
同じ土地マークの土地に、
　　指定のコマやチップを置く。

2、資源の山札を作る
プレイ人数によって使用する資源カードが異なります。

3人のとき、赤青黄緑のカードと、横取りカードを使います。 
2 人 ,4 人のとき、さらに紫のカードを使います。 
5 人のとき、すべてのカードを使います。

使うカードをまとめてウラ向きにしてしっかりとたくさん
混ぜ、山札置き場に置き、山札とします。

使わないカードは箱にしまっておきます。

※山札置き場の上にある空欄は捨て札置き場です。 
資源を消費したときはここに置きます。

あらすじ（ゲームのおおまかな流れ）

手番のプレイヤーが以下の行動をすべてプレイし、次の
手番プレイヤーに移っていく形でゲームが進行します。

手番プレイヤーはまず、資源の山から資源を引き、対応
する土地に置きます。これが戦乱の火種となります。

土地に立っている民コマを移動させて、その資源を獲り
ます。その資源を使って民を増やすなどして種族を発展
させていきます。

これを繰り返し、拠点を 4 つ作るとヘゲモニアの覇権を
掌握して勝利となります。

プレイヤーには種族が割り当てられ、その種族によって
得意な戦略が異なります。うまく種族の特徴を生かして
この世界の覇権を握りましょう。

序章（ゲームを始める準備）

3、各プレイヤーの種族を決める
すべての種族ボードをウラ向きにしてよく混ぜ、プレイ
ヤー全員が 1 枚ずつ受け取ります。

2 人プレイの場合は、2 枚ずつ受け取りますが、先に受
け取った方を先にプレイする種族とします。

このボードの種族が自分の種族になります。 
他の種族ボードは使いませんので、箱にしまいます。

1、マップボードの準備
プレイ人数によって使用する土地が異なります。

3 人のとき、赤青黄緑の 4 つの土地だけを使います。 
2 人 ,4 人のとき、さらに紫の土地を使います。 
5 人のとき、すべての土地を使います。

使わない土地に不毛地カードを置いて目印にします。 
余った不毛地カードは箱にしまっておきます。

5、最初の手番プレイヤーを決める
じゃんけんなど適当な方法で最初の手番をするプレイ
ヤーを決めたら、いよいよ本章の開幕です。

2 人プレイの場合は、2 つの種族を交互にプレイします。

4、コマの初期配置をする
種族ボードに書かれている、初期配置の指示通りにコマ
やチップを置きます。このとき、チップはオモテにして置
きます。

ただし、3 人プレイの時のエイリアンは他のプレイヤーが
置いていない空いた土地の好きな方に置きます。

そして、種族ボード右側にある枠に該当するコマやチッ
プを置きます。 
このとき、チップはウラにして置きます。

Tips!　種族によって、違いがあります。
なれてきたら好きな種族を選択してプレイしてみては？

内容物

資源カード　88 枚

赤青黄緑土地資源
各 15 枚ずつ

民コマ
小 3 個　中２個

民コマ
小４個

民コマ
小 2 個

民コマ
小７個

移動力チップ
１個

移動力チップ
１個

拠点チップ
４枚

母艦コマ
４個

拠点チップ
４枚

民コマ
中１個　大３個

拠点チップ
4 枚

拠点チップ
4 枚

ヒューマン

エルフ エイリアン

スライム

ドラゴン

ウラ ( 共通 )

紫土地資源
各 2 枚ずつ

オレンジ土地資源
各 3 枚ずつ

横取り
6 枚

   説明書　1 枚
この紙です

マップボード　1 枚

不毛地カード　2 枚

種族ボード　5 枚

これは、ヘゲモニアという地の覇権を 
争った種族たちの戦記です。

あなたの目的は、種族の指導者となり、 
ヘゲモニアの覇権を得ることです。

民を導き、他の種族を退け、 
資源を集め、勢力を拡大し、 

ついにはヘゲモニアの王となって 
歴史に名を刻みましょう。

オモテ

オモテ　ウラ オモテ　ウラ

オモテ　ウラ オモテ　ウラ

オモテ　ウラ

オモテ　ウラ

必ず使う 必ず使う２，４，５人の時使う ５人の時使う

赤青黄緑 紫 オレンジ 横取り

オモテウラ同じ

©Studium Mundi Inc.

Twitter：@studiummundi

ゲームデザイン：さだまつひろゆき

4 人プレイ時の初期配置

土地（6 ヵ所）

種族ボードの枠に、
コマやチップを配置する。

資源置き場（6 ヵ所）

使わない土地に
不毛地カードを置く。

山札置き場に
資源カードの山札を置く。

捨て札置き場



１、資源出現フェイズ
手番プレイヤーは山札からプレイヤーの人数と同じ枚数
の資源カードをめくります。 
ただし、2 人の場合は 4 枚めくります。

そして、それらを同じマークの土地に並べます。

横取りカードを引いたときは、それを捨て札にして他のプ
レイヤー 1 人の手札からランダムに 1 枚引くか、山札から
1 枚引いて自分の手札として持ちます。

最後に、7 枚以上の資源カードがある土地があれば、そ
の土地の資源カードを２枚残して他はすべて捨て札にし
ます。どの資源を残すかは手番プレイヤーが決めます。

※山札がなくなったら、捨て札をよく混ぜてから新しい
山札にします。

民強化
土地に配置されている自分の種族の民と交換します。 
交換した民は種族ボードの上に戻します。

拠点設置
自分の種族の民がいて、自分の拠
点がない土地へオモテにして設置
します。

 

 

移動力増加
移動力チップを種族ボード上の 
移動力の場所にオモテにして置き
ます。 
 

資源交換
手持ちの資源カードから好きなもの 2 枚を捨て札にし、
山札から 1 枚引いて自分の手札にします。 
横取りカードだったときはすぐに効果を使います。

交渉
他のプレイヤーと合意すれば資源カードを交換できます。

※ 0 枚の交換（タダで譲渡）はできません。 
※ 2 人プレイ時は交渉はできません。他プレイヤーや、
自種族同士でも不可能です。 
※必ず手番プレイヤーと交換します。他のプレイヤー同士
では交換できません。 

５、終了フェイズ
手番プレイヤーは、手持ちの資源が８枚以上あれば、７
枚以下になるように資源を捨て札にします。

※手番でないプレイヤーの手札に枚数制限はありませ
ん。

これで手番は終了です。 
左隣のプレイヤーの手番を開始します。 
 
 

終章（勝利条件とゲームの終了）

手持ちの拠点をすべて作ったプレイヤーがヘゲモニア
の覇権を掌握して勝利し、この戦記は閉幕します。

ついに覇権を手に入れたその種族は、長い間栄華を
極めたと記されています。

種族別ルール

ヒューマン
この争いの引き金を引いた種族。他の
種族がこれに触発され、世界は戦乱の
時代に突入した。

特徴：平均的な力を持つ。

手に入れた資源に合わせて民の作成と強化をうまく使
い、盤面に展開していきましょう。 

ドラゴン
この地にもっとも古くから存在していた
といわれる種族。数は多くないが、非常
に大きな力を持つ。

特徴：コマ 1 つで勢力３の強力なドラゴンを持つ。

一気に勢力を塗り替えるパワーを持っていますが、他の
種族から追い出しに利用されることも。 

エルフ
森に身を隠していたため伝説と思われて
いた風の民。森の仲間の情報武器に他
種族を翻弄する。

特徴：移動力高く、最大 4 まで増加する。

民が 1 体だけなので、まずは民を増やしましょう。 

スライム
単体ではほぼ知能をもたないが、複数
のスライムが集まると、高度な知能をも
つことができる。

特徴：移動フェイズで、民を合体（重ねる）できる。

合体した民は 1 回の移動でそのすべてを動かせます。ま
た、その数ぶんの勢力をもちます。分裂はできません。

民の数が多いですが、移動に難があります。合体をうま
く使って対処していきましょう。 

エイリアン
テラフォーミングするための星を探してこ
の地にたどり着いた。高度な科学力で母
艦である拠点を動かす。

特徴：母艦が、拠点と民の能力を併せ持つ。

母艦は移動が可能で勢力を１持ちます。しかも、他の民
から追い出されません。 
同じ場所に複数の母艦コマを置くことも可能ですが、母
艦の配置時は母艦がいないところに置く必要があります。

追い出されない母艦は強力です。これを足掛かりにして
攻めていきましょう。

２，民コマ移動フェイズ

資源を獲得するために、自分の種族ボードの の数
ぶん民コマを動かせます。 
民コマの大きさに関わらず、消費する移動力は 1 です。

何も動かさなかったら、山札から資源カードを 1 枚獲得
します。横取りカードだったときはすぐに効果を使います。

動かし方には以下の 2 種類があります。

自分の種族の民を 移動する
制限はありません。好きなところから
好きなところに移動できます。 

他の種族の民を 追い出す
自分の民か拠点と同じ土地にいる、
他種族の民だけを追い出せます。
移動先に制限はありません。

３、資源獲得フェイズ
それぞれの土地で資源を取る種族を決めていきます。そ
の土地の民の勢力が半分を超えている種族がその土地の
資源カードをすべて獲得します。

※手番でない種族も過半数で資源カードを獲得します。 
※半分では獲得できません。 
※各コマの勢力は大きさによって違います。詳細は種族
ボードを見てください。

誰も獲得できなかった資源はその土地に置いたままにし
ておきます。

※獲得した資源カードは他のプレイヤーに見せないよう
に手札として持っておきます。

※ 2 人プレイの場合、手札は種族ごとに別々です。分け
て持っておきましょう。

４、発展フェイズ
種族ボードの発展フェイズのところに書かれたアクション
を何回でも実行できます。 
※種族によってはできないアクションがあります。

アクションをプレイするにはコストが必要です。 
必要な資源カードを手札から捨て札にし、効果を得ます。
民がコストのときは、どれかの土地にいる民を種族ボー
ドに戻します。戻した民はまた作成できます。 

～各アクションのルール～
民作成　　　

いずれかの自分の種族の拠点が
ある土地にだけ作成できます。 

本章（手番にやること）

山札から資源カードを人数分めくって…
(2 人の時は 4 枚 )

おなじマークの土地に置く。

横取りカードを引いたら… ほかのプレイヤー 1 人の手札か、 
山札から１枚横取りする。

自分は自由に移動できる

エルフの手番の場合

全部で３勢力。エルフが２勢力で 
過半数となり、エルフが獲得。

全部で４勢力。エルフが２勢力だが、 
ちょうど半分なので誰も獲得できない。

民コマ (中 ) は２勢力なので全部で７勢力。
ドラゴンが４勢力で過半数となり、 

ドラゴンが獲得。

土地の獲得の例

他種族は自分の民か拠点
があれば追い出せる

エルフの手番の場合

拠点は、民がいて、拠点がない 
ところに設置。

Tips!　自種族の民を移動してから、
他種族の民を追い出せます。

Tips!　拠点がある土地だけに民が
いると、拠点を設置できません。
特に終盤は注意しましょう。

Tips!　手札が 8枚以上あるときは、資源交換して減らしましょう。

手番プレイヤーは、これらのフェイズを 1 から順番にプレイします。

民は、拠点がある土地に作成。

▼資源カード

▼民

同じマークの資源を手札から捨てて、コストを支払う。

民がコストのときは、どれかの土地にいる民を種族ボードに戻す。

コストの支払い方


