
これで400万年前の
アフリカが再現できました。

ここからゲームがスタートします。

4人の時の準備の例

進化カード
「進化カード」を、カード上部の
印を参考に図のようにオモテ向き
に重ねテーブルの中央に置きます。

コトバの山札
「ウンバ」以外の「コトバカード」をすべ
てウラ向きにしてよく混ぜ「コトバの山札」
として「進化カード」の右側に置きます。
※「アイスブレイク」の時に抜いていたカードも混ぜてください。

チエの場
　「コトバの山札」の上から「コトバカード」
を 3枚取り、オモテにして「コトバの山札」
のさらに右側に並べて置きます。ここを「チ
エの場」と呼びます。「ウンバ」の「コトバカー
ド」も「チエの場」に置きます。

モノの山札
　「モノカード」の中から人数によって以下の
カードを抜いて箱にしまいます。残りの「モノ
カード」をウラ向きにしてよく混ぜ、「モノの
山札」として「進化カード」の左側に置きます。

失われた場
　「モノの山札」の上から「モノカード」を
3枚取り、オモテにして「モノの山札」のさ
らに左側に並べて置きます。ここを「失われ
た場」と呼びます。

手札
　全員「モノの山札」から 3枚の「モノカード」
を引いて手札とします。内容は、自分は見て
よいですが、ほかの人には決して見せないよ
うにしてください。

ふせカード
　全員「モノの山札」から「モノカード」を1枚
ウラ向きのまま内容を見ず目の前に置きます。

このゲーム中はいつでも互いにコミュニケーションをとってよいです
が、以下の 3つのルールを守ってください。

1 チエの場の   
コトバで会話

　「チエの場」にないコトバ
をしゃべってはいけません。

2 ジェスチャーは 
禁止

　首をかしげたり、振ったり
するのはOKです。

3 指さしOK  

　ただし、オモテになっている「モノカード」を指さししてはいけません。
目線で表現するのも禁止です。自分の手札、自分、ほかのひとを指さし
するのはOKです。

ここは 400 万年前の寒く乾燥し荒廃していく
アフリカです。みなさんは猿人です。
この厳しい環境を生き抜き、

ホモ・サピエンスへと進化しましょう。

このゲームは手札を同じモノにそろえる協力ゲームです。
みなさんは猿人なので、あまりコトバを知りません。

少ないコトバでコミュニケーションし、
貴重な資源＝モノを採集したり交換して手札をそろえましょう。

手札がすべて同じモノになったら
「ヤウワー！」と言って進化し喜びを分かち合います。
3回進化するとホモ・サピエンスへと進化し全員勝利です。

コンポーネント 重要

準備

ルール概要

進化カード
3 枚

サマリーカード
5 枚 説明書
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手札 3 枚
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1 人各 1枚
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※基本的にペナルティなしでゆるめに遊ぶのがよいでしょう。あまりにもひどい場合は「モノの
山札」から「モノカード」を1枚場に捨てるルールを採用してもいいでしょう。

失われた場

手札

ふせカード

チエの場の   

ルール確認のために会話するのは構いませんが、可能なら「ウ
ンバ？」とか「ウンバ！」で乗り切れるとよりよいです。

このゲームの初めてのプレイは、とても困惑するでしょう。
　最初はどのようにプレイしてよいか、とまどうでしょう。しかし、何度も挑戦すればだん
だんとどのようにプレイすればよいかつかめてきます。そして、必ずホモ・サピエンスに進
化できるでしょう。なぜなら、ひとである皆さんはホモ・サピエンスなのですから。

オ
モ
テ ウンバ！

ウンバ
？

３人の時に
抜くモノ

４人の時に
抜くモノ

５人の時に
抜くモノ

すべてを
使います

初めてプレイする
ひとがいるときは、
先にこれを遊ぼう！



            荒廃

　全員が、採集か交換をした後、
「モノの山札」から「モノカード」
をめくって「失われた場」に置き
ます。「コトバの山札」から「コト
バカード」をめくって「チエの場」
に置きます。めくるカードの枚数
は人数によって変わります。

　荒廃が終わったら、1コミュニケー
ション  に戻りゲームを続けます。

FAQ

Q「ヤウワー」という 
コトバはいつでも言って 
よいのですか?

A 進化するタイミングでのみ
言ってよい言葉です。通常
は言ってはいけません。「ウ
ンバッバ」もカードを指差
しするタイミングだけでし
か言ってはいけません。

Q 交換／採集は  
どの順番でしますか？

A 誰がどの順番でしても OK
です。ただし、交換は同時
にしてください。例えば、採
集の時に誰かが手札を「失わ
れた場」に出した後、自分が
捨てる手札を決めてもよいで
す。しかし、交換するとき、
もらうカードを見てから渡
すカードを決めてはいけま
せん。

Q 採集で 3枚同じモノが 
そろった場合、手札を 
捨てるのが先ですか？ 　 
進化するのが先ですか？

A 進化するのが先です。進化
した後1枚手札が残っている
と思いますが、それを残して
2枚引いて手札を3枚にしま
す。この時手札は捨てません。

Q「ウンバッバ」の掛け声の
とき、どこを指さしても 
いいのですか？

A 自分や相手、その手札や目
の前に伏せてある「モノカー
ド」などを指さしてかまい
ません。通常は採集すると
きは自分の目の前のカード
を指すのがよいでしょう。交
換するときはどれを指すか
しっかりコミュニケーショ
ンをとっておきましょう。

            コミュニケーション

　「チエの場」のコトバ
だけを使って、自分と同
じモノを持っていそうな
ひとを探しましょう。

            採集／交換の準備

　これ以上コミュニケーションを取らなくて
よいと思ったら、人差し指を立てて「ウン
バ」と言って準備ができたことを伝えます。

            採集／交換

　全員準備ができたら、
「ウンバッバ」の掛け声で、
全員同時に「ふせカード」
のどれかを指さします。　

ゲームの進行 進化と絶滅

よいコトバがなく、伝
えづらいときは「ウン
バ」を使おう！

交換したい相手
がいるときは、
その人と、どこ

を指さすかコミュニケー
ションをとっておこう。

「コトバカード」を
めくった人は、そ
のコトバを大きな

声てみんなに伝えましょう。

1            コミュニケーション1            コミュニケーション

2            採集／交換の準備2            採集／交換の準備

3            採集／交換3            採集／交換
4            荒廃4            荒廃

            コミュニケーション

よいコトバがなく、伝
えづらいときは「ウン

　これ以上コミュニケーションを取らなくて
「ウン

と言って準備ができたことを伝えます。

指さしも使ってコミュニ
ケーションを取ろう！

採集 指さしたのが自分だけ
　その「ふせカード」を指さした人が
自分１人だった場合、採集です。指さ
した「ふせカード」を手札に加えて、
手札を1枚場に捨てて手札を3枚に
します。

交換 指さした人が何人かいる
　その「ふせカード」を指さした人
が何人かいた場合、交換です。同じ
「ふせカード」を指さした人同士で
手札を 1枚ずつ交換します。

　もし 3人以上いた場合はその中で
左回りに手札を 1枚渡します。指さ
した「ふせカード」はそのまま場に
置いておきます。

進化（勝利条件）

手札に同じモノが 3枚あったら、
即座に「ヤウワー！」と言って進化
します。ほかのひとも「ヤウワー！」
といって両手を上げ、喜びを分かち
合います。
　 その 3枚の手札はオモテにして
「チエの場」に置き、その上に「進
化カード」をウラがえして置きます。
そこに書かれているコトバはみんな
が使えるようになります。
　進化させたひとは手札が 3枚に
なるまでモノカードを引きます。

絶滅（敗北条件）

　絶滅になる条件は 2種類あります。

絶滅した場合、全員が敗北しゲーム終了です。
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ゲームについて不備がある場合、
疑問点がある場合はこちらをご覧
ください。ルールの修正があった
場合もこちらに掲示されます。

人類誕生
ホームページ

WIN進化（勝利条件）WIN進化（勝利条件）WIN

LOSE絶滅（敗北条件）LOSE絶滅（敗北条件）LOSE

WINWIN

①「失われた場」に同じ「モノカー
ド」が 4枚出てしまったとき。

②「モノの山札」または「チエ
の山札」がなくなり、引けなかっ
たとき。

３回進化して、ホモ・サピエンスになったら
その瞬間に全員が勝利しゲーム終了です。

WIN

「ふせカ
ード」を取

って

1枚を「失
われた場」に

捨てて…
…

「ふせカード」を「モノの山札」から1枚補充！

１枚ずつ交換１枚ずつ交換

ヤウワー
！

ウンバ

「モノカード
」を手札

３枚になるまで引く

同じ「モノカード」が
４枚出た……

人差し指を
立てる

「モノカード」と
「コトバカード」を

めくって荒廃が進む…！

ウンバッバ！

ホカホカ?

カチカチ

ウンバッバ！

ウマウマ

ウンバッバ！

ウンバ

ホカホカ？

ウンバッバ！

ホカホカ！

「コトバカード」or
「モノカード」が引けない…

「進化カード」をウラ返して進化！

※このゲームは全員同時にゲームを進めます。

交換する相手がいないときは、ほ
かの人を邪魔しないように自分の
目の前のふせカードを指そう。

3 人 4人 5人
モノ 1枚 2枚 2枚
コトバ 2枚 2枚 3枚

「モノの山札」から

・小さな部品があるため、窒息、誤飲の危険性があり
ます。絶対に口に入れないでください。絶対に 3歳
未満のお子様には与えないでください。
・火災、変形、変質の危険性があります。高温多湿の
場所に置かないでください。日、または高温のものに
近づけないでください。水にぬらさないでください。

ご注意　必ずお読みください

いろんなコトバで
表現しましょう
　ウマウマな感じがしているモノ
は、さらにゴロゴロしていて、ド
ンとしていることもあるでしょう。
いろんなコトバを使って表現する
ことで特定しやすくしましょう。

積極的に自分の
手持ちのモノを他の
みんなに伝えましょう
　そして、自分と同じモノを持っている
可能性の高い人が誰かを探しましょう。
同じものを持っていそうな人とは積極
的に交換していきましょう。

モノカードはそれ
ぞれ4枚ずつです
モノの場に2枚出たモ

ノカードはもうそろえて進
化に使うことはできませ
ん。手札にもうそろわない
カードがある場合は、あえ
て伝えないのも手です。

様々な表現は基本アリ
様々な表現方法を発見すると思いますが、基本OK
として楽しんでみてください。あまりにも…と思う場
合はみんなで話し合ってNG にしてもよいでしょう。

異文化交流
　「人類誕生」を遊んだことがある他のひと（異文化）
と遊ぶとき、事前にこのゲームについての話をしないことをオススメします。初
めて異文化と交流するとき、NG の基準が違うことがあるかと思いますが、基本
は許容する方向で遊ぶのがよいでしょう。その後のプレイでは、みんなでどこか
らNGか相談して決めてるものもよいと思います。

プレイ
の

ヒント

初心者を
フォローしましょう
　初めてあそぶ人はコ
ツがわかっていないの
で、経験者はそれを考
えつつ、積極的に初心
者と会話するようにす
るとよいでしょう。
　経験者同士でしか
会話が弾まずに初め
ての人が置いてきぼ
りになる可能性があ
りますので初心者を
フォローしつつプレ
イするとより楽しめ
るでしょう。

Q ホモ・サピエンスへの進化と絶滅が同時に起こりました。  
どうなりますか？

A 紙一重で生き抜くことができ、勝利します。




