですので、報酬として２ゴー
ルド得ます。しかし、名声ポイントを１点失います。

「少なくとも、これは何か
の薬だ」
冒険者の要求した記号と

は反対の記号の薬を作ってしまいました（色は不明で
す）。しかし、あなたは銀行から１ゴールド得ます。そ
して、名声ポイントを１点失います。

名声ポイントによる効果
ゲーム中、プレイヤーの名声ポイントは上下します。
ゲーム終了時に、名声ポイントはすべて勝利点に変換
されます。
現在の名声ポイントの数によって、プレイヤーはゲー

ム中にボーナスやペナルティを得る場合があります。要
するに、名声の高いプレイヤーには冒険者がより多く
報酬を支払ってくれますが、そのかわり、名声を失うと
きはより多くの名声を失ってしまいます。

名声ポイントが14～17（薄い緑のゾーン）：
「Ｆ：冒険者に売る」の「１．割り引
きの提示」で競りカードを出したとき、

そのカードに記されたスマイルマークは１個多いものと
みなされます。例えば数字が０の競りカードを出したと
き、そのカードにはスマイルマークが１個しかありませ
んが、２個あるものとみなします。

逆に、名声ポイントを失わねばならない
ときは必ず、追加で名声ポイントを１点

失わなければなりません。例えば、「Ｆ：冒険者に売る」
で、間違った薬を作ってしまった場合、通常なら名声
ポイントを１点失うところが、２点失わなければならな
くなります。
「追加で」と書きましたが、実際はこの効果は同時に
発生します。これは以降の記述についても適用します。
例えば上記の場合、名声ポイントを１点失ってから、

さらに１点失うのではありません。一気に２点失ってく
ださい。例えば名声ポイントが14点である場合、間違っ
た薬を作り１点失って13点になったので、もうマイナ
スの効果を受けない、ということはありません。合算し
て２点を失い、12点にしてください。
このレベルでは、皆がちょっぴり期待する。

名声ポイントが18 以上（薄い青のゾーン）：
この数値の場合、あなたの評判は
相当高いのです。名声が 14 ～ 17

のときと同様、スマイルマークは１個増えたものとみな
します。さらに、「Ｆ：冒険者に売る」で得られる報酬は、
１ゴールド増えます（だから、３ゴールドの報酬が期
待できる場合、競りで－３の競りカードを出してもいい
のです。それでも報酬は１ゴールド得られるのですか
ら）。

逆に、名声ポイントを失わねばならない
ときは必ず、追加で名声ポイントを２点

失わなければなりません。上記で説明したとおり、名声
ポイントを失うときはバラバラに失わず、合算して一気
に失ってください。
高く登れば、落ちるのは早い。

名声ポイントが６以下（薄い赤のゾーン）：
あなたの名声ポイントがここまで悪化し
た場合、「Ｆ：冒険者に売る」で得られ

る報酬は１ゴールド減ります。このマイナスは、競りカー
ド自体の数字には加算しません。実際に自分が報酬を
得るときにマイナスしてください。

12

魔法薬の販売条件
私、署名者である冒険者は、この薬の販売条
件を通知された。この条件に従うことに同意する。
販売条件は次のとおり。
・代金は全額、前金で支払わなければならない。
また、魔法薬の効果（注１）にともない、既知
の副作用（注２）が発生することについては、
一切の補償を要求しない。
注１：魔法薬の効果について、内容どおりの効果
を発揮することは保障しない。
注２：既知の副作用とは、主に次のようなもので
ある。倦怠感、めまい、幻覚、活動亢進、不眠症、
部分または完全な麻痺、一時的または完全な視
力・聴力・声の消失、（人間またはそれ以外の）
新しい四肢の自然成長。
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例えばＡの名声ポイントは６、Ｂの名声ポイントは
12です。ＡとＢはともに「－２」の競りカードを出し
ましたが、これでＡの競りカードが「－３」とみなされ
るわけではありません。同点なので、順番表を確認し
て優劣を決めます。しかし、Ａはここで得た報酬から、
３ゴールドぶん引かなければなりません。

逆に、名声ポイントを失わなければなら
ないときは必ず、１点少なく失うことがで

きます。例えば間違った薬を作ってしまった場合、通常
なら名声ポイントを１点失うところが、この場合は０点、
つまり名声ポイントを失わなくて済むのです。
また、名声ポイントは０以下にはなりません、最低
でも１点の名声ポイントがあることになります。
最低の錬金術師と思われていても、これ以上評判が下
がることはない。
これらの効果については、討論ボード上にアイコン
化して記してあります。

★Ｇ． 論文の発表
このアクションでは、各プレイ
ヤーが１つだけ新しい論文を
発表することができます。また
はすでに存在している論文に
ついて、賛同して支持すること
ができます。

新しい論文を発表する
君は魔法薬の調合を通じて得た知識、あるいは推論

によって、ある材料の構成要素についての論文を発表
できるようになった。これについてはまだ誰も知りえて
いないと、君は確信している。情報が十分ではないが、
同僚に先んじるためにあえて早めに発表するか、それと
も情報が十分集まるまで待つかは、君次第だ。

このアクションを行う場合、討
論ボードに描かれた材料（本
の絵）を１つ選びます。その材

料の絵の下に、構成要素トークンを１個選んで置きま
す。この材料はこの構成要素から成っているという論文
を、あなたは書いたのです！　そして、この発表をあな
たが行ったことを示すために、その本（これが「論文」
です）の右側の印章トークン置き場（印章トークンの
シルエット）の一番上に、あなたの印章トークンを置き
ます。印章トークンは伏せて置き、表の（プレイヤーの）
色だけ見えるようにしてください。

そして、論文の印刷費用として、銀行に１ゴールド
支払う必要があります。
なんだって？　普通なら原稿料がもらえると思った？　
いいや。これが学会という所なんだよ、同志。
しかし、あなたは論文を発表したことにより、名声ポ
イントを１点得ます。
自分の論文が正しくないように見えても、本当にそう
なのかは誰も分からないだろう。

印章トークン
印章トークンは５種
類あります。金の星
（２個）、銀の星（３
個）、赤・青・緑（各
２個）です。

各プレイヤーは自分の印章トークンをすべて、自分
の前に伏せておき（いつでも内容を見てかまいません）、
その内容を誰にも知られないようにしてください。
印章トークンは、「論文の発表」「論文の支持」アクショ

ンを行うとき、討論ボードの論文の印章トークン置き場
に、裏向きのまま置かれます。
印章トークンの中には、トークンが置かれている論
文が正しかった場合、勝利点を得られるものもあります。
また、論文が間違っていた場合の保険になるトークン
もあります。１つの論文には、各プレイヤーは１個だ
け印章トークンを置くことができます。
ゲーム終了時、金の星の印章トークンが置かれてい

る論文が正しかったら、勝利点を５点受け取ります。
銀の星の印章トークンの場合は、３点受け取ります。
もちろん、論文が正しくない場合は勝利点は受け取れ
ません。
逆に、論文が間違っていた場合、その論文に印章トー

クンを置いていたプレイヤーはすべて、勝利点を４点
失わなければなりません。ただし、このような場合、赤・
青・緑の印章トークンによってそのペナルティを免れる
ことができます。
赤・青・緑の印章トークンは、その論文に置かれた
構成要素トークンの、その色の元素の記号（＋、－）
が間違っていた場合、ペナルティを免れることができま
す（ただし、これは記号についてだけの保険です。そ
の色の元素の大小については、対象になりません）。
それぞれの印章トークンの詳細は 14ページの例、
および、18ページの「論文の総確認」を参照してくだ
さい。
例：青プレイヤーは「サソリ」についての論文を発表
しました（左図参照）。ただ彼は、赤の元素が本当に
「＋」なのか確信が持てませんでした。そこで彼はこ
の発表を行ったときに、 の印章トークンを裏向きに
置きました。これで、もしも「サソリ」の赤の元素が
だったとしても、ペナルティを受けなくてすみます。
こうして論文に置かれた印章トークンは、その後その
論文が論破（14ページ「論破する」参照）されない限り、
ゲーム終了時までそのまま残ります。
「同志諸君へ。もしも君がこの手紙を読んでいるので
あれば、それは私の「サソリ」についての論文に、疑
義が生じたからだろう。ここで明確にしておきたいのだ
が、私は青と緑の元素の内容については確信している。
しかし、赤の元素は……」

｢ 論文の発表」 の対象の材料と構成
要素トークン
「論文の発表」アクションの対象として選べる材料は、
討論ボードでまだ構成要素トークンが置かれていない
ものに限ります。また、そこに置ける構成要素トークン
は、他の論文で使われていないものに限ります。
というのは、８個ある構成要素トークンは、必ずど
れかの材料（論文）と１対１になるからです。１つの
構成要素トークンが、複数の材料（論文）に当てはま
ることはありません。よって、自分が発表したい論文用
の構成要素トークンが、すでに誰かによって使われて
いる場合、どちらかが間違っているのです。
この場合、自分より先に発表されている論文は一般
に認められており、真実とされているわけですから、後
から同じ構成要素トークンを使った違う論文を出すこと
はできません（誰も信じてくれないからです）。
どうしようもないので、歯をむき出し、髪をかきむしっ
て呻いてもいいですが、そんな真似をするよりいい方
法があります。先に発表されている論文を論破するの
です。論文の間違いを明らかにしましょう。具体的には
14ページの「論破する」を参照してください。

論文の支持
時々、君の仲間たちが先んじて、君が考えたのと同

じ論文を発表してしまうことがある。君にとって明白だっ
た事項について、彼らが賞賛されてしまうのは実に不
幸なことだ。だが、君にもいくばくかの報酬を得る方法
がある。単純に、その論文を支持すればよい。

他のプレイヤーが発表した論文を
支持するためには、自分の印章
トークンを、その論文の印章トー
クン置き場に裏向きで置きます
（左図参照）。
プレイヤーは、自分が発表し
た論文を支持することはできませ
ん。また、１つの論文に対して自
分の印章トークンを、２個以上置
くことはできません。

論文の支持を行ったプレイ
ヤーは、銀行に１ゴールド
支払います。さらに、その

論文にすでに自分の印章トークンを置いているプレイ
ヤーに、それぞれ１ゴールドずつ支払わなければなり
ません。
もちろん君は、金を払って共著者になることもできる。
「論文の発表」とは異なり、「論文の支持」を行っても
名声ポイントを１点得ることはできません。ただし、そ
れ以外については、論文の発表者の印章トークンと同
じ扱いになります（論文が正しければ、ゲーム終了時
に勝利点がもらえたり、論文が間違っている場合の保
険になったり）。
論文には印章トークンが３個まで置けます。プレイ

ヤーが２～３人の場合、全員が置くことができますが、
４人の場合は１人だけ置くことができません。
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奨学金タイル
研究会は特定の材料について、かなり強い興味を
持っている。あまりにも興味を持っているので、君の研
究のために奨学金を払ってもいいという所存だ。もちろ
んそのためには、君がその分野について、なにか知っ
ているということを証明する必要がある。
ゲームの準備時に、討論ボードの中央に、奨学金タ
イルを５枚置きます（描かれた絵を合わせてください）。
これらのタイルには、３～４種類の材料の絵が描かれ
ています。１枚のタイルに描かれた材料のうち、少な
くとも２種類について、「論文の発表」「論文の支持」
のどちらかを行っていれば、そのタイルを受け取ること
ができます。

例：青プレイヤーは「サソリ」の論文を発表しました。
もしも彼が今後、「カエル」もしくは「キノコ」につい
ての論文を発表したり、またはそれらの論文を支持し
たら、上図の奨学金タイルを得ることができます。
プレイヤーが奨学金タイルを得たとき、ただちにそ
のタイルを自分のプレイヤーボードの上（奨学金タイ
ル置き場）に、裏向きにして置いてください。このとき、
銀行から２ゴールド受け取ってください（奨学金タイル
の左下に、目印として金貨の上に数字で記されていま
す）。
プレイヤーが得た奨学金タイルは、ゲーム終了時に
は１～２点の勝利点になります（同様に奨学金タイル
の右下に記されています）。
お金は、化学を発展させる目的のためにある。君た

ちは研究会が承認するものだけに、お金を使うべきで
ある……なんて、ハハ！　たわごとだ。錬金術師たちは
たいてい、奨学金を全部使って、キラキラの新品アー
ティファクトを買うものさ。誰かに聞かれたら、「これは
最先端の研究が可能になる、研究室の基本的な設備
だ」と言い逃れるんだ。
一度得た奨学金タイルは、もう誰にも取られることは

ありません。ゲーム終了時まで、それを得たプレイヤー
のプレイヤーボード上にとどまります。たとえ、それら
の奨学金タイルに描かれた材料についての論文が、論
破されてもです。得たタイルはどこにも動きませんし、
得たゴールドも払い戻す必要はありません。

２枚目以降の奨学金タイルは、タイ
ルに描かれた材料のうち、２種類で
はなく３種類について、「論文の発表」
「論文の支持」のどちらかを行ってい
れば、得ることができます。

各奨学金タイルの裏面には、「３」の数字が記され
ています。これらのタイルを得たとき、裏返しにして自
分のプレイヤーボードの奨学金タイル置き場に置きま
すが、そうすることによってこの数字が見えるようになり
ます。これは、２枚目以降の奨学金タイルを得るため
には「３」種類の材料について、「論文の発表」「論
文の支持」のどちらかを行う必要があるという目印です。

初めて奨学金タイルを得ようとするとき、同時に複数
の奨学金タイルを得る条件を満たしている場合があり
ます。その場合、どちらか１枚だけ選んで得てください。
２枚目以降のタイルを得るためには３つの材料につい
て条件を満たす必要がありますから、残りのタイルはす
ぐに得られないことに注意してください。

★H． 論破する
もちろん、錬金術師の論文が、
すべて正しいわけではない。
もっと正しい理論があるかもし
れないのだ。
このアクションは、誰かが

「論文の発表」を行っていな
ければなりません。ですので、
２ラウンド以降でないと現実
的に行えません。
このアクションの結果、対

象の論文が間違っていると判明したら、論破成功です。
論破したプレイヤーはただちに、２点の名声ポイント
を得ます。また、その論文に印章トークンを置いている
プレイヤーは全員、名声ポイントを失います（詳細は
後述）。
論破の手順は新人モードの場合は簡単です。まずは

こちらのルールで遊び、とりあえず次ページの上級モー
ドのルールはスキップしてください。上級モードでは、
より複雑な手番が必要になります。
アプリの内容も、新人モードと上級モードとは異なり
ます。もしも間違ったゲームモードで遊んでいることに
気がついたら、メインメニューに戻ってゲームモードを
変え、「ゲームを続ける」ボタンをタップしてください。

新人モード：論破する
アプリの「論破する」ボタンをタップします。アプリ
の画面を皆に見えるようにしてください。画面には、８
枚の材料カードと、３種類の元素が記されています。
論破アクションでは、手札の材料カードを使いません。
論破を行う場合、まず論破の対象の材料カードをタッ
プします。
なお、自分の発表した論文でも、論破の対象に選
べます（詳細は15ページの「自分の論文を論破する」
を参照）。
次に、対象の論文に置かれている構成要素トークン

を見て、間違っているのはどの色の元素の記号か、指
定します。その色の元素をタップしてください。
最後に、「これでいい」ボタンをタップしてください。
その結果、その元素の記号が本当は「＋」なのか「ー」
なのかが表示されます。その表示を、その論文に置か
れた構成要素トークンに記された記号と比べます。
記号が同じだった場合、論破は失敗します。論破を
試みたプレイヤーは、名声ポイントを１点失います。
記号が異なった場合、論破は成功です！　その結果

どうなるかについては、続く「論破の成功の処理」を
参照してください。
論破が成功するにしろ失敗するにしろ、プレイヤー
全員は、指定された材料の、指定された記号が「＋」
であるか「－」であるかを確認します。これは公開情
報であるとともに、非常に重要な情報です。各自、そ
の情報を自分の推理シートに記録してください。
このアクションは、誰も論文を発表していない材料を
対象として行ってはいけません。

論破の成功の処理
新人モード、上級モードともに、論破が成功したと

きは、次の手順で処理を行います。
１．名声ポイントを２点得る。
２．対象の論文から、構成要素トークンを取り除く。
３．その論文に置かれた印章トークンを、すべて表に
返す。
４．間違った元素の色が記されている印章トークンを
置いたプレイヤーは、ペナルティを免れる。
５．そうでないプレイヤーは（違う元素の色が記され
た印章トークン、および金・銀の星の印章トークンを
置いたプレイヤー）、名声ポイントを５点失う。
６．その論文に置かれた印章トークンを、すべてゲー
ムから除外する。これらのトークンはもうゲームには
使用しない（表のまま、各自のスクリーンの前に置い
てもよい。そうすれば、各プレイヤーがどの印章トー
クンを使ったかを、ここで記録する手間が省ける）。
７．論破が成功したプレイヤーは、もしも次のアクショ
ン「論文の発表」のアクションマスに自分のキューブ
を置いていたら、順番を待たずにただちにそのアク
ションを行ってもよい（詳細はこのページの「論文の
即時発表」を参照）。

例：青プレイヤーは、自分の発表した「サソリ」の構
成要素トークンの、青の元素について怪しいと思い、
論破を試みました。アプリでは が表示されたため、
論破は失敗です。その結果、青プレイヤーは名声ポイ
ントを１点失います。
続いて赤プレイヤーは、同じ「サソリ」の構成要素

トークンで、緑の元素が怪しいと思いました。アプリで
は が表示されました！　この元素の記号は間違って
いたのです。その結果、赤プレイヤーは名声ポイント
を２点得ました。そして、この論文に置かれた印章トー
クンを３個とも、表に返します。

黄プレイヤーは緑の元素の記号について、疑いを抱
いていたようです。よって、黄プレイヤーはペナルティ
を受けません。
青プレイヤーは赤の元素の記号について、疑いを抱

いていたようです。しかし、間違ったのは緑の元素の
記号でしたので、ペナルティを免れません。名声ポイン
トを５点失います。
緑プレイヤーはこの論文が完璧と思い、３点の勝利
点を期待したようです。しかし論破されたので、名声ポ
イントを５点失います。
最後に、これら３個の印章トークンはゲームから除
外されます（プレイヤーの手元に戻りません）。
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自分の論文を論破する
プレイヤーは誰の論文でも論破の対象に選べます。
自分が発表した論文でも、自分が支持した論文でもか
まいません。そういった論文を論破した場合、名声ポ
イントを２点得ますが、自分の置いた印章トークンに
よってペナルティを免れられない場合、名声ポイントを
５点失うことになります。
この合計を計算した上で、名声ポイントを失うように

してください。手順では「１．」で名声ポイントを得た
後、「５．」で名声ポイントを失うようになっているため、
別々に処理するように見えますが、すべてを計算した上
で、一気にポイントを失ってください。
例えば名声ポイントが 13点のとき、まず２点得たこ

とにより15点になったため、名声ポイントによる効果
（12ページ参照）で、失う点が５点でなく６点になる
ように思えますが、そうなりません。この場合、単純に
３点の名声ポイントを失い、10点になります。

論文の即時発表
誰かの論文を論破したプレイヤーは、ただち
に自分の論文を発表することができます。た
だし、「論文の発表」アクションが予約され

ている（自分のキューブが「論文の発表」のアクション
マスに置かれている）ことが条件です。さらに、次の
２つの条件があります。
・発表する論文は、今論破した材料についてのもので
ある。または、
・発表する論文は、今論破した構成要素トークンを使っ
たものである
例：赤プレイヤーは「サソリ」の構成要素が でな
いことを証明しました。もしも彼女のキューブが「論文
の発表」のアクションマスに置かれているならば、その
キューブを使って（取り去って）先行で「論文の発表」
アクションを行えます。その場合、「サソリ」について
の新しい論文か、または「サソリ」の構成要素とされ
ていた が、実は別の材料の構成要素であるという
論文を発表しなければなりません。しかし、彼女はそ
れとは別の論文を発表しようと思っていたので（例えば
「大鴉の羽根」の構成要素は であるとか）、この機
会を見送ります。
「論文の発表」のアクションを２回分予約していた場
合、最初に論文の即時発表を行うときは、最初の予約
分のキューブを使います。
もしも論文の即時発表を２回行うときは（２回論破
が成功したとき）、２回分の予約分のキューブを使いま
す（「論文の発表」アクションは２回分予約されていな
ければなりません）。
論文の即時発表は任意です。これを行わず、「論文

の発表」アクションを通常の順番で行ってもかまいませ
ん（ただし、あなたの同僚が論破に成功し、あなたが
狙っていた論文を、先んじて即時発表してしまうかもし
れません）。

そんな話、 覚えてないな
すべての薬を飲んでみれば、なにかが見出される。
大変テクニカルな方法ですが、（奨学金タイルを得る

目的などで）プレイヤーは、間違っていることが証明さ
れている論文を発表してもかまいません。例えば、「サ
ソリ」の構成要素には が含まれていると論破したあ
とで、「サソリ」の構成要素トークンは であるという
論文を発表してもいいのです（もちろん、そのときには

緑の印章トークンを置いて、論破されたときのペナル
ティを回避しましょう）。
ただし、自分が論破に成功して、すぐさま論文の即
時発表を行うときは、今論破した論文を、まったく同じ
構成要素トークンを使って発表することはできません。
論破しておいて、実は同じ意見だったなんて、詐欺以
外のなにものでもありません。

上級モード：論破する
上級モードでは、どの元素の記号が間違っているか

を知っているだけでは足りません。実際に皆の前で実
験してみて、それを証明する必要があるのです。ただし、
新人モード同様、手札の材料カードは使いません。ア
プリ上でのみ実験を行います。
例：前のページの「サソリ」の論文の図を確認し、そ
の論文を論破してみましょう。「サソリ」の構成要素、
と説明されているものが真実ならば、「サソリ」と他の
材料を混ぜ合わせたとき、絶対に 、 、 の元
素は作り出せないはずです（２ページの「混ぜた結果
から推理する」参照）。逆に言えば、これらの元素が作
り出されたとき、この論文は間違っています！
上級モードで遊んでいることを確認し、「論破する」

ボタンをタップし、アプリの画面を皆に見えるようにして
ください。画面には、８枚の材料カードと、その下に、
材料を混ぜ合わせたときの式が表示されています。
ここで選択する２枚の材料カードは、片方は論破の
対象の材料カードであり、もう片方は、それ以外の材
料のうち、論文が発表されている材料である必要があ
ります（つまり、それぞれの構成要素の情報が公開さ
れている必要があります）。
２枚の材料カードをタップしたあと、画面は切り替わ

ります。７種類の魔法薬が表示されます。そのうちの
１つの魔法薬を選んでタップします。
ここで、２種類の選択があります。
１．この２つの材料を混ぜると、論破を行うプレイヤー
（以下、論破プレイヤーと略）がタップした魔法薬が
できてしまうはず（本当はできないはずなのに）。
２．この２つの材料を混ぜると、論破プレイヤーがタッ
プした魔法薬ができないはず（本当はできるはずな
のに）。
ここでそれぞれの構成要素トークンを指差し、プレイ
ヤー全員に、どの元素とどの元素が反応して、どういう
魔法薬ができる、またはできないはずだと説明してくだ
さい。
その説明に全員が納得したら、「これでいい」のボタ

ンをタップします。
画面に表示された結果が、論破プレイヤーの説明し

た結果にならなかったら、論破は失敗です。化学者た
ちの会合の時間を無駄に消費してしまった報いとして、
論破プレイヤーは名声ポイントを１点失います。
画面に表示された結果が、論破プレイヤーの説明し

た結果どおりだったら、論破成功です。論破プレイヤー
は名声ポイントを２点得てください（これは「意見の対
立」になってもです。「意見の対立」については後述）。
上記２で、論破プレイヤーの説明したとおりになっ

た場合、実は論破対象の論文が間違っているのか、そ
れとももう片方の論文が間違っているのか、それとも両
方とも間違っているのか分からない場合があります。こ
のことを「意見の対立」状態と呼びます。

「意見の対立」状態になったら、どの論文が間違って
いるか分かりません。しかし、とにかくどれかの論文が
間違っていることを証明したので、学会に一石を投じた
ものとして、論破プレイヤーは名声ポイントを２点もら
います。
１つの論文を論破する
論破により、最もよく起こることは、次のようなことで

す。
論破プレイヤーは、対象の論文の構成要素のひと

つの元素の記号が、正反対であることを立証しました！　
この場合、論破プレイヤーは名声ポイントを２点得ます。
そしてその論文に印章トークンを置いたプレイヤーは、
名声ポイントを失う恐れがあります（14ページの「論
破の成功の処理」参照）。
例：論破プレイヤーは「サソリ」と「キノコ」を混ぜ
合わせると、 ができると宣言し、アプリを操作しまし
た。「サソリ」の論文では、緑の元素は「－」ですの
で、その記号の元素ができるはずがありません。しか
し、アプリではその元素ができる、と表示されました。
その論文に印章トークンを置いていたプレイヤーはみな
（緑の「？」の印章トークンを置いたプレイヤーを除く）、
名声ポイントを５点失います。
さて、ここまで読んだところで、上級モードでゲーム
を遊ぶことができます。残りはスキップしてもかまいま
せん。これが上級モードの基本ルールです。ゲーム中、
なにか分からない部分が出てきたら、このページに戻
り、残りのルールを読んでください。
２つの論文を同時に論破する
２つの論文の構成要素が、両方とも間違っている場
合があります。これが証明された場合、その両方の論
文を論破できます。

例：論破プレイヤーは「サソリ」
と「キノコ」を混ぜ合わせると、
ができると宣言し、アプリを操

作しました。「サソリ」の論文では、
緑の元素は「－」、「キノコ」の
論文でも「－」ですので、本来は
「－」の元素ができるはずです。
なのに、論破プレイヤーの宣言
どおりとなりました。これはつまり、

「サソリ」「キノコ」とも、緑の元素は「＋」でなけれ
ばならないということです。この両方の論文は間違いと
証明されました。
これらの論文の両方に印章トークンを置いたプレイ
ヤーは、合計して名声ポイントを10点失います（緑の
「？」の印章トークンを置いたプレイヤーを除く）。なお、
まとめて一気に10点失ってください。５点失ったあと、
もう一度５点失うようにしないでください（12ページ「名
声ポイントによる効果」を参照）。
２つの論文を論破したプレイヤーは、しかしながら、
名声ポイントを２点しか得ません。また、論文の即時
発表についても１回しか行えません。
意見の対立
ときどき、論破の対象の論文が間違っているか、そ
れとも実験のため選んだ他の材料についての論文が間
違っているのか、分からなくなる場合があります。こう
した状況を、「意見の対立」と呼びます。
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ゲームボードの右上の囲みに、次に説明する４種類の処理が、アイコンで順番に記されています。

★最優秀錬金術師賞
討論ボードに最も多く印章トークンを
置いているプレイヤーは、名声ポイ
ントを１点得ます（「意見の対立」トー

クンが置かれた論文は除く）。誰も論文を発表していな
い場合、誰も得点できません。一番置いている印章トー
クンの数が同数だった場合、その全員が名声ポイント
を１点得ます。
印章トークンは、「論文の発表」「論文の支持」のど

ちらのアクションで置いたものでもかまいません。また、
印章トークンの内容もどれであろうとかまいません。

★未使用キューブマス
プレイヤーの順番などによ
り、予約したアクションが思
うようにできず、アクション

をあきらめる場合があります。その場合、アクションを
予約していたキューブを、未使用キューブマスに移しま
す。ラウンド終了時、未使用キューブマスに置かれた
自分のキューブ２個につき、助力カードを１枚引いて
ください。その後、未使用キューブマスに置かれた自
分のキューブをすべて、自分の手元に戻します。

★病院マス
未使用キューブマスが空になった
ら、病院マス置かれたすべての

キューブを、未使用キューブマスに移します。これらの
キューブは、次のラウンド中は未使用キューブマスに置
かれた未使用キューブとして扱われ、次のラウンドの最
後に、所有者の手元に戻ります。

★新しい冒険者タイル
最初のラウンドのときは、タイルの上に置かれ
たキューブ（６ページ「アクションキューブ」
参照）を各プレイヤーの手元に戻します。それ

以降のラウンドでは、冒険者タイル置き場に置かれた
タイルをゲームから取り除きます。
どちらの場合でも、続いて冒険者タイルの山の一番
上のタイルを、冒険者タイル置き場に移してください。
その結果、冒険者タイルの山の一番上に評議会タイ
ルが現れたら、それを評議会マス（「自分で飲む」マ
スの右）に移します。このタイルの解決は、次のラウン
ドの最後（「自分で飲む」アクションの解決後）に行い
ます。
評議会タイルの有無に関わらず、続いて冒険者タイ

ルの山の、一番上のタイルを表にします。これで、次
の次のラウンドに、どの冒険者が訪れるのか分かります。

★評議会タイル
錬金術評議会は、いつだって盛会だ。
錬金術師たちは、仲間と知識の交換
をするために、遠方から広く集まってく
る。まあ実際は大自慢大会なんだが、
少なくともここで振る舞われるサンド
イッチは美味なんだ。
第３ラウンド終了時と第５ラウンド
終了時に、評議会タイルの解決を行い

ます（もしもそうなっていない場合は、ゲームの準備
のミスです。そうなるように直してください）。
評議会タイルの解決は、ラウンドの最後のアクション

（「自分で飲む」）の次で、「４．ラウンドの終了」の
前に実行されます。ここでは、プレイヤーが討論ボー
ド上に、いくつ印章トークンを置いているかをチェック
します。全く置いていない場合はペナルティを受けます。
タイルに描かれた印章トークンのシルエットは、自分
の印章トークンが、評議会タイルに記された数（以上）、
討論ボードに置かれているか、判定するための絵です。
×印がついた印章トークンは、印章トークンを１個も
置いていない場合を示しています。

は名声ポイント１点を得る印で、 は名声ポイ
ント１点を失う印です。
続いて、アーティファクトカードの補充を行います。

４． ラウンドの終了４． ラウンドの終了４． ラウンドの終了

例：「カエル」についての論文が
発表されています（左図）。論破
プレイヤーは、「サソリ」（14ペー
ジの図を参照）とこの「カエル」
を混ぜ合わせたら、 の魔法薬
ができることを知っていたので、
その魔法薬ができるはず、と宣言
します。アプリで論破を試みた結
果、宣言したとおりの魔法薬がで

きました。
しかし、それぞれの論文の構成要素では、青の元素
はどちらも大の「＋」となっており、それでは の魔
法薬ができるはずがありません。特定の色の大と小の
「＋」を混ぜたとき、はじめてその色の「＋」の魔法
薬ができるのです（２ページの「混ぜた結果から推理
する」を参照）。ですので論文どおりなら、「サソリ」と「カ
エル」を混ぜ合わせたら の魔法薬ができるはずです。
しかし、そうなりませんでした。つまり、どちらかの論
文が間違っているのです。
このとき、論破プレイヤーは、 の魔法薬はできな
い、と宣言することもできます。アプリで の魔法薬
を選択すると、「×」印が表示されます。しかし、論文
どおりなら、成功したサインが表示されるはずです。
こういった状況が「意見の対立」状態です。
なお、このようなう状況では、後者の例、つまりアプ

リの結果が否定的であるほうが、論破プレイヤーにとっ
て有利です。つまりその結果からは、他のプレイヤー
はなんの情報も得られないからです。
前述のとおり、「意見の対立」を発生させたプレイヤー

は名声ポイントを２点得ます。しかしながら論破された
各論文の発表者は、名声ポイントを失いません（正確

には論破されていないからです）。さらに、論破プレイ
ヤーは続けて論文の即時発表を行うこともできません。

対立トークン
「意見の対立」が発生し
た場合、対立している
それぞれの論文の構成
要素トークンの上に、

「対立トークン」を置きま
す。

こうして「対立トークン」が置かれた論文では、印章
トークンや構成要素トークンは取り除かれずそのまま残
りますが、評議会タイル（ページ下部参照）、奨学金
タイル、最優秀錬金術師賞（ページ下部参照）の対
象にはなりません。また、対立トークンが置かれた論文
を支持することはできません。
ただし、「対立トークン」の置かれた論文には、通
常のルールにより論破を試みることができます。そして
「対立トークン」の置かれた片方の論文が論破された
とき、その両方の論文から「対立トークン」を取り去っ
てください。
「対立トークン」は、ゲーム終了時には、何の効果も
もちません。単純に取り去られたのち、それらの論文
の内容の真偽を確認することになります。

論破の間違った対象
論破を行うとき、アプリで材料カードや魔法薬を選
択する目的は、次のどちらかになります。
１．片方（または両方）の論文を論破する
２．意見の対立トークンが置かれていない論文に、「意
見の対立」が発生するかどうか確認する
そのどちらの目的でもない選択をしたとき、アプリ左

下に表示されている をタップしてやり直すべきです。
そうせずに選択してしまったら、論破アクションは失敗
し、名声ポイントを１点失います。
例：「マンドラゴラの根」と「大鴉の羽根」以外の材
料については、すべて論文が書かれています。使われ
ていない構成要素トークンは、 と です。しかし
黄プレイヤーは、「マンドラゴラの根」と「大鴉の羽根」
を混ぜ合わせても、 の魔法薬は作れないことを知っ
ていました。誰かの論文が間違っています。この情報
を元に論破を行えば、なにがしかの成果を得られるで
しょうが、残念なことにどの論文が間違っているか、情
報が足りません。また、この２個の構成要素トークンが、
「マンドラゴラの根」と「大鴉の羽根」の構成要素と
して指定されていたら、意見の対立状態を発見するこ
とができます。
しかし黄プレイヤーはそれもできませんので、ほかに
何か論破ができそうなものを探します。
黄プレイヤーは上記したルールを忘れ、論文に選択

されていない構成要素トークン２個（「マンドラゴラの
根」と「大鴉の羽根」となる可能性のある構成要素）
を選び、 の魔法薬は作れないと宣言した場合、名
声ポイントを１点失います（論破の対象が間違ってい
ます）。

「意見の対立」を発見するための論破では、すでに「意
見の対立」状態にある論文を対象にしてはいけません。
「意見の対立」トークンが置かれていない論文を対象
にしなければなりません。
すでに「意見の対立」トークンが置かれている論文
に対して、「意見の対立」を発見するための論破を行っ
たなら、それは論破の対象が間違っているとし、名声
ポイントを１点失います。
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ゲームは６ラウンド続きます。最終ラウンド直前の第５ラウンド終了時に、発表会ボードの準備を行います。発表会ボードについてのルールを次に説明し
ます。

★発表会アクション
普通、錬金術師たちは互いの間で研鑽を行うのだが、
時々は一般に対し、自分の技術を公開して満足を得よ
うとする。

図は２～３人用の面。裏面が４人用の面となってい
ます。
第５ラウンドの最後に行う、次のラウンドの準備時

に、発表会ボードをゲームボード上に配置します。「生
徒で試す」「自分で飲む」アクションの上に重ねてくだ
さい（ゲームボードの絵を見て、場所を合わせてくだ
さい）。最終ラウンドではこの２つのアクションは行えず、
かわりに「発表会」アクションを行うことができます。
アプリの画面上部、「ゲームコード」の下に表示され
た「最終ラウンド」のボタンをタップします。すると「生
徒で試す」ボタンが「発表会」のボタンに変わります。

「発表会」アクションは、他のアクション同様、アクショ
ンの予約時にアクションキューブを使って予約します。
予約できる回数はプレイヤー人数によって異なります
（４人なら３回まで、２～３人なら４回まで）。このア
クションが最終ラウンドの最後のアクションとなります。
このアクションを１回行うごとに、アクションマスに置
かれたアクションキューブを取り、その右の６種類の魔
法薬の絵の上に移します。これは、この魔法薬が作れる、
という宣言です。ただし移す先の魔法薬は、自分が作っ
たことがないものに限ります。自分のプレイヤーボード
を確認してください。自分が作った魔法薬は、すべて
その上に載っているはずです。なお、無能力薬は最初
から論外です。誰もカエルのスープなんかに感銘は受
けません。
アプリの「発表会」ボタンをタップし、自分が上で
選んだ魔法薬をタップします。続いて、今までの実験と
同じように、手札から材料カードを２枚選び、大鍋ボー
ドに乗せます。カメラでカードをスキャンします。「これ
でいい」ボタンをタップし、結果が出たら、材料カー
ドを裏向きで捨て札にします。
その結果、自分の選んだ魔法薬ができなければ、画
面下に の絵が現れます。これが出たら、実験失敗
です。実験プレイヤーは名声ポイントを１点失います。

そして、魔法薬の絵の上に置かれたアクションキューブ
を、 のマスに移してください。
「発表会」で、選んだ魔法薬の製造に、最初に成功
したプレイヤーは、名声ポイントを１点得ます。選ん
だ魔法薬の下の、 の絵の下の空きマスのうち、一
番上のマスにアクションキューブを移してください。
「発表会」では、各魔法薬の製造に成功した最初の
プレイヤーのみが、名声ポイントを１点得ます。２番
目以降のプレイヤーは名声ポイントを得られませんが、
他の方法で名声ポイントを得るチャンスがあります。
「発表会」のアクション中に、同色の魔法薬の「＋」「－」
を両方とも製造したら（例えば赤の「＋」と「－」の
魔法薬を両方作ったら）、名声ポイントを２点得ます。
これは早い者勝ちではなく、この条件を満たした全プ
レイヤーが得られます。
「発表会」アクションは必ず行わなくてはならないもの
ではありません。任意です。しかし、最終得点時には
手札の材料カードは価値がありませんので、ここで使っ
て得点するのがよいかもしれません。
「発表会」アクションが終われば、通常どおりに「４．
ラウンドの終了」を行います。その後、次のラウンドの
準備を行うかわりに、ゲームは終了し、最終得点を行
います。

最終ラウンドの特別ルール最終ラウンドの特別ルール最終ラウンドの特別ルール

名声ポイントと勝利点
 名声ポイント：名声ポイントはゲーム中に得た

り失われたりするポイントです。特定のアーティファク
トはゲーム終了時に名声ポイントをもたらします。ま
た、ゲーム中、自分がどれだけ名声ポイントを得てい
るかによって、追加でボーナス点が得られたり、また
は名声ポイントを失うとき、より多く失ったりします。

勝利点：勝利点はゲーム終了時にしか得ら
れません。名声ポイントはそのまま勝利点に

変換されますが、勝利点は名声ポイントではないた
め、名声ポイントのように、特定の点の範囲にいると
きボーナスを得られたり、ペナルティを得ることはあり
ません。ただし論文が間違っていることが確認された
とき、勝利点を失うことがあります。

最終得点は、次の順番で計算します。
１．名声ポイントはそのまま勝利
点になります。例えばゲーム終了
時に名声ポイントを16 点持って

いる場合、それは勝利点 16点に変換されます。
勝利点の計算は、名声トラックをそのまま使います。

ですので、得点マーカーの位置はそのままで始めます。
重要なことは、勝利点の計算では、前述した「名声

ポイントによる効果」（12ページ「名声ポイントによる
効果」参照）は発生しないことに注意してください（あ
のルールは名声ポイントについての効果で、勝利点に
ついての効果ではありません）。

２．各プレイヤーの持つアーティ
ファクトカードの勝利点を計算し
ます。カード右上に記されている
数字を合計してください。

特別なカード：「魔法の鏡」を持っているプレイヤーは、
アーティファクトカードの計算を行うとき、一番最初
にこのカードの計算を行ってください。これの計算を
行った後に、他のアーティファクトカードの計算を行っ
てください。
「智恵の像」は、続く「６．論文の総確認」の終了
後に計算を行います。

３．奨学金タイルの得点を行い
ます。タイル右下の数字を合計し
てください。
４．手札の助力カードの枚数を
数えます。１枚につき２ゴールド
を得てください。

５．最後に、３ゴールドにつき
１点の勝利点を受け取ります。

最終得点最終得点最終得点

誰だって、自慢するためのものがないのに到着した
会議では、気まずく、楽しめるはずがない。評議会の
ために論文が必要な期間は、いつだって出版社には駆
け込み需要が発生する。

★新しいアーティファクトカード
各評議会タイルの解決後
に、売り物になっている
アーティファクトカードを
一掃したのち、補充を行

います。ゲームボードに残っているアーティファクトカー
ドをすべて取り除き、かわりにゲームボードの外に準備
しておいた、次のレベルのカード（カード裏にローマ
数字が記されていますが、これがカードのレベルです。

例えば例えば の次の数字のカードは、 のカードです）
３枚を置いてください。
評議会タイルの解決が終わったら、このページで説
明している「４．ラウンドの終了」を解決してください。

★次のラウンドの準備
（捨て忘れなどにより）もしもまだゲームボード右下の
材料採取マスに、材料カードが残っていたら、すべて
捨てます。その後、材料置き場にある材料カードの山
の上から５枚取り、表にして材料採取マスに並べます。
材料カードの山がなくなったら、捨て札をまとめてよく
シャッフルし、新しい山を作ります（これはゲーム中で
も、山がなくなったら必ず行います）。

ゲームボードの順番表から全員の順番マーカーをす
べて取り除き、所有者の手元に戻します。ただし、この
ラウンドで麻痺マスに置かれた薬ビンマーカーは、そ
のまま麻痺マスに残ります。
仮親マーカーは、時計回りで左隣のプレイヤーに移

ります。ただし、現在麻痺マスに薬ビンマーカーを置
いているプレイヤーはスキップされます（10ページの
「麻痺したときに起こる可能性がある事項」参照）。
さあ、これで次のラウンドの準備ができました。ここ
でラウンドは終了します。次のラウンドで、新しい発見
や栄誉を得たり、ばかげた論文を著述したご同輩を嘲
笑する準備ができたのです。
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ゲーム中、いろいろなアクションにより、プレイヤーはそれぞれの材料についての情報を得てゆきます。情報は、他のプレイヤーの行動からも得ることが
できるでしょう。これらの情報を、プレイヤーは自分の推理シートに、自分だけが判る書き方で、自由に記してゆきます。
ここでは、推理シートにどのように記せばいいのか、いくつかの例を示します。

★実験結果から
プレイヤーが得る情報のほとんどは、「生徒で試
す」「自分で飲む」アクションの結果から得られ
ます。どちらのアクションでもかまいませんが、
例えば「カエル」と「キノコ」を混ぜ合わせた
結果、 の魔法薬が得られたとします（最初
の実験として、２ページで説明しています）。こ
の事実を元に、推理シートの「カエル」および「キ
ノコ」の、 を含むすべての構成要素につい
て×をつけることができます（左図参照）。

★論破の結果から
同様の情報は、他のプレイヤーが特定の論
文を論破した場合でも得られます。論破の情報
は公開情報なのです。
上級モードの論破で、他のプレイヤーが「キ

ノコ」と「カエル」を混ぜると が得られると
宣言し、そうなった場合、同様に推理シートの「カ
エル」および「キノコ」の、 を含むすべて
の構成要素について×をつけることができます。
また、「キノコ」と「カエル」を混ぜると が
作られない、という情報を得た場合、より少な
い情報ですが、それでも「カエル」および「キ
ノコ」の構成要素に×をつけることができます。

新人モードの論破では、１つの材料の１つの元素の記号が何であるか、という情
報しか得られませんが、それからいろいろな推理が演繹できます。もしも誰かが「カ
エル」は を含んでいると論破すれば、やはり「カエル」の、 を含むすべての
構成要素について×をつけることができます。「キノコ」が を含んでいると論破さ
れたら、同様に を含むすべての構成要素について○をつけることができます。

★冒険者に売る場合
「冒険者に売る」アクションでは、その結果に
確信がなくとも行うべきです。これもまた実験だ
と考えましょう。
例えば、 の魔法薬を作って売ることにした

場合、「カエル」と「キノコ」を混ぜて魔法薬
を作りました。アプリに確認したら、それは正解
だと答えてくれました。これから得られる情報は、
「自分で飲む」アクションから得られる情報と同
じなのです（両方の材料の、その元素の正反
対の記号を含む構成要素に、×をつけることが
できます）。
時々、漠然とした結果が得られる場合があり

ます。 の魔法薬を作るため、「シダ」と「カ
エル」を混ぜたとします。アプリの結果は で
した。これは、記号は正しいが色は異なる、と
いう意味です（12ページ「魔法薬の品質」参照）。
この場合、 以外の色、すなわち か

（記号は変わらない）が得られると言うことを意
味します。なので、赤と青の混じった をもらっ
て、実験結果ボードにはめ込むことになります。
赤と青のどちらかが「＋」であるということは、
裏返して言えば、両方とも「－」であってはな
らないということです。推理シートを確認すれば、

そういった構成要素が２つあります。 と です。
まず、「シダ」の構成要素について、×をつけます（左図の赤い×印）。続いて「カ
エル」の構成要素についても×をつけます。「シダ」も「カエル」も、赤と青の元素
の両方が「－」であるはずがないからです。

推理シートと実験結果ボードの使い方推理シートと実験結果ボードの使い方推理シートと実験結果ボードの使い方

それぞれのモードでは、次の３ヶ所が異なります。
１．ゲームの準備で、プレイヤーが受け取る材料カー
ドの枚数：新人は３枚、上級は２枚。
２．評議会タイルの内容：上級モードの面は難易度が
高い。
３．論破ルール：上級ルールは遥かに思考性が高く、
複雑。なお、アプリを上級モードにセットすることを
忘れずに。

このゲームを始めて遊ぶ場合、新人モードで遊ぶこ
とを強く推奨します。２度目以降は、お好きなように遊
んでください。
新人モードと上級モードの３ヶ所の違いの部分は、
適当にミックスして遊んでもかまいません。例えば新人
モードで遊びますが、材料カード２枚でゲームを始め
てもいいでしょう。この部分は自由に変更してかまいま
せん。

また、プレイヤーごとに変更してもかまいません。例
えば、このゲームが初めてのプレイヤーは材料カード
３枚で始め、他のプレイヤーは２枚で、初めてのプレ
イヤーだけは評議会タイルの新人モードの面、他のプ
レイヤーは上級モードの面、論破に関してもプレイヤー
毎にアプリのモードを変える、というように。
難易度をいろいろ調整して、さらに面白くゲームを遊

んでみましょう！

★６． 論文の総確認
そして遂に、真実が発覚する瞬間が訪れました。ア

プリを全員が見えるようにし、「答えを見る」ボタンをタッ
プします。
本当に答えを知りたいのか？　もちろん！　と君は応え

るだろうな。なぜなら、ここが君の栄光の瞬間だからだ！
アプリには、どの材料カードが、どの構成要素トーク

ンに対応しているのかが表示されます。討論ボードの
論文を１つずつ確認してください。論文を確認するとき、
そこに置かれている印章トークンもすべて表にしてくだ
さい。
このとき、上級ルールで使用する「対立トークン」
はなんの効果も持ちません。まず「対立トークン」は
すべて取り去ってください。「対立トークン」の置かれ

ていた論文は、普通の論文と同じに扱います。
論文が正しかったら、そこに星印の印章トークン
を置いたプレイヤーのみが、次の得点を得ます。

・金の星の印章トークン：勝利点５点
・銀の星の印章トークン：勝利点３点
・それ以外の印章トークン：得点できません。

論文が間違っていたら、その論文のどの色の元
素の記号が間違っているか調べます（元素の大

小は見ません）。その間違った元素の色の印章トークン
を置いたプレイヤーのみが、ペナルティを免れます。そ
れ以外の（印章トークンを置いた）プレイヤーは全員、
勝利点を４点失います。
論文が間違っているとき、１個の元素の記号につい

てのみ間違っている場合は、上記のとおりです。しかし、

複数の元素の記号が間違っている場合、その論文に
印章トークンを置いたプレイヤーは、勝利点を４点失
います。
何度も言いますが、勝利点は名声トラックを使って
計算します。しかし、勝利点の計算では「名声ポイン
トによる効果」は発生しません。ボードの四隅に記さ
れているアイコンや、数字の色などはなんの意味も持
ちません。無視してください。

★ゲームの勝利者
最も多く勝利点を得たプレイヤーがゲームに勝利し

ます。同点者がいた場合は、その中でゴールドをより
多く持っているプレイヤーが勝利します。それでも同点
の場合は、一緒に勝利を分かち合います。おめでとう、
諸君！

新人モードと上級モードの差異新人モードと上級モードの差異新人モードと上級モードの差異
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A Game By 
Matúš Kotry

★無能力薬の推理
３ページ「無能力薬」で説明したとおり、材料
を混ぜ合わせたとき、互いの構成要素のすべて
の元素が反応しなかった場合、無能力薬ができ
ます。８種類の材料はそれぞれ１つだけ、混ぜ
合わせたら無能力薬ができてしまう組み合わせ
があります。
３ページで説明したとおり、推理シートの上
から２段ずつ、色の濃さが異なっています。こ
の２段ずつの組み合わせ（４種類）が、「無能
力薬」を生む組み合わせです。
さて、左ページで得られた情報をもとに、実
験を続けます。もしも「シダ」と「キノコ」を混
ぜ合わせて （無能力薬）が得られた場合、「シ
ダ」と「キノコ」は、この４種類のうちどれか
の組み合わせになるのです。ただし、これだけ
では可能性の範疇にとどまり、対象を絞り込む
ことができません。しかしながら、ここまで得た
情報を当てはめると、対象を確定できるかもし
れません。
例えば、「シダ」は や ではありません。

ということは、それと反応して「無能力薬」を
作る「キノコ」の構成要素もありえない、という
ことになります。ですので、対応する「キノコ」

の構成要素に×をします（左図の緑の矢印と、その先の赤の×）。
その逆に、今度は「キノコ」を確認します。×印がついている構成要素と対応する「シ

ダ」の構成要素もありえません。ですので、対応する「シダ」の構成要素に×をしま
す（左図の紫の矢印と、その先の赤の×）。
残るは２択です（「キノコ」の３段目と「シダ」の４段目、または「シダ」の５段

目と「キノコ」の６段目の組み合わせ）。もう少し情報が出てくれば、どちらの組み合
わせになるか、分かるでしょう。

★上級テクニック
さて、ここまで得た情報を、もう一度見返してみ
ましょう。
「シダ」と「カエル」の組み合わせでは、
の魔法薬が生まれます。しかし、実験を重ねて
絞り込んだところ、「シダ」の「赤」の元素は、
「－」でしかないことが分かりました！　というこ
とは、「シダ」と「カエル」を混ぜ合わせても、
は生まれないことになるのです。
ということは、「シダ」と「カエル」を混ぜ合
わせると、 が生まれるのです。ならば、「カ
エル」の構成要素で、 があるものはおかしい、
ということになります。そこで３段目と６段目の
構成要素に×をつけます（左図の赤の×）。
こうした方法のほかにも、いろいろな推理方
法があります。このゲームでは、カンや運の良さ、
アドバンテージを巧く得るゲームテクニックも大
切ですが、他人よりも上手に推理できれば、最
終的には勝ち抜くことができるでしょう。

論破と保険
　上図のままゲームが終わるとしたら、それ
ぞれの材料の構成要素については、２択の
まま残ります。ここでどれかの材料の緑の元
素の記号が分かれば、芋づる式に、この３
つの材料の構成要素は確定するでしょう。
現状ではこの３つの材料について、「赤」

と「青」の元素については確定できています。元素の
大小については確定できませんが、論文が間違った場
合にチェックの対象になるのは元素の記号だけなので
（元素の大小は見ません）、緑の元素について保険を
かければ、これで論文を発表しても大丈夫です。

Illustration:  David CochardIllustration:  David Cochard
 Additional Art:  Jakub Politzer Additional Art:  Jakub Politzer
 Graphic Design:  Filip Murmak Graphic Design:  Filip Murmak
 Additional Design:  František Horálek Additional Design:  František Horálek
 Lead Tester:  Petr Murmak Lead Tester:  Petr Murmak

A Game By A Game By 
Matúš KotryMatúš Kotry
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Jája, Martin, Lukáš, Křupin, Rumun, Kuba, Zuzka, Honza, Rychlík, Zdeněk, Paul, 
PitrPicko, Dita, Elwen, Ester, FlyGon, Gekon, Janča, Jirka Bauma, Lenka, Markéta, 
Michal, Monča, Olaf, Patrik, Petr, Plema, Pogo, Radka, Stáňa, Filip, Tomáš, Tuko, 
Vodka, Yuyka, Yuri, Zeus, the Brno Board Game Club, and other participants at 
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★アーティファクトカードの詳細
印刷機
これは、「論文の発表」は無料で行えるということです。
「論文の支持」を行うとき、銀行に１ゴールド支払う必
要はなくなりますが、すでにその論文に印章トークンを
置いているプレイヤーたちには、１ゴールドずつ支払わ
なければなりません。
権威の封印
「論文の発表」を行うときは、（１＋２＝３として）名
声ポイントを３点得ます。「論文の支持」のときは、（０
＋２＝２として）２点得ます。
あなたがさらに「尊敬のローブ」を持っていたら、さ

らに名声ポイントを１点追加してください。
熟考の帽子
材料を混ぜるときは、アプリの「生徒で試す」ボタン

をタップしてください。通常の「生徒で試す」アクション
同様、その結果の画面はプレイヤー全員に見せてくださ
い。しかし、「－」の魔法薬を作ってもペナルティはあり
ません。また、２回実験を行うとき、それぞれの実験で
使うカードは違うカードである必要があります。例えば
１回目の実験で「サソリ」「カエル」を混ぜ、２回目の
実験で「シダ」「カエル」を混ぜた場合、「カエル」のカー
ドは手札に２枚なければなりません。
潜望鏡
他のプレイヤーが実験の結果を全員に見せた後すぐ

に、このカードの効果を使うことができます。このカード
の効果は、アーティファクトカード「熟考の帽子」の効
果で実験を行うときには使えませんが、「冒険者に売る」
「生徒に試す」「自分で飲む」「発表会」アクションで使
えます。
尊敬のローブ
ゲーム中、名声ポイントを得るときは必ず、追加で１
点得ます。例えば誰かの論文を論破したときは２点では
なく、３点もらいます。
この能力は、得られる名声ポイントがプラスでなけれ
ば得られません。例えばプレイヤーが自分の論文を論破
した場合、「論破して得る名声ポイント」－「論破して
失う名声ポイント」の計算を先に行ない、その結果がプ
ラスだったときに、初めてこのカードの効果で＋１点で
きます。
智恵の像
このアーティファクトの得点タイミングは、他のカード

とは異なっています。「論文の総確認」が終わった後に
行わなければなりません。得点の対象となる印章トーク
ンは、それが正しい論文に置かれていれば、星印のも
のであろうとなかろうと、みな１点の勝利点を得ます。
帽子用飾り羽根
例えば、「カエル」と「サソリ」による実験が成功し、
次に「カエル」と「シダ」による実験が成功した場合、「カ
エル」「サソリ」「シダ」の３種類の材料カードを使って
成功したため、勝利点を３点受け取ります。
魔女のトランク
これは順番表のマスからボーナスを得られないという
だけで、そこに置けないわけではありません。また、通
常どおりに材料採取マスや薬草商の効果で材料カードを
得ることもできます。
魔法の鏡
最終得点でアーティファクトの計算を行うとき、一番
最初にこのカードの計算を行ってください。このカード
の計算は名声ポイントを基本にしているため、その数字
が変わる前に計算する必要があります。

魔法のすり鉢
あなたが実験に使用した材料カードを捨てる際、裏
向きにして置いたカードのうち片方を、任意のプレイヤー
に選ばせます。選ばれたカードは裏向きのまま捨て山に
移し、選ばれなかったカードは、あなたの手札に戻りま
す。
この効果は「冒険者に売る」「生徒に試す」「自分で飲む」

「発表会」アクションで使えます。

★助力カードの詳細
助力カードにはそれぞれ、そのカードをプレイするタ

イミングが記されています。タイミングさえ合えば、助力
カードは同時に何枚でもプレイできます。このとき、そ
れぞれの効果は累積します。
管理人
早めに研究室に入れてくれる人と知り合いだと、とて

も役に立つ。
このカードはプレイしたとき、ゲームボードのわき、「錬
金変成」と「冒険者に売る」アクションの間に置かれます。
このカードを２枚同時にプレイしたときは、片方の
カードは捨てて、もう片方のカードの上にキューブを２
個載せてください（このカードの効果を２回使う場合も、
キューブを２個載せてください）。
このカードは誰でもキューブを置けるアクションとみな
されます。誰かがこのカードをプレイした後は、それ以
降キューブを置くプレイヤーは、このカードの上にキュー
ブを１個置くことができます。こうしてキューブを置くと
きは、順番表に従い、縦一列に並べてください。
このカードの処理を行うときは、「自分で飲む」アクショ
ンの処理をすべて適用します。ただし、このカードにお
けるキューブの個数の制限はありません。
このカードは（「自分で飲む」アクションは行うことが
できない）最終ラウンドにプレイすることができます。
このカードに載せられたすべてのキューブのアクション
が終わったら、このカードを捨て札にします。
賢者
老いた錬金術師はいろいろな秘密を隠している。そ

のうちのひとつは彼が「大鴉の羽根」からどれだけの黄
金を変成できるかだ。
このカードを２枚同時にプレイ（またはこのカードの
効果を２回使う）した場合は、３ゴールドを得ます。こ
れはカードテキストを読めば明白なことですが、この賢
者のカードをルールブックから外したくなかったので、あ
えて書いています。
商人
彼の助言はただで得られる。ただほどいいものはない。

しかもそれは有益だ。
この効果により、すでに他のプレイヤーがキューブを
置いている魔法薬のマスにも、自分のキューブを置くこ
とができます！　その場合、全プレイヤーが「冒険者に
売る」アクションを行おうとしているとき、全プレイヤー
がそのアクションをできるのです（通常は１人だけアク
ションができませんが）。
特別な状況になりますが、このカードを使うプレイヤー

の順番が最初ではなく、このカードを２枚同時にプレイ
（またはこのカードの効果を２回使う）した場合、カー
ドテキスト後半の「最初にこのアクションを行うように」
の効果を使い、そののち前半の「このアクションを最初
に行う場合、１ゴールドを得る」の効果を使い、１ゴー
ルド得ることができます。

助手
君の忠実な部下はお使い仕事が好きなので、作業が

はかどる。
３～４人で遊ぶ場合は、「助手」カード用の追加キュー

ブはありますが、２人で遊ぶ場合、または３人で遊ぶ
場合で、このカードを２枚同時に使う場合（またはカー
ドの効果を２回使う場合）、プレイヤーの色のキューブ
は足りなくなります。その場合、未使用の色のキューブ
を代用に使ってください。そして、ラウンド終了時にこれ
らのキューブを戻すのを忘れずに。
店長
店長とおしゃべりをしていれば、彼の商品の値段が、
状況に応じて変わることを知るだろう。
このカードを２枚同時にプレイ（またはこのカードの
効果を２回使う）した場合は、２ゴールド安く買えます
が、それでも最低価格は１ゴールドです（０にはなりま
せん）。
同僚
「私と同僚が先に行いたいんだが。問題はあるかね？　
ないね？　なら、ありがとう」
あなたのキューブは一番上に置かれますが、それより
下の段については、順番表の順番に従います。もしもあ
なたがプレイする前に、誰かのキューブが一番上に置
かれていたなら（先にこのカードを使った、など）、そ
のキューブを２段目に下げて、あなたのキューブを一番
上に置いてください。
「冒険者に売る」アクションでは、同様にあなたのキュー
ブはアクションマスの一番上に置かれますが、このアク
ションではこれはプレイの順番になりません。このアクショ
ンは他のアクションと違い、競り（割り引きの提示）を行っ
てプレイの順番を決めなければならないからです。それ
が同点だった場合、このカードの効果に意味があります。
このアクションのアクションマスで、より上にいるプレイ
ヤーが勝利するからです。
このカードを２枚同時にプレイ（またはこのカードの
効果を２回使う）した場合は、それぞれ別々のアクショ
ンに対して使用してください。
バーメイド
彼女はあなたの魔法薬に付け加えることができる何か

を見つけることができた。
魔法薬の品質については、12ページを参照してくだ

さい。
このカードは、魔法薬を作る前にプレイします。例え
ばこのカードをプレイして、冒険者の要求する薬ができ
たら、正しい薬を作った報酬の他に、名声ポイントを１
点得ます。もしも
たら、正しい薬を作った報酬の他に、名声ポイントを１

の薬を作ったら、それは を作っ
たことになり、名声ポイントを失わないばかりか、それ
を作ったことによって報酬３ゴールドを得られます。
このカードを２枚同時にプレイ（またはこのカードの
効果を２回使う）して を作った場合は、（２段階上がっ
て）正しい薬を作ったことになりますが、それは２枚目
のカード（または効果）で作られたことになり、得られ
る名声ポイントは１点だけになります。
薬草商
彼女は森を巡る秘密の小道をすべて把握している。

そして、いつだって彼女は最良の材料を見つけてくれる。
あなたは引いた３枚の中から捨てるカード２枚を選
ぶ必要はありません。３枚引いて手札に加え、その後
手札から２枚捨ててください。
このカードを２枚同時にプレイ（またはこのカードの
効果を２回使う）した場合は、１回ずつ効果の処理を
行ってください。一気に６枚引くことはできません。
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