
庭国の虫会議
広大なバックヤーディア庭国では、それぞれの虫の部族長が集まり、 虫会議を開催します。 
議題となるのは、「素敵な虫ピクニックの提供」と、そのためにも 「ピクニックを邪魔する方法」 について … 
もちろん 「住民税」 などの重要なことも話し合います。 
その中でも、 「アリ」 「ハエ」 「ハチ」 「カ」 「ゴキブリ」 の権力は千変万化であり、 
バックヤーディア庭国で名を上げたい者なら、その都度、 
最も強い部族を見極めて手を結ぶしかないでしょう。

「庭国の虫会議」 は、マンカラ方式を通して、 部族の権力を操作するトリックティキングゲームです。
プレイヤーはスートの強さを操作しつつ、 自分の手札が 1枚になるまでトリックを行います。 
残したカードのスートの強さは、獲得したトリックの数に加えるボーナス得点になります！

てい こく

てい こく

てい こく

てい こく ス   ー  ト           強    さ

内容物
数字カード　60枚                 スタートプレイヤーマーカー　1個                                                    

得点冠　5個      忠誠旗　5枚   ラウンドマーカー　1個  

部族長カード　5枚                                  虫会議ボード　1枚 

キューブ袋　1個  権力キューブ　18個 
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ここに掲載されているコンポーネントは試作用であり、最終製品を代表するものではありません。
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虫会議ボードの見方

数字カードの見方

準備
1. 虫議会ボードをテーブルの中央に置きます。

2. ラウンドマーカーをラウンドトラックの 「1」 に配置します。

3. 各プレイヤーは担当色を決め、 担当色の得点冠 1個と忠誠旗 1枚を受け取ります。
得点冠を得点トラックの 「0」 に配置して、 忠誠旗を自分の前に立てて置きます。

4. 虫議会の準備を以下の順番で行います。

 4.1) 5枚の部族長カードを裏向きにし、シャッフルします。

1. 得点トラック                                                   

4. ラウンドトラック                                                  

2. 部族スペース                                                 

3. 会議室スペース  

2. 数字                                     

1. スート（部族）                                     

3. プレイ人数                                     

4. 絵                                    

1人・2人プレイの場合、ページ 7に参考してください。
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 4.2) 権力キューブの分配を決めます。部族長カードを 1枚めくり、 虫議会ボード上の
 対応する部族スペースに、 権力キューブを 4個置きます。

 4.3) “4.2” を合計 4回行い、 毎回権力キューブを 1個少なく置きます。（4個、 3個、 2個、 1個）
 ＊最後に残った部族長カードの対応する部族スペースには、 権力キューブが無い状態になります。

 4.4) 配置が完了したら、 部族長カードを全て箱に戻します。 
 
 4.5) 残りの権力キューブは、 後で使用するのでキューブ袋に入れて、 虫会議ボードの横に置きます。

5.  プレイ人数に応じて、 使用しない数字カードを箱に戻します。

 3人の場合： 「4＋」 と 「5＋」 アイコンの付いた数字カードを戻す。 （各スートの 11・12）
 4人の場合： 「5＋」 アイコンの付いた数字カードを戻す。 （各スートの12）
 5人の場合：　全てのカードを使用する。（戻すカードはありません。）

6.  数字カードを裏向きでシャッフルし、 各プレイヤーに裏向きのまま、 11枚ずつ配ります。
配られた11枚の数字カードは手札とし、 残りの数字カードを山札として、 
裏向きのまま虫議会ボードの横に置きます。

7.  最近、 虫のおかげでピクニックが台無しになったプレイヤーはスタートプレイヤーとなり、 
スタートプレイヤーマーカーを受け取ります。
＊判断しにくい時は、ピクニック以外でもいいですし、 ランダムでも良いです。

4プレーヤーの準備例

ラウンドの構成
このゲームは、 3ラウンドを行って勝敗を決めます。 各ラウンドは、以下の 3フェーズで構成されます。

1. 宣言フェーズ
2. トリックフェーズ
3. ラウンド終了フェーズ

4. ラウンドトラック                                                  

2. 部族スペース                                                 

3. プレイ人数                                     
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1. 宣言フェーズ
各プレイヤーは自分の手札を確認し、 このラウンドで「忠誠」を宣言するかどうかを決めます。
「忠誠」 を宣言することにより、 トリックの得点だけでなく、 「忠誠」 を誓った部族からのボーナス得点を
貰うことが出来る一方、 「忠誠」 を宣言しないうえで、 トリックを 1つも獲得していない場合には、 
虫会議ボードの中央の会議室スペースに集められた権力キューブの数に応じて、 得点が与えられます。

※詳しくは 6ページを参照

ラウンドごとに、 「忠誠」 を宣言する、 または 「忠誠」 を宣言しない、 
のどちらかを選び、 うまく立ち回り高得点を目指しましょう。

全プレイヤーの 「忠誠」 の意志が決まったら、 一斉に宣言を行います。 こぶしを前に出し、 
立てた親指が横を指すようにします。（     をしたまま、 90度内側に倒す形です。）

スタートプレイヤーは 「3…2…1…GO！」 などの掛け声で、 同時に親指を上、 もしくは下に向けます。
上に向けたプレイヤーは、 「忠誠」 を宣言することを意味します。 ラウンド終了フェーズの時、
最後の1枚の手札の部族に忠誠を誓います。 下に向けたプレイヤーは、 「忠誠」 を宣言しません。

※一度宣言した忠誠は、 ラウンド内で変更することはできません。

「忠誠」 を宣言しないと選んだプレイヤーは、 自分の忠誠旗を倒し、 手札から 1枚選び、捨て札として、
表向きで山札の横に置きます。

複数のプレイヤーが 「忠誠」 を宣言しない事を選んでも良いです。 詳しくは、 
ページ 7の 「ラウンド終了フェーズ」 で後述します。

2. トリックフェーズ
このフェーズに、 プレイヤーは 10回トリックを行います。 各トリックは、 
「トリックをプレイ」 「トリックの判定」 「虫議会に出席する」 の 3つで構成されます。

トリックをプレイ 
スタートプレイヤーは手札から好きなカードを場に出します。 
出したカードのスートは 「リードスート」 となります。

スタートプレイヤーから時計回りの順番で、 他のプレイヤーは手札から1枚ずつカードを出します。
「リードスート」 と同じスートのカードがある場合、 必ずそのスートのカードを出さなくてはいけません。
これを 「マストフォロー」 と言います。 「リードスート」 と同じスートのカードがない場合、 
好きなスートのカードを出すことができます。

トリックの判定

全プレイヤーが 「リードスート」 のカードを出した場合、 
最も大きい数字を出したプレイヤーがトリックを獲得します。

「リードスート」 以外のカードが出された場合、 出されたカードの中で、 現在最も強いスートを確認します。
その中で、 最も大きい数字を出したプレイヤーがトリックを獲得します。 スートの強さは、 
虫議会ボード上の対応する部族スペースに配置されている権力キューブで判断します。
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例： 虫会議ボードの権力キューブ： 「アリ」 が 2個、 「ハチ」 が 4個、 「ゴキブリ」 が 1個の時
田中はスタートプレイヤーのため、 手札から選んだ 「アリの 5」 を出します。
このトリックの 「リードスート」 は 「アリ」 となります。 「マストフォロー」 のため、
他のプレイヤーは手札に 「アリ」 のカードがある場合、 それを出さないといけません。 
山下は 「アリの 7」 を出します。 川辺は 「アリ」 のカードがないため、 「ハチの 2」 を出します。
海野も 「アリ」 のカードがないため、 「ゴキブリの 4」 を出します。
「リードスート」 以外のカードが出されたため、 虫会議ボードを見て、 スートの強さを確認します。
「ハチ」 が最も権力が強いため、 数字に関わらず、 最も強いスートである 「ハチ」 のカードを
出した川辺がトリックを獲得します。

注意： 最も強いスートが 2つ以上の場合、 そのスートの最も大きい数字を出したプレイヤーがトリックを
獲得します。 数字も同じの場合、 後からカードを出したプレイヤーがトリックを獲得します。

トリックを獲得したプレイヤーは、 スタートプレイヤーマーカーを受け取ります。 
このトリックに出された全てのカードをまとめて、 獲得したトリックの数が分かるように、 
自分の前に置きます。

虫会議に出席する

最後に、 「リードスート」 の最も小さい数字を出したプレイヤーは、 虫会議に出席します。

注意： スタートプレイヤー以外に、 「リードスート」 のカードを出したプレイヤーがいない場合、
誰も虫会議に出席することは出来ません。

虫会議に出席したプレイヤーは、 虫会議ボード上の部族スペースを 1つ選び、 
配置されている全ての権力キューブを取り、 時計回りに他の部族スペースに 1個ずつ再配置します。

これによって、 各フェーズにそれぞれのスートの強さが変動します。

注意： 権力キューブを再配置している時、 一周して本来の部族スペースに戻った際、 
本来の部族スペースに権力キューブを 1個配置して、 残りの権力キューブを全部会議室スペースに置きます。
会議室スペースに配置されたキューブは、ゲーム終了時まで残ります。

例： 「リードスート」 は 「アリ」 で、全員の出したカードが以下の場合
（田中： 「アリの 1」 、 川辺： 「アリの 5」 、 山下： 「アリの 8」、 海野： 「アリの 10」）
田中は、 「リードスート」 の最も小さい数字を出したので、 虫会議に出席します。
田中は 「ハチ」 の部族スペースを選び、 そこに置かれた7個の権力キューブを取ります。 
時計回りに、 「ハエ」 、 「ゴキブリ」 、 「アリ」 、 「カ」 、  「ハチ」 の部族スペースに 1個ずつ権力キューブを
再配置します。 この時点で、 一周して、 「ハチ」 の部族スペースに戻ってきたため、 
残りの 2個を会議室スペースに置きます。

誰かが虫会議に出席した後、 「トリックのプレイ」 に戻り、 新しいトリックを始めます。

注意： 自分の出したスートの部族スペースを選ばなくてもいいです。
1個以上の権力キューブが置かれている部族スペースのいずれも選ぶことが出来ます。

注意： 虫会議に訪ねることのできるプレイヤーがいない場合、 このステップを飛ばし、 
「トリックのプレイ」 に戻り、 新しいトリックを始めます。

1ラウンドで 10回トリックを行い、 ラウンド終了フェーズに進みます。
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3. ラウンド終了フェーズ
このフェーズに、各プレイヤーは得点を計算し、次のラウンドの準備を行います。

得点計算
各プレイヤーは、 ラウンドごとに以下の項目で得点を得ることが出来ます。

 ① 忠誠を宣言した場合
  ・獲得したトリック数
  ・【ボーナス】手元に残っている数字カードの所属するスートの権力キューブの数
 ② 忠誠を宣言しなかった場合
  ・【条件ボーナス】獲得トリックが 0の場合： 10点＋会議室にある権力キューブの数
  ＊このラウンドに1つもトリックを獲得していない場合のみ、 条件ボーナスを
  得ることができます。 忠誠を宣言しなかった状態で 1つでもトリックを獲得した場合、 
  獲得したトリック数のみの得点となります。

【忠誠を宣言した場合】

手札に残っている 1枚の数字カード（トリックフェーズに出さなかった数字カード）を公開します。
このラウンドにおいて、 そのスートの部族に忠誠を誓っていることとなります。 
虫会議ボード上の対応する部族スペースに配置されている権力キューブの数だけ、 ボーナス得点を得ます。

【忠誠を宣言しなかった場合】

宣言フェーズに 「忠誠」 を宣言しなかったプレイヤーは、 このラウンドに 1つもトリックを獲得していなければ、
会議室スペースに配置されている権力キューブの数 ＋10点の条件ボーナスを得ます。
ただし、 1つ以上のトリックを獲得してしまうと、 条件ボーナスを得られません。
1つ以上のトリックを獲得した場合には、 そのトリック数だけが、 このラウンドでの得点となります。
※条件ボーナスを得たプレイヤーが複数いる場合、 得点は均等に分けることになります。よって、 
「忠誠」 を宣言しないプレイヤーが多ければ多いほど、 得られる得点は少なくなります。

例： ラウンド終了フェーズの開始時に、 権力キューブの配置が以下の場合
（「アリ」 ： 4個、 「ハチ」 ・ 「ゴキブリ」 ： 2個ずつ、 「ハエ」 ・ 「会議室スペース」 ： 1個ずつ）
川辺は 4トリックを獲得し、 「アリ」 に忠誠を誓うので、 8点（獲得したトリックから 4点、 ボーナス得点 4点）を
得ます。 山下は 2トリックを獲得し、 「ハエ」 に忠誠を誓うので、 3点（獲得したトリックから 2点、 
ボーナス得点1点）を得ます。 田中は4トリックを獲得し、 「ゴキブリ」 に忠誠を誓うので、 
6点（獲得したトリックから 4点、 ボーナス得点 2点）を得ます。 海野は 「忠誠」 を宣言しないうえで、 
0トリックを獲得したので、 11点（獲得したトリックが 0のため、 会議室スペースに
配置されている権力キューブの数から 1点 ＋10点）を得ます。

各プレイヤーは、 得た得点分だけ、 自分の得点冠を得点トラックに進め、 忠誠旗を自分の前に立て直します。

次のラウンドの準備

得点計算が終わったら、 それぞれの部族から増援が来るため、 権力キューブの数が変化します。
最も多くの権力キューブが配置されている部族スペースと会議室スペース以外に、 
袋から権力キューブを取り出し、 1個ずつ配置します。

注意： 権力キューブの最も多いスペースが複数あった場合には、 その全てに権力キューブを配置しません。
権力キューブの数が 2番目以降に多い部族へ増援として権力キューブを 1つ増やします。
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例： 「アリ」 と 「カ」 の部族スペースに権力キューブが 4個ずつ、 「ハチ」 と 「ゴキブリ」 の部族スペースに
権力キューブが 2個ずつ、 「ハエ」 の部族スペースに権力キューブ 1個が配置されています。 
「ハチ」 「ゴキブリ」 「ハエ」 の部族スペースに権力キューブ 1個ずつ配置します。
「アリ」 と 「カ」 は最も多くの権力キューブが配置されているため、 新たな権力キューブを配置しません。

権力キューブを配置した後、 再度数字カードをすべて集め、 裏向きでシャッフルします。 
再度各プレイヤーに 11枚ずつ配り、 ラウンドマーカーを 1マス進めて、
次のラウンドの宣言フェーズに進みます。

宣言フェーズの後、 スタートプレイヤーマーカーの持っているプレイヤーから、 
2ラウンド目のトリックフェーズを開始します。

ゲームの終了と勝利
ラウンドを 3回行った後、 最も多くの得点を得たプレイヤーは勝者となります。 
同点の場合、 最後のラウンドに多くのトリックを獲得したプレイヤーが勝者となります。 
それでも同点でしたら、 最後のラウンドに最も多くの勝利点を得たプレイヤーが勝者となります。
それでも同点でしたら … どうしましょうか？一番悲惨（最高）な虫エピソードを披露し合っては？

デザイン： Kyle Hanley & Patrick Engro
アート： Masayoshi B.L. Ninomiya
翻訳提供： Samuel & Kaori Allen

......................................................................................................................................................................................................

以下の翻訳はDeepLTranslatorによるものです。
なお、この文章は7月19日に公式翻訳者が翻訳を提供した後に更新されます。

2人プレイの変更
「Bug Council of Backyardia」は、中立のプレイヤー「Emissary」を加えることで、 2人で楽しむことができます。

ゲームは以下の例外を除き、通常通り行われます:

1. プレイヤーが選択した得点王に加えて、選択していない色の得点王を得点トラックのスポット0に置きます。

2. 各プレイヤーに11枚のカードを配った後、残りのデッキを両プレイヤーの間に伏せて置きます。
この山札は、「使者」の手札として使用します。

山札から一番上の2枚のカードを引き、山札の前に表向きに置きます。
この2枚のカードは、「エミサリー」の現在の選択肢を表しています。

トリック・フェイズ
トリックをリードした人は、自分の手札からカードを1枚出し、次に「使者」のカードを1枚出します。
山札の前にある表向きの2枚のカードのどちらを出しても構いませんが、他のプレイヤーと同様に、
「使者」も可能であればそれに従わなければなりません。

使役者がトリックに勝った場合、そのトリックで獲得したカードを取り
、使役者が何トリック獲得したかがわかるように山札の近くに置きます。
リードプレイヤー・マーカーを「使者」のデッキの近くに置きます。その後、
「使者」は次のトリックをリードし、前のトリックでフォローしたプレイヤーがコントロールします。
このプレイヤーは、手札からカードを出して続き、最後に対戦相手が続きます。
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重要です:  「使者」が評議会を訪問しなければならない場合、
そのトリックで「使者」がプレイしたファクションカードに対応するファクションスペースをアクティブにします。
対応するファクションスペースにキューブがない場合は、「使者」の訪問中にキューブは移動しません。
次のトリックを始める前に、「使者」の山札から一番上のカードを取り、山札の前に表向きに置きます。

例 : ディンガスがリードプレイヤーで、「蟻の4」でリードしています。
Emissaryはボードの上に「アリの10」と「ハエの5」を表向きに置いているので、
DingusはEmissaryに追随しなければなりません。ディンガスは「蟻の10」を取ってトリックに入れます。
最後に、リジーが「アリの3」を出します。これで「使者」がトリックに成功しました。
トリックで出された3枚のカードを取り、Emissary Deck の近くに、
Emissaryが勝ったトリックの数がわかるように置いておきます。
いつものように、リジーは一番低いオンスートのカードを出したので、評議会を訪れます。
一方、DingusはLead Player Markerを取り、Emissary Deckの近くに置きます。
最後に、「使者の山」から新しいカードを1枚引き、表向きにして山札の前に置きます。
これで次のトリックの始まりです。リジーは、前のトリックに続いて、
エミサリーのカードを1枚選んでリードします。続いて、リジーが自分の手札から1枚（できればスート）を出し、
最後にディンガスが同じように出します。
ここで、「使者」が再び勝利したとしましょう（彼らは本当に絶好調です）。
リードプレイヤーマーカーはそのままで、前のトリックと同様に、LizzyがEmissaryをリードします。

スコアリングとアップキープ・フェイズ
Emissaryは、通常のプレイヤーと同じように得点します。
トリック1回につき1点、対応する忠誠心の強さのキューブ1個につき1点を獲得します 
- 忠誠心は10トリック終了時に残っているカードで決まります。使者が0トリックで勝った場合、
そのラウンドの「忠誠心なし」を成功させたことになり、代わりに
対応するボーナス（10点＋中央の会議場スペースに現在置かれている体力キューブ1個につき1点）を
受け取ります。 通常のルール同様、プレイヤーは3ラウンド行います。最も多くのポイントを獲得したプ

レイヤーが勝利します。

ソロモード
Bug Council of Backyardiaのソリティアモードでは、Emissaryとの直接対決となります。
注意：このモードはまだ開発中です。詳細はKickstarterキャンペーン中に公開されます。

.............................................................................................................................................................................................................

このゲームは、8月3日21:00（日本時間）にKickstarterで発売されます。

ご不明な点がございましたら、support@engrogames.com までご連絡ください。
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