
大英帝国における小規模な 3本勝負+2
PREOPEN∗

プレイ人数：2人
プレイ時間：10～25分
対象年齢：10才～

はじめに

「大英帝国における小規模な 3 本勝負
+2」をお買い上げいただきありがとうご
ざいます。本作品は、5個の独立したゲー
ムから構成されております。3 本勝負で
遊ばれる場合は、<3 本勝負の流れ > の
セクションをご参照ください。それぞれ
のゲームを個別に遊ぶことも可能です。

内容物
数字タイル 「1」 2枚

「2」 3枚
「3」 2枚

チップ 青色 12枚
赤色 6枚
緑色 2枚
黄色 1枚

ついたて 2枚
巾着袋 1袋
ゲームカード 5枚

∗ https://twitter.com/pre_open

3本勝負の流れ

3本勝負でゲームを遊ぶ場合、次のよう
にしてゲームの順番を決める。

• ゲームカード 5枚から、ランダムで 3

枚引く。この 3枚のゲームが、3本勝
負で遊ぶゲームとなる。

• ゲームを行う順番を決める。カード
の左上の数字が何戦目で遊ぶことが
できるかを表している。数字が複数
あるカードの場合は、他のカードと
の兼ね合いで何戦目に遊ぶかを決め
る (例参照)。

• ゲームに勝ったプレーヤーは、その
ゲームのカードを受け取る。

• 先に 2 枚のゲームカードを獲得した
プレーヤーが 3本勝負の勝者となる。

<例 1>

「深淵を覗く」、「二子玉川の花火大会」、
「ホームズ vs モリアーティ」の 3 枚の
ゲームカードを引いた。「ホームズ vs モ
リアーティ」は 3戦目でしか遊べないゲー
ムなので、3戦目にプレイすることが自動
的に決定する。「深淵を覗く」「二子玉川の
花火大会」の２つのゲームは、1、2、3戦
目全てで遊べるゲームなので、好きな方



を 1戦目にし、余った方を 2戦目にする。
図は、1戦目に「深淵を覗く」で遊ぶ場
合を表している。

<例 2>

「深淵を覗く」、「積木殴り」、「15ポンドの
4種のチーズ」の 3枚のゲームカードを引
いた。「15ポンドの 4種のチーズ」は 1戦
目限定、「積木殴り」は 2戦目限定のゲー
ムであるため、それぞれ 1戦目、2戦目に
遊ぶことが決定する。よって余った 3 戦
目は、1、2、3戦目全てで遊べる「深淵を
覗く」となる。

各ゲームの概要

深淵を覗く
ジャンルは推理・心理戦で
す。相手が手の中に握った
チップ枚数を予想して宣言す
るゲームです。
二子玉川の花火大会
ジャンルは心理戦です。2

枚のタイルのどちらかを一斉
に指差し、同じタイルを指し
た場合、高い価値のチップを
握っていたプレーヤーがタイ
ルを獲得できます。
ホームズ vsモリアーティ
ジャンルは推理です。両者
ともに 8枚のチップを受け取
り、袋の中にあるチップを推
理するゲームです。推理ゲー
ムとしては珍しく、質問をす
るフェイズがありません。
積木殴り
ジャンルは心理戦です。3

枚目の「2」のタイルが出た
時の「獲得したタイルの総
和」と「残したチップの総価
値」の積を競います。
15ポンドの 4種のチーズ
ジャンルは心理戦です。タ
イルを出してチップを集める
ゲームです。



深淵を覗く
プレイ時間：5～10分
ゲームデザイン：久米田

色と枚数 一枚の戦力 移動処理

青 × 6 1 相手に渡す
赤 × 3 1 袋に置く
緑 × 1 3 相手に渡す

ゲームの流れ

1. 図のように、ついたてとそれぞれの
持ち分のチップ 10 枚 (表参照) を配
置する。タイル 7 枚を裏向きに重ね
て山札とする。スタートプレーヤー
は黄色チップを受け取る。

2. 山札から 1枚表にし、場に置く。
3. ついたての内側の自分のチップを１
枚以上手に握る。

4. 2人とも握ったら、黄色チップを持つ

プレーヤーから、相手の握ったチッ
プの枚数を予想し、宣言する。

5. 同様に、もう一人も宣言する。
6. 握っていたチップをお互いに公開す
る。

7. 握っていたチップから互いの戦力を
測り (表参照)、大きい方がタイルを
獲得する。獲得したタイルは相手か
らも見えるように自分のついたての
近くに置く。
＊ただし、6. でチップの枚数を当て
られたプレーヤーの戦力は 0になる。
＊戦力が 1以上で同点の場合、青チッ
プを多く出したプレーヤーがタイル
を獲得する。それも同じ場合は引き
分けとなり、何も起きない。

8. 使ったチップの移動処理 (表参照) を
行う。黄色チップを持つプレーヤー
は相手に渡す。

9. 場にタイルがない場合、山札から 1枚
引き表向きで場に置く。

10. 3.～9.を繰り返し、獲得したタイルの
数字の合計が先に 6 点以上になった
方が、このゲームの勝者となる。



二子玉川の
花火大会
プレイ時間：5～10分
ゲームデザイン：青の人

色と枚数 1枚あたりの価値

青 ×6 10ペンス
赤 × 3 50ペンス
緑 × 1 100ペンス

ゲームの流れ

1. 図のように、各々の持ち分のチップ
10枚のセット (表参照)をついたての
内側に置く (黄色チップは、場の中央
に目印として置く)。タイル 7枚を裏
向きにして山札とする。

2. 山札から 2枚表にし、場に置く。
3. ついたての内側にある自分のチップ

を 0枚以上手に握る。
4. お互い握ったら、同時に場のどちら
かのタイルに指を差す。

5. 同じタイルを指した場合
手の中を公開し落札判定 (後述)

をする。
別々のタイルを指した場合
それぞれ指差したタイルの上に
チップがあれば、その中の任意
のチップ 1 枚を獲得する (なけ
れば獲得しない)。その後、はじ
めに握っていたチップ全てをそ
のタイルの上に置く。

＊ どちらの場合でも、獲得したチッ
プは自分のついたての中に入れる。

6. 3.～5.を繰り返し、獲得したタイルの
数字の合計が先に 6 以上になった方
が、このゲームの勝者となる。

落札判定
手の中のチップの合計価値が高い方がタ
イルを落札する。同点の場合、以下の処
理は行わず、チップを各々のついたてに
戻す。

• 落札したプレーヤーは、手の中のチッ
プを全て袋に入れ、タイル + タイル
上のチップ全てを獲得する。獲得し
たタイルは相手からも見えるように
自分のついたての近くに置く。

• 落札できなかったプレーヤーは、使用
したチップを自分のついたてに戻し、
山札から 1 枚引いて場のタイルを補
充する。



ホームズ
vs.モリアーティ
プレイ時間：10～15分
ゲームデザイン：久米田

表 1 チップ 21枚の内訳

色と枚数 役柄 影響力

青 ×12 メイド 1

赤 ×6 衛兵 2

緑 ×2 娘たち 3

黄 × 1 アデルカ夫人 (*) X

*アデルカ夫人は、他の役柄のチップと同
時に出した時、同じものとして扱うこと
ができる。

表 2 スコアシート

1 2 3 · · ·
ホームズ · · ·
モリアーティ · · ·

ストーリー

ここまで、2本のゲームで対決し、互角
の勝負をした 2人。
「一旦休憩にしてはどうです？」
そういったのはこの館の主である謎多
き妙齢の男、ニマロ・アデルカ。 ここ 2、
3 年のイギリス中で最も噂された実業家
だ。下流階層向けの新聞社が彼の事をふ
ざけて紹介したのがきっかけで、いろんな
人が彼について興味を持つようになった。
私は彼と、タバコが趣味ということで
接点を持ち、手紙の上でやり取りをして
いた。そして 2 時間ほど前に初めて彼と
会った時、私は想像よりも若く感じた。ア
デルカ夫人曰く、昔から童顔なのだとい
う。そのため、最近は彼の隣に立つと私
だけ老けて見えるから別々に行動してい
るのだと少し悲しそうに話してくれた。
部屋を出ると、ドレス姿の若い女性が
視界に入ったが、こちらに気付くと、そそ
くさと違う部屋に行ってしまった。
「あれは……？」
「長女のアリス様と次女のエリス様です。」
そう答えてくれたのは、赤い服を着た
衛兵だった。
「あなた方に興味があるようで、先程まで
この扉からこっそり見ていましたよ」
「堂々と見ればいいのに……」
「そうはいきません。」
「……？ ありがとうね。」
喫煙所に行くとモリアーティとメイド
がいた。



「こちらがホームズ様に手紙で主人が約束
していた取り寄せたものになります。」
「ありがとう」
メイドは、私に火をくれた後、部屋から
出ていった。2 人だけになってからしば
らくの間、お互いに黙って、部屋の中を歩
き回りながら吸っていた。 すると、外か
ら女性の悲鳴が聞こえた。 駆けつけてみ
ると、ニマロが死んでいた。

ニマロ殺しの犯人を捜すため、調査を
開始した。屋敷にいて可能性があるのは、
メイド 12人、衛兵 6人、娘たち 2人、そ
してアデルカ夫人の計 21 人だ。 調査の
結果、8人のアリバイと、犯人が 5人組で
あることが判明した。

しかし、それ以上の事は分からないの
で、仕方なくモリアーティとお互いの調
査結果を照らし合わせることにした。
先に犯人を明かすのはどちらか？

ゲームの流れ

1. 紙とペンを用意し、表 2のようなスコ
アシートを書く。3 本勝負の 2 戦目
で勝利したプレーヤーがホームズの
役になり、もう片方のプレーヤーがモ
リアーティの役になる (このゲームを
単独で遊ぶ場合は適当に決める)。は
じめはホームズ役が先手となる。

2. チップ 21 枚 (表 1 参照) 全てを袋の
中に入れる。

3. プレーヤーはそれぞれ、袋から中身

を見ずに 8 枚のチップを取り、つい
たてに隠す。

4. タイルを 1枚 (最初のみ 2枚)山札か
ら引き、表向きで場に並べる。最初
に置くタイルは先手から見て正面の
向きにする。7. から戻ってきて 3 枚
目以降のタイルを置く時は、後手→
先手→後手→ . . .と交互のプレーヤー
から見て正面の向きになるように横
に並べていく。

5. タイルが正面の向きに見えているプ
レーヤーから、今置かれたタイルの
数字 (初回は 2枚のタイルの数字の合
計)と等しい影響力を持つチップの組
をついたての内側から出し、タイル
の手前側の側面部分に置く。タイル
の数字と同じ影響力の組を作れない
場合は、タイルの数字を超える影響
力を持つチップの組を選ぶ。

6. もう一人はフォローの原則 (後述) に
従い同様にチップを置く。ただし、相
手がタイルの数字を超える影響力を
持つチップの組を置いた場合はこの
限りでなく、5. で示した規則に従い
チップを置く。
<フォローの原則 >

できる限り、相手が出したチップの
組と同じ組を出すようにする。どう
しても同じ組み合わせに出来ない
場合は、影響力が同じになるような
チップの組を選ぶ。それも出来ない
場合は、タイルの数字を超える影響
力を持つチップの組を選ぶ。



7. 二人ともチップの組を置いたら、袋
からタイル枚数と同数のチップを取
り出し１枚ずつタイルの上に置く。

8. 4.～7. を繰り返す。7. で袋のチップ
が残り 3 枚以下になったら、 どち
らのプレーヤーもいつでも宣言がで
きる。
<宣言 >

現在の袋の中のチップの構成を予想
し (どう予想したかは相手にも伝え
る)、その予想が正しいか袋を開け
て確認する。
予想が正しかった場合

宣言したプレーヤーが、自分の
ついたての中にあるチップの数
×2ポイント獲得する。

予想が外れた場合
宣言した方でないプレーヤー
が、5ポイント獲得する。

＊どちらの場合も、ポイントを獲得
したプレーヤーのついたての中にア
デルカ夫人 (黄色) チップがある場
合、得られるポイントは半減 (端数
切り捨て)される。

宣言が起きる前に、5枚目のタイルの
上にチップが置かれたときは引き分
けとなる。その場合は 1.に戻る。

9. 先手・後手を入れ替えて 2.～8. を繰
り返す。先に 12ポイント以上獲得し
たプレーヤーが勝者となる。

ゲーム例

1 ラウンド (< ゲームの流れ > の 2.～
8.)の流れの一例を記す。
(1)タイル 2枚公開

図で手前のプレーヤーを自分 (ホーム
ズ) とし、後ろのプレーヤーを対戦相手
(モリアーティ) とする。最初の 2 枚のタ
イルはどちらも先手の自分から見て正面
になるように配置する。
(2)チップ配置

はじめは、先手の自分からチップを置
いていく。タイルの数字の合計が 5 なの
で、影響力の合計が 5 になるようなチッ
プの組を選択する。今回、自分が緑 1 枚
と赤 1 枚を出したところ、相手は赤 2 枚
と青 1 枚を出した。ここから、相手は緑
チップを持っていないことが推察できる。
フォローの原則に従わず、こちらと異なる
組み合わせのチップを出したためである。



(3)袋からチップ配置

袋からチップを出し、場に出ている 2枚
のタイルの上に置いた。この時点で袋の
中の残りのチップ数が 3枚になったため、
自分も相手も自由に宣言ができる。自分
の手持ちに緑がなく、先ほどの行動から相
手も持っていないと分かるので、袋の中の
3枚のうち 1枚は緑と推察できるが、まだ
残りの 2枚を確定することはできない。
(4)タイルを 1枚公開

今度は、後手である相手からみて正面
になるようにタイルを置く。
(5)チップを配置

相手が青 1 枚を出したので、こちらも
フォローの原則に従って青 1枚を出した。

(6)袋からチップ配置

袋から黄色チップが出されたため、袋
の中身は (緑，青)もしくは (緑，赤)の 2

枚組に絞られた。
(7)タイル 1枚公開

今度は、先手である自分から見て正面
になるようにタイルを置く。
(8)チップ配置

自分が青 2 枚を置いたところ、相手も
青 2枚を置いた。これで、青は 12枚のう
ち、自分の手元と場に出ている分を合わ
せて 11枚見えているので、不可視な分は
残り 1枚となる。また、赤は 6枚のうち、
場に 4枚見えているので、不可視な分は 2

枚となる。



(9)袋からチップ配置

袋から緑チップが出されたため、この時
点で袋に残されているチップは青 1 枚も
しくは赤 1 枚となった。前述の通り、不
可視な青チップは 1 枚、不可視な赤チッ
プは 2 枚であるため、ここではより可能
性の高い赤を宣言することにする。
(10)宣言

宣言後、袋の中を確認する。袋の中が赤
チップだったため、宣言は成功した。自分
の手持ちのチップは 3枚残っているので、
3×2 の 6 ポイント獲得する。獲得したポ
イントをスコアシートに記入し、チップ
を全て袋に戻した後、先手・後手を入れ替
えて次のラウンドを行う。



積木殴り
プレイ時間：5～10分
ゲームデザイン：久米田

色と枚数 1枚あたりの価値

青 ×6 1

赤 × 3 2

緑 × 1 3

1 事前準備

図のように、青チップ 6枚、赤チップ 3

枚、緑チップ 1 枚を各自のついたての内
側に置く。タイル 7 枚を裏向きに重ねて
山札とする。黄色チップは山札と袋の間
に置く。

2 ゲームの流れ

1. 山札から 1枚表にし、場に置く。

2. ついたての内側の自分のチップを 0

枚以上握る。
3. 2人とも握ったらお互い公開する。
4. 握っていたチップの総価値を比べる。
高い方のプレーヤーは握っていたチ
ップを全て袋に入れ、場のタイルを
獲得する。獲得したタイルは相手か
らも見えるよう自分のついたての近
くに置く。
低い方のプレーヤーは握っていたチ
ップを自分のついたてに戻す。
＊引き分けの場合は、両者とも握って
いたチップを自分のついたてに戻す。

5. 1.～4. を繰り返す。 1. で 3 枚目の
「2」の数字タイルが引かれたら、 即
座に 6.の勝敗判定に移る。

6. 「獲得したタイルの和」×「残ってい
る自分のチップの総価値」の大きい
方がこのゲームの勝者となる。同点
の場合は、最後に数字タイルを獲得
した方が勝者となる。

<勝敗判定の例 >

ゲーム終了時、残チップはアリス：(青 5

枚、赤 2枚、緑 0枚)、ボブ：(青 2枚、赤
1 枚、緑 1 枚) であった。また、獲得タ
イルはアリス：「1」「3」、ボブ:「2」「3」
であった。
この場合、アリス：(5× 1+2× 2+0×
3)× (1 + 3) = 36、ボブ：(2× 1 + 1×
2 + 1× 3)× (2 + 3) = 35となり、アリ
スがゲームの勝者となる。



15ポンドの
4種のチーズ
プレイ時間：5～10分
ゲームデザイン：久米田

色と枚数 価値

青 ×12 1

赤 × 6 2

緑 × 2 3

黄 × 1 4

事前準備

図のように、チップを全て巾着袋にい
れ、1、2、3の数字タイルのセットをそれ
ぞれ手札として持つ。余った 2 は場に置
いておく。

ラウンドの流れ

1 ラウンドは以下の 3 つのフェイズか
らなる。
行動順決めフェイズ
両者は手札から 1 枚選び、同時に公開
する。公開したタイルは端に置いておく。
決闘フェイズ
行動フェイズで出したタイルの数字が
同じだった場合、決闘を行う。そうでな
い場合は行動フェイズへ。
<決闘 >

1. 自分のついたてにあるチップを 0枚
以上握る。

2. 握ったチップの総価値が高いプレー
ヤーが決闘の勝者となり、相手の全
チップ (握っていたものを含む) の
中の任意の 1枚を獲得できる。
＊引き分けの場合、場に置かれてい
る 2 のタイルをトスして表か裏を
当てるゲームをし、決闘の勝者を決
める。

3. 決闘の勝者は使用したチップを全て
場に置く。敗者は握っていたチップ
を自分のついたての内側に戻す。

行動フェイズ
タイルの数字が小さい方もしくは決闘
フェイズで勝ったプレーヤーから、A/B

いずれかのアクションを行なう。　

A タイルの数字と同じだけのチップを
袋から取る。チップが全て同じ色な
ら、全て獲得する。複数の色が含まれ



ている場合は、一番価値の低いチッ
プ 1枚を獲得し、残りは場に置く。

B 自分の手元にあるチップの総価値が、
(元々持っていたチップの価値)+(こ
のラウンドで公開したタイルの数字)

と等しくなるように場に置かれてい
るチップとの交換を行なう。その際、
元々持っていたチップ全てを交換し
てもいいし、一部だけ (チップ 0枚の
場合も含む)交換してもよい。
<例 1>

手持ちのチップが赤 1枚で、公開し
た数字タイルが「2」のとき、

手持ちの「赤 1枚 (2)+数字タイル
分の価値 (2)」
⇔場の「青 1枚 (1)+緑 1枚 (3)」

の交換を行い、手持ちを青 1枚と緑
1枚とした。
＊ ()内は価値の値

<例 2>

手持ちのチップが青 2 枚と赤 1 枚
で、公開した数字タイルが「3」のと
き、

手持ちの「青 1枚 (1)+数字タイル
分の価値 (3)」
⇔場の「黄 1枚 (4)」

の交換を行い、手持ちを青 1枚と赤
1枚と黄 1枚とした。
＊ ()内は価値の値

＊ 3 ラウンド経ってタイルを使い切った
ら、全てのタイルを手札に戻す。
行動フェイズ終了後、以下の条件のど
ちらかを満たしたプレーヤーがいた場合、
ゲームは終了し、そのプレーヤーが勝者
となる。

1. 全色のチップを保持している
2. 15価値分のチップを保持している

それ以外の場合は、行動順決めフェイズ
に戻りラウンドを繰り返す。babababababababab
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