
築城奉行　　Ver.12/05/10

　　　　　　　3～7人用　約45分

0.概要
　時は戦国。我々築城奉行は日夜縄張り（城の設計）の研究に余念無

く務めているのでござる。

 プレイヤーは築城奉行とその吟味役となり、回り持ちで縄張りと築城

とを受け持つでござる。ゲーム終了時、殿の信頼が最も厚かったプレ

イヤーがゲームの勝者となるでござる。

1.内容物
・カード　27枚

　築城奉行マーカー　1枚

　吟味役カード　7枚（筆頭～末席）

　代官任命／逆ギレマーカー　1枚

　指定図面カード　18枚

　イベントカード

・ブロック　36個

・紙幣　1組（100枚）

・マニュアル　1冊（これ）

2.準備
　平らで、かつできるだけ広いテーブルを用意してください。

　ブロックをすべて場の中央に置きます。

　紙幣を種類ごとに分け、銀行として場の脇に並べて置きます。

　一番最近城に行ったプレイヤー（判然としない場合は、このゲームの

所有者）が、はじめの築城奉行になり、「築城奉行マーカー」を受け取

ります。

　築城奉行マーカー以外のカードは、初級ルールでは使用しません。

3.手番の進行

　築城奉行の手番は縄張りフェイズと築城フェイズに分かれます。初

級ルールでは築城が終わったら奉行マーカーを左隣に渡し、以降時

計回りに奉行を担当していきます。

4.縄張りフェイズ（初級ルール）

　築城奉行はまず、ブロックを10個受け取り、手元に上図のように5つ

ずつ2列に並べます。このうち手前にある列を「石垣」ブロック、奥にあ

る列を「土台」ブロックと呼びます。

　この状態で奉行は他プレイヤー全員に対し「いかがでござろう？」と

問いかけ、その後「エイ、エイ、オウ！」をかけ声をかけて、同時にこぶ

しを上につきあげてください。

　　○反対者1名 ……  3両
　　○反対者2名 ……  6両
　　○反対者3名 ……10両
　　○反対者4名 ……15両
　　○反対者5名 ……21両
　　○反対者6名 ……28両
　築城成功の場合、その時点での賛成者は自分の吟味役カードの上

に乗っている紙幣に加えて、反対者の数だけ紙幣を得ます。

　築城成功の場合、その時点での反対者は、吟味役カードの上に乗っ

ている紙幣を銀行に戻します。

　築城が失敗した場合、その時点での反対者は自分の吟味役カード

の上に乗っている紙幣に加えて、3両を得ます。

　築城失敗の場合、その時点での賛成者は、吟味役カードの上に乗っ

ている紙幣を銀行に戻します。

11.ゲームの終了（通常ルール）
　全員が2回ずつ築城奉行を担当したらゲームは終了します。もっとも

多くの紙幣を集めたプレイヤーがゲームの勝者です。

　同点の場合は、吟味役カードの席次の高い方が優位とみなします。

12.細則
　以下を禁止します。

○長考
○他プレイヤーとの交渉、談合
○縄張り、築城中の余計な発言、挙動
○（2巡目開始時以外の）他プレイヤーの手持ち紙幣の確認
○ブロックが不揃いであることに対する苦情

　他のプレイヤーは、もしこの築城が成功すると思ったら奉行のかけ

声にあわせてこぶしを上げます。失敗すると思った場合は、こぶしを背

中の後ろに回してください。

　かけ声の後、全員がこぶしを上げていれば、奉行は石垣ブロックの

上にいくつかブロックを積み、再び「いかがでござろう？」と問いかけま

す。こぶしを上げないプレイヤーが出るまでこれを繰り返してください。

　最後までこぶしを上げていたプレイヤーは「賛成者」となり、こぶしを

上げなかったプレイヤーは「反対者」となります。ひとりでも「反対者」が

出たら、奉行はただちに築城を行わなければなりません。

5.築城フェイズ
　奉行は石垣ブロックの両端をつかんで一度に持ち上げ、土台ブロッ

クの上に置かなければなりません。うまく置くことができれば、築城は

成功となります。途中で石垣ブロックやその上に乗せたブロックが床に

付いてしまったら築城失敗です。

5-1.築城の細則
　築城の際、石垣ブロック以外のブロックに触れてはいけません。

　石垣ブロックと土台ブロックの間はブロック縦一列の長さ以上離して

下さい。

　石垣ブロックはすべて一度に持ち上げなければなりません。

　途中で上のブロックが崩れても、床にさえつかなければ築城失敗と

はみなされません（下図）。

6.得点計算（初級ルール）
　築城が終わったら得点を計算します。

　築城が成功した場合、奉行は反対者の数＋1両の紙幣を銀行から受

け取ります。また賛成者はそれぞれ1両ずつを受け取ります。

　築城が失敗した場合は反対者がそれぞれ1両ずつを受け取ります。

　縄張りの際、限界までブロックを積んだにもかかわらず全員がこぶし

を上げていた場合、奉行はそのまま築城を行ってもかまいません。こ

の築城に成功したら、奉行は1両を得ますが、他のプレイヤーは得点

できません。また築城失敗の際は全員が無得点となります。

7.ゲームの終了（初級ルール）
　全員が1回ずつ築城奉行を担当したら初級ルールのゲームは終了で

す。もっとも多くの紙幣を集めたプレイヤーがゲームの勝者です。

8.通常ルールの準備
　通常ルールでゲームをおこなう場合、プレイヤーは各2回ずつ奉行を

担当します。

　まず1巡目は初級ルールと同じ手順で行います。

　1巡目が終わった後、吟味役カードを各プレイヤーに1枚ずつ配りま

す。一番紙幣を多く持っているプレイヤーが「筆頭」と書かれたカード、

以下「次席」「三席」……と手持ち紙幣の順に高い席次のカードを受け

取っていきます。紙幣が同額同士のプレイヤーがいた場合は、当該の

吟味役カードを裏にして切り、無作為に配って下さい。

　2巡目の築城奉行はこの席次の低い順に担当していきます。もっとも

席次の低いプレイヤーが最初に奉行になり、「筆頭」が最後に奉行を

やってゲーム終了となります。

9.2巡目の縄張り
　奉行以外のプレイヤーは全員、吟味役カードを表の状態でそれぞれ

の手元に置きます。

　奉行は「エイ、エイ、オウ！」のかけ声の後、反対者が出たら次のい

ずれかを選びます。

○「いざ！」と宣言して築城を開始する
○縄張りを継続する
　奉行が後者を選んだ場合、反対者は全員銀行から1両ずつ取って自

分の吟味役カードの上に乗せます。次のかけ声の際も反対者になっ

たら、さらに1両をカードの上に加えます。

　各プレイヤーはかけ声のたびに態度を変えてかまいません。「い

ざ！」を宣言した時を除き、反対に回った数だけ、吟味役カードの上に

紙幣が乗り続けることになります。

10.2巡目の得点計算
　2巡目の築城成功による奉行の得点は以下の通りです。

　　○反対者なし ……  1両

13.オプションルール

13-1.指定図面カード
　18枚の指定図面カードを裏にしてよく切り、山札として場の脇に置き

ます。

　2巡目の開始前にもっとも席次の低いプレイヤーは、山から人数分の

カードを引き、うち1枚を選んで自分の手元に裏にして置いて、残りの

カードを次に席次の低いプレイヤーに回します。以降筆頭に残る1枚を

渡すまで繰り返します。

　プレイヤーは築城奉行になった際、自分の手元にある指定図面カー

ドを表向きにするか、あるいは裏のまま山札の一番下に戻すかを決め

ます。

　表にした場合は、「いざ！」を宣言した時に、カードに描かれてある図

形が石垣ブロックの上のどこかに形成されている必要があります（た

だし「いざ！」の時に形成されていれば、築城中に形が崩れてしまって

もかまいません）。これが達成されない場合、築城は自動的に失敗と

なります。

　築城が成功した場合、奉行は通常の得点に加えて、指定図面カード

の丸数字の得点を獲得します。

　奉行は縄張りの途中いつでも、追加で山札からカードを引いて、表向

きに手元に並べることができます。ただしこれによって引いたカードの

図面は必ず形成しなければなりません。（ブロックが足りない等で）形

成できないカードを引いた場合は、築城は自動的に失敗となります。

13-2.代官任命
　2巡目の築城奉行は、奉行マーカーの他に「代官任命／逆ギレ」マー

カーを受け取ります。

　奉行は充分な量の反対者が得られなかった場合、代官任命マー

カーを賛成者のうちいずれか1人に渡して、以降の縄張り、築城を代行

させることができます。

1 2

3 4 7 8

5 6

　代官は任命された時点で吟味役カードの上に乗っていた紙幣をすべ

て銀行に戻します。

　代官はこの手番において、奉行と同じ得点を獲得します。

13-3.逆ギレ
　奉行はかけ声によってひとりも反対者を得られなかった場合、ただち

に「逆ギレ」を宣言することができます。

　「逆ギレ」が宣言されたら、奉行以外のプレイヤーはまず吟味役カー

ドの上に乗っていた紙幣をすべて銀行に戻し、その後相談の上で「奉

行代理」を選んで、現在の石垣ブロック上の城の築城を試みなければ

なりません。

　この築城が成功したら、奉行代理は4両、その他のプレイヤーは3両

ずつを得ます。築城が失敗した場合は、奉行がプレイ人数×3両を受

け取ります。

　奉行は、ひとりでも反対者がいた場合は「逆ギレ」を宣言できませ

ん。

縄張りフェイズ

築城フェイズ

得点計算

土台→

石垣→

（ブロック1つ分以上離す）

①石垣ブロックの両端をつかみ ②持ち上げて

③土台ブロックの上に乗せる ④成功！

OK!

　　築城奉行　Ver.12/05/10

 頒布  芸無工房LOSERDOGS
 企画／デザイン 北条投了

 テストプレイ 関西JAGAの皆さん

   AKIKANゲーム会の皆さん

 サポートページ http://www.tanisan.com/ld/
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0.概要
　時は戦国。我々築城奉行は日夜縄張り（城の設計）の研究に余念無

く務めているのでござる。

 プレイヤーは築城奉行とその吟味役となり、回り持ちで縄張りと築城

とを受け持つでござる。ゲーム終了時、殿の信頼が最も厚かったプレ

イヤーがゲームの勝者となるでござる。

1.内容物
・カード　27枚

　築城奉行マーカー　1枚

　吟味役カード　7枚（筆頭～末席）

　代官任命／逆ギレマーカー　1枚

　指定図面カード　18枚

　イベントカード

・ブロック　36個

・紙幣　1組（100枚）

・マニュアル　1冊（これ）

2.準備
　平らで、かつできるだけ広いテーブルを用意してください。

　ブロックをすべて場の中央に置きます。

　紙幣を種類ごとに分け、銀行として場の脇に並べて置きます。

　一番最近城に行ったプレイヤー（判然としない場合は、このゲームの

所有者）が、はじめの築城奉行になり、「築城奉行マーカー」を受け取

ります。

　築城奉行マーカー以外のカードは、初級ルールでは使用しません。

3.手番の進行

　築城奉行の手番は縄張りフェイズと築城フェイズに分かれます。初

級ルールでは築城が終わったら奉行マーカーを左隣に渡し、以降時

計回りに奉行を担当していきます。

4.縄張りフェイズ（初級ルール）

　築城奉行はまず、ブロックを10個受け取り、手元に上図のように5つ

ずつ2列に並べます。このうち手前にある列を「石垣」ブロック、奥にあ

る列を「土台」ブロックと呼びます。

　この状態で奉行は他プレイヤー全員に対し「いかがでござろう？」と

問いかけ、その後「エイ、エイ、オウ！」をかけ声をかけて、同時にこぶ

しを上につきあげてください。

　　○反対者1名 ……  3両
　　○反対者2名 ……  6両
　　○反対者3名 ……10両
　　○反対者4名 ……15両
　　○反対者5名 ……21両
　　○反対者6名 ……28両
　築城成功の場合、その時点での賛成者は自分の吟味役カードの上

に乗っている紙幣に加えて、反対者の数だけ紙幣を得ます。

　築城成功の場合、その時点での反対者は、吟味役カードの上に乗っ

ている紙幣を銀行に戻します。

　築城が失敗した場合、その時点での反対者は自分の吟味役カード

の上に乗っている紙幣に加えて、3両を得ます。

　築城失敗の場合、その時点での賛成者は、吟味役カードの上に乗っ

ている紙幣を銀行に戻します。

11.ゲームの終了（通常ルール）
　全員が2回ずつ築城奉行を担当したらゲームは終了します。もっとも

多くの紙幣を集めたプレイヤーがゲームの勝者です。

　同点の場合は、吟味役カードの席次の高い方が優位とみなします。

12.細則
　以下を禁止します。

○長考
○他プレイヤーとの交渉、談合
○縄張り、築城中の余計な発言、挙動
○（2巡目開始時以外の）他プレイヤーの手持ち紙幣の確認
○ブロックが不揃いであることに対する苦情

　他のプレイヤーは、もしこの築城が成功すると思ったら奉行のかけ

声にあわせてこぶしを上げます。失敗すると思った場合は、こぶしを背

中の後ろに回してください。

　かけ声の後、全員がこぶしを上げていれば、奉行は石垣ブロックの

上にいくつかブロックを積み、再び「いかがでござろう？」と問いかけま

す。こぶしを上げないプレイヤーが出るまでこれを繰り返してください。

　最後までこぶしを上げていたプレイヤーは「賛成者」となり、こぶしを

上げなかったプレイヤーは「反対者」となります。ひとりでも「反対者」が

出たら、奉行はただちに築城を行わなければなりません。

5.築城フェイズ
　奉行は石垣ブロックの両端をつかんで一度に持ち上げ、土台ブロッ

クの上に置かなければなりません。うまく置くことができれば、築城は

成功となります。途中で石垣ブロックやその上に乗せたブロックが床に

付いてしまったら築城失敗です。

5-1.築城の細則
　築城の際、石垣ブロック以外のブロックに触れてはいけません。

　石垣ブロックと土台ブロックの間はブロック縦一列の長さ以上離して

下さい。

　石垣ブロックはすべて一度に持ち上げなければなりません。

　途中で上のブロックが崩れても、床にさえつかなければ築城失敗と

はみなされません（下図）。

6.得点計算（初級ルール）
　築城が終わったら得点を計算します。

　築城が成功した場合、奉行は反対者の数＋1両の紙幣を銀行から受

け取ります。また賛成者はそれぞれ1両ずつを受け取ります。

　築城が失敗した場合は反対者がそれぞれ1両ずつを受け取ります。

　縄張りの際、限界までブロックを積んだにもかかわらず全員がこぶし

を上げていた場合、奉行はそのまま築城を行ってもかまいません。こ

の築城に成功したら、奉行は1両を得ますが、他のプレイヤーは得点

できません。また築城失敗の際は全員が無得点となります。

7.ゲームの終了（初級ルール）
　全員が1回ずつ築城奉行を担当したら初級ルールのゲームは終了で

す。もっとも多くの紙幣を集めたプレイヤーがゲームの勝者です。

8.通常ルールの準備
　通常ルールでゲームをおこなう場合、プレイヤーは各2回ずつ奉行を

担当します。

　まず1巡目は初級ルールと同じ手順で行います。

　1巡目が終わった後、吟味役カードを各プレイヤーに1枚ずつ配りま

す。一番紙幣を多く持っているプレイヤーが「筆頭」と書かれたカード、

以下「次席」「三席」……と手持ち紙幣の順に高い席次のカードを受け

取っていきます。紙幣が同額同士のプレイヤーがいた場合は、当該の

吟味役カードを裏にして切り、無作為に配って下さい。

　2巡目の築城奉行はこの席次の低い順に担当していきます。もっとも

席次の低いプレイヤーが最初に奉行になり、「筆頭」が最後に奉行を

やってゲーム終了となります。

9.2巡目の縄張り
　奉行以外のプレイヤーは全員、吟味役カードを表の状態でそれぞれ

の手元に置きます。

　奉行は「エイ、エイ、オウ！」のかけ声の後、反対者が出たら次のい

ずれかを選びます。

○「いざ！」と宣言して築城を開始する
○縄張りを継続する
　奉行が後者を選んだ場合、反対者は全員銀行から1両ずつ取って自

分の吟味役カードの上に乗せます。次のかけ声の際も反対者になっ

たら、さらに1両をカードの上に加えます。

　各プレイヤーはかけ声のたびに態度を変えてかまいません。「い

ざ！」を宣言した時を除き、反対に回った数だけ、吟味役カードの上に

紙幣が乗り続けることになります。

10.2巡目の得点計算
　2巡目の築城成功による奉行の得点は以下の通りです。

　　○反対者なし ……  1両

13.オプションルール

13-1.指定図面カード
　18枚の指定図面カードを裏にしてよく切り、山札として場の脇に置き

ます。

　2巡目の開始前にもっとも席次の低いプレイヤーは、山から人数分の

カードを引き、うち1枚を選んで自分の手元に裏にして置いて、残りの

カードを次に席次の低いプレイヤーに回します。以降筆頭に残る1枚を

渡すまで繰り返します。

　プレイヤーは築城奉行になった際、自分の手元にある指定図面カー

ドを表向きにするか、あるいは裏のまま山札の一番下に戻すかを決め

ます。

　表にした場合は、「いざ！」を宣言した時に、カードに描かれてある図

形が石垣ブロックの上のどこかに形成されている必要があります（た

だし「いざ！」の時に形成されていれば、築城中に形が崩れてしまって

もかまいません）。これが達成されない場合、築城は自動的に失敗と

なります。

　築城が成功した場合、奉行は通常の得点に加えて、指定図面カード

の丸数字の得点を獲得します。

　奉行は縄張りの途中いつでも、追加で山札からカードを引いて、表向

きに手元に並べることができます。ただしこれによって引いたカードの

図面は必ず形成しなければなりません。（ブロックが足りない等で）形

成できないカードを引いた場合は、築城は自動的に失敗となります。

13-2.代官任命
　2巡目の築城奉行は、奉行マーカーの他に「代官任命／逆ギレ」マー

カーを受け取ります。

　奉行は充分な量の反対者が得られなかった場合、代官任命マー

カーを賛成者のうちいずれか1人に渡して、以降の縄張り、築城を代行

させることができます。

1 2

3 4 7 8

5 6

　代官は任命された時点で吟味役カードの上に乗っていた紙幣をすべ

て銀行に戻します。

　代官はこの手番において、奉行と同じ得点を獲得します。

13-3.逆ギレ
　奉行はかけ声によってひとりも反対者を得られなかった場合、ただち

に「逆ギレ」を宣言することができます。

　「逆ギレ」が宣言されたら、奉行以外のプレイヤーはまず吟味役カー

ドの上に乗っていた紙幣をすべて銀行に戻し、その後相談の上で「奉

行代理」を選んで、現在の石垣ブロック上の城の築城を試みなければ

なりません。

　この築城が成功したら、奉行代理は4両、その他のプレイヤーは3両

ずつを得ます。築城が失敗した場合は、奉行がプレイ人数×3両を受

け取ります。

　奉行は、ひとりでも反対者がいた場合は「逆ギレ」を宣言できませ

ん。

縄張りフェイズ

築城フェイズ

得点計算

土台→

石垣→

（ブロック1つ分以上離す）

①石垣ブロックの両端をつかみ ②持ち上げて

③土台ブロックの上に乗せる ④成功！

OK!
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