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マンハッタン計画―ゲームの概要

革命的な
新技術が
発見されました。
すべての大軍事国家は、すぐにその破壊的な潜在能力に気づきました。あなたの国家
はこの新たな兵器開発競争で一歩先を行き、世界を牛耳る超大国となれるでしょうか？
「マンハッタン計画」で、プレイヤーは大国の核兵器計画の指導者となり、より大
きく、より強力な爆弾を作るための破壊的な競争に参加します。しかし、これは穏や
かな競争ではありません！

計画を進め、自国の正当な領土を守るため、プレイヤー

は狡猾な諜報活動や軍事力の使用をためらってはならないのです！

ゲームの目的
プレイヤーは核爆弾を製造し、試験し、搭載する
ことによって得点を獲得します。目標得点に到達し
た最初の国家は世界を牛耳る超大国となり、ゲーム
に勝利します！
目標得点はプレイ人数によって決まります。
２人プレイ：70 点
３人プレイ：60 点
４人プレイ：50 点
５人プレイ：45 点

内容物―マンハッタン計画

内容物

メインボード１枚

プレイヤーボード５枚
（５色 各１枚）
戦闘機カウンター５枚
（５色 各１枚）

建物カード 50 枚
（初期建物６枚、
通常建物 44 枚）

爆弾カード 30 枚

コイン 48 枚
（１ドル 38 枚、
５ドル 10 枚）

戦闘機
トラック

爆撃機カウンター５枚
（５色 各１枚）

爆撃機
トラック
建物
スペース

爆縮試験 プレイヤーディスク 15 枚 搭載済み爆弾
マーカー 10 枚
カウンター５枚
（５色 各３枚）

損傷マーカー 16 枚 イエローケーキ駒 40 個
（両面仕様）
人材タイル 72 枚：
作業員タイル 24 枚
（５色 各４枚、灰（契約作業員）４枚）
科学者タイル 24 枚
（５色 各４枚、灰（契約科学者）４枚）
技術者タイル 24 枚
（５色 各４枚、灰（契約技術者）４枚）

マンハッタン計画―ゲームの準備

ゲームの準備
１．メインボードとストックの準備
メインボードをテーブルの中央に置きます。使用する色のプ
レイヤーディスクをプルトニウムトラック、濃縮ウラントラッ
ク、スパイトラックの一番下のスペースに１枚ずつ置きます。

“ イエローケーキ ” とは？
天然ウラン鉱石はしばしば、その鉱石から抽
出した濃縮ウラン粉末が黄ばんだ色をしている
ことから “ イエローケーキ ” と呼ばれます。プ

ボードの横に以下のものを置き、ストックとします。

レイヤーはイエローケーキ（ゲームでは黄色い木製駒で表さ

・建物カード 50 枚

れています）を集め、爆弾に必要な核燃料へと加工する必要

・爆弾カード 30 枚

があります。

・搭載済み爆弾マーカー 10 枚
・損傷マーカー 16 枚
・コイン 48 枚
・イエローケーキ駒 40 個
・契約人材タイル（灰）12 枚
・各プレイヤーの技術者タイル４枚
・各プレイヤーの科学者タイル４枚

３．爆弾カードの準備
爆弾カード 30 枚をよく混ぜ、「プレイ人数＋１」枚（たとえ
ば３人プレイ時には４枚）のカードを引いて、ストックの横に
表向きで１列に並べます。これらは現在開発可能な爆弾です。
残りは裏向きの山にしてストックに戻します。

４．各プレイヤーの準備
各プレイヤーは１色を選び、対応する色のプレイヤーボード
を手元に置きます。全プレイヤーが他プレイヤーのボードを確
認でき、手が届くようにします。各プレイヤーは以下のものも
爆縮試験カウンターはプレイ人数に応じたものだけ使います。
カウンターの裏面には対応するプレイ人数が示されています。

受け取ります。
・選んだ色の作業員タイル４枚

２人プレイ：“ ０” と “ ６” を使用

・10 ドル分のコイン

３人プレイ：“ ０” と “ ４” と “ ８” を使用

・選んだ色の戦闘機カウンター１枚

４人プレイ：“ ０” と “ ２” と “ ４” と “ ６” を使用
５人プレイ：すべて使用

戦闘機トラックのスペース１に置きます。
・選んだ色の爆撃機カウンター１枚

使用するカウンターをストックに置き、残りを箱に戻します。

爆撃機トラックのスペース１に置きます。

注意：４人以下でプレイする場合、余った内容物はすべて箱

作業員タイルとコインは手元に置きます。手元の資源を使え

に戻します。

るのは自分だけです。各プレイヤーの資源（コイン、人材タイル、
イエローケーキ駒など）は公開情報です。

２．建物市場の準備
メインボード上段の建物市場には建設可能
な建物カードを置きます。初期建物カード６
枚（裏面が赤のもの）をよく混ぜ、建物市場
の最初のスペース（２ドルスペース）から順
に、１枚ずつ表向きで置きます。通常建物カー
ド 44 枚をよく混ぜ、一番上のカードを 20 ド
ルスペースに表向きで置きます。残りは裏向
きの山にしてストックに戻します。

５．初期ボーナス
スタートプレイヤーをランダムに選びます。手番順（時計回
り順）に応じて、各プレイヤーは初期ボーナスを受け取ります。
スタートプレイヤー：ボーナスなし
２番手プレイヤー：２ドル
３番手プレイヤー：４ドル
４番手プレイヤー：２ドルと、自分の科学者タイルか
技術者タイル１枚（プレイヤーが選ぶ）
５番手プレイヤー：４ドルと、自分の科学者タイルか
技術者タイル１枚（プレイヤーが選ぶ）

ゲームの進行―マンハッタン計画

ゲームの進行
「マンハッタン計画」はスタートプレイヤーから時計回り順にプレイします。
誰かが目標得点に到達するまで、プレイヤーは手番のプレイを続けます。
手番プレイヤーは以下の２つの選択肢から１つ（そして１つだけ）を選んで実
行しなければなりません。
・人材タイルの配置
・人材タイルの回収
重要：配置できる人材タイルが手元にない場合、プレイヤーは「人材タイルの
回収」を選ばなければなりません。
手番に実行することは、選んだ選択肢によって変わります。

人材タイルの配置
手番に人材タイルを配置することにした場合、プレイヤーは
以下の２ステップを順番に実行しなければなりません。
ステップ１：プレイヤーはメインボード上の人材スペース１
つに人材タイルを置くことができます。
ステップ２：そのあと、プレイヤーは人材タイルを自分のプ
レイヤーボード上にある建物カードに置くことができます。
人材タイルか建物カードのどちらかを使い果たすまで、プレ
イヤーはステップ２を何回でも繰り返すことができます。
どちらのステップも任意ですが、プレイヤーは手番中に最低
１枚は人材タイルを置かなければなりません。人材タイルの配
置方法については６、７ページを参照してください。
メインボード上か建物カード上に人材タイルを置いたとき、
プレイヤーは指示されている人材アクションを即座に実行する
ことができます（
「人材アクション」の項参照）
。
さらに、プレイヤーは手番中いつでも、爆弾アクションを何
回でも実行することができます（
「爆弾アクション」の項参照）。

人材タイルの回収
手番に人材タイルを回収することにした場合、プレイヤーは
以下の３ステップを順番に実行しなければなりません。
ステップ１：自分の人材タイルすべてを、メインボードと全
プレイヤーボードから回収して手元に置きます。このとき、
まだストックにある人材タイルは回収しません。
ステップ２：自分の建物カード、爆弾カード、爆縮試験カウ
ンター上のすべての人材タイルを適切な場所に戻します。契
約人材タイルはストックに戻します。他プレイヤーの人材タ
イルはそのプレイヤーの手元に戻します。
ステップ３：メインボード上と自分の手元にあるすべての契
約人材タイルをストックに戻します。
注意：手番終了時には、自分の建物カード、爆弾カード、爆
縮試験カウンター上には人材タイルが置かれておらず、自分の
人材タイル 12 枚はすべて手元かストックにあり、メインボー
ド上にも自分の手元にも契約人材タイルがない状態になります。
「人材タイルの回収」を選んだ場合、１枚は自分の人材タイルを
回収しなければなりません。それができない場合、プレイヤー
は手番に「人材タイルの配置」を選ばなければなりません。

例：赤は人材タイルを回収することにしました。
赤のすべての人材タイル（まだ獲得していないストックの人
材タイルは除きます）は手元に戻ります。手番開始時、手元
に人材タイル１枚が残っていたことに注意してください。
赤の建物カード、爆弾カード、爆縮試験カウンター上のすべ
ての人材タイルを適切な場所（その所有者の手元かストック）
に戻します。
メインボード上と赤の手元にあるすべての契約人材タイルを
ストックに戻します。

マンハッタン計画―人材タイルの配置

人材タイルの配置
人材タイルの配置中、プレイヤーは望む限り何枚の建物カー
ドにでも人材タイルを置くことができます。プレイヤーは自分
の建物カードにのみ人材タイルを置くことができます（ステッ
プ１でスパイ人材アクションを実行した場合は例外です。「人材
アクション」の項参照）。
ゲーム中、建物カードは航空攻撃によって損
作業員

技術者

傷することがあります。損傷している建物カー

科学者

人材タイルには作業員、技術者、科学者の３種類があります。
どの種類も使い方は同じで、メインボード上の人材スペースか、
建物カード上に置くことができます。人材タイルを配置したら、
プレイヤーは即座に人材アクションを実行することができます
（
「人材アクション」の項参照）
。

メインボード上の人材スペースの一部には、人材タイルを置
くために満たさなければならない条件があります。この条件は
科学者か技術者アイコンが描かれている場合、プレイヤーは

約人材（灰色）があります。プレイヤーは手番

対応する種類の人材タイルだけを置くことができます。人材ア

中にどちらか（または両方）の人材タイルを使

イコンが描かれていない場合、どの種類の人材タイルでも置く

うことができます。人材スペースや建物カード
持ち、組み合わせて使うことさえできます。

人材タイルの配置条件

人材スペースの内側に示されています。

人材タイルには常雇用人材（自分の色）と契

上に置いたとき、どちらもまったく同じ効果を

ド上には人材タイルを置くことができません。

ことができます。
契約人材
（灰色）

メインボード上への人材タイルの配置
メインボードは、プレイヤーが人材を割り当てることができ
るさまざまな活動を表したいくつかの区画に分かれています。
各区画には１つ（または複数）の人材スペースがあります。
手番プレイヤーはメインボード上の人材スペース１つに人材
タイル１枚（爆弾設計スペースには２枚）を置くことができます。
各人材スペースには１枚だけ人材タイルを置くことができます
（例外：建設スペースには人材タイルを何枚でも置くことができ
ます。また、爆弾設計スペースには２枚のセットを置きます）
。

一部の人材スペースには、
（／）で分けられ
た２つの異なる条件が示されています。そのよ
うなスペースに人材タイルを置くとき、プレイ
ヤーは２つの条件のいずれかを満たさなければ
なりません。たとえば、メインボード上の工場
区画にある右図のスペースには、
（／）で分け
られた技術者と科学者アイコンが描かれていま
す。ここには技術者タイルか科学者タイルのい
ずれか（両方ではなく）を置くことができます。
建物カードも条件を持っており、その条件は各建物カードの
上段に示されています。

プレイヤーはすでに人材タイルが置かれている（建設スペース
以外の）スペースに人材タイルを置くことはできません。

建物カード上への人材タイルの配置
各建物カードには１～３枚の人材タ
イルを置くことができ、その枚数はカー
ド上段に示されています。建物カード
上に人材タイルを置く場合、プレイヤー
はそのカードに示されている枚数ちょ
うどの人材タイルを置かなければなり
ません。
プレイヤーはすでに人材タイルが置
かれている建物カード上に人材タイル
を置くことはできません。

建物カード上段に “ ？ ” アイコンがある場合、プレイヤーは
そのカード上にどの種類の人材タイルでも置くことが
できます。複数の “ ？ ” アイコンがある場合、人材タ
イルの枚数がアイコンの数と一致してさえいれば、任意の組み
合わせで人材タイルを置くことができます。
建物カード上段に技術者か科学者シンボルが描かれている場
合、プレイヤーはそのカード上に対応する種類の人材タイルだ
けを置くことができます。繰り返しますが、人材タイルの枚数
はカード上段に描かれているシンボルの数と一致しなければな
りません。

人材タイルの配置―マンハッタン計画

人材タイルの配置の例

メインボード上への配置の例：緑の手番です。すでに全スペー
スが埋まっているため、緑は工場区画の資金調達スペースに人
材タイルを置くことはできません。緑は鉱山区画の任意のスペー
スに人材タイルを置くことができます。
右スペースには技術者タイルしか置けないので、ここに作業
員タイルを置くことはできません。左スペースに人材タイルを
置いた場合、緑はストックに５ドルを支払わなければなりませ
ん。緑は中央スペース（無料です）を選びました。
人材タイルを置いたあと、緑はイエローケーキ駒を３個獲得
し、他プレイヤーもそれぞれ１個獲得します。

建物カード上への配置の例：手番の２ステップ目に、青は自
分の「工場」を使いたかったのですが、必要な技術者タイル２
枚を持っていません。「濃縮工場」も使いたかったのですが、お
金とイエローケーキ駒が足りません。
そこで、青は作業員タイル２枚を「大学」に置き、技術者タ
イル２枚を得ました。そのあと作業員タイル１枚と科学者タイ
ル１枚を「鉱山」に置き（ここには任意の組み合わせで人材タ
イルを置くことができます）
、イエローケーキ駒２個を得ました。

この時点で、青は「工場」に必要な種類の人材タイルを持っ
ています！ 「人材タイルの配置」のステップ２は何回でも繰
り返すことができるので、青はこの人材タイルを即座に「工場」
に置くことができます。
青は新たな技術者タイル２枚を「工場」に置き、爆撃機を３
機製造して（爆撃機トラックで記録します）、３ドルを得ました。
こうして青は「濃縮工場」に必要なお金とイエローケーキ駒を
手に入れました。青は科学者タイル２枚を「濃縮工場」に置き、
コストを支払って濃縮ウランを２つ生産することができます。

マンハッタン計画―人材アクション

人材アクション

メインボードの人材アクション
メインボード上の人材スペースに人材タイルを置いた場合、

人材タイルを建物カード／人材スペースに置いたとき、プレ

プレイヤーはそのスペースの下に描かれているアクションを実

イヤーは示されている人材アクションを即座に実行することが

行することができます。しばしば、このアクションは資源や人

できます。プレイヤーはスペースや建物カードを封鎖するため、

材タイルをもたらします（これを “ アクション結果 (OUTPUT)”

アクションを実行せずに（さらにはそのアクションが実行不可

と呼びます）
。他の人材スペースでは建物を建設したり、他プレ

能であっても）人材タイルをカード／スペースに置くこともで

イヤーを攻撃したり、爆弾を設計したりすることができます。

きます。しかし、そのカード／スペースに置くのに必要な（資
源の支払いを含む）すべての条件は満たさなければなりません。

一部のスペースには、循環する矢印に囲まれた資源やアクショ
ンが描かれています。これはプレイヤーがそのスペー

重要：コインとイエローケーキ駒は無限にあるものとしま

スに人材タイルを置いた場合に、他のすべてのプレ

す。不足した場合、適切な代用物を使ってください。爆弾の

イヤーが得る利益です。手番プレイヤーが人材アク

核燃料や飛行機のようなその他の資源は、対応するトラック

ションを実行しなかったとしても、他プレイヤーは

に示されている値が上限となります。人材は（常雇用人材も

この利益を得ます。

契約人材も）ゲームに含まれているタイルの枚数が上限とな
ります。アクション結果の一部しか受け取れない場合でも、
プレイヤーはその人材アクションを実行することができます
（単に獲得可能なだけの資源を獲得したり、対応するトラッ
クの最高値までカウンターを進めたりします）
。
例：紫はメインボード上にある鉱山
区画の中央スペースに作業員タイルを
置きました。紫はストックからイエ
ローケーキ駒を３個得ます。
アクション結果の隣に描かれている
のは、グループアクション矢印に囲ま
れたイエローケーキ駒１個です。他の各プレイヤーはストック
からイエローケーキ駒を１個ずつ得ます。
建物市場スペースのうち３つと、工場区画スペースのうち
３つには、アクション結果として赤いドルマークが
描かれています。このスペースにある建物を建設し
たり、工場スペースに人材タイルを置いたりしたと
き、プレイヤーはストックから１ドルを取って賄賂
スペース（建物市場の左側にある灰皿）に置きます。賄賂スペー
スに置ける金額に上限はありません。
一部の人材スペースと建物カードには、
（／）で区切られた２つのアクション結果
が描かれています。このようなスペース／
カードに人材タイルを置いたとき、プレイ
ヤーはいずれかのアクション結果を選びま
す。たとえば、この「工場」は戦闘機１機
か２ドルをもたらします。

建設：メインボード上段は建物市場です。ここには購入可能
な７枚の建物カードが置かれています。プレイヤーはこれらの
建物のみ建設することができます。
建物を建設するために、プレイヤー
はどの種類の人材タイルでも置くこと
ができます。そのあと、プレイヤーは
建設したい建物カードの上段に示され
ているコストを支払わなければなりま
せん。建設スペースに技術者タイルを
置き、最も安い２つの建物（２ドルか３ドルスペースにあるもの）
のどちらかを選んだ場合、無料で建設することができます（ス
ペース上段にある技術者シンボルはこのことを示しています）
。
プレイヤーは購入した建物カードを取ってプレイヤーボード
上に置きます。所持できる建物カードの枚数に上限はなく、ス
ペースが不足した場合、単にプレイヤーボードの横に置きます。
建物カードを取ったあと、必要ならば市場にある他のカード
を左にずらし、空きスペースを埋めます。そのあと山札から新
たなカードを１枚引き、20 ドルスペースに置きます。山札が尽
きている場合、新たな建物カードは市場に置かれません。
最も高い３つの建物（建物市場右側）のうち１つを建設した
場合、ストックから１ドルを取って賄賂スペースに置きます。
最も安い（２ドルスペースの）建物を建設した場合、プレイ
ヤーは賄賂スペースにあるお金をすべて取って手元に置きます。
今取った建物のコストを支払うためにこのお金を使うことはで
きません（つまり、プレイヤーは初めから２ドルを持っているか、
建設スペースに技術者タイルを置かなければなりません）
。

人材アクション―マンハッタン計画

メインボードの人材アクション
重要：他の人材スペースとは異なり、建設スペースに置け
る人材タイルの枚数に上限はなく、他の人材タイルがあって
も自分の人材タイルを置くことができます。

大学：大学スペースの１つに人材タイルを置いた場合、プレ
イヤーは示されている人材タイルを得ます。左スペースは作業
員タイル３枚、２番目のスペースは技術者タイル１枚、３番目
のスペースは科学者タイル１枚をもたらします。右スペースは
３ドルを支払う必要があり、技術者か科学者タイル１枚をもた
工場（資金調達）：工場区画の右側３スペースの１つに人材タ
イルを置いた場合、プレイヤーは示されている額のお金をストッ
クから得ます。左スペースはイエローケーキ駒３個を必要とし

らします。
人材タイルはストックから取らなければなりません。プレイ
ヤーは常雇用人材か契約人材を選んで取ることができます。

ます。中央スペースは他プレイヤーにも２ドルずつもたらしま
す。右スペースは技術者か科学者タイルを必要とします。
資金調達スペースに人材タイルを置いた場合、ストックから
１ドルを取って賄賂スペースに置きます。
工場（航空機建造）：工場区画の航空機建造スペースに人材タ
イルを置いた場合、プレイヤーは示されている航空機を得ます
（プレイヤーボード上のトラックで記録します）
。左スペースは
戦闘機を２機、右スペースは爆撃を２機建造します。プレイヤー
ボード上のトラックに示されているように、プレイヤーは最大
で戦闘機 10 機と爆撃機 10 機を持つことができます。

原子炉（プルトニウム生産）
：このスペースには科学者タイル
を置かなければならず、イエローケーキ駒２個を支払わなけれ

鉱山：鉱山スペースの１つ

ばなりません。プレイヤーはメインボードのプルトニウムトラッ

に 人 材 タ イ ル を 置 い た 場 合、

ク上にある自分のディスクを１スペース上げます。プレイヤー

プレイヤーは示されている数

はプルトニウムを９つ以上持つことはできません。

のイエローケーキ駒を得ます。
左スペースは５ドルを必要と

原子炉（濃縮ウラン生産）
：このスペースには科学者タイルを

します。中央スペースは他プ

置かなければならず、イエローケーキ駒２個と３ドルを支払わ

レイヤーにもイエローケーキ

なければなりません。プレイヤーはメインボードの濃縮ウラン

駒 を １ 個 ず つ も た ら し ま す。

トラック上にある自分のディスクを１スペース上げます。プレ

右スペースは技術者タイルを必要とします。

イヤーは濃縮ウランを９つ以上持つことはできません。

マンハッタン計画―人材アクション

航空攻撃は損害を与える
航空攻撃：プレイヤーは航空

例：黄は戦闘機６機と爆撃機６機を持っています。黄は作業

機を使って他プレイヤーを攻撃

員タイルを航空攻撃スペースに置きました。黄は持っている航

することができます。航空攻撃

空機の数に等しい回数まで航空攻撃を行うことができます。

スペースの１つに人材タイルを

最初に、黄は６機の戦闘機すべてで攻撃しました。黄は戦闘

置いた場合、プレイヤーは最大

機カウンターをスペース０に下げ、赤の戦闘機３機を攻撃しま

で持っている航空機の数に等し

した（赤はカウンターをスペース０に下げました）
。黄はまだ３

い回数まで、他プレイヤーを航

機の戦闘機を残しており、これを使って青の爆撃機を３機破壊

空攻撃することができます。２

しました（青はカウンターを３スペース下げました）
。

つの航空攻撃スペースの効果は
同じです。
航空攻撃の目標は任意で、同
じプレイヤーでも複数のプレイヤーでも選ぶことができます。
航空攻撃には２種類あります。
戦闘機攻撃：戦闘機を１機支払い、敵の航空
機（戦闘機か爆撃機）を１機破壊します。自分
の戦闘機トラック上で戦闘機を１機減らし、目
標を１人選びます。そのプレイヤーは戦闘機か
爆撃機（手番プレイヤーが選びます）を１機減
らさなければなりません。
爆撃：爆撃機を１機支払い、敵の建物カード
を１枚損傷させます。プレイヤーは、戦闘機を
１機以上持っている他プレイヤーを目標にする
ことはできません。自分の爆撃機トラック上で

黄は爆撃機を使うこともできます。赤は戦闘機を残していな

爆撃機を１機減らし、ストックから損傷カウンターを取って、

いので、爆撃に対して無防備です。黄は赤に対して爆撃機を４

“ １” の面を上にして目標の建物カードに置きます（またはすで

機使うことにしました。黄はカウンターを４スペース下げ、損

に建物カード上にあるカウンターを裏返して “ ２” の面を上向け

傷カウンター４枚を赤の建物カードに（１枚は「工場」に、３

ます）。建物カード上に置ける損傷カウンターの枚数に上限はあ

枚は「原子炉」に）置きました。緑と青は戦闘機を持っている

りません。損傷カウンターは無限にあるものとします。不足し

ので、黄は２人に対して爆撃機を送り込むことはできません。

た場合、適切なもので代用してください。
損傷の効果：損傷した建物は、誰

航空攻撃完了後、黄は手番のステップ２を続けます。

も使うことができません。損傷した

交渉：航空攻撃アクションを実行する前に、プレイヤーは

建物には人材タイルを置くことがで

他プレイヤーと取引したくなるかもしれません（両方の航空

きません。損傷した建物にいた人材

攻撃スペースを使って共通の敵を攻撃しよう、お互いを攻撃

は、空襲警報を聞いて無事に防空壕

するのは控えよう、など）
。こういった取引は現在のラウンド

へと避難しています。このため、プ

中（次の自分の手番開始時まで）のみ有効で、メインボード

レイヤーはその人材タイルを通常通

上の航空攻撃スペースの使用、戦闘機攻撃、爆撃に関するこ

りに回収することができます。

とだけを取引材料とすることができます。資源や他のアクショ
ンを取引材料にすることはできません。この航空攻撃協定は、
それに参加した全プレイヤーが守らなければなりません。

人材アクション―マンハッタン計画

建物の修復、爆弾の設計
爆弾を設計する場合、以下のステップを実行します。
１．手番プレイヤーは表向きの爆弾カードをすべて取ります（す
でに持っている手札のカードと混ぜないようにします）
。
２．そのうち１枚を密かに選び、手札に加えます。
３．残りの爆弾カードを左隣のプレイヤーに渡します。
４．各プレイヤーは順番に爆弾カード１枚を密かに選び、残り
を左隣のプレイヤーに渡していきます。
５．手番プレイヤーは戻ってきた最後のカードを手札に加えま
す（このため、手番プレイヤーは爆弾カードを２枚獲得し
ます）。
６．山札から「プレイ人数＋１」枚の爆弾カードを表向け、新
修復：修復スペースに人材タイルを置いた場合、プレイヤー
は５ドルを支払わなければなりません。プレイヤーは自分の建
物カードから損傷カウンターを３点分まで取り除くことができ
ます。プレイヤーは１つの建物から２点以上の損傷を取り除く

たに設計可能な爆弾カードとします。山札に充分な爆弾カー
ドがない場合、新たなカードをいっさい補充しません（こ
れ以降、爆弾設計アクションは実行できなくなります）
。

ことも、複数の建物から損傷を取り除くこともできます。損傷
カウンターはストックに戻します。手番プレイヤーはこの修復
に追加コストを支払う必要はありません。
修復を終えたあと、他プレイヤーも（手番順に）自分の建物
を修復することができます。他プレイヤーもそれぞれ３点まで
修復することができますが、１点目の修復には２ドル、２点目

爆弾設計の例：赤は爆弾を設計すべき時だと決断しました。
赤は技術者タイルと科学者タイルを１枚ずつ爆弾設計スペース
に置いて、表向きの爆弾カード４枚すべてを取りました（手札
には加えません）。

の修復には３ドル、３点目の修復には５ドルを支払う必要があ
ります（つまり、３点修復すると計 10 ドル必要になります）。

爆弾設計：爆弾設計スペースに
は技術者タイル１枚と科学者タイ
ル１枚を置かなければなりません
（プレイヤーが一度に複数の人材タ
イルをメインボード上に置くこと
ができるのはこのスペースだけで
す）
。このスペースに人材タイルを
置いた場合、全プレイヤーが爆弾
カードを得ます。利用可能な爆弾
カードは、ストックで表向きになっ
ているものだけです。

赤はカードの１枚を密かに選んで手札に加え、他の３枚を紫
に渡しました。
紫は残りのカードから１枚を選んで手札に加え、他の２枚を
黄に渡しました。
最後に、黄は残りのカードから１枚を取り、最後のカードを
赤に渡して、赤はそのカードを手札に加えました。
これは３人プレイゲームなので、山札の上から４枚の爆弾カー
ドを表向け、ストックに置きます。赤は手番のステップ２に進
みます。

マンハッタン計画―人材アクション

スパイ発見！
例：黄は計画のためにさらなる核燃料を必要としていますが、
メインボードはほとんど埋まっており、自分の建物だけでは充
分な量を生産できません。しかし、黄はスパイ人材アクション
によって必要なものをすべて得ることができます！

手番のステップ１で、黄は作業員タイルをス
パイスペースに置き、３ドルを支払いました。
スパイ：スパイスペースに人材タイル

黄はスパイトラック上のディスクを１マス上

を置いた場合、プレイヤーはストックに

げました。今、黄はスパイを３人持っています。

３ドルを支払わなければなりません。プ

ステップ２で、黄は他プレイヤーの建物を３

レイヤーはメインボードにあるスパイト

つまで（スパイが３人なので）使うことができます。はじめに、

ラック上の自分のディスクを１マス上げ

黄は技術者タイル４枚を自分の「工場」２つに置き、爆撃機３

ます。プレイヤーは最大６人のスパイを

機と戦闘機３機と６ドルを得ました。そのあと、黄は最後の技

持つことができます。

術者タイル（契約人材）を赤の「鉱山」に置き、イエローケー

この手番のステップ２で、プレイヤー
は自分の人材タイルを他プレイヤーの建

キ駒を２個得ました。最後に、黄は最後の作業員タイル２枚を
青の「大学」に置き、科学者タイル２枚を得ました。

物カードにも置くことができます。そう
する場合、プレイヤーはその建物の必要
条件をすべて満たさなければなりません。
プレイヤーはその建物が自分のものであ
るかのように、そのアクションを実行す
ることができます。プレイヤーは、自分
のスパイ数に等しい数の他プレイヤーの
建物に人材タイルを置くことができます。
プレイヤーはすでにスパイを６人持っ
ていても、スパイスペースに人材タイル

もう１つ他プレイヤーの建物カードを使えるので、黄は新た

を置くことができます。この場合、さらにスパイを増やすこと

な科学者タイル２枚を青の「濃縮工場」に置き、必要なイエロー

はできませんが、その手番のステップ２でスパイを使うことが

ケーキ駒とお金をすべて支払いました。こうして黄は爆弾を完

できます。

成させるのに必要な濃縮ウラン３つを手に入れました！

重要：獲得したスパイは、ゲーム中ずっとプレイヤーの支
配下にあります（スパイが減ることはありません）
。しかし、
プレイヤーは手番のたびに他プレイヤーの建物カードに人
材タイルを置くことはできません！

プレイヤーはスパイス

ペースに人材タイルを置いたのと同じ手番中のみ、他プレイ
ヤーの建物カードに人材タイルを置くことができます。

さらに、赤は手番中に自分の「鉱山」を使えず、青は手番中
に自分の建物カードを１つも使えません！

人材アクション―マンハッタン計画

建物人材アクション
すべての建物カードは、プレイヤーに何らかの資源か人材タ
イルをもたらします。プレイヤーが（人材タイルか資源で）満
たさなければならない条件はカード上段に示されています。プ
レイヤーが得るアクション結果はカード下段に示されています。
このアクション結果は常に、ストックから取るか、対応するト
ラック上で記録します。
建物カードには「鉱山」「工場」
「大学」
「濃縮工場」
「原子炉」
の５種類があり、各種 10 枚ずつあります。

鉱山 (MINE)：
「鉱山」カードに人材タイル
を置いた場合、プレイヤーは示されている数
のイエローケーキ駒をストックから得ます。

工場 (FACTORY)：「工場」カードに人材タイル
を置いた場合、お金が示されていれば、その額を
ストックから得ます。また、戦闘機や爆撃機が示
されていれば、その数だけ増やします。（／）で
区切られた異なる資源が示されている場合、プレ
イヤーはどちらかを選びます（両方を得ることは
できません）。
プレイヤーボード上のトラックに示されている
ように、プレイヤーは最大で戦闘機 10 機と爆撃機 10 機を持つこと

濃 縮 工 場 (ENRICHMENT PLANT)：「 濃 縮 工 場 」
カードに人材タイルを置き、必要なお金とイエ
ローケーキ駒を支払った場合、プレイヤーはメイ
ンボードにある濃縮ウラントラック上のディスク
を、カードに示されている数だけ上げます。
プレイヤーは濃縮ウランを９つ以上持つことは
できません。備蓄した濃縮ウランを減らすには爆
弾を製造する（または「原子炉」で使用する）必
要があります。

ができます。
原子炉 (REACTOR)：「原子炉」カードに人材タ
イルを置き、必要なイエローケーキ駒かウランを
大学 (UNIVERSITY)：「大学」カードに人材タイ

支払った場合、プレイヤーはメインボードにある

ルを置いた場合、プレイヤーは示されている種類

プルトニウムトラック上のディスクを、カードに

の人材タイルをストックから取り、手元に置きま

示されている数だけ上げます。

す。プレイヤーはこの人材タイルを即座に使うこ
とができます。
プレイヤーは自分の色の常雇用人材タイルと契

一部の「原子炉」カードには、( ／ ) で区切られ
たイエローケーキ駒とウランが必要なコストとし
て描かれています。このような「原子炉」を使っ

約人材タイルを任意の組み合わせで取ることがで

た場合、プレイヤーは示されているイエローケーキ駒を支払うか、そ

きます。
（／）で区切られた異なる人材シンボル

の代わりに濃縮ウラン１つを支払うかを選ばなければなりません。

が示されている場合、プレイヤーはどちらかを選びます（両方を得る
ことはできません）。

プレイヤーはプルトニウムを９つ以上持つことはできません。備蓄
したプルトニウムを減らすには爆弾を製造する必要があります。

マンハッタン計画―爆弾アクション

爆弾アクション！

製造

手番に「人材タイルの配置」を選んだ場合、プレイヤーは人材タイ
ルを置いて人材アクションを実行するのに加えて、爆弾アクションを
何回でも実行することができます。必要な資源を持っている限り、プ
レイヤーは手番中いつでも、任意の順番で爆弾アクションを実行する
ことができます。爆弾アクションには以下の３種類があります。
１．製造
２．試験
３．搭載
重要：爆弾アクションはプレイヤーが得点を獲得する唯一の手段で
す！

ゲームを終了させ、勝者を決定するのは、最終的には爆弾アク

ションだと言えます。
プルトニウム爆弾

濃縮ウラン爆弾
必要な
人材タイル
燃料
コスト
例：黄は濃縮ウラン爆弾を製造します！

黄は手札からカードを表

向きで出しました。黄は科学者タイル２枚と技術者タイル２枚をカー

搭載
コスト

ド上に置き、この計画に配属しなければなりません。また、黄はメイ
ンボードの核燃料トラック上で、濃縮ウランを５つ支払う必要もあり
ます。黄は持っているすべての燃料を支払いましたが、24 点を得ま
した！

得点
得点
（爆縮試験前）
（爆縮試験後）

得点

プルトニウム爆弾（青カード）は２種類の得点を持っています。左
側の数字は爆縮試験を完了していない場合の得点です。爆縮試験（次
ページ参照）を行った場合、プレイヤーは製造したすべてのプルトニ
ウム爆弾（試験前に製造したものを含みます）から高い方の ( 右側の )
得点を得ます。

爆弾アクション１：爆弾の製造
爆弾の製造は得点を得るための主要な手段です。爆弾を製造するた
めには、プレイヤーは爆弾カードを手札に、必要な人材タイルを手元
に、そして対応する種類の充分な核燃料をメインボード上に持ってい
なければなりません。これらの必要条件は爆弾カード上段に示されて
います。
プレイヤーは爆弾カードを表向きでプレイヤーボードの横に出し、
その上に必要な人材タイルを置いて、メインボードの対応する核燃料
（濃縮ウランかプルトニウム）トラックにある自分のディスクを下げ
ます。必要なコストを支払ったら爆弾は完成し、プレイヤーはカード
に示されている得点を得ます。

爆弾アクション―マンハッタン計画

爆弾アクション！
例：緑はプルトニウム爆弾を製造して対抗しまし
た！

緑はカードを表向きで出し、必要な人材タイ

試験と搭載

例：緑は新たに製造したプルトニウム爆弾を試験しました。緑はこ
の爆弾カードを山札の一番下に戻し、最も価値の高い爆縮試験カウン

ル（科学者２枚と技術者３枚）をカード上に置いて、

ター（６点）を取ってプレイヤーボードの横に置きました。緑は爆弾

プルトニウムトラック上のディスクを６スペース下

カード上にあった人材タイルを爆縮試験カウンター上に移動させまし

げました。

た。緑は爆弾の 12 点を失いましたが、試験によって６点を得ました。

まだ爆縮試験を行っていないので、緑のプルトニ
ウム爆弾は 12 点の価値しかありません。プルトニウ

また、所持している他のすべてのプルトニウム爆弾は、より高い得点
をもたらします。

ム爆弾の試験を実行すれば、この爆弾の価値は 24 点
になります……。

爆弾アクション２：爆縮試験
プルトニウム爆弾は濃縮ウラン爆弾より複雑で
す。実際に作動させてみるまで、プレイヤーはそ
の能力を真に理解することはできません！

製造

爆弾アクション３：搭載

したプルトニウム爆弾から完全な得点を得るため

核爆弾を持つことと、それを使える状態

には、プレイヤーは爆縮試験を行わなければなり

にすることはまったく別です。爆弾を使え

ません。プレイヤーは、製造したどのプルトニウ

るように完全に準備するためには、爆撃機

ム爆弾でも試験のために使うことができます。同

に搭載しなければなりません。そうするこ

じ手番中に製造した爆弾でも試験することができ

とで、自国の軍隊が使う準備が整うのです。

ますが、プレイヤーはゲーム中に１つだけしか爆弾を試験することが

これによってプレイヤーは５点を得ます。

できません。
爆弾を試験した場合、プレイヤーはその爆弾カードを裏向きで爆弾
カードの山札の一番下に戻します（この爆弾は爆発したので、もうプ
レイヤーの手元には残っていないのです）。そのあと、最も価値の高
い爆縮試験カウンターをストックから取ります。プレイヤーは爆縮試
験カウンターの価値に等しい得点を得ます（しかし、プレイヤーは爆
発させた爆弾の得点を失います）。以降ずっと、プレイヤーは所持し
ているすべてのプルトニウム爆弾から、より高い方の得点を得ます。
試験に使った爆弾カードに人材タイルが置かれていた場合、そのす
べてを爆縮試験カウンター上に置きます。搭載済み爆弾カウンターが
置かれていた場合、ストックに戻します（プレイヤーは爆弾の搭載に
よる５点を失います）。

爆弾を搭載するために、プレイヤーは爆弾カー
ドに示されている搭載コストを支払い、爆撃機カ
ウンターを下げて爆撃機を１機減らさなければな
りません（この爆撃機は、もう航空攻撃には使え
ないのです）
。プレイヤーはストックから搭載済み
爆弾マーカーを取り、爆弾カード上に置きます。
各爆弾は１回だけ搭載することができます。
搭載済み爆弾マーカーは無限にあるものとします。不足した場合、
適切なもので代用してください。

マンハッタン計画―爆弾アクション

爆弾アクションの例

ゲームの終了は近い！

例：黄は濃縮ウラン爆弾を搭載しました。黄はストックに３ドルを
支払い、
爆撃機を１機減らして、爆弾カード上に搭載済み爆弾マーカー
を置きました。
このアクションにより、黄は５点を得ました。爆弾の大きさや種類
にかかわらず、爆弾の搭載は常に５点の価値を持ちます。

ゲーム開始時に設定した目標得点に誰かが到達したとき、ゲームは
即座に終了します。
２人プレイ：70 点
３人プレイ：60 点
４人プレイ：50 点
５人プレイ：45 点
必要な得点を最初に獲得したプレイヤーは、自国を超大国へと成長
させ、ゲームに勝利します！

