人狼は
眠らない

《 カードの見方 》
③

※カード内容については、このマニュアル裏面にある
カード一覧をご確認下さい。
※本ゲームは他の『ロストレガシー』シリーズのセッ
トと混ぜて遊べません。

※基本的に全ての情報は非公開となります。ただし、
手札は所持者のみ確認できます。他のプレイヤー

⑤

①カード名：
このカードの名前です。

②効果：
このカードを使用した時に発揮する特殊な処理

平和に見えるこの村は疑心に満ちていた。
人の姿をした狼、「人狼」が村人に化け、
闇にまぎれて村人たちを襲撃していく。
日々起こる血なまぐさい出来事が
不穏な空気となり村を包み、
誰もが疑心暗鬼に陥っていた。
村人たちは投票を行ない、
選ばれた者を処刑することにした。
それは人狼の牙から逃れる福音か？
それとも破滅への誘いなのか……

・最もウソが上手いプレイヤーが最初のターン
を行うプレイヤーになります。もしくはじゃん
けんで決めます。

ターンを行うプレイヤーは下記の手順で処理
を行います。

①ドロー：山札の上からカード１枚を引
きます。これで手札が 2 枚になります。
②プレイ：手札 2 枚のうち、1 枚を残して、
もう 1 枚を自分の手元にオモテ向きで出し
ます。この出すことを「プレイ」と呼びます。

・場の準備が終了したらゲームを開始します。

③エフェクト：プレイしたカードの効果
を発揮します。可能な限り処理は行います。

「プレイ」とあるものはカードを出した時に発
揮されます。
「トラッシュ」とあるものは捨て札

《 勝利条件 》

に置かれた時に発揮します。捨て札に置かれて

下記のどれかを達成したプレイヤーは勝利と

いる間は、そのまま効果が持続します。

なります。

その後、自分の捨て札にします。

④エンド：ターンを終了として、左隣の
プレイヤーにターンを譲ります。

●「村人プレイヤー」（人狼、狂人プレイヤー以外）

③探索順：
探索するとき、この値が小さいプレイヤーから
先に探索できます。

・村人プレイヤーが ⑤
《失われた遺産：人狼》
を
探索する。脱落していても勝利となる
・人狼プレイヤーが脱落する

④レアリティ：

●「人狼プレイヤー」

このゲームにおいて、同じ探索順のカードが何

（手札か捨て札に⑤《失われた遺産：人狼》があるプレイヤー）

枚入っているかを示します。

・あなたが⑤
《失われた遺産：人狼》を探索する

⑤エキスパンションシンボル：

・あなたを除いた他の全プレイヤーが脱落する

セットのカテゴリーを見分けることができます。
この世界観を表したシンボルが描かれています。

《 ゲームの準備 》
・カード 16 枚全てをウラ向きにしてまとめて
シャッフルし、それを「山札」として各プレ
イヤーの中央に配置します。
・山札から各プレイヤーに 1 枚ずつ「手札」と
して配り、１枚を「遺跡」として山札のそば
にウラ向きで配置します。
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に見られないようにしましょう。

です。

探索を行うスピードです。《失われた遺産》を

《 ストーリー 》

各プレイヤーの
捨て札

手札

キャラクターデザイン：杉浦のぼる

・カード ×16 枚

いう一連の流れを、山札が無くなるまで繰り
返して行います。

②

オリジナルゲームデザイン：木皿儀隼一＆カナイセイジ

【人狼は眠らない】

ゲームは、プレイヤーが順番に「ターン」と

■ターンの流れ■■■■■■■■■■

「人狼は眠らない」ルール・カードデザイン：中村誠

《 セット内容 》

遺跡

④

①

3〜4人

《 ゲームの流れ 》

山札
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●「狂人プレイヤー」
（探索フェイズで手札に③《狂人》があるプレイヤー）

・探索フェイズで人狼プレイヤーが勝利する
※探索フェイズ以外では基本的には村人と同じ扱い
になります。

★④エンドのタイミングに、山札のカードが
無い場合、全ターンを終了し、次の「探索フェ
イズ」に進行します。

■重要な例外ルール
※ターン中に、プレイヤーがゲームから脱落する場合
があります。その場合、そこでそのターンは終了と
なり、左隣のプレイヤーにターンを譲ります。以降、
脱落したプレイヤーはターンを行えません。
※脱落したプレイヤーは手札を捨て札に置き、捨て札
のウラ向きカード全てをオモテ向きにして人狼プレ
イヤーなのかを確認します。もし人狼プレイヤーで
あれば、その時点でゲームは終了して、村人プレイ
ヤーの勝利となります。
※探索フェイズになる前に（他のプレイヤーが脱落し

★上記以外の場合

て）プレイヤーが 1 人のみになった場合、人狼プレ

・村人プレイヤーが勝利条件を満たさず１人だけ残った

イヤーであれば勝利となります。それ以外の場合、

場合、全員が敗北となります
・誰も⑤《失われた遺産：人狼》を探索できなかった時、
全員が敗北となります
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全員が敗北となります。
※捨て札のウラ向きカードは基本的に効果が無効とな
ります。
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■探索フェイズ■■■■■■■■■■
ターンを終了した時点で山札が無い場合、探
索フェイズになります。手札のカードの探索
順が小さいプレイヤーから「探索」を行なえ
ます。

《 ワンポイントアドバイス 》
●①《村人》について
手札に戻して捨て札に置く時、戻したばかりのカードを置くの
かがわからないように混ぜるといいでしょう。逆に自分が人狼
プレイヤーでないことを証明するために混ぜずに行動する手も
あります。

※誰かが小さい探索順から掛け声をかけ、そのプレイ

●③《狂人》について

ヤーがいるかを確認していきましょう。探索順に対

探索フェイズでは自分の順番になったらこのカードを公開して

して誰も名乗りを上げなければ、その探索順のプレ

ください。ただし、探索することはできません。

イヤーはいなかったとして次の数字へ、という形で
確認すると良いでしょう。

また、勝利条件が「《人狼》がゲームに勝利する」になるのは、
探索フェイズのみです。それ以外では、基本的には村人プレイ
ヤーですので、混乱しないように気を付けてください。なお、

人狼は眠らない

⑤《失われた遺産：人狼》が遺跡にあるときは、狂人プレイヤー

★【重要】
同じ探索順を持つプレイヤーが複数存在する

が勝利することはありません。

場合、それらのプレイヤーは探索することが

●⑦《投票》について

できません。また × の場合、そもそも探索

られている物として扱います。あまり多くのウラ向きカードが

することができません。

あると、脱落する可能性が高くなりますので気を付けましょう。

自分の捨て札のウラ向きカードがあると１枚につき１票が入れ

また、必ずしも他のプレイヤーを脱落させることが勝利に近づ

【探索方法】

くわけではありません。人狼プレイヤーの勝利に近づく可能性

探索とはどこかのカード 1 枚を指定して確認
することです。

もあります。投票前にプレイヤー同士で誰が誰に投票するか相
談できますので、票数を調整して誰も脱落しないようにするの
も作戦です。もちろん、この相談を裏切って投票しても構いま

●誰かの手札（自分のでも可）
●遺跡のカード

せん。

●⑧《就寝》について
人狼プレイヤーの捨て札にウラ向きカードがなければ、そのプ

●誰かの捨て札（自分のでも可）

レイヤーは何もできません。

のいずれか 1 枚を選び、そのカードを公開さ

狼プレイヤーですので、そのプレイヤーは手札と捨て札のウラ

せます。それが《失われた遺産》だった場合、
探索したプレイヤーと同じ陣営の勝利となり
ます。はずれた場合、次の探索順のプレイヤー
が探索を行ないます。
※手札に《失われた遺産》を持っているプレイヤーは、
探索フェイズで自分の手札を指定することで勝利と

手札ではなく捨て札に⑤《失われた遺産：人狼》があっても人
向きカードを入れ替えることができます。
人狼プレイヤーは、
⑤《失われた遺産：人狼》が手札にあるまま
だと、敗北しやすくなります。この《就寝》のタイミングで、
以下に捨て札に隠すことができるかどうかが、勝利のポイント
となります。逆に村人プレイヤーは、できるだけ《就寝》をプ
レイしないほうが、勝利のポイントになります。
目を閉じているときに、人狼プレイヤーの気配がわからぬよう、
机をトントンと叩くと、人狼ゲームっぽくなります。

●×《人狼の襲撃》について

なります。
※誰も《失われた遺産》を見つけられなかった場合、
全員が敗北となります。

カードをプレイする時、手札のどちらもが《人狼の襲撃》の場合、
どちらか１枚を選んでプレイしてください。

●プレイ後のカード
このセットのカードには、プレイ後、ウラ向きで捨て札に置く
ものがあります。
①《村 人》、②《霊 媒 師》、③《狂 人》、④《騎 士》、⑥《占 い 師》な ど、
通常の人狼ゲームでの「役職」を表わすカードは、通常通りオ
モテ向きで捨て札に置きます。
⑦《投票》、⑧《就寝》、
Ｘ
《人狼の襲撃》など、「役職」でないカー
ドは、ウラ向きで捨て札に置きます（Ｘ
《人狼の襲撃》は、自
分以外のプレイヤーの捨て札にも置けます）。
投票での票数に関わるので、間違えないようにしましょう。
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村人

１枚

プレイ：このカードを手札にもどし、手札１枚をあなたを含む
誰か１人の捨て札にウラ向きで置く。
※必ずウラ向きでプレイする。

霊媒師

１枚

プレイ：他の誰かの捨て札のウラ向きカード１枚を見るか、オ
モテ向きカード１枚をウラ向きにする。

狂人

１枚

『探索フェイズの間』
このカードが手札にある時、あなたの勝
利条件は、
「《人狼》がゲームに勝利する」になる。あなたは探
索を行えない。

騎士

１枚

トラッシュ：あなたはゲームから脱落しない。

人狼

１枚

※このカードはプレイできない。
※このカードを、他の誰かの捨て札に置くことはできない。

占い師

2枚

プレイ：他の誰か１人の手札を見る。

投票

3枚

プレイ：全員で指さし投票する
（自分には投票不可）。
さらに、
捨て札のウラ向きのカード１枚につき１票が入る。単独で最多
得票のプレイヤーはゲームから脱落する。
プレイ後：このカードをウラ向きにする。

就寝

3枚

プレイ：全員は10秒間目を閉じる。
その間《人狼》は目を開け、
自分の捨て札のウラ向きカード1枚と手札を交換してもよい。
プレイ後：このカードをウラ向きにする。

１枚

※このカードが手札にあれば、必ずプレイする。
プレイ：手札が探索順①のプレイヤーは脱落する。
プレイ後：このカードを、
あなたを含む誰か１人の捨て札にウラ
向きで置く。

失われた遺産：

人狼の襲撃



人狼の襲撃

１枚

※このカードが手札にあれば、必ずプレイする。
プレイ：手札が探索順②のプレイヤーは脱落する。
プレイ後：このカードを、
あなたを含む誰か１人の捨て札にウラ
向きで置く。



人狼の襲撃

１枚

※このカードが手札にあれば、必ずプレイする。
プレイ：手札が探索順③のプレイヤーは脱落する。
プレイ後：このカードを、
あなたを含む誰か１人の捨て札にウラ
向きで置く。
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