
深い戦術的選択肢を持つ、ルールの簡単なタイル配置ゲーム
プレイ人数：１～５人　対象年齢：10歳以上　プレイ時間：30～ 45 分

パルミラ

ゲームの背景
　１世紀のローマ属州の一部、オアシス都市のパルミラから、カエサルは勢力範囲を広げたがっていました。彼の命令
を受けて、あなたは新たな土地を併合するために軍団を派遣し、税金を徴収するために監察官を派遣します。これらの
命令を最もうまく遂行したプレイヤーは、この州の新たな総督となるでしょう。折に触れて、カエサルが特にあなたの
成果に感銘を受けたとき、彼はあなたに追加の支援を提供するかもしれません。

ゲームの目的
　プレイヤーは土地タイルを置き、軍団駒と監察官駒を移動させて、ローマ帝国のために新たな土地タイルとコインを
獲得します。最も重要なのは、税金を集めるときに欲張りすぎてはいけないということです。さもなければ、将来の収
入が乏しくなるかもしれません。さらに、他プレイヤーのタイル配置によって土地を分断され、貴重な時間を失わない
ように注意しなければなりません。120 枚のコインすべてが集められた時点でゲームは終了し、最も多くのコインを集
めたプレイヤーが勝利します。

内容物
土地
タイル

（小）45枚

土地
タイル（大）
48枚

初期
タイル 10枚

（小６枚、大４枚）

駒：
監督官 *５個、
軍団５個

コイン 54枚
（額面１、３、５。
価値合計 120）

カラーチップ
５枚

カエサルタイルと
概要タイル

ルールブック

ゲームの準備
　初期タイルは、さまざまな地
形上にあるオアシス都市パルミ
ラの住居を表しています。プレ
イ人数に応じて、プレイヤーは
これらのタイルの一部（または
全部）を使って都市中心部を形
成します（図２）。使わない初
期タイルは箱に戻します。

　土地タイル（小）と土地タイル（大）を個別によく混ぜ、裏向きの山にします。
　コインを額面（１、３、５）ごとに分け、テーブルの端に置いて銀行とします。
　各プレイヤーは１色を選び、その色のチップを手元に置いて、駒２個（軍団と監察官）を都市中心部に置きます。他
の色のチップと駒は使わないので箱に戻します。
　最も南に住んでいるプレイヤーがスタートプレイヤーとなり、土地タイル（大）１枚と土地タイル（小）１枚を引い
て表向きで手元に置きます。
　時計回り順で次のプレイヤーは、土地タイル（大）１枚と土地タイル（小）１枚を引いて表向きで手元に置き、銀行
から２金を得ます。
　３番手プレイヤーは、土地タイル（大）２枚と土地タイル（小）１枚を引いて表向きで手元に置きます。
　４番手プレイヤーは、土地タイル（大）２枚と土地タイル（小）１枚を引いて表向きで手元に置き置き、銀行から２
金を得ます。

２人プレイ時の準備 ３人プレイ時の準備 ４人プレイ時の準備 ５人プレイ時の準備

図２
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　５番手プレイヤーは、土地タイル（大）
２枚と土地タイル（小）２枚を引いて表向
きで手元に置きます。
　カエサルタイルは上級ゲームでのみ使い
ます（４ページ参照）。概要タイルはテーブ
ル上に置いておきます（図３）。スタートプ
レイヤーからゲームを開始します。

プレイヤー１（赤）

プレイヤー２（緑）
プレイヤー３（黒）

図３

土地タイル
　土地タイルは３種類の地形（砂漠、丘陵、山岳）のうち１種類を表しています。
さらに、土地タイルの一部には３種類の特徴（監視塔、湖、隊商）のうち１種類
も示されています（図４）。
　土地タイル（小）は正方形で、常に土地タイル（大）の長辺に隣接させて配置
されます。
　土地タイル（大）は八角形で、常に互いの短辺同士で隣接させて配置されるか、
長辺を土地タイル（小）に隣接させて配置されます。
　このため、土地タイル（小）が互いに隣接することはありません（図５）。

都市中心部
　ゲーム開始時、すべての駒は都市中心部にあります。都市中心部は全体で１つ
のスペースであり、常に空いていると見なされます。都市中心部は駒を何個でも
置くことができる唯一の場所です。都市中心部を除き、各土地タイルには同時に
１個の駒しか置くことができません。

ゲームの進行
　スタートプレイヤーから時計回り順に、各プレイヤーは以下の３アクションの
うち１つを実行します。

１．征服　　２．収入　　３．再編成
　ゲーム終了条件（４ページ参照）が満たされなかった場合、次のプレイヤーの
手番となります。

１．征服
　プレイヤーは持っている土地タイルを配置し、軍団駒を移動させることによって新たなタイルを獲得します。

　プレイヤーは常に、現在自分の軍団駒があるタイルに隣接させて新たなタイルを置かなければなりません。そのあと、
プレイヤーは新たに置いたタイル上に軍団駒を移動させます。望むなら、プレイヤーは同様の方法でさらなるタイルを
配置し、再び軍団駒を移動させることができます。

タイルの配置
　手番中に何枚まで土地タイルを配置できるかは、特徴を持っているタイルを置くかどうかによって決まります。
・特徴を持たないタイルだけを置く場合、プレイヤーはタイルを４枚まで置くことができます（次ページ図６）。
・特徴を持っているタイルを置く場合、プレイヤーはタイルを２枚までしか置くことができず、特徴を持っているタイ
ルはそのうち１枚だけでなければなりません。タイルを２枚置く場合、それらを任意の順番で置けることに注意して
ください（次ページ図７）。

土地
タイル
（小）

土地
タイル
（大）

図４

図５
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　軍団駒は常に新たに置かれたタイル上に移動するので、新たなタイルは直前
に置かれたタイルに隣接していなければなりません。

　軍団は支配地域を拡大します。新たに置いたタイルと地形が一致している隣
接タイル１枚ごとに、プレイヤーは新たな土地タイルを１枚得ます。新たに置
いたタイルと特徴が一致している隣接タイル１枚ごとに、プレイヤーは新たな
土地タイルを２枚得ます（図８）。しかし、他の駒（自分の駒も含みます）があ
る隣接タイルは、地形や特徴が一致していても考慮に入れません！　隣接タイ
ル１枚の地形と特徴の両方が一致している場合、新たな土地タイルを３枚得ます。
　プレイヤーは新たなタイルすべてを手番終了時（駒の移動を終えたあと）に
得ます。プレイヤーは新たなタイルを２つの山から引き、表向きで手元に置き
ます。土地タイル（小）と土地タイル（大）はできるだけ均等に引かなければ
なりません。奇数枚のタイルを引く場合、どちらを１枚多く引くかは自分で決
めることができます。

都市中心部からの離脱
　都市中心部を離れるとき、プレイヤーは
任意の都市中心部タイルに隣接させて置い
た土地タイルに駒を移動させることができ
ます（図９）。すでに都市中心部のすべて
の辺に土地タイルが隣接して置かれている
場合、プレイヤーは都市中心部から駒を移
動させるために再編成（４ページ参照）を
行わなければなりません。

２．収入
　プレイヤーは持っている土地タイルを配置し、監察官駒を移動させることに
よってコインを得ます。「征服」アクションと同様の方法で土地タイルを置きま
すが、ここでは監察官駒を移動させます。

　監察官は税金を徴収します。新たに置いたタイルと地形が一致している隣接
タイル１枚ごとに、プレイヤーは１金を得ます。新たに置いたタイルと特徴が
一致している隣接タイル１枚ごとに、プレイヤーは２金を得ます。しかし、他
の駒（自分の駒も含みます）がある隣接タイルは、地形や特徴が一致していて
も考慮に入れません！（図 10）隣接タイル１枚の地形と特徴の両方が一致して
いる場合、３金を得ます。
　さらに、プレイヤーは手元にある表向きの土地タイル１枚を裏返してコイン
面を表向け、貢ぎ物（下記参照）の額を増やすことができます。プレイヤーは
どのタイルを裏返すかを自分で決めることができます。
　裏返したタイルはゲーム終了まで手元に残ります。裏返したタイルを再び裏
返して地形面を表向けたり、配置したり、捨て札にしたりすることはできません。

貢ぎ物
　監察官駒を移動させ、手元で裏返しになっているタイル数よ
り多くのコインを獲得した場合、プレイヤーは貢ぎ物（裏返し
のタイル数に等しい額のコイン）を得ます（図 11）。

　獲得したコインは山にして手元に置きます。プレイヤーは所
持金額を他プレイヤーに知らせる必要はありません。
　プレイヤーは必要に応じて両替を行うことができ、銀行のコ
イン数を数えることができます。

図６ 図７

図８左の収入＝新たなタイル２枚
（同じ特徴による）
右の収入＝新たなタイル３枚
（同じ特徴（Ａ）による２枚＋同じ地形
（Ｂ）による１枚）

図９

収入＝３金
（同じ地形（Ａ）による１金＋同じ特徴
（Ｂ）による２金。黒の軍団駒があるタ
イル（Ｃ）は考慮しません。ここが空い
ていれば４金を得ることができました）

図 10

　監察官駒の移動に
よって４金を得まし
た。手元に裏返しの
タイル（貢ぎ物）が
３枚あるので、プレ
イヤーは計７金を得
ます。

図 11
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３．再編成
　再編成を行う場合、プレイヤーは新たなタイルを置く代わりに、２つの山
の１つ（自分で選びます）からタイルを１枚引いて表向きで手元に置きます。
　そのあと、プレイヤーは自分の駒２個を取って、任意の空きタイルか都市
中心部に置くことができます（図 12）。プレイヤーは自分の駒の位置を入れ
替えたり、いずれか１個の駒だけを移動させたりすることもできます。
　充分な空きタイルがない場合（ゲーム序盤に起こり得ます）、プレイヤー
は駒のうち１個（または２個）を都市中心部に移動させなければなりません。

ゲームの終了
　プレイヤーが、新たなタイルを引かなければならないときに引くことがで
きないとき、または銀行にある最後のコインを獲得したとき、ゲームは即座
に終了します（図 13）。

ゲームの勝者
　各プレイヤーは手元に重ねて置いている
コインの価値を合計します。
　所持金が最も多かったプレイヤーが勝利
します（図 14）。
　同額の場合、その中で最も多くの貢ぎ物
（裏返しのタイル）を集めたプレイヤーが
勝利します。

上級ルール：カエサル
　上級ルールではカエサルがパルミラ州を訪れ、プレイヤーの
進展具合を直々に監視します。上級ルールではカエサルタイル
が必要となり、各プレイヤーはゲーム開始時に追加の１金を銀
行から得ます。
　ゲーム中に再編成を行ったとき、プレイヤーは１金を銀行に
支払い、カエサルタイルを取って手元に置くことができます（図
15）。基本ゲーム同様に、プレイヤーは始めに山からタイルを
１枚引き、そのあと自分の各駒を任意の空きタイル上に移動さ
せることができます。
　それ以降、カエサルタイルを持っているプレイヤーは、コイ
ンやタイルを得るためにどちらの駒でも使えるようになりま
す。たとえば、プレイヤーは軍団駒を使ってコインを獲得した
り、監督官駒を使って土地タイルを獲得したりすることができ
ます。さらに、監督と軍団はカエサルの訪問によってやる気を
出すので、プレイヤーは税金徴収時には追加の１金を得て、土
地タイル獲得時には追加のタイルを１枚得ます（図 15）。カエ

図 12

図 13

　プレイヤーはタ
イルを２枚引かな
ければなりません
が、タイルの山が
１つしか残ってい
ません。ゲームは
終了します！

　プレイヤー
は再編成を行
い、タイルを
１枚引きます。
山にはちょう
ど１枚のタイ
ルが残ってい
ます。ゲーム
はまだ終了し
ません！

　監督官駒を移
動させ、プレイ
ヤーは４金を徴
収しましたが、
銀行には２金し
か残っていませ
ん。プレイヤー
はこの２金だけ
を得て、ゲーム
は終了します！

図 14

　青は 32 金、赤と黄は
それぞれ 44 金を持って
います。赤は裏返しの
タイル（貢ぎ物）を４枚、
黄は３枚持っているの
で、赤がゲームに勝利
します！

図 15

　プレイヤーは再編成を行い、１金を支払ってカエサルタ
イルを得ました。次の手番で、プレイヤーは「山岳＋監視塔」
タイルを置いて監督官駒を移動させ、新たなタイルを得る
ことにしました。カエサルタイルを持っているので、プレ
イヤーは新たなタイルを計４枚（同じ地形による１枚＋同
じ特徴による２枚＋カエサルタイルによる１枚）を得ます。
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As soon as another player uses the reorganize-action and pays a coin to the reserve, that player takes the Caesar tile from 
you and receives these benefi ts instead.

Solo Game
The solo game is a great way to get to know the game and to try to fi nd the most effective moves.

The rules for solo play are similar to those for 
multiple players. It begins with the setup for two 
players. Caesar is not used.
After every turn you take (even when you reorga-
nize!), you must take 3 coins from the reserve and 
place them back into the game box (fi g.16).

The fi rst game is for getting to know the game. 
Your goal is to earn at least 60 coins by the end of the game.

In the second game, you start with 2 large and 2 small land tiles. Now you have to earn 65 coins.

In the third game, you start with 3 large and 3 small land tiles. Now you have to earn 70 coins.

In the fourth game, you start with 3 large and 3 small land tiles, and you place 1 fl ipped small land tile (Tribute) in front of 
you. Now you have to earn 75 coins.

In the fi fth and last game, you start with 3 large and 3 small land tiles, and you place 2 fl ipped small land tiles (Tribute) in 
front of you. Now you have to earn 80 coins.

You can also try to improve by earning more coins than ever before, keeping track of your high scores by writing them down.

* Censors:  The censor was an offi cer in ancient Rome who was responsible for maintaining the census, supervising public mo-
rality, and overseeing certain aspects of the government‘s fi nances.

Designer: Bernd Eisenstein
Artist: Klemens Franz
English translation: Jeffrey D. Allers and Andrew Rowse

Thanks to all the tireless playtesters and helping hands that made this project possible within a short 
timeframe.
Especially: Hartmut Kommerell, Jeffrey D. Allers, Rolf Raupach, Georg von Heusinger and my wife 
Michaela for her help with the layout...

fi g.16 You lay a land tile, move your 
legion onto this tile and there 
 fore you get one new  
 tile. After that you put  
 3 coins back in the game  
 box

fi g.16 You lay a land tile, move your 
legion onto this tile and there 
 fore you get one new  
 tile. After that you put  
 3 coins back in the game  
 box

(c) Irongames 2013

サルタイルを持っているときに再編成を行った場合には、プレイヤーはこのボーナスを得ることはできません。
　あるプレイヤーが再編成を行い、１金を銀行に支払ったら、即座にカエサルタイルは現在の所有者からそのプレイヤー
に移動し、以降はそのプレイヤーがカエサルタイルによるボーナスを得ます。

ソロゲーム
　このゲームを理解し、最も効果的な移動を見つける手段として、ソロゲームは非常に優れています。

　ソロプレイルールは多人数プレイルールとほ
ぼ同じです。２人プレイゲームのように準備し、
カエサルタイルは使いません。
　各手番終了時（再編成を行ったときも含めま
す）、プレイヤーは銀行から３金を取って箱に戻
します（図 16）。

　最初のゲームはこのゲームを知るためのものです。プレイヤーの目的は、ゲーム終了までに 60 金以上を獲得するこ
とです。

　２回目のゲームでは、プレイヤーは土地タイル（大）２枚と土地タイル（小）２枚を持ってゲームを開始します。プ
レイヤーは 65 金を獲得しなければなりません。

　３回目のゲームでは、プレイヤーは土地タイル（大）３枚と土地タイル（小）３枚を持ってゲームを開始します。プ
レイヤーは 70 金を獲得しなければなりません。

　４回目のゲームでは、プレイヤーは土地タイル（大）３枚と土地タイル（小）３枚を持ち、裏向きの土地タイル（小）
１枚を貢ぎ物として手元に置いてゲームを開始します。プレイヤーは 75 金を獲得しなければなりません。

　５回目のゲームでは、プレイヤーは土地タイル（大）３枚と土地タイル（小）３枚を持ち、裏向きの土地タイル（小）
２枚を貢ぎ物として手元に置いてゲームを開始します。プレイヤーは 80 金を獲得しなければなりません。

　プレイヤーは獲得したコイン数を記録しておき、以前より多くのコインを獲得することを目標とすることもできます。

　*監督官とは国勢調査の実施、公衆道徳の監督、政府財政の一部の管理を行っていた古代ローマの役人です。

　プレイヤーは土地タ
イルを置き、そのタイ
ル上に軍団駒を移動さ
せて新たなタイルを１
枚得ました。そのあと、
プレイヤーは３金を箱
に戻します。

図 16
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