暗黒議会

《 カードの見方 》

《 ゲームの準備 》

③

・カード 16 枚全てをウラ向きにしてまとめて

④

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

①

「暗黒議会」ルール・カードデザイン：常時次人（操られ人形館）
オリジナルゲームデザイン：木皿儀隼一＆カナイセイジ
キャラクターデザイン：杉浦のぼる

⑤

【暗黒議会】
・カード ×16 枚
※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。

《 ストーリー 》
魔界の永田町、

山札

このカードを使用した時に発揮する特殊な処理
です。

穢れた遺産は誰の手にあるのだろうか。

各プレイヤーの
捨て札

※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

「プレイ」とあるものはカードを出した時に発
揮され、「トラッシュ」とあるものは捨て札に
置かれた時に発揮します。捨て札に置かれてい
る間は、そのまま効果が持続します。

③探索順：

・最も高価な遺産を持っているプレイヤーが最
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。
・場の準備が終了したらゲームを開始します。

※捨て札は、自分の目の前に並んでいきます。こ
のゲームでは、何らかの方法で捨て札に置かれ
たカードは各々のプレイヤーごとに、必ず左か
ら順番に並べなければなりません。

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。
★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。

探索するとき、この値が小さいプレイヤーから

《 勝利条件 》

このゲームにおいて、同じ探索順のカードが
何枚入っているかを示します。

探索順②、③、④のカードのみに記載されていま

なります。

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。

●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。
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札にしてください。

て）プレイヤーが 1 人のみになった場合、その時
点でそのプレイヤーの勝利となります。

ことを示します。

この世界観を表したシンボルが描かれています。

※脱落したプレイヤーの手札が余っていた場合、捨て

※探索フェイズになる前に（他のプレイヤーが脱落し

す。対応する《失われた遺産？》の「価値」が

⑥エキスパンションシンボル：

※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

●最も価値の高い⑦《失われた遺産？》を探索する

⑤関連遺産：

■重要な例外ルール

下記のどれかを達成したプレイヤーは勝利と

このカードの両隣のカードの探索順合計である
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その後、自分の捨て札にします。

に見られないようにしましょう。

探索を行うスピードです。
《失われた遺産？》を

④レアリティ：

主張と暗躍を繰り返す。

手札

②効果：

ます。この出すことを「プレイ」と呼びます。

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。

このカードの名前です。

虚偽と欲望が渦巻く議会で

各々が都合の良いモノを遺産だと掲げ、

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。

もう 1 枚を自分の手元にオモテ向きで出し

①カード名：

先に探索できます。

魔女と悪魔と火竜。

を行います。

②プレイ：手札 2 枚のうち、1 枚を残して、

ません。

②

暗黒議会。
『遺産』もまた捏造されようとしていた。

ターンを行うプレイヤーは下記の手順で処理

して配り、このセットでは「遺跡」は存在し

⑥

《 セット内容 》

■ターンの流れ■■■■■■■■■■

《 ゲームの流れ 》

※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。

ゲームは、プレイヤーが順番に「ターン」と
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。
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■探索フェイズ■■■■■■■■■■

■遺産決定フェイズ■■■■■■■■

ターンを終了した時点で山札が無い場合、探

全ての捨て札のウラ向きカードと、全員の

索フェイズになります。手札のカードの探索

手札を公開し、全ての《失われた遺産？》の

順が小さいプレイヤーから「探索」を行なえ

価値を算出します。

遺産》が異なります。最終的に②③④の議員カードの位置によっ

⑦《失われた遺産？：魔女の知識》の価値は

は②③④のカードの位置と、その両隣のカードの探索順、⑦《失

②《魔女党議員》の両隣のカードの探索順合計、

われた遺産？》の各種がどこにあるかを把握し、不明な部分は

⑦《失われた遺産？：悪魔の囁き》の価値は

とよいでしょう。

ます。
※誰かが小さい探索順から掛け声をかけ、そのプレイ
ヤーがいるかを確認していきましょう。探索順に対
して誰も名乗りを上げなければ、その探索順のプレ
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。

となります。
× は０として計算します。

■両隣とは

【探索方法】

各プレイヤーの
捨て札

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。

●誰かの手札（自分のでも可）
●誰かの捨て札（自分のでも可）

となり

となり

のいずれか 1 枚を選び、そのカードが誰かの

捨て札にある探索順②③④の議員のカードの

手札か、捨て札のウラ向きカードの場合には

両隣とは、隣のプレイヤーを含めたその両隣の

公開させます。それが《失われた遺産？》だっ

捨て札を指します。

た場合、探索したプレイヤーは勝利する権利
を得ます。
探索可能なプレイヤーが全員探索を行ったら、
「遺産決定フェイズ」に移行します。
※探索フェイズ中、すでに探索されたカードを他のプ

となり

各プレイヤーの
手札
となり

レイヤーが探索することはできません。
※誰も《失われた遺産？》を見つけられなかった場合、
引き分けとなります。
※探索された手札は、自分の前に捨て札とは別にして
手札として置いておきます。また、脱落したプレイ
ヤーの手札は捨て札として置かれます。これらの位
置関係は後ほどの「遺産決定フェイズ」に参照する
のでご注意ください。

手札にある探索順②③④の議員のカードの両
隣とは、両隣のプレイヤーの手札を指します。
探索されたカードの中で、最も価値の高い《失
われた遺産？》は《失われた遺産》となります。
このカードを探索していたプレイヤーの勝利です。
価値が同じ場合、
《魔女の知識》＞《悪魔の囁き》＞《火竜の吐息》
の優先順で価値を決定します。

-5-

このゲームではゲームによって、見つけるための《失われた

のプレイヤーがターンを終えたら、その次にターンを行うのは、
ターンを終えたプレイヤーの左隣のプレイヤーになります。
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●⑧《賄賂》について
全員の捨て札を見て、すでに２枚の探索順⑧
《賄賂》がオモテ
向きである時に、このカードをプレイすると（つまり３枚目）

その他のカードなどや、他のプレイヤーの動向を見て推理する

ゲームから脱落しますので、気を付けましょう。

暗黒議会

⑦《失われた遺産？：火竜の吐息》の価値は

場合、それらのプレイヤーは探索することが
することができません。

の間のプレイヤーはターンを飛ばされ、何も行えません）。そ

③《悪魔党議員》の両隣のカードの探索順合計、

同じ探索順を持つプレイヤーが複数存在する
できません。また × の場合、そもそも探索

この効果で選ばれたプレイヤーが次のターンを行います（そ

●勝利条件について

て、《失われた遺産？》が《失われた遺産》になります。コツ

④《火竜党議員》の両隣のカードの探索順合計

★【重要】

●③《悪魔党議員》について

《 ワンポイントアドバイス 》







幽霊議員

１枚

プレイ：時計回りか反時計回りを選ぶ。全プレイヤーは、選ば
れた方向のプレイヤーに手札を同時に渡す。

魔女党議員

１枚

プレイ：山札の上から、脱落していないプレイヤーの人数と同
じ枚数を見て
（枚数が足りない場合、可能な限り）、好きな順に
して戻す。

悪魔党議員

１枚

プレイ：他の誰か1人を選び、そのプレイヤーのターンになる
まで他のプレイヤーのターンを飛ばす。次のターン、そのプレ
イヤーは引いたカードをプレイすることはできない。

火竜党議員

１枚

プレイ：他の誰か１人の手札を見る。
そのカードが探索順①か
②か③か⑥の場合、
そのプレイヤーはゲームから脱落する。
そ
れ以外の場合、
あなたはゲームから脱落する。

穢れなき心

１枚

プレイ：山札の一番下のカードを、あなたの捨て札にウラ向き
で置く。
このカードを山札の一番下に置く。

2枚

プレイ：①〜⑥の数字１つを宣言し、他の誰か１人の手札を見
る。そのカードの探索順が宣言と一致した場合、そのプレイ
ヤーはゲームから脱落する。それ以外の場合、あなたの捨て
札のオモテ向きカード１枚と手札を交換する。その際、手札の
カードはウラ向きで置く。



暗殺



失われた遺産？：

魔女の記憶



失われた遺産？：



失われた遺産？：




悪魔の囁き

１枚
１枚

※《失われた遺産？》のうち最も価値が高い場合、
このカード
は《失われた遺産》
となる。
（優先度１位）
プレイ：あなたを含む誰かの捨て札のウラ向きカード１枚か、
他の誰か１人の手札を見る。
※《失われた遺産？》のうち最も価値が高い場合、
このカード
は《失われた遺産》
となる。
（優先度２位）
プレイ：あなたを含む誰かの捨て札のウラ向きカード１枚か、
他の誰か１人の手札を見る。

１枚

※《失われた遺産？》のうち最も価値が高い場合、
このカード
は《失われた遺産》
となる。
（優先度３位）
プレイ：あなたを含む誰かの捨て札のウラ向きカード１枚か、
他の誰か１人の手札を見る。

賄賂

３枚

プレイ：全ての捨て札に探索順⑧のオモテ向きカードがすでに
ちょうど２枚ある時、ゲームから脱落する。それ以外の場合、
あなたを含む誰かの捨て札のウラ向きのカード１枚と手札を
交換する。

密偵

３枚

プレイ：山札の一番上のカードを、あなたの捨て札にウラ向き
で置く。
トラッシュ：あなたのターンで、
ドローする前に山札の一番上の
カードを見る。
そのカードを山札の一番下に置いてもよい。

火竜の吐息

