
ペースレース：カードゲーム 

ルールブック 
 

スペースレース：カードゲーム 

戦略的カードゲーム (作)ジャン・ソウカル、マレク・ロスコト (画)ダリボル・カーク 

 

 1-4 プレイヤー 

 30-60 分 

 13歳以上 

バックストーリー 

“我々は、今後 10年以内に月に行くことを決めました。” 1962年 9月ケネディー大統領は演説しま

した。この演説が宇宙開発競争時代の幕開となりました。 人類を月へ到達させる為、科学技術を

絶え間なく進化させ続けた時代でした。ソビエト連合は危機的経済状況から脱するのが難しい時代

でもありました。 

 

最初にフロンティアに到達するのは誰なのでしょうか？ 何をすれば、人類はまだ知らない新しい宇

宙時代を切り開く事が出来るのでしょうか？ そして、この宇宙開発競争を制するのは誰なのでしょ

うか？ 

 

ゲームのテーマ 

このゲームでは、プレイヤーは新しく設立された宇宙機構の局長となります。 

局長の使命は「銀河を最初に征した国家として、歴史に名を残す事」ただ一つです。 

その為、宇宙飛行士を雇い宇宙計画に着手したり、科学者を集めて新技術を開発したりします。 

それらの努力が比類なき新発見に繋がる場合もあるでしょう。 

 

ゲーム開始時、プレイヤーは自分の宇宙機構の基本的な能力の開発をする事になるでしょう。 

まず、カードの効果が上手く噛み合う様にサポートカードを集めます。 その後、獲得したカードを組

み合わせ、強力な能力が使える様に開発を進めます。 

ゲームは 7 ラウンドで終了します。各ラウンドは「１0年間の宇宙開発」を表しています。 



ゲームの目的 

ゲーム終了までに、宇宙機構を最も多く開発する事が目的です。 

獲得した勝利点が宇宙機構の開発の度合いを表します。 

● 宇宙機構のレベルの合計値が勝利点になる。 

● 研究所にあるカード 1枚が 1勝利点になる。 

● 他のどのプレイヤーよりも功績を上げた、新発見のカテゴリーごとに 6勝利点になる。 

内容物 

 
 コントロールカード 

：48枚 (各プレイヤー1セット 12枚) 

 コントロールカードの裏側 

 スタートプレイヤーマーカー 

(カードかロケットを使う) 

 スペースレースカード 

 プロパガンダ (黄)：28枚 

 テクノロジー  (緑)：28枚 

 宇宙計画      (紫)：28枚 

 新発見         (赤)：14枚 

 スペースカードの裏側 

 プレイヤー補助カード 



基本コンセプト 

基本的にプレイヤーは手札からカードを直接宇宙機構に配置する事はありません。 新しいカード

は”大宇宙”と呼ばれる全プレイヤー共有の場所から獲得し配置します。カードを獲得する為に資

源やコストは必要ありません。最も重要なのは、有益なカードを良いタイミングで獲得する事です。 

ゾーン 

ゲーム中、カードは幾つかのゾーンに配置されたり行き来したりします。 

 

セントラルゾーン(全プレイヤー利用可能) 

● デッキ ：プレイヤーはここからカードを引きます。 

● 大宇宙 ：プレイヤーは、宇宙機構の開発に使うカードをここから獲得します。 

 

ローカルゾーン(個々のプレイヤーのみ利用可能) 

● 宇宙機構 ：獲得したカードをこの場所に配置します。 

ここに配置したカードがプレイヤーの宇宙開発の功績(勝利点)となります。 

● 研究所 ：宇宙機構の左横に配置したカードはあなたの研究所となります。 

研究成果として、あなたの宇宙機構にカードを配置できる場合もあります。 

● 手札 ：他のプレイヤーに、中身が見えない様

にカードを持ちます。 

 

 ゾーン 

 プレイヤー1の個別ゾーン 

 手札 

 宇宙機構 

 コントロールカード 

 研究所 

 スペースレースカードデッキ 

 大宇宙 

 プレイヤー2の個別ゾーン 

ゾーンの詳細説明は後述します。 

  



スペースレースカード 

このカードが宇宙機構を開発する要素となります。 

ゲーム中、プレイヤーは自分の戦略に最適なカードを獲得するようにします。 

全てのスペースレースカードには、左上にカードの種類(プロパガンダ、テクノロジー、宇宙計画、 

新発見)を示すアイコンが記されています。 

 

 
 

プロパガンダカード：宇宙開発競争における象徴的な人物や、冷戦時代の大衆扇動的な 

プロパガンダなどを表しています。 

● リーダーカード：シンボル と説明が記されています。 

 
○ リーダーは宇宙機構に１人しか配置できません。 

○ 既にリーダーが宇宙機構に居る場合、いずれか 1人を選び配置し、 

残りのリーダーカードを研究所に配置します。 

 

テクノロジーカード：宇宙センターやロケットなど、最先端の科学技術を表しています。  

 

 

宇宙計画カード：意欲的に取り組まれているスペースミッションを表しています。 

 

 

新発見カード：新発見は 4種類のカテゴリーが存在します。 

 

●  銀河発見 

●  有人宇宙飛行 

●  惑星探査 

●  地球外生命体探索 



能力 

殆どのカードには能力が 1つまたは複数あり、アイコンが記されています。  

能力は「追加でカードを引く」、「新しいカードを配置する」など、宇宙機構の 

開発に有益なボーナスをもたらします。 

コントロールカード 

各プレイヤーは 12枚のコントロールカードを所持し、各ラウンドで 1枚ずつ使用します。 

このカードで、プレイヤーは宇宙機構の開発方針を決定します。 

 
コントロールカードでできる事： 

● ラウンドで使用しているコントロールカードと、同じタイプのスペースレースカードの獲得。 

● ラウンドで使用しているコントロールカードのライン上にある、カードの能力の稼動。 

12枚のコントロールカードはいずれも 1度しか使えません。全 7 ラウンドで、ラウンドごとに 1枚 

ずつ使用するので、5枚はゲームに使用しません。いつ、どのカードを使うか良く考えてプレイする

事が重要になります。  

レベル 

ほぼ全てのカードに 1つ、もしくは複数の色が付いた数字とラインが描かれて

います。この数字の合計値がその分野のレベルになります。 

(アームストロングの場合：テクノロジー１、新発見１) 

ゲームの準備 

1. デッキ準備：全てのスペースレースカードをシャッフルし、プレイエリアの中央に置きます。  

2. 大宇宙の調整： 

a. デッキの上からカードを所定の枚数（2人プレイ 4枚、3人プレイ 5枚、4人プレイ 6

枚）引き、デッキの横に、プロパガンダ、テクノロジー、宇宙計画、新発見の順に並

べます。 

b. デッキから中身が見ない様にカードを裏向けで 2枚引き、aで並べたカードの横に

配置する。このカードは未開の宇宙を表しており、ゲーム中に明らかになります。 

 



3. 一番最近、天体観測に行った人がスタートプレイヤーになります。 

4. 各プレイヤーは 1セット(12枚)のコントロールカードを選び取ります。  セットはそれぞれ 

宇宙開発のライバルである、NASA、ESA、ロシア、民間企業が描かれています。 

5. プレイヤーはデッキから所定の枚数カードを引く 

a. スタートプレイヤー           ：3枚 

b. 2番目のプレイヤー         ：4枚 

c. 3番目以降のプレイヤー  ：5枚. 

 

 
 デッキ 

 大宇宙 

 プロパガンダ 

 テクノロジー 

 宇宙計画 

 新発見 

 未開の宇宙 

 研究所 

 コントロールカード 

 プレイヤーの宇宙機構 

 宇宙機構に配置されたカード 

 手札 

 未使用のコントロールカード 

  



ゲームゾーン 

大宇宙 ：全プレイヤー共有の場所。ここからカードを獲得します。 

ここのカードは、その時代(ラウンドに)実現可能な発明や探索を表しています。 

 

手札 ： あなたの宇宙機構の開発に必要な資材です。 

コントロールカードと分けて手にし、他のプレイヤーに中身が見えない様にします。 

 

宇宙機構：ここに配置したカードの能力を使い、宇宙機構を開発・発展させます。 

 

研究所 ：ここにカードを置く時は、表向きで 90度横向きに置き、全てのプレイヤーがカードを 

確認出来る様にします。研究所のカードは能力もレベルも解決しませんが、開発資

材になる事や、あなたの宇宙機構にカードを配置できる場合があります。 

 

 

 

ゲームプレイ 

このゲームは全部で 7つのラウンドがあります。各ラウンドは 3つのフェイズに分かれています。 

1. 【計画】：ラウンドで使用するコントロールカードを秘密裏に選択します。 

2. 【開発】：宇宙機構にあるカードの能力を使い、機構の開発を行います。  

3. 【次ラウンドの準備】：手札から大宇宙にカードを裏向けで配置し、手札枚数を調整します。 

フェイズ 1：計画  

プレイヤーは各ラウンドの開始時に、そのラウンドの開発を計画し、コントロールカードを選びます。 

 

１． 開発計画：各プレイヤーは使用するコントロ

ールカードを 1枚選び、裏向けで宇宙機構に

置きます。 

使用済みのコントロールカードがある場合は、

ずらして重ね、他のプレイヤーに使用済みの 

カードが見えるようにします。 

残りのコントロールカードは、次ぎのラウンド 

まで使用しないので、横に置いておきます。 

 

 

 これまでのラウンドで使用したコントロールカード。 

 次ラウンドで使用するコントロールカードは裏向けに置く。 



２．予期せぬ好機 ：大宇宙の裏向けのカードを全て表向きにし、カードのタイプ順に並べ直します。

続いて、各プレイヤーは、裏向けに置いたコントロールカードを表向きにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しいコントロールカードを、あなたの宇宙機構のスペースレース

カードと並べて置く。 

 

 

 

フェイズ 2:開発 

開発フェイズでは 5つのステージを順番に解決します。宇宙機構に置いたコントロールカードと同じ

タイプのステージで、カードの能力を使用してもかまいません。 

 

1. プロパタンダステージ ： 

プロパガンダカード  を置いたプレイヤーは、プロパガンダカードの能力を使用してよい。 

2. テクノロジーステージ： 

テクノロジーカード  を置いたプレイヤーは、テクノロジーカードの能力を使用してよい。 

3. 宇宙計画ステージ： 

宇宙計画カード  を置いたプレイヤーは、宇宙計画カードの能力を使用してよい。 

4. 新発見ステージ：  

新発見カード  を置いたプレイヤーは、新発見カードの能力を使用してよい。 

5. 行政機構ステージ：   

自分の宇宙機構  に行政機構のアイコン  のあるカードがあるプレイヤーは、 

この解決をしなければならない。 

6. 緊急財務対策： 

手札が無いプレイヤーは、デッキからカードを 1枚引き手札にする。 

7. (7 ラウンドのみ) 1～6の解決をしたらゲームは終了。得点を計算します。 

ラウンド数は、宇宙機構  のコントロールカードを数えればいつでも確認出来ます。 

  



能力アイコン説明 

殆どのカードには能力を示すアイコンが記されています。 カードの能力を使用した場合、 

1枚(あるいはそれ以上)のカードを別のゲームゾーンへ移動させる事が出来ます。 

一般的な能力の例 

大宇宙  から、テクノロジーカードを 1枚引き、あなたの宇宙機構  に配置する。 

デッキ  から、カードを 3枚引き、あなたの手札  に加える。 

複雑な能力の説明 

 
 このマークは特別な能力を表しています。 カードに記されている説明に従い解決します。 

 

幾つかのカードは複合された能力を持っています。(例えば、能力の 1 つは上段に、

残りの 1つは下段に記されている) プレイヤーは能力を使用する前に、中央の数

字をどの様に上段と下段に分けて使用するか、宣言しなければなりません。 

例えばこのアイコンの場合、下記のいずれかが可能です。 

● デッキからカードを 2枚引き手札に加える。 

● デッキからカードを 1枚引き手札に加え、手札から研究所にカードを 1枚配置する。 

● 手札からカードを 2枚研究所に配置する。 

「消費型能力」と「再利用可能型能力」 

カードの能力は「消費型」と「再利用可能型」の２つがあります。 

アイコンがカードの右側にあるか左側にあるかで区別します。 

● 消費型能力： カードの右側にアイコンが記されています。 1度しか使えません。 

この能力は常にとてつもないボーナスをもたらします。この能力を使った後は、使用した能

力のアイコンに右隣のカードを重ねて隠します。 右側が隠されたカードは能力を消費した

事を表し、それ以上使用できません。(以降のラウンドでも使用できません。アイコンを隠す

カードが無い場合、プレイヤーエイドを使用します。) 

○ 再稼動カード ： 

ゲームには、消費済の能力を再稼働させ利用可能にするカードが複数あります。 

 

● 再利用可能型能力：カードの左側にアイコンが記されており、繰り返し使えます。 

この能力は強力ではありませんが、宇宙機構の開発に役立つ可能性があります。 

能力は繰り返し使用出来ますが、各ラウンドで使用出来るのは 1度だけです。 



 
 使用中のコントロールカード 

 宇宙機構にある他のカード 

 能力アイコンが隠されたカード 

 再利用可能型能力 

 消費型能力 

利用できる能力 

ゲーム中プレイヤーが能力を利用する為には、利用条件を満たす必要があります。 

ステージで発動する能力 

プレイヤーは、このラウンドで選択したコントロールカードで稼動している能力しか使用できません。 

 
 稼働中の能力 

 稼動していない能力 

行政機構の解決 

  このシンボルがカードのフッターにあった場合、そのラウンドで選んだコントロール

カードの種類に関係無く、行政機構ステージで解決します。 

即時アクション 

  このシンボルのカードが宇宙機構に配置されたら、常に即時解決します。 

永続能力 

幾つかの能力は、特定のシンボルは無く、 

カードのフッターに説明が記されています。 

永続能力の場合、稼動するタイミングが記されています。 

 



ステージの解決法 

解決するステージと同じ種類のコントロールカードを選んだプレイヤーは、稼働中のカードのレベル

を合計します。 合計レベルの高い順に解決します。 

 

● 合計レベルの高いプレイヤー順に、稼動しているカードの能力を使用してよい。 

(最もレベルの高いプレイヤーの解決、次に高いプレイヤーの解決、と続ける。) 

○ レベルが同じ場合、時計回りでスタートプレイヤーに近いプレイヤーから解決する。 

○ 解決の順番はステージ開始時に決定する。ステージでカード解決中にレベルが変

化した場合も、解決するプレイヤーの順番は変わらない。 

○ 能力を使いたくない(使えない)場合、そのステージをパスできる。 

ただし、パスをすると以降そのステージはプレイできない。 

● 最後のプレイヤーが能力を使うかパスをしたら、再び最初のプレイヤーに戻り、可能なら別

の能力を１つ使用するかパスします。ステージの解決はこのように、全てのプレイヤーがパ

スするまで続けます。 全員がパスしたらそのステージは終了し、次のステージの解決に進

みます。 

 

 
 プレイヤー１のコントロールカード 

 プレイヤー１の宇宙機構のカード 

 プレイヤー２のコントロールカード 

 プレイヤー２の宇宙機構のカード 

 

(例) 宇宙計画ステージ  を処理する場合 

プレイヤー1の宇宙計画レベルは 8(コントロールカード 6、タイタンロケット 2) 

プレイヤー2の宇宙計画レベルは 4(コントロールカード 3、セルゲイ・コロレフ 1) 

プレイヤー1から先に宇宙計画ライン上の能力を使っても良い。 

大宇宙に所定のカードが無い場合 

プレイヤーが選んだコントロールカードのタイプのカードが大宇宙  に無く、 

能力  を使用できない場合、代わりに次のいずれかの解決をします。 

● 既に解決が終わったステージからカードを取り、プレイヤーの宇宙機構に配置する。 

● デッキから 3枚カードを引き、プレイヤーの手札に加える。 

(プロパガンダステージを選んでいた場合、デッキから 3枚カードを引く事しか出来ない) 



役立つメモ 

● プレイヤーは宇宙機構にカードを加えたラウンドから、そのカードの能力を使用できる。 

（ただし、カードの能力が稼働条件を満たしている必要がある。） 

● 能力が稼動している場合、その能力を使用できる。 

● それぞれの能力は各ラウンド 1回しか使用できない。 

行政機構の解決方法 

行政機構  は 5番目のステージであり、最後のステージです。 

解決はこれまでの 4つのステージと殆ど同じですが、下記 2点が異なります。 

● 行政機構はレベルに関するボーナスは有りません。 

このステージは常にスタートプレイヤーマーカーを所持しているプレイヤーから、 

時計回りで順番に解決します。 

● プレイヤー達は、全ての行政機構の解決が済むまで、パスする事は許されません。 

しかし「～してもよい」と記されているカードの場合、能力を使うかパスするか選択できます。 

 

 

フェイズ 3：次ラウンド準備 

プレイヤーは、次ラウンドで使用可能になるカードを大宇宙に配置する機会があります。 

1. 聡明な投資：スタートプレイヤーから順番に、全てのプレイヤーは好きな枚数だけスペース

レースカードを手札から大宇宙へ裏向けに配置してよい。 

○ 各プレイヤーが、このフェイズ終了時に所持出来るカードは 7枚まで。 

手札が 8枚以上の場合、手札を調整しなければなりません。 

○ プレイヤーの手札が 7枚以下の場合、このステップを飛ばしてよい。 

2. 未開の宇宙：大宇宙にある裏向けのカードの枚数がプレイ人数より少ない場合、 

      プレイ人数と同じ枚数になるまで、デッキから未開の宇宙へカードを加えます。 

3. 開かれた未来：大宇宙の裏向けのカードをシャッフルし、下記の解決をします。 

○ 2人プレイ     ：カードを 1枚表向けにする。 

○ 3～4人プレイ：カードを 2枚表向きにする。 

○ 大宇宙にあるこれらのカードを、それぞれのタイプに分けて並べる。 

大宇宙に残った他のカードは裏向けのままにしておきます。 

4. スタートプレイヤーマーカーを右隣のプレイヤーに渡します。 

 

この後、次のラウンドのフェイズ 1：計画をプレイします。 

  



ゲーム終了＆得点計算 

全 7 ラウンドが終了したら、勝利点を計算し、最も多く獲得したプレイヤーが勝利します。 

1. 宇宙機構の合計レベル：宇宙機構にあるカードのレベル(     )を合計する。

レベルの合計値が勝利点。(コントロールカードの値は計算しない) 

2. 研究成果：研究所のカード 1枚につき 1勝利点。 

3. 新発見カテゴリーボーナス：新発見したカテゴリーのシンボル( , , , ) が、他の 

プレイヤーよりも多い場合、そのカテゴリーごとに 6勝利点。 

○ 新発見したカテゴリーのシンボルの数が同数の場合、全員が 6勝利点獲得。 

○ 新発見カテゴリーボーナスの勝利点は、カテゴリー毎でシンボルの数毎では無い。 

 

勝利点が同じプレイヤーがいた場合、プレイヤーは宇宙機構の最もレベルが高いステージか、 

研究所のカード枚数のいずれかをタイブレーカーとして選び、相手と比較します。 

それでも同じ場合、2番目に高いレベルのステージを比較します。 

 

 
 

 得点計算例 

 研究所+2（研究所のカード 1枚につき+1点） 

 新発見カテゴリーボーナス+6 (新発見した タイプのシンボルが最も多かった) 

 コントロールカードや手札は点数にならない。 

 宇宙機構の合計レベル 13(＝2+3+2+2+1+1+1+1) 

. 

この例では、プレイヤーの得点は 21点になる。 

(宇宙機構の合計レベル 13 + 研究所のカード 2点 + 新発見 シンボル最多 6点＝21点) 



 
 

 プレイヤー１の新発見カード  プレイヤー２の新発見カード 

 

プレイヤー1 は新発見カテゴリーで、惑星探索  カテゴリーボーナス 6勝利点を獲得した。 

プレイヤー1 とプレイヤー2は有人宇宙飛行士  カテゴリーでは同数だったので、 

プレイヤー1 とプレイヤー2の両者がボーナス 6勝利点獲得した。 

 

プレイヤー2は新発見カテゴリーで、銀河発見  カテゴリーのシンボルは 1個のみの為、 

勝利点獲得には至らなかった。しかし、プレイヤー2の有人宇宙飛行士  カテゴリーは、 

プレイヤー1 と同数だったので、6勝利点獲得した。 

 

いずれのプレイヤーとも、地球外生命体探索シンボル と惑星探査シンボル  を 

獲得していなかった為、これらのカテゴリーボーナスは獲得しない。 

 

  



冷戦(得点計算バリアント) 

冷戦バリアントは通常通りゲームをプレイしますが、得点計算がとても異なります。勝利点を獲得す

る事がより困難になります。 プレイ一つ一つがゲームの勝敗を左右する程重要になります。 

このバリアントゲームは通常ゲームをプレイした事があり、更に高度で戦略的、より複雑で対戦相

手の状況が影響するゲームを望む人にお勧めです。 

 

冷戦バリアントゲームでは、以下の方法で勝利点を獲得します。 

1. レベル： 宇宙機構のプロパガンダの合計レベルが自分より低いプレイヤーごとに 1 勝利点。 

            テクノロジー、宇宙計画、新発見も同様に解決する。 

2. 研究所：自分の研究所カード枚数より、数が少ない研究所ごとに 1勝利点。 

3. 新発見カテゴリー： 自分の宇宙機構にある新発見カードのカテゴリーのシンボルごとに比

較する。 自分の獲得したシンボル数よりもシンボル数が少ないプレイヤーごとに 1 勝利点。 

 

勝利点を最も多く獲得したプレイヤーが勝利します。 

● 同点の場合、未使用のコントロールカードの合計レベルで判断します。 

 

 

JFK(1人用バリアント)  

1人用のバリアントゲームでは、プレイヤーはケネディー大統領になります。  

歴史的快挙となる宇宙計画を成し遂げ、宇宙開発競争を制する為、国を束ね導きます。 

あなたはこの宇宙開発競争に勝利できるでしょうか。 

ゲームの準備 

1. デッキの準備 —スペースレースカードをシャッフルしプレイエリアの中央に置く。 

2. 大宇宙の調整: 

a. デッキからカードを 4枚引き、プロパガンダ、テクノロジー、宇宙計画、新発見の 

順でデッキの横に並べる。 

b. 更にデッキから 2 枚カードを引き、裏向けのまま、a で配置したカードの横に並べる。 

 

3. 1セット(12枚)のコントロールカードを手にする 

4. デッキからスペースレースカードを 4枚引き手札にする 

5. 対戦相手の準備をする —挑戦する難易度に合わせてコントロールカードを 1～3セット準備

する。各セットが混ざらない様にシャッフルし、裏向けに配置する。(下図参照) 



 
 準備 

 対戦相手の使っていないコントロールカード（まだ攻略していない 3つの難易度） 

 対戦相手の獲得したカード 

 リーダーカード 

 新発見カード 

 その他のカード 

 対戦相手のプレイ中のコントロールカード 

 プロパガンダカード 

 テクノロジーカード 

 宇宙計画カード 

 新発見カード 

 デッキ 

 大宇宙 

 研究所 

 使用済みコントロールカード 

 あなたの宇宙機構 

 宇宙機構のカード 

 手札 

⑲ まだ使っていないコントロールカード 

 



ゲームの流れ Gameplay 

通常ルールと同様にゲームは全 7 ラウンド(各ラウンド 3 フェイズ)です。 

1. フェイズ１：計画 —あなたと対戦相手は、コントロールカードを準備します。 

2. フェイズ 2：開発 —カードの能力を使い、あなたの宇宙機構の開発をします。 

                         対戦相手は大宇宙からカード獲得だけをします。 

3. フェイズ 3: 次ラウンドの準備 — 手札から大宇宙にカードを裏向けで配置しても良い。 

フェイズ 1：計画 

1. 開発計画 —未使用のコントロールカードを 1枚選び、あなたの宇宙機構に配置する。 

2. 予想外の好機 —大宇宙にある裏向けのカードを全て表向けにし、それらのカードを 

                       タイプに分けて並べる。 

○ ステージの最中にカードが 1枚以上追加された場合、大宇宙にあるカードをタイプ

ごとに全てシャッフルする。 

3. 対戦相手のコントロールカード解決: 

○ 対戦相手のコントロールカードデッキの一番上のカードを取り、表向きで適切な 

場所に配置する。(前ページの図参照) 

○ もし既に 1枚、或いは複数のコントロールカードがこのセクションにあった場合、 

そのラウンドで使用するカードを追加する。 

○ 対戦相手のコントロールカードは、ゲーム終了までそのままにする。 

フェイズ 2：開発 

あなたはこのフェイズを通常ルールと同様に解決します。対戦相手は次の通り解決します。 

1. ステージを解決する (下記 1人用ルールを解決する). 

2. 行政機構ステージを解決する (あなたのみこのステップを解決する). 

3. 緊急金融対策 — 手札が無い場合、デッキからカードを 1枚引く。 

4. 東側諸国の邁進 —プロパガンダ、テクノロジー、宇宙計画、新発見、それぞれのステージ 

開始時に、対戦相手のレベルがあなたのレベルの 2倍以下だった場合、デッキから彼らの

獲得カード山へ 1枚追加する。 

5. 7 ラウンド目の場合、ゲームを終了し得点計算をする。 

 

特別ルール(対戦相手用) 

対戦相手は、例え前のステージで適切なコントロールカードを解決したとしても、常に全てのステー

ジを解決します。 

● 対戦相手の手番では、彼は必ず解決しているステージの一番下のカードを大宇宙から獲

得します。獲得したカードを該当する山に置きます。(図参照) 

● そのステージで対戦相手が獲得するカードが無い場合、最近解決したステージの一番底の

カードを最低でも 1枚獲得します。いずれのステージも解決していない場合、対戦相手は

デッキの一番上のカードを獲得します。 

 



対戦相手のレベル：コントロールカードの枚数を数えれば、プレイ済みのステージがわかります。 

● あなたの全対戦相手のコントロールカードは、残りのゲームで彼らの宇宙機構のレベルに

貢献します。 

● あなたは通常ルールに従ってレベルを計算し、そのステージを解決する。（そのラウンドで

選択したコントロールカードと、宇宙機構にある稼働中のカードの合計） 

● そのステージで、対戦相手のレベルがあなたのレベルよりも高い場合、対戦相手が先にプ

レイする。 或いは、あなたが使いたい能力を全て解決した後で、対戦相手の解決をする。 

 

対戦相手の全てのカードを解決する。大宇宙から研究所にカードを獲得する際、あなたは「スパイ

工作」か「ロゼッタミッション」を使い奪い取る事が出来ます。 

フェイズ 3：次ラウンドの準備 

1人プレイの最終フェイズは、通常ルールと殆ど同じです。 

1. 聡明な投資: 

○ プレイヤーは好きな枚数だけ、スペースレースカードを手札から大宇宙へ裏向けに

配置してよい。 

○ このステージの終了時、手札の上限は 7枚です。 

○ 手札から大宇宙に 1枚もカードを置かなかった場合、デッキから大宇宙に裏向けで

1枚配置する。カードを見てはならない。 

2. 未開の宇宙 — 

各ステージであなたの対戦相手が 1 コントロールカードを既にプレイしていた場合、プレイ

済みのコントロールカードの枚数と同じだけ、デッキから大宇宙に裏向けで配置する。 

○ 例えば、あなたの対戦相手がプロパガンダと新発見のコントロールカードを持って

いた場合、大宇宙に 2枚のカードを裏向けで追加します。 

3. 真の見通し：  —大宇宙の裏向けのカードをシャッフルし、2枚を表に向ける。 

○ 表向きにしたカードを、それぞれのタイプに分けて並べる。 

○ 既に大宇宙にカードがあった場合は、新たにめくったカードが一番上になる様に 

重ねて置き、カードの順番が変わらない様にします。 

 

ここまで解決したら、次ラウンドのフェイズ 1：計画をプレイする。 

  



ゲーム終了条件＆点数計算 

あなたは通常のルールと同様に勝利点を獲得する。(宇宙機構の合計レベル、研究所のカード枚数、

他のプレイヤーよりも一番多く新発見カテゴリーのシンボルを集めたカテゴリー) 

 

あなたの対戦相手が勝利点を獲得するのは: 

1. 獲得したリーダーカードと新発見カードは、いずれも 1枚 2勝利点 

2. リーダーカードと新発見カード以外の獲得したカードは、1枚 1勝利点 

 

対戦相手は次の項目は勝利点にならない 

● 所有している新発見シンボル(新発見カテゴリー1位のみ勝利点獲得) 

● 対戦相手の宇宙機構レベル. 

● コントロールカード. 

勝利点を最も多く獲得したプレイヤーが勝利する。 

● 同数の場合、対戦相手が勝利する。 

  



よくある質問 FAQ 

● Q：宇宙機構に、リーダーを 1人以上配置できますか？ 

A：いいえ、できません。５ページの説明を見てください。 

● Q：宇宙機構で、同じカードを 1度以上配置出来ますか？ 

A：はい。出来ます。 

● Q：能力アイコンの数字と同じだけ、必ず能力を使わなくてはなりませんか？ 

A：いいえ。プレイヤーは、カードを引く、カードを捨てる、或いは、能力アイコンの数字以内

で、好きなだけカードを動かしても良いです。 

● Q：あなたのカードのフッターに宇宙機構アイコン が記されている場合、 

    それはそのプレイヤーの宇宙機構  を指していますか？ 

A：はい。カードに特別な記述が無い場合、あなたのカードの全アイコンは 

    あなたのゾーンを指しています。 

● Q：テクノロジータイプ(Lv1)のコントロールカードの能力と、宇宙計画タイプ(Lv1)の 

    コントロールカードの能力の両方を、自分の手番で同時に使えますか？ 

A：いいえ、使えません。自分の手番で使用出来る能力は１つずつです。 

    再度自分の手番が廻ってくるまで、次の能力は使えません。 

● Q：エリア 51のカードを使って新発見のシンボルを複製して変更しても良いですか？ 

A：はい。好きな時に変更できます。得点計算の前でも解決できます。 

● Q：サターン Vロケット（テクノロジーカード）の能力で、どのカードを獲得出来ますか？ 

A：新発見カードの このシンボルのカードを大宇宙から獲得し、あなたの宇宙機構に配置

出来ます。もし、該当するカードが無い場合、どのカードも獲得出来ません。 

● Q：行政機構の効果を使って、プロパガンダ(Lv1)タイプのコントロールカードを、 

    未使用のコントロールカードに戻せますか？ 

A： いいえ、できません。 

● Q：UFO調査、ルノホート、マーキュリー計画、SETI計画などの特別効果に、 

    そのカード自体も含まれますか？ 

A：はい。含まれます。 

● Q：カール・エドワード・サジェーンの能力で、大宇宙にあるカードを何枚表にできますか？ 

A：枚数は指定出来ません。表にするカードを指定できるだけです。 

● Q：「プラネット・ナイン提唱」の能力で、最大何個の新発見シンボルが獲得出来ますか？ 

A：最大４個です。(４種類のカテゴリー各１個) 

● Q：デッキのカードが無くなった場合、どうしたらよいですか？ 

A：「経済危機が市場を襲った」として次のルールが適用されます。 

デッキからカードを引く能力を使うたび、カードの代わりに 0.5勝利点を獲得します。 

この勝利点は紙と鉛筆で記録しておきます。 

  



ゲームサマリー 

ゲームの準備 

1. デッキ準備：全てのスペースレースカードをシャッフルし、プレイエリアの中央に置く。 

2. 大宇宙の調整：デッキの上からカードを所定の枚数(2人プレイ 4枚、3人プレイ 5枚、4人

プレイ 6枚)引く。引いたカードをデッキの横に、プロパガンダ、テクノロジー、宇宙計画、 

新発見の順に並べて配置する。 

デッキから中身が見ない様にカードを 2枚引き、新発見の横に裏向けに配置する。 

3. スタートプレイヤー：一番最近、天体観測に行った人. 

4. コントロールカード：各プレイヤーは 1セット(12枚)手にする. 

5. スペースレースカード： デッキから所定の枚数カードを引く。 スタートプレイヤー3枚、2番

目のプレイヤー4枚、3番目以降のプレイヤー5枚 

得点計算 

最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝利する。 

1. 宇宙機構開発：宇宙機構にある、コントロールカード以外全てのカードのレベルを合計する。

合計値が勝利点になる。 

2. 研究成果：研究所のカード 1枚につき 1勝利点。 

3. 新発見ボーナス： 新発見のカテゴリー , , , ) ごとに、最も多く発見したプレイヤー6

勝利点得する。同数の場合は両者とも 6勝利点獲得する。 

 ゾーン＆能力 

 ゾーン 

 デッキアイコン 

 大宇宙アイコン 

 研究所アイコン 

 宇宙開発機構アイコン 

 手札アイコン 

 セントラルゾーン 

デッキ 

 大宇宙 

 プレイヤーのゾーン 

 研究所 

 コントロールカード 

 宇宙開発機構 

 手札 



 カードの種類とサブタイプ 

 プロパガンダカード 

 リーダーシンボル 

 テクノロジーカード 

 宇宙計画カード 

 新発見カード 

 星雲探索 

 宇宙飛行士 

 惑星探査 

 地球外生命体探索 

 能力 

 移動元 

 カードタイプ 

 移動先 

 即時アクション：このカードが宇宙開発機構に配置された時、直ちに解決する。 

 行政機構：このカードは各ラウンドの最後に解決する。 

 特別能力：カードのフッターに説明が記されている。 

ゲームの流れ 

スペースレースは全７ラウンド(各ラウンド３フェイズ)のゲームです。 

 

【フェイズ１：計画】 

1. コントロールカードを 1枚選び、裏向けで宇宙機構に配置する。 

2. 選んだコントロールカードと、大宇宙のカードを表向きにする。 

【フェイズ２：開発】 

1. プロパガンダステージ(プロパガンダカードを置いたプレイヤー) 

2. テクノロジーステージ(テクノロジーカードを置いたプレイヤー) 

3. 宇宙計画ステージ(宇宙計画カードを置いたプレイヤー) 

4. 新発見ステージ(新発見カードを置いたプレイヤー). 

5. 行政機構ステージ(全プレイヤー) 

6. 手札の無いプレイヤーはデッキからカードを 1枚引く 

7. 得点計算(7 ラウンドのみ) 

【フェイズ３：準備】 

1. 次のラウンドの為に、手札から大宇宙へカードを裏向けで配置する。 

2. 大宇宙に配置されたカードの枚数がプレイ人数より少ない場合、 

デッキから大宇宙へカードを加える。 

3. 大宇宙の裏向けのカードをシャッフルし、所定の枚数表向きにする。 

(２人プレイ：1枚、３～４プレイ：2枚) 

4. スタートプレイヤーマーカーを時計周りで右隣へ移す。 

 



カード 

アレクセイ・セオーノフ /宇宙飛行士 

 このレベルは、あなたの宇宙機構  のプロパガンダライン  のいずれかの 

テクノロジーカード  １枚と同じレベルとして扱う。 

 このレベルは、あなたの宇宙機構  の新発見ライン  のいずれかの 

テクノロジーカード  １枚と同じレベルとして扱う。 

アポロ計画 /有人月面着陸 

  デッキからカードを 1枚引き、手札に追加する。 

そのカードがテクノロジーカード  の場合、手札に加えず、あなたの宇宙機構  に配置する。 

エリア 51 /極秘軍事施設 

 このカードは、あなたの宇宙機構  にある新発見シンボルの 1つとして扱う。 

アレシボ天文台 /電波望遠鏡 

バイコヌール/宇宙基地 

新発見 1 / (コントロールカード) 

   デッキのカードを 4枚大宇宙に裏向けに置いてよい。 

あなたはそれらのカードを見てよい。 

バズ・オルドリン /宇宙飛行士 

 このラウンドで解決した  能力の１つをもう 1度解決する。 

ケープカナベラル /宇宙センター 

カール・エドワード・セーガン / 天文学者、宇宙生物学者 

大宇宙  に裏向けのカードがあった場合、いつでもカードを見て、 

表向きにするカードを選んで良い。 

カッシーニ /土星探査機 

いつでも  か  のカードが大宇宙 , に出現したら、 

あなたの宇宙機構 .にあるカードを再稼働する。 

冷戦精神 /プロパガンダ・アクション 

  を解決する。もしくはあなたの宇宙機構 . にあるカードを 1枚再稼動する。 

秘密作戦 / プロパガンダ・アクション 

 即座に  を行う。 

その後、このカードを研究所  に配置する。 

地球型太陽系外惑星/新発見 

 



イーロン・マスク /先見的企業家 

 研究所  にあるカードの枚数が、このカードのレベルになる(最大 6枚) 

スパイ工作 /プロパガンダ・アクション 

  好きな研究所  からカードを 1枚あなたの宇宙機構  に配置してよい。 

配置した場合、このカードをあなたの研究所  に配置する。 

彗星初着陸 / 新発見 

初めて宇宙に出た人類/新発見 

初火星探索車/新発見 

初月面探索車/新発見 

ギニア宇宙センター/宇宙船基地 

ハッブル宇宙望遠鏡 /宇宙空間探索 

恒星間探測機 /新発見 

ISS /国際宇宙ステーション 

研究所 や大宇宙 にあるリーダーカード のどの能力でも、次ぎの  までコピーしてもよい。

ただし、リーダーカード 1枚につき 1度しかコピーできない。 

ジェット推進研究所 /調査施設 

ジョンソン宇宙センター/ 宇宙飛行士管制センター 

ライカ  / 新発見 

タイタン・オーシャン/ 新発見 

太陽系離脱  / 新発見 

ルノホート  / 月面ロボット探査車 

 あなたの宇宙機構  のテクノロジーライン  にあるカードの枚数が、 

このカードのレベルになる。 

火星探索 /火星探索車 

ムーンスピーチ / プロパガンダ・アクション 

 即座に , ,  を解決し、宇宙機構  のカードを 1枚再稼動する。 

 このカードを研究所 . に配置する。 

ニール・アームストロング/初めて月に降り立った人類 

  か  のいずれかを解決する。 

OKB-1 /調査施設 

OKB-301 /調査施設 



恒久的月面基地 /新発見 

 即座に新発見のカテゴリー , , ,  を選ぶ。 

 選んだ新発見のカテゴリーとして扱う。 

プラネット・ナイン提唱 /新発見 

 現在、研究所  にある、全ての新発見カードのシンボルと同じシンボルを持つ。 

(最大 4個：各シンボル 1個) 

冥王星接近飛行/新発見 

マーキュリー計画/有人宇宙飛行計画 

 あなたの宇宙機構  の宇宙計画ライン  にあるカードの枚数が、 

このカードのレベルになる。 

SETI計画/地球外知的生命体捜索 
 あなたの宇宙開発機構  の新発見ライン  にあるカードの枚数が、 

このカードのレベルになる。 

プロパガンダ 1 / (コントロールカード) 
 あなたの使用済みコントロールカードを、未使用のコントロールカードと交換しても良い。 

リチャード・ブランソン  / 企業家 

いつでも大宇宙   に、新発見カード  が出現した時、このカードを再稼動する。  

ロゼッタミッション /彗星探索機 

 好きな研究所  から、新発見カード  を獲得しあなたの宇宙機構に配置する。 

妨害工作/プロパガンダ・アクション 

 即座に , ,を解決し、このカードを研究所  に配置する。 

サターン V型ロケット/宇宙ロケット開発 

 即座に  をして  する。 

極秘計画 /プロパガンダ・アクション 

 このカードを手札  の好きなカードと交換してもよい。 

セルゲイ・コロリョフ/ 設計主任者 

 手札 が無い場合、このカードを再稼動する。 

人類への小さな一歩 /新発見 

ソユーズロケット/宇宙ロケット開発 

スペースシャトル/低地球周回軌道航行機 

 

  



宇宙旅行/プロパガンダ・アクション 

 このカードを大宇宙  に配置しても良い。  

配置した場合、研究所  のカードを 3枚まで宇宙機構  のカードと交換してよい。 

スプートニク 1 /基幹宇宙技術 

スプートニク 2 /生命維持装置実験機 

  . それが宇宙計画  のカードの場合、もう 1度  を追加で解決してよい。 

スティーブン・ホーキンス /物理学者 

鷹は舞い降りた /プロパガンダ・アクション 

 手札  が 5枚以上の場合  もしくは  する。 

タイタンロケット / 宇宙ロケット開発 

UFO調査  / 情報隠蔽 

 あなたの宇宙機構  のプロパガンダライン  にあるカードの枚数が、 

このカードのレベルになる。 

ワレンチナ・テレシコワ / 宇宙に出た初めての女性 

 
あなたのプレイする上記の能力は、カード 1枚分強くなる。 

バイキング 1号 / 火星探索機 

ウラジミル・レメック / 宇宙飛行士 

ボストーク計画 / 有人宇宙飛行 

 ランダムに  を解決する。 

そのカードがプロパガンダ  の場合、あなた宇宙機構  に配置する。 

ボイジャー計画 / 惑星間探索 

  もし  のカードが大宇宙  にある場合、あなたは  しても良い。 

ヴェルナー・フォン・ブラウン / 航空宇宙工学者 

ワォ！シグナル / 新発見 

ユーリ・ガガーリン / 初めて宇宙に出た人類 

 



プレイヤーエイド 

基本ルール(2-4人プレイ) 

準備 

1. デッキ の準備をする。 

2. 大宇宙  を調整する。 

○ デッキ  から大宇宙 にカードを所定の枚数表向きで配置する。 

2人プレイ：4枚、3人プレイ：5枚、4人プレイ：6枚 

○ カードを 2枚裏向けで追加する。 

3. スタートプレイヤーを決める。 

4. 各プレイヤーは 1セット(12枚)のコントロールカードを手にする。 

5. プレイヤーはデッキ  からスペースレースカードを引き手札にする。 

○ スタートプレイヤー：3枚 

○ 2番目のプレイヤー(時計回り)：4枚, 

○ 3番目以降のプレイヤー：5枚. 

ラウンドの解決 

フェイズ 1: 計画 

1. コントロールカードを選ぶ. 

2. コントロールカードと大宇宙  のカードを表向きにする。 

フェイズ 2：開発 

3. プロパガンダステージ； を解決する。 

4. テクノロジーステージ：  を解決する。 

5. 宇宙計画ステージ：  を解決する。 

6. 新発見ステージ：  を解決する。 

7. 全てのプレイヤーは行政機構を解決する。 

8. 手札 が無い場合、デッキからカードを 1枚引く。 

9. (7 ラウンドのみ)得点計算をする。 

フェイズ 3：次ラウンド準備 

10. 手札が 7枚以下に成る様、カードを裏向けで大宇宙  に配置する。 

○ 必要ならデッキ  からカードを補充する。 

○ シャッフルしてから指定枚数だけランダムに表向きにする: 

i. 2人プレイ：1枚 

ii. 3～4人プレイ：2枚. 

11. スタートプレイヤーマーカーを右隣のプレイヤーに渡す。 



得点計算 

以下の方法で勝利点を獲得する: 

● 宇宙機構の合計レベルが勝利点  (コントロールカードは含まない) 

● 研究所  のカード 1枚が 1勝利点. 

● 他のプレイヤーよりも多くシンボル（ , , , .）を集めた、 

新発見のカテゴリーごとに 6勝利点 

 

  



１人プレイルール 

準備 

1. デッキ  の準備をする。 

2. 大宇宙を作る  — デッキ からカードを 4枚表向きに置き、2枚を裏向けに大宇宙 に置く。  

3. コントロールカード 1セット(12枚)を手にする。 

4. スペースレースカードを 4枚引く。 

5. 対戦相手の準備をする。1～3セットのコントロールカードを挑戦する難易度に合わせて準

備する。各セットが混ざらない様にシャッフルし、裏向けに配置する。 

ラウンドの解決 

フェイズ１：計画 

1. コントロールカードを 1枚選ぶ(表向け). 

2. 大宇宙 のカードを全て表向けにする(カードを新たに追加した場合、先にシャッフルする) 

3. あなたの対戦相手は、それぞれのコントロールカードデッキから 1枚コントロールカードをプ

レイする。 

フェイズ２：開発 

4. ステージの解決 —あなたは通常通りプレイします。対戦相手はカードを取るだけです。  

5. あなたの行政機構  の影響を解決します。 

6. 手札  が無ければデッキからカードを 1枚引く. 

7. 各ステージで対戦相手のレベルが少なくとも、あなたのレベルの 2倍の場合、対戦相手は

デッキ からカードを 1枚獲得する。 

8. ７ラウンド目の場合、得点計算をする。 

フェイズ３：次ラウンド準備 

9. 手札  から大宇宙 へカードを裏向けに配置する。または、デッキ から 1枚配置する。 

10. 対戦相手達が選択したコントロールカードの種類ごとに 1枚、デッキ  から大宇宙へカー

ドを裏向けに追加する 

11. それらをシャッフルし、2枚を表に向ける。 

 

得点計算 

以下の方法で勝利点を獲得する。 

● 宇宙機構の合計レベルが勝利点 

● 研究所のカードの 1枚が 1勝利点 

● 他のプレイヤーよりも多くシンボルを集めた新発見のカテゴリーごとに 6勝利点 

対戦相手は次ぎの方法で得点を獲得します。 

● リーダーカード  または、新発見カード . ごとに 2点 

● それ以外の獲得したカードごとに 1点 


