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システム



「渋い」とは、最小限の様式の内面にある優雅さや、複雑さを隠し持った
シンプルさを意味する日本の美学の言葉です。これを表現しているものを
「渋み」と言います。そのようなものは、最初のうちは地味に見えるかも
しれませんが、長い時間を費やすことで見る者に隠された深みをもたらす
でしょう。

渋みの本質とアブストラクトゲームデザインの本
質には多くの類似点があります。例えば、数多く
のアブストラクトボードゲームで言われる昔なが
らの決まり文句「覚えるは一瞬、極めるは一生」
は、奥深い複雑さを隠し持つシンプルな見かけ、
という渋みの極致を表す良い例です。

渋みのあるゲームをデザインする鍵の1つはルー
ルを巧みに使って最小限のコンポーネントを最大限活用することです。こ
れにより一見シンプルでありながら、ゲーム中の複雑なインタラクション
を生み出すことができます。
優雅さと「渋さ」(渋みの程度) にも明らかな類似点があります。ただし、
優雅さが表面的な様子を表す一方、渋みは核心に迫るより包括的な概念で
す(物事は渋いかそうでないかなのです)。渋いものは大抵優雅と言えます
が、優雅なものが必ずしも渋いとは限りません。
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渋い



Shibumiセット

Shibumiセットは、4×4の穴がある正方形グリッドと3色各16個のボール
からなるシンプルなゲームシステムです。

赤 × 16

黒 × 16

白 × 16

このセットは正方形のピラミッド型スタックに基づいています。このよう
なスタックは、少なくともエドゥアール・リュカが1875年に提示したキャ
ノンボール問題以降、ゲームやパズルに使われてきました。
Shibumiのゲームでは上記のボールや色を全て使用する必要はありません
が、大抵はこの三次元のピラミッド型スタックを使用します。このセット
は2011年3月にキャメロン・ブラウンによって考案されました。

完全に積み上げられたピラミッドは 4×4 ＋ 3×3 ＋ 2×2 ＋ 1 ＝ 30個の
ボールからなります。これにより、ボード自体のサイズがわずか4×4であ
るにも関わらず、配置可能になり得るポイントは30箇所あるのです。それ
でいて各手番で配置可能なポイントが16箇所を超えることはありません。
このことから、Shibumiのゲームは手筋が二次元(16箇所)の複雑さに抑え
られていながら、ボードとしては三次元(30箇所)の複雑さを持つことにな
り、初めの見た目よりも複雑になるわけです。非常に渋いですね！
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各色16個のボールは、4×4のボード層を完全にカバーし、様々なプレイ人
数に対応できる色の組み合わせを最大にしつつもコンポーネントは最小限
に抑えるよう選ばれました。

ボードにおける各位置の状態は2ビット(00=空き、01=白、10=黒、11=赤)
で表すことができ、ボード全体の状態は2×30 = 60ビットに収まります。
したがって、各ボードの位置は単一の64ビット整数型で表すことができ、
コンピューター上で非常に効率的に実装することができます。
本書の文中においては、日本語の「渋み」は美学の概念を指し、英語の
「Shibumi 」はここで記載されるゲームシステムを指します。

Shibumiセットはnestorgamesで独占的に販売しています。

注: 本書(モノクロ版)では「赤」ボールはミディア
ムグレーのボールを指すものとします。
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定義

共通の言葉でゲームを明確に記述できるようにするため、いくつか重要な
用語を定義します。
位置: 階層を以下のように定義します。

ポイントとはボールが置ける場所です。これには1階層目の穴や、ボール
が積み重なった際のより高い階層のポイントも含まれます。30個のボール
が全て置かれたらピラミッドが完成します。
積み重ね: ボールが互いに隣接して2×2の正方形となった場所を土台と呼
びます(左図)。土台の上にはボールを積み重ねることができます(右図)。
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• 1階層目: ボードの穴がある4×4の階層
• 2階層目: 3×3の階層
• 3階層目: 2×2の階層
• 頂点: ピラミッドの頂上にある単一のボール 

土台の各ボールは、上に積み重ねられたボールを支えます。
ボールはそれらが接触しているボールと隣接しています。これには、同一
階層でフラットに隣接するボールと、階層間で支えられているボールが含
まれます。 同一階層で斜めに位置するボールは接触していません。
ボールが安定して置ける場合、そのポイントは配置可能です。ボードの穴
と土台の上だけが配置可能です。
落下: 単一のボールを支えているボールは取り除くことができ(左図)、これ
により、積み重なっていたボールが落下してその場所が埋まります(右図)。
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これにより、以下のようにさらに上位の階層のボールも落下することがあ
ります。

この2個のボールの落下は、メインの黒いグループを2つに分断し、隠れて
いた白のボールが現れて2つの白いグループを1つにつなげます。
ピン留め: 上位の階層にある2個以上のボールを
直接支えているボールはピン留めされており、
取り除くことができません。例えば右図の赤の
ボール2個はピン留めされています。
ピン留めされていないボールは移動可能です。
上にボールを支えていないボールは自由です。

可視性: 可視性とは、真上から見たときにボールが見えるかどうかを指しま
す。真上に積み重なった別のボールで埋まっているボールは隠れています。

内側の5箇所のポイントはボールが隠れる可能性があり(左図)、外側の25箇
所のポイントは常に見えています(右図)。

いくつかのゲームでは中立のボール5個からなる小ピラミッドを置いてス
タートし、ゲーム中に置かれる全てのボールが見えるようにしています。
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所有権: 自分の色のボールは自分のものです。相手の色のボールは相手のも
のです。両プレイヤーが共有するボールは中立です。

ループ: いくつかのゲームは無限ループになりやすく、そうならないように
するためには何らかの対策が必要です。例えばボールを取り除いて落下が
発生し、取り除いたボールを今落下したボールの上に置くとループになり
ます。シンプルな解決策は、手番中に落下したボールの上にはボールを置
いてはいけないとすることです。もう一つの対策は、ボードの状態を手番
毎に変更しなければならないと明示することです。

コウルール: 前手番のボード配置を繰り返せないことを規定した具体的な対
策がコウルールです。スーパーコウルールは、さらに一歩進んで、これま
での全ての手番のボード配置を繰り返すことができないと規定します。
有効化: ピラミッド型スタックに関する興味深い特徴は、打った手によって
そこより高い階層のポイントが有効になることです。例えば次の配置では
手番前に配置可能なポイントは8箇所でしたが(左図)、手番後は、打った手
によってポイントが埋まるにも関わらず、配置可能なポイントが11箇所に
増えます(右図)。これはジャコモ・ガリンベルティによる例です。

接続性: 接触しているボールはつながっていま
す。同色でつながったボールはグループを形成
します。通常、ボールはつながりが見えている
場合のみつながっています。つまり上の階層の
経路は下の階層の経路を分断します。

例えば、右図の白のボールは目に見える形でつ
ながっていて単一のグループを形成しています
が、赤のボールは分断されていてグループを形
成していません。
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スライドとプッシュ: 上位の階層にあるボールは、それを支えているボー
ルの上を列に沿って縦横にスライドさせ、空いているポイントまで移動
させることができます。以下の例では、赤のボールを右にスライドさせ
て、その過程で同じ列にある別の赤のボールを押しています。

1階層目はボールがスライドするような道がないため、スライドさせること
はできません。直線的にスライドさせにくい六角形の敷き詰め方(右図)に比
べて、四角形の敷き詰め方(左図)は上位の階層にあるボールをスライドさせ
やすい道になります。

上に単一のボールが乗っているボールはスライドさせることができ、乗っ
ていたボールは溝を埋めるように落下します。複数のボールが乗っている
列は押せません。

上位の階層におけるスライド移動の利点に着目させ、これらの例を提示し
てくれたジャコモ・ガリンベルティに感謝します。
進入: スライド移動は、ボールを進入させるもう一つの方法を可能にしま
す。それは上位の階層の側面からボールを押し込む方法です。次ページの
例では、赤のボールを上側の端から進入させて、その過程で白のボールと
赤のボールを押します。

このような進入により、ボードの反対側にボールを押し出すことが可能に
なります。ただし、これはプレイヤーが互いに直前の相手の手をボード外
に押し出そうとして同じ列の両端に延々とボールを進入させるようなルー
プにつながる可能性があります。ゲームのルールでボードから押し出すこ
とを禁止するか、別の方法でそのような状況に備えなければなりません。
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この黒のボールは、Xでマークされたいずれかの穴に落下させようと右側へ
スライドさせることはできません。なぜなら落下場所が曖昧だからです。
ボールが外側の穴に落下したり、内側の穴に落下したり、その中間に落下
して転がっていくかもしれません。このようなランダムな結果は一般的に
望ましいものではなく、アブストラクトゲームやピュアストラテジーゲー
ムにはふさわしくありません。

同様の理由で、2階層以上落下するようなスライド落下も禁止することをお
すすめします。非常に優しく押せばボールがうまく落下することもありま
すが、大抵はバウンドしてボードから転がり落ちてしまうでしょう。

スライド落下: スライド移動のもう一つの興味深い特徴は、ボールをスライ
ドさせたり押し出したりすることで現在の階層から落下する場合がある点
です。これは、ボールの落下が1階層分かつ落下先のポイントが明確な場合
のみ可能としなければなりません。例えば、以下の位置にある黒のボール
は、下方向へスライドさせて空いている穴に移動させることができます。



Shibumi Challenge
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Shibumi ChallengeはBoardGameGeekのWebサイト(www.boardgamegeek.com)
で2011年12月～2012年1月に行われたゲームデザインコンテストです。参
加者にはShibumiセット用に最高の(そして何よりも渋い)ゲームをデザイン
することが求められました。

22人のデザイナーから45個の新しいゲームが提出され、本書にはその中で
も特に良質なゲームが収められています。受賞作品は以下の通りです:

Shibumiセットにおいて、過去に例がないような新しいルールを考案する
ことはほぼ不可能であり、非常に制約があります。 数学者のイアン・ス
チュアートが「要素が単純であればあるほどそれらで何かを作るのは難し
くなる」と指摘するように、4×4の穴のグリッドとボール数十個でできる
ことは限られています。

ゲームデザインの創造性は、大抵既存のルールやそれを三次元ピラミッド
形状に適用したルールの組み合わせと被らざるを得ません。どちらかと言
えば、この最小限のシステムから新しいゲームを作り出すには通常の制約
がないケースよりもっと高い創造性が必要となります。何人かのベテラン
ゲームデザイナーはこのシステムの新たな可能性を見いだせずにいました
が、その後ほぼ何もないところから何かを作り出すということにチャレン
ジしました。

このチャレンジは意図した通りの目標を達成し、新たに高品質なShibumi
のゲームを多数作り出すと共に、システムの基本ルールに則った多くの要
素を生み出しました。これらは組み合わせの創造性における今後のAI実験
で、自動探索を使ってより高品質なゲームを見つけられないか調査するた
めに使用されます。

私たちはShibumi Challengeに参加した全ての人に心から感謝したいと思
います。彼らは渋みの精神に応じてこれを推し進めてくれましたし、彼ら
がゲームデザインに捧げた気配りと献身は、本書に掲載されているゲーム
の多くからも明らかです。

1位 スプルーフ マット・グリーン p27
2位 スパイア ディーター・シュタイン p47

p49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
佳作 スプライト ミカ・フラー p64

3位 スプラストゥ ジャコモ・ガリンベルティ
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ゲーム
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プレイヤーシンボルは、各ゲームに適したプレイヤー人数を示してい
ます。

複雑度シンボルは、ルールを覚えて遊ぶのに各ゲームがどれほど難解
かを示しています。

複雑度のスコアはwww.nestorgames.comで使用されているスケールに基づ
いて1～5の範囲をとります。ゲームの難易度は必ずしも奥深さと一致しな
いことに注意してください。特に渋みが関係している場合はそうです！
ゲームは主となる勝利条件や根底にあるメカニズムに従ってカテゴリ分け
されています。可能であればアイデアの発生順に列挙しようとしています
が、それ以外は順不同です。

Shibumiのゲームの多くは、複雑度に応じて5～10分のプレイ時間です。い
くつかのより複雑なゲームの中には、本格的にプレイするともっと時間が
かかるものもあります。

いくつかのゲームはShibumi Challengeにエントリーする際にテーマ性があ
りました。スパゲッティ(Spaghetti)はパスタのテーマ、スパイス(Spice)は
ソースのテーマ、スパロ(Sparro)は海賊のテーマ、などです。本書ではその
ようなテーマをなくし、できるだけ明確かつ一貫性のある説明にしました
(デザイナーには申し訳ありませんが)。

Shibumiのゲーム名は、四角錐のゲーム(Square Pyramidal games)である
ことを示すため、全て「Sp」から始まります。各ゲームの詳細は
BoardGameGeekの項目にあります。

2人用ゲーム: 特に明記されていない限り、プレイヤーは白、
黒の順にプレイすると見なします。
3人用ゲーム: 特に明記されていない限り、プレイヤーは白、
黒、赤の順にプレイすると見なします。
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N目並べ
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直線。古き良き直線。それは最も単純な二次元の形状です。優雅で、明快
で、直感的なプレイには直線が最高です。これがなければアブストラクト
ゲームはどうなっていたことでしょうか。

正方形のピラミッド形状は様々な線種を表現できます。以下はその一例で
す。

一定の長さ(3個分) 橋渡し 上位の階層

斜め 上から見た直線 尾根

交互 色の混在 視線
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 2      1
スプラインは、その基本的なルール、直感的な性質、決着が保証されてい
るという点で渋みを表現している、シンプルなN目並べのゲームです。

4×4の階層の直線はボール4個分の長さでなければなりません。 
3×3の階層の直線はボール3個分の長さでなければなりません。 
2×2の階層の直線はボール2個分の長さでなければなりません。

以下の例は、白が3個の長さの直線で勝った例(左図)と、黒が2個の長さの直
線で勝った例です。

戦略: 大抵は先に2×2の階層に到達したプレイヤーがその階層で勝ちとな
ります。

全てのゲームは最後のボールが置かれる前に勝者が決まることが保証され
ています。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に自分の色のボール1個をいずれかの配置可能
なポイント(空いている穴または土台)に置きます。

終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角を自分の色でフラットに
一直線でつなげたプレイヤーの勝ちです。

スプライン (Spline)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011年)
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次の例では、黒の負けを示しています。図の黒のボールが取り除かれると
上にあった2個のボールが落下して長さ3の黒の直線ができますが、長さ4
の白の直線ができてしまいます。

ボールの移動はゲームを長くしつつトリッキーな多階層の移動を可能にし、
基本のスプラインのアイデアに奥深さを与えます。

ループを避けるため、落下したボール自身にボールを積み重ねることは禁止
とします。

スプライン+ (Spline+)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011年)

スプライン+は、ボールの移動を伴うスプラインの拡張です。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に以下のいずれかを行います:

1) 自分の色のボール1個をいずれかの配置可能なポイントに置く。
2) 配置済みの自分の色のボール1個をいずれかの配置可能なポイント

に移動させる。移動によって落下したボール上には置けない。

終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角を自分の色でフラットに
一直線でつなげたプレイヤーの勝ちです。(落下によって)複数の直線が
同時につながった場合、最も長い直線のプレイヤーが勝ち、長さが同じ
場合は手番プレイヤーの勝ちです。

 2      2
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次の例は、赤と白のボールで一直線につなげて白が勝った例を示していま
す。

戦略: 白は、赤のボールを少なくとも1個は1階層目に置かなければなりま
せん。そうしなければ黒が確実に勝ってしまいます。白は、この赤のボー
ルを守って黒に利用されないようにしなければなりません。

スプライス (Splice)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011年)
スプライスは、赤のボールを使用するスプラインの拡張です。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に以下のいずれかを行います:
1) いずれかの穴の上、あるいは赤のボールを少なくとも1個は含む

いずれかの土台の上に、自分の色のボールを1個置く。

2) いずれかの穴あるいは土台の上に、赤のボールを1個置く。

終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角を自分の色と中立の色
(それぞれ少なくとも1個以上)でフラットに一直線でつなげたプレイヤー
の勝ちです。
赤のボールを置いた際に両方のプレイヤーがこれを達成する場合、手番
プレイヤーの勝ちです。

 2      2
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スプリーは、複数色で一直線につなげるゲームで、プレイヤーが次に置く
ボールを相手が指定します。

例えば、プレイヤーXは左図のポイント(+)のどちらかに白か赤のボールを
置くために、プレイヤーYに黒のボールを渡しました。Yは2箇所(+)で同時
にピンチです。

Yは右図のように置きます。黒のボールを置いたのでXには白か赤のボール
を渡さなければなりません。Xは印(+)の付いたもう一方のポイントにボー
ルを置いて、白+赤のボールからなる直線を完成させることができます。

スプリーはスプライスに似ていますが、勝利条件が色(白または黒)によって
決まるにも関わらず、プレイヤーの色がないのが珍しい点です。

スプリー (Spree)
アヴリ・クレマー (2011)

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは任意の色(白、黒、赤)のボール1個を相手に渡し、
相手はこのボールをいずれかの配置可能なポイントに置かなければなり
ません。これを交互に行います。
1手番前に置かれた色のボールを相手に渡すことはできません。

終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角を白+赤のボールまたは
黒+赤のボールでフラットに一直線でつなげたプレイヤーの勝ちです。
赤のボールは含まれていなくても構いません。

 2      2

を追加 を追加または
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以下のゲームは黒の手番での負けを示しています。黒は3×3の階層で黒の
ボールが2個並んでしまっています。

戦略: 中立の赤のボールは、自分が負けてしまう直線を作ることなく相手
が勝つ直線を妨害することができます。これによってスパーバはヤバラス
に比べるとシビアではありません。

2×2の階層の上に乗る単一のボールは直線と見なしません。

スパーバ (Spava)
キャメロン・ブラウン (2012)

スパーバは、ヤバラスの「N目で勝ち、N-1目で負け」のルールを用いた
スプラインです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に自分の色のボール1個あるいは中立の赤の
ボール1個をいずれかの配置可能なポイントに置きます。

終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角を自分の色でフラット
に一直線でつなげたプレイヤーの勝ちです。

いずれかの階層で、その階層の勝利条件よりも1個分短い長さで縦横斜
めに自分の色の直線を作ったプレイヤーは負けです。ボール2個分以上
の長さのみを直線と見なします。

 2      2
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スプレイドは、アレックス・ランドルフのヴェレノ(Veleno/Gute Nachbarn)
に触発された、3人用のスプライン拡張です。

以下のボード(左図)で赤の手番を考えてみましょう。(+)で示される2つの選
択肢があります。一方の手では赤+白のボールからなる直線が完成し、白を
勝たせてしまいます。赤は、自分が勝つために黒+赤の直線を完成させまし
た(右図)。

このルールは非常に頭の切れるプレイヤーであっても混乱するでしょう！
これは3人プレイにおける共闘やキングメーカーの影響を減らすため、特別
にデザインされたものです。
バリアント: プレイ順で"先手番"を勝ちとします。

スプレイド (Splade)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011)

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは自分の色のボール1個をいずれかの配置可能なポイ
ントに置きます。
終了: いずれかの階層で、辺と辺あるいは角と角でちょうど2色のボール
がフラットに一直線でつながったらゲーム終了です。
この2色のうち、プレイ順で後手番にあたるプレイヤーの勝ちです。

 3     3
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長さ3の直線は全て個別にカウントします。したがって、長さ4の直線は長
さ3の直線2本としてカウントします。以下のゲーム(左図)であれば、白が
7本、黒が3本になります(右図)。

最初から5個のボールで内側のポイントが埋まっていることで、(スポネクト
のように)24手番が全て外側から見える場所で行われます。

スパロ (Sparro)
フィル・ルデュック (2011)

スパロは、直線がフラットでなくてもよい3目並べです。

開始: 5個の中立ボールで内側のポイン
トを埋め、各プレイヤーは自分の色の
ボールを12個持って始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に自分の色
のボール1個をいずれかの配置可能な
ポイントに置きます。

1手目が角の穴なら2手目は角以外の穴
でなければならず、逆も同様です。
終了: 24個のボールが全て置かれたら
ゲーム終了です。より多く自分の色で
長さ3の直線を作ったプレイヤーの勝ちです。引き分けの場合は、最後に
長さ3の直線を作ったプレイヤーの勝ち、それ以外は黒の勝ちです。

 2      2
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前述のように、ゲームは29個のボールが置かれたら終了し、頂点のないピ
ラミッドの形になります。
作者のフィルはスペアのボール等のタイブレーカートークンを使うことを
推奨しています。黒がこのトークンを手元に持って始め、プレイヤーが長
さ3の直線を完成させるたびにトークンの所有権を獲得します。引き分けに
なった場合はトークンを所有しているプレイヤーの勝ちです。

初手の角/角以外ルールは、対称性によって起こり得る問題を解消するため
のルールです。白が角の穴から始めた場合、黒は次の手番に他の角の穴で
応じることはできず(左図)、白が角の穴から始めなかった場合、黒は次の手
番に角の穴で応じなければなりません(右図)。

この対称性を防ぐルールは若干冗長ですが、実際は単純であり、それでい
てゲームがはらむ深刻な問題を解消します。
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例えば、以下のゲームは白の勝ちです。

スプルーフ (Sploof)
マット・グリーン (2011)

スプルーフは、手元のボールがバッファとなるのが特徴のN目並べです。

スプルーフはShibumi Challengeで1位を獲得しました。

開始: 図のような配置で始めます。

各プレイヤーは自分の色のボール2個
を自分のストックに持って始めます:

遊び方: プレイヤーは交互に以下のい
ずれかを行います:
1) 自分のストックのボール1個をいず

れかの配置可能なポイントに置く。
2) ボードから赤のボール1個を取り除いて袋に戻し、袋から自分の色の

ボール2個を自分のストックに持ってくる。

終了: 自分の色のボールが(上から見て)4個接触している直線を作ったプ
レイヤーの勝ちです。手番を行えないプレイヤーは負けです。

 2      3
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白の勝ちになったボール4個の直線は、真上から見ると直線ですが、他の角
度から見た場合は直線ではないことに注目してください。この「直線」の
ゆるい定義がスプルーフの1つ目のイノベーションでした。

2つ目のイノベーションは、ボードとボールのサプライの間のバッファとし
て働く、ボール2個のストックを使う点でした。デザイナーのマット・グ
リーンは、ストックマネジメントの重要性と、ストックが枯渇することの
危険性を強調しています。

「自分のストックのボールを使い果たすと、赤のボールを取り除か
ざるを得なくなり、相手に2個連続した配置を許してしまいます。
これはゲームが展開していくにつれて徐々にリスキーな手段にな
ります。」

スプルーフはエレガントで、独創的で、挑戦的で、簡単に楽しくプレイす
ることができました。Shibumi Challengeの1位にふさわしいでしょう！
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以下のゲームは、(図のように)長さ3の赤の直線が2つできる手を打ったプ
レイヤーが勝ったところです。最後に置かれたボールが赤なので、赤の
ボールを置く可能性があるプレイヤー2かプレイヤー3が勝者ということ
になるでしょう。

各ゲームは最大で15手番かかります。

スパニエル (Spaniel)
ジョセフ・シモンズ・スミス (2012)

スパニエルは、特定の色に縛られない3人用のN目並べです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーはいずれかの配置可能なポイントに、2個のボールを
左の色、右の色の順序で順番に置いていきます。パスはできません。

終了: 目に見えているポイントで、いずれか1色のボールが3個接触した
直線を完成させたプレイヤーの勝ちです。勝利条件となる直線が完成
する前にピラミッドが完成したら引き分けです。

プレイヤー1 プレイヤー2 プレイヤー3

 3      2
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コネクション
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コネクションゲームは数学的にエレガントですが、4×4の小さなボードで
は小さすぎて、ちょっとしたコネクションの攻防さえできそうにありませ
ん。ゲームが二次元に制限されていれば確かにその通りですが、積み重ね
による三次元的な見方と、見えているコネクションが隠れたコネクション
を埋める(上の経路が下の経路を分断する)可能性があることによって、分断
と、そのカウンターになるような分断による、興味深い接続メカニズムを
生み出します。

さらに、Shibumiセットでプレイするコネクションゲームは必ず勝者が決ま
ることが保証されています。その理由を知るため、以下のような完全に積
み重なったピラミッドを考えてみましょう。見えている各ボールの中心に
頂点を描き、つながった隣同士を辺で結んで接続グラフを作ります(左図)。

このグラフの双対グラフ(右図)は3価であり、各頂点の周りで3つのセルが接
することを意味します。3価グラフでは、下図の赤のボールのように頂点の
周囲で接する同色のボール2個が別色の第3のボールで分断できないため、
デッドロックが起こりません。

これは、ヘックス(Hex)、ワイ(Y)、コンヘックス
(ConHex)などのコネクションゲームにおいて、デッド
ロックを防いで必ず勝者が決まるのを保証するための
条件です。ちなみに上の双対グラフは、実はちょうど
コンヘックスのボードと同じです！完全に積み重なっ
たShibumiのボードにおいて、目に見えているボール
間のつながりは、ボードが正方形であるにも関わらず
同様に3価です。
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以下の例は、目に見えているポイントで白がボードの左辺から右辺にまた
がってつなげて勝ったゲームです。

この例では黒が上辺から下辺にまたがってつながる可能性もありますが、
その上を横断する白の経路で分断されているため、つながっているとは見
なされません。上の階層の経路が下の階層の経路を分断することを思い出
してください。

スパンでは、ボードが全て埋まっても必ず勝者が決まることが保証されて
います。

スパンは、Shibumiセットの最もシンプルなコネクションゲームです。

スパン (Span)
キャメロン・ブラウン (2011)

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に自分の色のボール1個をいずれかの配置可能な
ポイントに置きます。
終了: 目に見えているポイントでつながった白のグループが左辺から右辺
にまたがってつながったら白の勝ち、目に見えているポイントでつながっ
た黒のグループが上辺から下辺にまたがってつながったら黒の勝ちです。

 2      1
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以下の例は、黒が勝ったゲームです。

最初から5個のボールで内側のポイントが埋まっているため、各プレイヤー
は毎回目に見えているポイントにボールを置くことになります。

全てのゲームで勝者が決まることが保証されています。

開始: 図のように5個の中立ボールで内側の
ポイントを埋めた状態で始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に自分の色の
ボール1個をいずれかの配置可能なポイン
トに置きます。相手がパスした直後でなけ
ればパスすることができます。
終了: 見えているポイントでつながった白
のグループが左辺から右辺にまたがってつ
ながったら白の勝ち、見えているポイント
でつながった黒のグループが上辺から下辺
にまたがってつながったら黒の勝ちです。

スポネクト (Sponnect)
マーティン・ウィンディッシャー (2011)

スポネクトは、見えているポイントでプレイするコネクションゲームです。
 2      1
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キャメロン・ブラウン & ネスター・ロメラル・アンドレス (2011)

スパイトは、チェスのナイトの動きを取り入れたコネクションゲームです。

ナイトの移動とジャンプ: 以下の白のボールには2つの手があります:
1) ナイトの動きで他の穴に移動する。
2) ナイトの動きで2階層目にジャンプする。(どちらの手でも白の勝ち)

白がナイトの動きでジャンプします(+)。これはそのボールが土台だった場
所に乗っていたボールも巻き込みます。この場合ボールが落下します(-)。

ボールを動かすことによって落下が起こる可能性がありますが、落下した
ボールは動かしたボールを支えることができないため、ナイトのジャンプ
でコウが発生することはありません。

開始: 図のような配置で始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に以下のい
ずれかを行います:

1) ナイトの動きで同じ階層の空いてい
るポイントに移動する。

2) ナイトの動きで1階層上へジャンプ
する(後述)。

3) 上記ができない場合パスする。

終了: 自分の色のボール全てを単一の
グループにしたプレイヤーの勝ちで
す。

スパイト (Spight)
 2      3
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例えば、左図のゲームは白がサイズ8の
グループを完成させて勝ちました。

黒の最大サイズは6です。

マーティンは、スパイスに影響を与えた
ゲームであるケチャップで使用されてい
る名前に合わせ、元々はプレイヤーをケ
チャップ(赤)とペッパー(黒)としていまし
た。本書では他のゲームと一貫性を保つ
ために色を変更しています。

戦略: グループを作るゲームにおいては、頂点はピラミッドの4方面全てを
つなげるため非常に強力です。頂点を取り除くことで最終手番プレイヤー
が有利になりすぎないようにしています。ピラミッド形状にはこれらの
ルールがよく適合します。

開始: 図のように5個の中立ボールで内
側のポイントを埋めた状態で始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に自分の色の
ボール1～2個をいずれかの配置可能な
ポイントに置きます(初手は1個)。

手番前にあった既存のグループより大き
な(中立でない)グループを作った場合、
相手は次手番でいずれかの移動可能な
ボールを1個取り除くことができます。

終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了
です。頂点を取り除いて、最も大きなグループの色のプレイヤーの勝ち
です。

スパイス (Spice)
マーティン・グライダー (2011)

スパイスは、グループサイズゲームのケチャップ(Ketchup)のShibumi版
です。

 2      2
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以下の白による最終手番を考えてみましょう。図のように、最後の2箇所の
ポイントを埋めるには2つの選択肢があります。

左図の手では7対3で負けですが、右図の手なら10対9で勝ちです。白は右図
の手を打つべきでしょう。

どのゲームもちょうど15手番で終わります。先手(白)が最終手番も行うため
先手が非常に有利であることが分かります。
バリアント: グループの大きさを数える際に隠れているボールも含めます。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に手番を行います。各手番では白のボール1個
と黒のボール1個を任意の順序でいずれかの配置可能なポイントに追加し
ます。これら2個のボールは接触していなければなりません。

終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了です。目に見えてつながって
いる最大のグループのプレイヤーの勝ちです。

同数の場合は後手(黒)の勝ちです。

スパイジ (Spaiji)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011)

スパイジは、1手番で両プレイヤーのボールを配置する、太極(Taiji)の
Shibumi版です。

 2      2
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スパゲッティは、中立のボールが特徴のルートビルディングゲームです。
プレイヤーは白(スパゲッティ)と赤(ソース)です。

以下のゲームを考えてみましょう。白は一筆書きで長さ9となり、赤の最長
の長さ8を上回って勝ちます。

つながりが同じ経路を通ることはできない(枝別れしない)ため、(-)で示され
たボールは赤のつながりに含まれません。
頂点の中立ボールは一番上のポイントの優位性をなくすエレガントな方法
です。作者のフィルは誰が最後に黒のボールを置いたか覚えておくために
トークン(例えば予備のボール)を使うことを提案しています。

スパゲッティ (Spaghetti)
フィル・ルデュック (2011)

開始: 白が黒のボール(肉)をボードのいずれかの穴に置いて始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に手番を行います。手番では自分の色のボール
を、直前に置かれたボールに隣接(縦横斜めあるいは上段)したいずれかの
配置可能なポイントに置きます。これが不可能な場合、黒のボール1個を
いずれかの配置可能なポイントに置きます。

終了: 残りが頂点のみになったらゲーム終了です。黒のボールを頂点に置
き、目に見える最も長く一筆書きでつながったプレイヤーの勝ちです。

同数の場合、最後に黒のボールを置いたプレイヤーの負けです。

 2      2
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例えば、白の手番における以下の配置を考えてみましょう。

スプラッシュ (Splush)
キャメロン・ブラウン (2012)

スプラッシュは、進入とスライド落下を使ったグループ統合ゲームです。

開始: 図のような配置で始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に以下のい
ずれかを行います:

1) 2×2の土台の上に、横から自分の色
のボールを1個進入させます。これ
によって他のボールを押すことがで
きます。

2) 自分の色のボールを1個取り除き、
1)のようにして再度進入させます。

ボールの除去によって落下が発生する
ことがあります。進入によっても落下が発生することがありますが、
ボード外にボールを押し出すことはできません。

手番の途中で落下したボールの上には進入させることはできません。

終了: 目に見えているポイントで、自分の色のボール全てを単一のグ
ループにしたプレイヤーの勝ちです。

 2      3
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白は大ピンチに見えます。黒は(孤立した黒のボールを取り除いてメインの
黒いグループの一部として進入させることで)次の手番で容易に勝つことが
できます。一方、白には黒で囲まれて孤立したボールが2個あり、なおかつ
この手番で2個とも動かすことはできません。
しかし、白は上記(左図)の手で状況を打開することができます。白は角の
ボールを取り除いて黒のボールを落下させます。これにより下側の直線が
スライドできるようになります。そして、その直線が右側へスライドする
ように白が取り除いたボールを左から進入させれば、見えている全ての白
のボールがつながって単一のグループになり、白が勝ちます(右図)。これは
白が勝てる唯一の手です。

この例は、特にスライド落下を伴う場合におけるスライド移動の威力を示
しています。ボールの除去に引き続いて落下が発生する場合はなおさらで
す。これは1手番でボードの配置にダイナミックな変化をもたらしますが、
予測可能でコントロールできる範囲です。
戦略: 相手があなたのボールを隔離してそれを相手のボール2個でピン留め
してしまうことがないように防いでください！状況によってはそのような
孤立したボールはメイングループに再度つなげることができなくなり、負
けが確定してしまいます。

ボード外にボールを押し出せないルールと、取り除いたボールをその手番
に落下した他のボールの上に置けないというルールは、無限ループを防止
するために必要です。

このゲームはジャコモ・ガリンベルティが述べたスライド移動とスライド
落下の応用として特別にデザインされたものです。詳細はp.12のスライド
とプッシュを参照してください。
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パターン
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直線はShibumiのゲームで使用される最も一般的な幾何学パターンであり、
それ自体がカテゴリです。しかし、正方形のピラミッド形状はそこからそ
の他多くのパターンを提供します。いくつかの例を示します。

正方形の角 正方形の辺 長方形の角

ピラミッドの角 共有ピラミッド 逆ピラミッド

回転/＋記号 2つの三角形 ダイヤモンド

これまでにパターンベースのShibumiのゲームがうまくいった例はほとんど
ありません。しかし、組み合わせの可能性を探る興味深い道のりと考える
こともできます。これには様々なものがあります:

正方形、長方形、ピラミッド、三角形、ダイヤモンド、…
並び、回転、反転、…

• サイズ: 1、2×2、3×3、4×4、2×3、2×4、3×4、…
• スタイル: 角、辺、表面、満杯、空き、内、外、…

• 形:
• 方向:

• 色: 同じ、異なる、多数、少数、… 
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以下のボードで黒の手番を考えてみましょう。(+)で示された手は、土台の
角に4個の黒のボールがある3×3のピラミッドの頂点になり、黒の勝ちと
なります(右図)。

勝利条件のピラミッドはサイズが2×2でも3×3でも4×4でも構いません。 
4×4の正方形ピラミッドのボードには、勝利になり得るピラミッドが14個
含まれます。

バリアント: 正方形のグリッドに対して45°回転したピラミッドも勝ちと見
なします。

スピラミッド (Spyramid)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2012)

スピラミッドは、パターンベースの勝利条件を用いたゲームです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に手番を行います。各手番では、自分の色の
ボール1個をいずれかの配置可能なポイントに追加するか移動します。
移動によって落下したボールの上に移動することはできません。
終了: 任意のサイズのピラミッドの角5箇所に自分の色のボールを置いた
プレイヤーの勝ちです。天地が逆さまでも構いません。両方の色のピラ
ミッドが同時に完成した場合は手番プレイヤーの勝ちです。

 2      2
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完成
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頂点にボールを置くとピラミッドが完成します。これはShibumiのゲーム
において自然かつ直感的であり、いくつかのゲームはこれを効果的に用い
ます。

ただし、ゲームが特定のプレイヤーに偏るようなことがないよう注意する
必要があります。Shibumiのボードにはご存じの通り一定の数のポイント
(30箇所)があり、他のポイントに置く前に頂点に置くことはできません。

例えば、単にプレイヤーがボール1個をいずれかの配置可能なポイントに
交互に置いていき、ピラミッドを完成させたプレイヤーが勝ちとすると、

• 2人用ゲームでは常にプレイヤー2の勝ち
• 3人用ゲームでは常にプレイヤー3の勝ち
• 4人用ゲームでは常にプレイヤー2の勝ち　など

同じプレイヤーが毎回頂点を完成させることがないように、ボールの置き
方を制限するか、ボールの除去をルールに絡ませる必要があります。



?   
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以下の例では、白のボールを置ける場所は2箇所しかありません。他の穴は
白のボールが周囲に既に2個あり、他の土台には白のボールが2個含まれて
います。

1) 自分の色のボールを1個置く。

2) 赤のボールを1個置き、続けて自分の色のボールを1個置く。

1つの土台に同色のボールが3個以上含まれてはいけません。また、同色
のボールが2個含まれる土台にその2個と同じ色のボールを積み重ねるこ
とはできません。
上記のルールに従って置くことができない場合はパスしなければなりま
せん。これは手番開始時と赤のボールを配置した後に起こり得ます。

終了: 最後にボールを置いたプレイヤーの勝ちです。最後の手はいずれの
ポイントでもいずれの色でも構いません。

スパイア (Spire)
ディーター・シュタイン (2011)

スパイアは、土台をカウントするシンプルなゲームです。
Shibumi Challengeの最初のエントリー作品であり、2位を獲得しました。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に以下のいずれかを行います:

 2      2
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スピニマックスは、シンプルなShibumiの3人用ゲームです。ボールは1階層
目に置き、それによって自動的に積み上がっていきます。

マイノリティの色とは、土台にない色です。

マジョリティの色とは、土台で最も多い色です。

マジョリティの積み重ねはマイノリティが明確でない場合にのみ発生しま
す。
自動的な積み重ねによってさらに積み重ねが発生することがあるため、一
回の手番で複数個のボールを積み上げることができます。

いずれのゲームでもちょうど16手番で終了することが保証されています。
ただし、最後の数手番は正確に予測するのが難しい場合があります。

スピニマックス (Spinimax)
キャメロン・ブラウン (2011)

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは手番順に自分の色のボール1個をいずれかの空いて
いる穴に置きます。

いずれかの階層で土台が作られるたび、その上に自動的にボールが積み
重なります。その色は土台におけるマイノリティの色で、マイノリティ
の色がない場合は土台におけるマジョリティの色になります。

終了: 頂点に置かれたボールの色のプレイヤーが勝ちです。

マジョリティの積み重ね

マイノリティの積み重ね

マジョリティの積み重ね

マイノリティの積み重ね

 3    2



   49

次の例は白の手番です(左図)。黒が1階層目を完成させて1点を獲得している
ため、白はボール3個の直線で2階層目を完成させて同点に持ち込むことに
しました(右図)。この時点では両プレイヤーとも1点を獲得しています。

黒はボール2個の直線で3階層目を完成させればさらに追加の得点を獲得で
きますが、それでは白が頂点を取って勝ってしまいます。

スプラストゥ (Splastwo)
ジャコモ・ガリンベルティ (2012)

スプラストゥは、ニム系ゲームを三次元に拡張したゲームです。
スプラストゥはShibumi Challengeで3位を獲得しました。

開始: ボードに何もない状態から始めます。各プレイヤーは自分の色の
ボールを15個持ちます。
遊び方: プレイヤーは交互に手番を行います。各手番では、いずれかの配
置可能なポイントに自分の色のボールを1～3個隣接させて置きます。そ
れらは同じ階層かつ単一の連続した直線にしなければなりません。
一方のプレイヤーがボールを使い果たした場合、相手は残っている手元
のボールでピラミッドを完成させます。
得点: プレイヤーは1～3階層目を完成させるとそれぞれ1点、頂点にボー
ルを置いたら2点です。
終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了です。得点の高いプレイヤーの
勝ちです。

 2      2
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代わりに、黒はボールを1個だけ置きます。これによって、白にボール1個
を置かせて3階層目を完成させるように仕向けることができます(左図)。

この手は白に追加点を譲ることになりますが、黒は頂点に置いて2点を獲得
することができ、3点対2点でゲームに勝つことができます(右図)。

戦略: 通常は頂点の2点が決定打となります。プレイヤーは自分の手が最終
手番になるように考える必要があります。

頂点は引き分けをなくす(1 + 1 + 1 + 2 = 5点)と共に最終手番を重要なもの
とするために2点の価値があります。これによりプレイヤーが前もって頂点
へ攻め込む計画を立てる必要があるため、ゲームの緊張感を高めることが
分かりました。

スプラストゥは得点計算を含むためカウントゲームに分類することもでき
ますが、完成の方がメインテーマです。

Shibumi Challengeにおいてスプラストゥは驚きのゲームでした。三次元の
積み重ねをルールに取り入れただけで、文字通りまさに新次元のニム系
ゲームと思わせるものでした。そのルールはピラミッド形状と非常に良く
調和し、数学的にエレガントで楽しいゲームを生み出しそうです。しかし
ながらニムのような性質上、探せばシンプルな必勝法が見つかる可能性は
あります。

3人プレイ: スプラストゥは違和感なく3人用に拡張して同じルールでプレイ
することができます。同点の場合、頂点にボールを置いたプレイヤーの勝
ちとします。これはつまり、1～3階層目を1つも完成させてないプレイヤー
でも場合によっては頂点に置いてゲームに勝てることもあるということを
意味し、最後の最後まで緊張感を保ってドラマが生まれます。

この3人用バージョンは、Shibumi Challenge後にキャメロン・ブラウンと
ジャコモ・ガリンベルティによって考案されました。
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除去
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除去とは完成の反対です。単に物を取り除けばいいのですから。

除去のゲームには様々な形があり、Shibumiでは以下のようなものがありま
す:

• ピラミッドを空にする
• 手元のボールをなくす
• 特定の色のボールを全て置く
• 特定の色のボールを全て除去する　など
エレガンスとは不必要な乱雑さがないこととよく説明されます。したがっ
て、これまで比較的未開拓の分野であったにも関わらず、除去はShibumiの
ゲームによく合うテーマと考えられます。
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スパニックはカラーマネジメントが全てです。例えば、以下のゲームでは
白のボールは2箇所しか置く場所がありません(+)。そのため、白のボールを
3個以上持っているプレイヤーはボールを使い果たすことができません。

スパニック (Spanic)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2012)

スパニックは、ボールをランダムに配置する多人数ゲームです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。袋にボールを30個(各色10個)
入れ、プレイヤーは袋から以下に示した数のボールを引きます。引いた
ボールは他のプレイヤーに見えないように持ちます。

• 3人プレイ: 各自ボール10個
• 4人プレイ: 各自ボール7個(余った2個はボードに置きます)
• 5人プレイ: 各自ボール6個
• 6人プレイ: 各自ボール5個

遊び方: プレイヤーは手番順に以下のいずれかを行います。
1) 自分のボール1個をボード上の空いている穴か、その色のボールが

少なくとも2個含まれる土台の上に置く。

2) パスする。

終了: 最初に自分のボールを使い果たしたプレイヤーの勝ちです。全員が
連続してパスしたら残りのボールが最も少ないプレイヤーの勝ちです。

3-6 2
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   55

捕獲
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Shibumiセットはボードの制約が大きいため、捕獲はうまく実装するのが難
しいメカニズムです。ほとんどの妙手が毎手番ボード上の多くのボールを
脅かすことになります。この点においては非対称な捕獲が特に重要であり
そうでなければこの小さな盤面では一方的なゲームになってしまうでしょ
う。

ただ、捕獲にはボールの除去や再使用によって自然な形で15～30手以上に
延ばすことができるメリットがあります。また、ダイナミックなボールの
入れ替えはゲームに深みをもたらします。

捕獲を伴ういくつかのShibumiのゲームでは、捕獲の可能性を制限するため
に様々な制約を設けてバランスを取っています。そして、これらのうちの
ひとつ(スパーゴ)は、Shibumiのゲームにおいて最も深みのあるゲームで
す。
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以下の白の手番を考えてみましょう。白のボールは黒のボールを飛び越え
て着地先の黒のボールを捕獲します。飛び越えられたボールは、飛び越え
たボールの色でも飛び越えられたボールの色でもない赤に変換されます。

1列に3個ボールがある箇所がボードのどこにもない場合、手番を行うこと
ができません。

開始: 図のような配置で始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に自分の色
のボール1個か中立の赤のボール1個
を動かします。動かし方は、隣接す
る異なる色のボール1個を飛び越えて
(斜めも可)その直後に着地させます。
(ボールがない箇所には着地不可)

着地先のボールは取り除き、飛び越
えられたボールは、その色でも飛び
越えたボールの色でもない色に変換
されます。
終了:  これ以上手番を行えなくなったらゲーム終了です。ボード上にあ
るボールが最も多いプレイヤーの勝ちです。

スポーイング (Spoing)
スティーブン・タヴナー (2011)

スポーイングは、積み重ねがない数少ないShibumiのゲームの1つです。

 2      3



58

以下の配置における白の手番を考えてみましょう。

スパーゴ (Spargo)
キャメロン・ブラウン (2006 -- 2011)

スパーゴは囲碁の三次元拡張であり、捕獲後も固定されたボールが有効な
まま残り続けます。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互に自分の色のボール1個をいずれかの配置可能
なポイントに追加します。ボールには手番終了時点で呼吸点が必要で
す。つまりそのボールの隣に穴が1箇所以上あるか、そのボールが目に
見える形で自分のボールと接触して連なっており、その連なりがボード
の穴と目に見える形で1箇所以上つながっていなければなりません。
各手番終了後、呼吸点がなくなった敵のグループは捕獲されます。ただ
し敵のボールを1個以上支えているボールは捕獲されず、ゾンビとして
有効なまま残ります。

パスはできません。
上の階層の経路は下の階層の経路を分断します。
コウのルールが適用されます。つまり、前回の手番と同じ盤面を繰り返
すような手は打てません。
終了: これ以上手番プレイヤーに打つ手がない場合にゲームが終了し、よ
り多くのボールを置いていた(ゾンビ含む)プレイヤーの勝ちです。

2-3  5
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白の手 (+) は、大きな黒のグループから最後の呼吸点をなくし、9個中7個を
捕獲します。白のボールを支えている黒のボール2個は捕獲から逃れ、ゾン
ビとして有効なまま残ります。

以下の例のように、ゾンビはゲームに大きな影響を与える可能性がありま
す。まず、これが黒の手番だとしましょう。黒はボールを置ける穴があり
ません。なぜなら手番終了後に呼吸点がないからです。

では、これが白の手番だとしましょう。白は黒のグループの残る呼吸点1箇
所(・で示された箇所)を埋めて黒のグループを捕獲したいと考えています。
しかし、この手では黒のボールを2個しか捕獲できず、残り5個はゾンビと
して残るため、手番終了後に呼吸点ができません(右図)。したがって、白も
この手を打つことができません。ゾンビがその眼を守り、黒のグループは
(一時的に)安全というわけです。
この配置は、次手番が誰であろうと打てないという面白い配置なのです！
スパーゴは4×4の小さなボードでありながら分析するのは驚くほど難しく
既知のShibumiのゲームにおいて最も深みのあるゲームです。
スパーゴは、同じデザイナーが2006年に発表したマーゴ(Margo)の4×4バー
ジョンです(p.84の6×6ゲーム参照)。元々は気まぐれで小さいサイズのテス
トが行われましたが、すぐにこの4×4のゲームが独自の特徴を持っている
ことが明らかになりました。

3人プレイバージョン: スパーゴは、上記と同じルールを使って3人でプレイ
することができます。もし2人プレイが難しいと思ったらですが...
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カウンティング
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カウンティングゲームには、通常は何らかの形の得点計算あるいは多数決
が含まれ、特定の条件を満たしたプレイヤーが勝者になるというパターン
が最もよく用いられます。

得点計算は、カウンティングが煩雑でなく十分直感的で、できれば毎手番
後ではなく終了時の1回だけで済むようにするべきです。スプリンクは得
点計算が非常に直感的なゲームの一例で、プレイヤーが正確なカウントを
しなくても大抵は手番の相対的な価値を判断でき、終了時に1回だけ得点
計算をするだけで済みます。
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以下の例は得点ルールを説明したものです。

赤が1点 黒が1点 白が1点

開始: ボードに何もない状態から始めます。

各プレイヤーは自分の色のボールを10個取り、左隣のプレイヤーに3個、
右隣のプレイヤーに2個渡します。この時点から、これらのボールは他プ
レイヤーから見えないようにします。
最初のラウンドのマスターを決めます。

遊び方: 各ラウンドでは、各プレイヤーは非公開で自分の手元からボール
を1個選び、それを自分の手の中に隠して持ちます。そしてそのボールを
同時に公開します。
マスターが選んでいたボールの色のプレイヤーから始め、手番順に各プ
レイヤーは自分が選んでいたボールをいずれかの配置可能なポイントに
置きます。ラウンドの最終手番プレイヤーが次のラウンドのマスターに
なります。
得点: 2×2の小さなピラミッドが作られるたびに、最多の色のプレイヤー
(単独の最多がいなければ頂点のプレイヤー)が1点を獲得します。
終了: ピラミッドが完成したらゲームが終了し、最も得点が高いプレイ
ヤーの勝ちです。2人が同点1位だった場合、3位プレイヤーの勝ちです。

スピンディジー  (Spindizzy)
ディーター・シュタイン (2011)

スピンディジーは、頭がこんがらがる3人用ゲームです。

 3      4
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以下のボードで黒の手番を考えてみましょう(左図)。黒はこの手番で赤の
ボール(+)を置いて2点、黒のボール(+)を置いて3点、合計5点を獲得します
(右図)。もし黒が逆の順序でボールを置いていたとしても同じ得点を獲得
していました。

スプライト (Sprite)
ミカ・フラー (2011)

スプライトは、色の違いをカウントするエレガントなゲームです。

スプライトはShibumi Challengeで選外佳作に選ばれました。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは交互にボールを2個ずつ(手番プレイヤーの色と赤)
いずれかの配置可能なポイントに置きます。

白は初手のみさらに3個目(赤)のボールを置かなければなりません。
得点: ボールが置かれるたびにその得点を計算します。手番プレイヤー
の色のボールならそれが接触している赤のボールの数、赤のボールなら
それが接触している手番プレイヤーの色のボールの数が得点です。

得点計算は相対的に行います。一方のプレイヤーの得点を0とし、もう
一方のプレイヤーの得点はそこからリードした得点とします。
終了: ピラミッドが完成したらゲームが終了し、0点より高いプレイヤー
の勝ちです。

 2    2
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以下の例は白の手番中です。白のボールを(-)でマークされたポイントに置
くと全ての白のボールがサイズ9個分の単一グループとなり、得点は9点に
なります。

しかし、(+)でマークされたいずれかのポイントに置けば、埋まっているグ
ループがサイズ5個分になり、2×2×5＝20点と大幅に点数が上がります。

戦略: 1つの大きなグループよりも小さなグループが複数ある方が良いで
しょう。オメガでは最適なグループのサイズは3個とされています。

各ゲームはちょうど30手番で終わります。スパオはコネクションゲームと
しては分類されていません。単なるつながりではなくグループのサイズの
掛け算によって勝者が決まるためです。

スパオ (Spao)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2012)

スパオは、オメガ(Omega)のグループサイズ得点計算メカニズムを用いた
シンプルな3人用ゲームです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。

遊び方: プレイヤーは手番順に自分のボール1個をいずれかの配置可能な
ポイント(空いている穴または土台)に置きます。
終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了です。各プレイヤーは自分の色
でつながっている各グループのサイズを数え、それらを掛けます(隠れて
いるつながりも含みます)。最も得点の高いプレイヤーの勝ちです。

 3     2
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開始: ボードに何もない状態から始めます。白はいずれかの穴に白のボー
ルを1個置きます。これが白の初手になります。

遊び方: プレイヤーは順に手番を行います:
1) 移動可能ないずれかの色のボールを1個取り除く。
2) 2個のボール(取り除かなかった色を各1個)をいずれかの配置可能なポ

イント2箇所に置く。
終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了です。各プレイヤーは、目に
見えているポイントでつながっている自分の各グループのサイズを数え
それらを掛けます。最も得点の高いプレイヤーの勝ちです。

左図の配置を考えてみましょう。赤の手番で最終手番になりますが、白の
2×2×4＝16点、黒の3×5＝15点(中央のボールはすぐ埋まるためカウント
していません)と比べ、赤は現在1×1×1×2×2＝4点しかありません。

しかし、赤が(-)でマークされた白のボールを取り除いて落下を発生させ、
右図のように(+)でマークされた2個のボールを置くと、2×3×3＝18点で
勝つことができます。これは赤が勝てる唯一の手です。

スパオのように各ゲームはちょうど30手番で終わります。一方スパオと
異なり、隠れたつながりはカウントしません。除去と2回の配置を組み合
わせることで、より複雑でダイナミックなボード配置につながります。

スピードー (Speedo)
キャメロン・ブラウン (2012)

スピードーは、スパオに似た3人用グループサイズゲームで、ゲームに深み
を持たせるために手番ごとにボールの除去と配置を行います。

 3      3



   67

左図では、全ての配置可能なポイントで、同じ階層の同じラインに自由な
白のボールがあるため、白が打てる手はありません。

しかし、白は右図の(+)でマークされたポイントに置くことで、多くのボー
ルを置けるようになります。支えている白のボール2個が自由ではなくなる
ため、白は(・)でマークされたポイントに置くことができ、その一方で黒と
赤は置けません。

引き分けはあり得ますが稀です。

スピリット (Spirit (of Shibumi))
ネスター・ロメラル・アンドレス (2012)

スピリットは、渋みの本質を引き出すためにデザインされた3人用のミニ
マルなゲームです。スピリットではボールが自由かどうかが全てです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
遊び方: プレイヤーは順に手番を行います:
1) 自分の色のボール1個をいずれかの配置可能なポイントに置きます。

ただしそのボールと同じ階層の縦横のラインに、自由な(つまり上に
ボールが乗っていない)同色のボールがあってはいけません。

2) パスする。

終了: 全員が続けてパスするとゲーム終了です。最も多くボールを置い
たプレイヤーの勝ちです。

3  2
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例えば、以下のゲームでは3対2で白が勝ちました:

白(2対1)、黒(4対1)、白(4対3)、黒(3対2)、白(2対1)

ゲームには奇数本の斜線があり、それぞれの斜線は奇数個のボールで構成
されているため、引き分けはありません。

バリアント: 斜線の価値をそれぞれ1、2、3、2、1点とします。これにより
高得点の列ほど制するのが大変になります。

開始: 図のような配置で始めます。
遊び方: プレイヤーは交互に手番を行います。
手番では、2個のボール(白1個、黒1個)を接触
させて、いずれかの配置可能なポイントに
置きます。一方のボールでもう一方のボー
ルを支えても構いません。

スポッド (Spodd)
ジャコモ・ガリンベルティ (2012)

スポッドは、数学的にエレガントな多数決ゲームです。

 2    2

終了: ボードが全て埋まったらゲーム終了です。
各斜線に沿って目に見えているボールの数を数え、
各斜線でボールの数が多いプレイヤーがその斜線の
勝ちとなります。より多くの斜線で勝ったプレイヤーの勝ちです。
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キャメロン・ブラウン & ネスター・ロメラル・アンドレス (2011)

各ゲームは以下のようにプレイします。

* 2)は取り除かれた色ではない色のボールがプールに少なくとも1個は残っ
ている場合にのみ実行できます。

例えば、次ページのゲームではアトラクターの得点は33点です。右図に白
と赤の各ペアが示されています。なお、接続点が60箇所もあって見落とし
やすいため、リパルサーも得点をチェックした方がよいでしょう。

準備: スプリンクには2つの遊び方があります。

1) デュエル: 役割を交代して2回ゲームをプレイします。
アトラクターでより高い得点のプレイヤーの勝ちです。

2) ビッド: プレイヤーはアトラクターで何点獲得できるかを賭けて交互に
得点を宣言していき、先に賭けを降りた方がリパルサーとなり
ます。アトラクターはその得点に到達できれば勝ちです。

開始: ボードに何もない状態から始めます。アトラクターが先手です。

遊び方: プレイヤーは交互に以下のいずれかを行います:

1) プールから白のボール1個と赤のボール1個を取り、いずれかの配置可
能なポイント2箇所に置く。

2) ボール1個を取り除いてそれを他の場所(除去によって落下したボール
の上も含む)に置き、その色と異なる色のボール1個をいずれかの配置
可能なポイントに置く。*

終了: ピラミッドが完成したらゲーム終了です。目に見えているポイント
で白と赤が接触している部分の数がアトラクターの得点です。

スプリンク (Splink)

スプリンクは、一方のプレイヤー(アトラクター)にとってはコネクション
ゲーム、もう一方のプレイヤー(リパルサー)にとってはアンチコネクショ
ンゲームです。両プレイヤーは白のボール16個と赤のボール16個の共通
プールを共有し、色ではなく役割によって区別されます。

 2      3
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スプリンクは、渋さを最大限引き出すため、ボールを再使用する最もシン
プルなゲームを追求する中で生み出されました。このゲームの副次的性質
は色違いを見つけ出すことであるため直感的ではありますが、残念ながら
得点計算は中々煩雑です。

色違いを数える簡単な方法として、ピラミッドの各面を順に得点計算して
いき、それら4つの面の小計を合計して最終得点を計算します。これなら同
時に相手側であるリパルサーも楽しむことができます。

以下の図は各面の数え方を示しています。各列で色違いを数え(左図)、次に
各右斜線(中図)の色違いを数え、最後に、二重カウントにならないよう尾根
の部分を除いた各左斜線(右図)の色違いを数えます。

無限ループは起こり得ますが、各手番で合計得点が変化するため、自分の
得点が良くなった時点でそのループは中断するべきでしょう。ルールで明
示的に無限ループを禁止するよりも、この義務をプレイヤーに課す方がよ
りエレガントです。
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そう、これはShibumiセットを使ったじゃんけんです！
次ページの例では、プレイヤーXは秘密裏に黒のボールを選び、プレイヤー
Yは秘密裏に赤のボールを選びました。両者のボールが公開され、今回のプ
レーオフでは黒のボールが勝ちました(黒は赤に勝つ)。赤のボールは捨てら
れ、黒のボールがボード上に置かれます。あいにく配置可能なポイントは3
箇所しかなく(+でマークされた場所)、それらは全て黒のボールだと負けて
しまいます。したがってプレイヤーXは今回選んだ手によってこのゲームに
負けます。

開始: ボードに何もない状態から始めます。
各プレイヤーは、手元に各色のボールを半分ずつ(白8個 + 黒8個 + 赤8個)
隠して持ちます。
遊び方: 各ラウンド、プレイヤーは自分の手元から秘密裏にボールを1個
選びます。両プレイヤーは選んだボールを同時に公開します。そして、
以下のように勝ち色が決まります。

スパジリックは、配置する色を賭けてラウンドごとにプレイヤー間の心理
戦が繰り広げられるゲームです。

スパジリック (Spagyric)
ネイサン・モース (2011)

白は黒に勝つ 黒は赤に勝つ 赤は白に勝つ

このプレーオフの勝者は、勝ったボールをいずれかの配置可能なポイン
トに置きます。負けたボールは内容が分からないようなもの(捨て山)に
入れます。
両プレイヤーの選んだボールが同じ色だった場合、両方のボールを捨て
山に入れます。
終了: 目に見えているポイントで、ちょうど4個つながった任意の色のグ
ループを作ったプレイヤーの勝ちです。それよりも先に3個あるいは5個
以上のグループを作ってしまったプレイヤーは負けです。

勝敗が決まらなかった場合、プレイヤーは捨て山からそれぞれ秘密裏に
ボールを1個選び、上と同様のプレーオフで勝敗を決めます。

 2      3
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プレイヤーXはなぜ負けるにも関わらず黒のボールを選んだのでしょうか？
手元に残っていた色が黒だけだったのかもしれません。あるいは、プレイ
ヤーXは赤のボールで勝てる手に気付き(中央の+)、このラウンドで相手が
そんな見え透いた手を押し通すことはないだろうと考えたのかもしれませ
ん。結果的にそれは誤りでしたが。

プレイヤーはプレーオフに勝つだけでなく、狙った色で勝つようにプレイ
しなければならず、そのブラフの応酬がこのゲームの魅力です。また、意
図的に特定の色のボールをなくすこともあります。上記のように1色が多す
ぎるのは危険ですから。

スパジリックは若干異なるルールでShibumi Challengeに提出され、後に緊
張感を持たせるため、ネイサン・モース、キャメロン・ブラウン、ネス
ター・ロメラル・アンドレスによって現在の形に改訂されました。ゲーム
は最大24手番で終わります。
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パズル
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 1 

このセクションには、自分とShibumiセットだけあればプレイできるソリ
ティアパズルが含まれます。
Shibumiセットはパズルに適したサイズです。プレイするに足る課題を提供
するには十分に複雑でありながら、セット全体を効果的に用いるには十分
小さいのです。その結果として得られるパズルはほどほどに扱いやすく、
最適解をチェックするのにスーパーコンピュータも必要ありません。
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以下の例は22個のボールが置かれたゲームを示しています。このゲームは
3個以上のボールのグループを作ることなくボールを置くことがこれ以上
できなくなって終了しました。

22点というのはそれほど良い得点ではありません。これより良い得点を取
れますか？

1段目を埋めることは簡単ですが、それ以降は難しくなってきます...

獲得できる最高得点は何点でしょうか？

開始: ボードに何もない状態で始めます。

遊び方: 3個以上同じ色のボールがつながらないように、任意の色 (白、
黒、赤)のボール1個をいずれかの配置可能なポイントに置き続けます。

隠れているつながりもその配置ルールに従わなければならないことに注
意してください！
終了: 置いたボールの総数が得点です。

スパズルは、Shibumiセットの最初のソリティアパズルでした。

スパズル (Spuzzle)
ネスター・ロメラル・アンドレス (2011)  1      2
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黒/白のペアを選択した場合、その2個のボールをプール(ストックではあり
ません)にある第3のボール、この場合は赤で置き換えます。これで手番終了
です。
面白いことに本書にある積み重ねを伴わない2つのゲーム(スピンとスポー
イング)は、どちらも色の変換を伴います。
次の一覧は難易度に応じた開始時のストックです。

開始: ボードに何もない状態で、各色指定された数のボール(次ページの
一覧を参照)をストックとして持って始めます。残った未使用のボールは
リソースプールとして袋に入れます。

遊び方: 毎回ストックからボールを1個取って空いている穴に置きます。
そのボールが異なる色のボールに接触したら、両者を第3の色のボール
(プールから取り出す)に置き換えます。

この配置で色の不一致が複数の箇所で発生する場合、どのペアを置き換
えるか選びます。

終了: ストックから最後のボールを置いた後、ボード上の全てのボールが
同じ色になれば成功です。

スピン (Spin)
エンリケ・ブラスコ・アルナンディス (2011)
スピンは、積み重ねを伴わない色変換パズルです。

 1  2

以下の配置を考えてみましょう(左図)。黒を置く(中図)ことによって2箇所で
色の不一致(黒/赤と黒/白)が発生します。
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スピンでの開始時のストック

ベリーイージー

イージー

ミディアム

ハード
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以下のゲームでは、プレイヤーが白のボールを引き、ボードの穴も2個以上
白のボールがある土台もないため、失敗しました。

スパズルのように1階層目を完成させるのは簡単です。しかし積み重ねるの
は難しく、特に最後の数手番はランダムな引きによる運要素があります。
ランダムな引きということは、簡単なゲームになることもあれば、成功不
可能なこともあるということです。根気が必要でしょう。

開始: ボードに何もない状態から始めます。袋に各色(白、黒、赤)10個の
ボールを入れます。

遊び方: 袋からランダムにボールを1個引き、以下のいずれかに置くこと
を繰り返します:
1) 空いているボードの穴

2) その色のボールが少なくとも2個含まれる土台
終了: ピラミッドが完成したら成功です。

スパローン (Spalone)
キャメロン・ブラウン (2012)

スパローンは、スパニックのソリティア版です。

 1  2
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マルチセット
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Shibumiのボードは小さく、これは大きな特徴の1つです。これまでのセク
ションでは、この最小限のシステムから巧妙なルールによっていかに意外
性のある複雑さが生み出されるかを見てきました。しかし、より複雑にす
るための簡単でもっと明確な方法があります。単にコンポーネントを増や
せばいいのです！

この方法の1つは、単一のセットではなく複数のセットを同時に使用して
ゲームをプレイすることです。なじみのないコンポーネントはないので新
たに習得するものはありません。複数のセットを用いたゲームはより深み
のあるゲームになる可能性を秘めていながら、単一のセットとほぼ同じよ
うに習得することができます。複数のセットを用いたゲームを考案する難
しさは、別々のボードを使うプレイヤー同士のインタラクションをエレガ
ントかつ直感的な方法で実現するルールを見いだすことにあります。
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ネスター・ロメラル・アンドレス (2012)

開始: マスターは自分のボールのいずれか30個を使って自分のボード上に
ピラミッドを作り、残りは破棄します。隠れている5個のボールはコード
の一部とは見なしません(無視します)。
各エージェントは最初に自分の適当なボール5個で小ピラミッドを作って
内側のポイントを埋めておきます。

遊び方: 各ラウンドで、エージェントは全員以下のいずれかを行います:

1) 自分のボードのいずれかの配置可能なポイントにボールを1個置く。
2) 自分のボードから移動可能なボール1個を取り除き、いずれかの配置

可能なポイントにそれを再び置く。この除去によって落下が発生する
ことがあり、落下したボールの上に置くことも可能です。

エージェントは手番中に自分の内容を隠しておき、ラウンド終了時に全
プレイヤーに結果のボードを公開しなければなりません。

マスターは各エージェントに対して、見えているボールがスクリーンの
後ろに隠しているシークレットコードといくつ一致しているかを伝えま
す。ボールは向きも含めて完全に一致していなければなりません(ボード
を回転させてはいけません！)

終了: いずれかのエージェントがピラミッドを完成させたラウンドでゲー
ム終了です。最も得点の高いエージェントの勝ちです。

スパイ (Spy)

スパイは、マスターマインドとゼンドーの影響を受けた複数のセットを使
う推論ゲームです。プレイヤー1人につきShibumiセットが1つ必要です。
1人のプレイヤーがマスターの役割を担い、完成したピラミッドの形で自分
のボード上にシークレットコードを作ります。これをスクリーンで隠し、
他のプレイヤー(エージェント)が解読します。エージェントは互いのボード
を見ることができますが、マスターのボードを見ることはできません。

 3-?     3
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以下のボードの配置を考えてみましょう(左図)。このエージェントは、見え
ているボールがマスターのシークレットコードと14個一致しているため、 
14点です(すぐ見えなくなる中央の赤のボールはカウントしていません)。

さて、このエージェントは優秀なスパイであり、敵エージェントのボード
を観察して自分のボードの右下の尾根に沿った3個のボールが間違っている
と推測し、さらにはシークレットコードに一致させるべき色が分かりまし
た。すなわち、Rとマークされた白のボールは赤、Wとマークされた黒の
ボールは白、Bとマークされた赤のボールは黒でなければならないというわ
けです。

このエージェントは優秀なスパイであるだけでなく賢い戦術家でもあり、 
3個全てのボールを1手番で直す手を打ちます(右図)。赤のボールを取り除く
ことで他の2個のボールが正しい位置に落下し、取り除いた赤のボールを尾
根の一番上に置きます。このエージェントは1手番で自分の得点を14点から
17点に引き上げました。
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おわりに
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6×6ゲーム

Shibumiセットの魅力は、そのシンプルさと小さな4×4のボードから生み出
される予想外の奥深さに依るところが大きいのですが、これらのゲームの
いくつかをより大きなボードに拡大するとどうなるかは興味深いところで
す。例えば、スパーゴはその6×6版であるマーゴと全く同等のルールを用
いますが、プレイ感はかなり異なります。どちらかというと、より大きい
6×6のボードの方が習得しやすいでしょう！

6×6マーゴセット

nestorgamesのマーゴセットは、6×6のボードでShibumiのゲームをプレイ
する理想的な手段です。どちらのセットも同じ製造プロセスとコンポーネ
ントを使用し、それらの間では全てのパーツに互換性があります。

ネスターは任意のサイズのカスタムボードを提供できます。ピラミッド型
の積み重ねが4×4のボードでさえ複雑であることを念頭に置いて、8×8、
さらには10×10のピラミッドで達する奥深さがどれほどのものか想像して
みてください！このようなゲームを試す場合は大量のボールが必要です。
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本書ではShibumiセットでプレイできる多様なゲームを紹介しています。 
Shibumiセットはこのルールブックの初版のわずか数ヶ月前である2011年
10月にリリースされたものであり、プレイヤーを没頭させるのに十分な数
のゲームが既にあります。
もしあなたが新しいゲームや既存のゲームの改良版を考案したら、遠慮な
く私たちにご連絡ください(それによってこのルールブックの次版を作るこ
とができるかもしれません)。Shibumiのゲームをデザインすること自体が
魅力的なゲームです。そして、私たちはそこに未発見の傑作があると信じ
ています。
あなたがこのコレクションにあるゲームを楽しみ、Shibumiセットをうまく
活用するのに役立つことを願っています。一方で、コンピュータによって
自動生成された新たなゲームが登場する、Shibumiルールブック Volume 2: 
人工ゲーム をお楽しみに。

キャメロン & ネスター
ロンドン / サラゴサ

2012年2月

あとがき
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以下のデザイナーが本書にゲームを寄稿してくれました。各ゲームの推奨
プレイ人数とページ番号を示します。共作の場合はアスタリスク * が付い
ています。

デザイナー

アルナンディス, エンリケ・ブラスコ (Arnandis, Enrique Blasco)
1 76スピン (Spin) 

ブラウン, キャメロン (Browne, Cameron)
スパローン (Spalone) 1 78
スパン (Span) 2 33

2-3 58
23
66
35
48
69

スパーゴ (Spargo) 
スパーバ (Spava) 
スピードー (Speedo) 
スパイト (Spight)  * 
スピニマックス (Spinimax) 
スプリンク (Splink) * 
スプラッシュ (Splush) 

2 
3 
2 
3 
2 
2 39

フラー, ミカ (Fuller, Micah)
スプライト (Sprite) 2 64

ガリンベルティ, ジャコモ (Galimberti, Giacomo)
2 49スプラストゥ (Splastwo) 

スポッド (Spodd) 2 68

2 27
グリーン, マット (Green, Matt)

スプルーフ (Sploof)

グライダー, マーティン (Grider, Martin)
スパイス (Spice) 2 36

2 22
クレマー, アヴリ (Klemer, Avri)

スプリー (Spree) 

ルデュック, フィル (Leduc, Phil)
スパゲッティ (Spaghetti) 2 38
スパロ (Sparro) 2 25
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モース, ネイサン (Morse, Nathan)
スパジリック (Spagyric) 2 71

ロメラル・アンドレス, ネスター (Romeral Andrés, Néstor)
スパイジ (Spaiji)  2 37

53
65

3-6 
3 
2 35
3 67

24
21
19
20
69

3 
2 
2 
2 
2 
1 75

81

スパニック (Spanic) 
スパオ (Spao) 
スパイト (Spight) * 
スピリット (Spirit (of Shibumi)) 
スプレイド (Splade) 
スプライス (Splice) 
スプライン (Spline) 
スプライン+ (Spline+) 
スプリンク (Splink) * 
スパズル (Spuzzle) 
スパイ (Spy) 
スピラミッド (Spyramid) 

3-? 
2 43

シュタイン, ディーター (Stein, Dieter)
スピンディジー (Spindizzy) 3 63
スパイア (Spire) 2 47

シモンズ・スミス, ジョセフ (Symons-Smith, Joseph)
スパニエル (Spaniel) 3 29

タヴナー, スティーブン (Tavener, Stephen)
スポーイング (Spoing) 2 57

ウィンディッシャー,マーティン (Windischer, Martin)
スポネクト (Sponnect) 2 34
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