
この地図を買ったのはいい思いつきだった。
遙か昔より海底に沈む伝説の沈没船の位置が今手元にある。 

潜水服も酸素ボンベも積み込んだ。あとは錨を上げて出港するばかりだ。
無駄にしていい時間など無いのだ！  賑やかな波止場の喧噪の中から、

船長は最高の潜水夫や歴史家を見つけてこなくてはいけない。目的はただ一つ。
この地図はこれ一部だけではないらしい。史上最大の宝探しの開始だ！
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◆  メインボード 1枚

◆  沈没船タイル 15枚  
- 初期タイル 6枚、上級タイル 9枚  

（ゲーム終了特殊海底都市タイル4枚を含む）

◆  プラスチック製宝石 31個 
 （銀 9個、金 5個、 黒 4個、 紫 

4個、赤 3個、緑 2個）
◆ 潜水場所ボード 1つ

◆  初期トークン 
6個

◆  プレイヤーボード 5枚
（5色各1枚）

◆ 航海日誌シナリオ
カード 7枚

◆  船員カード 50枚  
（初期船員カード 5色 
各4枚と、追加の船員  
30枚）

◆ プラスチック製 
宝箱 5個

◆  布袋 1つ

◆ 船 10隻 （各プレイヤー 2隻）

◆  潜水鐘駒 
 1個

◆   勝利ポイント（VP）トークン 
（1点、5点、10点、20点）

内容物 ゲームの準備
メインボード➊をテーブル中央に置きます。沈没船タイル6枚（裏面が黄色のブイ）➋をシャッフルし、メインボード上の
6箇所の正方形の潜水場所（同じアイコンの描かれたところ）に裏向きに各1枚ずつ置き、その後それらを表向きにします。
空白のタイルは取り除いてください。上級沈没船タイル9枚（裏面が赤のブイ）➌をシャッフルし、メインボード上の残り
の潜水場所に1枚ずつ裏向きに置きます。

潜水場所ボードと潜水鐘と勝利ポイント（VP）トークンをまとめたサプライは、メインボードの脇に置きます➍。
宝石のうち、銀2個、金2個、赤2個、緑2個、紫4個は、
メインボード上の所定の位置➎に置いてください。ここ
がサプライエリアです。残りの宝石19個（黒4個、青4個、
銀7個、金3個、赤1個）は布袋に入れます。
航海日誌シナリオカードを1枚選んで、メインボードの脇
のサプライエリアの下側に置きます➏。これが最初の
ゲームの場合、「荒れた海」シナリオを使うことを推奨し
ます。2回目からは、ランダムにカードを選ぶか、好きな
ものを選んで使ってください。

このカードにはルールの追加や修正が書か
れていますが、これは4枚の海底都市（羅
針盤が中央に描かれたタイル）にのみ適用
されます。
各プレイヤーは色を選び、以下を受けとり
ます。

☛ 自分の色の船2隻 （メインボード上の港
➐に置く）。

☛ 自分の色のプレイヤーボード （前に置く）。

☛ 初期船員（自分の色のカード4枚4枚➑)。これは手
札になります。

☛ 宝箱1つ。

使用しない初期船員カードはゲームから除外します。

追加の船員カードはシャッフルして山札にします。この山札は裏向きにして、メインボードの$4の位置
➒に置いてください。山札を上から4枚を1枚ずつ表にし、それを＄1のスペースから順に表向きに一列
に並べていきます。これが市場です。そのカードのいずれかに「＋1」のシンボルがある色つきの宝石が
描かれている場合、対応する宝石を1個サプライエリアから取り、袋に加えます。

開始プレイヤーをランダムに決めます。その後、初期トークン➓を、開始プレイヤーに0個、以下ターン順に1個、1個、
2個、2個と配っていきます。これは追加の船員を雇う際の値引きや、航海中の追加移動で使うことができます。

海底都市タイル

宝石追加の 
シンボル

上級沈没船タイル初期沈没船タイル
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最上級

「海底都市の話などは

聞いたことがない……だが
、

雇った熟練のものの話から
するに、

彼らは知っているようだ…
…」

VPのためにプレイされた
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オレンジのプレイヤーは、ターン中に航海アクションを使うことにした。
自分の手札からカードを2枚公開し、プロペラの合計は4つだった。その
プレイヤーは自分の船を合計4スペースまで移動できる。

オレンジのプレイヤーは、自分の船をそれぞれ2スペース移動することに
した。1隻目は裏向きの沈没船タイルを通過し、次のタイル上で止まった。
2隻目の船はブイを通過して黄のプレイヤーのいる表向きのタイルに入っ

た。すべての移動が終わったので、プレイヤーは1隻目の船が止まった
裏向きのタイルを表にし、その船を銀の偵察ボーナス上に置いた。

その後、プレイヤーは2隻目の船を空いている偵察スポットに置き、 
2枚の船員カードは裏向きにして自分のプレイヤーボードの休息エリアに
置いた。

ゲームの目的
「ディープ・ブルー」では、あなたは他のプレイヤーと争

いながら、巨額の宝探しを繰り広げます。あなたの目的
は沈没船タイルへの潜水を指揮し、船員の能力を使いな
がら宝物を自分の船に回収することで、最も多くの勝利ポ
イントを得ることです。
宝探しは何回かの潜水に分かれています。全部をいっぺんに
行うことはできないので、賢く立ち回って、他のプレイヤー
のターン中に恩恵を得られるようにしなければいけません。

ゲームターン
開始プレイヤーからゲームが始まります。その後、ターン
は時計回りに進行します。各プレイヤーは順にターンを実
行し、これを誰かが4枚目の海底都市タイルに潜り、ゲー
ムの終了条件が発生するまで続けます（後述）。プレイヤー
は自分のターンに、「船員の雇用」「航海」「休息」「潜水」
の4つのアクションのうち1つを実行する義務があります。

注：手札からカードをプレイする場合、それを表向きに自
分のプレイヤーボードの右側に置き、他のプレイヤーから
見えるようにします。ターン終了時、または自分が参加し
た潜水が終わった時、このカードは裏向きにして自分のプ
レイヤーボードの「休息」エリアに置きます。自分の裏向
きのカードの山は自分は見ることができますが、他のプレ
イヤーのものは見ることができません。

船員の雇用
市場から船員を1人雇います。手札か
ら現金アイコンのあるカードを望む枚
数プレイし、その合計が雇うカードのゲームボード上に湿
された価格（＄1 ～＄3）になるようにします。雇った船員
カードは自分の手札に加えます。
船員は、潜水時に追加の得点を得たり、障害から身を守っ
たり、航海アクション時により遠くに移動したり（後述）
するのに使用できます。一部にはアイコン（現金やスク
リュー）が2つ描かれているものがありますが、それはど
ちらか一方のみとしてプレイできます。両方は使えません。 
各ターンには船員は1人しか雇えません。雇用のコストよ
りも多くを支払った場合（＄1の船員に＄2を支払った等）、
余った分は失われます。
最後に、ボード上の残り3枚の船員カードを＄1側に詰め、
新たなカードを1枚表にして＄3のスペースに置きます。表
にしたカードに「＋1」のシンボルがある色つきの宝石が
描かれている場合、サプライエリアからその宝石を1個取っ
て袋に入れてください。

市場の刷新
ターンプレイヤーは＄4を支払
うことで、市場のカードをす
べて捨てて、新たに山札から
4枚のカードを＄1のスペースか
ら順番に並べ、その中から1
枚を無料で取ることができ
ます。雇った場合、前述
の通りに新たな船員を
追加するのを忘れない
でください。 

また、新たな船員を表にするたびに、必要に応じて宝石
を袋に入れてください。捨てられた船員によってすでに袋
に入れられた宝石はそのまま袋に残ります。

注：手札の上限はありません。ゲーム中、望む枚数の船員
を雇うことができます。

航海
手札のスクリューアイコンを持つ船員カードを望む枚数プ
レイします。その後、航海したスクリューアイコンの数に
等しいスペース数まで、あなたの船を（航路に沿って）移
動します。
移動するスペース数は自分の船に任意に割り振ってかまい
ません。1隻をその数動かすこともできますし、2隻に任
意に分割して移動することもできます。何かによって移動
が妨害されることはありません。沈没船タイルが（公開前
でも後でも）あったとしても、止まる義務はありません。
航海がすべて終わったら、自分の船が移動を終えた場所
をチェックし、以下を適用します。

☛ 表の沈没船タイル上 - その自分の船を、空いているい
ずれかの色つきの偵察スポットに置きます（各偵察ス
ポットには船は1隻しか置けません）。これによりその
場所を偵察したことになるので、ここでの潜水で有利

になります（後述「潜水」参照）。すべての偵察スポッ
トがすでに埋まっている場合、その船はタイル中央の
空きスペースに置いてください。

☛  裏の沈没船タイル上 - そのタイルを表向きにしてボー
ド上に置き、自分の船をいずれかの色つ
きの偵察スポットに（それがあるなら）
置きます。 新たな沈没船タイルは、移動
を終えたスペースのもののみ発見できる
点に注意してください。移動途中は
発見できません。

☛  ブイ または 空いている潜水場所-  
何も起こりません。

注：同じプレイヤーの2隻の船を、1つの潜水場所の別々の
偵察スポットに置くことができます。その場合、両方から
の優位を得ます。

　　　　    船員の名前

潜水中にこのカードをプレイする
ために必要な宝石の色や数

この船員が市場に置かれた時にサ
プライエリアから（残っていれば）
袋に加えられる宝石

このカードの副次効果（雇用か航
海アクション時にのみプレイ可能）

このカードプレイした場合に得
られるVP（潜水時のみ）

OTTO

ある潜水中、緑プレイヤーはカードを3枚プレイした。

その潜水の直後、この3枚のカードは裏向きに 
プレイヤーボードの「休息」エリアに置かれる。

BARRACUDA

JACQUES

x3

BARRACUDA
HIROE

ENZO

JACQUES

x4

ARCHIBALD
WALRUS

ブイ

雇用か航海のアクションを実行する際、自分
の初期トークンを、現金かスクリューとして使
用することができます。各トークンは現金1か
スクリュー 1として使用でき、単独でもカード
と合わせて使用することもできます。使用した
トークンは、使用後に除外します。
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プレイヤーは初期カードの「金1個」と「宝石8個」を 
同時にプレイできる。 

リーダーが 
取り出した宝石は金で、 

これが8個目だった。

例2

他の2人のプレイヤーはまだ潜水に参加していて、赤のカードを持って
いたのでそれをプレイした。この潜水の終了時、彼らは4VPを得る。

いずれか一方のプレイヤーのみが両方の赤のカードを持っていたとし
たら、そのプレイヤーは両方をプレイでき、8VPを得ることになる。

潜水リーダーは 
赤の宝石を取り出した。

例1

船員カードのプレイ
宝石が1個引かれた後、その潜水にまだ残っているプレイ
ヤー（潜水リーダーを含む）は、その潜水の終了時にVP
を得るために、対応する手札の船員カードを望む枚数プ
レイすることができます。このVPは、これ以降この潜水
がどのような形で終わっても、獲得が保証されます。
カードの中には、特定の色の宝石を1個のみ必要とする
物もありますし、複数の色の宝石や、色に関係なく（黒
や青を含む）特定の個数の宝石（白の宝石に「？」マーク）
を必要とする物もあります。宝石を1個取り出すたびに、
各プレイヤーは複数のカードをプレイしてVPを得ること

が可能です。

このアイコンの船員は、潜水中に
（色に関係なく）宝石が8個取り出

された時点でプレイできます。

注：青や黒の宝石が取り出された場合、他の何かを行う前
にまず身を守る必要があります。例えば、8個目の宝石とし
て青の宝石が取り出された場合、「宝石8個」の船員カー
ドをプレイしたいプレイヤーは、まず酸素の障害から身を
守り、それが成功したら、船員カードをプレイできます。
同様に、「荒れた海」のシナリオカードの効果が海底都市
に適用されていて、潜水リーダーが2つ宝石を引き、その
うち1個が青か黒だった場合、各プレイヤーは2個目の（障
害でない）宝石から優位を得る前に、まず障害から身を
守る必要があります。

生物（青）や酸素（黒）から身を守るかどうかは、潜水リー
ダーが常に最初に決定し、その後時計回りに各プレイヤー
が決定します。身を守るカードを持っている場合でも、身
を守らないことを選択してかまいません。例えば、宝石に
よるVPをあきらめてこの潜水の参加を終わらせ、以降の
ために身を守るカードを残すことを選ぶことができます。

休息
自分の休息エリアの船員カードをす
べてシャッフルします。その後、上から3枚のカードを自
分の手札に加えます。
このアクションは、休息エリアのカードが2枚以下でも実
行することができます。

潜水
このアクションは、自分のいずれかの船が沈没船タイル
上にいる場合にのみ実行できます。
別々な2枚のタイル上のそれぞれに自分の船がある場合、
そのうちどちらで潜水を実行するかを宣言します。このア
クションを実行するには、そのタイル上に自分の船がいる
ことのみが条件になります。偵察スポットにいる義務はあ
りません。
潜水アクションを行う場合、あなたは潜水リーダーとなり、
以下を実行します。

潜水場所へ集合
潜水リーダーは潜水鐘駒を取り、それを探索する沈没船
タイルの隣に置きます。
そこの隣の場所（ちょうど1スペース離れた場所）に自分
の船があるすべてのプレイヤーは、その船をコスト無しで
その潜水場所に移動し、その潜水に参加させることがで
きます。集合するかどうかは、（2隻目が集合可能であれば）
潜水リーダーから始めて、時計回りに各プレイヤーが決定
します。集合した各船はそのタイルの中央に置きます。そ
のタイルに空いている偵察スポットがあったとしても、そ
こに置くことはできません。
その沈没船タイルに船があるすべてのプレイヤーは自動的に
潜水に参加し、以下に従ってVPを得ることができます。

宝物の回収
潜水リーダーは潜水場所ボー
ドと袋を手元に置きます。直
前の潜水による宝石が袋に
戻っていることを確認してく
ださい。その後、潜水リーダー
は中身を見ずに袋から宝石を
1個取り出し（全員見えるよう
にゆっくり取り出してくださ
い）、それを潜水場所ボード
上に置きます。
宝石を1個取り出すたび、潜水リーダーはそこで潜水をやめ
るか、それとも続行するかを決定します。黒や青の宝石を
取り出しすぎてしまった場合、潜水は強制的に終了し、す
べての宝物は失われます（後述）。潜水リーダーは、潜水
をやめる前に最低でも宝石を1個取り出す義務があります。

重要：他のプレイヤーには潜水を止めさせる権利はありま
せん。彼らはリーダーの決定に従います。彼らがカードを
プレイしてVPを得たり障害から身を守ったりする（後述）
ことはできますが、どこまで進めるかを決定する権利はあ
りません。

赤や金や銀の宝石は、潜水夫が海上に持ち帰ることので
きた宝物を意味します。

緑の宝石は謎の遺物、紫の宝石は古代の物
品を意味し、どちらも価値がありません。た
だし、特定の船員（邪教徒や考古学者）を
プレイすることで、これらからVPを得ること
ができるようになります。これらの宝石を取
り出した場合、潜水場所ボード上に置きます。

黒と青の宝石は障害（黒が海の生物、青が酸素トラブル）
を意味します。これを引いた場合、それを潜水場所の脇
の対応する色の列に置きます。（各潜水での）黒と青のそ
れぞれ1個目は単なる警告で、特に効果はありません。

黒や青の2個目かそれ以降を1個引くたびに、その潜水に参
加しているすべてのプレイヤーはその危険から自分の身を
守るか、海面に浮上して参加を諦める必要があります。海
面に浮上した場合、そのプレイヤーの船をタイルから外し、
その脇に置きます。そのプレイヤーは宝石からVPを得点す
る機会を失い、新たな宝石が引かれてもカードをプレイで
きません。ただし、その時点までにプレイしたカードから
VPを得ることはできます。
プレイヤーは以下の方法で障害から身を守ります。

☛青か黒の対応する色の船員カードを1枚プレイする。

☛青か黒の偵察スポットを使用する。

現在の沈没船タイルの青か黒のスポット
に船を置いているプレイヤーは、
手札から青や黒のカードをプレ
イする代わりに、そのスポッ
トを1回のみ使用することが
できます。使用した場合、そ
の船をタイルの中央に置き、
そのスポットを使用したこ
とを示します。

x3

ENZO ELIAS

RAQUEL OTTO

BARRACUDA MALIK
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潜水の例 潜水の終了
潜水はリーダーが自主的に止めることを選んだ時点で終了
し、まだ潜水に残っているプレイヤーは取り出した宝石に
よる点数を得ます。また、リーダーが黒や青の宝石から身
を守れなかった場合にも終了します。その潜水に残ってい
る他のプレイヤーが身を守ることができた場合、そのプレ
イヤーは（リーダーが潜水から脱落していても）取り出し
た宝石からVPを得られますが、潜水は終了します。

VP の獲得
カードによるVP 

（この潜水に最初の時点で参加していた全プレイ
ヤー）
この潜水中にVPのあるカードをプレイしていたすべて
のプレイヤーは、たとえ浮上することになっていたと
しても、自分がプレイしたカードによる点数を得ます。
宝石によるVP

（終了時に残っているプレイヤーのみ）
海面に浮上することを強制されなかったすべてのプレ
イヤーは、袋から取り出した宝石に応じて報酬を得ま
す（あるプレイヤーの船が複数あったとしても、余分
なVPを得ることはありません）。

◆ 赤の宝石1個につき4VP（この沈没船タイルの赤の
偵察スポットに自分の船があるなら10VP）。

◆ 金の宝石1個につき2VP（この沈没船タイルの金の
偵察スポットに自分の船があるなら5VP）。

◆ 銀の宝石1個につき1VP（この沈没船タイルの赤の
偵察スポットに自分の船があるなら3VP）。

潜水を率いたことによるVP
（潜水リーダーのみ）

最後に、潜水リーダーはその沈没船タイルによる（タイ
ル中央に書かれている）VPを得ます。これはリーダー
が海面に浮上することになっていても得られます。

すべての勝利ポイントは各プレイヤーの宝箱に入れ、他のプ
レイヤーからは隠しておきます。

沈没船タイルの破棄
潜水が上手くいったかどうかに関係なく、1枚の沈没船タ
イルからは宝物は1回しか得られません。その沈没船タ
イルは捨てますが、それが4枚ある海底都市タイルの場
合、メインボードの左下の指定エリアに置きます。
取り出した宝石はすべて袋に戻してください。

ゲームの終了
4枚目の海底都市タイルがボードの指定エリアに置かれ
たら、海底都市のフレスコ画が完成し、ゲームはただち
に終わります。

プレイヤーは自分の宝箱の中のVPを合計し、互いに比
較します。
最もVPの高いプレイヤーがゲームに勝利します。複数の
プレイヤーのVPが同点の場合、その中で船員カードが
最も多いプレイヤーが勝利します。それも同数の場合、
そのプレイヤーは喜んで勝利を分かち合いますが、次の
潜水では相手を出し抜くことを心に誓うでしょう。

緑のプレイヤーが潜水リーダーで、順に金の宝石を
1個、銀を1個、青を1個、緑を1個（これはオレン
ジのプレイヤーのみが恩恵を受けた）取り出した。

その後、さらに金を1個、赤を1個取り出したことで、
緑のプレイヤー（赤のカードをプレイした）と黄の
プレイヤー（赤の偵察スポットにいる）が喜んだが、
その後に黒が1個取り出された。

緑のプレイヤーは続けることを選んだが、取り出
したのは2個目の青だった。

すべてのプレイヤーは潜水に残るためには身を守
らなければいけない。緑は青の偵察スポットを使
用し、オレンジは青のカードをプレイした（そうし
ないと「宝石8個」のチャンスを逃すことになる）。
だが黄のプレイヤーは手札に身を守る方法が無く、
海面に浮上することになってこの潜水から抜けるこ
ととなった。

緑のプレイヤーは潜水を止めることにし、プレイ
ヤーはVPを数える。

オレンジの得点

カード＝14VP

宝石＝15VP

（金の偵察スポットのおかげで、金の
宝石は1個2点ではなく5点になる）

合計＝29VP

緑の得点

カード＝6VP

宝石＝9VP

潜水リーダー＝3VP

合計＝18VP

黄の得点

カード＝2VP

宝石＝0VP

（残念ながら海面に浮上す
る羽目に。残れていたら
15点になるはずだった）

合計＝2VP

OTTOBARRACUDA

OTTOBARRACUDA

OBED

VICTORIA

ALBATROS

ALBATROS

JULIE

OBED



10

偵察スポットボーナス

付録

このスポットに自分の船がある場
合、青の宝石か黒の宝石のどちら
かから1回無料で身を守れます。
使用後は、その船をタイルの中央
の空きスペースに移動します。

このスポットに自分の船がある場
合、このタイルで取り出された赤
の宝石は、最後まで潜水に残れて
いれば（4VPではなく）10VPになり
ます。

このスポットに自分の船がある場
合、このタイルで取り出された金
の宝石は、最後まで潜水に残れて
いれば（2VPではなく）5VPになり
ます。

このスポットに自分の船がある場
合、このタイルで取り出された銀
の宝石は、最後まで潜水に残れて
いれば（1VPではなく）3VPになり
ます。

このスポットに自分の船がある場
合、黒の宝石から1回無料で身を守
れます。使用後は、その船をタイ
ルの中央の空きスペースに移動し
ます。

このスポットに自分の船がある場
合、青の宝石から1回無料で身を守
れます。使用後は、その船をタイ
ルの中央の空きスペースに移動し
ます。

危険な岩礁
「ここの浅瀬はあちこちに危険が隠れている。船体に穴
をあけないように目的に向かうだけで、数時間が取られ
てしまうだろう」
プレイヤーは海底都市タイルでの潜水に集合できない。

財宝の廃墟
「古美術品や宝物や宝石がそこら中にある！  もっと大き
な船が必要になりそうだ……」

（通常は潜水リーダーのみが得る）海底都市のタイルか
らのボーナスは、その潜水に参加していたすべてのプレ
イヤーが得る。そのタイルに船が2隻あるプレイヤーは、
このボーナスが2倍になる。

お尋ねの船
「パトロンから連絡があった。できるだけあらゆる物を引
き揚げて欲しいそうだ。金の彫造からおまるまで、何一
つ残してきてはいけない……」
潜水リーダーは、海面に浮上することにならなかった場
合、取り出した宝石3個につき2点を得る。

近づく嵐
「北から黒い雲と稲光が近づいてきている。できるだけ
早く仕事を終えてここを離れなくては！  間に合わないこ
とになりでもすれば、人々は財宝を積んだ新たな沈没船
を見つけることになるだろう」
海底都市タイルを公開したプレイヤーは、ただちにそこ
での潜水を開始する義務がある。これはアクションを必
要としない。ただし、すべてのプレイヤーはそこに集合
する際、通常の1つ隣からのみではなく、2つ先のタイル
からも集合することができる。

散らばった財宝
「海面からですら、水の中にきらめく何かが見える。そこ
ら中にだ！  だが、動く影も見える……」
海底都市カードが公開されたら、そのタイルとそこの隣
の各タイルに、袋から宝石を1個ずつ取り出して置く。 
各タイルには宝石は1個しか置かれない。次に海底都市
タイルが公開されたら、宝石はまだ置かれていない隣の
タイルにのみ置く。

宝石のあるタイルで潜水が始まるた
び、その宝石は潜水場所ボード
上に移動し、それが袋から
最初に取り出されたかのよ
うに扱う。潜水が終わったら、
その宝石は他の宝石と一緒に
袋に戻される。

荒れた海
「ここからはほとんど何も見えない……」

潜水リーダーは、袋から宝石を2個ずつ取り出す。

最上級
「海底都市の話などは聞いたことがない……だが、雇っ
た熟練のものの話からするに、彼らは知っているようだ
……」
VPのためにプレイされたカードは、その表記の点数より
も4点多い点数になる。

メモ：選んだシナリオの特別ルールは、 
4枚の海底都市の沈没船タイルにのみ
適用されます。 

航海日誌 
シナリオカード 航海日誌
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