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コードネーム：ピクチャーズ
地図に描かれている、この変なシンボルは何だ？ これらは、スパイがエージェントたちとコンタクト
を取る地点を示した暗号だ。

2人の敵対するスパイマスターは、各場所にいるエージェントを知っています。彼らは秘密の会合を
行う場所について、現場諜報員たちへ暗号で知らせます。諜報員たちは明晰でなければなりません。
暗号を誤って解読すると、敵のエージェントとの不幸な遭遇に、最悪の場合暗殺者との遭遇につな
がってしまいます！

2つの組織は自らのエージェント全員とのコンタクトを競います。そして勝利をつかむのは1つの組
織だけです。

ゲームの準備
プレイヤーは、人数とゲーム熟練度が大
体同じになるように2つのチームに分かれ
ます。スタンダードゲームをプレイするた
めには少なくとも4人（1チーム2人）が必
要です。

各チームから1人ずつスパイマスターを選
びます。各チームのスパイマスターは隣り
合わせてテーブルの同じ側に着席します。
それ以外のプレイヤーはスパイマスター
の反対側に着席してください。スパイマ
スター以外のプレイヤーは全員「現場諜
報員」になります。

ピクチャーカード20枚をランダムに選
び、テーブルの上に縦4枚×横5枚にな
るように並べます。これらは、現場諜
報員がエージェントたちとコンタクト
を取らなければならない場所を表し
ます。

各カードの左上には、絵柄の向き
を示すマークが表示されています。

現場諜報員

スパイマスター

すでに「コードネーム」の遊び方を知っている方は、

11ページから読んでください。
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キーカード
ゲームごとに1枚、各場所に誰がい
るかを示すキーカードを使用しま
す。スパイマスターたちはランダム
に キ ー カ ード1枚 を 選 び、 ピク
チャーカードの4×5枚の向きに合
うようにスタンドに立てて2人の間に
置きます。2通りの向きが考えられますが、この段階で
は特に考慮しません。ただし、現場諜報員には見られ
ないように注意してください。

キーカードの情報は、テーブル上のピクチャーカードの配置に対応しています。キーカードの下がス
パイマスター側、上が現場諜報員側になります。青いマスは青チームが推測する場所（青のエージェ
ントがいる場所）、赤いマスは赤チームが推測する場所（赤のエージェントがいる場所）に対応して
います。薄い色のマスは何も知らない一般人、そして黒いマスには暗殺者が隠れています。

先攻と後攻
キーカードの左右に表示されている色のチームが先攻です。先攻のチームは8枚の絵柄
を推測します。後攻のチームは7枚です。先攻のチームにゲームの最初のヒントが与えら
れます。

エージェントカード
赤のエージェント7 枚 青のエージェント7 枚

ダブル
エージェント

1 枚

何も知らない 
一般人 4 枚

暗殺者 1 枚

赤のエージェントカードは1つの山にして赤チーム
のスパイマスターの前に置きます。青のエージェン
トカードは1つの山にして青チームのスパイマス
ターの前に置きます。これにより、どちらのチー
ムのマスターかが容易に確認できます。

先攻チームは後攻チームより1枚多く推測し
なければなりません。このカードは先攻の
チームの色側を上にして、先攻チームのエー
ジェントカードの山に加えます。特別な能力
はなく、ゲーム中は他のエージェントカード
と同様に使用します。

何も知らない一般人カードと暗殺者
カードは、2人のスパイマスターの間
に、どちらからも取りやすいように
置いておきます。
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ゲームのプレイ
スパイマスターは自分のチームの手番に、ヒン
トとなる1つの言葉を発表します。このヒントは
テーブル上の複数の絵柄に関していることもあ
ります。現場諜報員たちは、スパイマスターが
発した言葉をヒントにして推測をします。現場
諜報員がピクチャーカードに触れたとき、スパ
イマスターはその場所に誰がいるかを明らかに
します。そのカードが自分のチームのエージェ
ントの場合、諜報員たちは先ほどの言葉のヒン
トに関係する場所の推測を続けることができま
す。外れた場合は相手チームの手番になります。
先に自分のチームのエージェント全員とコンタク
トしたチームが勝利します。

手番の実行
先攻のチームから順番に手番を実行していきま
す。（キーカードの両脇に表示されている色の
チームが先攻です。）自分のチームの手番に、
スパイマスターは1語のヒントを発表し、現場
諜報員はそのヒントについて複数枚の推測を実
行することができます。

ヒントを出す
あなたがスパイマスターの場合、自分のチーム
のエージェントがいる場所の絵柄カードを当て
るためのヒントとなる言葉1つを考えます。ヒン
トは、そのピクチャーカードの絵柄に関係する
言葉1つと、その言葉が何枚のピクチャーカード
に関係しているかの枚数を発表します。

例：2枚の絵柄に関わるヒントの例「進化、2枚」

絵柄1枚だけに関するヒントを発表することもで
きます（例：カンガルー、1枚）。しかし、2枚
以上のヒントに挑戦した方が、ゲームの醍醐味
を味わえます。4枚のカードを1つのヒントで表
現できれば、大きな成功につながります。

エージェントとのコンタクト
スパイマスターがヒントを出したとき、そのチー
ムの現場諜報員はその意味をよく考えなければ
なりません。現場諜報員同士で相談することは
できますが、スパイマスターは常に表情を変え
てはいけません。チーム内の諜報員の1人がテー
ブル上のピクチャーカードの1枚に触れることで、
チームが推測した公式な見解とみなします。

スパイマスターは、そのピクチャーカードの上
に以下のカードを置くことで、その場所に誰が
いるかを明らかにします：

・ 現場諜報員が自分のチームのエージェント
がいるカードに触れた場合、スパイマスター
はそのカードの上にその色のエージェント
カードを乗せます。このチームは引き続き
推測を続けることができます（ただし追加
のヒントはありません）。

・ 現場諜報員が何も知らない一般人のカード
に触れた場合、スパイマスターはそのカー
ドの上に何も知らない一般人のカードを乗
せます。現在の手番はここで終了となります。

・ 現場諜報員が相手のチームのエージェント
がいるカードに触れた場合、スパイマスター
はそのカードの上に相手の色のエージェント
カードを乗せます。現在の手番はここで終
了となります。（さらに相手チームを有利に
してしまいました。）

・ 現場諜報員が暗殺者がいるカードに触れた
場合、スパイマスターはそのカードの上に
暗殺者のカードを乗せます。ゲームはここで
終了となり、暗殺者に触れたチームの負け
になります。
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手番の終了
各チームの手番では常に、1つだけのヒントを出
すことができ、1枚以上を推測することができま
す。諜報員の1枚目の推測が自チームのエージェ
ントだった場合、2枚目を推測することができま
す。2枚目の推測も合っていた場合、さらにもう
1枚推測できます。（この要領で1枚ずつ推測し
ます。）

以下の場合、手番は終了となります：

・ 自チームのエージェント以外を推測した場合

・ これ以上の推測をしないことにした場合

・ ヒントで指定された枚数プラス1枚の推測を
終えた場合

例えば、自チームのスパイマスターが「進化、2枚」
のヒントを出した場合、（最初の2枚を連続で正
解すれば）最大3枚まで推測可能です。これは
ゲームの最初の手番ではあまり意味はありませ
んが、後半の手番では非常に有効です。例えば、
今までに出されたヒントに対してすべてを正解
していない場合に、現在出されたヒント以外に
過去に出されたヒントで追加の1枚の推測が可
能になります。この「1枚追加推測」のルールは、
逆転の可能性を秘めています。次のページの例
を参照してください。

ゲームの終了
どちらかのチームのエージェントカードすべて
が乗せられた時点でゲームは終了となり、その
チームの勝利です。
相手チームの手番中でも、そのチームが誤った
推測をすることで勝利することがあります。

諜報員が暗殺者の場所に触れてしまうことで、
ゲームが早く終了することがあります。その場
合はその諜報員のチームの負けになります。

次のゲームの準備
新たにスパイマスターをやりたいプレイヤーが
いれば替わってください。2回目以降のゲームの
準備は簡単です。ピクチャーカードの上に乗せ
たカードをスパイマスターの前に戻します。現
在出ている20枚のピクチャーカードを裏返し、
新たなキーカードを引けば、準備は完了です。

表情を変えないこと
スパイマスターは、言葉1つと枚数以外の情報
を与えないことが求められます。ヒントに追加
のコメントはしないでください。「君たちにこれ
がわかるかな？」は事実上追加のヒントです。「君
たちが “ホビットの冒険” を読んでいなければ、
これはわからないだろう」は、あまりに多くを
明らかにしてしまっています。スパイマスターは、
一部のカードを目で追ってはいけません。そし
て、キーカードを見た後はピクチャーカードに
触れてはいけません。

スパイマスターは現場諜報員たちが推測してい
るときは表情を変えてはいけません。自チーム
の現場諜報員たちが絵柄について話し合いを
始めたら、実際に決定してピクチャーカードに

触れるまで、どのエージェントカードにも手を伸
ばしてはいけません。自チームの現場諜報員が
正しいピクチャーカードを選択したときは、自
分の意図とは異なっていても、そう意図したよ
うに行動しなければなりません。

現場諜報員の場合、推測中はテーブルのカード
だけに集中してください。推測中にスパイマス
ターと目線でやり取りをしてはいけません。

言葉1つと枚数というかぎられた情報しか伝えら
れないからこそ、勝利の際の喜びが大きく、名
誉を手に入れることができるのです。
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例
先攻は赤チーム。

赤のスパイマスターは下の2枚の絵についての
ヒントを出そうと考えた。

彼女は「進化、2枚」のヒントを出した。

赤の諜報員は下の2枚を見つけた。

彼女はこの2枚を答えようとし、先に左側のカー
ドに触った。これは何も知らない一般人だった
ため、2つ目の回答はできない。青チームの手
番に移行する。

青チームのスパイマスターはヒント「くだもの、
3枚」と言った。青の諜報員は3枚すべての推測
に成功した。

次に再び赤チームの手番となった。

赤のスパイマスターはヒント「スター、2枚」を言っ
た。赤の諜報員は下の3枚に可能性があると考
えた。

彼女はロケットが最も正解に近いと考え、先に
このカードに触れた。スパイマスターはそのカー
ドの上に赤のエージェントカードを乗せたため、
現場諜報員は2枚目のカードの推測が可能にな
る。彼女は残り2枚について選びきれなかった。
しかし彼女は前回の「進化」のヒントで考えた、
横断歩道のカードに触れた。スパイマスターは、
そのカードの上に赤のカードを乗せた。

彼女はヒント「スター、2枚」にあった2枚の正
しい回答した。彼女はもう1枚回答をすることが
できる。彼女は2枚目のスターに関する絵柄を
回答することも、2枚目の進化に関する絵柄を
回答することも、ここで推測をやめて青チーム
の手番にすることもできる。
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使用可能なヒント
ヒントは1つの単語（助詞や修飾語の付いた言
葉は不可）でなければなりません。自分のヒン
トが1つの単語であるかどうか自信がない場合
は、相手チームのスパイマスターに確認しても
らってください。相手チームのスパイマスターが
認めれば、そのヒントは使用可能です。

同音異義語は使用可能です。したがって月が描
いてある絵柄と、鎧を着た男が描いてある絵柄
を選ばせるために、ヒントとして「ナイト」は有
効です。しかしチームメイトがどうとるかはわか
りません。

同音異義語がある場合、ヒントの言葉の意味を
補足することは可能です。これはチームメイトに

「箸」ではなく「橋」 であることを伝えたいときや、
プレイヤーに訛りがある場合に有効です。

誰かの質問を受けて、ヒントの正確な読みや漢
字の表記を説明することは可能です。ヒントの
言葉の表記がわからない場合は、スパイマス
ターにそのヒントの表記を言ってもらうことは可
能です。この場合、スパイマスターは必ず答え
なければならず、同音異義語を使ったヒントで
も、そのことは伝えてはなりません。

ヒントはピクチャーカードの絵柄に関するもの
でなければならず、テーブル上のカードの配置
や特定の言葉の文字や絵の色の濃淡はヒントと
しては使えません。自チームの諜報員に近い3
枚のカードのヒントとして「近い、3枚」は使用
できません。「あ」から始まる物の絵柄3枚のヒ
ントとして「あ、3枚」は使用できません。最も

色の濃い絵柄2枚のヒントとして「ダーク、2枚」
はヒントとして使用できません。しかし、夜や
暗闇や邪悪のヒントとしては使用できます。

歌うことや、変わったアクセントや外国語（日
常で使用されている外来語は問題なし）は、一
般的にヒントとして無効ですが、事前にプレイ
グループ内で認めていれば使用可能です。エッ
フェル塔の絵柄のヒントとして、フランス語のア
クセントを使用することは問題ありません。

グループ内で同意をすれば、1語の規制を緩和
することもできます。この場合複数の言葉から
なる固有名詞（ジェームズ・ボンドやノース・ダ
コタなど）や、略称（FBIやFIFAなど）や、よく
使われる複合語（メリー・ゴーランドやスキュー
バ・ダイバーなど）も使用可能になります。

ゲームの難易度を上げるため、さらに制限を加
えることもできます。例えば、同意があれば絵
柄の形についてのヒント（丸、3枚や長方形、3
枚など）については禁止にしてもよいでしょう。

ヒント：一枚の絵柄だけに関するヒントは、単に
描かれている物の名前を言うだけなので簡単で
す。ゲームに刺激を与えるため、自チームの諜
報員たちにちょっと考えさせる、クリエイティブ
なヒントを考えてみましょう。しかし、やりすぎ
はいけません。ゲームを楽しむことが目的で、
負けては元も子もないのですから。
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上級者向けのルール
ゲームに慣れたプレイヤーは、下記の2種類の上級ヒントでプレイしてもよいでしょう。また、暗殺
者エンディングのルールは、コードネーム：ピクチャーズの基本ルールを理解したプレイヤーであれ
ば誰でも楽しめる選択ルールです。

暗殺者エンディング
この選択ルールは、ビリヤードのエイトボー
ルに似ています。ゲームで勝つためには、自
チームのエージェント全員とアサシンに接触し
なければなりません。

ルール
ゲームは、暗殺者を見つけるまで終わりませ
ん。自チームのエージェント全員と接触しても
ゲームは続けます。

諜報員が自チームのエージェント全員を見つ
けた後に、暗殺者のいる場所を見つけること
ができれば、そのチームの勝利です。

諜報員が、まだ自チームのエージェント全
員を見つけていない状態で暗殺者に触れて
しまった場合は、その手番は「サドンデス（突
然死）」フィニッシュとなります。そのチー
ムは追加のヒントなしで推測を続け、残り
の自チームのエージェントを探さなければ

なりません。推測するカード枚数は、スパ
イマスターのヒントの枚 数に関係なく、無
制限です。残りのエージェント全員の場所
を間違わずに探せれば、そのチームの勝利
です。間違えた回答をした場合（何も知ら
ない一般 人や敵のエージェントに触れた場
合）、その時点でゲームは終了で、そのチー
ムの負けになります。

まとめ
ゲームは常に、諜報員が暗殺者に触れた手番
で終了になります。暗殺者に触れただけでは
手番は終了しません。代わりにそ
の手番、無制限の推測ができま
す。その手番終了時に自チーム
のピクチャーカードすべてを見
つければ、そのチームの勝利。
そうでない場合はそのチーム
の負けになります。

上級ヒント：無限
自分のチームにたくさんの絵柄を推測して
もらいたい場合に、ヒントに枚数の代わり
に「無限」ということができます。例えば「 羽
根、無限」です。これは前の手番までに複
数の絵柄に関するヒントを出していて、自
チームの諜報員がまだ見つけていない場合
に特に有効です。

これの欠点は、現場諜報員が新たなヒント
に関わる絵柄が何枚あるかわからないこ
と。利点は、好きな枚数を推測できること
です。

上級ヒント：0 枚
ヒントを出す際に、0枚を指定することも可
能です。これは、自チームのエージェントは、
ヒントに関係する絵柄にはいないことを意味
します。例えば「羽根：0枚」のヒントは、「羽
根に関する絵柄に自チームにエージェントは
いない」ということです。

スパイマスターが0枚を指定した場合、通常
の推測枚数は適用されません。現場諜報員
は好きな枚数の絵柄（ただし正解が続いてい
る場合のみ）を推測できます。ただし最低
でも1枚は推測しなければなりません。
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2 人用ゲーム
2 人だけでプレイする場合は、2 人とも同じチー
ムになってプレイします。この2 人用ルールは、チー
ム同士で競争を嫌うプレイヤーがいる場合に、3 
人以上のグループでもプレイできます。このルー
ルでは、架空の敵に対抗してできるだけ多くの得
点を稼ぐことが目的です。

通常のゲームと同様の準備をします。1 人がスパ
イマスターとなり、残りが現場諜報員となります。
相手チームにはプレイヤーはいませんが、エージェ
ントカードは通常通り重ねて置いてください。

自分のチームが先行になります。そのため、自分
のチームが先行になるキーカードを使用します。

自分のチームのターンは通常ゲームと同様に進行
します。敵のエージェントや暗殺者を避けるよう
に進めてください。

スパイマスターは、敵チームのターンに、敵チーム
のエージェントカードを1 枚ずつ置きます。その際、
エージェントカードを乗せる絵柄は、スパイマスター
が選択します。ここにも戦略的要素があります。

自分のチームが暗殺者に触れた場合や、敵チーム
がエージェント全員とコンタクトをしたら、自分の
チームの負けとなり、得点は獲得できません。

自分のチームが勝利した場合、敵チームの残り
のエージェントカードの枚数が得点となります。

3 人用ゲーム
3 人でプレイする場合、3 人とも同じチームでプレ
イしたい場合は2 人用ルールを使ってください。
チーム内の2 人が競いたい場合は、2 人がそれぞ
れスパイマスターになり、残りの1 人が現場諜報
員となります。

通常のゲームと同様の準備をします。現場諜報
員は、両チームの諜報員として働きます。（まる
で本物のスパイみたい。）　勝者は通常の方法で
決定します。現場諜報員は、どちらのチームの
ためにもベストを尽くさなければなりません。

注意：チームの得点は、勝利まで要したター
ン数と、誤って触れてしまった敵チームのエー
ジェントによって決まります。

7 そんな馬鹿な……信じ難い

6 素晴らしい！

5 米国国防総省で勤務可能

4 上級スパイ

3 見事なチームワーク

2 状況がわかってきたね

1 負けるよりはまし
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コードネームを知っていますか？
「コードネーム：ピクチャーズ」は、ワードゲームの「コー

ドネーム」が基になっています。オリジナル版では、秘
密会合場所を示す絵柄の暗号の代わりに、エージェン
トのコードネームを示す言葉が使われています。

若干の違いはありますが、基本的なルールは同じです。

2人のスパイマスターは順番に言葉1つと枚数をコード
ネームのヒントとして与えます。自チームの諜報員は正
解と思ったコードネームカードに触れます。

言葉と絵柄は考え方が若干異なります。もし興味があ
れば下記の例に挑戦して試してみてください。このゲー
ムのキーカードを使ってみてもよいでしょう。

イヌ

イヌ

イヌ

イヌ

ダンス

ダンス

カモ

カモ

オレンジ

オレンジ

ナッツ

ナッツ

ボール

ボール

雪

雪

ナイフ

ナイフ

ステージ

ステージ

魚

魚

カンガルー

カンガルー

クジラ

クジラ

空

空

スター

スター

深夜

深夜

海

海

俳優

俳優

カモノハシ

カモノハシ

葉

葉

ヘリコプター

ヘリコプター
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コードネームをプレイしたことがありますか？
ワードゲームの「コードネーム」のプレイ経験があれば、「コードネーム：ピクチャーズ」はすぐにでも
プレイ可能です。以下の2つの点だけが異なりますので、覚えておいてください：

キーカードのマス目は、縦5枚×横5枚ではなく、縦4枚×横5枚です。

このゲームでは、カモノハシの絵のヒントとして「カモノハシ」と言うことができます。

7ページに使用可能なヒントについてのルールがありますが、大きな違いはありません。

「コードネーム：ピクチャーズ」のコツがわかってきたら、8ページの「暗殺者エンディング」の選択ルー
ルもチェックしてください。この選択ルールは、オリジナルの「コードネーム」でも使用可能です。

オリジナルの「コードネーム」を持っていれば……
「コードネーム：ピクチャーズ」と「コードネーム」を合わせてプレイすることができます。「コードネー

ム：ピクチャーズ」の縦4枚×横5枚が気に入っていれば、言葉のカードと合わせて並べてください。

オリジナルの「コードネーム」と同様に縦5枚×横5枚でプレイすることも可能です。（この場合、 
オリジナルゲームの小さいエージェントカードを使ってください。）

1つのゲームで、言葉と絵柄を合わ
せることもできます。どちらのマ
ス目でもOKです。使用できるヒン
トについては、両方のゲームの
ルールを適用します。

（通常、オリジナルゲームで使
用可能なヒントは、「コードネー
ム：ピクチャーズ」でも使 用
可能です。）

使 用するマス目や 使 用する
カードに関係なく、8ページの

「暗殺者エンディング」の選
択 ルールも挑 戦できます。
ぜひお試しください。
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