ミヒャエル・トゥメルホファー

サンクトペテルブルク プレイ人数：2〜4人

作

プレイ時間：45〜60分
対象年齢：10歳以上

歴史背景とゲームの目的
1703年。ピョートル大帝がサンクトペテルブルクを創建しました。この都はじきに「東のパリ」と呼ばれることになります。
冬の宮殿、エルミタージュ、ハリストス復活大聖堂、他にも様々な建物が、今日でも世界中の来客を惹きつけています。ですが
サンクトペテルブルクは彼の膨大な業績のごく一部に過ぎません。ピョートルは徹底的な改革を行い、中世と言うべき状態に
あったロシア帝国を当時の欧州の水準にまで引き上げたのです。この改革を成し遂げるため、彼は行政の改革を必要とし、貴族
も自らの帝国へ従属させていきました。また、この時代は、ロシアを新しく作り上げていくための技能がこれまでになく必要と
され、職人たちにとっては黄金時代といえるものでした。そしてプレイヤーは、サンクトペテルブルクの創建において重要な役
割を果たすことになります。
プレイヤーは職人を、建物をそして貴族を集め、これを自らの手元に置きます。これによってゲーム中、金銭や勝利点、ある
いはその両方を獲得していきます。貴族については、集めることでゲーム終了時に追加得点も入ります。わずかな現金収入をう
まくやり繰りし、正しいときに正しいものを買っていくことに成功したプレイヤーが、勝者となることでしょう。

内容物
382ルーブル
x14

x14

x12

x12

x8

背面

カード120枚
職人カード31枚

木こりx6 金鉱掘りx6 羊飼いx6

罠猟師x6 船大工x6 大帝で大工x1 背面

スタート
プレイヤー
マーカー

建物カード28枚

スタートプレイヤー
カード

プレイヤー駒4色各2個

市場x5

税関x5

消防署x3

病院x3

図書館x3

偽物の村x1 酒場x2

倉庫x1

天文台x2

背面

（ポチョムキン村）

劇場x2

大学x1

スタート
プレイヤー
マーカー

貴族カード27枚

書記官x6

官房官x5 参事官x5 秘書官x4

検察官x3

スタートプレイヤー
カード

女官長x2

判事x2

背面

交換カード30枚
ゲーム
ボード

職人・建物・貴族各10枚

背面

スタート
プレイヤー
マーカー

スタートプレイヤー
カード
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スタート
プレイヤー
マーカー

スタートプレイヤー
カード

準備
得点トラック ゲーム終了時の貴族追加点表
・テーブル中央にゲーム盤を広げます。
・カードを種類（職人・建物・貴族・交換の4種）ごとに
分け、それぞれよく切り、山札として盤上の対応す 捨
る場所に伏せて置きます。盤上には山札が4つできる て
札
ことになります。
置
・各プレイヤーに 25 ルーブルずつ配ります。残りの き
ルーブルは額面ごとに分け、盤の脇に置きます（以降、 場
場の上段
これを「銀行」と呼びます）。所持金は他のプレイヤー
に見えないよう秘密にしておきます。所持金の額を他
のプレイヤーに口で伝えてもいけません。
・プレイヤーはそれぞれ担当色を1色決め、その色のプ
レイヤー駒2個を取ります。うち1つは盤上、得点ト
場の下段
ラックの0のマスに置きます。もうひとつは自分の担
当色を示すため、手元に置いておきます。
・スタートプレイヤーカード4枚を伏せてよく混ぜ、以
下のように配ります。
4人ゲーム時：各プレイヤーに1枚
3人ゲーム時：最年少のプレイヤーに2枚、残り2人に1枚ずつ
2人ゲーム時：それぞれに2枚
・プレイヤーはそれぞれ、配られたスタートプレイヤーカードに対応するス 例：赤プレイヤーが開始時に受け取るもの
タートプレイヤーマーカーを取って自分の手元に置きます（配られたカー
ドが2枚なら、手元にマーカーを2個置くことになります）。スタートプレ
イヤーカードのほうは全て箱に戻し、以降ゲームでは使用しません。
・最年長のプレイヤーは、ゲームの進行を管理する管理役を兼任します。
管理役は以下の枚数だけ職人カードの山札からカードをめくって場の上段に並べます。
4人ゲームなら8枚、3人ゲームなら6枚、2人ゲームなら4枚
その後、職人カードの山札の向きを、上図のように90度回転させます。
なお、管理役はゲーム中、金銭収受の管理、新たな場札の配置、得点トラック上のマーカーの移動、以上の仕事
も担当します。
・第1ラウンド、職人フェイズからゲームが始まります。

ゲームの流れ
サンクトペテルブルクは数ラウンド（7〜10ラウンド）で構成されるゲームです。ゲームの中で、プレイヤーは
カード（職人・建物・貴族）を買って、自分の手元に置きます。どのカードも買うためにお金がかかりますが、買っ
た後はラウンドごとに現金収入（職人の場合）や勝利点（建物の場合）あるいはその両方（貴族の場合）をもたらしま
す。カードから得た収入でさらなるカードを買い、勝利点を得て、ゲームに勝利するのです。
各ラウンドは以下の4フェイズで構成され、書かれている順で進行します。
1. 職人フェイズ
2. 建物フェイズ
3. 貴族フェイズ
4. 交換フェイズ
交換フェイズまで終わると、次のラウンドがまた職人フェイズから
始まります。
どのフェイズも以下の3パートで進行します。
1. アクション：このゲームのメインフェイズです。職人、建物および

貴族カードを買い集めます。場からカードを買って手元に置いたり、
場のカードを取って手札にしたり、手札のカードを場に出したりします。
2. 決算：フェイズに応じて、手元の職人、建物、または貴族カードからお金や勝利点を受け取ります。
3. カード補充：管理役がカードをめくって盤上に並べます。
「交換フェイズ」を除く3つのフェイズは全てこの形で行います。交換フェイズでは、「2. 決算」のパートはあり
ません（5ページもご覧ください）。

1. アクション
手番のプレイヤーは、以下の4つの選択肢のうち、必ず1つだけ選んで行います。
・購入：職人または建物または貴族を場から1枚だけ買います
・手札に入れる：職人または建物または貴族を場から1枚だけ取って、自分の手札に加えます
・手札から出す：手札から職人または建物または貴族を1枚出して、手元に置きます
・パス
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カードの代
金は常に左
・購入
上に示され
手番プレイヤーが場のカードを1枚だけ買います。買うカードの種類は、場に出ている
ています。
ものなら職人でも建物でも貴族でも構いません。基本的には、職人カードは購入者にお金
を、建物は勝利点を、貴族ならその両方をもたらします。
場の上段・下段どちらから買っても構いません。カードを購入したら、代金を銀行に支
罠猟師は6ルーブルです。
払い、そして買ったカードは直ちに自分の手元に置き、カードの中身が全員に見えるよう
公開します。手元にカードを置くときは、職人は職人、建物は建物、貴族は貴族で一列に
まとめて置くようにしてください。
カードの代金がいくらになるかについては後ほど説明します。
注：第1ラウンドの職人フェイズでは、場に職人しか出ていないので、職人しか買えません。
ですがゲームが進むにつれ、他の種類のカードも場に出てきます。

アクションの詳細

・手札に入れる
手番プレイヤーが場のカード（上段でも下段でも）を1枚だけ取って、自分の手札に加えます。費用
はかかりません。手札に持っておけるカードは最大で3枚までです。手札は中身は他のプレイヤーに見
せないように持っておきます。ゲーム終了時まで手札を持っていると、1枚につき5点の減点が科せら
.
れます。
・手札から出す
手番プレイヤーが自分の手札から1枚だけ出し、自分の手元に置きます。このとき、出したカードの
代金を銀行に支払う必要があります。手元に置く際のルールは購入の時と同様です（全員に公開、種類
ごとに並べます）。手札から出すカードは、以前のラウンドで手札に入れておいたものでも構いません
し、今回のラウンドのどこかのフェイズで新しく手札に入れたものであっても構いません。
・パス
手番プレイヤーは、他のアクションを行いたくない、あるいは行えない場合は、必ずパスを声に出して宣言します。
注：パスをしたプレイヤーも、手番が一巡してもう一度手番が回ってきたら、パス以外のアクション（購入、手札に入れ
る、手札から出す）を選んでも構いません。もちろん、再びパスをしても構いません。再びパスをするのであれば、その
時も声に出すようにしてください。このゲームでは「パス」は「フェイズから降りる」ことを意味しないので、パスし続
けるなら毎回そう宣言しないと次のプレイヤーが手番を始めていいのかどうか解らないからです。
どのフェイズでも、そのフェイズのスタートプレイヤーマーカーを持つプレイヤーが最初に手番を行います。例えば職
人フェイズなら、職人フェイズのスタートプレイヤーマーカーを持つプレイヤーが
最初に手番を行います。以降は時計回りの順番で手番が巡っていきます。手番が来たプレイ
ヤーは、必ず4種類のアクションのうち1つだけ選んで行います。手番が一巡したら、再び最
初のプレイヤーのところに手番が戻ってきます。前回の手番で選んだのと同じアクションを パス！ パス！ パス！ パス！
行っても構いませんし、別のアクションを選んでも構いません。全プレイヤーが一巡連続し
てパスを選んだ場合（この時、「一巡」の始まりがフェイズのスタートプレイヤーである必
要はありません）、このフェイズの「アクション」パートは終了となり、次の「決算」パート（交換フェイズの場合はカー
ド補充パート）に移行します。

あるフェイズのアクションパートの例

A:
D:

B:

C:

貴族フェイズのアクションパートが始まり
ました。 A が貴族のスタートプレイヤーマー
カーを持っているので、最初の手番を行いま
す。Aは行政官（7の貴族）を買いました。Bは
所持金が足りないのでパスします。 C は場に
出ている別の行政官を買いました。 D は秘書
官（12の貴族）を手札に入れます。 A は船大工
（ 7 の職人）を手札に加えます。前回パスを選
んだ B は、今回はイサク聖堂（15 の交換用建
物）を手札に入れます。Cは以前手札に取って
おいた事務官（10の貴族）を手から出し、銀行
にお金を支払います。 D はパス、続く A もパ
ス、 Bも Cもパスします。 4 人全員が一巡連続
でパスを選んだので、このフェイズのアク
ションパートは終了です。

確認点
・手番プレイヤーができるのは、カード1枚を購入するか手札に入れるか手札から出すかです。どれも行わないな
ら、必ずパスします。
・手番プレイヤーは、場に出ているカードなら、上段でも下段でも好きなカードを1枚買う（または手札に入れる）
ことができます。例えば、場に出てさえいれば、建物フェイズに罠猟師（6の職人）を買っても構いません。
・手番プレイヤーは、どのフェイズであれ、手札からどの種類のカードを出しても構いません。例えば、貴族フェ
イズに羊飼い（5の職人）を出しても構いません。
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2. 決算
決算パートでは、各プレイヤーが手元に出しているカードのうち、職
人フェイズなら職人カード、建物フェイズなら建物カード、貴族フェイ
ズなら貴族カードについて、現金収入および勝利点獲得の処理を行いま
す。他の種類のカードは決算の対象になりません。
対象の種類のカードは自分の手元に出していれば全て、つまりこのラ
ウンドで新たに出したカードも前のラウンドで出したものも同様に、決
算の対象になります。
決算で何を受け取れるのか
決算では、手元に出した決算対象のカードの内容に応じて、現金、勝
利点あるいはその両方を受け取れます（もちろん、決算対象のカードを
手元に出していなければ、何ももらえません）。現金収入は銀行から受
け取ります。勝利点を受け取った場合、得点トラック上にある自分の駒
を、対応する歩数だけ進めます。どちらの処理も、管理役が責任をもっ
て行います。
注：混乱が起きないように、決算処理はスタートプレイヤーから時計回
りの順で行うようにしましょう。

建設フェイズでは、建設
カードだけが決算の対象
になります。

現金

勝利点

現金と勝利点

貴族フェイズの決算パートの例
下図のカードが、現時点でプレイヤーAが手元に出している全てであるものとします。
職人は今は決
算の対象にな
りません。

建物も今は決
算の対象にな
りません。

貴族が決算の対象になります。

12ルーブル

1勝利点

Aは12ルーブルと
1勝利点を獲得します。

他のプレイヤーも同様に、自身が出している貴族カードについて決算を行います。
3. カード補充
アクションパートでは、プレイヤーが場からカードを取っていくので、場からはカードが無くなっていきます。フェイズの
終わりに、以下のルールに従って（交換フェイズだけは手順が若干異なりますので後述します）管理役が山札からカードを場に
補充し、場に出ているカードが上下段合わせてちょうど8枚になるようにします。ゲーム人数に関係なく「8枚」になるように
補充してください。
・次のフェイズの山札から補充用カードをめくります。
（例えば建物フェイズの終わりなら、貴族カードの山札から補充用カードをめくります）
・めくった補充用カードは、全て場の上段に置きます。
.
・場の上下段あわせてカードが8枚になったら、補充をやめます。
・現在のフェイズの山札を90度回転させ元に戻します。次のフェイズの山札を90度回転させ、次のフェイズに移ったことを示
します。

3ページ例の続き。貴族フェイズのカード補充例

次の交換フェイズに向けて、管理役はカードを

5枚補充します。交換カードの山札から5枚めくり、

これを全て、場の上段の空き枠に置きます。
注：場からカードを買ったり取ったりする際は、
場の上下段、どの空き枠でも好きなカードを選べ
ます。どのカードが新しく出てきたものか解りやすくするため、補充を行う前に、
場に残っているカードは右に寄せてしまうようにしましょう（右に寄せる際、上下
段の位置を変えてはいけません。なお、右寄せとカード補充を行う際は、図のよう
に、8列いずれについても上下段のどちらかにだけカードが1枚ある、という形にな
るように並べましょう）
。

カードの補充後、管理役は貴族カードの山札を90度回して元の位置に戻し、代わりに交換カードの山札
を 90 度回します。これで、交換フェイズに移ったことが示されます（これにより、現在どのフェイズを
行っているのかいつでも把握できるのです）。
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交換フェイズとラウンドの終わり
交換フェイズは他のフェイズとは異なる手順で進行します。なお、交換カードの詳細については 7ページをご覧くだ
さい。
・交換フェイズでは決算パートを行いません。このフェイズでは誰も勝利点やお金を受け取れません。このことを示す
ため、盤上、交換カードの山札を置くスペースには、他のスペースと違って勝利点のマークもお金のマークも描かれ
ていません。アクションパートについては、他のフェイズと同様、通常通りに行います。
・アクションパートが終わったらカード補充パートに移るのですが、管理
役は通常のカード補充を行う前に、場の下段に残っているカードを全て
捨て札置き場に移します。捨て札になったカードはゲームに再登場しま
せん。
注：第1ラウンドでは、場の下段にはカードが置かれていませんので、こ
の処理が行われ得るのは第2ラウンド以降です。

捨て札置き場へ

・続いて管理役は、場の上段に残っ
ているカードを全て、場の下段に
降ろします。

下段に降ろした
カードは、右寄
せすると良いで
しょう。

・管理役は以上の処理を行ってから、他のフェイズと
同様のカード補充処理を行います。場のカードが上
下段あわせて8枚になるまで、職人カードの山札か
らカードをめくって場の上段に置いていきます。
例：場の下段にはカードが3枚残りました。新たにめ
くってきたカードが5枚、上段に置かれています。
・カード補充が終わったら、全員、自分の持っているスタートプレイヤーマーカーを全て、左隣のプレイヤーに渡しま
す。これにより、次のラウンドでは、各フェイズのスタートプレイヤーが変わることになります。

C

例

B

C

B

B

D
A

4人ゲーム

A

A

3人ゲーム

2人ゲーム

これでラウンド終了です。次のラウンドが再び職人フェイズから始まります。これをゲーム終了まで繰り返していき
ます。

ゲーム終了と最終決算
4つある山札のうちどれか1つが尽き、管理役がその最後の1枚（最後の職人、最後の建物、最後の貴族あるいは最後
の交換カード）を山からめくって場に置いたら、そのラウンドを最後のフェイズ、最後のパートまで行って、ゲーム終
了となります。ゲーム終了時には、最終決算を行います。なお、補充対象種の山札の枚数が足りなくて場のカードが
8枚埋まらないという場合、最後の1枚までめくり、それでも足りない分はそのままにしておきます。
（訳注：ただし、交換フェイズにおいて職人カード補充中に山札が尽きた場合は、次のラウンドの交換フェイズ終了ま
で行ってから、ゲーム終了となります）
最終決算
最終決算では、自分が手元に公開している貴族に応じて追加点を受け取り、また手元に残したルーブルの額に応じた
追加点も受け取ります。
貴族による追加点
各自、自身の手元に貴族が何種類あるか数えます（枚数ではありません）。同じ種類の貴族が何枚あっても、1種類と
してしか数えません。そして、盤上の貴族追加点表を確認し、書かれているだけの勝利点を獲得します。上段が貴族の
種類数、下段が得られる勝利点です。
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金銭による得点
所持金10ルーブルごとに、勝利点を1点獲得します。
減点
手札をゲーム終了まで出さずに残していたプレイヤーは、手に残った 1 枚につき 5 点の減点を科せられます（減点とし
て、-5点、-10点、-15点、あるいは後述する「倉庫」を持っていれば-20点まで科せられる可能性があります）。
最終決算の例

赤は手元に6種類の貴族を置いていますので、これによっ
て勝利点を 21 点獲得します。参事官（10 の貴族）は手元に
2枚ありますが、この2枚目の参事官は得点になりません。
赤は17ルーブル持っているので、ルーブルによる勝利点を
1点獲得します。手札に残したカードは無いので、減点はあ
りません。したがって、最終決算による得点は合計で22点と
なります。この 22 点を、ゲーム中に獲得していた勝利点
52点と加えます。赤の最終得点は74点となります。

最終的に、獲得した勝利点の最も大きいプレイヤーが勝者となります。同点の場合は、所持金の多いほうを優位とします。
カードの代金の詳細─割引について
カードを購入する（または手札から出す。ここでは手札から出す場合も「購入」として扱います）のにかかる費用はそれ
ぞれのカードの左上に書かれています。ただし、ここから以下に述べる4つの方法で割引が行われます。
・買おうとしているのと同じカードが既に自分の手元にある場合、その既に手元にある同じカード 1枚につき1ルーブル
だけ、代金が安くなります。
例：「市場（5の建物）」の代金は、通常は5ルーブルです。手元に既に2枚
「市場」を置いているプレイヤーが、さらに「市場」を買う場合、代金は
2ルーブル安くなり、3ルーブルとなります。この3枚目の「市場」を購入
したら、銀行に3ルーブル払い、手元の「市場」が3枚になります。

3枚目の
市場は

3ルーブル。

・場の下段からカードを購入した場合、代金が1ルーブル安くなります（当然ながらこの割引は、手札からカードを出す場
合には適用されません）。
劇場の代金は
例：「劇場（20の建物）」が場の下段にあります。「劇場」の通常の代金は
19ルーブル。
20ルーブルですが、置かれているのが場の下段なので、19ルーブルで購入
できます。
・「金製錬所（6の交換用職人）」を手元に置いているプレイヤーは、貴族カード
（および交換用貴族カード）を購入する際、常に1ルーブルの割引を受けられま
す。（訳注：金製錬所はゲーム中に1枚しか存在しません）
・「工房（4の交換用職人）
」を手元に置いているプレイヤーは、建物カード（お
よび交換用建物カード）を購入する際、常に1ルーブルの割引を受けられます。
（訳注：工房はゲーム中に1枚しか存在しません）
これらの割引効果は累積します。

参事官（10の貴族）を
9ルーブルで購入。

消防署（11の建物）を
10ルーブルで購入。

例：手番プレイヤーが劇場を、場の下段から（-1ルーブル）購入します。この
プレイヤーは既に劇場を1枚手元に置いていて（-1ルーブル）、また手元には
工房もあります（建物カードを買おうとしているので-1ルーブル）。支払いは
20-3=17ルーブルとなります。
劇場を17ルーブルで購入。
なお、どのカードも購入費用は最低1です。ゼロやそれ未満には下がりません。割引を全適用すると費用がゼロやそれ
未満になるという場合でも、カードの購入には必ず1ルーブルは払わないといけません。
例：図のプレイヤーは「木こり（3の職人）」を3枚手元に置いています。1枚
目は 3 ルーブル、 2 枚目は 2 ルーブル、 3 枚目は 1 ルーブルで購入したもので
す。その後、このプレイヤーが4枚目・5枚目の木こりを購入する際も、費用
が1ルーブルずつかかります。
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交換カード

交換カードの山には職人・建物・貴族が10枚ずつ入っています。これを示すため、交換カードは背面が3色
で塗り分けられ、中身が描かれた面は3色のうちいずれか1色だけで構成され、職人・建物・貴族のうちどの種
類に属するカードかわかるようになっています。また、左上には四角囲みの数字で購入費用が書かれています。

手番プレイヤーが場から交換カードを購入する、あるいはお金を払って手札から交換カードを出す場合、以下のルール
に従います。
・既に自分の手元に出している「同色の」カードを1枚捨てなければいけません。捨てたカードは捨て札置き場に移しま
す。交換カードは別のカードと交換で出すものなので、単に出すだけということはできないのです。
例：図のプレイヤーは「木こり（3の職人）」を捨て、「工房（4の交換用職人）」を
手元に置きます。
捨て札置き場
・交換用建物カードを1枚置くためには、手元から建物カードを任意に1枚選んで捨
て札にします。交換用貴族カードを1枚置くためには、手元から貴族カードを任
意に1枚選んで捨て札にします。
・交換用職人カードを置く際は、条件が厳しくなります。職人カードと交換用職人
カードには、右上にマークが示されています。交換用職人カードを置く場合、そ
の交換用職人カードに書かれたのと同じマークを持つ職人カードを1枚、自分の
手元から捨てなければいけません。
具体的には、「工房（4 の交換用職人）」を置く場合、「木こり（3 の職人）」か
「大帝で大工（8の職人）」を1枚捨てないといけません。「金製錬所（6の交換用職
人）」を置くなら、「金鉱掘り（4の職人）」か大帝で大工を1枚捨てなければいけ
ません。「織屋（8の交換用職人）」なら「羊飼い（5の職人）」か大帝で大工、「毛
「造船所（12の
皮屋（10の交換用職人）」なら「罠猟師（6の職人）」か大帝で大工、
交換用職人）」なら「船大工（7の職人）」か大帝で大工を捨て札にします。
・交換カードを置くために交換カード（交換用職人、交換用建物、交換用貴族、い
ずれであっても）を捨てることはできません。
交換カードの費用
・交換カードの費用が、捨て札にしたカードの費用（左上に書かれている数字）
より高い場合、その差額を支払います。

この造船所の費用は

12-7で5ルーブル。

・交換カードの費用が、捨て札にしたカードの費用以下の場合、1ルー
ブルだけ支払います。

この元老の
費用は 1 ルー
ブル。

交換カードにも、通常のカードと同様の割引を全て適用できます。

捨て札置き場

例：図のプレイヤーは「市場（5の建物）」を捨て、「イサク聖
堂（15の交換用建物）」を置きます。差額は10ルーブルです。
イサク聖堂は場の下段から買うので1ルーブル割引かれます。
工房（4の交換用職人）も手元に置いているので、もう1ルーブ
ル安くなります。従って、10ルーブルから合計2ルーブル安く
なり、支払いは8ルーブルだけとなります。市場は捨て札置き
場に移してください。

この交換の費用は8ルーブル。
特殊なカードの紹介
以下のカードを手元に置いているプレイヤーには、特殊な効果がもたらされます。
貴族は劇場が好き：
マリインスキー劇場
建物の決算時、手元
にある貴族1枚につき
1ルーブル獲得。

楽しい仕事じゃないけど：税務長官
貴族の決算時、手元
にある職人1枚につき
1ルーブル獲得。
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偽の村は元を取れます：偽物の村
購入時は2ルーブル、交
換カードの為に捨てる
際は6ルーブルのカード
とみなします。

良いけど危険：倉庫
手札上限が4枚
になります。
（※）

お金を使いすぎないように：酒場
ピョートル大帝は何でもできる：大帝で大工
前述の通り、
毎ラウンド、建物フェイズの決算の終
どの交換用職
了直後、勝利点を最大5点まで購入でき
ます。 1 点につき 2 ルーブル払います
人カード用の
（ 1 点払って 2 ルーブル受け取ることは
捨て札にもな
できません）。
ります。

（※）手札が4枚ある時に交換でこのカードを捨てた場合、手札を捨てる必要はありません。ですが、手札がいったん3枚まで減ったら、以降は上限が3枚に戻ります。

確実な1点か大きなチャンスか：天文台

この「天文台（6の建物）」を手元に置いていると、毎ラウンド、建物フェイズの決算パートにおいて1点獲得するか、あるいは
建物フェイズのアクションパート中に以下の特殊能力を1回だけ使用できます。
建物フェイズのアクションパート中に、4つある山札のうち好きな1つを選び、その山札から一番上のカードを引きます（ただ
し、山に1枚しかカードがない場合、その山札は選べません）。この引いたカードについて、「購入する」「手札に加える」「捨
てる」の3つの選択肢の中から、直ちに 1 つを選んで実行します。いずれを選んだ場合も、この天文台を裏返して伏せた状態に
し、特殊能力を使用したことを示します。この状態になっている場合、決算パートでの勝利点1点は入らなくなります。
次のラウンドの開始時に、手元の伏せられている天文台をひっくり返し、再び中身が書かれた面を上にします。再び、得点か特
殊能力か選べるようになります。（なお、伏せられた状態の天文台を捨て札にして交換カードを購入することはできません）

2〜3人ゲーム時のルール
2〜3人で遊ぶときも基本的に4人ゲームとルールは同じですが、前述の通り、以下の変更点があります。
第1ラウンドの職人フェイズが始まる前にめくっておく職人カードの枚数が、3人ゲームでは6枚だけ、2人ゲームでは
4枚だけとなります。ですが、他のフェイズや第2ラウンド以降では、常に8枚になるようにカードの補充を行います。
また、2ページの図のように、スタートプレイヤーマーカーの配分も異なります。
ヒントと戦術の提案

・第1ラウンドの職人フェイズでは必ず職人を2枚買いましょう。2枚買わないと、買ったプレイヤーに遅れを取ることになるでしょ
う。職人の費用対効果は最高です。（訳注：一般には、特殊な状況でない限り、第3ラウンドまでは職人を買えるだけ買ったほう
がよいと言われています）
・高価なカードほど費用対効果は高くなっています。「市場（5の建物）」は1点につき5ルーブルかかりますが、「税関（8の建物）」
は1点あたり4ルーブルです。後で高いカードを買うためにお金を取っておくのは賢明です。（訳注：ここでは建物が例に出てい
ますが、貴族も概ね同様です。特に「女官長（18の貴族）」は、全カードの中で最も費用対効果の高いもののひとつです）
・第1ラウンドの建物フェイズでは大きな判断を行うことになります。つまり、高価な建物を買うべきか否か。高価な建物は建物の
決算時に多くの得点をもたらしますが、しばらくの間金欠で悩むことになります。金欠は極めて危険な状況を引き起こし得ます。
・交換カードは概ね良いものです。交換フェイズのためにお金を残しておくべきでしょう。ですが交換フェイズでお金を使い果たす
のは問題です。交換フェイズには決算がなく、つまり現金収入がないからです。お金がないと、次のラウンドの最初のフェイズで
出てくる職人を買えなくなります。
・購入する（手札に入れる）か否かの意思決定に直面した場合、もたらされる勝利点やお金に加え、以下のことも考えるべきでしょう。
カードが場から無くなるということは、次のフェイズに新しいカードを登場させるための「空き」ができるということでもあるわ
けです。それは自分にとって嬉しいことでしょうか。自分が次のフェイズのスタートプレイヤーなら、新しいカードを出すための
空き枠の数が増えても別段嬉しくはないでしょう。ですが次のフェイズで後ろの方の手番となってしまうなら、たくさん新しい
カードが出てきたほうがよいはずです。
・カードを手札に入れるという選択肢はしばしば重要なものとなります。これによって、後でお金ができたときに買うため、カード
を取り置きできます。無論あまり投機に走るのも考えものです。手札を使い切れずにゲームが終わって投機分の減点を科せられる
ことほど苦痛なこともありません。
・サンクトペテルブルクは、常に資金不足と戦うようにできているゲームです。カードを買う資金が常に潤沢にあるようなゲームは
退屈なので、これは意図的なものです。

特殊な場合：誰も場からカードを買いもせず手札にも取らないとき
誰も場のカードを1枚も買わず、手札にも入れず、単にパスをするか手札からカードを出すだけで、フェイズのアクションパート
が終わってしまうということもあります。この場合、そのまま決算を行います。空き枠がないので、新たなカードは登場しませんが、
現在のフェイズの山札の向きを戻し、次のフェイズの山札を90度回転させる、という処理は行います。そのまま次のフェイズに移
行します。稀にですが、次のフェイズでもカードが場から1枚も取られないままアクションパート終了となることがあります。この
場合も、そのまま決算を行い、新たなカードを出すことなく次のフェイズに進みます。結局のところ決算でお金は入ってくるわけで、
プレイヤーもそのうちカードをまた買いだすようになります。そもそも、カードを手元に並べるしか、勝つ方法はないわけですから。
（訳注：ラウンドの終わりには、場の下段のカードは退場するので、いつかはカードのリフレッシュも行われることになります）

度重なるテストプレーと頂いたコメントや提案に対し、著者及
び出版社は以下の方々に感謝します。
このゲームに関するご質問は：
Dieter Hornung, André Maack, Karen and Andreas Seyfarth,
合同会社ニューゲームズオーダー
Alex Weiß, Volker Weitzel, Hannes Wildner, Schorsch, そして特に
東京都立川市柴崎町3-10-6 イチカワビル2F Karl-Heinz Schmiel.
E-mail:info@newgamesorder.com
Rio Grande Gamesの他の作品にご興味があれば、是非弊社の
URL:http://newgamesorder.com
サイト(www.riograndegames.com)をご覧ください。
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