
かるたの原型「貝覆い」

南蛮カルタとの融合

　かるたと聞いて皆さん何を思い浮かべるでしょうか？

” 犬も歩けば棒に当たる” を始めとするいろはかるた、

名句を味わう百人一首など皆さん色々だと思います。

　実はこのかるた、その歴史は古く、なんとその起源は

平安時代にまで遡ります。それは「貝覆い」と呼ばれる

もので、大蛤の貝を地貝（じがい）と出貝（だしがい）

の二つに分け、それぞれに和歌の上の句と下の句を分け

て書き、その二枚を探し出し合わせるという遊びでした。

句と一緒に挿絵が、或いは挿絵だけが描かれる場合もあ

りました。貝は古代人にとっては食用、また装身具用と

してずっと身近に親しまれたものであり、遊戯具として

使用されるのもごく自然な流れだったと言えるでしょう。

今の百人一首に通じる「歌かるた」の原型がここにあり

ます。貝覆いは 180 組（360 枚）が 1セットとなってお

り、地貝と出貝は松竹梅や鶴亀など吉祥文様の二つの貝

桶に分けて入れられます。ぴったりと二枚が合うという

ことで夫婦円満の意味で婚礼調度品にも使用されました。

　

　そして、安土桃山（天正）時代。ポルトガル人によって

南蛮カルタが日本に伝わります。カルタと言っても、日本

でこれまで遊ばれてきたような合わせかるたではなく、ど

ちらかというとトランプに近いものです。数字の 1～ 9と

J（ジュニア）Q（クイーン）K（キング）を合わせた 12 枚

×スート 4種類（剣＝スペード、根棒＝クローバー、聖杯

＝ハート、貨幣＝ダイヤ）の 48 枚一組。そもそも、カルタ

とはポルトガル語でカードを意味する（Carta）から来た言

「第 1回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.04.16）

「
源
氏
物
語
」
貝
覆
い

かるた

参考文献
「NHK美の壺 かるた」（NHK出版）

「江戸の遊戯 貝合わせ・カルタ・すごろく」（並木誠士著・青幻社）

「図説カルタの世界」（大牟田市立三池カルタ記念館）

（文・津村修二）

葉なんですね。大航海時代、長い船旅の中で船員たちは

カード遊びに興じていたのです。

　天正の時代に三池（現・大牟田市）で日本で最初の国

産かるたが作られます。これを「天正かるた」と呼びま

す。その実物のカードはたった一枚だけ現存し、それは

兵庫県の芦屋市の滴翠美術館に保存されています。かる

たの需要が多くあったのは京都と名護屋（現・佐賀）で

した。名護屋は豊臣秀吉が朝鮮出兵のための拠点とした

地であり、そこでかるた遊びが流行したようです。こう

した南蛮カルタとの融合から、合わせかるたも同様に紙

のカードで作られ遊ばれるようになっていきます。

　江戸時代に入り、75 枚（数字 1～ 15×スート 5種類）

の日本独自のかるた「うんすんかるた」が誕生します。

これは「天正かるた」を和風にして大衆化したもので江

戸中期にはかなり流行しました。現在では唯一、熊本県

人吉市に伝統的な遊戯としてその遊び方が伝わり、遊戯

法が県の重要無形民俗文化財に指定されています。

　かるたはやがて賭博として発展し、寛政の改革で教育

系の歌かるたといろはかるた以外は禁止されてしまいま

す。当然それまでかるたを生産していた職人たちは困り

ます。何とかかるたが作れないか？そこで誕生したのが

「花札」。別名で「花かるた」と言われますが、1～ 12 の

数を月折々の花でカムフラージュしたのです。花をぱっ

と見ただけで当時の日本人にはそれが何月の花か分かっ

たということですから、すごいですね。禁止という行為

が却って、そこから知恵を生みました。

　現代でも遊び継がれているかるたには、このような歴

史があったのです。そう考えるとロマンがありますね。
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絵双六と盤双六の起源

世界の双六

　すごろくは大きく分けると二つの種類に分類すること

が出来ます。一つは「振り出し」から「上がり」までを

マス目に沿って進み、早く上がった方が勝ちという絵双

六。こちらがいわゆる一般的な” すごろく” になります。

そして、もう一つが盤双六。現在、「バックギャモン（

西洋すごろく）」と呼ばれる盤上の遊戯に近いものです。

　

　日本においては「盤双六」の歴史の方がうんと古く、

正倉院には朝鮮半島から伝わった最古の盤双六「木画紫

壇双六局（もくがしだんのすごろくきょく）」が保管され

ています。大河ドラマ「平清盛」でも盤双六で遊ばれて

いるシーンがありましたね。双六の語源もサイコロを 2

つ振って遊ぶ盤双六からきており、「2つの 6」が転じて

双六となりました。（※語源には諸説あります）

　絵双六はというと 13 世紀後半、天台宗の新米の僧に仏

目を遊びながら学ばせるために考案された「仏法双六」

が起源とされており、なんとそれには絵が描かれていま

せん。墨摺りの文字だけでした。同時期には「浄土双六」

という上がりが極楽浄土という絵付きの双六が誕生。こ

れにより絵双六が確立し、一気に庶民化、多様化してい

きました。面白いのが、現在の「振り出しに戻る」に通

じる「永沈（やうちん）」というマスの存在。永沈とは

永久に沈むという意味で絶望を意味し、ここに止まれば、

その場でゲームに参加する資格が無くなってしまうとい

う何とも恐ろしいマス・・・出来ればここには止まりた

くないですね。

　

「第 2回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.05.21)

すごろく

参考文献
「双六」（吉田修 /山本正勝著・文溪堂）

「絵すごろく 生い立ちと魅力」（山本正勝著・芸艸堂）
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　世界に目を向けてみると、双六（レースゲーム）の起

源は驚くほど古く、紀元前 3200 年にまで遡ります。最

古のものはウル（古代メソポタミア）の遊戯盤で、これ

は２人対戦型のレースゲームでした。この頃からサイコ

ロは存在し、それを振って終点のマス目を目指していま

した。また、エジプトではツタンカーメン王の副葬品か

ら 4つの遊戯盤が発見されています。10 のマス目が 3列

に並んだ「セネト」（” 通過する” という意）と呼ばれる

遊戯盤です。あのツタンカーメン王もすごろくで遊んで

いたんですね。驚きです。

　13 世紀後半から 14 世紀にかけてインドでもヒンズー

の教義を絵双六化した「ヘビとはしごのゲーム」が誕生

しています。日本の仏法双六と同じような双六がインド

でも同時期に誕生していることが面白いですね。これは

へびの頭のマスに止まると尾まで戻り、逆にはしごに止

まると上まで登って行けるというものでゲーム性のある

双六です。また、チベットでも浄土双六の原形を思わせ

る輪廻転生をテーマにした双六が存在していました。

　

　ヨーロッパではイタリアが双六の発祥地。15 ～ 16 世

紀頃から、「鵞鳥（グース）ゲーム」と呼ばれるものがイ

タリアで誕生し、それがフランス、イギリスでも流行し、

各国へ伝播されていきました。数コマに 1個の割合で鵞

鳥の目があり、そこに止まると 1回休みなどのアクショ

ンがありました。これらが南蛮貿易時代、宣教師を通じ

て日本に伝えられた可能性は大きく、日本の絵双六もこ

れらに影響を受けたであろうと思われます。
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マンカラ

ナイン・メンズ・モリス

シャット・ザ・ボックス

　マンカラ（mancala）はアフリカや中近東、東南

アジアにかけて古くから遊ばれている伝統的なゲー

ムです。世界中で遊ばれているため、その遊び方の

種類は 120 種類もあるそうで、ルールだけを１冊に

まとめた本まで出ているほど多岐に亘っています。

元々、地面に描いた円と種や小石、木の実などを使

って遊ばれていたことから、別名「種蒔きゲーム」

とも呼ばれていたようです。そこから、板に穴を開

けたもの、船の形をしたもの、先端を龍の頭にした

ものなど様々な遊戯盤が作られました。

　

　実はこのマンカラ、ゲームであることが認知され

たのはごく近年のことで、ヨーロッパで認知された

のはなんと 20 世紀に入ってからでした。それまで

は呪術や宗教儀式の道具、あるいは相続した財産を

分与するための行事であると考えられていました。

というのも、二列の穴が空いているだけのごくシン

プルな外見に加え、特定の駒やサイコロも用いなか

ったため、なかなか遊戯盤であるとは考えられなか

ったそうです。確かにわかるような気がします。

　日本では昨年福島で初のマンカラ全国大会が行な

われるなど、今注目されつつあります。年齢を問わ

ず遊べる手軽さと奥深さがあるからだと思われます。
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世界の伝統ゲーム

参考文献
「ゲームの博物誌」（増川宏一著・JICC 出版局）
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（文・津村修二）

　ナイン・メンズ・モリスは紀元前のエジプトが起源と

されています。カルナック神殿の天井部分にもこのゲー

ム盤の彫られた跡が見つかっています。14 世紀頃にはヨ

ーロッパで大流行し、シェイクスピアの「真夏の夜の夢」

の劇中にも登場しています。また、ヨーロッパの国のい

くつかではゲーム盤のデザインを魔除けのお守りとする

ところもあるほど、どこか神聖さを感じさせる遊戯です。

　シャット・ザ・ボックスは伝統的なパブゲームで、少

なくとも 18 世紀頃からフランスやイギリスの沿岸地域

で船員や漁師などの間で盛んに遊ばれていたようです。

船乗りたちによって世界中に紹介され、現在でも世界各

地でこのゲームを見ることができます。特にタイではメ

ジャーなゲームとして存在し、ギャンブルに用いられる

だけでなく、幼児の教育にも用いられているそうです。

「1～9」の数字が描かれた 9枚タイルのものが一般 的で

すが、その他に 10 枚、11 枚、12 枚のものもあります。

ダイス運の要素が大きいですが、「何を残すか」という

戦略性もあって何度も遊びたくなる面白さがあります。
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欧州のボードゲーム文化

日本のボードゲーム文化

「第 4回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.07.16)

ヨ－ロッパの

ボードゲーム

（文・津村修二）

　欧州ではボードゲームの文化が強固に根付いています。

とりわけドイツは欧州の中でもその文化の成熟度は高く、

今現在、国内だけでボードゲームの新作が毎年 200 ～ 3

00 本も発売されています。ドイツのボードゲーム市場は

5億ユーロ（700 億円）。1980 年代に日本のボードゲー

ム市場が下火になっていったのとは対照的に、ドイツで

はボードゲーム市場は急成長を遂げ、総売り上げは当時

の 3倍にまで膨れ上がっています。また、毎年 10月に

ドイツのエッセンで開催されている、エッセン国際ゲー

ム祭「エッセンシュピール」（シュピール＝ドイツ語でゲ

ームを意味する）には世界 34カ国 800 のメーカーが出

展し、4日間で延べ 15万人を動員。「最も家族で頻繁に

遊ぶものは？」というアンケートには約 3割が「ボード

ゲーム」と答えています。ドイツでは生活の中にボード

ゲームという文化が溶け込んでいることがこのことから

も窺えます。その理由としては労働厚生の制度がしっか

りしていて、残業が少なく、家族で過ごす時間の多いこ

とが大きいのではないかと言われています。

　ドイツゲームの特徴としてはルールが比較的簡単で、

子どもから大人までが一緒に楽しめるゲーム、運と戦

略のバランスに優れ、世界観やテーマが魅力的なゲー

ムが多いようです。また、こうした特徴を持つゲーム

を総称して「ドイツゲーム」と呼ぶこともあるので、

必ずしもドイツのゲームというわけではありません。
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　ここ日本に着目してみますと、1980 年代という

のがボードゲームの全盛期であり、当時は様々なボ

ードゲームが発売されていました。ボードゲームの

コマーシャルまでテレビで流れていた時代です。83

年、任天堂から「ファミリ－コンピュータ」が発売

されるとボードゲームはテレビゲーム人気に押され

る形で徐々に市場から影を潜めていきました。

　しかし、93年にドイツゲームの直輸入代理店「メ

ビウスゲームズ」が開業し、95年に「カタンの開拓

者たち」が世界的にヒットをすると、国内にも少し

づつ欧州のボードゲームが紹介されるようになりま

した。大手メーカーも欧州の人気ゲームの日本語版

を発売するなど再び注目を集めました。

　近年では、ボードゲームの面白さや価値が社会的に

も見直されるようになり、特にボードゲームの持つ

コミュニケーション・ツールとしての魅力はあらゆ

る分野において高く評価され始めています。

　私がボードゲームのイベントなどを開催して思う

のは、知らない人同士なのにゲームを一緒に囲んで

遊ぶことで、いつの間にか、ごく自然な形でその人

達同士が仲良くなっているということです。それも

まるで「最初から友達だったんじゃないか？」と錯

覚してしまうほどにです。ゲームを始める前までは

初対面ですから、当然よそよそしい雰囲気なのです

が、ゲームが終わると不思議とお互いが笑顔で温か

い雰囲気に包まれているのです。気心が知れるよう

になるんですね。これはボードゲームのすごいとこ

ろだと私は本当に思います。遊びを通して、人と人

との距離がグッと縮むんです。性別も年齢も職業も

役職も一切関係が無く、ただ「プレイヤー」の一人

として、純粋にゲームに打ち込めるところもボード

ゲームの良さで、だからこそ、より深いコミュニケ

ーションが実現するのだと思います。
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ます。何とかかるたが作れないか？そこで誕生したのが

「花札」。別名で「花かるた」と言われますが、1～ 12 の

数を月折々の花でカムフラージュしたのです。花をぱっ

と見ただけで当時の日本人にはそれが何月の花か分かっ

たということですから、すごいですね。禁止という行為

が却って、そこから知恵を生みました。

　現代でも遊び継がれているかるたには、このような歴

史があったのです。そう考えるとロマンがありますね。
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絵双六と盤双六の起源

ラべンスバーガー社 のゲーム

　すごろくは大きく分けると二つの種類に分類すること

が出来ます。一つは「振り出し」から「上がり」までを

マス目に沿って進み、早く上がった方が勝ちという絵双

六。こちらがいわゆる一般的な” すごろく” になります。

そして、もう一つが盤双六。現在、「バックギャモン（

西洋すごろく）」と呼ばれる盤上の遊戯に近いものです。

　

　

　

「第 6回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.09.17)

すごろく

参考文献
「双六」（吉田修 /山本正勝著・文溪堂）

「絵すごろく 生い立ちと魅力」（山本正勝著・芸艸堂）

「江戸の遊戯 貝合わせ・カルタ・すごろく」（並木誠士著・青幻社）

「ゲームのデザイン 盤上の魔力」（INAXギャラリー）

（文・津村修二）

　さて、今回ご紹介するドイツのラベンスバーガー社※

の「帽子とりゲーム」と「バリケード」ですが、これら

はすごろくの発展系と分類することが出来るでしょう。

　

▲ 「帽子とりゲーム（Fang den Hut!）」1925 年

いかにして帽子を取っていくか、また取られないように

するか、といった戦略的要素とダイス運が絶妙な不朽の

名作。まるで外遊びをしているかのような、遊びの原体

験的風景を感覚として味わえます。

　

▲ 「バリケード（MALEFIZ）」1960 年

累計 120 万台以上を売り上げているロングセラーゲーム。

タイトルにもなっているバリケードというルールが実にユ

ニーク。バリケードを好きな場所に動かして、他のプレイ

ヤーの進行を邪魔しながら、コマを進めていきます。ドイ

ツ語のタイトルに "MALEFIZ"（いたずら）とあるようにい

たずらがこのゲームの醍醐味となっています。

※ラべンスバーガー社（Ravensburger）

1883 年創業。創始者はロバート・オットー・マイヤー氏。

1950 年代までは本の出版が中心であったが、1959 年に発

売したゲーム「メモリー」が世界的大ヒット。現在、ドイ

ツ最大のゲームメーカーである。 

　すごろくの起源は驚くほど古く、紀元前 3200 年にまで

遡ります。最古のものはウル（古代メソポタミア）の遊戯

盤で、これは２人対戦型のレースゲームでした。この頃か

らサイコロは存在し、それを振って終点のマス目を目指し

ていました。また、エジプトではツタンカーメン王の副葬

品から 4つの遊戯盤が発見されています。10 のマス目が 3

列に並んだ「セネト」（” 通過する” という意）と呼ばれる

遊戯盤です。

　13 世紀後半から 14 世紀にかけてインドでもヒンズーの

教義を絵双六化した「ヘビとはしごのゲーム」が誕生して

います。こちらはへびの頭のマスに止まると尾まで戻り、

逆にはしごに止まると上まで登って行けるというものでゲ

ーム性のあるすごろくです。
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マンカラ

ドミノ

バックギャモン

　マンカラ（mancala）はアフリカや中近東、東南

アジアにかけて古くから遊ばれている伝統的なゲー

ムです。世界中で遊ばれているため、その遊び方の

種類は 120 種類もあるそうで、ルールだけを１冊に

まとめた本まで出ているほど多岐に亘っています。

元々、地面に描いた円と種や小石、木の実などを使

って遊ばれていたことから、別名「種蒔きゲーム」

とも呼ばれていたようです。そこから、板に穴を開

けたもの、船の形をしたもの、先端を龍の頭にした

ものなど様々な遊戯盤が作られました。

　シャット・ザ・ボックス

　シャット・ザ・ボックスは伝統的なパブゲームで、

少なくとも 18 世紀頃からフランスやイギリスの沿岸

地域で船員や漁師などの間で盛んに遊ばれていたよう

です。船乗りたちによって世界中に紹介され、現在で

も世界各地でこのゲームを見ることができます。特に

タイではメジャーなゲームとして存在し、ギャンブル

に用いられるだけでなく、幼児の教育にも用いられて

いるそうです。ダイス運の要素が大きいですが「何を

残すか」という戦略性もあって何度も遊びたくなる面

白さがあります。

　

　

　

「第 7回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.10.15)

世界の伝統ゲーム

参考文献
「ゲームの博物誌」（増川宏一著・JICC 出版局）

「ゲームのデザイン 盤上の魔力」（INAXギャラリー）

（文・津村修二）

　ドミノと聞いて多くの人が連想するのはやはり端から

端までを板が連続して倒れていく、あのドミノではない

かと思います。しかしもう一つ、ドミノと呼ばれている

全く別の遊戯があります。18 世紀にイタリアで発明され

（※諸説あり）流行したカードゲームのドミノです。山の

数字と手札の数字を合わせるように出していき、早く手

札を無くした方が勝ちという至ってシンプルなゲームは

ヨーロッパ中のコーヒーハウスやパブで大流行り。ちな

みにドミノとは「頭巾」を意味する言葉。元々、札の片

面が象牙、片面が黒壇で作られており、その白と黒の組

み合わせが僧侶の頭巾を連想させたのだそうです。

　伝統ゲームを語る上で欠かすことが出来ないのがバッ

クギャモンです。古代エジプトが起源とされ、あのロー

マ皇帝も熱中したと言われています。インドネシアのボ

ロブドゥール遺跡にはレリーフとして遊ぶ様子が遺され

ています。運と戦略、偶然と必然のバランスが素晴らし

く、これは人類の遺した偉大なる創造物だと思います。
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欧州のボードゲーム文化

傑作「DiXit( ディクシット )」

「第 8回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.11.19)

ヨ－ロッパの

ボードゲーム

（文・津村修二）

　欧州ではボードゲームの文化が強固に根付いています。

とりわけドイツは欧州の中でもその文化の成熟度は高く、

今現在、国内だけでボードゲームの新作が毎年 200 ～ 3

00 本も発売されています。ドイツのボードゲーム市場は

5億ユーロ（700 億円）。1980 年代に日本のボードゲー

ム市場が下火になっていったのとは対照的に、ドイツで

はボードゲーム市場は急成長を遂げ、総売り上げは当時

の 3倍にまで膨れ上がっています。また、毎年 10月に

ドイツのエッセンで開催されている、エッセン国際ゲー

ム祭「エッセンシュピール」（シュピール＝ドイツ語でゲ

ームを意味する）には世界 34カ国 800 のメーカーが出

展し、4日間で延べ 15万人を動員。「最も家族で頻繁に

遊ぶものは？」というアンケートには約 3割が「ボード

ゲーム」と答えています。ドイツでは生活の中にボード

ゲームという文化が溶け込んでいることがこのことから

も窺えます。その理由としては労働厚生の制度がしっか

りしていて、残業が少なく、家族で過ごす時間の多いこ

とが大きいのではないかと言われています。

　ドイツゲームの特徴としてはルールが比較的簡単で、

子どもから大人までが一緒に楽しめるゲーム、運と戦

略のバランスに優れ、世界観やテーマが魅力的なゲー

ムが多いようです。また、こうした特徴を持つゲーム

を総称して「ドイツゲーム」と呼ぶこともあるので、

必ずしもドイツのゲームというわけではありません。
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　前回の「ヨーロッパのボードゲーム」で紹介し、

大変好評であったために今回も紹介することにした

「DiXit( ディクシット )」。このゲームは本当に傑作

で、だからこそ再度紹介したいと思いました。

ゲームデザイン：ジャン =ルイ・ルービラ

イラスト：マリー・キャドゥア

メーカー：Libellud ( リベリュー／ フランス )

発売年 : 2008 年

国内版発売元 : ホビージャパン

◆2010 年ドイツ年間ゲーム大賞受賞

　初めてプレイした時から「このゲームは凄い！」と

感動したことを覚えています。語り部になった時には

イラストにどんなタイトルを付けるかが悩ましく、そ

して語り部以外の時にはタイトルにふさわしいであろ

うイラストをどれにするか、また語り部のイラストが

どれかを推理する。これはもう全く退屈しません。ゲ

ームデザインのお手本のようなゲームです。

　また、複数回同じ人とプレイししているとその人の

感性が分かってくるところも実に面白いです。「ああ、

この人にはこんなロマンティックな部分があったのね」

と思わぬ発見が出来るのも楽しいですね。

　因みに『DiXit』とは、ラテン語で「（彼が）言う」

の意味で、フランスでは根拠なき主張を揶揄する時

に使う言葉だそうです。

　



「第 9回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2014.12.17)

視覚に訴える

ゲームの世界

　　（ 写真・文章　津村修二）

　アナログゲームの世界には視覚に訴えかける、見た目の

斬新なゲームが数多く存在します。それはハッとする美し

さであったり、“これってどうやって遊ぶのだろう？” と思

わせるユニークなものであったり、さまざまです。私はそ

んなゲームに出会うと心からワクワクし、とても惹かれま

す。今回は私の惚れ込んだゲームに焦点を絞ってご紹介し

たいと思います。

　棒を抜いていくだけのシンプルなゲーム。棒の数が減れば、束は次第に外側に広がっていき、

最後には華やかに崩壊する。このゲームで私が最も魅力的だと感じるところは揺らめく棒の形状。

この棒は柔らかな樹脂のファイバーで出来ており、これによってまるで生きているかのような有

機的な印象をプレイヤーに与えます。この素材の選択が実に素晴らしい。家にお客を招いた時に

そこに『マングローブ』があることによって、何か始まるのではないか？という期待と可能性を

テーマに企画されたそうで、そうしたコンセプトも含め、私は深く敬愛しています。

　東京で玩具店巡りをしている時に一目惚れして購入した『バベルピコ』。この凹凸のあるキュー

ブは一体何だ・・・それが第一印象。配色も白、黒、グレー、ベージュ、水色と絶妙で、独特の

ざらざらとした質感も魅力的でした。このキューブはメーカーであるキュボロ社の主力商品『キ

ュボロ』（立方体の積み木のみで作られるビー玉転がし）の木工所で出るオガクズ（木の削りカス

）を固めて作っていることを後で知りました。どこかトルコのカッパドキアのような、岩山、洞

窟、あるいは鍾乳洞などの自然の造形物を連想させます。目の不自由な方にもお勧めしたいです。

　平面でありながら、錯視によってあたかも立方体が宙に浮いたように感じさせる六角形のカー

ドデザインは秀逸。ゲーム展開によって一回性の造形が出来上がる面白さもあり、まさに目で見

て楽しめるカードゲームと言えます。アートワークのセンスが非常に洗練されていて、ウェブサ

イトにしても、映像にしても、そのクオリティの高さには驚かされます。

 1.　mangrove( マングローブ )　/　賽苑（さいえん）　京都

 2.　Rocca( ロッカ )　/　Rocca Spiele（ロッカシュピール）　東京

　初めてこの外観を見た時の第一声は「何で！？」でした。何で崩れないのだろう、と。どう考

えたって、こんなに細い支柱ではバランスが取れずに崩れるはずなのに・・・この奇跡的安定を

保っている秘密は何なのか。私の知的好奇心は見事に刺激されました。実際に立ててみると、こ

れがなかなか難しく、少しコツが必要でしたが、無事に立った時の喜びは相当なものでした。

　ギガミックのシンプルなルールと奥深いゲーム性、そして美しい外観のゲーム群は世界各国で

国際的な賞を受賞しています。この『バティーク』も至ってシンプルなルールで面白いですし、

そのままリビングに飾っておくだけでもオブジェになります。フランスではこうしたギガミック

のボードゲームが小学校の授業に取り入れられているようです。日本もそうあってほしいです。

 3. 　BAMBOLEO( バンボレオ )　/　Zoch（ツォッホ）　ドイツ 

 4.　BATIK( バティーク )　/　Gigamic（ギガミック）　フランス  

 5.　babel pico( バベルピコ )　/　Cuboro（キュボロ）　スイス  



「第 10 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.1.21)

ドイツ年間ゲーム大賞

受賞ゲーム

　　（ 写真・文章　津村修二）

　「ドイツ年間ゲーム大賞（Spiel des Jahres ゲーム・オブ・ザ・イヤー）」は世

界的に最も権威のあるボードゲームの大賞。ドイツと頭に付いていますが、こ

れはドイツで決められるという意味で決してドイツのゲームだけが選定される

わけではありません。その証拠にドイツ以外のゲームも数多く受賞しています。

　1978 年にドイツのボードゲーム愛好家たち（ゲーム雑誌の編集者やジャーナ

リスト、ゲーム祭の主催者など）の間で生まれ、翌年 1979 年よりその年の一番

優れたゲームに賞が与えられるようになりました。選考基準としてはゲームコ

ンセプトの独創性、ルールの精度、箱や盤の完成度、デザイン性の４点。選考

委員 10 人ほどが毎年発表される数百の新作ゲームの中からこれだと思うゲーム

をリストアップし、5 月にノミネート作品５作が発表されます。そうして６月下

旬にその中から選ばれた大賞が発表されます。1990 年からは一般のファン投票

で決められる「ドイツゲーム賞（Deutscher Spielepreis）」、2011 年からは子ど

も向けのゲームに授与される「年間キッズゲーム大賞」、マニア向けのフリーク

ゲームに授与される「年間エキスパートゲーム大賞」が設けらました。

　なお、選考委員会はあくまで第三者的な中立的な姿勢を保つため、メーカー

やデザイナーからの資金は一切受け取っていません。ロゴを箱に印刷できると

いうライセンス料の収入だけで運営をしています。それがこの賞への大きな信

頼を集めている要因となっています。ちなみにロゴが入ると売り上げが 10 倍に

も増えるのだそうです。

 2014 年  キャメルアップ

 2013 年  Ｈanabi 花火

 2012 年  キングダムビルダー

 2011 年  クゥワークル

 2010 年  ディクシット

 2009 年  ドミニオン

 2008 年  ケルト

 2007 年  ズーロレット

 2006 年   郵便馬車

 2005 年  ナイアガラ

 2004 年  チケットトゥライド

 2003 年  アルハンブラ

 2002 年  ヴィラ・パレッティ

 2001 年  カルカソンヌ

 2000 年  トーレス

 1999 年  ティカル

 1998 年  エルフェンランド

 1997 年  ミシシッピークィーン

 1996 年  エルグランデ

 1995 年  カタンの開拓者たち

 1994 年  マンハッタン

 1993 年  ブラフ

 1992 年  サイクルレース

 1991 年  ドルンター・ドルーバー

 1990 年  貴族の務め

 1989 年  カフェインターナショナル

 1988 年  バルバロッサ

 1987 年  アウフアクセ

 1986 年  アンダーカバー

 1985 年  シャーロックホームズ 10の怪事件

 1984 年  ダンプフロス

 1983 年  スコットランドヤード

 1982 年  ザーガーランド

 1981 年  フォーカス

 1980 年  ラミーキューブ

 1979 年 ウサギとハリネズミ

プレイ人数：2人～ 8人 

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：約 30分 

ゲームデザイン：シュテフェン・ボーゲン 

発売：eggertspiele 

日本語版販売：ホビージャパン

　「ワイルドなレースが感情を呼び覚まします。全ての年代層で期待し、心配し、

そして何より笑えるゲームです。」――ドイツ年間ゲーム大賞選考委員会

　この評価の通り、「キャメルアップ」は賭けであったり、すごろくであったり、

様々な要素を持ってプレイヤーの感情を動かしてくれるゲームです。それでいて

複雑になり過ぎないというバランスがちょうど良く、パーティーゲームとして優

れていると思います。ピラミッドのギミックが更に面白さを演出しています。

～ドイツ年間ゲーム大賞受賞作～ 

2014 年受賞作「キャメルアップ」



「第 11 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.2.18)

アブストラクト

ゲーム

　　（ 写真・文章　津村修二）

　アメリカの民俗学者として知られるペンシルバ

ニア大学名誉教授、ブライアン・サットン＝スミ

スはゲームが人生のリハーサルとなり、現実で起

こる問題の解決に役立つと提唱しました。彼はゲ

ームの基礎を以下の 4つに分けました。

1. 自然との相克の中で「スキルのゲーム」が生

まれる。これは知識の媒介と活用に役立つ。これ

に属するゲームは置く、差し込む、ねじる、建て

る、彫る、絵を描く、手品、器用さのゲーム、子

どもゲーム全部、簡単な移動ゲーム、クイズ・な

ぞなぞ、パズルなど。

2. 自然との相克から、自分ではコントロールで

きないところに「偶然のゲーム」ができる。サイ

コロ、ボール、独楽、カードを使って数多くの運

ゲームで偶然をシミュレートする。

3. 私たち人間にとって、他人との相克は人生に

不可欠。出発点が同じ「ストラテジー（戦略）の

ゲーム」はこのリハーサルになる。もし人間がそ

れほど違わないものならば、ゲームは全部同じよ

うなものになってしまう。

4. ゲームは複合した遊びで人間を、生活の複雑

さを表す。「ミックス・ゲーム」　 は 2～ 3 のゲ

ームアイデアを混合し、複雑な状況のモデルを作

り出す。

　そして、サットンスミスは遊びについてこう述

べています。

“遊びの逆は仕事ではない。抑鬱だ。遊びとは、

自分の見通しが確実であると信じているかのよう

に行動で表現し、意思を強く持ち、それに打ち込

むことである”

　彼の分析した人間とゲーム、遊びの関係は非常

に核心をついた分析であると思います。

プレイ人数：2人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：約 10分 

ゲームデザイン：Uwe Clausen | Alois Huger 

発売：intellego holzspiele( ドイツ )　

発売年：2007 年

　アブストラクトゲームとは偶然の要素の無い、知力だけで勝敗が決まる、二人

零和（ぜろわ）完全情報ゲームのことを指します。零和とはプレイヤーの正負利

得の和が常にゼロになる（一方の受取った分が他方の支払いから成る）というこ

と。また、完全情報とはお互いに局面や駒、手札が公開されている状態のことを

言います。それから、特定のテーマやストーリーを持たず、抽象的（＝アブスト

ラクト）なゲームであるという意味合いも持っています。代表的なもので将棋、

囲碁、チェス、オセロなどが挙げられます。

　斬新なアイデアと製品クオリティの高さで定評のある、新進気鋭のドイツの木

製ボードゲームメーカー・intellego holzspiele 社のサイコロを駒にしたユニーク

なゲーム「CUBLINO」はサイコロ自身が駒であるという発想がまず斬新。サイコ

ロと言えば振るものという概念を覆しています。サイコロは進めるごとに目が変

わるのでそれを計算しながら戦略を立てていく必要があり、そこが一番個性的で

あり、面白いところです。

　また、このゲームは良質な玩具の証とも言える「spiel gut( シュピール グート )

」に認定されています。spiel gut とは様々な分野の専門家 ( 教育者、建築家、デ

ザイナーなど ) から組織された「子供の遊びと玩具」審議会が選ぶ、特に優れた

おもちゃのこと。玩具業界と利害関係が無い、第三者的組織であるため、実に公

平に評価をしています。

　スウェーデン生まれの五目並べ「PENTAGO」は駒を置いたら必ず 90 度回転さ

せなければいけない制約がゲームを刺激的にしています。素晴らしいゲーム。

※写真のビー玉は私用にアレンジしたもの。本商品には白と黒のビー玉が付属。

「CUBLINO/ キュブリーノ」

プレイ人数：2人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：約 10分 

ゲームデザイン：Tomas Flodén( スウェーデン ) 

発売：Mindtwister( アメリカ )　

発売年：2005 年

「PENTAGO/ ペンタゴ」

～ゲームは人生のリハーサル～



「第 12 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.3.18)

アレックス・ランドルフ

の仕事

　　（ 写真・文章　津村修二）

　　百町森 コプタ通信 2011 年 6 月号

　アレックス・ランドルフは 1922 年にボヘミア（現・チェ

コ）で生まれます。ボストンで広告の仕事をしていた彼が、

ボードゲームのデザインを本職としたのは 61 年、40 歳を

前にしてのことでした。同年、将棋を学ぶために来日した

ランドルフは 68 年まで日本に住み（大の親日家）、将棋の

有段者となっています。その後イタリアのベニスに移住し、

子どもから大人までが楽しめるゲームを約 100 作発表。そ

のうち約 20 作が賞を受賞。また、ゲーム作家としての権利

を勝ち取るためにも戦い、今日のゲーム作家の道を切り開

いた人でもあります。2004 年 81 歳でベニスにて逝去。

　彼の作るゲームの特徴と言えば、驚くほど（たったそれ

だけ？と思えるほど）の明快さによって、ゲーム本来の魅

力を浮き彫りにさせている点がまず挙げられます。あらゆ

るものを削ぎ落とした、それは引き算の美学とも言えます。

ここに紹介する「すすめコブタくん」「ガイスター」「ドメ

モ」「ハゲタカのえじき」ではまさにそれを感じてもらえる

だろうと思います。そして人間についての考察を深めてい

たランドルフならではと言えるのが、対人で遊ぶからこそ

の面白さがある点です。声、表情、雰囲気、リアクション。

それらを頼りにその人の心理を読む、想像する、推理する。

反対にそれらを隠し、演じ、騙す。長きに亘って彼のゲー

ムが愛される理由はこのあたりにあるのだと思います。

ゲーム作家という概念を築いた人

　ゲーム作家の名前が小説や音楽と同じ

ようにパッケージに表記されるようにな

ったのもランドルフの功績。以前は出版

社の名前しか表には出なかったのですが、

それが今ではデザイナー買いという言葉

があるくらい、ゲームデザイナーという

ものが出版社からも消費者からもきちん

と認知され評価される時代になりました。

この功績は非常に大きいものです。

「すすめコブタくん」

　ゲームデザイナー界の巨匠、アレックス・ラ

ンドルフ（1922－2004）は誰もが遊べるシン

プルなルールでありながら、それでいていつま

でも飽きのこない傑作ゲームを数多くデザイン

しました。そんなランドルフの傑作ゲームをご

紹介します。

「ガイスター」

「ドメモ」「ハゲタカのえじき」

ゲームデザイナー

知って楽しい、ガイスターの 3 つの雑学
～これであなたも今日からガイスター通に～

①大阪・鶴見緑地公園にガイスターの石像（？）がある  -All About-

　 http://allabout.co.jp/gm/gc/215833/

②チョコレートで遊ぶガイスターを作った人がいる  - 賽苑 -

    http://www.saien.org/game/modules/tinyd_specialplan_3/index.php?id=13

③寿司でガイスターを遊んだ人たちがいる　- 外神田ドイツゲー情報局（仮）-

    http://www.studiomaruan.com/maruan/joyful/sushigeist.html
[ 参考文献 ]



「第 13 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.4.15)

視覚に訴える

ゲームの世界

　　（ 写真・文章　津村修二）

　アナログゲームの世界には視覚に訴えかける、見た目の

斬新なゲームが数多く存在します。それはハッとする美し

さであったり、“これってどうやって遊ぶのだろう？” と思

わせるユニークなものであったり、さまざまです。私はそ

んなゲームに出会うと心からワクワクし、とても惹かれま

す。今回は私の惚れ込んだゲームに焦点を絞ってご紹介し

たいと思います。

　お金の無い建築家パレッティが下の階の不要な柱を取り除き、それを上に積み上げることで、

柱代を節約しながら天にそびえる高い塔を作っていくというストーリーの戦略型バランスゲーム。

運によるところの影響が大きいバランスゲームにおいて、推察したり作戦を練ったりと考える要

素がしっかりある秀逸なゲームだと思います。造形的に美しく視覚からも楽しめます。またどん

な塔が出来上がるか予測不能なところも魅力の一つです。崩れる時はガシャーン！と豪快。近く

に猫が居たなら、毛を逆立ててフーッ！と言いながらダッシュで逃げることでしょう。

　電算数字 0～ 9 の「見え方」に着眼したアイデアの素晴らしいゲームです。「相手の立場にな

ることの難しさ」を実感できるゲームであり、そうした大切なことを遊びながら考えられるとい

うのは価値の高いことだと思います。代表の杉岡一樹さんの作られるゲームはどれもシンプルで

デザイン性に優れていて、その中にまたしっかりとした哲学や思想があって刺激を受けます。

 1.　Villa Paletti（ヴィラ パレッティ )　/　Zoch（ツォッホ）　ドイツ

 2.　Digital Numeral（デジタル ニューメラル）  電算数字　/　青い街　神奈川

　再見とは中国語で「また会いましょう」の意味。この再見は次にいつどこで会うのか、それを

ゲーム化したカードセットです。カードにいつどこで会うかをプレイ人数分だけ同様に記入し、

割印。そのカードは約束の日まで各自 1 枚づつ持っておき、結果、約束が守れた人の勝ち。プレ

イ時間は 1か月位～ 50年位。これをカードゲーム化する発想が凄いと思います。

　4 月 7 日、以前からずっと見学したかった大阪商業大学アミューズメント産業研

究所へ行ってきました。こちらは日本でも珍しいアミューズメント、娯楽に特化し

た研究を進めている組織であり、世界の遊戯盤やカード類などその研究資料の収蔵

数はなんと 35,500 点以上。主任研究員の古作様に解説して頂きながら見学しました

が、ますます遊戯史への関心が強くなりました。翌 8 日はボードゲーム「ガイスタ

ー」で使用されるオバケのコマそっくりの像があるという鶴見緑地公園へその像を

拝みに出掛けました。小高い丘の上に鎮座するその姿は神々しいものがありました。

 3. 　再見 ( サイチェン )　/　青い街　神奈川

◆ 大阪へボードゲームの旅に行ってきました！

ガイスターのオバケ風の外灯も森の

小道に点在。何体居るのか気になっ

て数えたら計 19 体も居ました。こ

れだけ居るならこれをコマにしたガ

イスターで遊んでみたい。　　   →



「第 14 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.5.20)

ドイツ年間ゲーム大賞

受賞ゲーム

　　（ 写真・文章　津村修二）

　「ドイツ年間ゲーム大賞（Spiel des Jahres ゲーム・オブ・ザ・イヤー）」は世

界的に最も権威のあるボードゲームの大賞。ドイツと頭に付いていますが、こ

れはドイツで決められるという意味で決してドイツのゲームだけが選定される

わけではありません。その証拠にドイツ以外のゲームも数多く受賞しています。

　1978 年にドイツのボードゲーム愛好家たち（ゲーム雑誌の編集者やジャーナ

リスト、ゲーム祭の主催者など）の間で生まれ、翌年 1979 年よりその年の一番

優れたゲームに賞が与えられるようになりました。選考基準としてはゲームコ

ンセプトの独創性、ルールの精度、箱や盤の完成度、デザイン性の４点。選考

委員 10 人ほどが毎年発表される数百の新作ゲームの中からこれだと思うゲーム

をリストアップし、5 月にノミネート作品５作が発表されます。そうして６月下

旬にその中から選ばれた大賞が発表されます。1990 年からは一般のファン投票

で決められる「ドイツゲーム賞（Deutscher Spielepreis）」、2011 年からは子ど

も向けのゲームに授与される「年間キッズゲーム大賞」、マニア向けのフリーク

ゲームに授与される「年間エキスパートゲーム大賞」が設けられました。

プレイ人数：2人～ 6人  対象年齢：10歳以上  プレイ時間：約 45分 

ゲームデザイン：David Parlett   発売：Ravensburger（ドイツ）

　1979 年、記念すべき初のドイツ年間ゲーム大賞を受賞したボードゲーム「 

Hase und Igel/ ウサギとハリネズミ」はピーター・ラビットを想起させる牧歌的

風景の広がったゲームボードがとても綺麗で魅力的。ボードだけでなくカードに

至るまで全てのイラストレーションが秀逸で鑑賞するだけでも楽しくなります。

　ゲーム内容としては、サイコロを使わないすごろく、という一風変わったアイ

デアが斬新。持っているにんじんを消費しながら（足りなくなったら補給しなが

ら）任意でマスを進んでいきます。進む数とそれに必要なにんじんの数が決めら

れていて、自分が何マス進むかは自分で決めて進みます。ゴールまでに手持ちの

レタスを全部食べておかなければならない、1 位でゴールする場合はにんじんを

10 以下にしておかなければならない、などのゴール条件があり、それを戦略的

に考えて進めなくてはならないというのが面白いところです。

1979 年 第 1回年間ゲーム大賞受賞作

「Hase und Igel / ウサギとハリネズミ」

～私とゲーム作り～

　私がゲーム作りを始めたのは小学校

低学年の頃だったように記憶していま

す。きっかけは 5 歳上の兄がノートに

自作のゲームを作って遊ばせてくれた

ことでした。当時（1980 年代後半）、

流行していたファミコンソフト「ドラ

ゴンクエスト」をアレンジしたような

ものでした。それが楽しくて自分でも

作りたいと思うようになりました。

　それからノートや画用紙に様々なゲ

－ムを作りました。特にサイコロを振

ってキャラクター同士で戦う「サイコ

ロバトル」は何種類も作りました。

　ボードゲームとの出会いは近所の友

人宅で遊んだ「モノポリー」が最初で

した。このゲームとの出会いは大きく、

その後、福岡を舞台にしたものなどた

くさんのアレンジ版を作りました。

　同時に屋外の遊びも数多く作りまし

た。ラグビーボールを使って行なう、

サッカーとバスケットをミックスした

「フリーボール」、フリスビーを投げて

ゴール地点に何回で入れられるかを競

う「ゴルスビー」、見知らぬ住宅街の地

図を手にお互いに宝を隠し、暗号を作

り、それらを交換して探し合う宝探し

「トレジャーハンティング」、障害物競

走のコースを作り、それに自ら挑む「

一人障害物競争」、即興的に何か競える

ものを十種目考え、それらで競う「十

番勝負」、その他いろいろ・・・。

　とにかく子どもの時には目一杯遊び

ました。ごく自然な形で工夫や創造を

して遊んでいました。自分が作ったゲ

ームで友達が喜んでくれる、これがす

ごく嬉しくて、その嬉しかった経験が

今の自分を作っているように思います。



「第 15 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.6.17)

アブストラクト

ゲーム

　　（ 写真・文章　津村修二）

　“遊びは勝とうという意欲を前提としている。しかし、もっと大事なことは礼儀において敵に立ちまさり、原則として敵を

信頼し、敵意無しに敵と戦うことである。さらにまた、思いがけない敗北、不運、宿命といったものをあらかじめ覚悟し、

怒ったり自棄（やけ）になったりせずに、敗北を甘受することである。立腹したり愚痴を言ったりする人は信用を落として

しまう。実際、ゲームが再開される時は、これは全くの新規蒔き直しなのだし、何が駄目になったわけでもないのだ。だか

ら遊戯者は、相手を咎めたり自分に失望したりするのではなく、一層の努力をするが良いのである。

　遊びによって人はこうした自己抑制の教訓に耳を傾けるようになる。人間関係、人生の浮沈全体にまで、この教訓を生か

そうとするようになる”

　ゲームをプレイする時はもちろん勝つことを目指すわけですが、もし仮にそこにどうでもいいやという気持ちが入ると一

気に冷めて楽しくなるでしょう。その気持ちは相手にも伝わりますから自分だけの問題ではありません。勝ちたい気持ちは

大事です。ですが、だからと言って勝つことに執着して、礼儀を欠いては元も子もありません。ゲームですから負けること

もあります。その時に負けを受け入れて、相手の実力を認めたり、自分の反省をして次に生かそうとしたり、そういったこ

とが本当は大事なんですね。負けてもいいんです。大事なのはどう戦ったか。それは人生においても同じように思います。

　アブストラクトゲームとは偶然の要素の無い、知力だけで勝敗が決まる、二人零和（ぜろわ）完全情報ゲームのことを指し

ます。零和とはプレイヤーの正負利得の和が常にゼロになる（一方の受取った分が他方の支払いから成る）ということ。また、

完全情報とはお互いに局面や駒、手札が公開されている状態のことを言います。それから、特定のテーマやストーリーを持た

ず、抽象的（＝アブストラクト）なゲームであるという意味合いも持っています。代表的なもので将棋、囲碁、チェス、オセ

ロなどが挙げられます。

　私が親しくさせて頂いている、アブストラクトゲーム博物館館長の中島雅弘さんが考

案。粘菌類の繁殖がモチ－フになっているコネクション（繋げる）ゲームで、自分の色

のボードの対辺を自分の色の駒で繋ぐと勝ちとなります。

　世界最大のボードゲームサイト、BoardGameGeek で開催されている「BEST 

COMBINATORIAL 2-PLAYER GAME」において 2014 年度最優秀作品に選ばれ、現在ス

ペインのゲームメーカー nestorgames から製品化されています。

　同じくアブストラクトゲーム博物館館長の中島雅弘さん考案。伝統的パズルゲーム

「ハノイの塔」へのオマージュとして作られました。ハノイの塔の最も特徴的なルール

である「小さな円盤の上に大きな円盤を乗せることはできない」を生かしたゲームデ

ザインとなっています。そして一人で遊ぶパズルゲームから、四人まで遊べる対戦ゲ

ームに大きくアレンジされています。何手先までも読む楽しさ、駆け引きの楽しさは

格別です。このボードデザインもセンスが良く、ゲームへの欲を掻き立てます。

「inpHeXion / インフェクション」

「Varanasi / バラナシ」

～遊びにおいて最も大事なことは？～

引用：ロジェ・カイヨワ著「遊びと人間」
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「第 16 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.7.15)

ライナー・クニツィア

の仕事

　　（ 写真・文章　津村修二）

　　「ボードゲーム天国 01」

（オフィス新大陸）

　ライナー・クニツィア（敬称略）は 1957 年ドイツ生まれ。6 歳

の頃からゲーム作りを始めます。理系の評判高いウルム大学で数学

を修め、博士号を取得。銀行でプロジェクトマネージメントを務め

た後、33 歳の時（1990 年）に職業ゲームデザイナーとして独立し

ます。以後、「モダンアート」「ラー」「指輪物語」「ケルト」などを

発表し、それらが次々とヒット。クニツィア・ジレンマと呼ばれる

プレイヤーに究極の選択を迫るゲームシステムが特徴的です。

　私がクニツィアを凄いと思うのはそのゲームデザインの数と多様

性。そのことに関して彼はこう語っています。

“常に新しいものとインスピレーションを探しています。何も書かれ

ていない紙切れに向かって座り、何かを作らなきゃと作業を始める

のは非常に難しいです。私は 1 つのゲームを作っている中で、その

ゲームでは使えないけれども、別のゲームでは使えそうなアイデア

が思い浮かぶことが多いです。そしてそれをノートに書いておきま

す。それが別の新しいゲームの始まりになったりするのです。ゲー

ムデザインの 1 つのアイデアがまた別のアイデアを生み、雪崩のよ

うに続いていきます。だからアイデアが尽きることは無いのです。”
（コタクジャパン 2013 年 4月 21日 インタビュー記事より引用）

　1 つのアイデアがまた別のアイデアを生む。クニツィアの多作の

秘密がここにあるように思います。

　ミュージシャンが曲を作る時には、まず詞から書いて、その後にそれに見合う

メロディやコードを付けていく「詞先」タイプと、メロディやコードが先に出来

て、その後に詞を付けていく「曲先」タイプというのに分かれるそうですが、そ

れに近いものがゲーム作りにおいてもあります。ゲームデザイナーがゲームを作

る時、テーマ・舞台・世界観が最初にあって、ではそれをどうシステム化すれば

ゲームになるか、面白くなるかを考えていく「テーマ先」タイプと、まずゲーム

システムを構築した上で、このシステムに最も適したテーマは何か、舞台や世界

観はどこが良いかを考えていく「システム先」タイプ。クニツィアは後者、「シ

ステム先」で作る場合が多いようです。ちなみに私の「Amen」は「テーマ先」。

ボードゲーム界の巨匠　3K

　ヴォルフガング・クラマー（代表作「6

ニムト」）、クラウス・トイバー（代表作

「カタンの開拓者たち」）、それにライナー

・クニツィアを加えた 3 人のドイツ人ゲー

ムデザイナーは皆名前に「K」が付くこと

から「3K」と呼ばれ、ボードゲーム界の

巨匠として世界中のボードゲームファン

から愛されています。

ヘックメック（2005 年）

　ドイツ人ゲームデザイナー、ライナー・ク

ニツィアは子ども向けの簡単なゲームからマ

ニア向けの高度なゲームまで幅広い種類のゲ

ームをデザインし、これまで 600 作以上のゲ

ームを世に送り出しました。今回は「ボード

ゲーム界の帝王」と呼ばれるクニツィアの傑

作ゲームをご紹介します。

バトルライン（2000 年）

ゲームデザイナー

ゲームの作り方には 2つのタイプがある
～テーマが先か、システムが先か？～

[参考文献 ]



「第 17 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.8.19)

Amen - アメン -

　　（ 写真・文章　津村修二）

　「Amen」誕生のきっかけを作ってくれたのは 2006 年に出会った映像作家の

冨久タクロさんでした。知り合ったのは従兄弟の結婚式。私は当時ボードゲーム

を作ることよりもクラブミュージックを作ることに夢中になっていました。自作

曲を冨久さんに聴いてもらったところ、冨久さんの作るドキュメンタリー映像作

品にその中の 1 曲が採用されました。その時、「他に何か作ってるものないの？

」と聞かれ、私はすぐにボードゲームが思い浮かび、それで後日見てもらいまし

た。すると冨久さんは「これ、商品化できるよ」と言ってくれました。この一言

から自作ゲームの商品化への夢を見ることになります。冨久さんの知り合いに某

玩具メーカーに勤めている方がいて、その方に向けて、これまで作ってきたゲー

ムの中から 5 つのゲ―ムに絞って企画を売り込みました。企画書とゲームを説

明するビデオ（それも冨久さんに録ってもらいました）をその方に見てもらった

ところ、「これでは難しい。もっと誰もが遊べるオセロのようなものでないと」

という意見を頂きました。その意見を聞いた私は、それを踏まえた新作を作るこ

とにしました。それが Amen です。2009 年のことでした。

　「面白い」という自信はあったのですが、なかなか商品化への道は厳しく、そ

れで 2011 年にツムラクリエイションという屋号を作り、Amen を自主製作して

発売する道を進みました。このまま自分の中のアイデアとして Amen を閉じ込

めておきたくなかったのです。これは世の中に出すべきものだと。そうして今に

至るのですが、冨久さんとの奇跡のような出会いには今でも感謝しています。

　私が高校生の頃に受講した 「ＴK MUSIC ONLINE」（小室哲哉音楽講座）がきっ

かけで知り合ったのが、後に Amen の音楽を提供してくれることになる若林正訓

さん。ネット上にオリジナル曲を公開し、評価や感想をもらうというのがその講

座の最終課題だったのですが、そこで「かっこいい」と私に感想をくれたのが彼

でした。彼も曲を作る人で、聞くとなんと同い年で誕生日も 3 日違い。そこから

埼玉に住む若林さんとは曲の交換を通じて親交を深めていきました。実際に埼玉

まで会いに行ったことが何度かありますが、純朴でとても心の優しい人でした。

2011 年、私が作った Amen にインスピレーションを受けて作ったという彼の曲

が私の元に届けられました。世界観によく合っていて、すごく感動しました。さ

らに 11 月に開催される「ゲームマーケット」に初めて出展するために東京へと

出掛ける前日には、Amen をイメージした新曲が届けられました。その CD ジャ

ケットには彼の字で「Goal にして Start」とメッセージが描かれていました。

Amen を形に出来たことは一つのゴールであるけれど、ここからが本当のスター

トだ、と。私はその曲をプレイヤーに入れて、東京へと発ちました。なんと心強

かったことでしょう。その翌年には、彼の作ってくれた音楽を CD 化し、商品に

付属させるようになりました。私はゲームイベントなどで Amen の音楽を聴く度

に彼の音楽性の素晴らしさを発信できることを嬉しく、誇らしく思っています。

◆2006 年

冨久タクロさんと出会い、自作ゲーム

商品化が目標となる

◆2009 年

Amen の原案が生まれる

◆2011 年

ツムラクリエイションとして Amen＜

通常版＞を自主製作で発売

◆2013 年

Amen＜DX版＞を発売

累計販売台数 150 台以上
（2015.8.19 現在）

Amen＜通常版＞2011 年 11 月 27日発売

Amen＜DX版＞2013 年 3月 10日発売　

　私が初めて商品化したオリジナルボードゲ

ーム、それが「Amen」です。シンプルなル

ールとインテリアとしても通用する外観を併

せ持つ、砂時計を使った新感覚の石取りゲー

ムです。BGM としてオリジナル音楽 CD も

付いています。今回はこの「Amen」誕生の

きっかけやエピソードをご紹介します。

オリジナルボードゲーム

Amen BGMの作曲者・若林正訓さんとのエピソード

Amen の略歴

まさのり



「第 18 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.9.16)

ファウナ

　　（ 写真・文章　津村修二）

　プレイヤーは 6 個のマーカーを持ち、順番に自信のあるところから予想していきま

す。例えば「マントヒヒ」が出題されたら、「たぶん、アフリカあたりに生息している

はず」「そんなに重くないと思うから 20 キロくらいかな」「大きさは 1メートルくらい

だと思う」「尻尾は猿だからきっと長い。50 センチくらいかな」と予想区域にマーカ

ーを置いていきます。見事的中かニアピン（隣接）で得点が貰え、一番早く目標点に

達した人の勝ちとなります。

　動物の生態をクイズ形式にして、ボードゲーム化したアイデアは面白いと思います。

自分が動物に対していかに無知であったか、イメージだけで認識を済ませていたかが

浮き彫りになります。予想の会話を楽しみながら遊ぶと良いかもしれません。

　因みに「ファウナ」というタイトル。聞き慣れない言葉ですよね。意味を調べてみ

ると、動物相（どうぶつそう　英 : fauna）とありました。動物相とは、ある特定の地

域と時間における動物を表す集合的な用語なのだそうです。その語源はローマ神話の

豊饒と大地の女神 Faunus（ファウヌス）に由来する、とのこと。

　「あそぶ」という言葉を分解すると、「あそ」＋「ぶ」。万葉学者・中西進さんの著書『ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ』による

と、「あそ」とはぼんやりとした状態をあらわす言葉だそうです。平安時代に「遊ぶ」といえば音楽の演奏を意味していましたが、古来、

音楽を奏でることは神事で、楽器は神降ろしの道具。「神様をよぶために音楽を奏でているうち、奏者も聴衆も恍惚となり」「意識が虚ろ

になった人のところへ神からのお告げが降りてくる」と考えられていました。「この空っぽのぼんやりとした状態を、古代の人々は “あ

そ” といい、“あそ” になるための行為として、楽器を演奏することを “あそぶ” といった」のだとか。

　遊ぶという言葉が実は楽器演奏を意味していたのだということに驚きます。確かに遊びに夢中になっていると恍惚感を伴い、ここで言

う「あそ」という状態になっているように思います。そう言えば、英語で「遊び」を「Play」と言いますが、楽器演奏においても「Play

」と言いますね。元は同じく、我を忘れるという行為「あそ」。人間が今なお遊び続ける理由はここにある気がします。

　知られざる動物の生態をクイズにしたボードゲ

ーム「ファウナ」は出題された動物の生息地、体

重、体長、尻尾の長さをマーカーを置いて予想し

て点数を獲得していきます。出題動物の数はなん

と 360 種！今回はそんな「ファウナ」をご紹介

します。

　子ども向けに「ファウナジュニア」も

発売されています。出題された動物につ

いて生息圏、重さ、卵性、草食性を当て

るというもの。出題動物は 180 種。

動物クイズゲーム

「遊ぶ」とはどういうことか？

プレイ人数：2～ 6人

対象年齢：10歳以上 

プレイ時間：45～ 60分 

ゲームデザイン：フリーデマン・フリーゼ 

動物イラスト：ぺーター・ブラウン

発売：ＨUCH! & friends（ドイツ )

日本語版発売：ホビージャパン

発売年：2005 年

「FAUNA/ ファウナ」

※「無印良品　くらし中心 no.14 あそびましょ」より引用



「第 19 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.10.21)

ドイツのゲーム特集

　　（ 写真・文章　津村修二）

　部屋のオブジェとして置いておきたくなるよ

うな、大変美しい積木バランスゲーム。ユニー

クで様々な形をしたブロックを崩れないよう積

み上げていくシンプルなルール。Zoch では他に

も以前ご紹介した「BAMBOLEO」を始め、大箱

の積木バランスゲームを数多く作っています。

私はそのアート的造形美に心惹かれ、Zoch のフ

ァンになりました。

　迷宮の中で宝を探すゲームですが、迷路カー

ドを差し込み、進みたい方向へ道を変形させて

作っていくというギミックが秀逸。テーマを変

えた別ヴァージョンがいくつも発売されていま

す。Ravensburger はパズルの出版社として名高

く、それ故ボードゲームの製作においてもボー

ドやカードにそのパズル製作で得た技術が生か

されたクオリティの高いものが多いのが特徴。

　ドイツのエッセンにて 10 月 8 日（木）から 11 日（日）まで開催されたボードゲームの世界的祭典「シュピール」に初めて参加して

きました。4 日間で 16 万 2000 人が参加。昨年の 16 万人という参加者記録を更新したようで、その熱気は凄まじかったです。これは

その場に行った者だけしか感じ取れない感覚というか、本やネットや人からの情報で想像したものとは明らかに違う、衝撃と言っていい

レベルの感動体験でした。とにかくスケールが全然違うのです！展示ホール面積は 63,000 ㎡（ヤフオクドーム約 1 個分）、出展者は

910 団体（41 か国）、新作は 1000 タイトル。数だけでも驚きですよね。私は 4日間通して参加しましたが（途中で抜けることもありま

したが）、全てを見て回ることは出来ませんでした。大手メーカーのブースで試遊したり、巨匠デザイナーのライナー・クニツィア氏に

サインをもらったり、新進気鋭の同人系ブースで面白いアイデアのゲームに遭遇したり、中古ゲーム屋でお宝探したり、雑貨屋で珍しい

アイテムを見つけたり、それから私のオリジナルゲーム「Amen」をメーカーの方に見てもらったりと充実の「シュピール」体験でした。

また、10 日に行われたカタンのギネス記録挑戦にも参加したのですが、25 か国から 1,040 人が参加し、見事ギネス記録を達成。11 日

にはカルカソンヌ世界選手権の観戦もしました。昨年の世界チャンピオンである日本人選手・望月隆史氏が準優勝を収めました。

※参考文献　Table Games in the World 　(http://www.tgiw.info/) 

　世界一のボードゲーム大国、ドイツ。毎年数え切

れないくらいのペースで新作が出続け、またそれを

遊ぶ文化も根付いており、ドイツのゲーム市場は日

本円で約 500 億円に上るとも言われています。今回

はそんなドイツのゲームから傑作ゲーム 2 点を紹介

します。

Essen Spiel 2015 レポート

プレイ人数：2-6 人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：30分 

ゲームデザイン：Klaus Zoch 

発売：Zoch( ドイツ )　

発売年：1987 年

「BAUSACK/ バウザック」

プレイ人数：1-4 人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：30分 

ゲームデザイン：Max J. Kobbert

発売：Ravensburger( ドイツ )　

発売年：1986 年

「LABYRINTH/ ラビリンス」

ドイツ西部の町エッセン　　　　家族連れも多く賑わっていました　　　　　カタンのギネス記録挑戦　　　　　　　　　　お宝いっぱいの中古ゲーム屋



「第 20 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.11.18)

TsuMuSiT

　　（ 写真・文章　津村修二）

　各プレイヤーが 6 枚ずつの手札を持ち、

1 人ずつ交代で語り部を務めます。語り部

は自分の手札１枚を選び、その絵柄から連

想される言葉を言い、他のプレイヤーは自

分の手札からその言葉にもっとも関係して

いると思うカード 1 枚を選びます。全員が

カード 1 枚ずつを出したら、語り部がそれ

をシャッフルして並べます。語り部以外の

プレイヤーは「語り部の選んだカード」と

思ったカードに投票し、その投票結果によ

ってポイントを獲得できます。

　全員当たり、または全員外れの場合、語

り部はポイントをもらえないため、語り部

はバレバレでも、的外れでもない、適度に

あいまいな言葉を要求されることになりま

す。

※輸入元ホビージャパンのサイトより引用　そもそも「TsuMuSiT」を作るきっかけはと言えば、「DiXit が面白かったから」に他な

りません。これまで遊んだどのゲームとも違った斬新さがありましたし、論理ではなく感

性で遊ぶようなゲームデザインに衝撃を受けました。これは革新的でした。

　私は「DiXit」に同封されているイラストカード 84 枚では飽き足らず、拡張版を購入し

、イラストを追加して遊ぶようになりました。そんな中で、この遊びをオリジナルの素材

を使ってやれないか？と考えました。そして、温泉に行った時に湯船の中でぱっとひらめ

いたのが写真を素材にして遊ぶというアイデアでした。実は私は写真も好きで、日常の中

で面白いと感じた風景や旅先での感動した瞬間などをよく写真に撮っていました。それら

は「人によってどうとでも感じられる」という「DiXit」の素材としての条件を満たすよ

うなものが多く、それでその時アイデアとして写真が降りてきたのだろうと思います。

　頭に浮かんだからには形にしないと気が済まないのが私。私の名前である「津村」と「

DiXit」を合わせた「TsuMuSiT」の制作プロジェクトが始まりました。写真を 84 枚に厳

選し、プリンタで印刷した写真はロゴを印刷したカードに貼り付け、さらにカードの大き

さに合わせた得点ボードやマグネット式の投票ボードも作りました。おまけにそれらを収

納できる専用の箱まで作りました。

　ちなみにこの完成した「TsuMuSiT」は「DiXit」の発売元であるフランスの Libellud の

方にもメールで伝えて見てもらいました。「本望です」と喜んで頂けているようでした。

　「TsuMuSiT（ツムシット）」とは 84 枚のイラストを使ったフラン

ス生まれのコミュニケーションカードゲーム「DiXit（ディクシット）

」のオリジナル拡張版です。使用するのはイラストではなく、写真。

私がこれまで撮り貯めてきた 2000 枚ほどの写真の中から空想を広

げられそうな写真 84 枚を厳選。それを素材として遊びます。今回は

そんな「TsuMuSiT」を制作秘話を交えながらご紹介します。

プレイ人数：3-6 人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：30分 

デザイン：ジャン＝ルイ・ルービラ

イラスト：マリー・キャドゥア

発売：Libellud( フランス )

発売年：2008 年 

日本語版発売元：ホビージャパン

「2」・「3」・「4」・「デイドリーム」・「オデ

ッセイ」・「ジンクス」等、拡張セットが

多数発売されています。

「DiXit（ディクシット）」とは？

プレイ人数：3-12 人

対象年齢：8歳以上 

プレイ時間：30分 

制作：2014 年 12 月 29日

「TsuMuSiT/ ツムシット」

「DiXit」のオリジナル拡張版

※非売品



「第 21 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2015.12.16)

Amen - アメン -

　　（ 写真・文章　津村修二）

・ゲーム盤について

　2011 年秋。ゲーム盤をどうやって作ろうか？と模索していた頃、私は大野城

市にあるホームセンター「ハンズマン」へと足を運びました。こんなに大きなホ

ームセンターであれば何かしら良いヒントに出会えるのではないか、そんな淡い

期待を抱いて。目を皿のようにして店内をくまなく歩きました。自分が製作に関

係無いだろうと思うコーナーもとりあえず歩きました。これが意外と重要で、関

係無いと思うところには自分の固定観念を打ち破ってくれるものが転がっている

可能性があるのです。

　そうして歩いて見つけたのが現在のゲーム盤に採用している大理石調のフロア

マット。まず高級感と雰囲気のある模様が気に入りましたし、サイズも試作で作

っていたゲーム盤と同サイズでぴったり、何より薄くて軽くて持ち運びに便利だ

と思いました。また、模様には他にも種類があったので、カラーバリエーション

展開も出来るなと思いました。私はその日、この 3 種類のマットを買って車に

乗せて帰りましたが、とても歓喜して帰ったことを今でも鮮明に覚えています。

　それでゲーム盤としては、このマットの模様を生かすために透明のシールに枠

線を印刷したものを貼り付けて作っています。マットの大きさは 30cm 四方サ

イズなのですが、この大きさのシールは一般に売られていないため、上半分と下

半分で A4 サイズのシールでそれぞれ印刷し、それをカットして、真ん中で綺麗

に合わさるようにして貼って作っています。ずれないように、中に空気が入らな

いように、慎重に、丁寧に。製作で一番神経を使うところです。

・駒に使用している石について

　DX 版では駒として建築資材用の石（イタリア産）を採用しています。この石

の持つ風合いや手にした時の冷たい感触、置いた時のカチッという何とも言えな

い音の響きが大変気に入ったのが決め手でした。注文すると下の写真のようにシ

ートに石が貼り付けられた状態で送られてきます。それらを駒として使用するた

めには、石をシートから一個一個剥ぎ取る必要があります。かなり強めに接着さ

れているため、素手では痛く、手袋をして作業しました。全部で 12 シート、合

計 6912 個分の石を剥がしました。ただ、それだけだと石に接着剤のべたつきが

残ってしまうため、それを解消するために糸島市の窯元 Studio MUSICA の児島

和孝さんに窯焼きをお願いしました。石に着いた接着成分を高温で焼き飛ばすの

です。こうして窯から出てきた石を駒として使っています。

◆2006 年

映像作家・冨久タクロさんと出会い、

自作ゲーム商品化が目標となる

◆2009 年

Amen の原案が生まれる

◆2011 年

ツムラクリエイションとして Amen＜

通常版＞を自主製作で発売

◆2013 年

Amen＜DX版＞を発売

累計販売台数 150 台以上
（2015.12.16 現在）

Amen＜通常版＞2011 年 11 月 27日発売

Amen＜DX版＞2013 年 3月 10日発売　

　私が初めて商品化したオリジナルボードゲ

ーム、それが「Amen」です。シンプルなル

ールとインテリアとしても通用する外観を併

せ持つ、砂時計を使った新感覚の石取りゲー

ムです。BGM としてオリジナル音楽 CD も

付いています。今回はこの「Amen」の製作

秘話をご紹介します。

オリジナルボードゲーム

Amen の略歴

Amen< 通常版 >の製作秘話

Amen<DX 版 >の製作秘話



「第 22 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.1.20)

ドイツで見つけた

ゲーム特集

　　（ 文章・写真・デザイン　津村修二）

　シュピール会場で一際目を引いたのがこの「CUBUS」でした。カードという平面的な二次元

世界がその置き方によって立体的な三次元世界へとだまし絵のように変化します。目の錯覚を

利用しながら箱を増やしていくゲームで、世界観のあるイラストも秀逸。デザイナーであるラ

インハルト・ウティッヒ氏の作るゲームはどれもが芸術的な美しさを兼ね備えています。彼の

作品群を見ているとまるで現代アートを鑑賞しているかのような気分になります。

　「CUBUS」と同じ Kallmeyer LERNSPIELE 社のブースで遊んで、気に入ったので購入。4 色の

ダイスがモビールで吊られた状態の絵がお題のカードに描かれており、その通りの重力バラン

スでダイスをいち早く配置したプレイヤーの勝ちです。1 は 2 より軽く、6 は 5 より重い。ダ

イスの目が重さとなります。瞬時に状況を判断する力が鍵。このメーカーのゲームは知育的要

素が強いものが多く、主に学校など教育関係に卸をしているようです。

　ゴールに一番最初に辿り着いた人が負けという、すごろくを逆転の発想でデザインしたシン

プルなゲームです。プロモ―ション動画を見ると屋外で遊ぶシーンが使われており、やはり布

の特性である持ち運びの良さをウリにしているようです。実際、ドイツ滞在中は電車の中でこ

ちらを広げて遊びました。布以外に木製ボード版もあります。ちなみにタイトルの「Das 

schwarze Loch」とはドイツ語でブラックホールという意味。ゴールがそれに当たります。

　ドイツ・エッセンの世界遺産「ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群」のミュージアムショップ

で購入。お洒落な外観に惹かれました。レトロをテーマにデザインされた円形カードが 26 枚。

円の内側がドーナツのようにくり抜かれていて、そのくり抜かれた内側と外側とで遊ぶ絵合わ

せ（神経衰弱）です。この発想は面白いです。VALINA 社のウェブサイトを覗くと、他にも動

物や人間の顔をモチーフにしたものがあるようです。ご興味のある方はぜひご覧ください。

 　縦・横・斜めのいずれかで自分の色の数字の合計を 10 にする、単純明快なゲーム。「どうぶ

つしょうぎ」の考案で有名な女流棋士・北尾まどかさんと、発売元のシュテファンシュピール

社（2003 年創業 / ドイツ）の代表シュテファン・ミュールハウザー氏の共作。駒を縦横どちら

向きに置いても同様に「1」「2」「3」と認識できるのは、漢数字の「一二三」をデザインに採

用した功績です。これらは向きを変えればローマ数字の「ⅠⅡⅢ」とも見てとれるのです。

　今回は私が昨年 10 月にドイツで開催され

たボードゲームの祭典「Spiel（シュピール）」

に参加した時に見つけたゲームを中心にご紹

介します。ご紹介するゲームは日本では手に

入らないレアなゲームばかりです。

ツァーレンモビール

キューブ

ダス・シュバルツ・ロッホ

ハブズ

テン

CUBUS.

TEN.

hab’ s.

Das schwarze Loch.

Zahlen-Mobile.

01

02

03

05

04



「第 23 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.2.17)

ドイツのゲーム特集

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

各色（黒・グレー・白・赤）3 個づつ 12 個の手持ちのピースを場に置いていきます。隣

り合った色によって得点がその都度加算されていき、結果、一番高得点のプレイヤーの勝

利です。このシックでモダンな配色がお洒落。木の手触りも心地良いです。

グリム童話をモチーフにした、木に隠された宝物を探すゲーム。13 本の木には 13 種類の

異なる宝物が隠されていて、その宝物は木のマスに辿り着いた人だけがこっそりと見るこ

とが出来ます。巨匠アレックス・ランドルフ氏らしい、秀逸なゲームバランス。

初めて見た時、世の中にこんなゲームもあるのかと衝撃を受けました。大きな輪っかが特

徴のバランスゲームで手持ちのピースを全て乗せられた人の勝ちです。Zoch では他にも

「BAMBOLEO」「BAUSACK」など大箱の木製バランスゲームを数多く作っています。

2015 年 10 月 7 日～ 13 日、世界的ボードゲームの祭典「Spiel」を

目的としたドイツツアーに参加した私の体験記を公開しました。

お時間のある時にご覧頂ければ嬉しいです。

　ドイツでゲーム文化がこうも盛んになった理由の一つに物事を合理的、機能的に考える傾向のあるドイツ人の国民性が挙げられるので

はないかと思います。例えば、システムキッチン。発祥の地はドイツです。現在、最高級キッチンメーカーとして知られるポーゲンポー

ル社が 1928 年にそのベースを作ったとされています。20 世紀初頭のデザイン運動がその背景にあったようですが、共通な色と寸法に

よる各種ユニットをパーツとして組み合わせるスタイルは非常に合理的かつ機能的です。これは時間と労働の節約という面においても画

期的な発明でありました。また 1945 年以降のキッチンでは幅の規格を統一した「ユニットシステム」が採用されており、各メーカーに

よるサイズの違いに悩まされることなく、柔軟な買い替えを可能にしています。それは生産するメーカー側にとっても、作りやすい上に

コストも落とせ、これまた合理的で無駄がありません。このようなシステマティックなものの考え方を得意とするドイツ人だからこそ、

ゲームを楽しむ、創るといった文化が自然に育まれていったのではないかと考えられます。

　世界一のボードゲーム大国、ドイツ。毎年数え

切れないくらいのペースで新作が出続け、またそ

れを遊ぶ文化も根付いており、ドイツのゲーム市

場は日本円で約 500 億円に上るとも言われてい

ます。今回はそんなドイツのゲームから傑作ゲー

ム 3点を紹介します。

ドイツ人と合理主義

人数：2-6 人　対象：6歳以上　時間：30-45 分 

ゲームデザイン：Alex Randolph ＆ Michel Matschoss

発売：Ravensburger　発売年：1982 年　ドイツ年間ゲーム大賞受賞

SAGALAND 

HAMSTERROLLE
人数：2-4 人　年齢：7歳以上　プレイ時間：30-40 分 

ゲームデザイン： Jacques Zeimet　発売：Zoch　発売年：2000 年

ザーガランド

ハムスターロール

Caro
人数：2-4 人　年齢：8歳以上　プレイ時間：15-30 分 

ゲームデザイン： Annedore Krebs　発売：Noris Spiele　発売年：2012 年

カロ

NEWS

※ブログ「ふと見つけた路地裏のように」で検索してください。



「第 24 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.3.16)

ギガミック社の

ゲーム

　　（ 文章・写真・デザイン　津村修二）

デザイナー：Braise Muller（ブレイズ・ミュラー）フランス　発売：1991 年

縦・横・斜めのいずれかに同じ種類の駒を一列並べた方が勝ちという変則的な四目並べ。同時

に複数の視点を持つ必要があり、物事を俯瞰で捉える力が試されます。1989 年にフランスでお

もちゃ製作の金賞を受賞して以来、世界各国で数々の賞を受賞。過去 30 年で発売されたボード

ゲームの中で世界で一番多くの賞を受賞しています。繰り返し遊んでも飽きない名作中の名作。

デザイナー：Mirko Marchesi ( ミルコ・マルケシ）フランス　発売：1994 年

自分の駒を向かい側まで移動させる競争ゲームです。ユニークなのはフェンスを使って他の人

の邪魔が出来るという点。フェンスをどこにどういうタイミングで置くかが勝負の分かれ目で

あり、一手先、二手先と先を読む力が戦況を大きく左右します。「クアルト！」や「コリドール

」はフランスでは小学校の授業でも取り入れられており、その教育的価値が証明されています。

デザイナー：David G. Royffe （デイヴィッド・G・ロイフェ）イギリス　発売：1994 年

交互に玉を置いていき、最終的にピラミッドの頂点に置けた方の勝ちです。自分の玉で四角を

作ると自分の玉を二つ盤上から戻せるなどのルールがあり、それらを上手く使いながら、出来

るだけ玉を使わず、玉を残していくことを考えます。いかに節約出来るかを考えるというのは

新鮮なゲーム感覚です。球体が積み上げられたこの造形には惹きつけられるものがあります。

デザイナー：Thierry Chapeau（ティエリ・シャポー）フランス　発売：1995 年

自分のマークを縦・横・斜めのいずれかに一列揃える五目並べです。スライドさせるのが大き

な特長で、外周 16 個のキューブのうち、無地か自分のマークのキューブを一つ抜き、それを側

面からスライドして入れます。このスライドが予想外の展開を生み、ゲームを面白くしていま

す。ちなみに 4人で遊ぶことも可能で、マークに描かれた点はその時に使用するものです。

デザイナー：Thierry Denoual（ティエリ・デノアル）フランス　発売：2001 年

マトリョーシカのような入れ子方式の駒を使った四目並べ。 縦・横・斜めのいずれかに自分の

色の駒を大小に関わらず一列に並べた方の勝ちです。駒は大きい駒で小さい駒を被せてしまう

ことが出来ます。中に相手の駒が入っているかどうか記憶することも重要なゲームです。写真

はアメリカ・サンフランシスコの Blue Orange Games 社から発売されたもの。

　今回はフランス・Gigamic（ギガミック）

社のゲームをご紹介します。1991 年に

Gires（ジル）三兄弟によって設立された

Gigamic 社はシンプルで奥が深く、優れたコ

ンセプトのゲームを数多く輩出しています。

コリドール

クアルト！

ピロス

クイキシオ

ゴブレット

!





















「第 25 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.4.20)

Amen - アメン -

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

・砂時計について

　「Amen」はまず砂時計が真ん中にある盤面のイメージが最初にヴィジュアル

として浮かんだのが始まりのゲームです。ですので、その核となる砂時計には自

分が心から満足できる美しいものを採用したいと考えました。

　DX 版に使用している砂時計は東京・葛飾区にある東京硝子工芸さんに依頼し

て作ってもらったものです。2012 年 5 月、実際に工房へと伺い、砂時計職人の

金子治郎さんとその後を継がれる息子さんに、砂時計を作る様子を見学させて頂

きながら製作について色々とお話しました。そのお話の中で、「エジプトをテー

マにしたゲームであれば、サハラ砂漠の砂を入れるのはどうでしょう？」という

ご提案を頂きました。なんと偶然にもサハラ砂漠の砂が工房にあったようなので

す。これは運命以外の何ものでもないと感じた私はその場でサハラ砂漠の砂の使

用をお願いしました。その他、天板にロゴマークを入れること、底板に金のネー

ムプレートを入れることをお願いし、そうして出来上がったのが上の砂時計。見

惚れてしまうほど美しい仕上がりに大変満足しています。

　昔ながらのひょうたん型の砂時計を専門に作る工房というのは驚くことに現在

日本でたった二つしかないそうです。さらに驚きなのが、その一つが金子治郎さ

んの東京硝子工芸、そしてもう一つがそのお兄様の金子實さんがやられている金

子硝子工芸。つまり、ひょうたん型砂時計を作っているのは金子御兄弟だけなの

です。以前はたくさん工房もあり、職人も多くいたそうなのですが、砂時計自体

の需要が減ったこと、外国で大量生産されたものが安価で買えるようになったこ

と、作る過程が大変な割にそれに見合った利益を生まないことを理由に次々とそ

の工房、職人が減っていったそうです。だからこそ、金子御兄弟の工房や技術は

非常に希少であり、決して無くしてはならない日本の宝だと思います。

　

　

◆2006 年

映像作家・冨久タクロさんと出会い、

自作ゲーム商品化が目標となる

◆2009 年

Amen の原案が生まれる

◆2011 年

ツムラクリエイションとして Amen＜

通常版＞を自主製作で発売

◆2013 年

Amen＜DX版＞を発売

累計販売台数 150 台以上
（2016.4.20 現在）

Amen＜通常版＞2011 年 11 月 27日発売

Amen＜DX版＞2013 年 3月 10日発売　

　私が初めて商品化したオリジナルボードゲ

ーム、それが「Amen」です。シンプルなル

ールとインテリアとしても通用する外観を併

せ持つ、砂時計を使った新感覚の石取りゲー

ムです。BGM としてオリジナル音楽 CD も

付いています。今回はこの「Amen」の砂時

計についての製作秘話をご紹介します。

オリジナルボードゲーム

Amen の略歴

Amen<DX 版 >の製作秘話



「第 26 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.5.18)

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

デザイナー：チーム 賽苑（さいえん）　メーカー：賽苑　日本 - 京都　発売：2009 年

棒を抜いていくだけのシンプルなゲーム。棒の数が減れば、束は次第に外側に広がっていき、

最後には華やかに崩壊する。このゲームで私が最も魅力的だと感じるところは揺らめく棒の形

状。柔らかな樹脂のファイバーで出来ており、これによってまるで生きているかのような有機

的な印象をプレイヤーに与えます。家にお客を招いた時にそこに「マングローブ」があること

によって、何か始まるのではないか？という期待と可能性をテーマに企画されたそうです。

デザイナー：Dieter Stein　メーカー：Gerhards　ドイツ　発売：2013 年

カップを積み上げていきながら、自分の色が一番上になる５つ以上のタワーを作った人が勝ち

というアブストラクト（完全実力）ゲームです。カップやボードにおける木の仕上げ、塗装は

素晴らしく、惚れ惚れします。1931 年に設立されたゲルハルツ社は現在の３代目の社長になっ

てからゲームを作るようになったそうで、元々は木工の家庭用品などを作るメーカーだったら

しいです。だからこんなにも美しく丁寧な仕上げが出来るんですね。

デザイナー： Annedore Krebs　メーカー：Noris-Spiele　ドイツ　発売：2012 年

各色（黒・グレー・白・赤）3 個ずつ 12 個の手持ちのピースを場に置いていきます。隣り合った色

によって得点がその都度加算されていき、結果一番得点の高いプレイヤーの勝利です。各色最後のピ

ースを置く時は得点が倍になるというルールが終盤での熾烈なトップ争いを生み、ゲームを面白くし

ています。シックでモダンな配色がお洒落で木製ピースの手触りも心地良いです。部屋を飾るオブジ

ェとしても非常に魅力があるので、知的な大人のインテリアとしてもお勧めしたいです。

デザイナー：Jeffrey D. Allers　メーカー：Winning Moves　ドイツ　発売：2008 年

ケーキを上手く切り分けて、ケーキを集めたり、食べたりしながら高得点を目指すゲームです。

集める場合、最終的に同種類のケーキの数が一番多い人に与えられる得点を手に入れられます。

ただし、いくら集めてもそのケーキの所持数が 2 番以下なら得点は無しです。一方、食べるを

選択した場合、ホイップの数だけ確実に得点出来ます。つまり、集めて高得点を狙うか、食べ

て無難に得点を得るかといったジレンマのゲームです。見た目もゲームデザインも秀逸。

デザイナー：Steffen Mühlhäuser　メーカー：Steffen Spiele　ドイツ　発売：2011 年

ブラック・ミルク・ホワイトの 3 種類のチョコレートによる陣地取りゲーム。自分の色を一番

長く繋げたプレイヤーの勝ちです。マーブルチョコの使い方が勝負の鍵を握ります。とても可

愛らしいグラフィックデザインですが、この会社の社長兼ゲームデザイナーのステファン・ミ

ュールハウザー氏は元グラフィックデザイナー。そのため、彼の作るゲームはどれもが洗練さ

れています。因みにこのゲームには 2人用の「Scho K.O.」というものもあります。



視覚に訴える

ゲームの世界

　アナログゲームの世界には視覚に訴えかける、見た目の

斬新なゲームが数多く存在します。それはハッとする美し

さであったり、“これってどうやって遊ぶのだろう？” と思

わせるユニークなものであったり、さまざまです。私はそ

んなゲームに出会うと心からワクワクします。今回は私の

惚れ込んだゲームに焦点を絞ってご紹介したいと思います。







 マングローブ

ミックスタワー

カロ

クリームケーキ

ショコリー



「第 27 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.6.15)

福岡市大すごろく

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

●「福岡市大すごろく」について

福岡県福岡市の全住所が登場していて、道路は国道、一般道、高速道路を忠実に

再現。フェリーに乗って移動することも可能で、志賀島や能古島へも行けます。

作成にあたっては市販の地図を見ながら描いていきました。

ゲーム内容はというと、目的地（ゴール）を毎回サイコロによってランダムに決

め、その目的地に一番に着いたプレイヤーに賞金が与えられます。誰かが目的地

に着いたら、またサイコロで次の目的地を決めて目指していきます。これを繰り

返しながら、ゲームを進め、一番お金持ちになったプレイヤーの勝ちです。

「夏休みの工作で作られたんですか？」とよく聞かれるのですが、動機はただ作

りたかったからというだけでした。

●新ルール追加とカード作り＆復元作業

2013 年、私は青年センターで毎月開催されていたくうきプロジェクトの中でゲ

ーム会を主催しておりました。その際、「福岡市大すごろく」も様々な方に見て

もらったのですが、「これ、遊べないんですか？」という声を多く戴きました。

私自身、大まかなルールは覚えていましたが、細かいマスのルールなどはさすが

に忘れてしまっており、さらにそれに必要なコマやカード類も無く、遊べる状態

ではありませんでした。そこで復刻を決意。同年 7 月に 2013 年度版が完成。

ルールの整理・追加、コマ・カード類の作成に加え、薄くなった全ての文字やイ

ラストを上から鉛筆で濃く塗るという復元作業も同時に行ないました。

●福岡市博物館にて常設展示

2014 年 7 月より福岡市博物館 1F みたいけんラボにて「福岡市大すごろく」（原

本をスキャンしたパネル）の常設展示が始まりました。1995 年当時の福岡市と

その近郊の様子がよく分かるという意味で歴史的価値がある点と、子どもたちに

良い影響（「自分もすごろくを作りたい！」など）を与えられるという点を評価

してもらいました。福岡市博物館に自分が小学生の時に作ったものを置いてもら

えるなんて想像もしませんでした。福岡市民の一人として大変光栄に思います。

　

　私が小学 6 年生の時に９か月かけて作った

すごろくが「福岡市大すごろく」です。画用

紙 17 枚を繋ぎ合わせて作ったとてつもなく

大きなすごろく（縦 135cm×横 132cm）で

す。今回は完成 20 周年を記念して、この「

福岡市大すごろく」をご紹介します。

私の当時の日記帳に「福岡市大すごろく」

について書かれた日記があります。

1996 年 3 月 4 日（月曜日）付けの日記

で「福岡市大すごろく」の完成とその制

作についてが書かれていました。それは

ちょうどその日記帳の最後のページにあ

りました。正式名称が「福岡市サスペン

スすごろく」で、95 年 7 月からその構想

が練られていたようです。

担任の先生からは「感動の福岡市サスペ

ンスすごろく。一回学校に持って来れる

ものなら持ってきてね」と赤色のペンで

コメントが付けられています。結局、学

校には一度も持っていけなかったです。

その日記帳にはゲーム作りについて書か

れた日の日記もあって、そこには「ゲー

ム作りは僕の生きがい（友達が面白いと

言ってくれたら最高）です。とってもお

もしろい。これからも続けていく」とあ

りました。それを読んで、私はやっぱり

その頃から変わってなかったんだなと思

わされました。

「福岡市大すごろく」についての日記



「第 28 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.7.20)

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

　おはじきビリヤードとも呼ばれるカロムは、指でパック（木製駒）を弾き、四隅のポケット

に入れていくゲームです。自分の色のパックを全部入れ、最後に中央のジャックを入れた方が

勝ち。元々は 12 世紀頃にカエラムという名でエジプトでその原型が生まれ、そこからイギリス

へと伝わったものがビリヤードとなったようです。世界中にカロムに似たゲームが存在し、盤

の数だけルールが存在するとも言われています。日本には明治時代に伝わり、現在でもポピュ

ラーな遊びとして人気を誇る彦根では 1988 年よりカロム日本選手権が毎年開催されています。

彦根カロムと

アクションゲーム

　今回は彦根に伝わるゲーム「彦根カロム」を中心に指

先や身体を使ったアクションゲームをご紹介します。盤

上遊戯の世界にはこうした身体性を用いた「盤上球戯 」

が数多く存在します。訓練による技術の向上によって勝

率は上がるものの、全てはコントロールできない偶然性

が何より面白い魅力ではないかと私は考えます。

08.The Jolly Tumbler

06.Table Skittles

04.Pinball

01.Hikone Carom 彦根カロム

ピンボール

テーブルボーリング

ジョリータンブラー

チロリアンルーレット

05.Laripino  ラリピーノ

　04～ 08 は Ecotronic（イギリスのメーカー）が Retro 

Range Toys and Games という名で作った復刻版シリーズで

1920 年代から 60 年代の本国のゲームを中心に、往年のパッ

ケージをそのままに尊重しながら様々なレトロゲームを復刻

したもの。どれも気品ある独特の雰囲気を漂わせています。

03.Bowling02.Chirorian Roulette ボーリング

07.Egg and Spoon Race エッグ＆スプーンレース



「第 29 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.8.31)

T-ROCKET

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

　「T-ROCKET」は 1 本の電話から生まれました。2016 年 3 月 8 日。この日、私がゲーム会等で

お世話になっている大分県日田市にある文化交流館「石蕗（つわぶき）」の梶原宜子さんから電話

がありました。

　「友人にロケットゲームを探している人がいるんだけど、津村さんは売っている店を知りません

か？」と。その時、私は売っている店どころか、ロケットゲームの存在すら知りませんでした。

ちょうど、その方が隣にいらっしゃったので電話を代わってもらい、ロケットゲームについて色

々とお聞きしました。小さい頃に遊んで楽しかった思い出があって今は孫と遊びたくて探してい

るのだということ、ダイヤモンドゲームなどと一緒にゲームパックとしてセット販売されていた

ことが分かりました。

　電話を切った後、ネットで随分と調べたのですが現在はどこも製造・販売をしていないという

ことが判明。調べている中でロケットゲームの画像を確認することは出来たので、私はその方の

ために自作のロケットゲームを作ってプレゼントすることにしました。その方に喜んでもらいた

いという一心でした。

　3 月 11 日。日田でワークショップを一緒にやっているメンバー（高野桂子さん・小笠原萌さん

）とレトロな町並みが魅力の日田市豆田町を散策する機会がありました。何気なく入ったまな板

屋さんで偶然にもゲームの盤面にぴったりのいちょうの木材を見つけました。「これだ」と思いま

した。日田でのご縁があって作るロケットゲーム。日田の木材で作るのは良い案だと思いました。

福岡へ戻った後、この木材に盤面をデザインしたシールを貼り付け、説明書も作って、自作のロ

ケットゲームは完成しました。

　３月 29 日。ゲーム会の開催のために「石蕗」へ行った私は、この日梶原さんのご友人とお会い

し、直接自作のロケットゲームをお渡しすることが出来ました。大変感激されて涙ぐんでおられ

ました。喜んでいただけて嬉しかったです。お世話になっている「石蕗」にもプレゼントし、早

速ゲーム会でも遊びました。「T-ROCKET」はこうして生まれました。

　ちなみに「T-ROCKET」の T は TSUMURA（津村）の T と TEA TIME の T を掛けています。お

茶の時間をこのゲームで豊かに過ごしてほしいという想いを込めました。

　インドの国民的ゲーム「パチーシ」、イギリス

の「ルード」をルーツに持つロケットゲームを

私がリデザインしたのが「T-ROCKET」です。

今回はこのゲームをなぜ作ることになったのか

といった誕生秘話を中心にご紹介します。

　ロケットゲーム（別名飛行機ゲーム）は日本で戦後に生ま

れたものでそれはイギリスの「ルード」（ラテン語で遊ぶを

意味する）からアレンジして作られました。その「ルード」

もインドの古典的なゲーム「パチーシ」（25 を意味する）を

セルコー＆ライター社が 1896 年にルールを簡略化して欧米

向けに作ったものであり、その起源は 4 世紀頃にまで遡りま

す。サイコロの代わりに子安貝を振って遊んでいたようで、

王様が盤面に見立てた石畳の上で奴隷の女たちを駒として使

って遊んでいたという驚きの記述もあります。

T-ROCKET の誕生秘話

ロケットゲームの起源

　豆田町の情緒溢れる町並み

文化交流館　石蕗

日田の木材で作ったロケットゲーム

石蕗でロケットゲームを遊ぶ様子



「第 30 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.9.21)

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

デザイナー：Guido Hoffmann　メーカー：HABA （ドイツ）　受賞：2006 年

自分の船をふいごを使ってシュッシュッと動かします。そうしてボードに点在する宝島まで入

ったら、その宝島にあるお宝が獲得出来ます。ダイスは 1 度に 2 つ振ります。1 つはどの宝島

の宝が増えるか、もう 1 つは自分の船を動かすか（その場合、何回ふいごを使えるか）、海賊の

船を動かすかを決めるもの。海賊となれば、他の船にぶつかってお宝を奪えます。結果、お宝

が一番多い人の勝ち。ふいごを使うというのが斬新。現在、残念ながら絶版になっています。

デザイナー：Roberto Fraga　メーカー：Zoch（ドイツ）　受賞：2015 年

蜘蛛になって他のアリを邪魔しながら、自分のアリをゴールまで無事に進ませられた人が勝ち。

蜘蛛がアリを捕らえるギミックが秀逸で感動します。上部にいる蜘蛛 2 匹の距離が縮まるとぶ

ら下がった蜘蛛は低いところまで垂れ下がり、逆に 2 匹が離れると下の蜘蛛は引っ張られて高

く上がります。蜘蛛とアリにはそれぞれ磁石が付いており、近づくとピタッとくっつく仕掛け。

磁石や糸の性質を存分に生かしたアイデアは見事。蜘蛛とアリというテーマ選びも素晴らしい。

デザイナー： Peter-Paul Joopen　メーカー：HABA（ドイツ）　受賞：1999 年

氷に見立てた紙につるはしで穴をブスッと差し、先端にマグネットが付いた糸を垂らして魚（

鉄球）を釣り、一番多くの魚を釣り上げた人が勝ちというゲームです。ダイスによって、自分

の駒を移動させる・穴を開ける・釣りをする・どれか好きなことをする、と行動が指定されま

す。氷の下、どこに魚がいるかは穴を開けて釣り糸を垂らしてみないとわからないところがミ

ソ。現在の駒はイヌイットから白くまに変わり、デザインも可愛らしく一新されました。

デザイナー：Michelle Schanen　メーカー：Drei Magier Spiele（ドイツ）　受賞：2004 年

ダイスを振ってその数だけ自分の駒を進ませ、最初に階段の上のゴールまで辿り着いた人が勝

ちですが、オバケの目が出ると、自分の駒にオバケを被せないといけません。ゲームが進むに

つれて次々にオバケが増えていき、もうどれが自分の駒だったかわからなくなります。それで

も自分の駒だと思うものを進ませていきます。ゴールに着いた時、オバケの中身が自分の駒だ

ったら勝ちですが、他人の駒ならその人の勝ちです。記憶力が物を言うゲームです。

デザイナー：Marco Teubner　メーカー：Selecta（ドイツ）　受賞： 2009 年ノミネート 

スロープを上手く使って、畑に点在する苗（魚に見えますが、違うんです！）を玉（カタツム

リ）を転がすことで倒し、自分の色の苗を 8 つ先に手に入れた人が勝ちというアクション要素

の強いゲームです。中央のかかしに対して、どの方角から転がすかは最初にカードで決めます。

玉（カタツムリ）のコントロールと自分の色の苗だけを倒さないといけないのがなかなか難し

いです。他の人の色の苗を倒すとその人の得点になりますから注意が必要です。絶版品。



ドイツ年間

キッズゲーム大賞

　ボードゲーム界において最も権威のある賞が

ドイツ年間ゲーム大賞。、その中で子ども向けの

優れたゲームに与えられる「キッズゲーム大賞」

が 2001 年より独立しました。今回は子どもだ

けでなく大人も楽しい受賞ゲーム（ノミネ―ト

含む）を中心に 5点ご紹介したいと思います。









ガイスタートレッぺ

スピンデレラ

 海賊ブラック

 カヤナック

ごちそう畑



「第 31 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.10.19）

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

デザイナー：山本 光夫　メーカー：LOGY GAMES（日本）　発売：2015 年

縦横斜めのいずれかに自分の色のキューブを 4 個一列に並べるか、敵味方のキューブに関係な

く同じシンボルマークを 4 個一列に並べるか、あるいは手番の時に一度に敵味方のキューブに

関係なく同じシンボルマークで縦横斜めに 3 目並べが 2 セットできれば勝ちとなります。並ぶ

のは真上から見た時でも、横から見た時でも良く、色々な視点でどう見えるのかを想像する面

白さがあります。月と太陽と天使の雰囲気あるイラストも作者の山本光夫氏が描かれています。

デザイナー：山本 光夫　メーカー：LOGY GAMES（日本）　発売：2015 年

駒を上に重ねてビルを作るというルールを基にした 3 ゲームが遊べるセット。「Sky Scrapers」

は 4 階建て以上のビルをいくつ建てられるかを、「Tallest」は最も高いビルを建てることを、「

Illegal Building」は３階～６階の建築基準を持つ 4 つの合法建築ビルの点数をそれぞれ競いま

す。シンプルでありながら奥深く、とても考え甲斐のある見事なゲームです。ゲームデザイン

として美しく、こんなゲームと出会うと作り手としては心からわくわくしてしまいます。

デザイナー： 中島 雅弘　メーカー：nestor（スペイン）　発売：2015 年

白か黒どちらかの駒を選び、丸と三角の駒を 2 つずつ持ちます。それらを交互に空きマスに配

置するか、重ねるかして、ターン終了時に同じ色か同じ形が直線上に 3 つ並ぶ、もしくはター

ン開始時に動かせる駒がない時に負けです。「Fano」はファノ平面（盤の形）、「330」はゲーム

考案時に駒に使用したコインの合計金額（100 円・50 円・10 円・5 円×各 2枚＝330 円）、「

Morris」は「9メンズ・モリス」、「R」は「reverse」（3つ揃うと逆に負ける）を意味します。

デザイナー：Henrik Morast（スウェーデン）   メーカー：Gigamic（フランス）　発売：2007 年

ブロックを一つずつ交互に置いていき、真上と側面を合わせた 3 面のうち、2 面において自分

の色が多く見えていた方が勝ちというゲーム。ユニークなのは自分の色のブロック 13 個、相手

の色のブロック 5 個を持ってプレイする点で、相手の色のブロックをいかに戦略的に使うかが

勝負の分かれ目となります。また、同色で 3 つのブロックが 3 面で並ぶとすぐにもう 1 つ続け

て置けるというルールがあり、それがゲームを一段と面白くしています。造形も美しいです。

デザイナー：Frank Stark（ドイツ）　メーカー：Gerhards（ドイツ）　発売： 2003 年

「ズーム」「トリホップ」という 2 種類の遊び方が出来ます。タイトルにもなっている「ズーム」

は玉を交互に動かし、自分の色で内側のエリアに四角を先に作った方が勝ちというゲームで、

外側の溝の移動をどう上手く使うかが悩ましく楽しいところです。「トリホップ」は内側のエリ

アに配置した各自 8 個の玉を先に外側に全て移動させることを目的としたゲーム。元々が木工

家具メーカーのゲルハルツ社だけあって、盤面の美しさ、木工仕上げの丁寧さは流石です。



アブストラクト

ゲーム

　　アブストラクトゲームとは偶然の要素の無い、知力

だけで勝敗が決まる完全情報ゲームのことを指します。

完全情報とはお互いに局面や駒、手札が公開されている

状態のことを言います。代表的なもので将棋、囲碁、チ

ェス、オセロなどが挙げられます。今回は私が特に注目

する 5点のゲームをご紹介したいと思います。









インサイド

ザ・ビルディングズ

 絵揃え

ズーム

ファノ 330-R- モリス



「第 32 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.11.16)

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

西洋のレースゲーム
　今回は「西洋のレースゲーム」を取り上げます。伝統

的な「がちょうゲーム」から「ピーターラビットのゲー

ム」までそれぞれに魅力ある世界が広がっています。

　イタリア・フィレンツェのメディ

チ家によってヨーロッパに大流行し

た「がちょうゲーム」。ダイスを 2 個

振って出た数だけ進み、中央のゴー

ルに辿り着いた人の勝ち。このよう

ならせん状のコースは「がちょうゲ

ーム」の大きな特徴です。

　左のゲームにはチップを使用し、

勝った人がチップを総取り出来ると

いう賭博的要素も入っています。

01.IL VERO GIOCO DELL'OCA

( イタリア）

ドンキーレース03.DONKEY RACING

（Ecotronic  / イギリス）

08.GPS CAVICCHI'S GAME

（GPS CAVICCHI  / イタリア）

▼ 03 ～ 06 は Ecotronic 復刻版シリーズ。1920 年代～ 60 年代本国

のゲームを中心に往年のパッケージを尊重する形で復刻しています。

がちょうゲーム02.Gänsespiel

（LGA tested  / ドイツ）

05.ZOO ズー

（Ecotronic  / イギリス）

04.STEEPLE CHASE　スティ ープルチェイス

（Ecotronic  / イギリス）

06.GRAND PRIX グランプリ

（Ecotronic  / イギリス）

09.PETER RABBIT'S GAME

07.Spuk シュプーク

（Ravensburger  /1974 年 / ドイツ）

（Frederick Warne and Company  / イギリス）

　怪しげな森の

奥に眠る財宝を

目指す、少年と

少女の冒険物語。

” Spuk” と は ド

イツ語でお化け

を意味します。



「第 33 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2016.12.21)

福岡市大すごろく

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

●「福岡市大すごろく」について

福岡県福岡市の全住所が登場していて、道路は国道、一般道、高速道路を忠実に

再現。フェリーに乗って移動することも可能で、志賀島や能古島へも行けます。

作成にあたっては市販の地図を見ながら描いていきました。

ゲーム内容はというと、目的地（ゴール）を毎回サイコロによってランダムに決

め、その目的地に一番に着いたプレイヤーに賞金が与えられます。誰かが目的地

に着いたら、またサイコロで次の目的地を決めて目指していきます。これを繰り

返しながら、ゲームを進め、一番お金持ちになったプレイヤーの勝ちです。

「夏休みの工作で作られたんですか？」とよく聞かれるのですが、動機はただ作

りたかったからというだけでした。

●福岡市博物館にて常設展示

2014 年 7 月より福岡市博物館 1F みたいけんラボにて「福岡市大すごろく」（原

本をスキャンしたパネル）の常設展示が始まりました。1995 年当時の福岡市と

その近郊の様子がよく分かるという意味で歴史的価値がある点と、子どもたちに

良い影響（「自分もすごろくを作りたい！」など）を与えられるという点を評価

してもらいました。福岡市博物館に自分が小学生の時に作ったものを置いてもら

えるなんて想像もしませんでした。福岡市民の一人として大変光栄に思います。

●20年を振り返って・・・

このすごろくを作った当時、「これは将来何かすごいことになるかもしれない」

と思って、ずっと大事に保管して残していました。それが 2014 年に博物館に展

示され、今年は新聞・テレビと数多くのメデイアに取り上げて頂きました。まさ

かここまでの未来が待っているとは思いもしませんでした。20 年前の自分が今

の自分を応援してくれてる、そんな感覚です。

　私が小学 6 年生の時に９か月かけて作った

すごろくが「福岡市大すごろく」です。画用

紙 17 枚を繋ぎ合わせて作ったとてつもなく

大きなすごろく（縦 135cm×横 132cm）で

す。今回は完成 20 周年を記念して、この「

福岡市大すごろく」をご紹介します。

私の当時の日記帳に「福岡市大すごろく」

について書かれた日記があります。

1996 年 3 月 4 日（月曜日）付けの日記

で「福岡市大すごろく」の完成とその制

作についてが書かれていました。それは

ちょうどその日記帳の最後のページにあ

りました。正式名称が「福岡市サスペン

スすごろく」で、95 年 7 月からその構想

が練られていたようです。

担任の先生からは「感動の福岡市サスペ

ンスすごろく。一回学校に持って来れる

ものなら持ってきてね」と赤色のペンで

コメントが付けられています。結局、学

校には一度も持っていけなかったです。

その日記帳にはゲーム作りについて書か

れた日の日記もあって、そこには「ゲー

ム作りは僕の生きがい（友達が面白いと

言ってくれたら最高）です。とってもお

もしろい。これからも続けていく」とあ

りました。それを読んで、私はやっぱり

その頃から変わってなかったんだなと思

わされました。

「福岡市大すごろく」についての日記

↑写真は 2013 年に行なった復元作業の様子。薄

くなった全ての線を鉛筆で上書きした。その他、

2013 年版として新ルールを追加した。



「第 34 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2017.1.18)

Amen - アメン -

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

　「Amen」誕生のきっかけを作ってくれたのは 2006 年に出会った映像作家の

冨久タクロさんでした。知り合ったのは従兄弟の結婚式。私は当時ボードゲーム

を作ることよりもクラブミュージックを作ることに夢中になっていました。自作

曲を冨久さんに聴いてもらったところ、冨久さんの作るドキュメンタリー映像作

品にその中の 1 曲が採用されました。その時、「他に何か作ってるものないの？

」と聞かれ、私はすぐにボードゲームが思い浮かび、それで後日見てもらいまし

た。すると冨久さんは「これ、商品化できるよ」と言ってくれました。この一言

から自作ゲームの商品化への夢を見ることになります。冨久さんの知り合いに某

玩具メーカーに勤めている方がいて、その方に向けて、これまで作ってきたゲー

ムの中から 5 つのゲ―ムに絞って企画を売り込みました。企画書とゲームを説

明するビデオ（それも冨久さんに録ってもらいました）をその方に見てもらった

ところ、「これでは難しい。もっと誰もが遊べるオセロのようなものでないと」

という意見を頂きました。その意見を聞いた私は、それを踏まえた新作を作るこ

とにしました。それが Amen です。2009 年のことでした。

　「面白い」という自信はあったのですが、なかなか商品化への道は厳しく、そ

れで 2011 年にツムラクリエイションという屋号を作り、Amen を自主製作して

発売する道を進みました。このまま自分の中のアイデアとして Amen を閉じ込

めておきたくなかったのです。これは世の中に出すべきものだと。そうして今に

至るのですが、冨久さんとの奇跡のような出会いには今でも感謝しています。

　

　

　Amen を自主製作するにあたって、私はまず自主製作でオリジナルゲームを作

っている方がいないかをネットで検索しました。右も左もわからない自分のお手

本になるような人がいればという思いからでした。そこで見つけたのが、ギフト

ボックスの山本光夫さんのオリジナルゲームの紹介動画でした。山本さんはタイ

ル職人という本業を持ちながら、オリジナルゲームを考案し、ご自身のタイル製

作の技術を生かした商品作りをされている方で、その動画を見た時に「これだ！

」と思いました。私が目指している方向性のゲームをまさに山本さんは作られて

いたのです。すぐにアポイントを取り、その動画を見た一週間後に私は東京・奥

多摩にある山本さんの工房を訪ねていました。2011 年 5 月のこと。この時、

Amen を遊んでもらったのですが、反応は上々でした。特別に一台はディスプレ

イ版として作って頂きましたが、コスト面を考えた時にタイルで商品製作するの

は厳しいと現在の＜通常版＞を作ることになりました。その後、そのディスプレ

イ版を欲しいという声があったことから＜DX版＞を作るようになりました。

◆2006 年

映像作家・冨久タクロさんと出会い、

自作ゲーム商品化が目標となる

◆2009 年

Amen の原案が生まれる

◆2011 年

ツムラクリエイションとして Amen＜

通常版＞を自主製作で発売

◆2013 年

Amen＜DX版＞を発売

累計販売台数 160 台以上
（2017.1.18 現在）

Amen＜通常版＞2011 年 11 月 27日発売

Amen＜DX版＞2013 年 3月 10日発売　

　私が初めて商品化したオリジナルボードゲ

ーム、それが「Amen」です。シンプルなル

ールとインテリアとしても通用する外観を併

せ持つ、砂時計を使った新感覚の石取りゲー

ムです。BGM としてオリジナル音楽 CD も

付いています。今回はこの「Amen」の誕生

秘話をご紹介します。

オリジナルボードゲーム

Amen の略歴

Amen 誕生の経緯

自主製作への道

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
版



「第 35 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2017.2.15)

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

デザイナー：山本光夫　メーカー：LOGY GAMES（日本）　発売年：2016 年

立方体のキューブを積み上げて塔を建てる、三次元テトリスとも言える戦略型バランスゲーム。

対戦しても良し、協力しても良し、パズルゲームとして 1 人で遊んでも良し、と遊び方の幅が

広く、さらにシンプルなルールで誰もがさっと理解してすぐに一緒に遊べるという優れたゲー

ムです。作者の山本光夫さんによると「いつでも」「どこでも」「誰とでも」を目指したゲーム

なのだそうです。基本ルールがシンプルな分、アレンジがしやすく、色々な創作ルールでやっ

てみたくなる余白を残しているところもまた素晴らしいです。建てた塔は、その瞬間だけに現

れた一回性のアートのようで、360 度から眺めたくなります。

また、拡張版もあります。「Labyrinth 迷宮」と「yin-yang twins 陰陽ツイン」の 2 種類。それ

ぞれオリジナルとは異なる趣で楽しめます。

デザイナー： チーム賽苑　メーカー：賽苑（日本）　発売年：2009 年

EVA スポンジで出来たぐにゅぐにゅと曲がる変幻自在のピースを穴に差し込み、自分の色のマ

ーカーを上へ上へと登らせていく大変ユニークなゲームです。手番では 1 ピースずつ差し込ん

でいき、最終的に一番高い位置にマーカーを登らせたプレイヤーの勝ち。完全に情報が公開さ

れている、お互いに公平である上で対戦するという点ではアブストラクトゲームの体裁を取っ

ているはずなのに、そこには計算できない微妙な重力や弾性といった物理学的な要素が加わり、

良い意味でのアナログ感が生まれています。このアナログ感こそ、デジタルゲームには再現で

きない一番の魅力です。ちなみにマーカーは鳥に形状が似ているため、ファンの間ではトリと

呼ばれているようです。確かにゲーム終了後に出来るこの造形物は自由に空を舞う鳥たちのよ

うにも見てとれます。インテリアを飾るアートにもなり得、ゲームとしても斬新なアイデアと

デザインがあって、賽苑さんの作るものにはいつも感動します。発想をセンス良く目に見える

形に、遊べる形にする力は凄いと思います。

造形芸術的ゲーム
　ボードゲームの世界にはアートとして見ても

美しいものが数多く存在します。今回は私が造

形として非常に芸術的だと感じる 2 点のゲーム

をご紹介したいと思います。



 

 ハウラ

  古代建築 賢者の塔

迷宮

陰陽ツイン

　　↑全てのキューブを積んだ状態



「第 36 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」資料（2017.3.15）

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

デザイナー：Markus Hagenauer（ドイツ）　発売：2013 年

カイロの街にある回廊に似ているということから Cairo Corridor（カイロの回廊）と名付けられ

ました。交互にそれぞれの色の五角形タイルを配置していき、ボードの四辺全てと繋がった連

続した空きマス＝回廊により多く接した方が勝ちというゲーム。対戦中、少なくとも一つは回

廊を作らないといけないので、どこを回廊にしたら有利に働くかを考える必要があります。タ

イルやボードのデザイン、配色が美しく、アイデアも斬新でとても素晴らしいです。

デザイナー：Néstor Romeral Andrés（スペイン）　発売：2014 年

プレイヤーは白、グレー、青の 3 色のうち、どの色を繋げるかを決め、手番になったら好きな

タイルを 1 枚配置し、なるべく自分の色で多くの「線分」と「スポット（円）」を作っていきま

す。タイルが配置できなくなったらゲーム終了。最も得点の高い人の勝ちです。タイルはすで

に配置されたタイルと同じ色の直線か円で繋がないといけないというルールがあり、それを踏

まえた上でどう相手の色を繋がせないような配列にしていくかが勝負の分かれ目。

デザイナー： Néstor Romeral Andrés（スペイン）　発売：2011 年

「Blue」と兄弟のようなゲーム。プレイヤーはどの色を繋げるかを決め、手番になったら好きな

タイルを 1 枚選び、自分の色がなるべく長く繋がるように配置します。タイルの内側の円の色

＝サークルを繋ぐか、縁の色＝ボーダーを繋ぐかで得点でき、最終的にそれぞれ最も長く繋が

った部分の乗算が得点になります。3 つの色と 2 つの種類（サークル、ボーダー）を俯瞰しな

がら見ていく複眼的な視点と先を読む力が試されます。

デザイナー：Cameron Browne（オーストラリア） 　発売：2007 年

自分の駒を直線に 3 つ並べることなく、4 つ（もしくはそれ以上）並べると勝ちという変則四

目並べです。つまり、連続した自駒 2 つがあって、その直線上に 1 マス空きがあって、その先

に 1 つの自駒がある状態でその空きマスを埋めるように 4 つ並べると勝ちです。自駒が 3 つ並

んだら負けになるということは、当然相手も 3 つ並びには置けないわけですから、その性質を

上手く利用しながら、有利にゲームを展開させていくことが勝利に繋がっていきます。

デザイナー：Néstor Romeral Andrés（スペイン）　発売： 2016 年

F の形のペントミノ（正方形を 5 つ繋げて出来る形）を繋いでいくことから、F+Link（繋ぐ）

=Flink と名付けられた今作は、交互に自分の色の駒を盤上に配置し、自分の色の対辺を自駒で

繋ぐと勝ちとなります。このようなゲームをコネクションゲームと言いますが、F 型のペント

ミノという独特の形状を使って立体的に繋いでいくという発想が非常にユニークで面白いです。

盤面はスクウェア型（青）とダイアモンド型（オレンジ）の 2種類から選んで遊べます。



ネスタ―社のゲーム
　　ネスター社は自身がデザイナーでもある Néstor 

Romeral Andrés 氏が設立したスペインのゲームメーカ

ーです。運の要素の無い完全情報ゲーム＝アブストラク

トゲームを中心に 50 作以上を発売。持ち運びしやすい

コンパクトなパッケージデザインもその特長です。今回

は私が特に惹かれた 5点のゲームをご紹介します。









ヤバラス

ブルー

カイロ コリドー

フリンク

レッド



「第 37 回 ボードゲームで楽しもう！津村修二のハートフルタイム」<最終回 >資料（2017.4.19）

　　（ 文章・写真・構成　津村修二）

・第 1回「かるた」(2014.4.16)　参加 5名
　武井武雄 幼児標準カルタ／明日のカルタ／ Amen

・第 2回「すごろく」(2014.5.21)　参加 6名
　ピーターラビット ブラックベリーゲーム／ Amen 　

・第 3回「世界の伝統ゲーム」(2014.6.18)　参加 6名
　シャット・ザ・ボックス／マンカラ／ナイン・メンズ・モリス／ Amen

・第 4回「ヨーロッパのボードゲーム」(2014.7.16) 　参加 10名
　ディクシット

・第 5回「かるた」(2014.8.20)　参加 6名
　紋カルタ／世界メルヘンかるた／明日のカルタ／ Amen

・第 6回「すごろく」(2014.9.17)　参加 6名
　カタルタ／帽子とりゲーム／バリケード／蛇と梯子のゲーム

・第 7回「世界の伝統ゲーム」(2014.10.22)　参加 3名
　シャット・ザ・ボックス／マンカラ／バックギャモン／ドミノ／ヘキサミノ

・第 8回「ヨーロッパのボードゲーム」(2014.11.19)　参加 6名
　ディクシット

・第 9回「視覚に訴えるゲームの世界」(2014.12.17)　参加 5名
　マングローブ／ ROCCA ／バンボレオ／バティーク／バベル・ピコ／ Amen

・第 10回「ドイツ年間ゲーム大賞受賞ゲーム」(2015.1.21)　参加 12名
　キャメルアップ

・第 11回「アブストラクトゲーム」(2015.2.18)　参加 9名
　CUBLINO ／ TsuMuSiT

・第 12回「アレックス・ランドルフの仕事」(2015.3.18)　参加 15名
　ハゲタカのえじき／ガイスター／ドメモ／すすめコブタくん

・第 13回「視覚に訴えるゲームの世界」(2015.4.15）　参加 13名
　ヴィラパレッティ／Digital Numeral ／再見／ Amen

・第 14回「ドイツ年間ゲーム大賞受賞ゲーム」(2015.5.20)　参加 16名
　ウサギとハリネズミ

・第 15回「アブストラクトゲーム」(2015.6.17）　参加 11名
　inpHeXion ／ Varanasi ／ 3andC ／ヨンモク

・第 16回「ライナー・クニツィアの仕事」(2015.7.15)　参加 9名
　ヘックメック／バトルライン

・第 17回「Amen トーナメント大会」(2015.8.19)　参加 12名
 　Amen　

・第 18回「動物クイズゲーム・ファウナ」(2015.9.16)　参加 13名

　ファウナ

・第 19回「ドイツのゲーム特集」(2015.10.21)　参加 14名
　バウザック／ラビリンス

・第 20回「TsuMuSiT」(2015.11.18)　参加 14名
　TsuMuSiT

・第 21回「Amen トーナメント大会 2」(2015.12.16)　参加 12名
　Amen

・第 22回「ドイツで見つけたゲーム特集」(2016.1.20)　参加 15名
　CUBUS ／ Zahlen-Mobile ／ Das schwarze Loch ／ hab's ／ TEN

・第 23回「ドイツのゲーム特集」(2016.2.17)　参加 13名
　ザーガランド／ハムスターロール

・第 24回「フランス・ギガミック社のゲーム」(2016.3.16)　参加 14名
　コリドール／クアルト！／ピロス／クイキシオ／ゴブレット

・第 25回「Amen トーナメント大会 3」(2016.4.20)　参加 10名
　Amen

・第 26回「視覚に訴えるゲームの世界」(2016.5.18)　参加 13名
　マングローブ／ミックスタワー／カロ／クリームケーキ／ショコリー

・第 27回「福岡市大すごろく」(2016.6.15)　参加 8名
　福岡市大すごろく

・第 28回「彦根カロムとアクションゲーム」(2016.7.20)　参加 15名
　彦根カロム／チロリアンルーレット／ボーリング／ピンボール／ラリピーノ

　テーブルボーリング／エッグ＆スプーンレース／ジョリータンブラー

・第 29回「T-ROCKET トーナメント大会」(2016.8.31)　参加 5名
　T-ROCKET

・第 30回「ドイツ年間キッズゲーム大賞」(2016.9.21)　参加 6名
　海賊ブラック／ スピンデレラ／カヤナック／ガイスタートレッぺ／ ごちそう畑

・第 31回「アブストラクトゲーム」(2016.10.19)　参加 9名
　e-SOLO-e ／ズーム／ Fano330-R-Morris ／インサイド／ The Buildings

・第 32回「西洋のレースゲーム」(2016.11.16)　参加 7名
　IL VERO GIOCO DELL'OCA ／がちょうゲーム／ドンキーレース／ STEEPLE-CHASE

　ZOO／ Spuk ／ GRANDPRIX ／ GPS CAVICCHI 6 種／ピーターラビットゲーム  3 種

・第 33回「福岡市大すごろく」(2016.12.21)　参加 18名
　福岡市大すごろく

・第 34回「Amen トーナメント大会 4」(2017.1.18)　参加 6名
　Amen

・第 35回「造形芸術的ゲーム」(2017.2.15)　参加 9名
　ACTOP 古代建築賢者の塔／HAU LA

・第 36回「スペイン・ネスター社のゲーム」(2017.3.15)　参加 14名
　Cairo Corridor ／ BLUE ／ RED ／ Yavalath ／ Flink

ボードゲームで楽しもう！

津村修二のハートフルタイム

　延べ参加人数 365名　紹介ゲーム数 100種全36回　2014 年 4月～ -2017 年 3月


