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セクション 1: はじめに

イントロダクション

『シド・マイヤーズシヴィライゼーション V』へようこそ。
これは、歴史上の名だたる指導者たちを相手に戦争、
外交、テクノロジー、文化、経済の分野で対戦するゲームです。
『シヴィライゼーション V』では、行く先々にさまざ
まな選択肢が待ち構えています。あなたは人々を軍事、文化、外交、
またはテクノロジーの分野で勝利に導ける
でしょうか。それとも、制圧した民を統治するものの、敵の戦車に踏み倒され、やがて忘れ去られるありふれた
運命を辿るのでしょうか。
優れた指導者であれば、人々はあなたを崇めるようになります。あなたは人々を栄光へと導き、未来永劫語り継
がれるような帝国を築き上げることができるでしょうか。それでは、
『シヴィライゼーション V』の世界をお楽しみ
ください。

『シヴィライゼーション V』について

『シヴィライゼーション V』は、誰もが知る名作ゲームの第 5 作目であり、その第 1 作目は 1990 年代前半に発

表されました。
このシリーズは、歴史コンピューターシミュレーションの古典的名作かつ最高傑作であり、
プレイ
の奥深さにより多くのプレイヤーを虜にしてきたことで知られています。
『シヴィライゼーション V』が前作までの期待にこたえることは間違いありません。本作は、戦闘と移動において
洗練された新ルールを採用しています。
また、経済学と社会制度が更新され、革新的な MOD およびマルチプ
レイ機能が搭載され、
グラフィックやサウンドが大幅に向上しています。きっと気に入っていただけることでしょ
う。

このマニュアルについて

このマニュアルを読めば、
『シヴィライゼーション V』のプレイに必要なことはすべてわかるでしょう。
「はじめに」
(このセクション)、
「ゲームの基本」(少なくとも産業革命時代のゲームを開始し楽しむのに必要なすべてが記載
されています)、
「上級ルール」(空中戦、核兵器などのルール)、マルチプレイヤーやシナリオの「改良 (MOD)」、
ク
レジット、テクニカルサポート、および著作権情報から構成されます。
『シヴィライゼーション V』のプレイ方法を学ぶ一番の方法は、チュートリアルを一通り読むことです。チュート
リアルは、
メインメニューから開くことができます。
または、すぐにプレイを開始し、必要に応じてこのマニュア
ルやプレイ中に利用できるシヴィロペディアを確認してもよいでしょう。
もちろん、
この詳細なマニュアルを最初
から最後まで読んでも差し支えありませんが、
プレイをする上で必要というわけではありません。

シヴィロペディア

シヴィロペディアは、
プレイ中に利用できる
『シヴィライゼーション V』の詳細な知識の源です。[F1] キーを押す
か、
メイン画面の上部にある
「ヘルプ」をクリックすると開きます。
シヴィロペディアは複数のメインセクションに分かれており、各セクションは画面上端のタブで示されていま
す。各セクションを開くにはタブをクリックし、画面左側の「ナビゲーション」から個々のトピックを探します。
シヴィロペディアの「ゲームコンセプト」セクションでは、
このマニュアルを少し短縮した内容を分割して掲載し
ています。
このため、マニュアルを無くしたり飲み物をこぼしたりする恐れはありません。
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動作環境
最小動作環境

オペレーティングシステム: Windows XP SP3
プロセッサ:
1.8 GHZ の Intel Core 2 Duo または 2.0GHz の AMD Athlon X2 64
メモリ:
2 GB の RAM
ハードディスク空き領域: 8GB
DVD-ROM ドライブ:
ディスクからのインストールに必要
ビデオ:	256MB の ATI HD2600 XT 以降、256MB の nVidia 7900 GS 以降、
または Core
i3 以降の統合グラフィック
サウンド:
DirectX 9.0c 互換のサウンドカード
®
DirectX :
DirectX® バージョン 9.0c
インターネット接続環境: ゲームの初期認証およびマルチプレイヤーゲームで必要

推奨動作環境
オペレーティングシステム: Windows Vista SP2 または Windows 7
プロセッサ:
2.4GHz のクアッドコア CPU
メモリ:
4 GB の RAM
グラフィック:
512 MB の ATI 4800 以降、512MB の nVidia 9800 以降
インターネット接続環境: ブロードバンドインターネット接続環境を推奨

インストール方法

ディスクからのインストール

『シド・マイヤーズシヴィライゼーション V』のディスクをDVD-ROM をドライブにセットします。最初に使

用する言語を選択すると、ゲームをインストールできるようになります。インストール中、Steam をインス
トールしていない場合はインストールするように求めるメッセージが表示されます。その後、Steam アカ
ウントへのログインを求められます。画面の指示に従って、インストールを完了します。
この最初のインス
トール処理中は、インターネットに接続している必要があります。インストール中にプロダクトコードの入
力が求められます。
プロダクトコードは、
クイックガイドの裏表紙に記載されています。
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Steam のインストール
Steam をインストールすると、様々なゲームソフトを簡単に購入
することができます。

購入した『シヴィライゼーション V 日本語版』をSteam アカウントに追
加することもできます。ゲームタブから、
「プロダクトをSteam でアクティ
ベート」をクリックして、サービス規約に同意します。
プロダクトキーを入
力し、
「次へ」をクリックします。
これで、Steam 内で直接購入した場合と
同様に、
『シヴィライゼーション V』をプレイすることができます。

インターネット接続

『シヴィライゼーション V』の最初のプレイ時には、インターネットに接続している必要があります。その後

は、マルチプレイヤーゲームでプレイする場合を除き、インターネット接続は必要ありません。
また、Steam
経由でゲームをご購入された場合も、必要なすべてのゲームファイルをダウンロードするためにインター
ネットに接続している必要があります。
また、インターネットへの接続はプレイ中には必要ありませんが、オ
フィシャル DLC のご購入や MOD の参照の際には必要になります。

Steam

『シヴィライゼーション V』は、Steam を使用して動作します。Steam は、オンラインゲームのプラットフォー

ムであり、販売業者でもあります。Steam を使用すると、更新を自動化し、DLC を簡単に入手し、マルチプレ
イヤーゲームで友人と手軽にプレイすることができます。
『シヴィライゼーション V』のプレイにはSteam
の使用が必須ですが、ゲームの最初の実行時以外はインターネットに接続する必要はありません。詳細に
ついては、4ページを参照してください。
また、
このサービスに関する詳細については、http://store.steampowered.comを確認してください。
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ゲームページ

Steam から
『シヴィライゼーション V』の情報を入手するには、
『シヴィライゼーション V』
ゲームタブに移動し、ゲームリストから
をクリックします。
『シヴィライゼーション V』のゲームページに
はゲームに関する情報が表示され、
フォーラムおよびSteam サ
ポート (問題が発生した場合の連絡先) へのリンクが記載され
ています。
また、
このゲームを所有している友人が表示され、あなたがロックを解除した実績も記載され
ます。ページ上部のプレイボタンをクリックすると、ゲームが開始されます。

パッチ、更新、DLC

Steam によって更新がチェックされ、更新がある場合は自動的にゲームに修正プログラムが当てられま
す。インターネットで最新の更新情報を探し回る必要はもうありません。
また、Steam からダウンロード可
能コンテンツ（ダウンロードコンテンツ：DLC）を購入することもできます。入手可能な地図、MOD、
シナリ
オ、および新しい指導者の顔に関する最新情報を頻繁にチェックするようにしてください。

オーバーレイ

プレイ中に [Shift]+[Tab] キーを押して、Steam 画面を重ねて表示できます。

実績

プレイ中に実績のロックを解除することがあります。実績は、特定の任務を達成した対価として獲得できる
独自の報酬です。
「ワシントン」
としてプレイして勝利するなど、獲得しやすい実績もありますが、ロックを解
除するために何度もプレイし、計画し、時間をかける必要のある実績もあります。ゲームで獲得できるすべ
ての実績は、
『シヴィライゼーション V』のSteam ゲームページから参照できます。オフラインでプレイ中に
実績を獲得する要件を満たした場合、その情報が保存され、次にSteam にログインしたときにその実績の
ロックが解除されます。実績は追加されていきますので、Steam で頻繁にチェックするようにしてください。
新しい実績は、一部の DLC パックと一緒に入手できます。
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チュートリアル

『シヴィライゼーション V』には、2 種類
チュートリアルは、
プレイ方法を学習できるゲームセッションです。
のチュートリアルが用意されています。
その名のとおりである
「プレイしながら基本を確認」チュートリアル
システムと、5 つの「ガイド付き」チュートリアルです。

チュートリアルの表示

このソフトウェアをインストールし、ゲームを開始します ( 8 ページを
参照)。
メインメニューで「シングルプレイヤー」、
「チュートリアル」の
順にクリックします。6 種類のチュートリアルのうち 1 つをクリックし、
「チュートリアルを開始」をクリックします。

チュートリアルの種類
プレイしながら基本を確認
このチュートリアルでは、非常に小さなマップ上でビギナー向けの
ゲームが開始されます。
「担当相」があなたを最大限に支援するように設定されており、担当相が頻繁に
「ポップアップ」
して、さまざまなアドバイスを行ないます。
これは『シヴィライゼーション V』ゲームです
ので、
プレイの全側面を経験するチャンスがあり、敗者となる可能性もあります。

ガイド付きチュートリアル
ガイド付きチュートリアルのゲームは完全版ではありません。移動、都市の建設、戦闘などの、
プレイの初
期段階で最も重要な部分についてレッスンを受けることができます。各チュートリアルには、簡単な目標が
設定されています。目標を達成すれば、チュートリアルは終了します。すべてのチュートリアルを完了した後
は、
「プレイしながら基本を確認」チュートリアルにチャレンジしても、
そのまま完全版のゲームに進んでも
よいでしょう。
ガイド付きチュートリアルには、次のものがあります。
チュートリアル 1:移動と探検
チュートリアル 2:都市の建設
チュートリアル 3:都市の改善
チュートリアル 4:戦闘と征服
チュートリアル 5:外交の基本

担当相

担当相は、ゲーム中の必要なときにさまざまな助言を行ないます。担当相の詳細については、19ページを
参照してください。
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ゲームの開始

ゲームのインストール後、デスクトップの画面上のショート
カット、あるいはプログラムリスト、Steamフォルダ内のリス
トをダブルクリックするか、Steam 経由で実行して、
このソフ
トウェアを開始します。オープニングアニメーションの後に、
メインメニューにあるプレイヤーボタン、
「今すぐプレイ」の
順にクリックすると、プリセットされたプレイのデフォルト値
を使用してゲームが開始されます。ゲームはすぐに開始され
ます。または、
「今すぐプレイ」をクリックせず、
「ゲーム設定」
をクリックし、ゲームの難易度やマップサイズの設定、プレイ
する文明の選択などを行います。その後、
「ゲームを開始す
る」をクリックすると、ゲームが開始されます。
これらの手順
によって、すぐにゲームをプレイできます。ゲームのオプショ
ンの詳細については、
このまま続きをお読みください。

メインメニュー

メインメニューは、オープニングアニメーションの後に表示されます。
メインメニューでは、次のようなオプ
ションが表示されます。

シングルプレイヤー

このボタンをクリックすると、
シングルプレイヤーゲームを設定しプレイできます（9 ページを参照) 。

マルチプレイヤー

このボタンをクリックすると、マルチプレイヤーゲームをプレイできます。191 ページを参照してください。

MOD

このボタンをクリックすると、
「MOD」をプレイできます。MOD とは、
『シヴィライゼーション V』オフィシャル
チームやその他のファンが作成した、改良版の『シヴィライゼーション V』の世界です (あなた自身も作成
できます)。
自分の MOD を作成する方法については、
ここで確認してください。

オプション

このボタンをクリックすると、ゲームオプション画面が表示されます。
この画面では、ゲームプレイのさまざ
まな側面や、ゲームのビデオ設定およびオーディオ設定を変更できます。15 ページを参照してください。

その他

「その他」をクリックすると、栄誉の殿堂およびクレジットを参照できます。
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シングルプレイヤー画面

この画面にはメインメニューからアクセスできます。
この画面には、次のようなオプションが表示されます。

今すぐプレイ

このボタンをクリックすると、現在の「デフォルト」設定でプレイできます。ゲームのプレイ後にこのボタン
をクリックすると、前回のゲームで選択した設定を使用して新しいゲームが開始されます。

ゲームセットアップ

このボタンをクリックすると、
「ゲーム設定」画面が表示されます。
この画面では、文明、難易度、マップサイ
ズなどを選択できます。10 ページを参照してください。

ゲームをロードする

このボタンをクリックすると、セーブ/ロード画面が表示されます。
この画面では、前回セーブしたゲームを
ロードし、
プレイを再開することができます。詳細については、13ページを参照してください。

チュートリアル

このボタンをクリックすると、ゲームのチュートリアルが表示されます。チュートリアルの詳細については、7
ページを参照してください。

戻る

このボタンをクリックすると、
メインメニューに戻ります。
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ゲームセットアップ画面

この画面では、ゲームの設定ができます。画面には 5 種類のメインセクションがあります。セクションをク
リックすると、
プレイ内のその箇所について変更できます。

指導者
指導者ボタンをクリックすると、指導者および関連する文明を選択できます。文明の選択画面では、選択可
能なすべての指導者および文明が表示されます。
また、指導者の「特性」(特殊能力)、および文明の固有ユ
ニットと建造物が表示されます。一覧全体をスクロールして、構築や指揮を行なう文明を選択します。
この
一覧の上部には、
「ランダム指導者」ボタンがあります。
このボタンをクリックすると、指導者をランダムに
選択してプレイできます。選択後、ゲーム設定画面に戻ります。

マップタイプ
このボタンをクリックすると、マップタイプを選択できます。複数のデフォルトの選択肢と、
ランダムマップ
タイプボタンがあります(ゲームの発表後は、
ダウンロードによってマップタイプを追加できます)。
最初は、次の 4 種類のマップタイプを使用できます。
大陸
複数の大陸と小さな島々から構成される、地球に似た世界が作成されます。
パンゲア
1 つの大きな大陸と、場合によって小さな島々で構成される世界が作成されます。
多島海
大小の島々から構成される、大陸のない世界が作成されます。海軍がお好みであれば、
この世界が適し
ています。
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マップサイズ

この画面には、6 種類のマップサイズおよびランダムマップサイズボタンがあります。選択したマップサイ
ズによって、ゲーム内の文明と都市国家の数も決定されます。最小サイズは「1 対 1」、最大サイズは「広大」
です。
マップサイズにカーソルをあてると、各マップでの文明または都市国家の数が表示されます。

難易度レベル

この画面では、ゲームの難易度レベルを設定できます。
「開拓者」は最も易しいレベル、
「創造主」は途方も
なく難しいレベルです。難易度は、敵の AI の賢さから古代遺跡で発見できるお宝まで、
さまざまな要素を
制御します。詳細については、14ページを参照してください。

ゲーム速度

建造物の建設、テクノロジーの研究など、ゲームのさまざまな任務にかかる時間の長さを決定します。
「ク
イック」
レベルを選択すると、その名のとおりゲームが非常に速く、動きの激しいものになります。
「スタン
ダード」はデフォルトのゲーム速度です。新規のプレイヤーにお勧めします。
「エピック」
と
「マラソン」
では、
ほぼすべての任務で長い時間がかかるようになります。何度か「スタンダード」のゲームをプレイした後
に、
これらをお試しください。

ランダム化ボタン

ゲーム設定画面の下端にある
「ランダム化」ボタンをクリックすると、指導者と文明、およびゲームのマップ
タイプがランダムに再設定されます。難易度レベルとゲーム速度はランダム化されません。

11

詳細設定

詳細設定画面では、ゲーム設定の際に多くのカスタマイズオプションが表示されます。ゲーム設定画面の
「詳細設定」ボタンをクリックすると、詳細設定画面を表示できます。詳細設定画面では、一緒にプレイし
たい AI プレイヤーや都市国家の数を厳密に指定でき、ゲーム速度やマップサイズなどの詳細を細かく設
定できます。設定の完了後に「ゲームを開始する」をクリックします。
または、
「戻る」をクリックし、
メインの
ゲーム設定画面に戻ります。

ゲームを開始する

このボタンをクリックすると、選択した設定を使用してゲームを開始できます。

戻る

このボタンをクリックすると、1 つ前の「シングルプレイヤー」画面に戻ります。

『シヴィライゼーション V』の公式サイト

『シヴィライゼーション V』の公式 Web サイトは、ゲームの機能やヒント、開発者のブログ、交流コミュニ
ティ、および MOD に関する貴重な情報源です。
この Web サイトで、
『シヴィライゼーション V』の世界の最
新ニュース、パッチ、および情報をチェックしてください。
civ5.jp
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ゲームのセーブとロード

『シヴィライゼーション V』では、いつでもセーブとロードが可能です。

ゲームのセーブ

ゲームをセーブするには、
メイン画面に移動し、応答待ち状態のポップ
アップがあればすべて閉じます。
メイン画面の「メニュー」ボタンをクリッ
クして
「ゲームをセーブする」をクリックすると、新しくセーブされたゲー
ムファイルが作成されます。

ゲームのセーブ画面

「セーブ」をクリックすると、ゲームがデフォルト名でセーブされます。
ま
た、デフォルト名に上書きして入力し
「セーブ」をクリックすると、新しい名前でセーブできます。ゲームの
セーブ後は、実行中のゲームに戻ります。

セーブされたゲームの保存先

ゲームは、Windows の My Documents¥My Games フォルダーにセーブされます。たとえば、
コンピューター
のユーザー名が「johnDoe」の場合、次の場所にゲームがセーブされます。
johnDoe¥My Documents¥My Games¥Sid Meier’s Civilization 5¥Saves¥single
デフォルトでは、他のディレクトリにゲームをセーブできません。

ゲームのロード
ゲームの開始時

メインメニューで「シングルプレイヤー」、
「ゲームをロードする」の順にクリックすると、ゲームのロード画
面が表示されます。

プレイ中

メイン画面に移動し、[CTRL]+[L] キーを押します。
または、
「メニュー」ボタン、
「ゲームをロードする」の順に
クリックします。

ゲームのロード画面

この画面では、ロードするゲーム名、
「ゲームをロードする」の順にクリッ
クすると、ゲームがロードされ、セーブした時点からプレイが再開されま
す。

特殊なセーブ

自動セーブ

ゲームは 1 ターンごとに自動的にセーブされます。(オプション画面で、
自動セーブの頻度を変更できます)。
自動セーブされたゲームをロードするには、
ゲームのロード画面を開き、
「自動セーブ」ボタン、
プレイしたい
自動セーブされたゲーム、
「ゲームをロードする」の順にクリックします。
自動セーブされたゲームがロードさ
れ、
自動セーブの時点からプレイが再開されます。

13

クイックセーブ

ゲームのセーブとロードに関してはもう 1 つオプションがあります。
「クイックセーブ」
と呼ばれるこの方法
は、急いでセーブするときにとても便利です。[F11] キーを押すと、ゲームが「クイックセーブ」
されます。
こ
れでゲームは保存され、
これ以上の入力は特に必要ありません。ただし、一度に 1 つのゲームしかクイッ
クセーブできません。2 回目以降のクイックセーブでは、現在のファイルが上書きされます。[F12] キーを
押すと、現在のクイックセーブされたゲームがロードされます。

ゲームの難易度

ゲームの難易度によって、敵の AI の初期能力、文明が発達する速度など、
さまざまな事柄が決定されま
す。

難易度レベル

難易度レベルには最も易しいレベルから最も難しいレベルの順で、次のものがあります。
開拓者
酋長
将軍
皇子
国王
皇帝
不死者
創造主

難易度の効果

「皇子」は中間のレベルです。
このレベルでは、あなたも敵の AI も特別ボーナスを得ることはできません。
「皇子」
よりも下のレベルでは、幸福度と維持費でボーナスを取得し、古代遺跡でより良い結果を得ること
ができます。同様に、難易度を低くすると、蛮族の攻撃性と賢さが低下します。
「皇子」
よりも難易度を高くす
ると、都市の発達、生産力、およびテクノロジーにおいて AI が受け取るボーナスが増加します。
また、AI の
開始時のユニット数と無償のテクノロジー数が増加します。
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オプション画面

オプション画面では、
ゲームの設定値を変更できます。
この画面
は、4 種類のセクションに分かれています。画面上部のセクション名
をクリックすると、そのセクションの設定を変更できます。

ゲームオプション

報酬ポップアップなし: このボタンをクリックすると、テクノロジーや
古代遺跡などの報酬ポップアップを無効にできます。動きの激しい
マルチプレイヤーゲームに参加する経験豊富なプレイヤーの多く
は、
このオプションを選択します。
タイル推薦情報なし: 開拓者または労働者がアクティブなときに表示されるタイル推薦情報を無効にしま
す。
市民ユニットの生産量を表示: 市民ユニットを選択した際に、マップ上に生産情報を表示させます。
簡略なツールヒント: ツールヒントから説明テキストを削除し、
「未加工」ゲームデータのみを表示させま
す。
マルチプレイヤー自動ターン終了: マルチプレイヤーゲームで自動ターン終了を有効にします。
シングルプレイヤー自動ターン終了: シングルプレイヤーゲームで自動ターン終了を有効にします。
マップ情報表示: さまざまなマップタイルの上にカーソルをあてると表示されるツールヒントの表示時間を
設定します。
担当相のレベル: 担当相から得られるアドバイスのレベルおよび量を設定します。
担当相のメッセージをリセット: 担当相システムをリセットしてすべての初期メッセージを再表示させます。

インターフェースオプション

自動セーブまでのターン数: ゲームの自動セーブの頻度を設定できます。13ページを参照してください。
最大自動セーブ数: 自動セーブされたゲームの保存数を設定します。
この保存数を超えると、
自動セーブさ
れたゲームが上書きされるようになります。
インターフェースのサイズを自動選択: コンピューター画面の解像度に最適だと思われるインターフェース
グラフィックが自動で選択されるようになります。
小サイズのインターフェースを使用: 画面の解像度を問わず、常に小サイズのインターフェースが使用され
ます。
動的カーソルズームモード: ズームアウトした際に、画面がカーソルに固定されるのではなく、真っ直ぐ後
方に引かれます。
全ての社会制度を表示: 社会制度画面で、ゲームの時代や解除されている分岐の種類に関わらず、すべて
の社会制度が表示されます。
言語: ゲームで使用される表示言語を設定します。
台詞の言語: ゲームで使用される音声の言語を設定します。

ビデオオプション

画面解像度: 利用できる画面解像度の一覧を表示します。

15

アンチエイリアシング: オンにすると、ゲーム内でのグラフィックの輪郭が滑らかになります。高性能のハー
ドウェアで効果があります。
フルスクリーン: 全画面表示モードでプレイするか、
ウィンドウでプレイするかを選択できます。
垂直同期: オンにすると、
フレームレートが固定され、ビデオの「テアリング」が実行されなくなります(上級
ユーザー以外の方は、
「オン」に設定してください)。
詳細な戦略視点: オンにすると、高解像度のテクスチャが使用されます。戦略視点では、
より詳細までズーム
インできます。性能の低いマシンでは、
ゲームのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

パフォーマンス
オプションゲームの起動時に、次のオプションが自動的に検出され、最適なパフォーマンスを発揮するよう
に設定されます(Direct X のバージョンによっては利用できないオプションがあります)。ゲームのパフォー
マンスにお悩みの場合は、次のオプションの一部を「高」から
「低」に変更してみてください。
指導者シーンの質: 指導者シーンのイメージの質が影響を受けます。
オーバーレイ詳細: オーバーレイの質が影響を受けます。
影の質: ユニット、建造物などの地形以外のアイテムによる影の質が影響を受けます。
戦場の霧の質: 戦場の霧の質が影響を受けます。
地形詳細レベル: 地形のテクスチャ詳細レベルが決定されます。
地形モザイクレベル: 地形のモザイク詳細レベルが決定されます。
地形陰影の質: 地形陰影の質が決定されます。
水の質: 水の質が決定されます。
テクスチャの質: ゲーム内のテクスチャの質が決定されます。

オーディオオプション
この画面では、
ゲーム内のさまざまなオーディオストリームのボリュームを設定できます。
BGM音量: BGM の音量を設定します。
SE音量: 爆発、喊声（かんせい）などのエフェクトの音量を設定します。
環境音量: 鳥、波などの環境音の音量を設定します。
会話音量: 担当相や他の指導者の会話の音量を設定します。
「決定」をクリックすると、オプション画面での変更を確定します。
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セクション 2: ゲームの基本

イントロダクション

このセクションでは、
『シド・マイヤーズシヴィライゼーション V』の概要を説明します。ゲームを開始するの
に必要なすべての情報が記載されています。
このセクションで準備が整った後は、
「上級ルール」セクショ
ンでゲーム後半の情報やマルチプレイヤー、MOD に関する情報をチェックしてください。
プレイ中に利用
できるシヴィロペディアもお忘れなく。詳細については、3 ページを参照してください。

『シヴィライゼーション V』のターン制
概要

『シヴィライゼーション V』では 2 種類のターン制でプレイできます。基本のシングルプレイヤーゲームで
は「ターンベース制」、マルチプレイヤーゲームでは「同時ターン制」になります。

ターンベース制

『シヴィライゼーション V』のシングルプレイヤーゲームは、ターンベース制で進みます。あなたが自分の

ターンで、ユニットの移動、外交、都市の管理などを行なった後、各対戦相手のターンに移ります。その後、
あなたが次のターンに移ります。
これを、誰かが勝利するまで繰り返します。

同時ターン制

マルチプレイヤーゲームは、
「同時ターン制」
となります。
このゲームスタイルでは、あなたと敵が同時に自
分のターンに移ります。全員がユニットの移動、外交、都市の管理などを同時に行なうのです。全員がすべ
ての操作を終了させたところでターンが終わり、次のターンへと進みます。
このスタイルでプレイするとき
も、
「ターンタイマー」を使用できます。非常に楽しめる同時ターン制ですが、すべての人がそう思うとは限
りません。
ターンベース制の『シヴィライゼーション V』で何度か練習してから、同時ターン制のゲームに進
むことをお勧めします。
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文明と指導者

ゲーム内の文明はそれぞれがユニークです。すべての指
導者には特殊な「特性」があります。特性によって、ゲーム
中に指導者の文明に特別なアドバンテージが付与されま
す。
また、文明はそれぞれ、固有のユニットもしくは固有の
建造物を保有します。
これらには、ゲームの初期段階で現
われるものもあれば、後半になって現われるものもありま
す。文明の強みを極め、敵の弱みに付け込むこと。
これが、
このゲームで最も難しいところです。
しかし、最もやり応え
のあるところでもあります。文明の特性、および固有のユ
ニットと建造物は、ゲームの設定中に文明を選択すると表
示されます。
また、
シヴィロペディアの「文明」セクション、およびこのマニュアルの 173 ページでも、
これら
について参照できます。

指導者の特性

前の項で説明したとおり、それぞれの指導者には固有の特性があります。
この特性によって、ゲーム中に
特殊なアドバンテージが得られます。たとえば、エジプトのラムセス 2 世には、
「遺産建設者」特性がありま
す。
この特性により、エジプトの文化遺産の建設が速まります。
また、
ガンジーには「人口増加」特性があり
ます。
この特性により、インドで人口への不満を抑えて大きな都市を作成できます。
プレイ中に文明の指導
者の特性を覚えておくことが大切です。
こうすれば、ゲームの面白さが大幅に増します。

固有のユニット

文明はそれぞれ、1 体以上の「固有のユニット」を保有します。固有のユニットは、標準のユニットを強化し
て置き換えるものです。たとえば、ギリシャは固有のユニットとしてヘタイロイを所有します。
このユニット
は、騎兵ユニットの代わりに得られます。
また、ギリシャは、槍兵の代わりに強力な「重装歩兵」を受け取りま
す。言うまでもなく、ギリシャはゲーム初期には非常に危険な存在です。
一方、
ドイツでは、他の文明が受け取る通常の戦車の代わりに、パンツァーが得られます。
このため、
ドイツ
がギリシャの初期アドバンテージに打ち勝つと、今度はドイツがゲーム後半で非常に危険な存在となるの
です。

固有の建造物

一部の文明では、固有の建造物も受け取ります。
これらは、他の文明が得る標準の建造物を置き換えると言
う点で、固有のユニットと似ています。たとえば、ペルシアでは銀行の代わりにサトラップの王宮を取得し
ます。
これによって、幸福度と富の生産が大幅に増加します。
また、
シャムでは大学の代わりにワット (寺院)
が得られます。
これにより、科学産出量が大幅に増加し、
さらに文化産出量も増加します。
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担当相

強大な文明の指導者であるあなたは、有能な担当相から指導や
アドバイスを受けることができます。担当相たちは、重要だと思う
事柄やあなたが忘れていると思われる事柄について、指摘をして
くれます。担当相を表示させないようにすることもできますが、最
初のうちは担当相たちと一緒にプレイをした方がよいでしょう。担
当相は 4 人います。それぞれが専門分野についてアドバイスをし
てくれます。

経済担当相
経済担当相は、都市の建造や領土の改善に関してアドバイスをしてくれます。

軍事担当相
軍事担当相は、戦闘の方法など戦争に関するあらゆるアドバイスをしてくれます。

外交担当相
外交担当相は、探索の方法と、都市国家や他文明との交流に関するアドバイスをしてくれます。

科学担当相
科学担当相は、科学やテクノロジー、
さらにはゲームのルールに関するアドバイスをしてくれます。

担当相との会談

プレイ中、担当相があなたに伝えたいことがあるときに、
「ポップアップ」
されます。担当相は、現在のトピックに関連する他の情報へのリンクを
示すことがあります。
これらのリンクをクリックするか、
「下がりなさい」を
クリックして、いつでも担当相を退けることができます。
また、画面の右上にある
「担当相」ボタンをクリックして、
「担当相との会
談」画面に進むこともできます。
この画面では、4 人すべての担当相に会
うことができます。担当相が現在の状況について伝えるべき役に立つ情
報がある場合、
ここでその情報が表示されます。

担当相を表示させない

「オプション」画面で、担当相から得るアドバイスの量を設定できます。設定できるアドバイスのレベルは、
「CIVシリーズ初心者」
「
、CIV5初心者」
「
、経験豊富なプレイヤー」
または
「助言なし」
です。
「助言なし」を選べば担当相たちは姿を現さなくなりますが、
「担当相との会談」画面に入れば、彼らの
考えを聞くことができます。
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インターフェース

メイン画面

メイン画面は、
プレイの大半の時間をかけるところです。ユニットの移動、戦闘の開始、都市の建設などを
この画面で行ないます。

メインマップ

実際にアクションを行なうエリアです。
メインマップでは、
「既知の世界」が表示されます。探検済みの場所、
自分の都市や地形、資源や資源活用施設、ユニット、すでに足を踏み入れたことのある中立の土地や他の
文明の領土がここで確認できます。

メインマップの見方

メインマップはいろいろな視点で見ることができます。

ズームインとズームアウト

マウスホイールを動かすか、[PageUp] キーまたは [PageDown] キーを押すと、
ズームイン、
ズームアウト
ができます。

センタリング

メインマップの任意の場所をクリックすると、その場所を中心としてセンタリングが行なわれます。

アクティブなユニットに対する自動センタリング

ターン中にユニットを「アクティブ」にすると、そのユニットを中心にして自動でメインマップのセンタリン
グが行なわれます。

アクティブなユニットに対する手動のセンタリング

アクティブなユニットのアイコンをクリックすると、そのユニットを中心にしてセンタリングが行なわれま
す。
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ミニマップ

ミニマップの任意の場所をクリックすると、その場所を中心にしてメインマップのセンタリングが行なわれ
ます。
クリックアンドドラッグ
マップ上の任意の場所をクリックしてドラッグすると、その動きに合わせてマップビューが手動でスクロー
ルされます。

ミニマップ

世界を縮小表示したものがミニマップです。前の項で説明したとおり、
ミニマップの任意の場所をクリック
すると、その場所を中心としてメインマップのセンタリングが行なわれます。

戦略視点

「戦略視点」ボタンをクリックすると、戦略視点モードが開始され
ます。
このモードでは、マップおよびユニットが簡易表示になり、
情報が少なくなります。便利だと感じるプレイヤーもいるでしょう
が、戸惑うプレイヤーもいることでしょう。
どちらのモードが使い
やすいかをお試しください。

マウス

『シヴィライゼーション V』をプレイするときには、キーボー

ド操作とマウス操作を上手に組み合わせましょう。マウスの
使用方法は 2 種類あります。左クリックでは、
メニューを開く、
メニューの選択を確定する、ユニットを「アクティブ」にする、
マップをセンタリングするなどの操作ができます。
また、マッ
プの任意の場所で右クリックすると、
アクティブなユニットに、
右クリックした場所に移動するように指令を出すことができ
ます。

キーボード

『シヴィライゼーション V』では、数々のキーボードの「ショート

カット」
キーを使用できます。
ショートカットキーの一覧につい
ては、
ゲームと一緒にインストールされた
「README.TXT」
ファ
イルを参照してください。
右の図では、
最も重要なショートカッ
トキーについて説明しています。
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ショートカットキー
ショートカットキー		
Enter		
スペース		
ピリオド		
カンマ		
F1		
F2		
F3		
F4		
F5		
F6		
F10		
F11		
F12 		

アクション
ターン終了
ユニットをスキップする
次のユニット
前のユニット
シヴィロペディア
経済情報
軍事情報
外交情報
テクノロジー画面
社会制度
戦略視点
クイックセーブ
クイックロード

戦場の霧

この世界は果てしなく広く、人は必ずしもそのすべてを把握しているわけではありません。古代の文明で
は、山を越えて探索者を派遣するまでは、その向う側に広がる世界は謎のままでした。歩哨を立てなけれ
ば、国境のすぐ向こうに敵の軍隊が大軍を成している事実など知る事もできなかったでしょう。
『シヴィライ
ゼーション V』の世界は「戦場の霧」に覆われており、探索を行なうまでこれが晴れることはありません。
戦場の霧は白い雲として、ゲーム開始時には世界の大部分を覆っています。ユニットをあちこち移動させ
ることで戦場の霧は晴れ、世界は次第にその姿を現わすことになります。一度タイルから戦場の霧を取り
除いてしまえば、霧が再びかかることはありません。
しかし、ユニットを動かしてタイルが視界から外れてし
まったら、その場で何が起こっているかは確認できなくなります。

視界の 3 つの状態
可視領域

ユニットや自国領の視界内にあるタイルや、都市などが持つ国境の内側にあるタイル、
さらにはユニット
がいるタイルであれば、そのタイルの地形やそこにある資源活用施設を見ることができます。テクノロジー
の発展度合いによっては、
タイル内に存在する資源も確認できます。

探索済み

タイルから戦場の霧を取り除いた後に、(たとえば探索ユニットを動かしたことによって) そのタイルが視
界から外れた場合、
タイルは薄く影がかかった状態で表示されます。
タイル上の地形を見ることはできま
すが、そこにユニットがいても気付くことはできません。資源活用施設や建てたばかりの都市といったもの
も確認することはできません。つまり、
この状態のタイルに関しては基本的に古い情報しか確認できないと
いうことです。
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戦場の霧

戦場の霧の下にあるタイルは、
こちらにとって未知の場所となります。そこがどんな地形なのか、誰の支配
下にある土地なのか、そういったことがまったく分からない状態です。金の豊富な大地かもしれませんし、
はたまた恐竜が徘徊する危険な地かもしれません。一刻も早く誰かを派遣して、その土地を探索させるの
が得策です。

視界について

国境内であればすべてを見ることができ、国境の 1 つ外のタイルも視界に収めることができます。ほとんど
のユニットは、2 タイル以内であればすべてのものを見ることができます (ただし、山の向こう側や遮断地
形の向こう側を除きます。後の項を参照してください)。丘陵の上からであれば、遮断地形の向こう側 も見る
ことが可能になります。
また、あるレベルアップを行なえば、そのユニットの視界を 1 タイルだけ広げるこ
とができます。ゲームの中盤から後半にかけて登場する海軍ユニットも広い視界を持っています。

遮断地形

山岳や自然遺産は、その先にある物への視界も完全に遮断します (ただし、航空ユニットを除きます)。
森林、山、および丘陵は、すべて
「遮断地形」
です。ユニットはこうしたタイルの上にある ものは目視できま
すが、
その先の 景色を見ることはできません (ただし丘陵タイルの上にいる場合を除きます)。丘陵の上か
らであれば、遮断地形の向こう側も見ることができます。

間接射撃

一部の遠隔攻撃ユニットは「間接射撃」を行なうことができます。
こ
れは、他の友軍ユニットが見ることができれば、視界に入らない目
標に対して射撃が行なえるというものです。たとえば、友軍ユニット
が丘陵の上にいれば、長距離砲ユニットは、丘陵の向こうにいる視
界に入らない目標を射撃できます。
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ゲーム情報画面

『シヴィライゼーション V』には、次の情報画面があります。情報画面では、ゲームの進行状況について、多
くの有益な情報が得られます。
これらの画面は、
メインマップのボタンおよび「ショートカットキー」を使用
して表示できます。

テクノロジー

このボタンをクリックすると、
「テクノロジー」画面に切り替わります。
この画面
では、現在の研究プロジェクトが表示されます。研究にかかる残りターン数、
および研究の「ロック解除」対象が表示されます。詳細については、82ページを
参照してください。

ユニット一覧パネル

このボタンをクリックすると、
「ユニット一覧」パネルに切り替わります。
このパネル
では、全ユニットとそのステータスが表示されます。一覧のユニットをクリックする
と、ユニットをアクティブにして、そのユニットを中心として画面をセンタリングで
きます。詳細については、
「ユニット」セクションを参照してください。
「軍事概要」ボ
タンをクリックすると、軍事概要画面に移動できます ( 26 ページを参照)。

都市一覧パネル

このボタンをクリックすると、
「都市一覧」パネルに切り替わります。都市をクリッ
クすると、その都市の都市画面が開きます。詳細については、
「都市」セクションを
参照してください。
「経済概要」ボタンをクリックすると、経済概要画面に移動できます (後の項を参
照)。
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外交情報パネル

このボタンをクリックすると、
「外交一覧」パネルに切り替わります。項目をク
リックすると、既知の文明や都市国家との外交を行ないます。
この画面では、
ゲームスコアも表示されます。詳細については、111 ページ、および 115 ページ
を参照してください。
「外交概要」ボタンをクリックすると、外交概要画面に移動できます (後の項
を参照)。

勝利への進捗状況画面

このボタンをクリックすると、
「勝利への進捗状況」画面が表示されます。
この
画面では、ゲームで辿ることのできるさまざまな勝利への道について、現在の
進捗状況が表示されます。詳細については、115 ページを参照してください。

デモグラフィック画面

この画面では、文明の規模、富、軍事、産出量など、文明に関する多くの情報が得
られます。
また、
この画面ではランキングや各カテゴリでの平均スコア、最高スコ
ア、最低スコアを表示し、他の文明と比較することができます。

告知ログ

この画面では、
プレイ中に文明が受け取ったすべての通知、および通知を受け
取ったターンが表示されます。重要な情報を見過ごさないよう、定期的にチェッ
クするようにしてください。
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軍事概要

経済概要

外交概要

この画面では、全ユニットおよび供給状況が表示されます。
また、大将軍とな
るための進捗状況も表示されます。詳細については、102ページを参照してく
ださい。

この画面では、人口、防御力、食糧生産量、科学産出量、
ゴールド産出量、文化
産出量および生産力、
さらには現在建設中の建造物、建設が終了するまでの
期間など、都市の詳細情報の一覧が表示されます。都市をクリックすると、そ
の都市の都市画面が開きます。

この画面では、他のすべての文明および都市国家との、現在の外交の状況が
表示されます。

取引履歴画面

この画面では、進行中の外交取引、および以前の外交取引に関するその他の
重要なデータが表示されます。
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担当相との会談画面

この画面では、すべての担当相に会うことができます。担当相からは、強大な
帝国を運営するための価値のあるアドバイスを受けられます。詳細について
は、19 ページを参照してください。

社会制度画面

この画面では、現在の社会制度、およびまだ獲得していない社会制度のすべ
てが表示されます。詳細については、93 ページを参照してください。
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地形

『シヴィライゼーション V』においては、世界は六角形の「タイル」(ヘックスやスペースとも呼ばれます) で

構成されています。
タイルには、砂漠、平原、草原、丘陵など、
さまざまな「地形の種類」があり、その多くは、
森林やジャングルなどの「地物」を伴っています。
こうした要素に応じて、近隣の都市にとってのタイルの有
用性や、
タイル内の移動の難易度が変わってきます。
また、
タイルの地形や地物は、そこで起こる戦闘に重
要な影響を及ぼすことがあります。

資源

資源は食料、生産力、文化力の源であり、
また文明にその他の特別なボーナスをもたらします。資源は特定
のタイル上に出現します。ゲーム開始時から発見できる資源もあれば、特定のテクノロジーを獲得しなけ
れば発見できない資源もあります。詳細については、36 ページを参照してください。

地形の種類

このゲームでは、基本となる地形は 9 種類あります(ただし、必ずしもゲーム中に 9 種類すべてが見られる
とは限りません)。

地形効果の説明:

都市の生産量: 資源活用施設を建てる前の状態で、
タイルから近隣の都市がどれだけの食料やゴールド、
生産力を得られるかを示しています。
移動コスト: このタイルに入る時の移動ポイント (Movement Point: MP) の消費量を示しています。
戦闘力補正: そのタイルにいるユニットが受ける、攻撃力や防御力の補正値を示しています。

近海

近海タイルは海岸に隣接する外洋タイルです。近隣の都市は近海タイルから食料や
ゴールドを得ることができます。海軍ユニットと
「出航した」陸上ユニットのみが近海
タイルに入ることができます。
食料: 1
生産力: 0
ゴールド: 1
戦闘力補正: なし
移動コスト: 1
近海には都市を建設できません。海軍ユニットと出航したユニットのみがこの種類
のタイルに入ることができます。
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砂漠

草原

丘陵

基本的に、砂漠タイルは非常に有用性に乏しいです。オアシスや資源などがない限
り、都市には何の利益ももたらさず、砂漠にいるユニットには戦闘時に大きな防御
ペナルティが課せられます。
食料: 0
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
草原は一般的に、他のどの地形よりも食料を多く生産します。草原の周辺に建設さ
れた都市は、他の場所にある都市よりも早く発展する傾向にあります。その反面、草
原にいるユニットが不意に攻撃された場合、防御ペナルティを受ける可能性がある
という大きな欠点もあります。
食料: 2
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
丘陵はその名のとおり、険しい地形を持つタイルです。耕作には適しておらず移動す
るのも困難な場所ですが、大きな防御ボーナスを与えてくれ、
さまざまな種類の資
源をもたらしてくれるタイルでもあります。
さらに、丘陵の上にいるユニットは、
「遮
断地形」の向こう側を見ることができます。丘陵は近隣の都市の産出量を増加させ
ます。
また、丘陵では重要な戦闘ボーナスを得ることができます。
食料: 0
生産力: 2
ゴールド: 0
戦闘力補正: +25%
移動コスト: 1
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山岳

外洋

平原

山岳は大きく隆起した地形を持つタイルで、航空ユニット以外は通行不可となって
います。侵攻に対する防壁という役目を除けば、文明にとってはあまり利益にならな
い土地です。
食料: 0
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: +25%
移動コスト: 通行不可
山岳は、航空ユニット以外は通行できません。
外洋タイルとは、陸地から遠い海のことです。外洋に出るために必要なテクノロジー
を持っている都市であれば、そこから食料とゴールドを得ることができます。
食料: 1
生産力: 0
ゴールド: 1
戦闘力補正: なし移動コスト: 1
外洋が有益となるのは、近隣の都市が外洋に出るために必要なテクノロジーを持っ
ている場合に、食料とゴールドを得ることができるという点のみです。
平原は近隣の都市に食料と生産力をもたらします。平原に囲まれた都市は、草原に
囲まれた都市に比べて発展の速度は遅くなりますが、生産力においては後者を遙か
に凌ぎます。
食料: 1
生産力: 1
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
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氷土

ツンドラ

氷土は生産性に非常に乏しく、近隣の都市の利益となるような食料や生産物は産出
しません。
もちろん、氷土タイルにも有益な資源が存在する場合もありますが、それ
を除けばただ寒くて不毛な大地でしかありません。
食料: 0
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
ツンドラは、寒冷な地域に広がる半分凍った土地です。平原や草原に比べ有用性は
低いですが、砂漠よりはわずかに利用価値があります。
よほど資源に飢えていない限
り、あるいは他に行き場がない限り、ツンドラに都市を建設する者はいません。
食料: 1
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
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地物

地物とは、
タイル中やタイルの表面に見られる、その地形を構成する要素や植生のことを言います
(たとえば、草原タイル上に森林や湿原といった地物も存在する場合があります)。地物はタイルの生産力を
修正し、そのタイルに足を踏み入れたユニットの移動ポイント (MP) の消費量にも影響を与えます。
また、
地物はそのタイルに陣取るユニットに防御ボーナスや防御ペナルティを付与することもあります。

地物効果

地物も地形と同じように、都市の生産量、移動、および戦闘に影響を与えます。

死の灰

氾濫原

死の灰は特殊な「地物」(というよりもタイルの地物を消滅させる地物) で、核兵器の
使用後に発生します。労働者によって除去されるまでタイルの産出量を著しく低下
させます。
食料: -3
生産力: -3
ゴールド: -3
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 2
資源活用施設を建設するには、死の灰が労働者によって除去される必要がありま
す。
氾濫原とは河川に隣接する低平地のことです。毎年河川の氾濫が起こり土地に天然
の灌漑や豊富な栄養を与えるため、氾濫原は極めて肥沃で最も生産力の高い農地
となります。古代エジプトの富と権力は、その大半が毎年起こる大河ナイルの氾濫か
ら得たものです。
食料: 2
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
氾濫原は、河川に隣接するタイルのみで発見できます。
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森林

氷河

ジャングル

古代の人々にとって、森林は大いなる恵みの宝庫でした。森林からは薪、道具、家屋
の材料となる木や、食物や衣服となる動物も多く手に入ります。都市が発展していく
と、つい農地欲しさに森林を次々と伐採したくなるものです。
しかし、賢明な指導者
なら、その生産性もさることながら、人々の英気を養うために必ずある程度の森林を
残しておくでしょう。
さらに、森林に配置された軍事ユニットには高い防御ボーナス
が与えられます。
食料: 1
生産力: 1
ゴールド: 0
戦闘力補正: +25%
移動コスト: 2
森林に覆われたタイルは、その下の地形の種類を問わず、必ず 食料 1 と生産力 1
を産出します。
氷河はただの氷の塊です。文明にとっては全く利用価値のない土地であると言えま
す。
このタイルは、航空ユニットと潜水艦以外は通行不可であり、何も産出しません。
氷河には近づかないほうが良いでしょう。
食料: 0
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: なし移動コスト: 通行不可
氷河タイルは、航空ユニットと潜水艦ユニット以外は通行できません。
暗くて人を寄せつけず、初心者にとって命取りにもなるジャングルは、そこに住むた
めのスキルと知恵を持つ者にとっては食料の宝庫です。
しかし、
ジャングルには材料
となる物はあまりなく、発展する文明からすれば、そこを採掘するか農地に変えたい
衝動に駆られるでしょう。一方で、
ジャングルに駐屯する軍事ユニットには、高い防御
ボーナスが与えられます。
また、
ジャングルの木々を伐採すれば、その大地は平原と
なります。
食料: 1
生産力: -1
ゴールド: 0
戦闘力補正: +25%
移動コスト: 2
ジャングルの木々を伐採すれば、
ジャングルタイルは平原となります。

33

湿原

オアシス

湿原は多様な生態系を擁してはいますが、発展を目指す飢えた文明にとっては有益
とは言い難い土地です。ただし、干拓を行なうか農地化すれば、産出量の増加も望
めるでしょう。湿原にいる軍事ユニットが攻撃を受けると大きなペナルティを負うの
で注意が必要です。
食料: 1
生産力: 0
ゴールド: 0
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 2
オアシスは、砂漠の中にありながら緑豊かな場所です。
これはオアシスが豊富で清ら
かな水源の上に存在するからです。オアシスは、生き物の育たない不毛な砂漠の地
の中で極めて貴重な資源であり、
この所有をめぐって砂漠の民族同士が無数の争い
を繰り返しています。
食料: 3
生産力: 0
ゴールド: 1
戦闘力補正: -33%
移動コスト: 1
オアシスが見つかるのは、砂漠タイルのみです。
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自然遺産

自然遺産は、すべての人が畏怖の念を抱くような、
自然の壮大な産物のことです。チ
チカカ湖やグレートバリアリーフなどの、威厳を湛えた自然界の美しさを余すことな
く感じさせてくれる場所です。
自然遺産は富や生産力を生み出すだけではなく、最初
にそこを発見した文明に永遠の幸福をもたらします。
自然遺産は、航空ユニット以外は通行できません。
都市の生産量: 2 生産力、3
ゴールド移動コスト: 通行不可
戦闘力補正: なし

河川

昔から、都市は河川に沿って建設されてきましたが、それには理由があります。河川から水を引くことで都
市周辺の農地が改善されるほか、河川が都市を防御する役割も果たします。川を渡って都市を攻撃するの
は非常に困難であるからです。

河川の位置

他の地物とは違い、河川はタイルの中ではなくタイルの縁に沿って流れます。河川に隣接したタイルやユ
ニットは、河川からの恩恵を享受できます。

都市の生産量変更

河川は隣接したタイルのゴールド産出量を +1 増加させます。

攻撃ペナルティ

河川を挟んで攻撃を行なうと、攻撃側ユニットは 25% の戦闘力ペナルティを受けます。

移動効果

河川を渡ると、ユニットはすべての移動ポイントを消費することになります。ただし、河川を越えて道路が
敷かれており、かつ建築学のテクノロジーを獲得していれば、渡河時にも追加の移動コストはかかりませ
ん。
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資源

資源は食料、生産力、文化力の源であり、
また文明にその他の特別なボーナスをもたらします。文明の富や
力は、所有する資源の数や種類によって大幅に左右されます。活用する資源は文明の領土内にある必要が
あり、
さらに、適切な「資源活用施設」をタイルに建設する必要があります
(たとえば、
「バナナ」
資源から利益を得るためには
「大規模農場」
資源活用施設を建設する必要があります)。
資源には、
ボーナス資源、
戦略資源、
高級資源の 3 種類があります。
3 種類とも近隣の都市に利益をもたらし、
戦略資源と高級資源はそれに加えて、
さらに重要な利益を生み出します (後の項を参照)。
すべての資源を領土内に持つことはできないかもしれませんが、他の文明と交換が可能な資源もいくつ
か存在します。

ボーナス資源

ボーナス資源はタイルの食料とゴールド産出量を増加させます。ボーナス資源は他の文明と交換できま
せん。

バナナ

家畜

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: ジャングル
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: 草原
取得に必要となる資源活用施設: 牧草地
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鹿

魚

羊

小麦

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: 森林、ツンドラ、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: キャンプ

食料: +2
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: 近海
取得に必要となる資源活用施設: 漁船

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: 草原、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: 牧草地

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: 0
見つかる場所: 氾濫原、平原
取得に必要となる資源活用施設: 農場
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高級資源

高級資源は都市の幸福度を増加させ、
タイルの産出量に少
量のボーナスをもたらします。幸福ボーナスの獲得は、各高
級資源につき 1 つまでとなっています。
このため、同種の資
源が複数あったとしても市民の幸福度を増加させることはで
きません (しかし、他の文明の資源と交換できるため無駄で
はありません)。ただし、違う種類の高級資源を所有していれ
ば、その資源からも幸福ボーナスを受け取ることができます。
つまり、絹資源を 1 つ所有していても、2 つ所有していても受
け取れる幸福ボーナスの量は変わりませんが、そのうちの 1
つを他の文明の砂糖資源と交換することで、幸福ボーナスを
2 倍にすることができます。

綿

染料

毛皮

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 草原、平原、砂漠
取得に必要となる資源活用施設: 大規
模農場
食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: ジャングル、森林
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 森林、ツンドラ
取得に必要となる資源活用施設: キャンプ
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都市の資源要求と
「国王感謝祭」

都市は定期的に、特定の高級資源
の獲得を要求してくる。
要求に答えると、その都市で20タ
ーンの間「国王感謝祭」が開催さ
れ、その間、都市の成長率が 25%
増加する。
20 ターンが経過すると、都市は他
の高級資源を求めてくる。
その資源を獲得することができれ
ば、再び 20 ターンの国王感謝祭
が開かれることになる。.

宝石

金

香料

象牙

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +3
見つかる場所: ジャングル、草原、平原、砂漠、ツンドラ、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 草原、平原、砂漠、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 砂漠、平原
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 平原
取得に必要となる資源活用施設: キャンプ

39

大理石

真珠

絹

銀

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 草原、平原、砂漠、ツンドラ、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: 採石場

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 近海
取得に必要となる資源活用施設: 漁船

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 森林
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: ツンドラ、砂漠、丘陵
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山
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香辛料

砂糖

鯨

ワイン

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: ジャングル
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 氾濫原、湿原
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

食料: +1
生産力: 0
ゴールド: +1
見つかる場所: 近海
取得に必要となる資源活用施設: 漁船

食料: 0
生産力: 0
ゴールド: +2
見つかる場所: 草原、平原
取得に必要となる資源活用施設: 大規模農場

41

戦略資源

ゲーム開始時には戦略資源は隠されており、マップ上に表示させるためには特定のテクノロジーの習得
が必要となります。たとえば、馬資源は畜産テクノロジーを習得するまでマップには表示されず、鉄資源は
鉄器のテクノロジーを得るまでは発見できません。
戦略資源を使用して、特定のユニットや建造物を建設できます。戦略資源タイルに資源活用施設を建設す
る場合、
これらの資源の数は制限され、関連するユニットや建造物が完成するとこれらは消失します。たと
えば、鉄資源 1 を使用して剣士 1 を産出する場合、利用可能な鉄資源 1 がなければ、剣士を産出できませ
ん。ユニットや建造物が破壊されると、資源はもう一度利用可能となります。
戦略資源は他の文明と交換できます。
戦略資源に対していくつのユニットが利用できるかは、
メイン画面の上部に表示されています。

アルミニウム

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: 平原、砂漠、ツンドラ、丘陵
発見に必要なテクノロジー: 電気
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山
この資源を必要とするユニット: ガンシップ、
ジェット戦闘機、
ミサイル巡洋艦、移動式 SAM、現代機甲部隊、
ロケット砲、
ステルス爆撃機、原子力潜水艦
この資源を必要とする建造物: 水力発電所、宇宙船工場

石炭

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: 草原、平原、丘陵
発見に必要なテクノロジー: 科学理論
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山
この資源を必要とするユニット: 装甲艦
この資源を必要とする建造物: 工場
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馬

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: 草原、平原、ツンドラ
発見に必要なテクノロジー: 畜産
取得に必要となる資源活用施設: 牧草地
この資源を必要とするユニット: 戦車弓兵、ヘタイロイ、騎兵、騎兵隊、
コサック騎馬兵、槍騎兵、
スィパーヒー、
ラクダ弓兵、騎士、
イスラム騎兵隊
この資源を必要とする建造物: 厩舎、サーカス

鉄

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: 草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷土、丘陵
発見に必要なテクノロジー: 鉄器
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山

この資源を必要とするユニット: 投石機、
カタパルト、モホーク族の戦士、剣士、長剣士、侍、
トレビュシェッ
ト、
フリゲート艦、戦列艦、対空砲、対戦車砲、ゼロ戦
この資源を必要とする建造物: 溶鉱炉

石油

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: ジャングル、湿原、砂漠、ツンドラ、氷土、外洋
発見に必要なテクノロジー: 生物学
取得に必要となる資源活用施設: 油井、洋上プラットフォーム

この資源を必要とするユニット: 戦艦、航空母艦、戦闘機、パンツァー、潜水艦、戦車、ゼロ戦、B17、爆撃機
この資源を必要とする建造物: なし
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ウラン

食料: 0
生産力: +1
ゴールド: 0
見つかる場所: 森林、
ジャングル、湿原、草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷土、丘陵
発見に必要なテクノロジー: 原子理論
取得に必要となる資源活用施設: 鉱山
この資源を必要とするユニット: 巨大殺人ロボット、原子爆弾、核ミサイル
この資源を必要とする建造物: 原子力発電所
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ユニット

『シヴィライゼーション V』では、マップ上を移動する物体はすべて「ユニット」
と呼ばれます。ゲームに登

場するユニットにはさまざまな種類 (軍事ユニット、労働者、開拓者、偉人など) があり、多くのユニットが軍
事ユニットに属しています。

ユニットの生産

ユニットは都市で生産できます。ユニットはそれぞれ一定の「生産コスト」を持っており、
これはユニットの
生産に都市が費やす必要のある生産コストを表しています。
さらにユニットの生産は、文明が特定のテク
ノロジーの知識を持っていなければ行なえません (たとえば、弓術ユニットを生産するには、
「弓術」のテク
ノロジーが必要になります)。
またユニットの中には、文明が特定の資源を持っていなければ生産できない
ものもあります (たとえば、剣士の生産には鉄が必須です)。

ユニットの特徴

すべてのユニットが、移動速度、戦闘力、
レベルアップという 3 種類の基本ステータスを持っています。

移動速度

移動ポイント (MP) とは、そのユニットが障害物のないタイルをどれだけ渡り歩くことができるかを示した
ものです。ゲーム初期のユニットのほとんどが、2 の移動ポイントを持っています。詳細については、51 ペー
ジを参照してください。

戦闘力

ユニットの戦闘力は、戦闘におけるユニットの強さを示します。最初の戦闘ユニットである戦士は、戦闘力
を 6 持っています。開拓者や労働者のような非戦闘ユニットの場合、戦闘力は 0 (ゼロ) です。非戦闘ユニッ
トは敵の軍事ユニットに攻撃されると、何の抵抗もできずに倒されてしまいます (拘束されるか、破壊され
ます)。
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レベルアップ

軍事ユニットは、高度な訓練や戦闘で苦労して得られた経験から、
「レベルアップ」することがあります。詳
細については、145 ページを参照してください。

ユニットの特殊能力

多くのユニットは特殊能力を持っており、それによって他のユニット対し優位性を持つことができます。
ま
た、そのユニット限定の特殊能力などもあります。たとえば、開拓者は都市を建設することができますが、
こ
れは開拓者のみが持つ特殊能力です。
「遠隔攻撃」の能力を持つ弓術ユニットであれば、隣接しない敵に
対しても攻撃できますが、大半の戦闘ユニットの場合はそうはいきません。特殊能力については、
シヴィロ
ペディアのユニットの項目を参照してください。

固有ユニット

『シヴィライゼーション V』に登場する文明は、各々が数種類の「固有ユニット」
というものを持っていま

す。
これらのユニットはその文明専用であり、特定の局面において通常のユニットよりも優れた能力を持ち
ます。たとえば、
アメリカは固有ユニットとしてミニットマンを持っており、
これは他の文明が使用できる通
常のユニット、マスケット銃兵よりも優れた能力を持ちます。
さらには、他の文明で使用できる爆撃機に代
わり、B17 というユニットもアメリカの固有ユニットとして登場します。ギリシャの固有ユニットは重装歩兵
とヘタイロイとなっており、他の文明ではそれぞれ槍兵と騎兵にあたります。
各国の固有ユニットについては、
シヴィロペディアの文明の項目、
またはこのマニュアル後半にある文明
の一覧を参照してください。

ユニットの移動

ほとんどのユニットの移動は、
タイルからタイルへと移ること
で行なわれます。新しいタイルへ足を踏み入れる際には、
「
移動コスト」
を支払う必要があります。ユニットには「スタッ
ク」制限というものがあり、2 体の軍事ユニットが同じタイル
にいる状態でターンを終了させることはできず、
これは 2 体
の非戦闘ユニットにも適用されます。ただし、1 体の軍事ユ
ニットと 1 体の非戦闘ユニットであれば、同じタイルに配置
したままターンの終了を迎えることができます。
また、ほぼす
べてのユニットが、移動できる場所を制限されています。陸上ユニットは山岳タイルに入ることができず、海
軍ユニットであれば (沿岸都市があるタイルを除く) 陸上タイルを利用することはできません。道路や鉄道
などによる土地の改善は、陸上を移動するユニットの移動速度を上げます。
詳細については、
「移動」セクションを参照してください。

ユニットの戦闘

軍事ユニットは、他国のユニットや都市との間で戦闘を繰り広げることができます。ほとんどの軍事ユニッ
トが「白兵ユニット」
となっており、隣接したタイルに敵がいる場合のみ攻撃を仕掛けることができます。一
部の軍事ユニットは「遠隔攻撃」ユニットに分類され、
このタイプは 1 タイル以上先にいる敵にも攻撃でき
ます。
詳細については、54 ページを参照してください。
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ユニットのレベルアップ

軍事ユニットが戦闘で生き残ると、
「経験値」を取得することがあり、
この経験値を使用してユニットの「レ
ベルアップ」をすることができます。
レベルアップによって、たとえば森林での防御などの特定の状況で、ユ
ニットの戦闘能力を高めたり、戦闘中の他のアドバンテージを獲得したりすることができます。
詳細については、145 ページを参照してください。

非戦闘ユニット

非戦闘ユニットには、開拓者、労働者、作業船、偉人の 4 種類があります。それぞれが文明の明暗を分ける
ほどの力を所持しています。
「非戦闘」の名が示しているように、
これらのユニットは戦闘を行なうことがで
きません。
タイルに単独でいる時に敵ユニットに攻撃されると、
自動的に拘束されるか破壊されることにな
ります。
こういったことからも、非戦闘ユニットを未開の地へ送り出す際には、軍事ユニットを同行させてお
くのが正解と言えるでしょう。

戦闘ユニット

戦闘ユニットはいくつかの種類に分かれます。
「白兵ユニット」、
「遠隔攻撃ユニット」、
「海軍ユニット」、
「航
空ユニット」、および「ミサイルユニット」
です。

白兵ユニット

白兵ユニットは陸上ユニットであり、陸上の隣接したタイルにいる敵に攻撃を仕掛けることができます。海
上の敵を攻撃したり、2 タイル以上離れた敵を攻撃したりすることはできません。白兵に分類されるユニッ
トには、戦士、槍兵、マスケット銃兵、歩兵などがあります。大部分の軍事ユニットは白兵ユニットです。

遠隔攻撃ユニット

遠隔攻撃ユニットは、隣接したタイルおよび 1 タイル以上離れた場所にいる敵に攻撃を仕掛けることがで
きるユニットです。ユニットが攻撃できる距離は、
「射程範囲」
ステータスにより決まります。
また、遠隔攻撃
の強さは「遠隔戦闘力」
ステータスにより決まります。たとえば、弓兵ユニットのステータスは戦闘力 7、遠
隔戦闘力 8、射程範囲 2 です。弓兵ユニットは、1 タイルまたは 2 タイル離れた敵ユニットを戦闘力 7 で攻
撃できます。一方、敵ユニットが弓兵ユニットを攻撃した場合は、戦闘力 4 で防御します。
遠隔攻撃ユニットは、隣接した敵ユニットも含めて、他のユニットを攻撃する際には常に遠隔攻撃を行な
います。遠隔攻撃ユニットは、敵ユニットの攻撃から防御するときのみ、戦闘力を使用します。

海軍ユニット

海軍ユニットとは、水タイルを航行できるユニットを指します。
このユニットは、沿岸都市以外の陸上タイル
に入ることができません。
また、ユニットの種類によって、近海タイルから出られないものや、外洋タイルを
航行できるものなどがあります。海軍ユニットは、遠隔攻撃ユニットに属します (前の項を参照)。

47

航空ユニット

航空ユニットは当然ながら、空を移動します。航空ユニットはゲーム後半において非常に重要なユニットと
なり、制空権を握っているかどうかによって、現代戦の勝敗が決まることも少なくありません。

核ユニット

核ユニットは、
このゲームで最も強力なユニットです。多くの物を爆破し、ユニット、都市、資源活用施設な
どほぼすべてを破壊します。核攻撃の対象となった陸地は極度に汚染され、再び安全で有益な土地とする
ためには、再生への大規模な取り組みが必要になります。

ユニットアクション一覧

アクティブなユニットは、1 種類以上の「アクション」
を利用できます。
アクションを実行するには、
そのユニッ
トのアクションアイコンをクリックします。
移動: 現在のユニットを選択したタイルに移動します。

休眠: プレイヤーが指令を出すまで非アクティブになります。次のターンになってもアクティブ
には戻らず、
プレイヤーが手動で選択する必要があります。
警戒: 現在のタイルに留まらせ、敵が見えるようになるまで休眠させます。
このユニットには防
御ボーナスが与えられます。
守りを固める: プレイヤーが指令を出すまで非アクティブになります。
このユニットには防御
ボーナスが与えられます。
駐留: ユニットを都市に駐留させることで、その都市の戦闘力が上がります。都市のあるタイ
ル上にユニットがいる場合に限り、
このオプションが表示されます。
遠隔攻撃の準備: 遠隔攻城ユニットが攻撃を行なう前に必要となるアクションです。
出航: ユニットを船に乗せることで、海上を航行させることができます。特定のテクノロジーを
習得してからに限り、出航が可能になります。
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下船: 船からユニットを降ろし陸地に上げます。
迎撃: ユニットにこの指令を出しておくと、空爆を行なってきた敵ユニットを迎撃し、無力化し
てくれます。
回復するまで守りを固める: 戦闘力が最大に回復するまで非アクティブになります。
このユニッ
トには防御ボーナスが与えられ、1 ターンごとに 1 HP 回復します。
核兵器: 指定したタイルに核兵器を撃ち込みます。目標のタイルと、
この武器の圏内にある周
囲のすべてのタイルが甚大なダメージを受けます。
空中投下: ユニットを選択したタイルに空中投下します。
このミッションは迎撃を受ける可能
性があります。
掃射: 航空ユニットに、選択したタイルの敵ユニットを攻撃させます。

基地変更: 航空ユニットに、他の都市への基地変更を行なわせます。
遠隔攻撃: 選択したタイルに遠隔攻撃を行なわせます。

略奪: ユニットに、現在のタイルの資源活用施設を破壊させます。破壊された資源活用施設を
再び利用するためには、修復する必要があります。
都市建設: 開拓者ユニットに、現在のタイルに新しい都市を建設させます。都市を建設する
と、開拓者は消滅します。
テクノロジーの発見: この指令を出すと、偉人が新しいテクノロジーの研究に力を貸してくれま
す。
これを実行すると、偉人ユニットは消滅します。
生産の加速: 都市が建設している文化遺産の完成を早めることができます。
これを実行する
と、偉人ユニットは消滅します。
通商任務の実行: 大商人が都市国家の領内にいれば、
この指令を出すことで通商任務を遂行
できます。任務を行なえば大量のゴールドを獲得でき、その都市国家との友好度も上がりま
す。
これを実行すると、偉人ユニットは消滅します。
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宇宙船の生産: アルファ・ケンタウリへの宇宙船にパーツを組み込みます。ユニットは消費さ
れます。
また、使用するにはユニットが首都にある必要があります。
文化爆弾: この指令を出すと偉人が消費され、偉人がいるタイルとそれに隣接したタイルの
すべてが (たとえ他プレイヤーの領土であっても) 自国領になります。
黄金時代の開始: この指令を出すと偉人が消費され、黄金時代がアクティブな期間は、生産力
とゴールドが増加します。
城塞: この指令を出すと偉人が消費され、現在のタイル上に城塞施設が建設されます。

ランドマークを建設: この指令を出すと偉人が消費され、現在のタイル上にランドマーク施設
が建設されます。
税関を建設: この指令を出すと偉人が消費され、現在のタイル上に税関施設が建設されます。

製造所を建設: この指令を出すと偉人が消費され、現在のタイル上に製造所が建設されます。

キャンセル: ユニットに最後に出した指令をキャンセルします。誤った指令やアクションをつい
次々と出してしまった場合などに便利です。
探索を自動化する: ユニットにマップ上の未知の場所を探索させます。
自動化をキャンセルす
るまで、ユニットは移動を続けます。
目を覚まさせる: 休眠中のユニットの目を覚まします。

消去: アクティブなユニットを永久に削除し、少量のゴールドと交換します。
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移動

『シヴィライゼーション V』では、ユニットを世界のさまざまな場所へ移動することに多くの時間が費やさ

れます。
さまざまなものを探索する場合や近隣の文明と戦争する場合には軍事ユニットを出動させます。
また、土地を資源活用する場合や道路を建設する場合には労働者を新しいタイルに移動します。
さらに、
新しい都市を建設する場合は、それに適した場所へ開拓者を移動します。
陸上ユニットおよび海洋ユニットは、以下のルールに従って移動します。航空ユニットにはそれに特化した
移動ルールがありますが、それらが必要となるのはゲームの後半以降です。航空ユニットの移動ルールに
ついては、別途説明します。

移動命令の出し方
右クリック

ユニットがアクティブな場合は、マップ上を右クリックすることでユニットをその場所に移動させることが
できます。

移動モード

アクションボックスにある
「移動モード」をクリックし、目的のタイルを左クリックすることによってもユニッ
トを移動することができます。

可能な移動と不可能な移動

目的地への移動が不可能な場合、ユニットはその移動の命令を拒否し、新たな命令が下されるまで待機し
ます。不可能な移動を試みると、移動カーソルの色が赤に変わります。目的地への移動が可能であり、かつ
ユニットが 1 ターンの間に目的地へ到達可能であれば、ユニットはその目的地へ移動することになります。

複数ターンに跨る移動

ユニットが目的地へ到達するのに複数のターンを要する場合、そ
のユニットは最短ルートを選び、そのルート上を進みます。ユニッ
トは、
ターンごとに定められた地点まで進み、それを繰り返すこと
で目的地へ移動します。
タイルが海を挟んだ対岸にあることが判明したもののユニットが
出航できない場合や (52ページを参照)、すでに別のユニットが目的
地を占拠している場合など、何らかの理由によってユニットが目的
地へ到達できなくなった場合、そのユニットは移動を停止し、新た
な命令を要求します。ユニットへの命令はいつでも変更できます。
命令を変更する場合は、そのユニットをクリックして新しい命令を
下すか、
またはアクションボックスの「命令のキャンセル」をクリックします。

移動ポイント

移動可能なユニットにはいずれも、一定数の「移動ポイント」(MP) が割り当てられています。ユニットは、各
ターンでそれらを消費しながら移動します。MP を使い果たしたユニットは、次のターンが開始されるまで
移動することはできません (ただし、一部の特殊なユニットは除きます。詳細は 120 ページを参照してくださ
い)。
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ユニットの中で最も早い段階に登場する陸上ユニットには 2 MP、騎乗ユニットおよび海洋ユニットにはそ
れ以上の MP が割り当てられます。

移動ポイントの消費

ユニットは、MP を消費しながらタイル内に移動します。移動時に消費される MP の数は、ユニットの移動
先となるタイルの地形によって異なります。現在のタイルから外へ移動する場合には MP は消費されませ
ん。消費される MP の数は、移動先のタイルによってのみ計算されます。
消費されるMP の数についての詳細は、28 ページを参照してください。通常、草原や平原などの平坦な地形
では 1 MP、森林やジャングルなどでは 2 MP です。
また、河川を横断する場合は、(道路がない限り) そのユ
ニットが持つすべての MP が消費されます (下記を参照)。
各ユニットは、MP が 1 つ以上残っていれば、必ず 1 つのタイルへ移動できます。目的のタイルで消費され
る MP の数がどれだけ多くとも、ユニットに MP が 1 つ以上残っていれば、そのタイル内に移動することは
できます。ユニットは、すべての MP を使い果たした時点で、それ以上移動できなくなります。

道路と鉄道

友好的または中立的な領域では、道路や鉄道があると、ユニットが消費する MP
の数が減少します。道路/鉄道が敷設されたタイル間を移動する場合、ユニットが
消費する MP は通常の数分の 1 程度になります。ユニットは、MP が 1 つ以上残
っている限り、道路/鉄道に沿って移動することが可能です。

道路/鉄道と河川

「建築学」のテクノロジーが確立されている場合は、道路/鉄道を利用すること
で、通常の渡河ペナルティを受けることなく河川を横断できます。
「建築学」のテク
ノロジーが確立されていない場合は、道路を利用して河川を横断してもペナルテ
ィが課されます。

実行できない移動

ユニットによっては、ある特定のタイル内に移動できない場合があります。たとえば、海洋ユニットは都市
タイル以外の陸上タイルの中には移動できません。
また、陸上ユニットは山岳タイルや海洋タイルの中に
は移動できません。ユニットがタイル内に移動できない場合、そのユニットに対してそのタイル内で移動
するよう命令することはできません。場合によっては、ユニットの移動中にその移動が不可能だと判明する
こともあります。
このような場合、ユニットはその移動が不可能であると判明した時点で移動を中止し、新
たな命令が下されるまで待機します。

スタック制限

原則として、1 つのタイル内でターンを終了できる戦闘ユニット、および 1 つのタイ
ル内で移動を終了できる非戦闘ユニットはそれぞれ 1 つだけですが、1 つの戦闘
ユニットと 1 つの非戦闘ユニットが、同一のタイル内で「スタックした」
ターンを終
了することは可能です。
ユニットは、移動を完了するだけの MP が残っている限り、別のユニットがいる地点
を通過することはできますが、同一タイプの別ユニットがいる地点で移動を終了す
ることはできません。
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移動中の戦闘
攻撃命令

通常、敵ユニットが占拠している場所へ移動するようユニットに命令すると、そのユニットはこの命令を敵
ユニットへの攻撃命令だと解釈します。移動するユニットが非戦闘ユニットであれば、そのユニットは移動
を中止し、新たな命令を要求します。

支配領域

戦闘ユニットは、周囲にあるいくつかのタイルに渡って
「支配領域」(ZOC) を保持しています。ユニットは、
敵の ZOC に属する 2 つのタイル間を移動すると、その MP をすべて消費します。

海洋ユニットの移動

海洋ユニットは通常、陸上ユニットと同じルールに従って移動します。海洋ユニットが陸上ユニットと異な
るのは、陸上ではなく海上を移動するという点です。初期の海洋ユニットは多くの場合、移動範囲が沿岸水
域 (陸上タイルに隣接する水域) および沿岸都市に制限されますが、後に外洋タイル内へ移動できる海洋
ユニットを生産することで、世界中を探索できるようになります。海洋ユニットは、氷河タイル内には移動で
きません (ただし、海面下を移動できる潜水艦は除く)。

陸上ユニットの出航

ゲームを開始した時点では、陸上ユニットは水タイル内には移動できま
せん。ただし、航学のテクノロジーを獲得すれば、ユニットは「出航」
できる
程度までレベルアップするため、沿岸水域タイル内へ移動できるようにな
ります。ユニットを出航させる場合は、そのユニットを沿岸タイルに移動
し、
アクションボックスの「出航」をクリックします。いったん出航したユニッ
トは、水タイル内へ移動しなければなりません
(光学のテクノロジーによって移動可能となる範囲は沿岸水域に限られま
す。
この後、天文学のテクノロジーを獲得することで、海洋タイル内への移
動が可能となります)。海上に出航したユニットは、移動速度が非常に遅い
上、極めて無防備です。戦闘能力がまったくないため、敵の海洋ユニット
から攻撃を受けると容易に破壊されます。出航した陸上ユニットは、強力な海洋ユニットで護衛することが
必要です。
出航したユニットが陸上タイルに接すると、
アクションボックス内の「下船」がクリック可能な状態となりま
す。
「下船」をクリックすると、ユニットは陸上に戻ることができます。
また、陸上タイルを右クリックすること
もできます。
この場合、ユニットは自動的に下船します。
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戦闘

戦闘は、戦争状態にある 2 つの国家間で発生します。文明国家は、別の文明国家や都市国家と戦争状態に
陥る場合があります。一方、蛮族国家は常時、あらゆる文明国家および都市国家と戦争状態にあります。
大きく分けると戦闘には、白兵戦、遠隔攻撃、空中戦という 3 つの形態があります。最初の 2 つは、ゲーム
全体を通して行われる戦闘の形態です。一方、空中戦は (当然のことながら) いずれかの文明において飛
行技術が発明されるまでは行われません。空中戦が行われるようになるのは、ゲームの後半以降です。そ
のためゲーム開始直後は、空中戦の方法を意識する必要はありません。空中戦については、別途後述しま
す (119ページを参照)。

宣戦布告

他の文明に対して宣戦布告するには、いくつかの方法があります。
また、敵方から宣戦布告される場合もあ
ります。

外交的宣戦布告

他の文明に対する宣戦布告は、外交画面 (111ページを参照) から行うことがで
きます。都市国家に対して宣戦布告する場合は、その都市をクリックし、ポップ
アップメニューから
「宣戦布告」を選択します。

他国のユニットへの攻撃

自国のユニットに他文明のユニットを攻撃するよう命令するだけでも宣戦を布告することになります。
この
時点で攻撃の対象にする文明と戦争状態にない場合は、その文明 (または都市国家) に対して宣戦布告す
るかどうかを尋ねるポップアップが表示されます。宣戦布告するよう選択すると、攻撃が開始されます。宣
戦布告しないよう選択すると、攻撃は中止されます。

文明の領土への進入

「国境開放条約」を結んでいない文明国家の領土へ進入することも、戦争行為の 1 つです。
この場合、進
入するかどうかを確認するポップアップが表示されます。ただし、都市国家の場合は、その領内に入っても
戦争行為とは見なされないため、ポップアップは表示されません。

敵からの宣戦布告に対する対応

他の文明国家または都市国家から宣戦を布告される可能性は常に存在します。敵からの宣戦布告は、ポッ
プアップ (または通知) によって伝えられます。
このとき、紛争回避のための交渉を行う余地が残っている場
合もあれば、戦争に突入せざるを得ない場合もあります。詳細については、112ページを参照してください。
蛮族とは常に戦争状態にあるため、蛮族から宣戦を布告されることはありません。

終戦

一方の戦争当事国がすべての都市を陥落され壊滅した時点で、戦争は自動的に終結します。ただし、一方
の当事国が壊滅する前に、当事国双方が外交交渉を通じて停戦に合意すれば、その場合も戦争は終結し
ます。停戦交渉の申し出は、
どちらの当事国からでも行えます。詳細については、112ページを参照してくだ
さい。
蛮族と交渉することはできません。周辺から退去しない蛮族とは戦争状態が継続します。
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戦闘可能なユニット

軍事ユニットであればいずれも、敵のユニットに攻撃を仕掛けることができます。労働者、開拓者、偉人な
どの非戦闘ユニットは、攻撃を仕掛けることはできません。非戦闘ユニットが単独でいるところを攻撃され
た場合、それが労働者および開拓者であれば捕虜として拘束され (捕虜になった開拓者は労働者として扱
われます)、偉人であれば死亡し、作業船であれば破壊されます。
各都市からは、遠隔攻撃の射程範囲内 ( 57ページを参照) に位置する敵の軍事ユニットを攻撃することがで
きます。逆に各ユニットは、敵の都市を攻撃することができます。

ユニットの戦闘ステータス

軍事ユニットの戦闘能力は、その戦闘ステータスによって決まります。
基本となる戦闘ステータスは次の 4 つです。

遠隔戦闘力

この戦闘ステータスを持つのは、
「遠隔攻撃」を行えるユニットのみです。攻撃を行うユニットが持つ遠隔
攻撃の能力を表します。

射程範囲

この戦闘ステータスを持つのは、遠隔攻撃ユニットのみです。遠隔攻撃ユニットが攻撃可能な敵までの距
離を表します (単位はタイル)。

戦闘力

軍事ユニットはすべて、
この戦闘ステータスを持ちます。白兵ユニットは、攻撃時や防衛時に戦闘力を使用
します。一方、遠隔攻撃ユニットは、防衛時に戦闘力を使用します。

ヒットポイント

各ユニットの体力は、
「ヒットポイント」
で表されます。いずれの戦闘ユニットも、体力が最大の時ヒットポ
イントは 10 となり、
ダメージを受けるたびにヒットポイントが減少します。ヒットポイントが 0 になると、そ
のユニットは破壊されます。

白兵戦

白兵戦は、白兵ユニット (遠隔攻撃を行えない軍事ユニット) が敵のユニットまたは都市を攻撃した場合の
戦闘を指します。防御側が遠隔攻撃を行えるかどうかに関わらず、攻撃側が遠隔攻撃を行うことができな
ければ、その戦闘は白兵戦と見なされます。
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戦闘力

2 つのユニットの間で白兵戦が行われる場合、その結果は両ユニットが持つ戦闘力によって決まります。つ
まり、戦闘力に差のある 2 つのユニットが戦った場合、戦闘力の優っているユニットの方が相手により大き
なダメージを与える可能性が高く、ほとんどの場合その相手を倒すことができます。
ただし、ユニットの戦闘力は、
さまざまな要素に左右されます。多くのユニットは、森林や丘陵に陣を構えて
いるときに攻撃された場合や、守りを固めた場合には、
「防御ボーナス」が与えられ、それによって白兵戦
の戦闘力が高まります。
また一部のユニットは、特定タイプのユニットと戦う場合にボーナスが与えられま
す (たとえば槍兵は、騎乗ユニットと戦う場合ボーナスが与えられます)。一方、
ダメージを受けたユニット
は、その戦闘力が減少します(詳細は、61ページを参照)。
戦闘情報画面 (下記参照) を使用すると、
自身のターン中に双方の白兵ユニットが持つ戦闘力を比較でき
ます。

複数のユニットによる戦闘

ユニットが複数の場合、
ターゲットユニットに隣接しているユニットごとに 15% の「側面攻撃」ボーナスが
与えられます。
レベルアップや社会制度によっては、攻撃ユニットに対して通常の側面攻撃ボーナスを上回
るボーナスが与えられることがあります。
これらのボーナスが多数のユニットに与えられれば、その効果は
絶大です。一般に、
「集結」するユニットの数が多いほど、
ターゲットユニットに対して優位に立つことがで
きます。

戦闘情報画面

いずれかのユニットがアクティブな状態で敵のユニットにカーソル
を合わせると、
「戦闘情報画面」が表示されます。
この画面の内容か
ら、2 つのユニット間で行われる戦闘の結果を予測することができま
す。
この画面では、
自ユニットの修正された戦闘力が左側に表示さ
れ、敵ユニットの修正された戦闘力が右側に表示されます。画面の
上部中央にあるボックスには、予想される戦闘の結果が表示され、そのボックスの中央にあるバーには、
戦闘が行われた場合に双方それぞれが受けると予想されるダメージが表示されます。

白兵戦の実行

白兵戦は、攻撃側ユニットが敵のタイルに進入することで開始されます。攻撃側は、防御側のタイルに進入
できない限り、白兵戦は行えません。(たとえば槍兵は、出航していなければ三段櫂船のタイルに進入でき
ないため、三段櫂船との間で白兵戦を行うことはできません)。
アクティブなユニットに攻撃命令を下す場合は、そのターゲットを右クリックします。
これにより、
アクティブ
なユニットは戦闘を開始します。

白兵戦の結果

白兵戦が終盤になると、一方または双方のユニットはダメージを受けて、その「ヒットポイント」が減少しま
す。ヒットポイントが 0 になると、そのユニットは破壊されます。白兵戦が終了した時点で、防御側ユニット
が破壊され攻撃側ユニットが生き残った場合、攻撃側ユニットは防御側のタイルに進入し、そこにいる非
軍事ユニットを捕虜として拘束します。防御側ユニットが生き残った場合、そのタイルはそのまま防御側ユ
ニットが領有し、
タイル内にいるその他のユニットもそこに留まります。
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大半のユニットは、攻撃を行うことで移動ポイントをすべて使い果たします。ただし、戦闘で生き残り、かつ
移動ポイントが残っているユニットは、戦闘後も移動することができます。戦闘で生き残ったユニットには、
「経験値」(XP) が与えられます。
この XP はユニットをレベルアップさせる際に使用できます (145ページを参
照)。

遠隔攻撃

弓兵、
カタパルト、三段櫂船など一部のユニットは、敵を攻撃する際、白兵戦で
はなく遠隔攻撃 (遠距離攻撃用の武器を使用した攻撃) を行います。
これらのユ
ニットには、白兵ユニットに比べて決定的に有利な点が 2 つあります。1 つは、
近接していない敵ユニットに対しても攻撃できるという点、
もう 1 つは攻撃する
際にダメージを受けないという点です。

遠隔戦闘力

遠隔攻撃を行えるユニットはいずれも、遠隔戦闘力という戦闘ステータスを持っています。
自ユニットの遠
隔戦闘力とターゲットの遠隔戦闘力の差によって、攻撃の結果が決まります。
予測される遠隔攻撃の効果を確認する場合は、攻撃側のユニットをアクティブ化した状態で、想定するター
ゲットの上にカーソルを合わせます。
「戦闘情報画面」が現れ、
アクティブなユニットが行う遠隔攻撃により
ターゲットが受けるダメージ (もしあれば) が表示されます。

射程範囲

戦闘ステータスの 1 つである
「射程範囲」は、ユニットがどの程度の距離まで遠隔攻撃できるかを表しま
す。射程範囲が「2」の場合は、隣接するタイル内またはその 1 つ先にあるタイル内のターゲットを攻撃でき
ます。射程範囲が「1」の場合は、攻撃側に隣接するタイル内のターゲットのみ攻撃できます
(ただし、射程範囲が「1」
であるユニットは存在しません。
したがって、そのようなユニットをシヴィロペディ
アで探しても見つかりません)。

視界

通常、遠隔攻撃ユニットが攻撃できるのは「目視」
できるターゲットのみです (ただし、
レベルアップにより
「
間接射撃」が可能なユニットは除く)。
ターゲットの手前に山岳タイル、丘陵タイル、森林タイルなど視界を
遮断する地形が存在する場合、そのユニットはターゲットを目視できません。遮断地形が含まれるタイル
の場合、ユニットは常にそのタイル内を見通すことができますが、遮断地形の向こう側に存在する対象物
は目視できません。
ただし、丘陵に位置するユニットおよび航空ユニットであれば、多くの場合、遮断地形の向こう側を目視で
きます。
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遠隔攻撃の実行

遠隔攻撃ユニットをアクティブ化した状態でターゲットを右クリックすると、攻撃が開始されます。

遠隔攻撃とその結果

遠隔攻撃の結果、
ターゲットユニットは、
ダメージをまったく受けない場合もあれば、何らかのダメージを
受ける場合や破壊される場合もあります。一方、遠隔攻撃では攻撃側のユニットがダメージを受けること
はありません (ただし、航空ユニットはダメージを受けることがあります)。
ターゲットが破壊された場合、(
白兵戦のときとは異なり) 無人となったタイルに攻撃側のユニットが自動的に進入することはありません
が、移動ポイントが残っているユニットが存在すれば、無人となったタイルにそのユニットを送り込むこと
は可能です。
戦闘が終了すると、攻撃側のユニットおよび防御側のユニットの双方に、
「経験値」(XP) が与えられます。詳
細については、145ページを参照してください。

戦闘ボーナス

ユニットは戦闘中、その所在地点、守備態勢、その他さまざまな特殊状況を通じて、いくつものボーナスを
獲得します。ボーナスには、攻撃側のユニットにのみ付与されるものと、防御側のユニットにのみ付与され
るものとがあります。
また、双方のユニットに与えられるボーナスもあります。最も一般的なボーナスは、ユ
ニットが占拠している地形に応じて付与されるボーナスと、防御側のユニットが「守りを固める」
ことにより
付与されるボーナスです。

地形ボーナス

防御側のユニットは、森林タイル、
ジャングルタイル、
または丘陵タイルに陣を構えることで、重要なボーナ
スを獲得します。一方、攻撃側の白兵ユニットは、河川の対岸にいる敵を攻撃するとペナルティを課されま
す。攻撃側のユニットは、丘陵から攻撃するとボーナスを獲得できます。
詳細については、28ページを参照してください。

要塞

工学のテクノロジーを獲得した文明では、労働者を動員して友好的または中立的な領域に「要塞」を建設
できます。要塞に駐留するユニットには、大きな防御ボーナスが与えられます。要塞は、敵の領土内には建
設できません。ユニットが敵の領土内にある要塞に進入すると、その要塞は破壊されます。要塞は、資源タ
イルの上にも建設できます。

守りを固める

多くのユニットは、
「守りを固める」
ことができます。具体的には、現在の所在地点に「塹壕」を堀り、防御設
備を設置します。
これにより、そのユニットは一定の防御ボーナスを獲得するため、敵の攻撃に対する抵抗
力が格段に高くなります。ただし、
「守りを固める」
ことは専守的な防御手段であるため、ユニットが移動し
たり攻撃したりすれば、
「守りを固める」態勢は解消されます。
「守りを固める」態勢にあるユニットは、
クリック操作により手動でアクティブ化しない限り、
アクティブ化さ
れることはありません。

「守りを固める」
ことのできるユニット

白兵ユニットおよび遠隔攻撃ユニットの多くは、
「守りを固める」
ことができます。非軍事ユニット、騎乗ユ
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ニット、海洋ユニット、機甲ユニット、および航空ユニットは、
「守りを固める」
ことはできませんが、その代
わりに「休眠」することができます。
「休眠」
とは、攻撃を受けるか手動でアクティブ化されるまで、非アクティ
ブな状態が維持される機能です。
「休眠」
した場合、防御ボーナスは付与されません。

「守りを固める」
ことによるボーナス

付与されるボーナスは、
そのユニットが「守りを固める」態勢を取る時間の長さに応じて決まります。
「守りを
固める」態勢に入ったユニットは、
その最初のターンで 25% の防御ボーナスを獲得でき、
それ以降のター
ンでは 50% の防御ボーナスを獲得できます。

「警戒」命令

「警戒」命令は、
「守りを固める」
とほぼ同じものです。ただ、
「守りを固める」場合と異なり、
「警戒」命令を
受けたユニットは、接近する敵のユニットが視界に入った時点で「目を覚まします」。ユニットが目を覚まし
た後も、移動や攻撃をしない限り、
「守りを固める」
ことによるボーナスが失われることはありません (した
がって、目を覚ましたユニットに再度「警戒」命令を出すか、そのターンをパスすれば、ボーナスは保持さ
れます)。

海戦

海洋ユニットには、陸上ユニットと同様、軍事ユニットと非軍事ユニットがあ
ります。作業船や「出航中」の陸上ユニットは非軍事ユニットです。蛮族から
攻撃を受けると自動的に捕虜として拘束され、他の文明国家または都市国
家から攻撃を受けると破壊されます。
軍事ユニットである海洋ユニットはすべて、遠隔攻撃ユニットでもありま
す。そのため、目視できる範囲内に位置する他の海洋ユニットおよび陸上
ユニットを攻撃することが可能です。
海戦の勝敗は、通常の遠隔攻撃の場合とほぼ同じように決まります。ただし、ある程度時代が進むと、航空
母艦、
ミサイル巡洋艦、潜水艦など、注目に値する海洋ユニットが登場します。
これらのユニットについて
は、空中戦の項を参照してください。

都市の攻防

都市は、非常に重要なターゲットです。他のユニットにより防御され要塞化し
た都市を占領することは容易ではありません。
しかし、都市を占領することは、
他の文明と覇権を争う上で大きな意義を持ちます。実際、他の文明の都市を
すべて占領または破壊することが、その文明を滅ぼすための唯一の手段です。
そして、敵となる文明をできるだけ多く滅ぼすことで、強大な支配権を掌握す
ることができるのです (115ページを参照)。

都市戦闘ステータス
都市の戦闘力

ユニットとまったく同様に、都市にも戦闘力があります。都市の戦闘力は、その都市の規模や立地条件のほ
か (丘陵地に建つ都市は防御が固い)、防壁などの防御施設を備えているかどうかによって決まります。
都市の強度は、その戦闘力と遠隔戦闘力を表したものです。戦闘中、都市のヒットポイントは敵の攻撃に
よって減少しますが、都市の戦闘力および遠隔戦闘力は、
どの程度のダメージを受けたかにかかわらず、
初期値のまま変化しません。
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都市のヒットポイント

ダメージを受けていない都市のヒットポイントは 20 です。
その後、
ダメージを受けるにつれて、都市のヒッ
トポイントは減少します。都市のヒットポイントが 0 になると、敵のユニットはそのタイルに進入することで、
その都市を占領することができます。

遠隔攻撃ユニットによる都市攻撃

遠隔攻撃ユニットに都市を攻撃させる場合は、その都市が射程範囲内に入るようにユニットを移動した上
で、その都市を右クリックします。攻撃によってその都市のヒットポイントが減少する程度は、ユニットの戦
闘力に応じて決まります
(攻撃側のユニットがダメージを受けることはありません)。ただし、遠隔攻撃を行っても都市のヒットポイン
トが 1 を下回ることはありません。都市を占領するためには、白兵戦を行う必要があります。

白兵ユニットによる都市攻撃

白兵ユニットに都市を攻撃させると、その都市にダメージを与えてヒットポイントを減少させることができ
ますが、白兵ユニットも同様にダメージを受けることになります。ヒットポイントがわずかしか残っていな
い都市であっても、防御には常にその全戦闘力が注がれます。

都市へのユニット駐留

都市の支配者は、都市の中に軍事ユニットを駐留させることで、防御態勢を強化
することができます。駐留しているユニットの戦闘力は、その一部を都市の強度
に付加できます。都市が攻撃された場合、駐留しているユニットはダメージを受
けませんが、その都市が占領されれば、駐留しているユニットは破壊されます。
都市に駐留しているユニットは、周辺にいる敵のユニットを攻撃できますが、そ
の際にはユニット駐留によるボーナスを失い、
さらにそれが白兵戦による攻撃であれば、駐留しているユ
ニットはその戦闘中に通常どおりのダメージを受けることになります。

都市による攻撃者への砲撃

都市の遠隔戦闘力は、戦闘開始時点から変化しません。
また、都市が持つ射程範囲の値は 2 であり、その
射程範囲内にいる敵ユニットのいずれかを攻撃できます。ただし、都市がダメージを受けても、その遠隔
戦闘力は減少せず、都市が占領されるまでは戦闘開始時の遠隔戦闘力が保持されます。

都市のダメージ回復

都市は、戦闘中であっても、1 ターンごとにダメージを 1 ポイント回復します。
したがって、都市を占領する
ためには、攻撃側は 1 ターンにつき 1 ポイント以上 (通常はさらに多くのポイント) のダメージを与える必
要があります。

都市の占領

都市のヒットポイントが 0 になると、その都市内に他のユニットがいるかどうかにかかわらず、敵のユニッ
トはその都市へ進入することができます。敵のユニットが進入することにより、その都市は占領されたこと
になります。攻撃側は通常、
占領した都市を破壊するか、
「傀儡都市」にするか、
自国に編入するかを選択で
きます。いずれを選択した場合も、その都市を失った文明国家は大きな打撃を受けることになります。詳細
については、67ページを参照してください。
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都市占領の特別なルール

海洋ユニット、
ミサイル、およびヘリコプターは、陸上ユニットを速やかに都市へ進入させる上で大きな役
割を果たしますが、都市を占領することはできません (すでに述べたように、遠隔攻撃ユニットも都市を占
領できません)。

攻城兵器

カタパルトや投石機、
トレビュシェットなど、一部の遠隔攻撃ユニットは「
攻城兵器」に分類されます。
これらのユニットは、敵の都市を攻撃する際
に戦闘ボーナスが与えられます。白兵戦の場合、攻城兵器は非常に破損
しやすいため、敵の攻撃をかわすことができるよう白兵ユニットに護衛さ
せることが必要です。
ほとんどの攻城兵器は、マップ上を移動する際、解体する必要があります。
また、目的地に到着した攻城兵器は、MP を 1 つ消費して
「設置」する必要があります。設置しない限り、攻
城兵器による攻撃はできません。
攻城兵器は、重要 なユニットです。攻城兵器がなければ、防御の固い都市を占領することは非常に困難で
す。

大将軍

大将軍は、戦術に優れた能力を持つ「偉人」
です。大将軍の存在により、その周囲 1 タイル以内にいる味方
ユニットに戦闘ボーナス (攻撃ボーナスと防御ボーナスの両方) が与えられます。大将軍自身は非戦闘ユ
ニットであるため、戦闘ユニットに護衛させることができます。大将軍がいるタイルに敵のユニットが進入
すると、大将軍は消滅します。
大将軍と同じタイル内にいるユニットおよび大将軍から 2 タイル以内にいるすべての味方ユニットに
は、25% の戦闘ボーナスが付与されます。大将軍は、ユニットによる戦闘を通じて誕生しますが、社会制度
である
「戦士の掟」を有効にすることによって育成することもできます。詳細については、102ページを参照
してください。

戦闘によるダメージ

ダメージを受けていないユニットのヒットポイントは 10 です。ユニットは、戦闘中にダメージを受けるとそ
の HP が減少し、HP が 0 になった時点で破壊されます。
ダメージを受けたユニットは、
ダメージを受けていないユニットよりも弱く、破壊されやすい状態にありま
す。可能であれば、
ダメージを受けたユニットはいったん戦線から離脱させ、
ダメージを回復させた後、戦
闘に復帰させるのが得策です。
もっとも、
こうした措置は常に可能なわけではありません。

ダメージの影響

ダメージを受けたユニットは、完全に回復したユニットに比べ、攻撃力が低下します。ユニットのダメージ
が大きいほど、攻撃 (白兵戦または遠隔攻撃) によって敵に与えることができるダメージは小さくなります。
実際は、両者の相関関係はもう少々複雑ですが、概算ではユニットが敵に与えることができるダメージは、
そのユニットが失った HP の割合の 1/2 だけ減少します。たとえば、HP を 5 つ (50%) 失ったユニットであ
れば、敵に与えることができるダメージは 25% 減少し、HP を 9 つ (90%) 失ったユニットであれば、敵に与
えることができるダメージは 45% 減少します。
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ダメージの回復

ユニットのダメージを回復するためには、そのユニットを 1 ターンの間非アクティブにしておく必要があり
ます。ユニットが回復できるダメージの程度は、その所在地点によって異なります。
都市: 1 ターンにつき HP を 3 つ回復。
友好的な領土: 1 ターンにつき HP を 2 つ回復。
中立的な領土または敵の領土: 1 ターンにつき HP を 1 つ回復。
ただし、ユニットがレベルアップした場合、その内容によっては HP の回復率が上昇します。

海洋ユニットのダメージ回復

海洋ユニットがダメージを回復できるのは、友好的な領域においてのみです。友好的な領域では、1 ターン
につき HP を 2 つ回復できます。

「回復するまで守りを固める」ボタン

ユニットがダメージを受けると、
アクションボタンの中に「回復するまで守りを固める」ボタンが表示されま
す。
このボタンをクリックすると、そのユニットは守りを固め、
ダメージが完全に回復するまで現在地点に留
まります。
「守りを固める」
ことの防御上の利点については、58ページを参照してください。
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経験値とレベルアップ

戦闘で生き残ったユニットは「経験値」(XP) を獲得します。ユニットが十分な XP を獲得したら、それらの
XP を消費してユニットを「レベルアップ」することができます。
『シヴィライゼーション V』には、多種多様な
レベルアップが用意されています。
レベルアップごとに、戦闘を有利に進めるための特性がユニットに付
与されます。

戦闘による経験値の獲得

ユニットは、戦闘で生き残ると XP を獲得します。XP を獲得するためには、戦闘で生き残りさえすればよく、
戦闘に勝利する必要も、敵を破壊する必要もありません。ユニットが獲得する XP の数は、戦闘の状況に応
じて決まります。通常、防御する場合よりも攻撃する場合の方が獲得できる XP の数は多く、戦闘形態の中
では白兵戦の場合が最も多くの XP を獲得できます。それぞれの状況に応じて獲得できる XP の数は次の
とおりです (すべてを網羅した一覧については、208ページを参照)。
攻撃側の白兵ユニットである場合: 5 XP
白兵戦で防御している場合: 4 XP
攻撃側の遠隔攻撃ユニットである場合: 2 XP
遠隔攻撃ユニットから攻撃を受けている場合: 2 XP
蛮族との戦闘に関する制限: すでに 30 XP を獲得したユニットは、蛮族と戦闘を行っても、そ
れ以上 XP を獲得することはできない。

XP を獲得する別の方法

兵舎などの軍事施設が存在する都市で生産されたユニットは、最初から XP が付与されています。付与さ
れる XP の数は施設によって異なります (兵舎と武器庫の場合はそれぞれ 15 XP)。
また、特定の社会制度
やその他の特殊効果によっても、ユニットに XP が付与されます。

XP の使い方

レベルアップするのに十分な XP をユニットがすでに獲得している場合は、そのユニットがアクティブ化さ
れるたびに「ユニットのレベルアップ」
アイコンが点滅します。
このアイコンをクリックすると、そのユニット
に適用可能なレベルアップの一覧が表示されます。
レベルアップを選択する場合は、
目的の項目をクリック
します。XP が消費され、ユニットがただちにレベルアップします。

レベルアップ一覧

『シヴィライゼーション V』には、多種多様なレベルアップが用意されています。
レベルアップには、すべて
のユニットに適用できるものもあれば、特定タイプのユニットに対してのみ適用できるものもあります。
ま
た一部のレベルアップは、他のレベルアップがすでに適用されているユニットでなければ適用できませ
ん。ユニットに適用できるレベルアップは、
「ユニットのレベルアップ」
アイコンをクリックすると一覧表示さ
れます。
レベルアップの詳細およびすべてのレベルアップを網羅した一覧については、
シヴィロペディアのレベル
アップに関する項または145ページを参照してください。
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蛮族と遺跡

ゲームの序盤 (開始から 25 ～ 50 ターン目) は、世界の探索に重点を置く必要があります。探索中には、古
代遺跡や蛮族に遭遇することもあります。古代遺跡に遭遇すると何らかのメリットがありますが、蛮族に遭
遇することは好ましくありません。

古代遺跡

古代遺跡は、かつて繁栄しその後滅亡した文明の遺物です。遺跡のある
タイルへ最初に進入したユニットの文明には、何らかのボーナスが与え
られます。遺跡の中に入ると、その遺跡は破壊されます。遺跡にはさまざ
まなメリットがあります。他の文明がまだ発見していない遺跡を 1 つで
も多く発見しましょう。

遺跡の恩恵
無償のテクノロジー

遺跡を発見すると、無償のテクノロジーを獲得できます。

マップ

遺跡を発見すると、周辺領域のマップを入手できます (戦場にかかる霧が数タイル分に渡って消滅
します)。

ユニットのアップグレード

遺跡のあるタイルに進入したユニットは、
より高度なユニットにアップグレードします (たとえば、戦
士であれば槍兵にアップグレードします)。

前文明の生き残り

遺跡には、前文明からの生き残りが住んでいます。彼らを都市へ移住させると、その都市の人口が
1 単位増加します。

財宝

遺跡を発見すると、
ゴールドを獲得できます。

文化

遺跡を発見すると、文化を取り込むことができます。

開拓者と労働者

難易度設定が低い場合は、遺跡にいる開拓者や労働者を獲得することもできます。
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蛮族

蛮族とは野蛮な放浪者の集団であり、文明およびそれに付随するすべてのものを嫌悪しています。蛮族
は、ユニットや都市を攻撃したり、資源活用施設で略奪行為を働いたりするなど、文明にとっては煩わしい
存在です。
文明が進歩するにつれて蛮族の脅威は薄れますが、ゲームの序盤では非常に厄介な存在です。

蛮族の野営地

蛮族が活動の拠点とする
「野営地」は、ユニットが目視できないタイル内にラン
ダムに出現します。野営地では、数ターンごとに新たな蛮族ユニットが生まれ
ます。生まれた蛮族ユニットは、最も近くにある文明に直行し、攻撃を開始しま
す。新たな蛮族ユニットが生まれないようにするには、野営地を見つけてそれ
を破壊する以外に方法はありません。ただし野営地は、通常 1 つ以上のユニッ
トによって警備されているため、容易には破壊できません。

蛮族の野営地を破壊することの意義

蛮族の野営地を破壊すると、その文明にはゴールドが与えられますが、何よりも
重要なこととして、蛮族ユニットの増加を防ぐことができます。

新たな野営地

蛮族の野営地は、文明の都市やユニットから目視できない中立的な領域に突然現れます。
自文明の周辺
に蛮族の野営地が突然出現しないようにするには、国境線を拡大し、ユニットを丘陵地に配置することで、
監視できる範囲をできるだけ広げることが必要です。

蛮族ユニット

蛮族の野営地では、戦士や槍兵からカノン砲や戦車まで、ゲームに登場するほぼあらゆる種類のユニット
を産み出すことができます
(ただし、最先端の文明よりも進んだユニットは産み出せません)。産み出された蛮族ユニットは、野営地の
周辺を徘徊するか、
または最も近くにある文明国家または都市国家に直行し攻撃を試みます。蛮族は、ユ
ニットを攻撃し、資源活用施設を破壊し、都市を襲撃します。多数の蛮族に攻撃された場合、防御が脆弱な
都市は陥落する可能性があります。
またその場合は、徹底的な略奪行為にさらされます。略奪に遭った都
市は、
ゴールド、建造物、および人口を失います。
こうしたことから、周辺地域を定期的に掃討し、蛮族が脅威になる前にその野営地を破壊しておくことが重
要です。

蛮族の海洋ユニット

海岸付近にある蛮族の野営地では、海洋ユニットを組織することができます (ここでも、最先端のテクノロ
ジーを持つ文明よりも進んだユニットは産み出せません)。
これらのユニットは、海洋の資源活用施設を破
壊したり、海岸に近づきすぎた陸上ユニットを攻撃したりするなど、海岸付近を脅かす存在となります。海
軍を整備して蛮族の海洋ユニットを駆逐することも重要ですが、彼らの攻撃を止める最善の方法は、周辺
の海岸付近にある蛮族の野営地を破壊することです。
注意: 出航中のユニットは、蛮族と遭遇すると破壊されます。
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捕らえられた市民

蛮族は、開拓者や労働者などの非戦闘ユニットと遭遇すると、彼らを拘束します。拘束されたユニットは、
最も近くにある蛮族の野営地へ連行されます。連行されたユニットは、ゲーム中どの文明であっても、
自ら
のユニットとして救出することができます。
自文明の市民がこうした形で拘束された場合は、他文明に先を
越される前に、彼らを救出するようにしましょう。

経験値の制限

戦闘経験が少ないユニットであれば、蛮族と戦闘を行っても経験値を獲得することができます。ただし、す
でに 30 XP を獲得しているユニット (またはそれに相当するレベルアップをしているユニット) は、蛮族と
戦闘を行ってもそれ以上の XP を獲得することはできません。

蛮族の滅亡

ゲームが終了する直前までは、蛮族がいなくなることはありません。ただし、文明国家の領土が拡大すれ
ば、それにつれて蛮族が野営地を建設する土地も少なくなります。世界全体が文明化された時点で、蛮族
は姿を消すことになります。
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都市

文明の繁栄にとって、都市は不可欠な存在です。都市があって初めて、ユニットや建造物、文化遺産を産み
出すことができます。
また、新しいテクノロジーの研究や富の蓄積も、都市があるからこそ可能です。強力
で環境に恵まれた都市なくして繁栄はありえません。

都市の建設方法

都市は、開拓者ユニットにより建設されます。都市を建設できる場所に開拓者が到達すると、
「都市建設」の
アクションボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、開拓者が消え、代わりに新しい都市が現れ
ます。

都市を建設する場所

都市は、食料や生産力が豊富であり、かつ資源を入手しやすい場所に建設する必要があります。河川タイ
ルや近海タイルは多くの場合、都市を建設するのに適した場所です。丘陵地に建設された都市には、防御
ボーナスが与えられ、敵に占領されにくくなります。

都市の旗

メインマップ上には都市の旗が表示されます。旗によって、その都市の現状を知ることができます。

都市画面

都市の旗をクリックすると、都市画面が表示されます。

都市画面では、各都市について詳細な設定を行うことができます。都市画面を構成する要素は次のおとり
です。
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労働中の市民

都市画面の中央には、その都市周辺のマップが表示されます。都市の境界線が表示されるほか、市民が現
在労働しているタイルには緑色の「貨幣」が表示されます。市民が労働できるタイルには、黒色の「貨幣」が
表示されます。

市民を特定のタイルにロックする

(労働が行われていない) 特定のタイルをクリックすることにより、そこで労働するよう市民に命令すること
ができます。失業者がいる場合は、その失業者が目的のタイルでの労働に向かいます。失業者がいない場
合は、目的のタイルで労働する市民が別のタイルから選択されます。そのタイルに表示されている貨幣は
緑色に変わり、その上に「ロック」記号が表示されます。
これは、そのタイルで常に労働が行われていること
を表します。
タイルを再度クリックすれば、労働を中止するよう命令できます。

市民を労働から解放する

労働が行われているタイル (人物またはロックの記号が記された緑色の貨幣が表示されているタイル) を
クリックすると、市民はそのタイルでの労働を中止して
「無職」
となります。
「無職」
となった市民は、失業者
一覧 (次ページを参照) に表示されます。
さらにその市民に対して、特定の建造物内で働く専門家になるよ
う命令することができます。
この一覧に表示されているいずれかの失業者をクリックすると、その失業者は
再びマップ上のタイルで労働を始めます (労働可能な場合)。

都市の生産力

このパネルには、その都市で産み出されている食料、生産力、
ゴールドの量、および文化力が表示されま
す。
また、その都市の境界線が拡大するまでのターン数、およびその都市の人口が増加するまでのターン
数も表示されます。各項目の上にカーソルを合わせると、それぞれに関する詳細情報が表示されます。

文明の生産力の概要

この一連のデータも、
メインマップに表示されます。具体的な内容は次のとおりです。
• ターンごとにこの都市が自文明にもたらす科学力
• 自文明が所有するゴールドの量および獲得したゴールドの量
• 自文明の幸福度、および次の黄金時代に向けた進歩の度合い
• 自文明の文化力、および新たな社会制度を獲得するため必要な文化力
• 自文明の戦略資源

都市の旗

都市の旗にはその都市の名前が表示され、名前の下にはその都市の戦闘力が表示されます。
旗の左端および右端にはそれぞれ矢印があります。
これらの矢印をクリックすると、別の都市の都市画面
に移動できます。
これらの矢印を使用すれば、ゲーム中に自文明のすべての都市を順に確認できます。
都市の旗の下には、その都市が国王感謝祭 (78ページを参照) に参加するために必要とする資源が表示さ
れます。
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都市の生産分担

この画面は、
「都市の生産分担」の横にあるプラス記号 「+」
(
) クリックすると開き、マイナス記号 「-」
( ) をク
リックすると閉じます。
この画面では、その都市で重点的に産み出すもの (もしあれば) を決定できます。次
のいずれかの中から選択します。
• デフォルト: 食料、文化力、科学力、
ゴールドなどをバランスよく産み出すように市民が配置されます。
• 食料重視: 食料生産に重点が置かれます (したがって都市が成長する速度が上昇します)。
• 生産重視: ユニット、建造物、および文化遺産をより効率的に産み出すことに重点が置かれます。
このほか、
「成長を回避」
という選択肢もあります。
これは、人口過剰の影響で市民生活の満足度が減少し
つつある場合に有効な選択肢です。
ただし、
この選択肢を選んでも、すでに「ロック」
されているタイルは変更されません。
この選択肢による人
口の調整方法を適用する場合は、
タイルをクリックして
「ロック」を解除する必要があります。

失業者

この項目は、失業者が存在する場合にのみ表示されます。
この画面は、
「失業者」の横にあるプラスボタン 「+」
(
) をクリックすると開き、マイナスボタン 「-」
( ) をクリッ
クすると閉じます。
この一覧に表示される市民は失業者であり、専門家でもなければ、その都市の周辺で
働く労働者でもありません。失業者は、1 ターンにつき生産力を 1 単位しか産み出しませんが、消費する食
料の分量は他の市民と同じです。失業者をクリックすると、その失業者は都市の外にある (労働可能な) タ
イルで労働することになります。
また、建造物に表示されている専門家スロットをクリックすることもできま
す。
この場合、その失業者はその建造物における専門家として労働することになります。

遺産

この画面には、その都市で産み出された文化遺産が表示されます。文化遺産の上にカーソルを合わせる
と、その詳細情報が表示されます。

建造物

この画面は、
「建造物」の横にあるプラスボタン 「+」
(
) をクリックすると開き、マイナスボタン 「-」
( ) をクリッ
クすると閉じます。
この画面には、その都市で産み出された建造物が表示されます。他の場合と同様、建造物の上にカーソル
を合わせると、その詳細情報が表示されます。
建造物に専門家スロットが表示されている場合は、それをクリックすると、市民に対してその建造物内で働
く専門家になるよう命令することができます。建造物内で働く専門家は、直接クリックすることで解任でき
ます。建造物の専門家を解任された市民は、失業者一覧に表示されるか、
または労働可能なタイルで労働
することになります。

タイルの購入

このボタンを使用すると、元手の範囲内でタイルを購入することができます。
このボタンをクリックすると、
次にあるタイルの値段が表示されます。(ただし、
タイルを購入するたびにその価格は上昇します)。それと
同時に、購入可能なタイルにはそれを示す記号が表示され、
カーソルが「タイル購入」
カーソルに変化しま
す。購入可能なタイルをクリックするとそのタイルを購入できます。
タイルの購入を終了する場合は、
「キャ
ンセル」をクリックします。
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マップに戻る

このボタンをクリックすると、都市画面が閉じ、
メインマップに戻ります。

生産メニュー

このメニューには、現在生産中のアイテム (ユニット、建造物、文化遺産、
またはプロジェクト) のほか、ゲー
ム内でのそれらの効果や位置付けや、それらが完成までに要するターン数が表示されます。
「生産物の変
更」をクリックすると、その都市に対して、現在行われているアイテムの生産を中止し、別のアイテムの生産
に切り替えるよう命令することができます。

購入

都市に対してアイテムを購入するよう命令する場合は、
「購入」をクリックします。購入メニューが表示され
ます。
このメニューで目的のアイテムをクリックすれば、それを購入することができます。ただし、都市が購
入するアイテムは、その都市で現在生産されているアイテムではありません。それと同種類のアイテムを購
入した場合も、その都市ではそのアイテムの生産が続けられます (生産が可能であれば)。たとえば、弓兵
の生産が残り 4 ターンで完了する場合に別の弓兵を購入すると、購入した弓兵は即座に獲得できますが、
その後で生産するアイテムを変更しない限り、現在生産中の弓兵も 4 ターン後に獲得することができま
す。

都市のユニット
戦闘ユニット

1 つの都市を占領できる戦闘ユニットはただ 1 つです。
こうした軍事ユニットによる都市の占領を「駐留」
と呼びます。ユニットが「駐留」する都市には、大きな防御ボーナスが与えられます。駐留するユニット以外
のユニットは、その都市を通過することはできますが、その中でターンを終了することはできません
(したがって、ユニットが駐留している都市で戦闘ユニットを組織した場合、そのターンが終了する前に、2
つのユニットのどちらか一方を都市の外へ移動する必要があります)。

非戦闘ユニット

1 つの都市を占領できる非戦闘ユニット (労働者、開拓者、
または偉人) はただ 1 つです。他の非戦闘ユニッ
トは、
その都市を通過することはできますが、
その中で移動を終了することはできません。
したがって 1 つ
の都市には、
ターンが終了する時点で最大で 2 つのユニット (1 つの戦闘ユニットと 1 つの非戦闘ユニッ
ト) が存在できます。

都市に建設する

都市には、建造物や文化遺産、
ユニットを建設できます。同時に複数を建設することはできません。建設が完
了すると、
「生産物の選択」
という警告メッセージが表示されます。
これをクリックして、
「都市建設メニュー」
を開き、次に建設するアイテムを選択します。

70

都市建設メニュー

都市建設メニューには、その時にその都市で建設できるすべてのユニット、建造物、および文化遺産が表
示されます。テクノロジーが進歩するにつれて、新しいアイテムが表示され、時代遅れになったアイテムは
消去されます。それぞれの項目には、建設が完了するまでに要するターン数が明示されます。
グレー表示
されている項目に対応するアイテムは、現在建設できません。その項目の上にカーソルを移動すると、何が
不足しているのかを確認することができます。

建造物の変更

都市で建設するアイテムは都市画面で変更できます。元のアイテムにすでに費やされた生産力は、新しい
アイテムには適用できず一時「保留」
となりますが、後でそのアイテムの建設を再開するよう都市に命令す
れば、それに費やされた生産力が完全に無駄となることはありません。ただし、保留期間が長くなるほど、
生産力は減少します。

ユニットの生産

1 つの都市で生産できるユニット数に制限はありません (必要な資源があり、かつ目的のユニットが陳腐
化していない限り)。1 つの都市には、戦闘ユニットと非戦闘ユニットが 1 つずつしか存在できないため、新
たに生産されたユニットは、完成後ただちにその都市の外へ移動する必要があります。
詳細は、75ページを参照してください。

建造物の建設

1 つの都市で建設できる建造物は各種類につき 1 つです。1 つの都市に同じ種類の建造物を複数建設す
ることはできません。建設した建造物は、その都市の都市建設メニューから消去されます。(他の都市であ
れば、
これと同じ建造物を建設することが可能です)。
詳細については、75ページを参照してください。

文化遺産の建設

文化遺産には、国家遺産と世界遺産の 2 種類があります。各文明で建設できる国家遺産は各種類につき
1 つです (つまり、各文明で建設できる民族叙情詩はただ 1 つであり、1 つの文明で民族叙情詩を 2 つ建
設することはできません)。世界の中で建設できる世界遺産も各種類につき 1 つです。ある文明がすでに
建設した世界遺産を、他の文明が建設することはできません。建設できなくなった文化遺産は、都市建設
メニューから消去されます。
自文明が建設していた世界遺産を他の文明が先に完成させた場合は、それ
までの労力に見合ったゴールドボーナスが付与されます。
また、別のアイテムの建設を開始する必要があ
ります。
詳細については、110ページを参照してください。

土地を開墾

都市の繁栄は、周辺の土地が基盤となります。市民は土地で「労働」
し、そのタイルから食料や富、生産力、
科学力を産み出します。市民は、都市から 2 タイル以内にあり、かつ自文明の国境内にあるタイルで労働
することができます。複数の都市から 2 タイル以内にあるタイルであっても、そのタイルで労働できるのは
1 つの都市の市民に限られます。
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市民に開墾する土地を割り当てる

都市が発展すると、
その周辺の土地に対してそれを開墾する市民が自動的に割り当て
られます。
これにより、食料、生産力、および富をバランスよく得ることができます。ただ
し、富や生産力に重点を置く都市であれば、その市民に別のタイルで労働するよう命
令することもできます。67ページを参照してください。

土地の改良

一部のタイルでは、特に改良をしなくとも、十分な量の食料や富などを確保できる一
方、多くのタイルは「改良」することでそこでの生産量を増加させることができます。
これにより、その都市の
成長が促されるばかりか、富が増加し、生産力や科学力が向上します。土地を改良するには、
「労働者」を養
成する必要があります。労働者には、農場、鉱山、学校など、都市周辺にある土地の生産性を向上させるた
めの資源活用施設を建設するよう命令することができます。
詳細については、86ページを参照してください。

専門家

都市が建設された直後は、その市民全員が周辺のタイルで労働し、食料や生産力、
ゴールドなどを産み出
しますが、その後しばらくすれば、いくつかの建造物を建設して、市民の一部をその建造物内で働く専門家
として割り当てることができます。
たとえば、図書館には「科学」の専門家のスロットが 2 つあります。都市の中に図書館を建設すれば、1 人ま
たは 2 人の市民を図書館で働く専門家に割り当てることができます。(ただし、すべての建造物に専門家が
必要なわけではありません。
シヴィロペディアの建造物の項を参照してください)。
専門家は 4 つのタイプに分類されます。
どのタイプになるかは、その市民が割り当てられた建造物のタイ
プによって決まります。

芸術家

芸術家は文化を産み出す専門家です。ポイントを獲得することで大芸術家になることができます(100ページ
を参照)。芸術家は、寺院や博物館など、文化に関連する施設に割り当てられます。

技術者

技術者は、生産力 (ハンマーなど) を産み出す専門家です。ポイントを獲得することで大技術者になること
ができます。技術者は、工房や工場など、生産に関連する施設に割り当てられます。

商人

商人は、
ゴールドを産み出す専門家です。ポイントを獲得することで大商人になることができます。商人
は、市場や銀行など、富に関連する施設に割り当てられます。

科学者

科学者は、科学力 (ビーカーなど) を産み出す専門家です。ポイントを獲得することで大科学者になること
ができます。科学者は、図書館や大学など、科学に関連する施設に割り当てられます。
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専門家の割り当て

専門家を割り当てる場合は、
まず都市画面に移動します。専門家の割り当て先にする建造物の「専門家ス
ロット」をクリックします。
タイルで労働しているいずれかの市民が、建造物内での労働に割り当てられま
す。
スロットを再度クリックすると、その市民は建造物内での職を解かれ、再び屋外労働に割り当てられま
す。
タイルでの労働および専門家に市民を割り当てる詳しい方法については、67ページを参照してください。

専門家を割り当てることによる都市の生産力への影響

すでに説明したように、
タイルで労働する市民は、都市のために何かを産み出しています。それは、食料の
場合もあれば、生産力、
ゴールド、文化力、科学力などの場合もあります。専門家として割り当てられた市民
は、それ以降タイルでは労働せず、それまでに産み出したものは失われます。そのため、専門家を割り当て
た後は、都市の食料、
ゴールド、生産力の産出状況を確認することが重要です。

失業者

屋外労働にも専門家にも割り当てられていない市民は「失業者」
です。ただし失業者でも、都市に対して 1
単位の生産力をもたらします。

都市の攻防

都市は、敵のユニットに攻撃され、
占領される可能性を持っています。それぞれの都市は、
「戦闘ステータ
ス」を持っています。戦闘ステータスは、その都市の立地条件や規模のほか、軍事ユニットが「駐留」
してい
るかどうかや、防壁などの防御施設を備えているかどうかによって決まります。防御力が高い都市ほど、
占
領は困難になります。都市が極端に弱いか、
または攻撃側のユニットが極端に強い場合を除けば、1 つの
都市を占領するには複数のユニットが複数のターンに渡って攻撃する必要があります。
戦争全般についての詳細は、54ページを参照してください。

都市を攻撃

敵の都市を攻撃する場合は、白兵ユニットにその都市のタイルへ進入するよう命令します。戦闘が勃発し、
ユニットと都市の双方がダメージを受けます。ヒットポイントが 0 になったユニットは破壊されます。都市
のヒットポイントが 0 になると、攻撃側のユニットがその都市を占領します。

遠隔攻撃ユニットでの攻撃

都市を攻撃し徐々に破壊する場合には遠隔攻撃ユニットを使用できますが、都市を占領する場合には使
用できません。都市を占領するためには、白兵ユニットをその都市へ進入させる必要があります。同様に、
水上ユニットおよび航空ユニットも、都市の防御力を弱体化するためには使用できますが、都市を占領す
る場合には使用できません。詳細は、60ページを参照してください。

都市を防衛する

都市の防御力を向上させるための方法は多種多様です。強力なユニットを都市に「駐留」
させるのもその
1 つです。遠隔攻撃ユニットは周辺にいる敵のユニットを攻撃するのに対して、白兵ユニットは都市の防御
能力を大幅に強化します。
また、防壁や城を建設することによっても都市の防御能力を向上させることができます。丘陵地に建つ都
市にも、防御ボーナスが付与されます。ただし、都市の防御能力が高い場合でも、都市の外部にいる味方
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のユニットから援護を受けて、攻撃側のユニットにダメージを与え、その包囲から都市を解放し、
さらには
攻撃側のユニットが側面攻撃ボーナスを獲得することを防ぐことが非常に重要です。
詳細については、59 ページを参照してください。

都市の征服

自文明のユニットが敵の都市に進入した場合は、その都市を破壊するか、
自国の一部として併合するか、
傀儡都市にするかのいずれかを選択できます。いずれの選択肢にも、それぞれの利点と欠点があります。

都市の滅亡

都市を破壊した場合、その都市は滅亡します。都市が滅亡すると、その建造物、文化遺産、および市民もす
べて失われます。そのため、都市を破壊するという行為には、大きな優越感が伴います。
もちろん、都市を
破壊する背景には、
自文明の市民に幸福な生活を保障するなど、正当な理由がいくつか存在します (下記
参照)。
しかし理由はどうあれ、都市の破壊は極端な行為であり、外交に重大な影響を与えます。つまり、他
の文明や都市国家からは、狂暴な文明国家と見なされ、同盟を組む相手としては敬遠される可能性があり
ます。都市の破壊は、
占領後 (その直後を含め) 任意の時点で行えます。

破壊できない都市

自文明が建設した都市を破壊することはできません
(他の文明が破壊することは可能です)。
また、都市国家や、他文明の首都も破壊できません。

都市の併合

占領した都市は、
自文明国家の一部として併合することができます。併合した都市は、
自文明が建設した都
市と同じように、完全な支配下に置くことができます。都市を併合すると、市民の間に大きな不満が噴出す
るという弊害を伴うことがあります。
このような場合は、裁判所や競技場などの施設を建設したり、高価な
物資や娯楽を提供したりして市民の不満を解消する必要があります。短期間のうちに多数の都市を併合す
ると、
自国の機能が停止する場合があります。
詳細については、107ページを参照してください。

都市を傀儡（かいらい）都市にする

征服した都市を傀儡都市にすると、その市民の幸福度にほとんど影響を与えることなく、その都市で産み
出された学術研究の成果や富を獲得することができます。ただし、その都市の生産力を制御することはで
きません。建設される施設はその都市により指定されたものであり、ユニットや文化遺産が新たに産み出
されることも一切ありません。そのため、軍事ユニットにその都市を防御させる必要があるほか、その都市
の生産性を高めるためには、
自文明の労働者に土地を改良するよう命令する必要があります。
傀儡都市はいつでも併合できます。併合する場合は、都市の旗をクリックします。
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建造物

都市は、単に住居が集まったものではありません。都市には、学校や図書館もあれば、市場や穀物倉もあ
り、
さらには銀行や兵舎もあります。建造物は、その都市の進歩と発展の象徴です。建造物が増加すると、
その都市の成長の速度が上昇するほか、生産性や科学力の向上、防御能力の増強など、その都市にさま
ざまな利益がもたらされます。
詳細は、
162ページまたはシヴィロペディアの建造物の項を参照してください。
建造物が存在しない都市は脆弱であると同時に原始的であり、規模が拡大する可能性はほとんどありませ
ん。一方、多数の建造物を有する都市は、世界を支配できるまでに成長する可能性があります。

建造物の建設方法

建設の準備ができている都市には、
「生産メニュー」が表示されます。建設可能な建造物は、
このメニュー
に表示されます。建造物をクリックすると、その建設を開始するよう命令することができます。

建設命令の変更と建造物の購入

都市での建設命令は、都市画面上で変更することができます。
この画面上では、
ゴールドを消費して建造
物を購入することもできます。詳細については、67ページを参照してください。

建造物の建設条件

ゲームの開始時から無条件で建設できるモニュメントを除いては、特定のテクノロジーに関する知識がな
ければ、建造物を建設することはできません。たとえば、兵舎を建設するためは、青銅器に関する知識が必
要です。一部の建造物には資源に関する条件が課されます。たとえば、サーカスを建設するためには、その
都市周辺の馬または象牙が資源として活用されていることが必要です。
また建造物によっては、建設に関する条件も課されます。たとえば、すでにモニュメントが建設されている
都市でなければ、寺院を建設することはできません。

専門家と建造物

特定の建造物では、市民の一部を「専門家」
として労働させることができます。専門家は、その建造物での
生産力を高めるだけでなく、
その都市から偉人が輩出される機会をも増加させます。詳細は、72 ページおよ
び99ページを参照してください。

建造物の維持費

建造物の難点は、それらを維持するためにゴールドが必要となることです。その数量は、対象となる建造物
によって異なりますが、1 ターンにつき 1 から 10 程度です。
ゴールドは、1 ターンごとに国庫から差し引か
れます。維持費に関する詳細は、103ページを参照してください。
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宮殿

宮殿は特別な建造物です。建造物と文化遺産の特性を併せ持っており、最初に建設した都市に自動的に
出現します。
これにより、その都市が首都に定められます。首都が占領された場合、宮殿は自動的に別の都
市に再建され、その都市が新しい首都となります。のちに元の首都を奪還すると、宮殿も元の場所に戻りま
す。
宮殿ではわずかながら、生産力、科学力、
ゴールド、および文化力が産み出されます。首都とその他の諸都
市を道路または航路で結べば、そこに交易路が生まれ、新たな収益源となります。

占領された都市

都市が占領されると、その都市にある世界遺産も占領されます。
占領された都市にある国家遺産は破壊さ
れます。
占領された都市の文化施設および軍事施設 (寺院や兵舎など) は必ず破壊されます。その他の建造物につ
いては、無傷のまま占領される確率は 66% です。
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食料と都市の成長

食料が豊富にあることは、人類の文明が誕生する上で最も重要な要素です。かつて人類は、
自分やその家
族、あるいは部族のために食料を確保するため、毎日の活動時間のほぼすべてを狩猟や採集に費やさな
ければならず、洞窟に絵を描いたり、文字を発明したり、新たな自然現象を発見したりするなど、その他の
活動に割ける時間やエネルギーはほとんどありませんでした。
しかし、備蓄できる程度まで十分に食料が
確保できるようになると、
こうした活動にも時間を使えるようになりました。

都市と食料

都市で飢饉を回避するためには 1 ターンにつき、1 市民 「人口」
(
とも言う) あたり 2 単位の食料が必要で
す。各都市では、その周辺にある土地での「労働」に市民を割り当てることにより、(生産力やゴールドはもち
ろん) 食料を獲得します。市民が労働できるのは、都市から 2 タイル以内にあり、かつ自文明の国境内にあ
るタイルです。ただし、別の都市の市民がすでに労働しているタイルでは労働できません。市民の配置を
自動にしておくと、各都市ではその食料を確保するために必要な数の市民が自動的に割り当てられます。
食料が不十分な都市では飢饉が発生し、その食料でまかなえる数にまで人口が減少します。

土地活用のための市民配置

各都市では、食料、生産力、
ゴールドのいずれを重点的に産出するのかに応じて、特定のタイルでの労働
に市民を手動で割り当てることができます。詳細については、67ページを参照してください。

より多くの食料を産出する

タイルの中には、他に比べ食料の産出により適しているものがあります。周辺にこうしたタイルが存在する
都市は、成長の速度が大きくなります。
さらに、労働者は複数のタイルを農場として活用することで、食料の
生産量を増加させることができます。

食料の産出に最も優れたタイル
ボーナス資源

「ボーナス」資源を有するタイルでは、労働者が適切な資源活用施設を建設することにより、大量の食料
が産出されます。
こうした食料には、バナナ、家畜、鹿、魚、小麦などが該当します。詳細については、36ページ
を参照してください。

オアシスのタイル

オアシスでは、その周りを取り囲む砂漠に比べれば、多くの食料が産出します。

氾濫原

氾濫原でも大量の食料が産出します。

草原とジャングル

これらのタイルでも、十分な量の食料が産出します。
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資源活用施設

労働者は、多くのタイルに農場を建設することで、食料の産出量を向上させることができます。

建造物、文化遺産、および社会制度

一部の建造物、文化遺産、および社会制度は、各都市で産出される食料の量、
または各都市が成長するた
めに必要な「都市成長バケツ」の量に影響を与えます。

臨海都市国家

臨海都市国家と友好関係を結ぶと、その臨海都市国家から自文明の都市すべてに食料が供給されます。
それらの都市の中では首都が最も多くの食料を獲得します。

国王感謝祭

「国王感謝祭」(38ページを参照) を開催した都市では、その余剰食料が 25% 増加します (余剰食料がな
い場合は、増加しません)。

都市の不満

自文明の都市では、市民が不満を感じていると、食料の産出量が減少します。市民全員をまかなうだけの
食料は産出されますが、余剰食料の産出は 67% も減少します。

78

都市の成長

都市の市民はターンごとに、周辺の土地や前述したさまざまなから資源から一定量の食料を確保します。
確保された食料は、都市の市民が優先的に消費します。人口 1 人あたり 2 単位の食料が消費されます (人
口 7 人の都市ではターンごとに 14 単位の食料が消費されます)。余剰分の食料は、
「都市成長バケツ」
と
呼ばれるものに蓄えられます。

都市成長バケツ

都市成長バケツには、各都市でターンごとに産出された食料の余剰分がすべて蓄えられます。蓄えられた
食料が一定量に達すると、都市の人口 (市民) が 1 人増加します。
このとき、都市成長バケツは空になり、再
び同じプロセスが開始されます。人口の増加に必要な食料は、その都市の規模が大きくなるにつれて著し
く増加します。
都市画面の左上にある都市情報画面には、その都市の人口が増加するまでに要するターン数が表示さ
れ、都市情報画面の「食料」項目には、現在その都市でターンごとに産出されている食料の量が表示され
ます。
「食料」項目の上にカーソルを合わせると、都市成長バケツを満杯にするために必要となる食料の正
確な量を確認できます。

開拓者と食料産出量

開拓者は、サイズが 2 以上の都市でのみ養成することができます。養成中の開拓者は、その都市の生産力
およびすべての余剰食料を消費します。開拓者を養成中の都市では、人口は増加せず、都市成長バケツに
も食料は追加されません(開拓者が消費するのは、産出されている食料の余剰分です。都市成長バケツに
食料が追加されることはなくなりますが、バケツに蓄えられている食料が減少することもありません)。
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文化力

文化力とは、芸術や人文学 (洞窟壁画、古代神の偶像、古典演劇、
クラシック音楽、現代のポピュラー音楽な
ど) に対する文明の貢献度や理解度を表す尺度です。ゲームの中では、文化力には主に 2 つの効果があり
ます。1 つは、都市の領土 (および境界線全体) の規模が拡張されること、
もう 1 つは新しい「社会制度」を
購入できることです。
また最も重要なこととして、十分な文化力を持つと、
「文化による勝利」を収めることができます。

文化力の増加

文明は次のように、
さまざまな方法で文化力を獲得することができます。
• 宮殿: (最初の都市と同時に建設された) 宮殿では、1 ターンにつき 2 ポイントの文化力が産み出され
ます。
• 古代遺跡: 古代遺跡により、文化力が大きく向上する場合があります。
• 建造物: モニュメントや寺院など一部の建造物により文化力が産み出されます。
• 専門家: 専門家 (特に芸術家) により文化力が産み出されます。
• 遺産: 一部の文化遺産により、文化力が大幅に向上します。エルミタージュ美術館、英雄叙事詩、および
民族叙情詩の 3 つは文化力を産み出す国家遺産であり、発見の宝庫です。
• 社会制度: 一部の社会制度により、文化力が向上します。
「文化後援」分岐には、文化力を対象とした社
会制度が数多くあります。
• 大芸術家: 大芸術家は、
タイル内に「ランドマーク」を建設することができます。
自文明の市民がそのタ
イルで労働すれば、文化力は大きく向上します。
• 都市国家: 友好関係にある都市国家により、文化力が向上する場合があります。

領土の拡張

文化力が向上した都市は、
まだ支配下にない周辺の領土に新たなタイルを獲得できます。領土が拡大す
る速度は、文化力が向上する速度に比例します。各都市は、それぞれの文化力に応じて領土を獲得します。
文化力がある一定のレベル達すると、新しいタイルを獲得できます (獲得できるタイルがある場合)。
都市画面の都市情報画面では、各都市が 1 ターンにつき産み出している文化力、および新たなタイトルを
獲得するまでに要するターン数を確認できます。新たなタイルを獲得するために必要となる文化力は、そ
の都市の領土が拡大するにつれて大きくなります。ただし、
ゴールドを消費してタイルを「購入」することも
できます。
この方法によれば、文化力とは全く無関係にタイルを獲得できます。

社会制度の獲得

社会制度は、
自文明のすべての都市で産み出された文化力に基づいて獲得します。
メイン画面の上部に
あるステータスバーでは、
自文明に蓄積されている文化力、
自文明で 1 ターンにつき産み出される文化
力、および新しい社会制度を獲得するために必要な文化力を確認できます。文化力が十分に蓄積される
と、社会制度画面で新しい社会制度を購入することができます (詳細は、93ページを参照)。新しい社会制度
を購入するたびに、次回購入する社会制度の価格は上昇します。
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文化による勝利

各文明は、十分な社会制度獲得した上で「ユートピア計画」を完遂することにより、勝利を収めることがで
きます。詳細については、117ページを参照してください。
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テクノロジー

テクノロジーは、文明の発展を支える原動力の 1 つです。農業および漁業のテクノロジーが進歩すること
により、都市は成長と発展を遂げました。
また、武器や石工術の進歩により、食料や富の略奪を試みる蛮族
を撃退することができました。
さらには、医学や公衆衛生の進歩によって、文明に対するもう 1 つの大きな
脅威である
「疾病」を克服してきました。
テクノロジーが進歩することで、文明はより強大でしたたかな存在になります。文明にとっては、テクノロ
ジーに関して周辺諸国に遅れを取らないことが極めて重要です。テクノロジーがあまり進歩していない文
明であっても、他の要素がほぼ同程度であれば、周辺の先進諸国に打ち勝つことも決して不可能ではあり
ません。
しかし、そうした例は歴史上ほとんど見当たりません。

テクノロジーとビーカー

『シヴィライゼーション V』
では、それぞれのテクノロジーを習得すると、
さらに進んだユニットや建造物、資源、文化遺産を産み出せるなど、各文
明は具体的な恩恵をこうむることができます。新しいテクノロジーを習得
した文明は、
これまでよりもはるかに大きな力を持つことができます。
テクノロジーは、
「ビーカー」
を蓄えることで習得します。
この「ビーカー」
は、各文明が所有する科学力を表したものです。各文明はそれぞれのター
ンごとに、多数のビーカーを獲得します。獲得されたビーカーは、科学力
プールに追加されます。
それぞれのテクノロジーには、習得するために必
要なビーカーの数が定められています。十分な数のビーカーが蓄積され
ると、
テクノロジーを習得できます。新しいテクノロジーを習得すると、蓄え
られていたビーカーはなくなり、次のテクノロジーを習得するために再び
ビーカーを蓄え始めることになります。

ビーカーはどうやって獲得するのか

ビーカーは、
自文明の市民 (都市の人口) に基づいて獲得します。
ターンごとに、
自文明の全都市の総人口
に等しい数のビーカーを獲得します。都市の人口が多いほど、獲得するビーカーの数も多くなります。
人口に基づいて獲得されるビーカーのほかに、宮殿から 3 つのビーカーを獲得できます(したがって、最
初の都市を建設した時点でターンごとに獲得できるビーカーの数は、ただ 1 人の市民から 1 つと宮殿か
ら 3 つの計 4 つです)。
また、特定の建造物または文化遺産を建設したり、特定の社会制度を採用したりす
ることで、
さらなるビーカーを獲得できます。

ビーカーを増加させる (テクノロジーの研究速度を高める)

テクノロジーの研究速度 (または獲得効率) を高めるには、いくつかの方法があります。

古代遺跡

一部の古代遺跡では、新しいテクノロジーを習得できます。すべての古代遺跡で新しいテクノロジーが習
得できるわけではありませんが、他の文明よりも先に古代遺跡を発見する動機としては十分です。
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取引

筆記のテクノロジーをすでに習得している場合は、他文明との間に「研究協定」
を結ぶことができます。
この
協定を結ぶと、各文明はゴールドを 150 単位支払う見返りとして、協定が継続されている間テクノロジーの
研究効率を 15% 上げることができます。

建造物

建造物を数多く建設すると、獲得できるビーカーの数が増加します。図書館を建設すると、市民 1 人につき
獲得できるビーカーの数が 50% 増加し、2 人の科学者を割り当てることができます (詳細は、72ページを参
照)。大学を建設した場合も、図書館と同様の効果があります。図書館や大学をはじめ、知的活動を行うた
めの建造物に関する詳細は、
シヴィロペディアの建造物に関する項または162 ページを参照してください。

遺産

文化遺産が多数あると、
自文明のテクノロジーは大きく向上します。たとえば、国家遺産としての国立大学
があると、
自文明が獲得できるビーカーの数が 50% 増加します。
また、
アレクサンドリア図書館があると、
それだけで新しいテクノロジーを 1 つ習得できます。詳細は、
シヴィロペディアの文化遺産の項を参照して
ください。

大科学者

大科学者が存在する場合は、無償のテクノロジーを獲得できるほか、
アカデミーを建設することもできま
す。
アカデミーのあるタイルで労働すると、1 ターンにつき 5 つのビーカーを獲得できます。詳細について
は、101ページを参照してください。

社会制度の「合理主義」分岐

社会制度の分岐の 1 つである合理主義では、テクノロジーの研究を促進する制度が数多く用意されてい
ます。
この分岐は、ルネサンス時代になると使用できるようになります。詳細については、95ページを参照
してください。

研究するテクノロジーの選択

自文明の中で最初の都市を建設すると、
「研究選択」
メニューが表示され、研究するテクノロジーをそこか
ら選択する必要があります。十分な数のビーカーを獲得し、目的のテクノロジーを習得すると、再び「研究
選択」
メニューが表示されるため、次に研究するテクノロジーをそこから決定する必要があります。研究対
象となるテクノロジーは 70 種類以上あります。
これらすべてを習得すると、
「未来技術」の研究を開始する
ことができます。
これにより、ゲームの得点が加算されます。
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研究選択メニュー

新たに研究するテクノロジーを選択する必要がある場合は、画面の左端に研究選択メニューが表示され
ます。
このメニューの最上部には、直前に習得し終えたテクノロジーが表示されます (初めて表示される場
合、最上部には「農業」が表示されます)。その下には「テクノロジーツリー表示」ボタン (詳細については後
述) が表示され、
さらにその下にはその時点で選択可能なテクノロジーの一覧が表示されます。各テクノロ
ジーには、それを習得するのに要するターン数のほか、そのテクノロジーによって建設可能な (あるいは「
ロック解除」可能な) 建造物、資源活用施設、文化遺産などを表すアイコンが表示されます。
アイコンまたは
テクノロジー名の上にアイコンを合わせると、それぞれに関する詳細情報を表示できます。
テクノロジーの名前をクリックすると、
そのテクノロジーが研究対象として選択されます。研究選択メニュー
が閉じ、現在研究しているテクノロジーと研究が完了するまでのターン数を表した大きなアイコンが画面の
左上に表示されます。

研究するテクノロジーの変更

現在研究中のテクノロジーはいつでも変更できます。研究中のテクノロジーを変更する場合は、画面の左
上に表示されているアイコンをクリックします。研究選択メニューが再び表示されます。そのメニューから、
選択可能なテクノロジーをいずれか 1 つ選択します。元のテクノロジーに関する研究は、
これ以降の任意
の時点で、中断した所から再開することが可能であり、それまでの研究成果が失われることはありません。

研究可能なテクノロジーはどれか

ゲームの開始時点では、畜産、弓術、陶器、採鉱など、研究可能なテクノロジーはわすが数種類です。
ゲーム
に登場するその他のテクノロジーはいずれも、研究に着手する前提として何らかのテクノロジーを習得し
ていることが必要となります。前提となるテクノロジーを習得すると、
それによって新たに研究可能となった
テクノロジーが研究選択メニューに表示されます。
たとえば、帆走、暦、および筆記のテクノロジーを研究するためには、その前に陶器のテクノロジーを習得
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していることが必要となります。陶器のテクノロジーを習得した場合、研究選択メニューでは、そのテクノロ
ジー名が消去され (そのテクノロジーはすでに研究の必要がないため)、帆走、暦、および筆記の各テクノ
ロジー名が追加されます。一部のテクノロジーでは、研究の前提として必要となるテクノロジーが 1 つだけ
でなく複数存在する場合があります。
こうしたテクノロジーは、前提となるテクノロジーをすべて習得しな
い限り、研究選択メニューには表示されません。

強力なテクノロジーツリー

ゲームにおけるテクノロジーツリーの役割を知るためには、
テクノロジーツリーを実際に使用してみる必
要があります。
テクノロジーツリーを表示すれば、すべてのテクノロジーと、
それらの相互関係がわかりま
す。いずれかのテクノロジーをクリックすると、
自文明においてそのテクノロジーの研究が行われます。
その
前提として必要となるテクノロジーをまだ習得していない場合は、
それらのテクノロジーの研究が行われま
す。
テクノロジーツリーでは、前提として必要となるテクノロジーを順にたどりながら目的のテクノロジーに
至る最短経路が示されます。
テクノロジーツリーは、研究選択メニューから表示できるほか、[F5] キーを押しても表示できます。

テクノロジーによる勝利

十分なテクノロジーを習得すると、宇宙船を建造して、
アルファ・ケンタウリへ植民者を送り込むことができ
ます。他の文明が勝利の条件を達成する前に、植民者の輸送に成功すれば、科学による勝利を手にするこ
とができます。
『シヴィライゼーション V』
で勝利を収める詳しい方法については、115ページを参照してください。
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労働者と資源活用施設

労働者とはあなたの文明を築く人々のことです。労働者たちはジャングルを伐採して農場を建設し、都市に
食料を供給します。労働者は鉱山を掘り、高価な金や貴重な鉄を文明にもたらします。
さらに労働者は道
路を敷き、都市と都市を結びます。彼らは非軍事ユニットですが、非常に重要な 存在です。
資源活用施設は、
タイルが産出する生産力やゴールド、食料の量を (同時に、あるいは個々に) 増加させま
す。
また、特定の資源がもたらす特殊ボーナスも、資源活用施設を建てることで享受できるようになります。
土地を改善して有効利用しなければ、あなたの文明はほぼ間違いなく、土地改善に力を入れている他の
文明に圧倒されることになるでしょう。

労働者の作成

他のユニット同様、労働者も都市で生産します。

労働者と戦闘

労働者は非軍事ユニットであるため、敵ユニットにタイルに踏み込まれると拘束されてしまいます。
また遠
距離攻撃を受ければダメージも負います (軍事ユニット同様に回復しますが、経験値やレベルアップを獲
得することはできません)。労働者は他のユニットに攻撃を加えたり、
ダメージを負わせたりすることはでき
ません。危険な場所に労働者を派遣する時には、軍事ユニットを同行させるべきでしょう。

労働者のアクションパネル

アクティブになっている労働者がそのタイルで何かできる場合 (道路や資源活用施設の建設、
または伐採
など) 労働者専用のアクションパネルが現れます。パネル内には、そのタイルで実行できるすべての行動が
表示されます。実行したい行動をクリックすると労働者が作業を開始します。作業の完了には一定の時間
が必要となります。パネル内のアイコンの上にカーソルを合わせれば、その作業に要するターン数を確認
することができます。

整地

文明が採鉱のテクノロジーを獲得すると、労働者は森林の伐採を行えるようになります。青銅器のテクノロ
ジーを学べばジャングルの伐採を行うことができます。石工術を入手すれば湿原の干拓を行えるようにな
ります。取り除かれた地物は再生しません。

整地に要する時間

森林の伐採: 3 ターン
ジャングル伐採: 6 ターン
湿原の干拓: 5 ターン
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道路の建設

文明が車輪のテクノロジーを獲得すると、労働者は道路の建設を行えるようになります。道路は友好国や中
立国、
または敵対国の領土にも敷くことができます。道路はどの地形にも敷くことが可能で、地物を横切っ
て建設することもできます。ただし山岳や自然遺産、
そして氷河は除きます (もちろん水タイルの上も不可
能)。資源や資源活用施設のあるタイルにも敷くことができます。詳細については、52ページを参照してくださ
い。

道路の建設時間

どのタイルの場合でも、道路の建設開始から完了までは 3 ターンを要することになります。

道路と交易路

首都と他の都市が道路で繋がっていた場合、その 2 つの都市の間には「交易路」が敷かれていることにな
ります。交易路は毎ターン、
ゴールドを生み出します。
ゴールドの量は両都市の大きさによって決定されま
す。(なお、沿岸都市の間では港も交易路の役割を果たします)。詳細については、103ページを参照してくださ
い。

資源活用施設の建設

文明が特定のテクノロジーを獲得すれば、労働者は資源活用施設を建設できるようになります。

資源活用施設の建設場所

資源活用施設はそれぞれ建設できる場所が決まっています(たとえば農場は氷河には建設できず、鉱山は
家畜資源の上には建設できません)。
タイルに配置された労働者のアクションパネルには、そのタイルに建
設可能な、かつ建設に必要なテクノロジーがすべて獲得済みの施設のみが表示されます。
通常、農場と鉱山は、資源のないタイルであればどこにでも建設できます。
タイルが資源を有している場
合、そのタイルには特定の資源活用施設以外、建設することはできません。

建設時間

各種資源活用施設の建設には、一定の時間が必要となります。以下に示す時間は標準ゲームを選択した
場合の時間です。長期間のプレイを選択すれば建設に要する時間は長くなり、ゲーム後期の時代から始ま
る短時間プレイを選べば建設にかかる時間は短くなります。

作業完了までの残り時間

労働者の上にカーソルを乗せれば、現在の作業があと何ターンで終わるか確認することができます。

資源活用施設の建設停止と再開

施設の建設を途中で中断しても、後でその建設を再開することができます。その場合、建築再開から完成
までにかかる時間は、通常の建築時間から建築再開前に費やした時間を差し引いたものとなります。ただ
し建設する施設を変更した場合、途中まで進んでいた建設内容は破棄されることになります。
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農場による土地改善

農場は、最初に建設できるようになるもっとも基本的な資源活用施設です。文明のすべてが、農場の建設
ができる状態でプレイを開始します。農場はほとんどのタイル上に建設でき、多くの資源タイルの上にも
建設することができます。
必要なテクノロジー: 農業 (ゲーム開始時から所有)
建設可能なタイル: 氷河を除くどこでも可能です。農場はタイルの食料産出量を 1 増加させます。
建設時間: 6 ターン
森林: 採鉱のテクノロジーを手に入れれば、森林にも農場を建設できるようになります。森林は農場を作る
ときに伐採されます。
トータルの建設時間: 10 ターン
ジャングル: 青銅器のテクノロジーを学べば、
ジャングルにも農場を建設できるようになります。
ジャングル
は農場を作るときに伐採されます。
トータルの建設時間: 13 ターン
湿原: 石工術のテクノロジーを入手すれば、湿原にも農場を建設できるようになります。湿原は農場を作る
にあたって干拓されます。
トータルの建設時間: 12 ターン
活用可能な資源: 農場は小麦を活用することができます。
これによって、そのタイルの食料とゴールドの産
出量を 1 ずつ増加させます。

鉱山による土地改善

鉱山は採鉱のテクノロジーを獲得することで建設できるようになります。鉱山を建設すると多くのタイルの
生産力が上がり、
さまざまな資源も活用できるようになります。鉱山は農場と同じく非常に重要な施設で
す。
必要なテクノロジー: 採鉱
建設可能なタイル: 丘陵または資源タイルにのみ建設できます。鉱山はタイルが持つ生産力を 1 ポイント
増加させます。
建設時間: 6 ターン
森林: 鉱山は森林タイルにも建てることができます。森林は鉱山の建設時に伐採されます。
トータルの建設時間: 10 ターン
ジャングル: 青銅器のテクノロジーを学べば、
ジャングルにも鉱山を建設できるようになります。
ジャングル
は鉱山の建設時に伐採されます。
トータルの建設時間: 13 ターン
湿原: 石工術のテクノロジーを獲得すれば、湿原にも鉱山を建設できるようになります。湿原は鉱山の建設
にあたって干拓されます。
トータルの建設時間: 12 ターン
活用可能な資源: 鉱山は、鉄や石炭、
アルミニウム、
ウラン、宝石、金、そして銀を活用することができます。
詳細については、36ページを参照してください。

要塞の特殊効果

要塞は労働者が建設できる特殊な施設で、
自友国領内にいる軍事ユニットに防御ボーナスを付与します。

88

要塞を建設できるのは、
自国や友好国、
もしくは中立国の領土内のみです。
どの資源にも建設できますが、
資源活用施設があるタイルに要塞を作ると、その施設は破壊されます。要塞の建つタイルが敵ユニットの
侵入を受けたり、敵領土に取り込まれたりすると、要塞は自動的に破壊されます。
要塞による防御ボーナス: 50%

キャンプ

必要なテクノロジー: トラップ
建設時間: 6 ターン
活用可能な資源: 象牙、毛皮、鹿

製材所

製材所は森林タイルの生産力を (森林を伐採することなく) 1 ポイント増加させます。
必要なテクノロジー: 工学
建設時間: 6 ターン
建設可能なタイル: 森林

油井

必要なテクノロジー: 生物学
建設時間: 8 ターン
活用可能な資源: 陸上にある石油 (海の石油には洋上プラットフォームが必要となります)

牧草地

必要なテクノロジー: 畜産
建設時間: 7 ターン
活用可能な資源: 馬、家畜、羊

大規模農場

必要なテクノロジー: 暦
建設時間: 5 ターン
活用可能な資源: バナナ、染料、絹、香辛料、砂糖、綿、
ワイン、香料

採石場

必要なテクノロジー: 石工術
建設時間: 7 ターン
活用可能な資源: 大理石
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交易所

交易所はタイルのゴールド産出量を 1 増加させます。交易所が活用できる資源はありません。
必要なテクノロジー: トラップ
建設時間: 8 ターン
建設可能なタイル: 氷河を除くすべての陸タイル

道路と資源活用施設の略奪

敵ユニットは道路や資源活用施設を「略奪」することができます。略奪が行われると、それらの施設は一時
的に機能を失います (資源が得られなくなる、移動ボーナスがなくなる、など)。つまり道路や施設が作られ
ていないのと同じ状態になります。
ユニットによる略奪は自文明の資源活用施設に対しても行うことができます (主として敵に都市を奪われ
そうになった時に行います)。資源活用施設の略奪を行ったユニットはゴールドを獲得できます。

道路と資源活用施設の修復

労働者であれば、略奪された道路や資源活用施設を修復することができます。道路や資源活用施設の種
類に関係なく、修復には 3 ターンが必要です。

漁船と石油プラットフォーム

海の資源活用施設は (92ページを参照) 略奪されると破壊されてしまいます。修復を行うことができないた
め、新たに (作業船を消費して) 施設を建設しなおす必要があります。海の資源活用施設は厳重にガードし
てください！

偉人の資源活用施設

偉人は特殊施設を建設することができます。詳細については、99ページを参照してください。

労働者の行動リスト

道路建設: 現在のタイルに道路資源活用施設を建設します。道路は通行可能な陸タイルに建
設できます。
鉄道建設: 現在のタイルに鉄道資源活用施設を建設します。鉄道は通行可能な陸タイルに建
設できます。
農場建設: 現在のタイルに農場資源活用施設を建設します。農場によりタイルの食料産出量
が増加します。小麦などの資源によっては、消費のため農場をその上に建設しなければなら
ない場合があります。
鉱山建設: 現在のタイルに鉱山資源活用施設を建設し、その生産力を改善します。鉄や宝石
などの資源によっては、消費のため鉱山が必要です。
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交易所建設: 現在のタイルに交易所資源活用施設を建設します。
これにより、
ゴールド産出量
が上がります。
製材所建設: 現在のタイルに製材所を建設します。製材所は森地物で覆われている必要があ
ります。製材所により生産力がさらに上がります。
牧草地建設: 選択したタイルに牧草地を建設します。馬や牛などの資源には、牧草地が必要で
す。
キャンプ建設: 選択したタイルにキャンプを建設し、毛皮や鹿などの資源を使用できるように
します。
大規模農場建設: 選択したタイルに大規模農場を建設します。大規模農場は、多数の高級資
源を消費するために必要です。
採石場建設: 選択したタイルに採石場を建設します。大理石資源の場合、消費のため採石場
をその上に建設する必要があります。
油井建設: 現在の陸タイルに油井を建設します。
これにより石油資源を利用できます。

ジャングル伐採: 労働者に指令を出し、
ジャングル地物の選択したタイルを除去します。
これに
よりジャングルがもたらす恩恵も取り除かれます。
森林伐採: 労働者に指令を出し、森地物の選択したタイルを除去します。
これにより森林がも
たらす恩恵も取り除かれます。
湿原干拓: 労働者に指令を出し、湿原地物の選択したタイルを干拓します。

道撤去: 労働者に指令を出し、道路または鉄道を選択したタイルを撤去します。

修復: ユニット略奪によるダメージを修復します。
このタイルの資源活用施設およびあらゆる
資源は、修復するまで利用できません。
自動建設: 労働者の行動すべてを自動で行います。
このユニットは、手動でキャンセルしない
限り動作し続けます。
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作業船

作業船は沿岸都市だけが造れる特殊な労働ユニットです。作業船は海上に漁船と洋上プラットフォームを
作ることができます。陸上の労働者とは違い、施設を建設した作業船はその場で消滅し、二度と使用できな
くなります。
洋上プラットフォームの建設: ユニットに指令を出し、洋上の石油資源の上に洋上掘削プラッ
トフォームを建設します。ユニットはこのプロセスで消失します。
漁船: 作業船は、沿岸資源上に漁船を建設します。
ユニットはこのプロセスで消失します。
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社会制度

社会制度とは国民を統治する方法のことで、
プレイヤーが自由に決定できます。独裁的な支配者となって
国民の自由を制限し、かわりに規律や生産性を高めますか。強力な軍隊を保有できる体制にしますか。文
化や領土の拡大に国力を集中しますか。体制を君主政治にしますか、民主主義にしますか。
このゲームに
は 10 種類の分岐が用意されており、それぞれが特定の政治体制の大見出しとなっています。
社会制度は、ゲームプレイにおいて非常に大きな影響力を持っています。都市の生産性を高める制度や富
を生み出すもの、
さらには強力な軍隊の編成を後押しする制度などもあります。社会制度の選択に正解も
不正解もなく、その時の状態によってはこちらの制度よりあちらの制度が良かったり、
自分のプレイスタイ
ルにはこの制度が合っていたりという場合もあります。
とにかくいろいろな制度を試すと良いでしょう。

社会制度は 10 の分岐によって分けられており、各分岐は 5 つの制度を持っています。分岐を解除すること
で、それらの制度が利用できるようになります。分岐内の制度を採用すれば、その制度特有の恩恵を受け
ることができ、最終的には文化による勝利も収めることができます。

社会制度

社会制度を採用するには、ゲームの難易度に応じて、必要な量の文化ポイントを獲得し、ロックを解除する
必要があります。たとえば、難易度「開拓者」
では、最初の社会制度は 15 文化ポイントでロック解除され、
難易度「皇子」
では、25 文化ポイントでロック解除されます。そこから先は、必要な文化ポイントが少しずつ
増加していきます。
プレイ中は、たくさんの社会制度を採用するほど、採用コストも大きくなっていきます。
現在の文化ポイントと、次の社会制度がいつ利用できるかについては、
ステータスバーにある文化アイコ
ンの上にカーソルを乗せることで確認できます。文化ポイントの増やし方については、文化の項目を参照
してください。
必要な文化ポイントを獲得すると、
ターン開始時にアラートが表示されます。通知が来たら、上部右側にあ
社会制度アイコン (担当相アイコンの隣) をクリックして、社会制度画面を開きます。
まだ社会制度を選択し
たくない場合は、右クリックしてその通知を無視することもできます (ただしそのまま選択するのを忘れて
いても、二度と通知は来ないので注意)。
この画面からは新しい分岐を選択したり、解除済みの分岐内にあ
る制度を採用したりすることができます。選択可能なすべての社会制度 (ロック解除済みのものだけでな
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く) は、社会制度画面の下部にある
「詳細」をクリックすると確認できます。
重要な文化ポイントを獲得したら、
「採用」ボタンをクリックして分岐を開きます。各社会制度を採用する前
に、分岐の解除に文化ポイントを消費しなければなりません。分岐を選択すると即座にボーナスを獲得で
きます。
さらに分岐内の各制度を採用すると、その制度特有のボーナスを得ることができます。
分岐によっては、同時にロック解除またはアクティブ化して併用することが不可能なものもあります (たと
えば独裁政治と自由など)。
また多くの分岐は、一定の時代になることで初めて使用できるようになります。

社会制度の分岐

社会制度は大きく 10 種類の分岐に分かれており、それぞれ
が異なる政治体制を擁しています。分岐のロックを解除する
と即座にボーナスを獲得でき、
さらに分岐内にある各社会
制度を採用すれば、同様にボーナスを得ることができます。

伝統
「伝統」の分岐は、首都機能を直接的に改善する社会制度
を多く擁しているため、小さい帝国に適しています。
この制
度を採用すると、首都が毎ターン産出する食料の量が 1 ポ
イント増加します。
「伝統」はゲーム開始時から採用可能で
す。

解放
「解放」は、影響力の急速な拡大を目指す文明に適しています。
この分岐を採用すると、すべての開拓者の
生産速度が 50% 上昇します。
「解放」はゲームスタート時から使用可能で、
「独裁政治」
とは併用できませ
ん。

名誉
「名誉」を採用すると、文明が持つ軍隊の能力が上昇します。対蛮族で全ユニットに 25% の攻撃ボーナス
が付与され、探索済みのエリアに新しく蛮族の野営地が誕生するとすぐに通知してくれるようになります。
「名誉」
もゲーム開始時から採用可能です。

敬虔（けいけん）
「敬虔」は文明の幸福度を高め、文化の発展を後押しします。
「敬虔」を採用すると、文明の幸福度が 2 ポ
イント上昇します。古典時代に使用可能になり、
「合理主義」
との併用はできません。文化力を上げられる上
に無償で社会制度を獲得できるので、文化による勝利を目指すプレイヤーはまずはここをスタート地点と
すると良いでしょう。

文化後援
「文化後援」は、都市国家と友好を深めたい文明に最適な制度です。
この制度を採用すると、都市国家へ
の影響力低下の速度が通常より 50% 遅くなります。
「文化後援」は、中世になると選択できます。
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商業
「商業」は、海軍中心の文明や、
ゴールドの産出に重点を置く文明にボーナスを与えてくれます。
この分岐
を選択すると、首都のゴールド産出量が 25% 増加します。
「商業」は中世期に入ることで選択可能になりま
す。

合理主義
「合理主義」は、科学に関する応用力と研究力を上げてくれます。ルネサンス時代に使用できるようになり
ます。採用すると即座に 5 ターンの黄金時代に突入します。
「敬虔」
とは併用できません。

自由
「自由」は文化や専門家にボーナスを付与します。
これにより、都市の専門家が生み出す不満が通常の半
分になります。
「自由」はルネサンス時代に入ると使用できるようになります。
「独裁政治」
とは併用できませ
ん。

秩序
巨大帝国を望むのであれば、
「秩序」を採用するべきでしょう。
この制度の下では、支配下にある都市の総
数に比例して文明が強固になっていきます。
「秩序」は産業時代以降に採用できるようになり、すべての建
物の生産速度を 25% 上昇させます。

独裁政治
この分岐は、ひたすら敵を征圧することだけを望む指導者に適しています。制圧による勝利を目指す場合
は最適な道と言えます。独裁政治軍隊の維持費を33% 軽減するため、同コストでも通常より大きな軍隊を
編成することが可能です。
この社会制度は産業時代に使用可能になり、
「解放」や「自由」
とは併用すること
ができません。

文化による勝利

社会制度画面にある 5 種の分岐を制覇 (分岐内にある制度をすべて獲得) すると
「ユートピア計画」のロッ
クを解除することができます。
このプロジェクトを完遂すれば、文化による勝利を収めることができます。詳
細については117ページを参照してください。

都市国家

『シヴィライゼーション V』では、小さな国として都市国家が登場します。都市国
家はゲームに勝利することはできません 。つまりプレイヤーの競争相手ではあ
りませんが、
プレイヤー が勝利を目指すうえで大きな助力にも妨げにもなり得
る存在です。都市国家と友好関係を築けば、
さまざまな利益を獲得することがで
きます。あるいは、都市国家は無視して重要な敵だけに的を絞ったり、彼らを征
服して略奪を行なったりといったプレイも可能です。都市国家の扱い方はプレイヤーの手に委ねられてい
ます。

都市国家の種類

都市国家には 3 種類の「性格」があります。友好国や同盟国になれば、各々の性格に従った方法で力を貸
してくれるようになります。
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文化都市国家
文化都市国家は、あなたの国の文化の発展に力を貸してくれます。

海洋都市国家
海洋都市国家は、あなたの国に食料を贈ってくれます。

軍事都市国家
軍事都市国家は、あなたの国に軍事ユニットを贈ってくれます。

都市国家とのコミュニケーション

都市国家とコミュニケーションを取るには、
まず都市国家を見つけなければなりません。
自国ユニットが都
市国家に接触すると、都市国家は自らがどういったタイプの国家かを教えてくれ (95ページを参照)、場合に
よってはゴールドを贈ってくれることもあります(世界を探索する理由の 1 つがこれです)。
都市国家と接触すると、
「ミッション」の依頼がくるようになります (97ページを参照)。都市国家と連絡を取る
には、都市国家を直接クリックするか外交画面を通して行います。

都市国家への影響力

各都市国家との関係は、
「影響力ポイント (IP)」によって計られます。通常はゼロポイントから始まり、
プレイ
ヤーの行動次第でポイントが増減します (つまり、
とんでもなくマイナスになる可能性もあります)。現在の
影響力レベルは、都市国家の旗に表示されるようになっています。

ゴールド: 多くをもたらす贈り物です
影響力ポイントを上げる方法の中でもっとも費用対効果が高いのは、都市国家にゴールドを贈ることで
す。
ゴールドを贈るには、都市国家を直接クリックし、
メニュー内から目的のアイテムを選択します。

ユニットを贈る
都市国家にはユニットを贈ることもできます。ユニットの受け渡しは、ユニットを都市国家の領内まで移動
し、
アクションメニュー内の「ユニットを贈る」
アイコンを押すことで行うことができます(外交画面を利用す
れば、ユニットの居場所に関係なく任意のユニットを贈ることができます)。ただし、都市国家がユニットを
要求している場合を除けば、
ゴールドのほうが優れた贈り物であるということに留意してください。

放置
何もしなければ、その都市に対する影響力ポイントが徐々にゼロに戻っていきます。影響力ポイントがプ
ラスであれば、
ターンごとにポイントが減少していきます。影響力ポイントがマイナスであれば、
ターンごと
にポイントが増加していきます(ポイントの増減量については、都市国家の性格によって変わります)。都市
国家と良い関係を保ちたいのであれば、定期的に彼らのミッションを消化するか、
ゴールドを贈る必要が
あります。

不法侵入
なお、
あなたのユニットが都市国家の領土に「不法侵入」
している間は、
ターンごとに影響力ポイントを失っ
ていくので注意が必要です。ただし、
その都市国家と友好関係にあれば、ペナルティを受けることなく彼ら
の土地を通ることができます。
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影響力レベル
永久敵対国

この状態の都市国家はあなたに対して憎悪を抱いており、和平を受け入れることは決してありません。
こ
の状態は、周辺の都市国家を滅亡させすぎた場合に発生します。生き残った都市たちが集まり、あなたを
地上から消し去ろうと画策している状態です。彼らがあなたとの取引に応じることは二度とないでしょう。
あ
とは彼らを撃退する以外に道は残されていません。

戦争

都市国家と敵対関係にあるとは、その都市国家に対するあなたの影響力がマイナスの状態であり、彼らか
ら何の援助も受けられない状態を指します。ただしその都市国家が永久敵対国であったり、敵文明の同盟
国でない限り、いつでも和平を結ぶことができます。

中立

これはその都市国家が、あなたのことを好きでも嫌いでもない状態だということを意味しています。
ゴール
ドを贈ったりミッションを完了させたりすれば影響力レベルが上がり、不法侵入などを行えばレベルが下
がることになります。

友好国

都市国家の「友好国」になると、定期的に贈り物がもらえるようになります。文明都市国家からは文化を、海
洋都市国家からは食料を、軍事都市国家からは軍事ユニットが贈られます。

友好関係

都市国家の同盟国になると、友好国よりさらに強い絆で結ばれることになります。
また、彼らが持つ贅沢資
源や戦略資源を活用できるようになります。都市国家は 1 つの文明とだけ同盟を組むことができます。複
数の選択肢が発生した場合には、一番高い影響力ポイントを持つ文明が同盟国になります。

都市国家のミッション

都市国家は定期的に「ミッション」を公表します。その内容は、蛮族に苦しめられているといったものから、
自然遺産のことを知りたいというもの、
さらには他の文明から攻撃を受けているから力を貸して欲しいと
いったものまでさまざまです。
他の文明より先にミッションを完了させれば、その都市国家への影響力ポイントを獲得することができま
す。

都市国家との戦争

都市国家への宣戦布告はいつでもできます。外交画面から宣戦を行うことも可能ですが、
自国ユニットで
相手のユニットや都市に攻撃を仕掛けることによっても、開戦の合図とすることができます。和平の呼びか
けは、外交画面や都市国家をクリックして行います。
ただし、多数の都市国家に攻撃を仕掛けてしまうと、多くの都市国家に宣戦を布告され、二度と和平を結
べない状態になってしまうので注意が必要です。戦争の準備ができていない時にそんな状況に陥ると、非
常に厄介なことになるでしょう。
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都市国家の解放

他の文明の支配下にある都市国家をプレイヤーが占領すると、選択肢としてその都市国家を「解放」するこ
とができるようになります。解放を行えば、その都市国家から即座に大量の影響力ポイントを獲得すること
ができます。
さらに解放された都市国家は、
「世界の指導者」投票時に、解放してくれた文明に投票を行うよ
うになります (下記参照)。

外交による勝利

外交による勝利は、国際連合の発足後、世界の指導者に選ばれることで達成できます。外交による勝利を
目指すのであれば、都市国家の投票先が、影響力ポイントの一番高い文明であるということを覚えておき
ましょう。ただし文明によって
「解放」
された都市国家は、解放してくれた国家に対して投票を行います(詳し
くは勝利条件を参照)。
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偉人

偉人には芸術家や商人、技術者、科学者、そして軍人がおり、それぞれが文明
の方向性を大きく変える力を持っています。
ちょうどレオナルド・ダ・ヴィンチ
やアンドリュー・カーネギー、ルイ・パストゥール、そしてロバート・エドワード・
リーのような存在です。偉人は強力なパワーを持っています。
このゲームには 5 種類の偉人が存在します。大芸術家、大技術者、大商人、大
科学者、そして大将軍です。最初の 4 人はほとんど同じ機能を持っています
が、大将軍だけは少々異なります。そもそも生まれ方から違っており、ゲーム
への影響の及ぼし方も異なっています。大将軍の詳細については後に譲ると
して、
ここでは最初の 4 人について見ていくことにしましょう。

偉人を生み出すには

大芸術家や大技術者、大商人、大科学者は、専門家や遺産によって
「偉人ポイント」(GP) を増やすことで、都
市で誕生します。都市によっては偉人ポイントをまったく生み出さない都市もあれば、1 種類の偉人ポイン
トだけを蓄積する都市、
または複数種類の偉人ポイントを産出する都市もあるでしょう。各都市が生み出
す偉人ポイントは、種類ごとに別々に計上されます(たとえば京都がターンごとに大芸術家ポイントを 1、
大技術者ポイントを 2 産出するとしましょう。すると 3 ターン後には各偉人ポイントは 3 と 6 になります。2
種類の偉人ポイントが同じ枠内で計上されることはありません)。
都市に特定の偉人ポイントが十分に蓄積されると、そのポイントは偉人を生み出すために消費されること
になります。国に偉人が誕生すると、次の偉人を生み出すためのコストは、その国の全都市で前回より増加
します。
たとえば、偉人誕生まであと残り 10 ポイントだったとします。前の例から計算すると、京都は 5 ターンで大
技術者を生み出すのに十分な偉人ポイントを獲得することができます。大技術者が生まれると、京都が持
つ大技術者のポイントは 0 になりますが、大芸術家のポイントは 5 残ったままになります。ただし次の偉
人を生み出すためのコストは大きくなるので、次の偉人誕生には 15 ポイントが必要になります。8 ターン
後、京都は大芸術家のポイントを 13 獲得し、大技術者のポイントを 16 入手します。そうすると生まれてく
る偉人は、再び大技術家ということになります。なお、庭園関連の建物は偉人の誕生を早め、社会制度の「
戦士の掟」を採用すれば即座に大将軍を入手できます。

偉人の能力

偉人はそれぞれ 3 種類の能力を持っています (100ページを参照)。
• 偉人を消費することで「黄金時代」が開始されます (次ページ参照)。
• 偉人を消費することで特殊な施設を建てることができます。
• その他にも特殊な能力があります。
偉人の名前はプレイには影響ありません。ベートーベンやダ・ヴィンチは 2 人とも大芸術家であり同じパワー
を持っています。
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黄金時代

「黄金時代」
とは、文明の生産力が飛躍的に高まる期間のことを言います。黄金時代では、
ゴールドを産出
するタイルは通常よりも 1 多くゴールドを生み出し、生産力 (ハンマー) を産出するタイルも通常より 1 ポ
イント多く生産力を生み出します(ただし、当然ながら市民をそのタイルで働かせていなければ、何の利益
も得ることはできません)。黄金時代の続く期間は、ゲームの難易度と速度によって変化し、偉人が黄金時
代を始めるたびに短くなります (しかしこれで 3 ターンを下回ることはありません)。黄金時代を作った偉人
は、そのまま姿を消すことになります。

特殊施設

偉人を消費することで、
自国領内のタイルに特殊施設を建設することができます。特殊施設の効果は、それ
がどの偉人によって建設されたかによって変わってきます。たとえば大芸術家を消費して建設された建物
であれば文化力が、大商人であればゴールドが増加します。
特殊施設の効果を得るには、そこで専門家を働かせなければなりません。
さらにこの建物は、資源活用施
設と同様に略奪を受ける可能性もあれば修復も可能です。
また、資源タイル上に特殊施設を建設すると、
そのタイルからは資源を得られなくなります。なお、特殊施設を建てるには、偉人を都市の外の自国領内に
移動させなければなりません。詳細については、以下を参照してください。

特殊能力

偉人の特殊能力は、ゲームに非常に大きな影響を与えます。前述のように、偉人はタイプごとに違う能力
を持っています。中には特殊能力を使用するために、偉人を消費しなければならない場合もあります。

大芸術家
特殊施設: ランドマーク

ランドマークは、都市に大量の文化ポイントをもたらします。

特殊能力: 文化爆弾

大芸術家は自国領内、
もしくは国境に面した自国領外のタイルに「文化爆弾」を落と
すことができます。すると、偉人のいるタイルとその周囲 6 タイルが、即座に自国領土
となります。文化爆弾を使えば敵の領土をこちらのものにすることができますが、敵
の都市を取り込むことはできません (といっても敵都市からすれば、急に他国の領土に囲まれることになる
わけですが)。敵の領土を取り込んでも、
自動的に戦争へと発展するわけではないが、
これを攻撃的行動と
捉える文明も当然あるでしょう。ただし取られたほうも大芸術家を利用すれば、その土地を取り返すことが
できます (タイルの所有者変更に関して、時間制限や回数制限などは特にありません)。
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大技術者
特殊施設: 製造所

大技術者を消費すると、製造所を建設することができます。製造所に市民を割り当て
れば、その都市の生産力 (ハンマー) を飛躍的に伸ばすことができます。

特殊能力: 生産の加速

大技術者を消費すると、その都市の生産力を爆発的に高めることができます。生産力
の増加は、建物や遺産の建築も含め、その都市でその時に行われている生産活動に
即座に効果を及ぼします。特別に巨大な遺産を除けば、
この急加速でほとんどの生産物を一瞬で生産する
ことができます。つまり生産にかかる時間を大幅に短縮できます。

大商人
特殊施設: 税関

大商人を消費すると税関を建てることができます。税関に市民を割り当てれば、その
都市が毎ターン産出するゴールドの量が飛躍的に増加します。

特殊能力: 通商任務

都市国家の領内で大商人を消費すると、その都市国家に対して
「通商任務」を遂行す
ることができます。
この任務を実行すると大量のゴールドが入手でき、その都市国家
との友好関係も深めることができます。

大科学者
特殊施設: アカデミー

大科学者を消費するとアカデミーを建設することができます。
アカデミーに市民を割
り当てれば、都市の科学力を飛躍的に伸ばすことができます。

特殊能力: テクノロジーを発見

大科学者を消費すると、即座に新しいテクノロジーを獲得することができます。
これは
研究中のテクノロジーである必要はありません。その時点で獲得可能なすべてのテク
ノロジーの中から、好きなものを選択することができます。
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大将軍

大将軍は偉人の中にあって若干異色の存在です。
この偉人は都市が生み出すのでは
なく、戦いによって生まれます。軍事ユニットのどれかが経験値を獲得すると、そのユ
ニットが所属する国に大将軍ポイントが加算されます。必要なポイントを獲得すると
大将軍の誕生となります。一度大将軍が生まれると、次の大将軍の誕生コストは高く
なります
(なお、経験値を得たユニットが破壊されると、そのユニットの経験値の一部が大将軍
ポイントから引かれるので注意してください)。
また社会制度の「戦士の掟」を獲得す
るか、
「ブランデンブルグ門」を完成させることで大将軍ポイントを獲得することができます。

大将軍の施設: 城塞

城塞に駐留するユニットは、非常に大きな防御ボーナスを得ることができます。
さらに城塞は、隣接するタ
イル上でターンを終えた敵ユニットに対しダメージを与える能力を持ちます。城塞は自国領外では効果を
発揮しないので注意が必要です。たとえば文化爆弾が使用されれば城塞の持ち主が代わり、そのボーナス
も他のプレイヤーの手に渡ることになるでしょう。

特殊能力: 戦闘ボーナス

大将軍は周囲 2 タイル以内にいる全友軍ユニットに戦闘ボーナスを付与します。
このボーナスは全タイプ
のユニット (白兵戦ユニット、遠隔攻撃ユニット、防衛ユニットなど) が獲得できます。

偉人の移動

偉人も他のユニットと同じように
マップ上を移動することができる。
非戦闘ユニットであるため他の非
戦闘ユニット (労働者や開拓者) と
同じタイルに置くことはできない
が、戦闘ユニットであれば、1 体ま
で同一タイルにスタックさせるこ
とができる。
敵ユニットが偉人のいるタイルに
入ってきた場合、
その偉人は自動
的に消滅する (敵国の所有にはな
らない)。
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ゴールド

ゴールド! それは素晴らしい存在です。
ゴールドがあれば軍隊が作れるし、道路網も整備でき、建物や各種
遺産も購入できます。
さらには都市国家の友情を買ったり敵文明を買収することさえ可能です。
「金では愛は買えない」は事実かもしれませんが、金があれば核ミサイルと潜水艦が買えるのです。そうそ
う捨てたものではありません。

ゴールドの入手方法

ゴールドはさまざまな方法で手に入れることができます。
ゴールドの大半は都市の周辺のタイルを開発す
ることで獲得できますが、他の方法でも入手は可能です。

地形の種類

以下に挙げるタイルは、市民を配置し働かすことでゴールドを得ることができます。
• 沿岸タイル
• 海洋タイル
• 河川タイル
• 自然遺産
• オアシス

資源

市民を配置し開発すれば、
どの資源 (特に金) からもゴールドを入手することができます。

交易所

タイルに資源活用施設の交易所を建てれば、その土地のゴールド産出量が上がります。

建造物

市場、銀行など、都市のゴールド産出量を増加させる建造物は数多く存在します。
また、そこに専門家「商
人」を配置すると、産出量はさらに上がります。

遺産

遺産の中にはゴールドをもたらしてくれるものや、都市のゴールド産出量を増加させるものがあります。マ
チュ・ピチュとロードス島の巨神像を訪問してみてください。
さらに、
こちらがある遺産を建設している最中に、他の文明が先にその遺産の建設を完了させた場合も、
ゴールドボーナスを獲得することができます (ボーナスの量は、遺産建設の進行度合いによって異なりま
す)。

交易路

道路や港によって自国の首都とつながっている都市は、首都との間に「交易路」を持っています。各交易路
からは、1 ターンごとに一定量のゴールドを得ることができます。獲得できるゴールドの量はつながってい
る都市の人口によって決まります。
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封鎖

沿岸都市の 2 タイル以内に敵海軍ユニットが入り込むと、その都市は「封鎖」
されます。敵の海軍ユニット
を追い払うか沈めるまで、その都市の海上交易路は使用できなくなります。

蛮族の野営地

蛮族の野営地を破壊するごとにゴールドを獲得することができます。

古代遺跡

ある古代遺跡を探索すると、
ゴールドを獲得することができます。

都市国家

都市国家は、初めて接触したときにゴールドを贈ってくれることがあります。仲が深まれば、
さらに多くの
ゴールドを贈られることもあります(詳細については95ページを参照してください)。

敵の資源活用施設を略奪

敵の資源活用施設を略奪すると、少量のゴールドを得ることができます。

都市の占領

都市 (都市国家や文明が持つ都市) を占領すれば大量のゴールドを獲得することができます。

外交

他の文明と交渉することでゴールドを (一括で、
もしくは 20 ターンにわたって一定量ずつ) 獲得することが
できます。

「通商任務」遂行

大商人は都市国家で「通商任務」を遂行することができます。大商人を消費することで大量のゴールドを獲
得することができます(101ページを参照)。

ゴールドの使用

ゴールドはさまざまな事に使用することができます。

ユニットと建造物の維持費

ユニットと建物には毎ターン「維持費」がかかります。費用については各ユニットと各建物の項目を参照し
てください(維持費はプレイヤーが選択している難易度によって変わります)。

道路維持費

道路には 1 タイルごとに維持費がかかります。他文明の道路を自文明に取り込んだ場合も、その道路の維
持のためにゴールドを支払わなくてはなりません。
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タイル購入

文明の領土はタイルを 1 枚ずつ購入することで拡張することができます。都市画面に入り
「タイル購入」を
クリックします。マップには購入可能なタイルが表示されます。
タイルをクリックして購入に必要なゴール
ドを支払えば、そのタイルを買うことができます。

ユニットや建物、遺産の購入

ゴールドを使えば、ユニットや建物、
または遺産を、都市に購入することができます。対象物をクリックする
と (十分なゴールドがあれば) 即座にそれが都市で作られ、
ゴールドが国庫から引き落とされます。
ただし
「プロジェクト」(ユートピア計画やマンハッタン計画など) を購入することはできません。

時代後れのユニットのアップグレード

ゲームが進んでいくと、新しいテクノロジーを獲得することで、
より強力な軍事ユニットの生産が可能にな
ります。
この状態になるとユニットの「アップグレード」が可能となり、時代後れになったユニットをもっと強
力でより近代的なものへ変更することができます(たとえば鉄器の研究が終了すれば、持っている戦士ユニ
ットを剣士にアップグレードすることが可能です)。
アップグレードにはゴールドが必要です。
より強力なユ
ニットにアップグレードすることで、
より多くのゴールドを消費することになります。
アップグレードするユ
ニットは、
自国領内にいなければなりません。
アップグレード可能なユニットは、行動リストの中に「アップ
グレード」
アイコンが出現します。

都市国家との友好関係を買う

都市国家との絆を深めたいのであれば、
ゴールドを贈るというのも 1 つの手です。渡すゴールドの量が多
ければ多いほど、友好関係もいっそう深まることになります。

外交

ゴールドはさまざまな事物との交換品として他文明との取引で使用することができます。資源と交換した
り、和平を結ぶために供出したり、
または第三者への攻撃を依頼するための賄賂としても有効です。
ゴール
ドは交渉の場で非常に役立つ存在と言えます。
ゴールドの交換方法には、一括とターンごとの 2 つの方法があります。

一括

「一括」
とは、その言葉そのものです。一度ですべてのゴールドの受け渡しを済ませることを言います。

ターンごと

ゴールドの支払いや受け取りは数ターンに渡って行うことができます (その数はプレイヤーのゲーム速度
により異なります)。たとえば、他文明への支払いを 1 ターンにつき 5 ゴールドにし、合計 30 ターン行うと
いった選択もできます。
この支払いの約束は、支払者と受取者との間で戦争が勃発すると破棄されます。
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略奪を受ける

残酷な蛮族たちは都市の占領に成功すると、その都市のゴールドや蓄えの一部も
「略奪」
します。

都市を失う

他文明や都市国家に都市を占領されると、
ゴールドも (都市も) 奪われることになります。

ゴールドの不足

国庫が枯れて財政が赤字になると、その差額分が科学分野から差し引かれることになります。つまり、財政
が赤字になると、新しいテクノロジーの獲得が著しく遅れ、先進文明国からの攻撃に非常に弱くなってしま
います。
したがって、
できるだけ速やかに財政を立て直す必要があります。
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幸福度

幸福度は国民の満足度を示すものです。通常では人口が増えるにつれて、不満度も高くなっていきます。
市民が不満を抱えると人口増加率が減少し、
さらに極度に不満な 市民を擁していると自軍のユニットにも
影響を及ぼすことになります。
国民の幸福度はメイン画面のステータス (ゲーム画面の上部左側) に表示されます。
このステータスには
常に注意を払っておくと良いでしょう。
この数字が 0 になると国民は落ち着きを失い始めます。
これがマイ
ナス圏に突入すれば、非常に困ったことになるので注意が必要です(ちなみにこの数字の上にカーソルを
合わせると、国民たちの幸福度を示す素晴らしいスナップショットを見ることができます)。

初期幸福度

ゲーム開始時の幸福度はゲームの難易度によって変わります。最初の都市を建設した時点から幸福度は
減少していきます。

不満を生み出すもの

以下のものが不満の原因となります。
• 人口数: 文明の規模が拡大するにつれて国民は不満を感じるようになり、娯楽に関するものをさらに
要求するようになります。
• 都市の数: 文明内の都市の数が増えるにつれて不満度も上昇していきます。つまり文明全体で同じ人
口を持っていても、都市を 2 つ持ち各都市の人口が 1 の文明は、都市が 1 つで人口 2 の文明よりも不
満が大きくなります。
• 併合都市: 外国の都市を占領したり併合したりした場合、国民たちからは不満の声が上がります。

幸福を生み出すもの

文明の幸福度を上げるのは、次のようなものです。
• 自然遺産: 自然遺産を 1 つ発見するごとに、文明全体の幸福度が永久的に上昇します。
• 高級資源: 自国内にある高級資源タイルに資源活用施設を建設するか、取引によって入手します。高級
資源 1 つごとに文明の幸福度が上がります (ただし同じ資源を複数持っていても効果を重ねることは
できません)。
• 建造物: いくつかの建造物は文明の幸福度を上げます。
これにはコロシアムやサーカス、そして劇場な
どが含まれます。建物は建設するごとに文明全体の幸福度が上がります (高級資源とは違い、
コロシア
ムを 2 つ建設すればコロシアム 2 つ分の幸福度を得ることができます)。
• 遺産: ノートルダムや空中庭園などの特定の遺産は、非常に大きな満足を生み出します。
• 社会制度:「敬虔」に関連する社会制度は、大きな幸福度を生み出します。
こうした社会制度は他にもい
くつか存在します。
• テクノロジー: テクノロジー自体からは幸福度は得られませんが、テクノロジーの進化によって幸福度
上昇につながる建物や遺産、資源、社会制度を獲得することが可能になります。
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不満度のレベル

不満度には 2 つのレベルがあります。
どちらもまったく好ましくない状態です。

不満

幸福度がマイナスになると幸福度を示すアイコンが悲しげな顔になり、国民たちは「不満」
を感じるようになります。人々が不満を抱えると人口増加のスピードが急激に落ちますが、
この時点ではそれ以外に特に悪影響は発生しません。

極度の不満

幸福度がマイナスになり幸福度アイコンが怒った顔になると、国民は「極度の不満」を感じ
た状態となります。人々が「極度に不満」な状態になると、全都市の成長が止まり、開拓者の
生産が不可能になり、
自国の軍事ユニットが厄介な戦闘ペナルティを受けることになりま
す。
ただし、
この状態が永久に続くわけではありません。国民の幸福度は (いくら彼らがあなた
のことを嫌っていようとも)、上に挙げた方法を用いればいつでも上昇させることができます。
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黄金時代

ある一定の期間、文明にエネルギーや活力がみなぎり怒涛のごとくあふれ出すことがあります。そうした時
代は生産性が飛躍的に高まり、テクノロジーも一段と発達し、優れた文化は世界の羨望の的になります。ル
ネッサンス期のイタリアや 20世紀後半の米国がそのよい例です。
『シヴィライゼーション V』では、
こうした
時期を「黄金時代」
と呼んでいます。

黄金時代を迎えるには

「黄金時代」の到来には 2 種類あります。:
偉人の消費: 偉人を消費すれば、即座に黄金時代を開始できます。
幸福バケツ: 国民の満足度を保つのに必要以上の幸福を文明が生み出している場合は、余った幸福は「幸
福バケツ」に集められます。そのバケツの幸福度が十分なレベルになると、
「黄金時代」が開始されます。
文明が不満になると、幸福はバケツから流れ出してしまいます。

黄金時代の効果

黄金時代では、
ゴールドを産出するタイルは 1 つ多くゴールドを生み出し、生産力を産出するタイルも 1
ポイント多く生産力を生み出します。黄金時代が終わると、
ゴールドと生産力のレベルは元に戻ります。

黄金時代の期間

幸福バケツの上に成り立つ黄金時代は 10 ターン続きます。偉人の上に成り立つ黄金時代はそれより短く
なります。偉人の上に成り立つ黄金時代の期間は、
偉人を消費するたびに短くなりますが、それぞれ
3ターンを下回ることはありません。
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遺産

時代を経ても色あせない、あっと驚くような建築物や世界を一変させた、発明、思想を「文化遺産」
と呼びま
す。文化遺産を完成させるには、並々ならぬ時間と労力が必要になりますが、いったん完成すればそれらか
ら文明が受ける恩恵もまた大きいのです。
文化遺産には、
「世界遺産」
と
「国家遺産」の 2 種類があります。

世界遺産

世界遺産は唯一無二の存在で、ゲーム中に一度しか作ることができません
(たとえば、
ファロス灯台も世界遺産の 1 つです。
これを最初に完成させた文明だけが建造できます)。世界
遺産はきわめて強力で、きわめて高価になる傾向があります。

他の文明との建設競争に負けた場合

同じ世界遺産を建設中だった別の文明が自国より先に完成させた場合には、建設を停止し、それまでに費
やされた労力が一定の割合でゴールドに変換されます(これには国家遺産には当てはまりません。
どの文
明でも自国の国家遺産を作ることができるためです)。

国家遺産

国家遺産は、ゲーム中にどの文明でも 1 つは作ることができます。たとえば、民族叙情詩遺産は国家遺産
の 1 つでどの文明でも作ることができます (ただし 2 つは作ることができません)。

文化遺産の効果

文化遺産の効果はいろいろとあります。都市の生産性を著しく上げる場合もあれば、文明の幸福度を上げ
る場合もあります。
さらに、偉人による文明の生産力を上げたり、すべての都市を防御する力を高める場合
もあります。
詳細についてはシヴィロペディアの文化遺産の項目を確認してください。

文化遺産を奪う

都市を占領すると、そこに建設されているすべての世界遺産が手に入ります。
しかし、国家遺産はすべて破
壊されます。

プロジェクト

プロジェクトは、他の建造物と異なる特殊な機能を発揮する文化遺産に似た特殊な種類の建造物です。
プ
ロジェクトによってはアポロ計画のように文明で 1 回しか作ることができないものもあり、宇宙船の推進装
置などのようにゲーム全体で複数回作ることができるものもあります。完成時に文明にすぐにボーナスが
与えられる文化遺産とは異なり、
プロジェクトは (原子爆弾の製造能力など) ゲームで他の地物やユニット
を獲得するのに役立ち、勝利を目指して建造するのに必要な構造物です。詳細については80ページおよび
116ページを参照してください。
都市の他の生産アイテムと異なり、
プロジェクトは購入も加速もできません。
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外交

『シヴィライゼーション V』では外交は非常に重要です。
この広大な世界は他の文明に満ちており、その指

導者たちはあなたと同様に巧知にたけ決然としています。正直者がいれば嘘つきもいます。戦争屋がいれ
ば平和を好む者もいます。
しかし彼らが望むものは勝利、ただそれだけです。
外交は、あなたの文明に多くのものをもたらしてくれます。同盟国を作り、敵国を孤立させることもできま
す。防衛条約や攻撃条約を結ぶこともできます。共同研究事業を立ち上げてテクノロジーを進化させること
も可能です。劣勢になってしまった戦争を終結させることもできます。騙されやすい人間を陥れ、臆病な指
導者を脅すことも外交のうちです。
あなたを取り巻く世界は広く、そして厳しいのです。出会った人間をすべて攻撃しているようでは、長くは生
き残れないでしょう。
ときには戦いよりも話し合いが望ましいこともあります。少なくとも、相手が背中を見
せ、
こちらが巨大な軍隊を作り上げるまでは。

誰に対して外交を行えるのか

外交関係を築いた後であれば、都市国家や他文明の指導者とはいつでも会談を開くことができます。外交
関係は、
こちらの文明の都市やユニットが相手国の都市やユニットと接触すると自動的に築かれます(外
交関係の構築こそ、文明を世界探索へと駆り立てる理由の 1 つなのです)。ひとたび外交関係が築かれれ
ば、相手国の指導者とはいつでも対話ができるようになります。ただし、あなたのことを嫌っているようで
あれば、交わす言葉の数も少なくなるでしょう。
また、外交関係を築いた後は、他文明や都市国家のほうから交渉を持ちかけてくることもあります。

外交の開始

外交は、外交画面ボタンをクリックすることで開始できます。現れた外交画面には、
これまでに接触した文
明や都市国家が表示されます。
これをクリックすることで、
その文明あるいは都市国家の指導者と会話をす
ることができます。文明や都市国家の旗をクリックすることでも、彼らとコミュニケーションを取ることがで
きます。会談で何ができるかは、会談相手が文明か都市国家かによって変わってきます。
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他文明との外交

他国との外交では、次のオプションが用意されています。

宣戦布告
他の文明に宣戦布告する場合は、
このボタン
をクリックしてください。

和平交渉
和平交渉は、相手文明と戦争状態にあるとき
に行うことができます。

取引
他の文明と取引の交渉を行うことができま
す。
このボタンをクリックすれば、取引画面を
開くことができます。

要求
他の文明に物品を要求することができます。
こちらの文明が相手国より遙かに強大だった場合、
または相
手国がその要求を適切だと判断した場合、相手は要求を受け入れるかもしれません。
もしくは、逆に宣戦
布告されることもあるでしょう。結果は誰にも分かりません。

会談
このボタンから、
さまざまなトピックについて会談を開くことができます。その時の状況に応じて以下のア
プローチから適切なものを選択すると良いでしょう。要請を受けた相手国の指導者は、
こちらとの関係や
自国の利益を考慮した上で回答してくるでしょう。
• 協力体制を取ることを提案します。
• 両国で協調して他の文明に対抗することを提案します。
• 他の文明に宣戦布告をするよう提案します。
• こちらの領土の近くにこれ以上都市を建てないよう要求します。

さようなら
ここをクリックして、指導者との会談を終了します。
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取引画面
取引画面からは、
アイテムの取引や研究協定の締結、
さらには他
の条約を結ぶこともできます。ただし、特定のテクノロジーの知識
がないと実行できないものも多数あります。利用できない項目が
ある場合、その部分はグレーで表示されます。詳細を知りたい場
合は、その項目の上にカーソルを合わせてください。
取引画面は左右に分かれています。
こちらの文明の物品について
は右側に、他の文明のものは左側に表示されます。
自分側にあるアイテムをクリックすると、取引相手にその物品を取引の品として提示できます。次に代わり
にこちらが求めるアイテムを相手国の画面上でクリックします。たとえばこちらが「国境開放」(相手国のユ
ニットがこちらの領土に入ることを許可する) を提示し、その代わりとして相手に「国境開放」(自国のユニッ
トが相手の領土に入ることを許可する) を求めるという具合です。
ただし取引する品は同じ物である必要はありません。
ゴールドの代わりに「国境開放」を求めたり、何も提
示せずに要求することもできます。
自分が行いたい取引内容を選択したら、
「申し込む」ボタンを押して相
手国に提示します。相手がその提案を受け入れれば、そのまま取引は完了します。相手が取引を拒否した
場合は、
「この取引を成立させるにはどうすれば良いか」をクリックすれば、その指導者の望みを聞くことが
できます(注意: AI は特定のアイテムを絶対に手放そうとしないことがあります。
この時にいくら良い条件を
出しても AI が取引に応じることはありません)。
時々、他の文明の指導者から取引を申し込まれることがあります。その場合は相手の要求に応じたり、逆に
条件を提示したり、拒否したりすることができます。
「終了」をクリックすると、取引画面から出ることができ
ます。貿易協定の長さはゲームの速度により異なります。ゲーム速度が遅くなるほど、協定の期間も長くな
ります。標準速度のゲームでは、以下の協定の期間が指定されています。

国境開放条約

いったん筆記のテクノロジーを獲得すると、相手文明と国境開放条約を結べるようになります(都市国家と
はこの条約は結べません)。国境開放条約が発効されると、相手国のユニットは、
自動的に戦争を引き起こ
すことなく、
こちらの領土に入ることができるようになります。
もし相互で条約を締結したのであれば、お互
いの領土を自由に行き来できるようになります。ただし、
この条約は必ずしも相互で締結する必要はあり
ません。つまり相手国に国境を開放しつつ、
こちらは相手国の国境内には入れない、
という状況もあり得ま
す。
国境開放条約の有効期間は 30 ターンです。30 ターンが過ぎた時点で再締結を行わなければ、その条約
は効果を失うことになります。

防衛条約

騎士道のテクノロジーを獲得すると、防衛条約を結べるようになります。防衛条約は必ず相互協定となりま
す。条約国が攻撃を受けると、
もう一方の国は自動的にその攻撃者に宣戦布告を行います。
防衛条約は 30 ターンの間有効です。再締結しない限り、規定のターン数が経過した時点で条約はその効
果を失います。条約締結国のどちらかが他の国に宣戦を布告すると、防衛協定は自動的に破棄されます。
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研究協定
哲学のテクノロジーを獲得すると、同じように哲学のテクノロジーを持っている文明と研究協定を結べるよ
うになります。研究協定を結ぶには、両国が資金を負担する必要があります (必要な量のゴールドを持って
いなければ協定を結ぶことはできません)。協定が有効である間、文明はそれぞれその研究に対するボー
ナスを獲得します。
研究協定は 30 ターン有効です。
さらに 30 ターン延長する場合は、新たに協定を締結し (さらにゴールド
を支払う) 必要があります。

都市の取引
他の文明と都市を取引をすることができます。通常であれば、国が危機的状況にある場合や巨額のゴール
ドとの交換でない限り、文明は都市の取引には応じません。
また自国の首都を取引に出すことはできませ
ん。
都市の取引は永久になります。

他プレイヤー
自国と取引相手国の両方が、ある文明 (第三国) のことを知っている場合、その第三国と取引相手国との関
係に介入することができます。つまり他文明 (第三国) への宣戦布告や和平の申し入れを、取引相手国に提
案できるということです。

資源
戦略資源と高級資源は他の文明と取引することができます。相手文明は取引有効期間 (30ターン) の間、受
け取った資源が有する効果をすべて享受することができます。

都市国家との交渉

都市国家との外交交渉は、対文明と比べると簡素化されていて、選択できる行動が少なくなっています。都
市国家に対しては通常、
ゴールドや物品の提供、宣戦布告、和平の申し入れなどを行うことができます。
と
きには彼らから何かを頼まれることもあります。詳細については、95ページを参照してください。

宣戦布告

都市国家や他文明への宣戦布告は、外交画面を通して、あるいはその国のユニットを攻撃するだけでも行
えます。
また他文明への宣戦布告は、国境開放条約を締結せずに領土へ侵入することでも行うことができ
ます。
他の文明も同様の方法でこちらに宣戦布告することができます。

和平交渉

戦争中は、外交画面から和平交渉を申し込むことができます。ただし相手国がまったく聞く耳を持ってくれ
なければ、戦争は継続されることになります。相手国が交渉に応じてくれた場合、その相手が都市国家であ
れば無条件で停戦を受け入れてくれます。
もし交渉に応じてくれたのが文明であった場合は、交渉テーブルで和平の条件を協議することになりま
す。状況に応じてこちらか相手国が、
ゴールドや条約、都市、そして資源などを、和平の対価として差し出す
ことになります。
また、
ときには相手国から和平を申し入れてくることもあります。その場合はひとまず回答
を保留し、
まずは相手が何を差し出してくるのかを確認するのが賢い選択と言えます。
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勝利と敗北

『シヴィライゼーション V』ではさまざまな方法で勝利を収めることができます。圧倒的な科学力を用いて

アルファ・ケンタウリへの宇宙船を建造し、他のどの文明にも先んじて打ち上げを成功させることによる勝
利。文化の力や政治的知略で他文明を圧倒することによる勝利。あるいは、
「立ちふさがる敵はすべて叩き
潰す」
という不変の戦略を実行し、強大な力で世界をねじ伏せての勝利。誰であれ、勝利の条件を最初に
満たした者が勝者となります。
自分の文明を発展させつつも、他国の勝利への進捗度には常に気を配っておくことが大切です。敵の最後
の都市をあと少しで落とせるという時に、その敵に宇宙船を打ち上げられ、なす術なく科学による勝利を
奪われる、そんな逆転劇ほど悲惨な結末はないのですから。

都市国家と勝利

『シヴィライゼーション V』では都市国家は勝利を収めることはできません。主要な文明国のみが勝者に
なることができます。

敗北の条件

『シヴィライゼーション V』には3種類の敗北があります。

最後の都市の消失

最後の都市が他の文明や都市国家によって奪われてしまうと、即座に敗北となります。非常に屈辱的なの
で、そんな目に合うことがないよう十分注意してください。

他文明の勝利

以下の 4 通りの勝利の内の 1 つを他の文明が達成した場合、ゲームは終了です。あなたは負けとなりま
す。たとえあなたが勝利目前だったとしても、最初に勝利条件を満たした者だけが勝者となり、残りは全員
敗者となります。
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2050 年到来

誰も勝利の権利を得ることなく 2050 年に到達した場合、ゲームは自動的に終了し、ポイントを一番多く
持っていた文明がそのゲームの勝者となります (下記参照)。

勝利の条件

『シヴィライゼーション V』には以下の 5 種類の勝利があります。

制圧による勝利

最初に建てた自国の首都を保持しているのが 1 文明だけになった場合、その文明は勝利を収めることに
なります。つまり他文明の首都をすべて手中に収めれば、その時点で勝利となるわけです。ただし、制圧に
よる勝利には少しやっかいな問題があります。たとえば 5 人のプレイヤーでゲームを始めて敵文明の首都
を 3 つ占領したとしましょう。
しかし5人目のプレイヤーに隙を突かれて、
こちらの首都を奪取されてしまう
可能性もあります。すると、そのプレイヤーが即座に勝者となってしまいます。つまり誰がどの首都を占領し
たかは問題ではありません。
自分が最初に建てた首都を守り抜きつつ、最後まで生き残ったプレイヤーが
勝者となるのです。
最初に建てた首都を奪われてしまっても、他に自国の都市が残されていれば、他の種類の勝利 (文化によ
る勝利、科学による勝利、外交による勝利) を狙うことができます。ただし征服による勝利は、
自分が最初に
建てた首都を奪い返さない限り、達成することはできません。

最初の首都の破壊

首都を完全に消し去ることはできません。いかなる手段を用いても、最初の首都は破壊できないようになっ
ています。
占領することは可能ですが破壊は不可能です。核兵器が落とされて人口が 1 になってしまったと
しても、首都が消滅することはありません。ルールとして理解しておきましょう(ちなみに他の文明を滅亡さ
せるには、
その文明のすべての都市を破壊あるいは占領することです。つまり首都を地上から消し去らなく
ても、
その文明を地上から退場させることは可能なのです)。

新首都と旧首都

首都が占領されると、
自動的に自国の他の都市が新たな首都になります。新しい首都は旧首都とまったく
同じ機能を持ちますが、破壊が可能であるという点だけが異なっています。
また、制圧による勝利のための
都市数にもカウントされません。
旧首都を取り返すことができれば、その文明の指導者としての立場も取り戻すことができるでしょう。

科学による勝利

科学による勝利を収めるには、必要なテクノロジーを獲得して宇宙船の全パーツを生産し、完成したパー
ツを組み立て、首都に運搬 (もしくは最初から首都で生産しても良い) しなければなりません。

宇宙船のパーツ

宇宙船のパーツは作成が必要となるユニットで、完成後は他のユニットと同様にマップ上を移動させるこ
とができます。すべてのパーツを作るには、各々のパーツに対応した先進のテクノロジーが必要となりま
す。パーツは非戦闘ユニットに当たるため、敵から攻撃を受ければ破壊されてしまいます。パーツが完成し
たら、首都に運ぶよう命令を出しておきます。首都にパーツが到着すると、そのパーツを宇宙船に組み込
むかどうか訊ねられます。すべてのパーツを組み込んで宇宙船を打ち上げれば、科学による勝利は目前で
す。
ちなみに宇宙船のパーツは、生産を急がせたり金で購入したりすることはできません。都市が自力で作
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成しなければなりません。

文化による勝利

文化による勝利を収めるには、社会政策の 5 つの「分岐」を制覇しなくてはなりません。つまり 6 つの分岐
内にある社会制度を、すべて獲得する必要があります。
この条件を達成すると
「ユートピア計画」のロックが
解除されます。
このプロジェクトを完了させれば、文化による勝利を収めることができます。
このプロジェク
トは完成の速度を速めたり購入したりすることはできません。
自らの手で作り上げなければなりません。

外交による勝利

「グローバル化」のテクノロジーを獲得すると、
プレイヤーは国際連合を立ち上げられるようになります。
国連を立ち上げると、数ターンごとに世界の指導者を選ぶ選挙を実施できるようになります。必要な票数
を獲得して世界の指導者に選ばれたプレイヤーは、その瞬間に外交による勝利を収めることになります。
外交による勝利をあげるために必要な得票数は、ゲーム開始時の文明数によって決定されます。

投票者は誰か？

すべての文明と都市国家が 1 票ずつ票を持っています。国際連合を有する文明には 2 票が与えられます。
文明は常に自分に投票をします。ただし解放を経験した文明だけは、解放者に対して投票を行います (下
記参照)。
都市国家は一番関係の深い文明に投票します。ただし解放されたことがある都市国家は、解放してくれた
文明に票を投じることになります。

解放

他の文明に支配されていた都市国家を奪取すると、その都市国家を併合するのか、傀儡国家にするのか、
それとも解放するのか選択できます。都市国家の解放を選べば、後々の国連の選挙では (その時点での両
国の関係の良し悪しにかかわらず) 常に こちらに票を投じてくれるようになります。2 度にわたって解放さ
れた都市国家は、一番最近解放してくれた文明に対して投票を行います。
ある文明がゲームから抹消された後、その文明の都市を 1 つでも占領すると、その都市を併合するか、傀
儡にするか、解放するか選ぶことができます。そのどれを実行しても、その文明はゲームに戻ってくること
になります。解放された文明は、国連で常にあなたに票を投じるようになります。複数の文明からの解放を
経験した場合、一番最近解放してくれた文明に対して投票を行います。

時間切れ

誰も勝利の条件を満たすことができなかった場合、2050 年に自動的にゲームは終了します。生き残った文
明のスコアが公表され、その中から勝者が発表されます。2050 年を過ぎてもプレイを続行することは可能
ですが、勝者が変わることはありません。
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あなたのスコア

『シヴィライゼーション V』では、4 種類ある勝利条件 (制圧による勝利、科学による勝利、外交による勝利、
文化による勝利) のどれかを満たすことで、1 人のプレイヤーが勝利を収めることになります。ただし 2050
年までに誰も条件を満たせなかった場合、生き残った文明が持つ「スコア」によって勝者が決定されます。
誰かが 2050 年以前に条件を満たして勝利を収めた場合、
スコアに従って
「殿堂」画面にプレイヤーたちの
順位が表示されます。
ここでスコアの内訳も確認することができます。

文明の滅亡

残念ながら、滅亡するとスコアはゼロになります。

時間と勝利

2050 年以前に勝利を達成すれば、
スコアに対する
「乗数」を獲得することができます。勝利の時期が早け
れば早いほど、
スコアもそれに比例して高くなります。

スコア

勝利ポイントは以下の要素から獲得できます。
• 自国領のタイル数 (勝利要素としては一番重要度が低い)
• 支配下にある都市の数
• 人口数
• 獲得したテクノロジーの数
• 獲得した「未来技術」の数
• 築き上げた遺産の数 (勝利要素としては一番重要度が高い)

マップサイズとゲームの難易度
プレイしているマップの大きさによって、
タイル数や都市数、
そして人口数から得られるスコアは変化しま
す。
また、ゲームの難易度によって、各ポイントの価値も違ってきます。難易度が高ければ高いほど、あらゆ
る行動の価値が高くなり、得られるポイントの量も多くなります(たとえば一番簡単なレベルで圧倒的勝利
を収めるのと、最高難易度でやっとのことで勝利するのとでは、前者のほうが、獲得ポイントが少なくなる
可能性があります)。

現在のスコア

外交画面から全員の現在のスコアを確認することができます。
自分のスコア
の上にカーソルを合わせると、
スコアの内訳も確認できます(ただし他の文明
のスコアについては確認できません)。勝利ポイントは永久的なものではなく、
ゲーム中に増減します。遺産を建設すれば勝利ポイントを獲得できます。遺産
を建てた都市を他の文明に奪われてしまえば、そのポイントは彼らのものに
なります。
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第 3 章: 上級ルール
空中戦

第二次世界大戦が始まる頃には、空軍が世界の戦争を支配することになりました。空軍は自国の戦力を大
幅に増強させてくれる存在です。戦場での制空権を獲得した文明は、敵国に対して大きなアドバンテージ
を得ます。
さらに特筆すべきは、現代戦の主力となった戦略爆撃です。核弾道ミサイルの開発によって、空軍は文字通
り、1 つの文明を丸ごと地表から消し去るほどの力を有することになりました。
空軍力は『シヴィライゼーション V』
での勝利において非常に重要になっています。

航空ユニット

『シヴィライゼーション V』には主に 5 種類の航空ユニットが登場します。それらは、
ガンシップ、
ミサイル、
戦闘機、爆撃機、地対空ユニットです。
ガンシップは通常の地上部隊と扱い方がほとんど同様であるため、
このユニットについては別の項目で説明します。
航空ユニットの中でミサイルだけは、
「1 回限り」の兵器です。つまり目標を攻撃するために発射したミサイ
ルは、二度と使えません。戦闘機の任務は主に、敵空軍の迎撃や、爆撃機が目標に安全に空爆できるよう
敵の迎撃ユニットを排除することです。爆撃機は、迎撃を受けなければ、地上の目標に対して攻撃を行いま
す。対空ユニットは、戦闘機や爆撃機に対して対空防御を行います。

ガンシップ

前述したように、
ガンシップは通常の陸上ユニットとほとんど変わりません。
ガンシップは対戦車攻撃が得
意ですが、航空ユニットらしく対空砲火が弱点です。

ガンシップの移動

ガンシップは、1 タイルの移動に対して 1 移動ポイントを消費するだけで、山岳や氷河を含む全地形を移
動することができます。
また、同様の移動ポイントで沿岸水域を飛行することもできます。ただし遠海に出
る際には出航を行わなければなりません。

対戦車ボーナス

ガンシップは戦車ユニットに対して大ダメージを与えることができます (最新の戦車であっても頑丈な対
空兵器を引き連れているのはそのためです)。
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空軍基地

ガンシップを除いて、航空ユニットは陸上ユニットや海軍ユニットとは異なった方法で移動します。航空ユ
ニットは友好的な都市を「基地」にしなければなりません。戦闘機と特定の爆撃機は航空母艦を基地にす
ることもできます。
ミサイルユニットは都市や原子力潜水艦、
ミサイル巡洋艦を基地にすることができま
す。航空ユニットは「出航」を行うことができません (ガンシップを除く)。遠海に出る際には専用の船 (航空
母艦、巡洋艦、原子力潜水艦) で輸送しなければなりません。
対空ユニットとヘリコプターは基地を必要としません。
このユニットは他のユニットと同じ方法でマップを
移動し、
「出航」を行うこともできます。

基地の種類
戦闘機とジェット戦闘機

戦闘機とジェット戦闘機は都市と航空母艦を基地にすることができます。

爆撃機

爆撃機は都市と航空母艦を基地にすることができます。

ステルス爆撃機

ステルス爆撃機が基地にできるのは都市のみとなっています。

原爆搭載機

原爆搭載機は都市と航空母艦を基地にすることができます。

全種類のミサイル

ミサイルは都市、
ミサイル巡洋艦、および原子力潜水艦を基地にすることができます。

海軍ユニット積載量
航空母艦

航空母艦には、航空ユニットを (戦闘機、爆撃機、原爆搭載機の中から) 合計 3 機まで搭載することができ
ます。

ミサイル巡洋艦

ミサイル巡洋艦には、全種類のミサイルの中から合計 3 発まで搭載することができます。

原子力潜水艦

原子力潜水艦には、全種類のミサイルの中から合計 2 発まで搭載することができます。

航空ユニットのスタック

ミサイル、戦闘機、爆撃機は、同じタイルに何機でも置くことができます。
これらのユニットに対しては「スタ
ック」制限はありません。上記ユニットは、戦闘ユニットとも非戦闘ユニットともスタックさせることができ
ます。ヘリコプターや対空ユニットに関しては、通常のスタックルールが適用されます。
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航空ユニットの行動範囲

航空ユニットには移動の代わりに「行動範囲」があります。
これは基地からどの程度離れて
「ミッション」を
遂行できるかを示しています。
これは同時に、航空ユニットが「基地変更」(基地から他の基地への移動) で
きる範囲でもあります。例えば戦闘機の場合、射程範囲は 8 に設定されています。つまり戦闘機は、基地と
している地点から 8 タイル以内の標的に対してミッションを遂行することができ、8 タイル以内にある他の
基地 (都市や航空母艦) に移動可能だということになります。
基地変更を行った航空ユニットは、そのターン内にミッションを行うことはできません。

偵察

戦闘機、
ジェット戦闘機、およびステルス爆撃機には、特別に「偵察」能力が備わっています。
これらの航空
ユニットは、
ターン開始時に、基地の周囲 6 タイルまでを見渡すことができます。
これはミッションではな
いため、
ターンを消費することはありません。偵察は自動的に行われます。

ミッション

航空ユニットはターン中に「ミッション」
を遂行することができます。
ミッションには空爆 (地上の標的に対
する遠隔攻撃) や基地変更、迎撃 (敵の空爆に対する防勢戦) や掃射 (敵の迎撃を無力化する) が含まれま
す。航空ユニットによっては、行えるミッションの種類が限定されている場合もあります。

基地変更
航空ユニットは、行動範囲内にある基地に移動することができます。

空爆
航空ユニットは、行動範囲内にある地上の目標に対して攻撃が行えます。

掃射
航空ユニットによる
「掃射」は、目標のタイルにいる
「迎撃」ユニットを無力化します。

迎撃
航空ユニットは敵の空爆に対して防衛戦を行うことができます (地対空ユニットの場合、特別な指示を与
えなくても空爆が行われると自動で迎撃を行います)。

空爆

敵の都市やユニットへの「空爆」を命じられた航空ユニットは、迎撃されなければ、目標に対して遠隔攻撃
を仕掛けることができます。ただし、遠隔攻撃をすることでダメージを受ける可能性もあります (つまり、戦
車を爆撃すると自分が痛い目に遭う可能性があります)。撃墜されない限り、攻撃した航空ユニットは基地
へと帰還します。
最も強い攻撃力を持つ航空ユニットは、
ミサイルと爆撃機です。
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迎撃

戦闘機とジェット戦闘機は敵の空爆に対して
「迎撃」を行うことができます (対空砲や移動式 SAM はミッシ
ョンを与えなくても自動で迎撃を行います)。敵の航空ユニットが、迎撃ユニットの行動範囲内にある目標
に攻撃が仕掛けられた場合、迎撃ユニットはその攻撃機に弾丸を浴びせます。迎撃ユニットが攻撃機を撃
墜できなければ、攻撃機の空爆が実行されます。
1 回の空爆に対して迎撃を行えるのは 1 機だけとなっており、
また、1 度迎撃を行った機体は、同ターン内
で再度迎撃を行うことはできません (ただし、あるレベルアップによって迎撃回数を増やすことができま
す)。つまり、ある目標に対して大規模な空爆を受ける可能性がある場合は、多数の戦闘機と対空ユニット
を、その目標周辺に配置しておかなければなりません。

掃射

攻撃目標が複数の戦闘機や対空ユニットに守られている場合、戦闘機に「掃射」のミッションを遂行させる
ことで、そのターンの敵の迎撃回数を「使い切らせる」
ことができます。敵の戦闘機に迎撃されると両軍の
戦闘機は空中戦を展開し、
どちらか一方が損傷を受け、場合によっては撃墜されます。地上ユニットに迎撃
された場合は、戦闘機側がダメージを負います (ただし、空爆ミッション時に迎撃された場合よりはダメー
ジは少ないです)。

ミサイル

ミサイルは 1 回限りの兵器です。目標に向けて発射さたミサイルは、目標が破壊できたかどうかに関係な
くその場で破壊されます。普通の航空ユニットとは違い、
ミサイルは迎撃されることがありません。

航空ユニット一覧
B17
戦闘力: 遠隔攻撃: 60
射程範囲: 10
コスト: 520
必要なテクノロジー: レーダー
必要となる資源: 石油
特殊能力: アメリカの固有ユニットで、迎撃ではダメージが -50%、対都市では攻撃
ボーナス +25% を獲得

爆撃機
戦闘力: 遠隔攻撃: 60
射程範囲: 10
コスト: 520
必要なテクノロジー: レーダー
必要となる資源: 石油
特殊能力: なし
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戦闘機
戦闘力: 遠隔攻撃: 50
射程範囲: 8
コスト: 420
必要なテクノロジー: 飛行機
必要となる資源: 石油
特殊能力: 他のユニットの迎撃、掃射および空中偵察を実行、対ヘリコプターで戦闘
ボーナスを獲得可能

ガンシップ
戦闘力: 50
射程範囲: 6
コスト: 450
必要なテクノロジー: ロケット工学
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 地形の移動コストを無視、対戦車でボーナスを獲得

ジェット戦闘機
戦闘力: 遠隔攻撃: 70
射程範囲: 10
コスト: 600
必要なテクノロジー: レーザー
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 他のユニットの迎撃、掃射および空中偵察を実行、対ヘリコプターで戦闘
ボーナスを獲得可能

ステルス爆撃機
戦闘力: 遠隔攻撃: 80
射程範囲: 20
コスト: 800
必要なテクノロジー: ステルス
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 空中偵察を実行、回避ではボーナス 100% を獲得
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ゼロ戦
戦闘力: 50
射程範囲: 8
コスト: 420
必要なテクノロジー: 飛行機
必要となる資源: 石油
特殊能力: 日本の固有ユニットで、他のユニットの迎撃、掃射および空中偵察を実
行、対ヘリコプターおよび戦闘機で戦闘ボーナスを獲得可能

核兵器

核兵器は極めて強力な兵器です。
これらの兵器は多くのものを爆破し、陸地と海を汚染します。核兵器は、
いったん発射してしまうと全世界を著しく住みにくい場所に急変させてしまうので、最終手段としてのみ使
用するか、核兵器を保有しているのが自分だけだと絶対に確信できる場合にのみ使用すべきです。
かつて誰かが言ったように、
「1 つの核爆弾はあなたのすべての日々を破壊します。」

原子爆弾

本ゲームで最初に使用可能になる核兵器。原子爆弾搭載機は非常に強力なユニットで、世界のパワーバ
ランスを一瞬にしてひっくり返すことができます。原子爆弾搭載機はミサイルと同じく、1 機で 1 度の攻撃
しかできません。ただしミサイルと違い、航空母艦にも搭載することができます。落としたタイルを中心と
して、全方向に対して 2 タイル分までダメージを与えることができます。爆風に巻き込まれたユニットはダ
メージを負い、都市では人口が減少することになります。
「原爆」には都市を完全に消し去るほどの破壊力はありません。何度同じ都市に原爆を落としたとしても、
都市の機能を完全に止めることはできません。

核ミサイル

原子爆弾を凌駕する威力を持つのが、核ミサイルです。爆発半径内にいるユニットはすべて破壊され、都
市に対するダメージも甚大なものとなります。核ミサイルは原子爆弾とは違い、地図上から都市を完全に
消し去ることができます (ただし、
プレイヤーが最初に建てた首都は破壊されません)。
名前のとおり、核ミサイルはミサイルユニットです。
ミサイル巡洋艦や原子力潜水艦には搭載することがで
きますが、航空母艦に積むことはできません。
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爆弾と ICBM ユニット一覧
原子爆弾
戦闘力: N/A
射程範囲: 10
コスト: 850
必要なテクノロジー: 核分裂反応
必要となる資源: ウラン
特殊能力: この特殊ユニットは、都市およびその周辺 2 タイルの爆発半径内にいる
すべてのユニットに大ダメージを与える。回避ではボーナス +50% を獲得

誘導ミサイル
戦闘力: 遠隔攻撃: 70
射程範囲: 8
コスト: 200
必要なテクノロジー: 人工衛星
必要となる資源: なし
特殊能力: 迎撃を受けない

核ミサイル
戦闘力: N/A
射程範囲: 8
コスト: 1200
必要なテクノロジー: 高度な弾道学
必要となる資源: ウラン
特殊能力: この特殊ユニットは、都市およびその周辺の爆発半径内にいるすべての
ユニットに大ダメージを与える。回避ではボーナス +50% を獲得
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ユニット一覧

以下はゲームに登場する軍事カテゴリー別のユニットの一覧です。すべてのコストは、普通のゲーム速度
に基づいています。

弓術ユニット一覧
弓兵
戦闘力: 4、遠隔攻撃: 6
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 70
必要なテクノロジー: 弓術
必要となる資源: なし
特殊能力: 遠隔攻撃を実行

連弩兵
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 10
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 機械
必要となる資源: なし
特殊能力: 中国の固有ユニットで、1 ターンで 2 度攻撃可能。遠隔攻撃を実行

弩兵
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 12
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 機械
必要となる資源: なし
特殊能力: 遠隔攻撃を実行
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長弓兵
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 12
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 機械
必要となる資源: なし
特殊能力: イギリスの固有ユニットで、射程範囲に対してボーナス +1 を獲得。遠隔
攻撃を実行

機甲ユニット一覧
現代機甲部隊
戦闘力: 80
移動: 4
コスト: 700
必要なテクノロジー: レーザー
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 攻撃実行後移動可能

巨大殺人ロボット
戦闘力: 150
移動: 3
コスト: 1000
必要なテクノロジー: 核融合反応
必要となる資源: ウラン
特殊能力: 攻撃実行後移動可能

パンツァー
戦闘力: 60
移動: 5
コスト: 450
必要なテクノロジー: 内燃機関
必要となる資源: 石油
特殊能力: ドイツの固有ユニットで、攻撃実行後移動可能
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戦車
戦闘力: 50
移動: 4
コスト: 450
必要なテクノロジー: 内燃機関
必要となる資源: 石油
特殊能力: 攻撃実行後移動可能

市民ユニット一覧
開拓者
移動: 2
コスト: 89
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: この特殊ユニットは、新しい都市を発見できる

作業船
移動: 4
コスト: 30
必要なテクノロジー: 帆走
必要となる資源: なし
特殊能力: この特殊ユニットは、水タイルの資源活用施設を建設できる

労働者
移動: 2
コスト: 70
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力:この特殊ユニットは、陸上の資源活用施設の建設と修理ができる
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火器ユニット一覧
対空砲
戦闘力: 32
移動: 2
射程範囲: 2
コスト: 300
必要なテクノロジー: 無線通信
必要となる資源: なし
特殊能力: 航空機の迎撃を実行し、対航空機およびヘリコプターでは戦闘ボーナス
+100% を獲得する

対戦車砲
戦闘力: 32
移動: 2
コスト: 300
必要なテクノロジー: 共通規格
必要となる資源: なし
特殊能力: 対戦車でボーナスを獲得

外国人部隊
戦闘力: 36
移動: 2
コスト: 300
必要なテクノロジー: 共通規格
必要となる資源: なし
特殊能力: フランスの固有ユニットで、
自友国領外での戦闘では戦闘ボーナス 20%
を獲得

歩兵
戦闘力: 36
移動: 2
コスト: 300
必要なテクノロジー: 共通規格
必要となる資源: なし
特殊能力: なし
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イェニチェリ
戦闘力: 16
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 火薬
必要となる資源: なし
特殊能力: オスマントルコの固有ユニットで、戦闘ボーナス +25% を獲得、攻撃時
に他のユニットを破壊した場合、すべてのダメージを回復可能

機械化歩兵
戦闘力: 50
移動: 4
コスト: 440
必要なテクノロジー: 電子工学
必要となる資源: なし
特殊能力: なし

ミニットマン
戦闘力: 16
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 火薬
必要となる資源: なし
特殊能力: アメリカの固有ユニットで、
このユニットが通過するすべての地形では、
移動ポイントが 1 ポイントのみ消費される

移動式 SAM
戦闘力: 40
射程範囲: 2
移動: 4
コスト: 450
必要なテクノロジー: コンピュータ
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 空中迎撃を実行し、対航空機およびヘリコプターでは戦闘ボーナス
+100% を獲得
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銃士隊
戦闘力: 20
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 火薬
必要となる資源: なし
特殊能力: フランスの固有ユニット

マスケット兵
戦闘力: 16
移動: 2
コスト: 120
必要なテクノロジー: 火薬
必要となる資源: なし
特殊能力: なし

空挺部隊
戦闘力: 40
移動: 2
コスト: 350
必要なテクノロジー: レーダー
必要となる資源: なし
特殊能力: この特殊ユニットは、
自友国領内から最大 5 タイル離れた場所まで「空中
投下」
できる

ライフル兵
戦闘力: 25
移動: 2
コスト: 200
必要なテクノロジー: ライフリング
必要となる資源: なし
特殊能力: なし
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白兵ユニット一覧
蛮人
戦闘力: 6
移動: 2
コスト: 20
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: 最古の蛮族ユニットである蛮人は、
プレイヤーがビスマルクとしてプレイ
する場合には味方に転向させることができる

重装歩兵
戦闘力: 9
移動: 2
コスト: 60
必要なテクノロジー: 青銅器
必要となる資源: なし
特殊能力: ギリシャの固有ユニットで、対騎乗ユニットではボーナス +100 を獲得

不死隊
戦闘力: 8
移動: 2
コスト: 60
必要なテクノロジー: 青銅器
必要となる資源: なし
特殊能力: ペルシアの固有ユニットで、対騎乗ユニットではボーナス +100 を獲得、
回復速度が通常の倍

ジャガー戦士
戦闘力: 6
移動: 2
コスト: 40
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: アステカの固有ユニットで、
ジャングルタイルでの戦闘の場合戦闘ボーナ
ス +50% を獲得し、他のユニットを破壊した場合、
ダメージが 2 回復
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ランツクネヒト
戦闘力: 10
移動: 2
コスト: 50
必要なテクノロジー: 官吏
必要となる資源: なし
特殊能力: ドイツの固有ユニットで、対騎乗ユニットではボーナス +100 を獲得

レギオン
戦闘力: 13
移動: 2
コスト: 90
必要なテクノロジー: 鉄器
必要となる資源: 鉄
特殊能力: ローマの固有ユニットで、道や要塞を作ることができる

長剣士
戦闘力: 18
移動: 2
コスト: 150
必要なテクノロジー: 鋼鉄
必要となる資源: 鉄
特殊能力: なし

モホーク族の戦士
戦闘力: 11
移動: 2
コスト: 80
必要なテクノロジー: 鉄器
必要となる資源: 鉄
特殊能力: イロコイの固有ユニットで、森林またはジャングルタイルでの戦闘で戦闘
ボーナスを獲得
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長槍兵
戦闘力: 10
移動: 2
コスト: 100
必要なテクノロジー: 官吏
必要となる資源: なし
特殊能力: 対騎乗ユニットでは +100% のボーナスを獲得

侍
戦闘力: 18
移動: 2
コスト: 150
必要なテクノロジー: 鋼鉄
必要となる資源: 鉄
特殊能力: 日本の固有ユニットで、平坦な地形での戦闘では戦闘ボーナス +20% を
獲得、戦闘時に大将軍を生み出す可能性が非常に高い

槍兵
戦闘力: 7
移動: 2
コスト: 50
必要なテクノロジー: 青銅器
必要となる資源: なし
特殊能力: 対騎乗ユニットでは戦闘ボーナス +100% を獲得

剣士
戦闘力: 11
移動: 2
コスト: 80
必要なテクノロジー: 鉄器
必要となる資源: 鉄
特殊能力: なし
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戦士
戦闘力: 6
移動: 2
コスト: 40
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: ゲームで最初に使用できる軍事ユニット

騎乗ユニット一覧
ラクダ弓兵
戦闘力: 10、遠隔攻撃: 15
射程範囲: 2
移動: 3
コスト: 150
必要なテクノロジー: 騎士道
必要となる資源: 馬
特殊能力: アラビアの固有ユニットで、遠隔攻撃を実行、攻撃後の移動が可能

騎兵隊
戦闘力: 25
移動: 3
コスト: 260
必要なテクノロジー: 軍事学
必要となる資源: 馬
特殊能力: 攻撃後の移動が可能

戦車弓兵
戦闘力: 3、遠隔攻撃: 6
射程範囲: 2
移動: 4
コスト: 60
必要なテクノロジー: 車輪
必要となる資源: 馬
特殊能力: 遠隔攻撃を実行
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ヘタイロイ
戦闘力: 14
移動: 5
コスト: 80
必要なテクノロジー: 騎乗
必要となる資源: 馬
特殊能力: ギリシャの固有ユニットで、攻撃後の移動が可能、戦闘時に大将軍を生み
出す可能性がある

コサック騎馬兵
戦闘力: 25
移動: 3
コスト: 260
必要なテクノロジー: 軍事学
必要となる資源: 馬
特殊能力: ロシアの固有ユニットで、平坦な地形での戦闘では戦闘ボーナスを獲得、
攻撃後の移動が可能

騎兵
戦闘力: 12
移動: 4
コスト: 80
必要なテクノロジー: 騎乗
必要となる資源: 馬
特殊能力: 攻撃後の移動が可能

騎士
戦闘力: 18
移動: 3
コスト: 150
必要なテクノロジー: 騎士道
必要となる資源: 馬
特殊能力: 攻撃後の移動が可能
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槍騎兵
戦闘力: 22
移動: 4
コスト: 220
必要なテクノロジー: 冶金
必要となる資源: 馬
特殊能力: 攻撃後の移動が可能

イスラム騎兵隊
戦闘力: 18
移動: 3
コスト: 150
必要なテクノロジー: 騎士道
必要となる資源: 馬
特殊能力: ソンガイの固有ユニットで、対都市では戦闘ボーナス +30% を獲得、攻撃
後の移動が可能

ナレースワンの象
戦闘力: 22
移動: 2
コスト: 150
必要なテクノロジー: 騎士道
必要となる資源: なし
特殊能力: シャムの固有ユニットで、対騎乗ユニットでは戦闘ボーナス +50% を獲
得、攻撃後の移動が可能

スィパーヒー
戦闘力: 22
移動: 5
コスト: 220
必要なテクノロジー: 冶金
必要となる資源: 馬
特殊能力: オスマントルコの固有ユニットで、移動ポイントを消費することなくタイ
ルを略奪可能、視界に対してボーナス +1 を獲得、攻撃後の移動が可能
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重装チャリオット兵
戦闘力: 3、遠隔攻撃: 6
射程範囲: 2
移動: 5
コスト: 60
必要なテクノロジー: 車輪
必要となる資源: なし
特殊能力: エジプトの固有ユニットで、遠隔攻撃を実行

軍用象
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 8
射程範囲: 2
移動: 3
コスト: 80
必要なテクノロジー: 車輪
必要となる資源: なし
特殊能力: インドの固有ユニットで、遠隔攻撃を実行

海軍ユニット一覧
戦艦
戦闘力: 60、遠隔攻撃: 32
射程範囲: 3
移動: 4
コスト: 500
必要なテクノロジー: 電信
必要となる資源: 石油
特殊能力: 遠隔攻撃を実行、間接射撃が可能

航空母艦
戦闘力: 30
移動: 5
コスト: 520
必要なテクノロジー: 飛行機
必要となる資源: 石油
特殊能力: 航空ユニットを合計 3 機まで搭載可能
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キャラベル船
戦闘力: 15、遠隔攻撃: 7
射程範囲: 2
移動: 6
コスト: 100
必要なテクノロジー: 天文学
必要となる資源: なし
特殊能力: 遠隔攻撃を実行、敵領内への進入が可能、視界に対してボーナス +2 を
獲得

駆逐艦
戦闘力: 35、遠隔攻撃: 22
射程範囲: 2
移動: 8
コスト: 380
必要なテクノロジー: 電気
必要となる資源: なし
特殊能力: 遠隔攻撃および空中迎撃を実行、潜水艦を発見可能、視界に対してボー
ナス +3 を獲得、対潜水艦では戦闘ボーナス +100% を獲得、間接射撃が可能

フリゲート艦
戦闘力: 30、遠隔攻撃: 15
射程範囲: 2
移動: 5
コスト: 160
必要なテクノロジー: 航海術
必要となる資源: 鉄
特殊能力: 遠隔攻撃を実行

ガレー船
戦闘力: 5、遠隔攻撃: 3
射程範囲: 2
移動: 3
コスト: 50
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: 初期の蛮族の海軍ユニットで、遠隔攻撃を実行、オスマントルコとしてプ
レイする場合には味方に転向させることができる
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装甲艦
戦闘力: 35、遠隔攻撃: 18
射程範囲: 2
移動: 4
コスト: 220
必要なテクノロジー: 蒸気機関
必要となる資源: 石炭
特殊能力: 遠隔攻撃を実行

ミサイル巡洋艦
戦闘力: 60、遠隔攻撃: 25
射程範囲: 3
移動: 7
コスト: 520
必要なテクノロジー: ロボット工学
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 遠隔攻撃を実行、間接射撃が可能、空中迎撃を実行、
ミサイルユニットを
合計 3 基まで搭載可能

原子力潜水艦
戦闘力: 30、遠隔攻撃: 70
射程範囲: 3
移動: 6
コスト: 500
必要なテクノロジー: コンピュータ
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 他ユニットから不可視、他の潜水艦の発見が可能、敵領内への進入が
可能、
ミサイルを 2 基まで搭載可能、氷河タイルへの侵入が可能、対潜水艦では
+50% のボーナスを獲得、遠隔攻撃を実行
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戦列艦
戦闘力: 30、遠隔攻撃: 17
射程範囲: 2
移動: 5
コスト: 140
必要なテクノロジー: 航海術
必要となる資源: 鉄
特殊能力: イギリスの固有ユニットで、視界に対してボーナス +1 を獲得、遠隔攻撃
を実行

潜水艦
戦闘力: 25、遠隔攻撃: 60
射程範囲: 3
移動: 5
コスト: 380
必要なテクノロジー: 冷蔵技術
必要となる資源: 石油
特殊能力: 他ユニットから不可視、他の潜水艦の発見が可能、氷河タイルへの進入
が可能、敵領内への進入が可能、遠隔攻撃を実行

三段櫂船
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 4
射程範囲: 2
移動: 4
コスト:60
必要なテクノロジー: 帆走
必要となる資源: なし
特殊能力: 遠隔攻撃を実行
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プロジェクトユニット一覧
宇宙船の推進装置
移動: 2
コスト: 700
必要なテクノロジー: ロボット工学
必要となる資源: なし
特殊能力: 科学による勝利のために3つ必要

宇宙船のコックピット
移動: 2
コスト: 1000
必要なテクノロジー: 人工衛星
必要となる資源: なし
特殊能力: 科学による勝利のために1つ必要

宇宙船のエンジン
移動: 2
コスト: 1000
必要なテクノロジー: 素粒子物理学
必要となる資源: なし
特殊能力: 科学による勝利のために1つ必要

宇宙船の冷凍睡眠室
移動: 2
コスト: 1000
必要なテクノロジー: ナノテクノロジー
必要となる資源: なし
特殊能力: 科学による勝利のために1つ必要
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偵察ユニット一覧
斥候
戦闘力: 4
移動: 2
コスト: 25
必要なテクノロジー: なし
必要となる資源: なし
特殊能力: 地形による移動コストを無視

攻城ユニット一覧
大砲
戦闘力: 16、遠隔攻撃: 32
射程範囲: 3
移動: 2
コスト: 420
必要なテクノロジー: ダイナマイト
必要となる資源: なし
特殊能力: 対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、間接射撃が可能、遠隔攻撃を実
行、攻撃の前に準備が必要

投石機
戦闘力: 4、遠隔攻撃: 18
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 100
必要なテクノロジー: 数学
必要となる資源: 鉄
特殊能力: ローマの固有ユニットで、対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、遠隔
攻撃を実行
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カノン砲
戦闘力: 10、遠隔攻撃: 26
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 250
必要なテクノロジー: 化学
必要となる資源: なし
特殊能力: 対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、遠隔攻撃を実行

カタパルト
戦闘力: 4、遠隔攻撃: 14
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 100
必要なテクノロジー: 数学
必要となる資源: 鉄
特殊能力: 対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、遠隔攻撃を実行、攻撃の前に準
備が必要

ロケット砲
戦闘力: 18、遠隔攻撃:46
射程範囲: 3
移動: 3
コスト: 600
必要なテクノロジー: ロケット工学
必要となる資源: アルミニウム
特殊能力: 対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、間接射撃が可能、遠隔攻撃を実
行

トレビュシェット
戦闘力: 6、遠隔攻撃: 20
射程範囲: 2
移動: 2
コスト: 170
必要なテクノロジー: 物理学
必要となる資源: 鉄
特殊能力: 対都市では戦闘ボーナス +10% を獲得、遠隔攻撃を実行、攻撃の前に準
備が必要
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ユニットのレベルアップ

レベルアップとはユニットが一定量の経験値を獲得すると得られる特殊能力のことです。ユニットの起点と
なる都市にある建造物に応じて、ユニットがレベルアップの準備ができた状態で誕生できる場合もありま
す。
レベルアップはスタックに影響し、互いに上書きすることはありません。
『シヴィライゼーション V』
で使
用できるすべてのレベルアップの一覧を次に示します。
レベルアップすべてが全種類のユニットに対して
使用できるわけではないことに注意してください。

命中率 I
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 平坦な地形 (丘陵、森林、
またはジャングル以外) において、対ユニットでは +20% の遠
隔戦闘力

命中率 II
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 命中率 I
効果: 平坦な地形 (丘陵、森林、
またはジャングル以外) において、対ユニットでは +20% の遠
隔戦闘力

命中率 III
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 命中率 II
効果:平坦な地形 (丘陵、森林、
またはジャングル以外) において、対ユニットでは +25% の遠隔
戦闘力

奇襲攻撃 I
ユニットの種類: 白兵、航空
必要条件: 陽動 II、訓練 II、迎撃 I、空中戦術 I、攻城 I、
または爆撃攻撃 I
効果: 対機甲ユニットで戦闘力 +25%

奇襲攻撃 II
ユニットの種類: 白兵、航空
必要条件: 奇襲攻撃 I
効果: 対機甲ユニットで戦闘力 +25%
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上陸作戦
ユニットの種類: 白兵、海軍
必要条件: 陽動 II または訓練 II
効果: 海上から、
もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる

一斉攻撃 I
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) において、対ユニットで遠隔戦闘力
+25%

一斉攻撃 II
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 一斉攻撃 I
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) において、対ユニットで遠隔戦闘力
+25%

一斉攻撃 III
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 一斉攻撃 II
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) において、対ユニットで遠隔戦闘力
+25%

電撃攻撃
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 陽動 III または訓練 III
効果: ユニットは 1 ターン内に複数回攻撃が可能

爆撃攻撃 I
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 対陸上ユニットで戦闘力 +20%

爆撃攻撃 II
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 爆撃攻撃 I
効果: 対陸上ユニットで戦闘力 +20%
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爆撃攻撃 III
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 爆撃攻撃 II
効果: 対陸上ユニットで戦闘力 +20%

突進攻撃
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 陽動 II または訓練 II
効果: 損傷したユニットに対して戦闘力 +25%

援護 I
ユニットの種類: 白兵、遠隔攻撃
必要条件: 陽動 II、訓練 II、命中率 I、
または一斉攻撃 I
効果: すべての遠隔攻撃に対する防御 +25%

援護 II
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 援護 I
効果: すべての遠隔攻撃に対する防御 +25%

統制
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 味方ユニットに隣接している場合、戦闘力 +15%

空中戦術 I
ユニットの種類: 航空
必要条件: なし
効果: 掃射を行う際に戦闘力 +25%

空中戦術 II
ユニットの種類: 航空
必要条件: 空中戦術 I
効果: 掃射を行う際に戦闘力 +25%

空中戦術 III
ユニットの種類: 航空
必要条件: 空中戦術 II
効果: 掃射を行う際に戦闘力 +25%
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訓練 I
ユニットの種類: 白兵
必要条件: なし
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) での戦闘において、戦闘力 +20%

訓練 II
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 訓練 I
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) での戦闘において、戦闘力 +20%

訓練 III
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 訓練 II
効果: 起伏に富む地形 (丘陵、森林、
またはジャングル) での戦闘において、戦闘力 +25%

出航
ユニットの種類: 白兵、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 水タイルに進入できる

回避
ユニットの種類: 白兵、遠隔攻撃
必要条件: 攻城 II または爆撃攻撃 II
効果: 迎撃によるダメージを 50% 軽減

隊列 I
ユニットの種類: 白兵、遠隔攻撃
必要条件: 陽動 II、訓練 II、命中率 II、
または一斉攻撃 II
効果: 対騎乗ユニットで戦闘力 +25%

隊列 II
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 隊列 I
効果: 対騎乗ユニットで戦闘力 +25%

ファロス灯台
ユニットの種類: 海軍
必要条件: なし
効果: 移動 +1 および視界 +1
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瞬時回復
ユニットの種類: 白兵
必要条件: なし
効果: レベルアップの機会を見送る代わりに、このユニットが瞬時に完全回復する

姫路城
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 自友国領内における戦闘力 +25%

間接射撃
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 標的捕捉 I、爆撃攻撃 I、命中率 I、
または一斉攻撃 I
効果: 障害物越しに遠隔攻撃を仕掛けることが可能になる

迎撃 I
ユニットの種類: 航空
必要条件: なし
効果: 敵機を迎撃する際に戦闘力 +25%

迎撃 II
ユニットの種類: 航空
必要条件: 迎撃 I
効果: 敵機を迎撃する際に戦闘力 +25%

迎撃 III
ユニットの種類: 航空
必要条件: 迎撃 II
効果: 敵機を迎撃する際に戦闘力 +25%
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兵站
ユニットの種類: 白兵、攻城、遠隔攻撃
必要条件: 攻城 II、爆撃攻撃 II、奇襲攻撃 II、
または機動力 II
効果: 1 ターンにつき 1 回追加攻撃を行える

行軍
ユニットの種類: 白兵、遠隔攻撃
必要条件: 陽動 III、訓練 III、命中率 II、
または一斉攻撃 II
効果: 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する

衛生兵
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 陽動 I、訓練 I、斥候 II、
または生存主義 II
効果: このユニットおよび隣接するタイル上のすべてのユニットを対象として、ターンごとに HP が +1 回復する

機動力 I
ユニットの種類: 白兵、航空、遠隔攻撃
必要条件: 陽動 III、訓練 III、標的捕捉 I、
または爆撃攻撃 I
効果: 移動 +1

機動力 II
ユニットの種類: 航空
必要条件: 機動力 I
効果: 移動 +1

士気
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 戦闘力 +15%

ナショナリズム
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 自友国領内における攻撃ボーナス+25%

海軍の栄誉
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 移動 +1 および視界 +1
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寡頭制
ユニットの種類: 白兵、航空、海軍、遠隔攻撃
必要条件: なし
効果: 自友国領内における戦闘力 +33%

射程範囲
ユニットの種類: 航空、遠隔攻撃
必要条件: 迎撃 I、命中率 III、空中戦術 I、攻城 I、
または爆撃攻撃 I
効果: 航空ユニットの行動範囲 +2 、遠隔攻撃ユニットの範囲 +1

修復
ユニットの種類: 白兵、航空
必要条件: 陽動 III、訓練 III、迎撃 II、奇襲攻撃 II
効果: 何らかの行動を実行中でも毎ターン回復する

包囲攻撃 I
ユニットの種類: 白兵、航空
必要条件: なし
効果: 対都市で戦闘力 +25%

包囲攻撃 II
ユニットの種類: 航空
必要条件: 包囲攻撃 I
効果: 対都市で戦闘力 +25%

包囲攻撃 III
ユニットの種類: 航空
必要条件: 包囲攻撃 II
効果: 対都市で戦闘力 +25%

斥候 I
ユニットの種類: 偵察
必要条件: なし
効果: 視程 +1
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斥候 II
ユニットの種類: 偵察
必要条件: 斥候 I
効果: 移動 +1

斥候 III
ユニットの種類: 偵察
必要条件: 斥候 II
効果: 視程 +1

歩哨
ユニットの種類: 白兵、海軍、遠隔攻撃
必要条件: 陽動 I、訓練 I、標的捕捉 I、
または爆撃攻撃 I
効果: 視程 +1

陽動 I
ユニットの種類: 白兵
必要条件: なし
効果: 平坦な地形 (丘陵、森林、
またはジャングル以外) での戦闘において、戦闘力 +20%

陽動 II
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 陽動 I
効果: 平坦な地形での戦闘において、戦闘力 +20%

陽動 III
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 陽動 II
効果: 平坦な地形での戦闘において、戦闘力 +25%

出撃
ユニットの種類: 白兵、航空
必要条件: 迎撃 II または空中戦術 II
効果: 1 ターンごとに 1 回の追加迎撃が可能になる
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供給
ユニットの種類: 海軍
必要条件: 標的捕捉 II または爆撃攻撃 II
効果: ユニットが自友国領外で回復が可能。1 ターンごとに 2 HP 回復

生存主義 I
ユニットの種類: 白兵
必要条件: なし
効果: 自友国領外で 1 ターンごとに +1 HP 回復

生存主義 II
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 生存主義 I
効果: 防御 +50%

生存主義 III
ユニットの種類: 白兵
必要条件: 生存主義 II
効果: 防御 +50%。別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する

標的捕捉 I
ユニットの種類: 海軍、航空
必要条件: なしまたは迎撃 I
効果: 対海軍ユニットで戦闘力 +20%

標的捕捉 II
ユニットの種類: 海軍、航空
必要条件: 標的捕捉 I
効果: 対海軍ユニットで戦闘力 +20%

標的捕捉 III
ユニットの種類: 海軍
必要条件: 標的捕捉 II
効果: 対海軍ユニットで戦闘力 +20%

一斉射撃
ユニットの種類: 遠隔攻撃
必要条件: 命中率 I または一斉攻撃 I
効果: 守りを固めたユニットに対して戦闘力 +25%
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遺産リスト

以下のリストは、
自然遺産などゲーム内のすべての遺産、
それぞれの効果や必要条件・コストを示しています。

世界遺産
アンコールワット
技術的要件: 神学
コスト: 300
文化力: 1
偉人ポイント: 技術者ポイント 1
効果: 新しいタイルを獲得するのに必要な文化力が全都市で -75%

ビッグベン
技術的要件: 経済学
コスト: 700
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 2
効果: ゴールドによる購入コストが全都市で 25% 減

ブランデンブルグ門
技術的要件: 軍事学
コスト: 550
文化力: 1
偉人ポイント: 科学者ポイント 2
効果: 無償の大将軍

チチェン・イツァ
技術的要件: 官吏
コスト: 450
文化力: 1
偉人ポイント: 技術者ポイント 1
効果: 黄金時代を 50% 延長
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ロードス島の巨神像
技術的要件: 青銅器
コスト: 150
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 1
効果: 割り当てたすべての水タイルからゴールド+1。沿岸都市のみ

コルコバードのキリスト像
技術的要件: 電信
コスト: 1200
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 2
効果: 新たな社会制度を採用するのに必要な文化力が -33%

エッフェル塔
技術的要件: 無線通信
コスト: 1000
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 2
効果: 帝国全土の幸福度 +8

紫禁城
技術的要件: 銀行制度
コスト: 600
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 1
効果: すべての都市国家に対する影響力 +50%

アレクサンドリア図書館
技術的要件: 筆記
コスト: 150
文化力: 1
偉人ポイント: 科学者ポイント 1
効果: 無償のテクノロジーを獲得
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ファロス灯台
技術的要件: 帆走
コスト: 130
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 1
効果: 海軍ユニットの移動 +1、視界 +1。沿岸都市のみ

万里の長城
技術的要件: 建築学
コスト: 350
文化力: 1
偉人ポイント: 技術者ポイント 1
効果: こちらの領内にいる敵の陸上ユニットが、移動ポイントを1ポイント余分に消費する

ハギア・ソフィア聖堂
技術的要件: 神学
コスト: 300
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 1
効果: 偉人が速度を 33% 増加

空中庭園
技術的要件: 数学
コスト: 200
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 1
効果: 既存の都市すべてに人口 +1、幸福度 +3

姫路城
技術的要件: 騎士道
コスト: 600
文化力: 4
偉人ポイント: 技術者ポイント 2
効果: 自友国領内すべてのユニットの戦闘力 +25%
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クレムリン宮殿
技術的要件: 音響学
コスト: 650
文化力: 4
偉人ポイント: 科学者ポイント 1
効果: すべての防衛施設の効果が 50% 上昇

ルーブル美術館
技術的要件: 考古学
コスト: 700
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 2
効果: 首都の近くに大芸術家が2人出現

マチュ・ピチュ
技術的要件: 通貨
コスト: 550
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 1
効果: 交易路からのゴールド +20%。山岳から 2 タイル以内の都市に建てられたもののみ

ノートルダム大聖堂
技術的要件: 教育
コスト: 500
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 1
効果: 幸福度 +5

アポロ神殿
技術的要件: 哲学
コスト: 150
文化力: 1
偉人ポイント: 科学者ポイント 1
効果: 無償の社会制度を獲得
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ペンタゴン
技術的要件: レーダー
コスト: 1200
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 2
効果: 軍事ユニットのアップグレードに必要なゴールド -50%

南京の陶塔
技術的要件: 教育
コスト: 400
文化力: 1
偉人ポイント: 科学者ポイント 2
効果: 文化遺産が建設された都市の近くに大科学者が出現

ピラミッド
技術的要件: 石工術
コスト: 175
文化力: 1
偉人ポイント: 技術者ポイント 1
効果: 労働者の作業速度 +50%

システィーナ礼拝堂
技術的要件: 音響学
コスト: 650
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 2
効果: すべての都市に文化力 +33%

自由の女神
技術的要件: 共通規格
コスト: 1200
文化力: 1
偉人ポイント: 技術者ポイント 3
効果: すべての都市の専門家 1 人につき生産力 +1
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ストーンヘンジ
技術的要件: 暦
コスト: 120
文化力: 8
偉人ポイント: 技術者ポイント 1
効果: 文化力 +8

シドニー・オペラハウス
技術的要件: グローバル化
コスト: 1000
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 2
効果: 無償の社会制度を 1 つ選択

タージ・マハル
技術的要件: 活版印刷
コスト: 700
文化力: 1
偉人ポイント: 芸術家ポイント 2
効果: 黄金時代を 50%延長

国際連合
技術的要件: グローバル化
コスト: 1000
文化力: 1
偉人ポイント: 商人ポイント 2
効果: 完成すると外交による勝利のための投票が解禁
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国家遺産

特定の建造物が領土内のすべての都市に存在する場合、国家遺産を建設することができます。

エルミタージュ美術館
技術的要件: 考古学
コスト: 310
文化力: 0
必要な建造物: 博物館
効果: この遺産を持つ都市の文化力の産出量 2 倍

英雄叙情詩
技術的要件: 鉄器
コスト: 110
文化力: 1
必要な建造物: 兵舎、ロシアのクレポスト
効果: この都市で新たに生産されるすべてのユニットに「士気」のレベルアップを無償で
付与

製鉄所
技術的要件: 化学
コスト: 170
文化力: 1
必要な建造物: 工房、イロコイのロングハウス
効果: 建設された都市の生産力 +20%

国立大学
技術的要件: 筆記
コスト: 120
文化力: 1
必要な建造物: 図書館、中国の製紙工房
効果: 建設された都市の科学力 +50%

民族叙情詩
技術的要件: 哲学
コスト: 120
文化力: 1
必要な建造物: モニュメント
効果: 建設された都市の偉人の出現速度 +25%
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オックスフォード大学
技術的要件: 教育
コスト: 260
文化力: 1
必要な建造物: 大学、
タイのワット
効果: 無償のテクノロジーを獲得

宮殿
技術的要件: なし
コスト: 0
文化力: 1
必要な建造物: なし
効果: この都市が文明の首都であることを示し、
自動的に無償で建設される。都市と首都
を道路で結ぶとゴールドが産出される。生産力+2、科学力+3、
ゴールド+2、防御力+2
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建造物リスト
武器庫

技術的要件: 鉄器
コスト: 130
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: すべての新しい陸上ユニットに経験値+15。都市に兵舎またはロシアのクレポス
トが必要

兵器庫
技術的要件: 鉄道
コスト: 350
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 陸ユニットの生産速度 +20%、士官学校が必要

銀行
技術的要件: 銀行制度
コスト: 220
維持費: 0
専門家の割り当て: 商人
効果: ゴールド +25%、市場が必要

兵舎
技術的要件: 青銅器
コスト: 80
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: すべての新しい陸上ユニットに経験値 +15

バザー
技術的要件: 通貨
コスト: 120
維持費: 0
専門家の割り当て: 商人
効果: アラビアの固有建造物、
ゴールド +25% および近隣の都市に高級資源を1つ供給
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放送塔
技術的要件: 無線通信
コスト: 600
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 都市の文化力を 2 倍、ただし博物館が必要

陵墓
技術的要件: 神学
コスト: 120
維持費: 0
専門家の割り当て: なし
効果: 帝国全土の文化力 +2 および幸福度 +2。ただし、都市が占領された場合、的が獲
得するゴールドの量は 2 倍。エジプトの固有の建造物

城
技術的要件: 騎士道
コスト: 200
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 都市に戦闘力 +7.5。防壁が必要

サーカス
技術的要件: 騎乗
コスト: 150
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 幸福度 +3。活用されている馬資源か象牙資源を近隣に持つ都市のみ

コロシアム
技術的要件: 建築学
コスト: 150
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 幸福度 +4
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裁判所
技術的要件: 数学
コスト: 200
維持費: 4
専門家の割り当て: なし
効果: 占領した都市の不満を解消する

工場
技術的要件: 蒸気機関
コスト: 300
維持費: 3
専門家の割り当て: 技術者
効果: 生産力 +50%。工房またはロングハウスが必要。石炭 1 を消費

水上庭園
技術的要件: 光学
コスト: 120
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: アステカの固有建造物、都市の食料+15%、市民を割り当てた湖タイル 1 つにつ
き食料 +2。湖か河川に隣接した都市のみ

溶鉱炉
技術的要件: 鋳金
コスト: 150
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 陸ユニットの生産速度 +15%、近隣に鉄の資源が必要

庭園
技術的要件: 神学
コスト: 120
維持費: 2
専門家の割り当て: 芸術家
効果: 偉人の出現速度 +25%、河川または湖に隣接する都市のみ
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穀物庫
技術的要件: 陶器
コスト: 100
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: 食料 +2

港
技術的要件: 羅針盤
コスト: 80
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 首都に海上交易路を作る、海軍ユニットの生産速度 +25%、沿岸都市のみ

病院
技術的要件: 生物学
コスト: 400
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 都市の成長に必要な食料 -50%

水力発電所
技術的要件: プラスチック
コスト: 600
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 河川に隣接するすべてのタイルに生産力 +1、河川近くの都市のみ、
アルミニウム
を 1 つ消費

クレポスト
技術的要件: 青銅器
コスト: 80
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: ロシアの固有建造物、都市の文化圏の成長 50% 増加。
また、
クレポストによりすべ
ての新しい陸上ユニットに経験値 +15
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図書館
技術的要件: 筆記
コスト: 80
維持費: 1
専門家の割り当て: 科学者
効果: 都市の市民 2 人につき科学力 +1

灯台
技術的要件: 光学
コスト: 80
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: 水タイルの食料 +1、近海に隣接する都市のみ

ロングハウス
技術的要件: 鋳金
コスト: 80
維持費: 2
専門家の割り当て: 技術者
効果: イロコイの固有建造物、都市によって割り当てられた森林タイル1つにつき生産
力 +1

市場
技術的要件: 通貨
コスト: 120
維持費: 0
専門家の割り当て: 商人
効果: ゴールド +25%

医学研究所
技術的要件: ペニシリン
コスト: 500
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 都市の成長に必要な食料 -25%。病院が必要
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士官学校
技術的要件: 軍事学
コスト: 350
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: すべての新しい陸上ユニットに経験値+15。兵舎またはロシアのクレポストが必要

軍事基地
技術的要件: 電信
コスト: 450
維持費: 4
専門家の割り当て: なし
効果: 戦闘力 +12、城またはムガル要塞が必要

造幣所
技術的要件: 通貨
コスト: 120
維持費: 0
専門家の割り当て: なし
効果: 市民を割り当てた金資源と銀資源1つにつきゴールド +3

修道院
技術的要件: 神学
コスト: 120
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 近隣にある香料とワインから文化力 +3

モニュメント
技術的要件: なし
コスト: 60
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: 文化力 +2
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泥のピラミッド状モスク
技術的要件: 哲学
コスト: 120
維持費: 0
専門家の割り当て: 芸術家
効果: ソンガイの固有建造物、文化力 +5

ムガル要塞
技術的要件: 騎士道
コスト: 180
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: インドの固有建造物、戦闘力 +9、文化力 +2、飛行機のテクノロジー獲得後ゴール
ドを供給、防壁が必要

博物館
技術的要件: 考古学
コスト: 350
維持費: 3
専門家の割り当て: 芸術家
効果: 文化力 +5、オペラハウスが必要

原子力発電所
技術的要件: 核分裂反応
コスト: 600
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 生産力 +25%、
ウランが1つ必要

天文台
技術的要件: 天文学
コスト: 180
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 科学力 +50%、山岳に隣接した都市でないと建設できない
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オペラハウス
技術的要件: 音響学
コスト: 220
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 文化力 +5、寺院もしくは土のモスクが必要

製紙工場
技術的要件: 筆記
コスト: 80
維持費: 1
専門家の割り当て: 科学者
効果: 中国の固有建造物、その都市の市民2人につき科学力 +1、
ゴールド +4

公立学校
技術的要件: 科学理論
コスト: 350
維持費: 3
専門家の割り当て: 科学者
効果: 科学力 +50%、大学かワットが必要

研究所
技術的要件: プラスチック
コスト: 600
維持費: 3
専門家の割り当て: 科学者
効果: 科学力 +100%、公立学校が必要

サトラップの王宮
技術的要件: 銀行制度
コスト: 220
維持費: 0
専門家の割り当て: 商人
効果: ペルシアの固有建造物、
ゴールド +25%、幸福度 +2、市場が必要
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港湾
技術的要件: 航海術
コスト: 140
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 海洋資源の生産力 +2。都市は最低でもひとつの海洋資源と漁船を近隣に持って
いなくてはならない

太陽熱発電所
技術的要件: エコロジー
コスト: 600
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 生産力 +25%、ただし砂漠にある都市または砂漠に隣接する都市のみ

宇宙船工場
技術的要件: ロボット工学
コスト: 450
維持費: 3
専門家の割り当て: なし
効果: 宇宙船のパーツの生産速度 +50%、工場が必要、
アルミニウムが1つ必要

厩舎
技術的要件: 騎乗
コスト: 100
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: 騎乗ユニットの生産速度 +25%、活用されている馬資源を近隣に持つ都市のみ

スタジアム
技術的要件: マスメディア
コスト: 450
維持費: 6
専門家の割り当て: なし
効果: 幸福度 +4、劇場が必要

170

証券取引所
技術的要件: 電気
コスト: 650
維持費: 0
専門家の割り当て: 商人
効果: ゴールド +33%、銀行またはサトラップの王宮が必要

寺院
技術的要件: 哲学
コスト: 120
維持費: 2
専門家の割り当て: 芸術家
効果: +3、モニュメントが必要

劇場
技術的要件: 活版印刷
コスト: 300
維持費: 5
専門家の割り当て: なし
効果: 幸福度 +4、
コロシアムが必要

大学
技術的要件: 教育
コスト: 200
維持費: 3
専門家の割り当て: 科学者
効果: 科学力 +50%、市民を割り当てたジャングルタイルから科学力 +2、図書館、製紙工
場が必要

防壁
技術的要件: 石工術
コスト: 100
維持費: 1
専門家の割り当て: なし
効果: 都市の戦闘力+5
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ワット
技術的要件: 教育
コスト: 200
維持費: 2
専門家の割り当て: 科学者
効果: シャムの固有建造物、文化力 +3、科学力 +50%

水車小屋
技術的要件: 車輪
コスト: 120
維持費: 2
専門家の割り当て: なし
効果: 食料 +2、河川に隣接する都市のみ

風車
技術的要件: 経済学
コスト: 180
維持費: 2
専門家の割り当て: 技術者
効果: 生産力 +15%、ただし丘の上の都市以外

工房
技術的要件: 鋳金
コスト: 100
維持費: 2
専門家の割り当て: 技術者
効果: 建造物の建設速度 +20%
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文明リスト

次は「シヴィライゼーション V」
で利用可能な文明および指導者に関するリストです。それらの特色および
能力について詳しく説明しています。

アラビア

イスラム帝国やアラブ王国としても知られるカリフ制イスラム帝国は、紀元 632 年のム
ハンマドの死後、その政治的指導力を継続させるべく門弟らによって開かれ、歴史にそ
の姿を現すこととなりました。その 600 年の歴史の間にカリフは強大な権力を誇るよう
になり、
スペイン、北アフリカ、中東、
アナトリア、バルカン諸国、ペルシアを統治し、最盛
期のローマ帝国にも勝る帝国を築くこととなりました。

指導者: ハールーン・アッラシード (763 – 809 年)

ハールーン・アッラシード 「正しく導かれたアロン」
(
の意) はアッバース朝第 5 代カリフ
で、紀元 786 年から 809 年までアラビア帝国を統治しました。在位中、彼のカリフとして
の地位は、西はスペイン、北はアナトリア、東はインドにまで拡大し、世界最大にして最
強の国家でした。ハールーンは統治者として有能であり、彼の治世は被支配民族の科学
的および文化的発展と繁栄の時代でした。

固有の特色

隊商: 交易路ごとにゴールドを +1

固有のユニット

ラクダ弓兵
ナイトに相当

固有の建造物
バザー
市場に相当
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アステカ

先住アメリカ人であるアステカ人は、15 世紀から 16 世紀のおよそ 100 年間、中央メキ
シコの支配者でした。
アステカ人は強大な帝国を統治した一方で豊かな文化も持ち、北
アメリカには、
コロンブス以前の最も印象的な建造物のいくつかを残しました。今日で
はアステカは、国外からの攻撃により一瞬にして崩壊してしまったことや、残酷な宗教儀
式を行っていた帝国として人々の記憶に残っています。
しかし、全盛期の彼らは本当に
広大な帝国を築いていました。

指導者: モンテスマ (1397 – 1469 年)

強い戦士であり指導者でもあったモンテスマ1世は、
アステカの国家を大きく輝かしい
ものへと駆り立てるのに貢献した人物です (彼のことを、不運な孫のモンテスマ 2 世と
混同してはいけません。モンテスマ 2 世は、
スペインのコンキスタドールの手により崩
壊していく帝国を、なすすべもなく眺めていた人物です)。彼は帝国を拡大し、個人的に
軍を率いて勝利し、国民の暮らしを良くするために尽力しました。血を求める神のため、
個人的に何千もの捕虜を犠牲にした残忍な人物であることも確かです。
しかし、彼の信
じる宗教には、その残酷さが必要だったのだと言われています。太陽が昇り、作物が育
ち、そしてアステカの国が恒久に繁栄するためには血が必要だったのです。

固有の特色

捕虜の生贄: 敵ユニットを倒すごとに文化力を獲得します。

固有のユニット

ジャガー戦士
戦士に相当

固有の建造物
水上庭園
水車小屋に相当
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中国

中国は6 千年におよぶ歴史を持ち、人類の大部分がその歴史にかかわっています。およ
そ 200 万年前の中国には人類の祖先が住んでおり、その証拠もあります。そして同じ場
所に、少なくとも 1 万 8 千年間、新人類が住み続けています。創造力と革新的な考えを
持つ中国の国民性が、紙や火薬、羅針盤、活版印刷といった、歴史上とても重要なもの
を生みだしました。
自らを「世界の中心」
と主張、数世紀もの間、中国は国内だけに目を
やり、
できる限り、国境の外で起こったすべてを無視していました。外国の植民地の干渉
と支配の世紀を耐えぬき、今日、中国は再び偉大な経済産業大国となりました。

指導者: 武則天 (625 – 705 年)

多くの文明と同じように、中国も歴史の大半が男性優位の社会です。
ごく最近まで女性
の権利はほとんど与えられず、女性が直接的な力を持つことは、
まったくと言っていいほ
ど否定されてきました。皇帝の座を得た女性、すなわち中国で最高権力を持つ女性な
ど、ほとんど聞いたこともありませんでした。中国の歴史においてたった一人だけ、それ
を可能にした人物がいます。その人物こそが武即天です。彼女は、その性別に関係なく、
世界で最も優れた統治者の 1 人だったのです。

固有の特色

兵法: 大将軍の効果と誕生速度が上昇する。

固有のユニット
連弩兵
弩兵に相当

固有の建造物
製紙工場
図書館に相当
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エジプト

エジプトほど印象的なものを歴史に残した文明は他に類を見ません。約 5 千年に渡り
広大なナイル川の両岸に陣取り続けた、地球上で最も古い文明の一つです。エジプト
では人類初と言われるものを多く生み出していますが、その中でも文字を発明 (紀元前
3000 年頃) したことで有名です。エジプトの学者たちは高度な数学を用い、精密な天体
観測を行いました。
またエジプト人は古代の偉大な建築家でもあり、彼らが建てたモニ
ュメントや寺院が、現代の我々にも、驚きと刺激を与えていることを忘れてはなりませ
ん。

指導者: ラムセス大王 (紀元前 1303 – 1203 年)

ラムセス 2 世はエジプトで最も偉大で最高の権力を誇ったファラオだとみなされてい
ます。20 代で戴冠したラムセスは、60 年以上にもわたりエジプトを統治しました。偉大
な軍事指導者であったと同時に、彼が行った大規模な建設計画でもその名を残してい
ます。
またラムセスは、新しい首都ピラメセスを建設したことでも有名です。歴史学者に
よっては、
ラムセスこそモーセの聖書の物語に出てくるファラオだと信じる者もいます。

固有の特色

遺産建設者: 文化遺産の生産速度 +20%

固有のユニット
重装チャリオット兵
戦車弓兵に相当

固有の建造物
陵墓
修道院に相当
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イギリス

イングランドは、
ヨーロッパ西岸の沖にあるグレートブリテン島、｢緑と喜び｣の島に位置
しています。
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の中で一番大きな領土を持
っています。イギリスは歴史的に見ると海洋民族であり、
この 500 年の大半も、ずば抜
けた力を持つ海軍を駆使してヨーロッパや地球の裏側にまでその影響力を及ぼそうと
していました。
エリザベス政権下で初めて新世界に植民地を獲得したイギリスは、強力な海軍の後ろ
盾により、世界に対する興味をさらに増していきました。イギリスが最初に植民地として
狙ったのはカリブ海と北アメリカでしたが、次第にアジアや南太平洋にも興味を示すようになり、イギリス
が「王冠の宝石」
と呼ばれるインド亜大陸のすべてを統治するようになりました。
18 世紀後半には、長く困難な革命の中で、北アメリカにあった 13 植民地を手放すこととなります (これが
アメリカ合衆国となります)。
これはイギリスの威信を大きく傷つけましたが、大英帝国は拡大を続け、20
世紀初めには歴史上最大の領地と力を持つ国へと成長し、地球の陸地と地球の人口の 4 分の 1 を支配す
るまでになりました。
イギリスは第一次世界大戦および第二次世界大戦の後、その帝国の大部分を失いましたが、同国はその
年以降、多くのエネルギーとプライドを回復しました。21 世紀初頭の現在、イギリスはヨーロッパおよび世
界中で強い勢力を維持しています。

指導者: エリザベス女王 1 世 (1533 – 1603 年)

エリザベス 1 世は、卓越した時代を生きた卓越した女性でした。美しく聡明で、
しかも頑
健であった彼女は、世の女性が所有物同然だった時代の支配に文字通り成功したので
す。彼女は確かな生存本能と、史上最強の統治者たちと互角の自己宣伝、
カリスマ性、強
靭性といった能力に非常に長けていました。そんなエリザベスを的確に言い表している
のは、彼女自身による次のような言葉です。
「私はか弱き女性の体をしているが、王とし
ての心と度量を持っている。」

固有の特色

沈まぬ太陽: 外洋上を移動中のすべての海軍ユニットに対し移動 +2

固有のユニット
長弓兵
弩兵に相当

固有のユニット

戦列艦
フリゲート艦に相当
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フランス

西ヨーロッパに位置し、6 つ (数え方によっては 7 つ) の国と国境を接しており、大西洋、
イギリス海峡、地中海に海岸を持っています。
またフランスは長期に渡って、国政、軍
事、文化において西欧屈指の力を保持し続けています。ローマの支配から生まれ、神聖
ローマ帝国皇帝シャルルマーニュによって最初に統一されたフランスは、才能あふれ
る将軍ナポレオン・ボナバルトの下、その軍事力は頂点を極めました。そしてその後、破
滅的な、世界を揺るがすフランス革命が起こります。10 年の間、
フランスは単独で、そし
てグループでヨーロッパの連合勢力を退け、最終的には失敗に終わりますが、その軍
隊の驚くべき偉業はヨーロッパ全土で輝かしい成功を収めました。
現在、
フランスはヨーロッパ連合における主要な勢力です。皇帝は世界征服を実現できませんでしたが、
フ
ランスは今も世界の文化の中心にあり、
その食文化、
ワイン、芸術は世界を魅了し続けています。

指導者: ナポレオン・ボナパルト (1769 ‒ 1821 年)
ナポレオン・ボナパルトの天才的な軍事能力を誇張することは事実上不可能です。彼は
軍隊を驚異的なスピードで動かし、
どんな時も敵のどこを攻撃すれば最大のダメージを
与えられるかを的確に把握していました。内政面においても規律正しく想像力豊かな統
治者として、彼の治世に (終わりのない戦争によって、国としての強さと戦う意思が奪わ
れるまでは) フランスは繁栄を見せていました。根っからの陸軍司令官であるナポレオ
ンは、イギリスによる海域支配に対してまともに挑戦できる海軍を作ることはできず、
こ
の弱点が彼を破滅させることとなります。イギリスとヨーロッパを結ぶ陸橋があったとしたら、イギリス人
は今頃ピカデリーサーカスでフランス語を話していることでしょう。

固有の特色
アンシャンレジーム: 蒸気機関までは都市当たり文化力 +2

固有のユニット
外国人部隊
歩兵に相当

固有のユニット
銃士隊
マスケット銃兵に相当
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ドイツ

北部中央ヨーロッパは、様々な｢ゲルマン系｣民族によって数千年に渡って支配されてき
ました。現在の国家である｢ドイツ｣は非常に若く、
プロイセンの有能な政治家、
オットー・
フォン・ビスマルクがほぼ自力で140年前に作り上げた国です。
まだ建国間もない国です
が、人類史に大きな影響–良い意味でも悪い意味でも–を与えています。20 世紀前半の
破滅的な世界大戦の結果、歴史上のライバルであるフランスとの安定した同盟関係によ
り、技術的および経済的基盤の復興に力を注ぐことができました。
その後、
ドイツは再び
ヨーロッパにおける主力へと返り咲きました。

指導者: オットー・フォン・ビスマルク (1815 – 1898 年)

オットー・フォン・ビスマルク、別名「鉄血宰相」
としても知られる彼は、
ドイツ史上最も偉
大な人物と言えるでしょう。ビスマルクはその長い政治キャリアの中でドイツを統一し、
ドイツ帝国の創始者となりました。それによりドイツは弱体でまとまりのない連邦国か
ら強くまとまりのある国へと変貌を遂げ、
ヨーロッパ大陸を支配するようになります。

固有の特色

怒れるテウトネス: 蛮族を倒すと、50％ の確率で 25 ゴールドを獲得でき、同様の確率で彼らを仲間にする
ことができます。.

固有のユニット

ランツクネヒト
長槍兵に相当

固有のユニット
パンツァー
戦車に相当
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ギリシャ

ギリシャが西欧の文化や歴史に与えたインパクトは桁違いに大きいものです。古代ギリ
シャは、世界に名立たる偉大な芸術家や哲学者、科学者、歴史家、劇作家、そして戦士を
誕生させてきました。ギリシャの戦士と入植者たちは、地中海沿岸の都市を始めとし、近
東や極東にまで彼らの文化を広めました。ギリシャ人の後を継いだローマ人は、
ヨーロ
ッパ全土から、数々の海を越えた新天地にまでギリシャ文化を普及させていきました。
ギリシャとギリシャ人は非常に多くの発明品や発見で知られており、演劇や歴史学、哲
学論などもこれに含まれます。
またギリシャは西欧で初めてスポーツ大会を開き、詩を
詠み、演劇場を開いたことでも有名です。政治では、歴史上初の民主主義と共和制を採用しています。ギリ
シャの影響は現在の我々にもみられます。現代の医師もポクラテスの誓いを宣誓し、建築家たちはインス
ピレーションを求めて、古代ギリシャの建築物を眺めるのです。大胆に言ってしまえば、西欧の文化は、古
代ギリシャ文化そのものなのです。

指導者: アレクサンドロス大王 (紀元前 356 – 323 年)

マケドニア人のアレクサンドロスは、歴史に名を残す偉大な将軍の 1 人です。17 年とい
う短い間に彼の軍隊は、
ヨーロッパ、
アジア、
アフリカ、中東へと遠征し次々と勝利を収め
ました。手の届く文明という文明はすべて征服したのです。
アレクサンドロスの征服によ
り、ギリシャ文化は世界各地に広まり、その後数世紀にわたってギリシャ語が文化、芸術
および科学分野の言語とみなされるようになりました。
おそらく、
ごくわずかな宗教指導者を除けば、西洋文明にこれほど多大な影響力を与え
た人物はアレクサンドロス大王の他にいないでしょう。

固有の特色

ヘレニズム同盟: 都市国家に対する影響力の低下速度が半分になり、回復速度が倍になります。

固有のユニット

ヘタイロイ
騎兵に相当

固有のユニット
重装歩兵
槍兵に相当
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インド

インド共和国は世界第2位の人口を持つ世界最大の民主主義国家です。対照性を持ち
合わせた国であり、巨万の富を持つ者とひどい貧困にあえぐ者が共存しています。先端
技術を持つ都市がある一方で、原始的な生活を営んでいる集落があります。
また美しさ
と不潔さ、希望と絶望を見出すことのできる国でもあります。インドは地球上最古の文
明、深い信仰と情熱を持つ民族の 1 つです。イギリスの影から抜け出し、パキスタンを
含む人々と都市の苦しい損失を乗り越えながら、インドは世界の列強の1つとして、その
然るべき役割を再び担っています。

指導者: ガンジー (1869 – 1948 年)

マハトマ・ガンジーはインド愛国主義者であり、20 世紀初頭から中盤にかけて大英帝国
の統治に対するインドの非暴力独立運動を指揮しました。彼は「サティヤーグラハ」すな
わち民衆の市民的不服従による専制政治への抵抗で、イギリスによるインド支配に大
きな影響力を与えた策略の先駆者です。今日、
ガンジーは人類史上における偉大な人
物の1人であると考えられています。彼は南アフリカで、インド人だけでなくそれ以外の
抑圧された人々の権利のためにも変わらず必死に闘った、勇敢で、正義と道徳的行為の
ために絶え間なく活動する英雄として知られています。
またガンジーは、世界最強の帝国の1つを相手に独
立運動を成功させた、素晴らしい政治指導者としても有名です。彼のことをマーティン・ルーサー・キングは
こう語ります。
「キリストは我々に目的を与え、マハトマ・ガンジーに戦術を与えた」

固有の特色

人口増加: 都市の数から生み出される不満度が 2 倍になり、人口数から生み出される不満度が半分になり
ます。(都市の数が少ないほど、大きくなります。)

固有のユニット
軍用象
戦車弓兵に相当

固有の建造物

ムガル要塞
城に相当
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イロコイ

言い伝えによれば、イロコイ同盟は紀元 1570 年頃に結成されたようです。連合は 5 つ
(後に6つ) のアメリカ先住民族で構成されていました。人口は 2 万人以上になったこと
はないようで、文字は持っておらず、物を作る拠点もありませんでしたが、
フランス、イギ
リス、オランダ、そしてアメリカの入植者たちに対し、2世紀にもわたって自分たちの土地
を守り続けた、驚くべき人々です。

指導者: ハイアワサ (1450 年?)

ハイアワサ (または「ハヨウェンタ」) はオノンダガ族の伝説的な族長です。彼は同じく伝
説的な族長デガナウィダとともにイロコイ同盟を設立しました。ハイアワサの人物像に
ついてはあまり知られていません。イロコイの言い伝えによると、彼は人々に農業、航海
術、
まじない、芸術を教え、人間の超自然および自然の敵全てを征服するために偉大な
魔法を使ったと言われています。ハイアワサは巧みな演説者でもあったとされていて、
彼の甘い言葉で 5 つの部族–カユガ、オノンダガ、オネイダ、セネカ、そしてモホーク–が
イロコイ同盟を設立したと信じられています。
西洋ではほとんど知られていないハイアワサについては、ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの有名
な叙事詩「ハイアワサの歌」を通して知られています。

固有の特色

偉大な出征路: 自友国内に道路があるかのように、森林とジャングルの中を移動する事ができます。

固有のユニット
モホーク族の戦士
剣士に相当

固有の建造物

ロングハウス
工房に相当
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日本

島国の日本は、海洋プレートがユーラシアプレートに潜り込んだことで隆起したという、
想像を絶するプレートの変動によって誕生しました。その結果、非常に美しい、
そして険
しくもある山々が連なり、火山と海の間の狭い地域に人間が住む国が生まれました。
歴史の大半、
日本は小さな国に分けられ、多くの時間、エネルギーそして努力をお互い
との戦いに費やしました。裏切り、偽り、誹謗中傷、冷酷な暗殺は当たり前のことでした。
これらの争いが、侍という武士の階級の台頭へと導き、16 ‒ 17世紀の間、織田信長と
彼の後継者が国を統一するまで続きました。
そして近代、
日本は第二次世界大戦の想像を絶する大惨事、原爆による攻撃そして連合国による占領を経
て、20世紀後半から 21世紀前半にかけて、経済および文化の中心的役割を担っています。

指導者: 織田信長 (1534 ‒ 1582 年)
織田信長は 16 世紀の日本で活躍した将軍です。才能ある武将であると同時に狡猾な政
治家、
さらには新しい技術をいち早く取り入れた人物であった信長は戦と背信で道を切
り拓き、封建制にあった日本のほぼ半分を支配しました。豊臣秀吉と徳川家康という 2
人の家臣は、信長の死後、約 100 年ぶりに再び日本を統一するという役目を果たしまし
た。信長は、残酷な時代に生きた残酷な人間でした。
しかし天下統一に一役買うことで、
それまで 100 年以上も横行していた無慈悲な戦いに終止符を打ったのです。

固有の特色
武士道: ダメージを負ってもユニットの攻撃力が下がりません。

固有のユニット
侍
長剣士に相当

固有のユニット
ゼロ戦
戦闘機に相当
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オスマントルコ文明

オスマントルコ帝国は13世紀初めのアナトリア (現トルコ) が起源です。帝国は3つの大
陸にまたがり、約6世紀の間強い力を保持し続けました。全盛期には、オスマントルコは
ヨーロッパ全土を支配し、バルカン諸国の大部分は言うまでもなく、ペルシャ、エジプト
と北アフリカを征服しました。そして、オスマントルコはビザンティン帝国を破壊、西洋
ではあまり知られていませんが、
この広大な帝国はアラビア、イギリス、そしてローマと
並んで名誉を受けるに値します。

指導者: スレイマン大帝 (1494 – 1566 年)

スレイマン1世、
またの名を「壮麗者」、
「立法者」、そして
「大帝」
で知られるこの人物は、
イスラム教のカリフでありオスマントルコ帝国の皇帝として、1520 年から 1566 年に亡
くなるまでトルコの王国を支配しました。在位中のスレイマンは、帝国の領土を大きく
広げ、
ヨーロッパ、
アフリカ、
アジア、中東の指導者たちが恐れる (そして妬み憧れる) 存
在だったのです。
死を迎える時には、すでに彼は世界中で有名になっていました。
ヨーロッパでは、彼が
所有していた想像もできないほどの富を羨まれました。歴史上の支配者の誰よりも多くの財産をその壮大
な宝庫に所有していたのです。
またスレイマンの武勇は称賛を受け、イスラム教徒以外の被支配民族に対
する公平な扱いは尊敬の的でした。
ほとんどすべての人が、キリスト教徒もイスラム教徒も同じように、
スレイマンが「壮麗者」の肩書にふさわ
しい存在だったことを認めています。

固有の特色

バルバリア海賊: 50% の確率で蛮族の海軍ユニットを仲間に引き込むことができ、同様の確率で 25 ゴー
ルドを獲得することができます。

固有のユニット

イェニチェリ
マスケット銃兵に相当

固有のユニット

スィパーヒー
槍騎兵に相当
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ペルシア

古代メディア人に対する反抗が成功した後、紀元前 559 年に生まれたペルシア帝国ア
ケメネス朝は、危険な隣国を持ちながらも 200 年にわたって生き残り繁栄を続けまし
た。最盛期にはインドからエジプト、そしてイランからバルカン諸国までを手中に収め
ていました。3つの大陸にまたがり、国民たちが数十の言語を話すという、統一感のない
帝国でした。
アケメネス朝の最も優れていた点は、王たちが法を制定して、植民地の住
民を寛大公平に扱い、行儀良くしてさえいれば、地方のことは地方に任せて、
できる限り
介入を行わなかったということでしょう。最悪だった点は、王たちが裏切りを防ぐ力を持
っていなかった、
ということが挙げられます。
とはいえ、
アケメネス朝の王たちは息の長い国を作り上げていました。200 年という時間は、一つの血族だ
けで力を握り続けたことを考えれば十分な長さです。彼らがアレクサンドロスやフィリップの隣国でなけれ
ば、あと 100 年は力を保持し続けていたかもしれません。
アレクサンドロス大王自身は優れた指導者であ
り偉大な将軍でもありましたが、
アレクサンドロスの帝国は彼の死後、わずか一年しか保たなかったので
す。

指導者: ダレイオス 1 世 (紀元前 550 – 486 年)

パルティアのサトラップ (総督) の息子ダレイオス 1 世は、
カンビュセス 2 世の死を受け
て紀元前522年にペルシア王位を強制的に継承することとなりました。行政の天才で、
在位中は無秩序に広がったペルシア帝国の再編を行い、富と権力を大きく増加させま
した。
また彼はペルシア全土で大規模な建設工事を数多く行いました。道路の建設、ペ
ルシアの州および政府の再編、帝国の国境を確保、そして全般的に自国の被支配民族
を他の誰よりも大事に扱いました。将軍として有名ではないものの、国内および国外の
敵に対して数多くの軍事行動を成功させました。

固有の特色

アケメネス朝の遺産: 黄金時代が 50％ 延びます。黄金時代の間、ユニットは移動ポイントを +1 獲得し、戦
闘力が 10％ 増加します。

固有のユニット
不死者
槍兵に相当

固有の建造物
サトラップの王宮
銀行に相当
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ローマ

ローマ帝国は西欧文化の歴史の中で、最も注目に値する息の長い国家でした。建国は
紀元前 8 世紀ですが、帝国が完全に消滅したのは紀元 14 世紀のことです。ローマ人は
様々な分野における素晴らしい発明家集団であり、良いアイデアならば、他文化のもの
でも臆することなく取り入れました。
ローマ人は、戦士の民族でした。彼らの最盛期、ローマ人はイギリスの大部分、西ヨーロ
ッパ、北アフリカ、エジプト、ギリシャおよび中東と近東のすべてを支配していた帝国を
統治しました。
ヨーロッパと地中海を長く統治していた間、西欧の文化や法律、芸術、建
築、宗教、言語、そして紛争の大部分を、ローマ人が作り上げました。

指導者: アウグストゥス・カエサル (紀元前 63 – 紀元 14 年)

ガイウス・オクタヴィウスとして生まれたアウグストゥスは、最初の (そしておそらく最高
の) ローマ皇帝となります。彼は 100 年続いた内乱を鎮め、その後 200 年にわたって続
くパクス・ロマーナ (ローマの平和) を導入する一方で、ローマ文学やローマ文化の黄
金期を見届けた人物です。
アウグストゥスの長きにわたる統治の間、ローマは繁栄し帝
国は地中海沿岸地方を掌握するまでになりました。彼の行った政策により帝国の潤滑
な運営が続いたため、ローマは存続に影響する大きな戦争や目立った脅威もなく、約 2
世紀にわたり世界を統治し続けたのです。歴史上、彼と同じ偉業を成し遂げた指導者はほとんどいません。

固有の特色

ローマの栄光: 首都に建てられた建造物を (別の都市に) 建設すると生産力が 25％ 上昇します。

固有のユニット

投石機
カタパルトに相当

固有のユニット

レギオン
剣士に相当
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ロシア

かつてウィンストン・チャーチルは言いました。ロシアは謎を謎で包み込んだような国だ
と。ロシアはヨーロッパとアジアの一部でありながら、両方から分断されています。天然
資源が豊富ですが、歴史的に見ると、国民は貧困に悩まされ続けています。ロシアは、
ゴ
ート人やフン族、モンゴル人、
フランス人、
そしてドイツ人に侵攻されているものの、独
自の文化を保持し続けています。長い間、超大国でありながら、崩壊しやすい連邦国、君
主国、共産主義独裁政権国家、そして民主主義国であり、すべての体制が 100 年以内に
終わりを告げています。
ロシアは人類史の中でも最も興味深い文明のひとつであるとい

えます。

指導者: エカテリーナ Great (1729 ‒ 1796 年)
エカテリーナは18 世紀後半のロシアを統治した偉大な人物です。彼女はロシア帝国の
大幅な拡大を指揮し、征服と抜け目ない政策で数万平方キロメートルの領土を拡大し
ていきました。才色兼備の女性で、
ヨーロッパの優れた頭脳を誘惑しては欺き、
自分の
王宮を大陸の思想を啓蒙する中心としました。
ドイツ生まれですが、エカテリーナはロ
シア史に残る偉大な支配者の 1 人です。イギリスのエリザベス 1 世と同様、エカテリー
ナは女性にも大国を指揮できるだけの十分な知性と体力があることを証明しました。

固有の特色
シベリアの富: 生産力が +1 上昇、馬、鉄、
ウランの産出量が 2 倍になります。

固有のユニット
コサック騎馬兵
騎兵隊に相当

固有の建造物
クレポスト
兵舎に相当
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シャム

シャム (現タイ) は東南アジアに位置し、
ミャンマー、
ラオス、
カンボジアに挟まれた、長
い歴史を持つ国家です。深い森と太古からの山々を持つシャムは、
占領と革命、洪水、飢
饉、そして帝国の興亡を経験してきた、美しく不思議な国です。非常に素晴らしくも、歴
史的には不正確なミュージカル｢王様と私｣により、
シャムに対するロマンティックな観
点が西洋には広がっています。現実はさらに興味深く、
また文明を開化する愛らしいイ
ギリス人女性の家庭教師はあまりいません。実際、
シャムにとっての大きな勝利は、その
他の東南アジア各国とは異なり、
ヨーロッパの植民地支配から逃れたことでしょう。

指導者: ラームカムヘーン (1240 ‒ 1298 年)
1278 年、
「ラームカムヘーン」
という名の王子が、小さくて何の取り柄もないスコータイ
王朝を受け継ぎました。20 年の間、類まれな軍事的才能と辣腕な政策とを絶妙なかたちで
組み合わせた結果、国土は拡大し、東南アジアのほぼ全域に影響力を持つようになりま
した。
ラームカムヘーンは、現在、統一されたシャムに支配した最初の偉大な指導者として
考えられています。

固有の特色
父権政治: 友好的な都市国家から得られる食料と文化力が 50% 増加します。.

固有のユニット
ナレースワンの象
ナイトに相当

固有の建造物
ワット
大学に相当
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ソンガイ

ソンガイ帝国は、15 世紀から 16 世紀にかけて西アフリカで栄えた文明です。
ソンガイ
が初めて歴史に姿を現した場所は、マリ帝国に従属していた都市ガオの近くでした。14
世紀初め、
ソンガイはマリから独立を勝ち取りました。
その後 2 世紀をかけて領土を拡
大し、ついにはアフリカ史上最大の帝国となりました。
アステカ帝国同様、進んだ技術を
持つ小さな軍隊によって滅ぼされました。
これは有名な訓辞、｢銃撃戦にナイフを持って
くるな。銃を持て。それも少なくとも2丁以上だ｣を思い出させるものです。

指導者: アスキア (1440 ‒ 1538 年)
ムハンマド・イブン・アビ・バクル・トゥーレ、
またの名をアスキア・ムハンマド 1 世 (在位
1493‒1528) は、西スーダン中央部を 1つにまとめ、
アフリカ史上最大のソンガイ帝国を
築きました。彼は軍事行動をとったこともありますが、
ソンガイ帝国国民のために主に
帝国の安定を図るための再編や近代化を行ったことで知られ、彼の統治時代は西アフ
リカにおいて正真正銘の黄金時代と考えられています。

固有の特色
水軍の将: 蛮族の野営地や都市略奪で、通常の3倍のゴールドが入手できます。出航を行ったユニットが自
分で身を守れるようになります。

固有のユニット
イスラム騎兵隊
ナイトに相当

固有の建造物
泥のピラミッド状モスク
寺院に相当
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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国は世界の｢超大国｣ (地球上の全てのものを破壊することのできる兵器
を持っているという意味も少なからず含んでいます) です。比較的若い文明であるアメ
リカ合衆国は、18 世紀に成立し、19 世紀に危うく自滅し、20 世紀には、最高の権力と支
配的軍事力を持つ軍事大国、技術大国、文化大国、経済大国となりました。21 世紀にこ
の国がどうなるのか、誰も予測することはできないでしょう。

指導者: ジョージ・ワシントン (1732 – 1799 年)

ジョージ・ワシントンは、18 世紀後半のアメリカ植民地に生きた特筆すべき人物の1人
です。
ジョン・アダムスのように好戦的ではなく、ベンジャミン・フランクリンほど想像力
に富んでいるわけでもトーマス・ジェファーソンのように才能にあふれてもいませんで
したが、
ワシントンには戦争中も平和な時も人々を指揮する能力がありました。彼は勝
算の見えない状況ながらも大陸軍を勝利に導き、そうすることで祖国を独立へと導いた
のです。
ジョージ・ワシントンは「アメリカ合衆国の父」
として知られています。世界の歴史上、最も偉大な司令官と
いうわけではありませんでしたが、
ワシントンには逆境でも揺るがない安定感と勇気がありました。そして
部下たちは、彼のために喜んで命を投げ打つことができました。
ワシントンがいなければ、合衆国は誕生し
ていなかったでしょう。

固有の特色

明白なる運命: ユニットの視界が増え、
タイルの購入コストが減ります。

固有のユニット

ミニットマン
マスケット銃兵に相当

固有のユニット
B17 爆撃機
爆撃機に相当
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シヴィライゼーション Vのマルチプレイ

マルチプレイヤーゲームでは、
コンピューター制御の AI だけでなく、他のプレイヤーと技術を競うことが
できます。マルチプレイヤーゲームは、
メインメニューから開始し、LAN (ローカルエリアネットワーク) を介
して友人や世界中のプレイヤーと対戦を楽しむことができます。

マルチプレイヤーメニュー

メインメニューで「マルチプレイヤー」ボタンをクリックすると、
「マルチプレイヤーゲームのオプション」画
面に移動します。

ローカルゲーム

ここで「ローカルネットワーク」ゲームオプションをクリックし、
プレイできる
LAN (ローカルエリアネットワーク) ゲームを参照します。
プレイできるロー
カルゲームがブラウザビューに表示されるので、参加するゲームをクリック
します。ゲームが表示されない場合 (または興味のあるゲームがない場合)、
「ホストゲーム」ボタンをクリックして、独自のゲームを作成することができ
ます。
「更新」をクリックして、
プレイできるゲームをいつでも更新することが
できます。
「ゲームをホストする」を選択すると、
「マルチプレイヤーゲームを設定す
る」画面が表示されます。
ここで指導者を選択し、マップタイプおよびサイズ
を設定、ゲーム速度を選択することができます。
また、以前保存したマルチ
プレイヤーゲームをロードしたり、
ブラウザに戻ってプレイできるゲームを
もう一度表示したりすることもできます。選択が終了したら、
「ゲームを開始する」をクリックします。
「準備ルーム」には選択されている指導者、
プレイヤーの準備ができてい
るかどうかが表示されます。AI プレイヤーは「AI」
と表示され、通常のプレ
イヤーはSteam エイリアスで表示されます。
複数のプレイヤーが同じ文明および指導者を選択しようとすると、重複す
る指導者のチームカラーが、混乱しないように新しい色に設定されます。
すべてのプレイヤーが「準備完了」をクリックしたら、ホストは「ゲームを起
動する」をクリックしてゲームを開始できます。
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インターネット/Steam ゲーム

インターネットマルチプレイヤーゲームは、ゲームのインストール時にプレイヤーが使用したアカウントで
Steam でホストされています。

ゲームの自動マッチメーキングとブラウジング

インターネットゲームには、
自動マッチメーキングのオプションがあ
ります。オプションを設定してプレイするゲームの種類を選択した
後、Steam があなたと同じ種類のゲームを探している他のプレイヤー
を直接接続します。その種類のゲームが存在する場合、準備ルームに
直接移動し、文明と指導者を選択することができます。
ゲームがプレイできない場合、LAN ゲームと同じ手順でインターネッ
トゲームブラウザを表示するか、
自分のゲームをホストすることができ
ます。

友人リスト

マルチプレイヤーのインターネットゲームをホストすると、Steam の友人リストが表示されます。準備ルー
ムで、
ドロップダウンリストから友人を選択し、ホストしているゲームに直接友人を招待することができま
す。招待された友人には、Steam のオーバーレイから通知が送信されます。

チャット

セットアッププロセス時やゲーム中に他のプレイヤーとチャットするこ
とができます。
「準備ルーム」画面で、画面タブのチャットウィンドウです
べてのプレイヤー宛てに文字を入力できます。ゲーム中に、すべてのプ
レイヤーとチャットするか、特定のプレイヤーとだけでプライベートな会
話、取引、同盟についてチャットすることができます。ゲーム中にチャット
パネルを表示するには、HUD の右隅の「チャットを開く」
をクリックします。
「チャットを閉じる」をクリックすると、ビューのパネルが表示されなくなります。
Steam のオーバーレイ機能の Voice over IP (VOIP) では、マイクを使用して他のプレイヤーと直接会話す
ることができます。
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ゲームのホスト、保存、
ロード

ゲームをホストしている場合、ゲームの進行状況を保存し、後でロードす
ることができます。
これは、1 日以上の長い時間プレイする長期間のゲー
ムに特に役立ちます。
「マルチプレイヤーゲームを設定する」画面で「ゲー
ムをロードする」ボタンをクリックし、保存されたゲームのリストを表示し
ます。
いかなる理由でも、マルチプレイヤーゲームをプレイしているときに接
続が切断された場合、
システムは自動的に再接続を試みます。ゲームの
ホストが (いかなる理由でも) 離脱した場合、ホストコントロールを別の
プレイヤーに移行しようとします。

ゲームサイズとマップサイズ

マルチプレイヤーゲームに参加できるプレイヤー数は、デフォルトで、選択されたマップサイズによって制
限されています。
デフォルトのゲームマップは次のとおりです。
マップサイズ
1対1
極小
小さい
標準
大きい
広大

プレイヤー数
2
4
6
8
10
12

都市数
4
8
12
16
20
24

指定されたマップで参加できるすべてのプレイヤーに空きがある場合、その部分は AI プレイヤーが担当
します。
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MOD

「シヴィライゼーション V」は、開発当初から Modder を想定してい
ました。
シヴィライゼーションの中でも最も簡単でアクセスしやすい
「文明」
といえるでしょう。MOD の作成自体には興味がなくても、他
のプレイヤーが作成した MOD をすべて、簡単迅速に見つけてゲー
ム内でダウンロードし、インストールすることができます。MOD をプ
レイしたり作成したりするのは楽しいものです。
メインメニューで「MOD」ボタンを選択すると
「MOD」画面に移動し
ます (途中で使用許諾契約が表示されますので承認してください)。
この画面で、すでにダウンロードしてインストール済みの MOD (後
述) を使用してゲームを開始したり、新しく使用できる MOD を閲覧
することができます。

閲覧、
ダウンロード、評価

「MOD を閲覧」ボタンをクリックすると、MOD ブラウザが表示され
ます。
このブラウザで、以前ダウンロードしてすでにインストールし
ている MOD や、MOD が現在アクティブかどうかが表示されます。
「
有効」ボタンをクリックすると、
ダウンロードした MOD を利用可能
または無効にできます。一度にアクティブにできる MOD はひとつ
だけではありません！
「オンライン」ボタンをクリックすると、オンライン MOD ブラウザが
表示されます。
このブラウザでは、
ダウンロード可能な MOD がすべ
て表示されます。
ここで、MOD をカテゴリごとに絞り込んだり、キー
ワードで検索したり、
アップロードされた日付でフィルターをかけた
り、
ダウンロード数またはプレイヤーのランキングで絞り込むことが
できます。
MOD をどれかひとつクリックすると、詳細情報、
スクリーンショットが表示され、
ダウンロードが可能になり
ます。MOD は無料で、
ブラウザから匿名でダウンロードできます。
アカウントにログインする必要はありま
せん。
MOD をプレイした後、MOD を評価して他のプレイヤーに表示することができます。MOD の評価を上げる
には、評価を上げたい MOD のページで「いいね」ボタンをクリックします。MOD の評価も匿名で行うこと
ができます。
アカウント情報は必要ありません。

XML

MOD の作成は、テキストエディタが使えれば誰でも可能です。文字入力さえできれば MOD は作成でき
るのです。ゲームに関する基本的な詳細情報はすべて、ナポレオンが貿易について語るセリフから弓術
ユニットが 1 回のターンで移動できる距離まで、ゲームの XML (拡張マークアップ言語) ファイルに保存
されています。ゲームの XML ファイルはすべて、テキストエディタで簡単に修正したり更新できます。兵
士のダメージから新しい文明および指導者の作成に至るまで、カスタマイズが可能です。

194

ModBuddy とワールドビルダー SDK

リリース後すぐに、
「シヴィライゼーション V」の公式 MOD ツールである
ModBuddy とワールドビルダー SDK をダウンロードすることができます。
このパッケージを使用すると、
カスタムマップやシナリオを作成し、ゲームの
AI のわずかな動作を変更し、他のユーザーもダウンロードしてプレイできる
よう、
カスタム MOD をパッケージ化することができます。詳細および更新情
報については、
「シヴィライゼーション V」のオフィシャル Web サイトまたは
Steam ゲームのページを参照してください。
ModBuddy とワールドビルダー SDK は、Steam でダウンロードできます。
ダウンロードするには、
「ゲーム」
タブの「ツール」セクションに移動してください。

チュートリアルと例

初めて MOD をプレイする場合 (またはヘルプが必要な場合)、SDK フォルダにある、強力な新しいシステ
ムの使用方法に関する拡張チュートリアルおよび例を参照してください。
この新しいシステムを最大限に
活用する方法について、開発者から学習します。

MOD のアップロード

MOD を終了し、MOD を全体に公開する場合、ModBuddy を使用して MOD をオフィシャルサーバーにア
ップロードします。画面の指示に従って、MOD をパッケージ化し名前を付けてください。
アップロードする場合、MOD に名前を付け、MOD の重要または優れたところを示す 1 ～ 3 つのスクリー
ンショットをアップロードし、MOD に 1 ～ 3 つのカテゴリのタグを付ける必要があります。すべて作成され
ると、一意の ID が MOD に割り当てられます。
MOD をアップロードするには、Gamespy アカウントが必要です。ModBuddy では既存のアカウント情報
が表示され、
アカウント作成に必要な手順が説明されます。Gamespy のアカウントは無料です。

シングルプレイヤーの MOD

MOD メニューで「シングルプレイヤー」をクリックすると、MOD ゲームのプレイ
で使用できるオプションが表示されます。特定のカスタムマップでプレイする
か、保存されたゲームをロード、
または MOD を使用して新しいカスタムゲーム
を作成することができます。

MOD の自動更新

ゲームでは、MOD ブラウザシステムで使用できる、インストールされた MOD
への更新情報を自動的に確認します。
アクティブなインターネット接続がある場
合、
これらの更新情報は自動的にダウンロードされ、適用されます。
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図表
制度

制度名
伝統
伝統
貴族制
地主エリート
法治主義
君主制
寡頭制
解放
解放
市民権

分岐

使用可能になる
時代
必要な制度

伝統
伝統
伝統
伝統
伝統
伝統

なし
なし
なし
なし
なし
なし

なし
なし
貴族制、寡頭制
なし
寡頭制
なし

首都が毎ターン産出する食料 +1
文化遺産の建設時に生産力 +33%
首都の成長速度 +33%
首都が生み出す不満 -33%
土地購入に必要なゴールド -50%
自国領内にいるユニットの戦闘力 +33%

解放
解放

なし
なし

なし
なし

直接民主制

解放

なし

なし

実力主義
代議制
共和制
名誉

解放
解放
解放

なし
なし
なし

市民権
市民権
直接民主制

開拓者の生産速度 +50%
労働者の生産速度 +25%
新しく建てた都市が 2 人目の市民を生み出すのに
必要な食料 -50%
首都との間に交易路を持つ都市に幸福度 +1
すべての都市の文化力 +1
すべての都市で生産 +1

名誉

名誉

なし

なし

規律

名誉

なし

なし

戦士階級
軍の栄誉

名誉
名誉

なし
なし

規律
戦士の掟

軍隊の常備

名誉

なし

戦士階級

戦士の掟
敬虔
敬虔
信教の自由

名誉

なし

なし

敬虔
敬虔

古典時代
古典時代

なし
天命、改革

天命

敬虔

古典時代

なし

宗教の組織化
改革

敬虔
敬虔

古典時代
古典時代

なし
宗教の組織化

神権政治

敬虔

古典時代

宗教の組織化

文化後援
文化後援

文化後援

中世

なし

美学

文化後援

中世

なし

効果

対蛮族で戦闘ボーナス +25%、探索済みのエリア
に新しく蛮族の野営地が誕生すると通知を行う
他の軍事ユニットに隣接したタイルにいるユニッ
トの戦闘力 +15%
駐留ユニットを持つ都市の不満 -1
軍事ユニットが戦闘で獲得する経験値が 2 倍
軍事ユニットのアップグレードに必要なゴールド
-50%
首都の近くに大将軍が出現
幸福度 +2
無償の社会制度 2 つを獲得
毎ターン産出される文化力に幸福度の余剰分の
50 %が加算される
黄金時代の開始に必要な幸福度 -25%
即座に 6 ターンの黄金時代に突入
都市の人口が生み出す不満 -20% (占領によって
獲得した都市は除く)
都市国家に対する影響力低下の速度 -25%
すべての都市国家に対する影響力レベルを 20 以
上にする
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制度名

分岐

使用可能になる
時代
必要な制度

文化外交

文化後援

中世

スコラ学

エリート教育

文化後援

中世

美学、
スコラ学

博愛主義

文化後援

中世

なし

スコラ学

文化後援

中世

博愛主義

商業
商業

商業

中世

なし

重商主義

商業

中世

労働組合

商船隊
海軍の栄誉
保護貿易主義
労働組合
合理主義
合理主義
自由思想
人間主義
科学革命
政教分離主義
主権
自由
自由
市民社会
憲法
民主主義
表現の自由
普通選挙
秩序
秩序
共産主義
ナショナリズム
計画経済
社会主義

商業
商業
商業
商業

中世
中世
中世
中世

海軍の栄誉
なし
重商主義
なし

首都のゴールド産出量 +25%
都市でのゴールドによるアイテム購入のコスト
-25%
沿岸都市の生産力 +3
海軍ユニットの移動 +1、視界 +1
高級資源 1 つにつき幸福度 +1
道路と鉄道の維持費 -20%

合理主義
合理主義
合理主義
合理主義
合理主義
合理主義

ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代

なし
政教分離主義
主権
自由思想
なし
なし

即座に 5 ターンの黄金時代に突入
交易所 1 つにつき科学力 +1
大学 1 つにつき幸福度 +1
無償のテクノロジー 2 つを獲得
専門家 1 人につき科学力 +2
文明が幸福状態になっている間、科学力 +15%

自由
自由
自由
自由
自由
自由

ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代
ルネサンス時代

なし
なし
なし
市民社会
憲法
なし

専門家の人口から生み出される不満 -50%
専門家の食料消費量 -50%
世界遺産を持つ都市の文化力 2 倍
偉人の出現速度 +50%
制度獲得に必要な文化力 -25%
都市の戦闘力 +33%

秩序
秩序
秩序
秩序
秩序

産業時代
産業時代
産業時代
産業時代
産業時代

なし
計画経済
なし
社会主義
なし

統一戦線

秩序

産業時代

なし

建造物の生産速度 +25%
都市 1 つにつき生産力 +5
自友国領内での戦闘で攻撃ボーナス +25%
都市の数から生み出される不満 -50%
建造物の維持費 -10%
他文明に対して、都市国家への影響力低下の速度
+33%

独裁政治
独裁政治

独裁政治

産業時代

ファシズム

独裁政治

産業時代

軍事主義

独裁政治

産業時代

なし
ユニットの維持費 -33%
ポピュリズム、軍事
戦略資源の産出量 +100%
主義
なし
軍事ユニットの購入に必要なゴールド -33%
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効果
都市国家から贈られる資源の量 +100%、贈られた
高級資源から得られる幸福度 +50%
同盟都市国家から定期的に偉人が贈られる
ゴールド贈呈によって得られる都市国家への影響
力 +25%
同盟都市国家が産出する科学力の、33 % に当た
る科学力が供給される

制度名
警察国家
ポピュリズム

分岐
独裁政治
独裁政治

総力戦

独裁政治

地形

使用可能になる
時代
必要な制度
産業時代
軍事主義
産業時代
なし
警察国家、
ファシ
産業時代
ズム

効果
占領した都市の不満 -50%
損傷した軍事ユニットが与えるダメージ量 +25%
20 ターンの間、全軍事ユニットに攻撃ボーナス
+33%

地形
基本地形
近海

食料

生産力

ゴールド 戦闘力補正 移動コスト

発見可能な地物

発見可能な資源

1

0

1

0%

1

氷河

砂漠

0

0

0

-33%

1

オアシス、氾濫原

草原

2

0

0

-33%

1

ジャングル、湿原

丘陵

0

2

0

+25%

2

森林、
ジャングル

山岳
外洋

0
1

0
0

0
1

+25%
0%

通行不可
1

なし
氷河

平原

1

1

0

-33%

1

森林

氷土

0

0

0

-33%

1

なし

ツンドラ

1

0

0

-33%

1

森林

魚、鯨、真珠
鉄、石油、
アルミニウム、
ウラ
ン、金、銀、宝石、大理石、綿、
香料
鉄、馬、石炭、
ウラン、家畜、
金、宝石、大理石、綿、
ワイン
鉄、石炭、
アルミニウム、
ウラ
ン、鹿、金、銀、宝石、大理石、
羊
なし
石油
鉄、馬、石炭、
アルミニウム、
ウ
ラン、小麦、金、宝石、大理石、
象牙、綿、
ワイン、香料
鉄、石油、
ウラン
鉄、馬、石油、
アルミニウム、
ウラン、鹿、銀、宝石、大理石、
毛皮

地形上の地物
地形
地形上の地物
バリンジャー・
クレーター
死の灰
氾濫原
森林
グランド・メサ
グレート・バリ
ア・リーフ
氷河
ジャングル

食料

生産力

ゴールド

戦闘力補正

移動コスト

発見可能な資源

0

2

3

0%

通行不可

なし

-3
2
1
0

-3
0
1
2

-3
0
0
3

-33%
-33%
+25%
0%

2
1
2
通行不可

なし
小麦、砂糖
ウラン、鹿、毛皮、染料、絹
なし

0

2

3

0%

通行不可

なし

0

0

0

0%

通行不可

1

-1

0

+25%

2

なし
石油、
ウラン、バナナ、宝石、染料、香
辛料
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クラカタウ
湿原
富士山
オアシス

0
-1
0
3

2
0
2
0

3
0
3
1

0%
-33%
0%
-33%
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通行不可
2
通行不可
1

なし
石油、
ウラン、砂糖
なし
なし

ショートカットキー
行動
全般ショートカットキー
シヴィロペディア
経済情報
軍事情報
外交情報
テクノロジー画面
社会制度画面
告知ログ
勝利への進捗状況
デモグラフィック
戦略視点
クイックセーブ
クイックロード
六角形グリッド
メニュー
ターン終了
次のユニット
前のユニット
ズームアウト
ズームイン
首都視点
首都視点
首都視点
ズームイン
ズームアウト
資源アイコンを表示
生産アイコン
ゲームオプション
セーブ
ロード
ターン終了
一般ユニット
移動モード
探索 (自動)
警戒
休眠
ターンを飛ばす
ユニットの消去
攻撃

ショートカットキー
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
G
Esc
Enter
ピリオド
カンマ
+
Insert
Home
End
Page Up
Page Down
Ctrl-R
Ctrl-Y
Ctrl-O
Ctrl-S
Ctrl-L
Ctrl スペースキー
M
E
A
F
スペースキー
Delete
Ctrl-A

行動

ショートカットキー

遠隔攻撃
大砲の準備
回復するまで守りを固める
航空ユニット
基地変更モード
空爆モード
掃射
迎撃
核モード
市民ユニット
都市建設
地形改善 (自動)
道路の建設
鉄道の建設
ルートモード
ジャングルの伐採
湿原の干拓
農場の建設
交易所の建設
キャンプの建設
農場の建設
鉱山の建設
大規模農場の建設
採石場の建設
牧草地の建設
要塞の建設
油井の建設
漁船の建設
洋上プラットフォームの建設
森林の伐採
最後のミッションをキャンセ
ルする
製材所の建設
城塞

B
S
H
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Alt-R
S
Alt-S
I
N
B
A
R
R
Alt-R
Alt-C
Alt-C
I
T
H
I
N
P
Q
P
Ctrl-F
O
F
O
Alt-C
Backspace
L
C

60

50

60

60

40

25
89
50
50

60

80

40
30
70

戦車弓兵

ガレー船

重装歩兵

不死者

ジャガー戦士

斥候
開拓者
槍兵
三段櫂船

重装チャリオッ
ト兵

軍用象

戦士
作業船
労働者

投石機

100

古典時代のユニット

70
20

攻城

白兵攻撃
市民
市民

騎乗

騎乗

偵察
市民
白兵攻撃
海軍

白兵攻撃

白兵攻撃

白兵攻撃

海軍

騎乗

弓術
白兵攻撃

コスト 戦闘タイプ

ユニット名
太古のユニット
弓兵
蛮人

ユニット

4

6
N/A
N/A

6

3

4
N/A
7
6

6

8

9

5

3

4
6

戦闘力

18

N/A
N/A
N/A

8

6

N/A
N/A
N/A
4

N/A

N/A

N/A

3

6

6
N/A

2

N/A
N/A
N/A

2

2

N/A
N/A
N/A
2

N/A

N/A

N/A

2

2

2
N/A
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2

2
4
2

3

5

2
2
2
4

2

2

2

3

4

2
2

鉄

なし
なし
なし

なし

なし

なし
なし
なし
なし

なし

なし

なし

なし

馬

なし
なし

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

数学

なし
帆走
なし

車輪

車輪

なし
なし
青銅器
帆走

なし

青銅器

青銅器

なし

車輪

弓術
なし

必要となる
テクノロジー

白兵攻撃不可、対都市ボーナス (10)、防御ボ
ーナスなし、視界制限、遠隔攻撃前に準備が
必要、ローマの固有ユニット

白兵攻撃不可
戦士に相当する蛮族ユニット
白兵攻撃不可、起伏に富んだ地形におけるペ
ナルティあり、防御ボーナスなし
蛮族の船、白兵攻撃不可、外洋への進入不可
対騎乗ボーナス (100)、ギリシャの固有ユニ
ット
対騎乗ボーナス (100)、回復速度 2 倍、ペルシ
アの固有ユニット
ジャングルにて戦闘力ボーナス (50)、敵ユニ
ットを倒すとダメージを 2 回復、
アステカの
固有ユニット
地形コスト無視
都市の建設が可能
対騎乗ボーナス (100)
白兵攻撃不可、外洋への進入不可
白兵攻撃不可、起伏に富んだ地形におけるペ
ナルティあり、防御ボーナスなし、エジプトの
固有ユニット
白兵攻撃不可、防御ボーナスなし、インディア
ンの固有ユニット
なし
漁船と洋上プラットフォームの建設が可能
陸上の資源活用施設の建設と修理が可能

メモ

80

80
90
80
80

150

120
120

150

50

120

150

150

150

100

150

170

ヘタイロイ

騎兵
レギオン
モホーク族の戦士
剣士
中世のユニット

ラクダ弓兵

連弩兵
弩兵

騎士

ランツクネヒト

長弓兵

長剣士

イスラム騎兵隊

ナレースワンの象

長槍兵

侍

トレビュシェット

ルネサンス時代のユニット

100

攻城

白兵攻撃

白兵攻撃

騎乗

騎乗

白兵攻撃

弓術

白兵攻撃

騎乗

弓術
弓術

騎乗

騎乗
白兵攻撃
白兵攻撃
白兵攻撃

騎乗

攻城

コスト 戦闘タイプ

カタパルト

ユニット名

6

18

10

22

18

18

6

10

18

6
6

10

12
13
11
11

14

4

戦闘力

20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12

N/A

N/A

10
12

15

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

14

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

2
2

2

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2
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2

2

2

2

3

2

2

2

3

2
2

3

4
2
2
2

5

2

鉄

鉄

なし

なし

馬

鉄

なし

なし

馬

なし
なし

馬

馬
鉄
鉄
鉄

馬

鉄

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

物理学

鉄鋼

官吏

騎士道

騎士道

鉄鋼

機械

官吏

騎士道

機械
機械

騎士道

騎乗
鉄器
I鉄器
鉄器

騎乗

数学

必要となる
テクノロジー

防御ボーナスなし、攻撃後の移動が可能、白
兵攻撃不可、
アラビアの固有ユニット
白兵攻撃不可、2 回攻撃、中国の固有ユニット
白兵攻撃不可
防御ボーナスなし、長槍兵に弱い、攻撃後の
移動が可能
対騎乗ボーナス (100)、
ドイツの固有ユニット
白兵攻撃不可、射程範囲 +1、イギリスの固有
ユニット
なし
防御ボーナスなし、攻撃後の移動が可能、対
都市ボーナス (30)、
ソンガイの固有ユニット
防御ボーナスなし、攻撃後の移動が可能、対
騎乗ボーナス (50)、
シャムの固有ユニット
対騎乗ボーナス (100)
平坦な地形での戦闘にて戦闘力 +20%、戦闘
で大将軍を非常に生み出しやすい、
日本の固
有ユニット
白兵攻撃不可、対都市ボーナス (10)、防御ボ
ーナスなし、視界制限、遠隔攻撃前に準備が
必要

メモ
白兵攻撃不可、対都市ボーナス (10)、防御ボ
ーナスなし、視界制限、遠隔攻撃前に準備が
必要
防御ボーナスなし、攻撃後の移動が可能、戦
闘で大将軍を生み出しやすい、ギリシャの固
有ユニット
防御ボーナスなし、攻撃後の移動が可能
ローマの固有ユニット
イロコイの固有ユニット
なし

90

260

260

130

120

220

120

120
120
200

110

220

キャラベル船

騎兵隊

コサック騎馬兵

フリゲート艦

イェニチェリ

槍騎兵

ミニットマン

銃士隊
マスケット銃兵
ライフル兵

戦列艦

スィパーヒー

300

300

対空砲

対戦車砲

産業時代のユニット

250

火薬

火薬

騎乗

海軍

火薬
火薬
火薬

火薬

騎乗

火薬

海軍

騎乗

騎乗

海軍

攻城

コスト 戦闘タイプ

カノン砲

ユニット名

32

32

22

20

20
16
25

16

22

16

20

25

25

10

10

戦闘力

N/A

N/A

N/A

17

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

15

N/A

N/A

7

26

N/A

2

N/A

2

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

2

2
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2

2

5

5

2
2
2

2

4

2

5

3

3

6

2

なし

なし

馬

鉄

なし
なし
なし

なし

馬

なし

鉄

馬

馬

なし

なし

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

共通規格

無線通信

冶金

航海術

火薬
火薬
ライフリング

火薬

冶金

火薬

航海術

軍事学

軍事学

天文学

化学

必要となる
テクノロジー

迎撃 (100)、対航空ボーナス (100)、対ヘリコ
プターボーナス
対戦車ボーナス

メモ
白兵攻撃不可、対都市ボーナス (10)、防御ボ
ーナスなし、視界制限、遠隔攻撃前に準備が
必要
敵領内への進入が可能、視界 +2、白兵攻撃
不可
対騎乗ペナルティ、防御ボーナスなし、攻撃後
の移動が可能
対騎乗ペナルティ、防御ボーナスなし、攻撃後
の移動が可能、平坦な地形にて戦闘力ボーナ
ス、ロシアの固有ユニット
白兵攻撃不可
ユニットを倒すとダメージが全回復、攻撃時
に戦闘力ボーナス +25%、オスマントルコの
固有ユニット
防御ペナルティあり、防御ボーナスなし、攻撃
後の移動が可能
全地形をコスト 1 で移動可能、
アメリカの固
有ユニット
フランスの固有ユニット
なし
なし
白兵攻撃不可、視界 +1、イギリスの固有ユニ
ット
防御ペナルティあり、防御ボーナスなし、攻撃
後の移動が可能、略奪時に移動ポイントの消
費なし、視界 +1、オスマントルコの固有ユニ
ット

500
520

380

420

300

300
200

450

380

450

420

戦艦
航空母艦

駆逐艦

戦闘機

外国人部隊

歩兵
装甲艦

パンツァー

潜水艦

戦車

ゼロ戦

850

520

520
200

原子爆弾

B17爆撃機

爆撃機
誘導ミサイル

現代

420

航空
爆弾

航空

爆弾

航空

機甲

海軍

機甲

火薬
海軍

火薬

航空

海軍

海軍
海軍

攻城

コスト 戦闘タイプ

大砲

ユニット名

N/A
N/A

N/A

N/A

50

50

15

60

36
25

36

N/A

25

40
20

16

戦闘力

60
70

60

N/A

N/A

N/A

60

N/A

N/A
18

N/A

50

22

32
N/A

32

10
8

10

10

8

N/A

3

N/A

N/A
2

N/A

8

2

3
N/A

3
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N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

4

5

5

2
4

2

N/A

8

4
5

2

石油
なし

石油

ウラン

鉄、石油

石油

石油

石油

なし
石炭

なし

石油

なし

石油
石油

なし

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

レーダー
人工衛星

レーダー

核分裂反応

飛行機

内燃機関

冷蔵技術

内燃機関

共通規格
蒸気機関

共通規格

飛行機

電気

電信
飛行機

ダイナマイト

必要となる
テクノロジー

回避 (50)、爆発半径内の都市とユニットに大
ダメージ
対海軍ペナルティ、迎撃で受けるダメージ
-50%、対都市の戦闘力 +25%、
アメリカの固
有ユニット
対海軍ペナルティ
迎撃を受けない

メモ
間接射撃、白兵攻撃不可、対都市ボーナス
(10)、防御ボーナスなし、遠隔攻撃前に準備
が必要、視界制限
間接射撃、白兵攻撃不可
航空ユニットを 3 機まで搭載可能
間接射撃、視界 +3、潜水艦の発見が可能、迎
撃 (40)、対潜水艦ボーナス(100)、白兵攻撃不
可
迎撃 (100)、掃射、遠隔攻撃ユニットに弱い、
空中偵察、対ヘリコプターボーナス
自友国領外での戦闘で戦闘力ボーナス
+20%、
フランスの固有ユニット
なし
外洋への進入不可、白兵攻撃不可
対都市攻撃ペナルティ、防御ボーナスなし、視
界制限、攻撃後の移動が可能、
ドイツの固有
ユニット
他ユニットから不可視、潜水艦の発見が可
能、敵領内への進入が可能、氷河タイルへの
進入が可能、白兵攻撃不可
対都市攻撃ペナルティ、防御ボーナスなし、視
界制限、攻撃後の移動が可能
迎撃 (100)、掃射、遠隔攻撃ユニットに弱い、
空中偵察、対戦闘機ボーナス、対ヘリコプタ
ーボーナス、
日本の固有ユニット

520

450

700

1200 爆弾

500

350

600

700

ミサイル巡洋艦

移動式SAM

現代機甲部隊

核ミサイル

原子力潜水艦

空挺部隊

ロケット砲

宇宙船の推進装置

1000 機甲
N/A

150

N/A

450

航空

N/A

N/A

18

40

20

N/A

80

40

40

50

N/A

50

戦闘力

1000 プロジェクト

プロジェクト

攻城

火薬

海軍

機甲

火薬

海軍

火薬

宇宙船のエンジン 1000 プロジェクト

巨大殺人ロボット

宇宙船のコックピ
ット
ステルス爆撃機
未来

440

機械化歩兵

航空

600

ジェット戦闘機

航空

450

コスト 戦闘タイプ

ガンシップ

ユニット名

N/A

N/A

80

N/A

N/A

46

N/A

70

N/A

N/A

N/A

25

N/A

70

N/A

N/A

N/A

20

N/A

N/A

3

N/A

3

8

N/A

2

3

N/A

10

N/A
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2

3

N/A

2

2

3

2

6

N/A

4

4

7

4

N/A

6

必要となる
テクノロジー

なし

ウラン

核融合反応

対都市攻撃ペナルティ、防御ボーナスなし、攻
撃後の移動が可能
科学による勝利に必要となる宇宙船のパー
素粒子物理学
ツの 1 つ.

メモ
地形コストを無視、ホバリングユニット、対戦
アルミニウム ロケット工学 車ボーナス、防御ボーナスなし、都市の占領
不可
迎撃 (100)、掃射、遠隔攻撃ユニットに弱い、
アルミニウム レーザー
空中偵察、対ヘリコプターボーナス
なし
電子工学
なし
間接射撃、
ミサイルを 3 機まで搭載可能、迎
アルミニウム ロボット工学
撃 (100)、白兵攻撃不可
迎撃 (100)、対航空ボーナス (100)、対ヘリコ
アルミニウム コンピュータ
プターボーナス
対都市攻撃ペナルティ、防御ボーナスなし、視
アルミニウム レーザー
界制限、攻撃後の移動が可能
回避 (50)、爆発半径内の都市とユニットに大
ウラン
高度な弾道学
ダメージ
他ユニットから不可視、潜水艦の発見が可
能、敵領内への進入が可能、
ミサイルを 2 機
アルミニウム コンピュータ
まで搭載可能、対潜水艦ボーナス (50)、氷河
タイルへの進入が可能、白兵攻撃不可
自友国領内から最大 5 タイル先までパラシュ
なし
レーダー
ートを使用しての降下が可能
間接射撃、白兵攻撃不可、対都市ボーナス
アルミニウム ロケット工学
(10)、防御ボーナスなし、視界制限
科学による勝利に必要となる宇宙船のパー
なし
ロボット工学 ツの 1 つ。宇宙船の完成にはパーツが 3 つ
必要
科学による勝利に必要となる宇宙船のパー
なし
人工衛星
ツの 1 つ.
アルミニウム ステルス
対海軍ペナルティ、回避 (100)、空中偵察

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

ユニット名
宇宙船の冷凍睡
眠室

戦闘力
N/A

コスト 戦闘タイプ

1000 プロジェクト

N/A

N/A
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2

なし

必要となる
遠隔戦闘力 射程範囲 移動コスト 資源

必要となる
テクノロジー
ナノテクノロ
ジー

メモ
科学による勝利に必要となる宇宙船のパー
ツの 1 つ

建造物
名前
太古の建造物
兵舎

コスト

必要となる
テクノロジー

維持費

専門家スロット メモ

80

1

青銅器

水上庭園

120

1

車輪

穀物庫

100

1

陶器

クレポスト

80

1

青銅器

図書館
モニュメント

80
60

1
1

筆記
なし

科学者

製紙工場

80

1

筆記

科学者

防壁
水車小屋
古典時代の建造物

100
120

1
2

石工術
車輪

武器庫

130

3

鉄器

陵墓

120

0

哲学

サーカス

150

3

騎乗

コロシアム
裁判所

150
150

3
4

建築学
数学

灯台

80

1

光学

土のモスク

120

0

哲学

厩舎

100

1

騎乗

寺院
中世の建造物

120

2

哲学

芸術家

バザー

120

0

通貨

商人

城

200

3

騎士道

溶鉱炉

150

2

鋳金

庭園

120

2

神学

港

80

3

羅針盤

芸術家

芸術家
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すべての陸上ユニットに経験値 +15
食料 +15%、市民を割り当てた湖タイル 1
つにつき食料 +2、湖か河川に隣接した都
市のみ、
アステカの固有建造物
食料 +2
ロシアの固有建造物、すべての陸上ユニッ
トに経験値 +15、新しいタイルを購入する
のに必要な文化力 -50%
その都市の市民 2 人につき科学力 +1
文化力 +2
中国の固有建造物、その都市の市民 2 人
につき科学力 +1、
ゴールド +4
戦闘力 +7
食料 +2、河川に隣接する都市のみ
すべての陸上ユニットに経験値 +15、兵舎
またはクレポストが必要
文化力 +2、幸福度 +2、都市を占領した時
のゴールド獲得量 2 倍
幸福度 +3、活用されている馬資源か象牙
資源を近隣に持つ都市のみ
幸福度 +4
占領した都市の不満を解消する
水タイルの食料 +1、近海に隣接する都市
のみ
文化力 +5、
ソンガイの固有建造物
騎乗ユニットの生産速度 +25%、活用され
ている馬資源を近隣に持つ都市のみ
文化力 +3、モニュメントが必要
ゴールド +25%、近隣の都市に高級資源
を 1 つ供給、
アラビアの固有建造物
都市の戦闘力 +9、防壁が必要
陸ユニットの生産速度 +15%、近隣に鉄資
源が必要
偉人の出現速度 +25%、河川または湖に
隣接する都市のみ
首都との海上交易路を作る、海軍ユニット
の生産速度 +25%

名前

コスト

必要となる
テクノロジー

維持費

ロングハウス

80

2

鋳金

市場

120

0

通貨

造幣所

120

0

通貨

修道院

120

2

神学

ムガル要塞

180

3

騎士道

大学

200

2

教育

ワット

200

2

教育

工房
100
ルネサンス時代の建造物
銀行
220

2

鋳金

専門家スロット メモ
市民を割り当てた森林タイル 1 つにつき
技術者
ゴールド +1、イロコイの固有建造物
商人
ゴールド +25%
市民を割り当てた金資源と銀資源 1 つに
つきゴールド +3
近隣にある香料とワインから文化力 +3
戦闘力 +9、文化力 +2、飛行機のテクノロ
ジー獲得後ゴールドを供給、防壁が必要、
インドの固有建造物
科学力 +50%、市民を割り当てたジャング
科学者
ルタイルから科学力 +2、図書館、製紙工
場が必要
文化力 +3、科学力 +50%、
シャムの固有
科学者
建造物
技術者
建造物の生産速度 +20%

0

銀行制度

商人

士官学校

350

3

軍事学

博物館
天文台

350
200

3
3

考古学
天文学

オペラハウス

250

4

音響学

公立学校
サトラップの
王宮

350

2

科学理論

科学者

220

0

銀行制度

商人

港湾

140

2

航海術

劇場
風車
産業時代の建造物

300
180

3
3

活版印刷
経済学

兵器庫

350

3

鉄道

放送塔

600

3

無線通信

工場

300

3

蒸気機関

病院
軍事基地

400
450

2
4

生物学
電信

証券取引所

600

0

電気

600

3

プラスチック

芸術家

技術者

技術者

商人

ゴールド +25%、市場が必要
すべての陸上ユニットに経験値 +15、兵
舎が必要
文化力 +5、オペラハウスが必要
科学力 +50%、山岳に隣接する都市のみ
文化力 +4、寺院または土のピラミッドが
必要
科学力 +50%、大学またはワットが必要
ゴールド +25%、幸福度 +2、市場が必要、
ペルシアの固有建造物
海洋資源から生産力 +2、改善されている
海洋資源を近隣に 1 つ以上持つ都市のみ
幸福度 +4、
コロシアムが必要
生産力 +15%、丘陵にある都市は不可
陸上ユニットの生産速度 +20%、士官学
校が必要
文化力 2 倍、博物館が必要
生産力 +50%、石炭が 1 つ必要、工房また
はロングハウスが必要
都市の成長に必要な食料 -50%
戦闘 +12、城またはムガル要塞が必要
ゴールド +25%、銀行またはサトラップの
王宮が必要

現代の建造物
水力発電所
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河川に隣接するすべてのタイルに生産力
+1、河川が必要、
アルミニウムが1つ必要

名前

コスト

必要となる
テクノロジー

維持費

医学研究所

500

3

ペニシリン

原子力発電所
研究所
太陽熱発電所

600
600
600

3
3
3

核分裂反応
プラスチック
エコロジー

宇宙船工場

450

3

ロボット工学

スタジアム

450

3

マスメディア

専門家スロット メモ
都市の成長に必要な食料 -25%、病院が
必要
生産力 +25%、
ウランが 1 つ必要
科学者
科学力 +100%、公立学校が必要
生産力 +25%、砂漠に隣接する都市のみ
宇宙船のパーツの生産速度 +50%、
アル
ミニウムが 1 つ必要、工場が必要
幸福度 +4、劇場が必要
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遺産

世界遺産
名前
アンコール
ワット
ビッグベン

コスト

文化力

偉人ポイント

必要な
テクノロジー

効果
新しいタイルを獲得するのに必要な文
化力が全都市で -50%
ゴールドによる都市でのアイテム購入
コスト -25%、すべての都市の専門家 1
人につき文化力 +2

300

1

技術者 +1

神学

700

1

商人 +2

経済学

550

1

科学者 +2

軍事学

無償の大将軍

450

1

技術者 +1

官吏

黄金時代を 50% 延長
新たな社会制度を獲得するのに必要な
文化力 -33%
帝国全土の幸福度 +8
自友国領内にいるすべてのユニットの
戦闘力 +25%
交易路からのゴールド +20%、山岳から
2 タイル以内に建てられたもののみ.

ブランデンブル
グ門
チチェン・イツァ
コルコバードの
キリスト像
エッフェル塔

1000

1

芸術家 +2

電信

1250

1

商人 +2

無線通信

姫路城

600

4

技術者 +2

騎士道

マチュ・ピチュ

550

1

商人 +1

通貨

ノートルダム
大聖堂

500

1

商人 +1

教育

幸福度 +5

ペンタゴン

1200

1

商人 +2

レーダー

軍事ユニットのアップグレードに必要
なゴールド -50%

システィーナ
礼拝堂

650

1

芸術家 +2

音響学

すべての都市の文化力 +33%

自由の女神

1200

1

技術者 +3

共通規格

ストーンヘンジ
シドニー・オペラ
ハウス
タージ・マハル
ロードス島の
巨神像

120

1

技術者 +1

暦

すべての都市の専門家 1 人につき生
産力 +1
帝国全土の文化力 +8

1000

1

芸術家 +2

グローバル化

無償の社会制度

600

1

芸術家 +2

活版印刷

150

1

商人 +1

青銅器

紫禁城

600

1

芸術家 +1

銀行制度

即座に黄金時代に突入
市民を割り当てた水タイルからゴール
ド +1、近海都市のみ
すべての都市国家に対する影響力
+50%

アレクサンドリ
ア図書館

150

1

科学者 +1

筆記

ファロス灯台

130

1

商人 +1

帆走

万里の長城

350

1

技術者 +1

建築学

217

無償のテクノロジー
海軍ユニットの移動 +1、視界 +1、沿岸
都市のみ
こちらの領内にいる敵の陸上ユニット
が、移動ポイントを 1 ポイント余分に消
費する

名前
コスト
ハギア・ソフィア
300
大聖堂

偉人ポイント

必要な
テクノロジー

効果

1

芸術家 +1

神学

偉人の出現速度 +33%

文化力

空中庭園

200

1

芸術家 +1

数学

クレムリン宮殿
ルーブル美術館
アポロ神殿
南京の陶塔
ピラミッド

650
700
150
400
175

4
1
1
1
1

科学者 +1
芸術家 +2
科学者 +1
科学者 +2
技術者 +1

音響学
考古学
哲学
教育
石工術

国際連合

1000

1

商人 +2

グローバル化

幸福度 +3、既存の都市すべてに人口
+1
防衛施設の効果が 50% 上昇
首都の近くに大芸術家が 2 人出現
無償の社会制度
首都の近くに大科学者が出現
労働者の作業速度 +50%
完成すると外交による勝利のための投
票が解禁

国家遺産
名前
エルミタージュ
美術館

コスト

すべての都市に必要 必要な
な建造物
テクノロジー

310

0

博物館

考古学

英雄叙事詩

110

1

兵舎、ロシアのクレ
ポスト

鉄器

製鉄所
国立大学
民族叙情詩
オックスフォード
大学

170
120
120

1
1
1

工房
図書館
モニュメント

化学
筆記
哲学

効果
この遺産を持つ都市の文化力の産出
量2倍
この都市で新たに生産されるすべて
のユニットに「士気」のレベルアップを
付与
生産力 +20%
科学力 +50%
偉人の出現速度 +25%

260

1

大学

教育

無償のテクノロジー

なし

この都市が文明の首都であることを示
す。都市と首都を道路で結ぶとゴールド
が産出される。生産力 +2、科学力 +3、
防御力 +4、
ゴールド +2

宮殿

文化力

0

1

プロジェクト
名前
アポロ計画
宇宙船の推進装置
宇宙船のコックピット
宇宙船のエンジン
宇宙船の冷凍睡眠室
マンハッタン計画
ユートピア計画

コスト

なし

800
700
1000
1000
1000
800

必要なテクノロジー
ロケット工学
ロボット工学
人工衛星
素粒子物理学
ナノテクノロジー
原子理論

800

なし
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効果
宇宙船のパーツの生産を可能にする
科学による勝利のために 3 つ必要
科学による勝利のために 1 つ必要
科学による勝利のために 1 つ必要
科学による勝利のために 1 つ必要
原子爆弾と核ミサイルの生産を可能にする
社会制度の分岐を 5 つ制覇することで解除され
る。文化による勝利の大前提となるプロジェクト

資源
名前
食料
ボーナス資源
バナナ
1
家畜
1
鹿
1
魚
2
羊
1
小麦
1
戦略資源

生産力

ゴールド 見つかる場所

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

アルミニウム

0

1

0

石炭

0

1

0

馬

0

1

0

鉄

0

1

0

石油

0

1

0

ウラン

0

1

0

高級資源
綿
染料
毛皮

0
0
0

0
0
0

2
2
2

宝石

0

0

3

ゴールド
香料
象牙
大理石
真珠
絹
銀
香辛料
砂糖
鯨
ワイン

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

ジャングル
草原
森林、ツンドラ、丘陵
近海
草原、丘陵
氾濫原、平原

必要となる
資源活用施設

備考

大規模農場
牧草地
キャンプ
漁船
牧草地
農場

電気によって発見さ
れる
科学理論によって発
草原、平原、丘陵
鉱山
見される
畜産によって発見さ
草原、平原、ツンドラ
牧草地
れる
草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷土、丘
鉄器によって発見さ
鉱山
陵
れる
ジャングル、湿原、砂漠、ツンドラ、氷 洋上プラットフ 生物学によって発見
土、外洋
ォーム、油井
される
森林、
ジャングル、湿原、草原、平原、
原子理論によって発
鉱山
砂漠、ツンドラ、氷土、丘陵
見される
平原、砂漠、ツンドラ、丘陵

鉱山

草原、平原、砂漠
ジャングル、森林
森林、ツンドラ
ジャングル、草原、平原、砂漠、ツンド
ラ、丘陵
草原、平原、砂漠、丘陵
砂漠、平原
平原
草原、平原、砂漠、ツンドラ、丘陵
近海
森林
ツンドラ、砂漠、丘陵
ジャングル
氾濫原、湿原
近海
草原、平原

大規模農場
大規模農場
キャンプ
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鉱山
鉱山
大規模農場
キャンプ
採石場
漁船
大規模農場
鉱山
大規模農場
大規模農場
漁船
大規模農場

資源活用施設
名前
タイルの産出物
労働者による資源活用
キャンプ
なし
農場
食料 +1
漁船
なし

資源活用

必要条件となる
テクノロジー

象牙、毛皮、鹿
小麦
魚、鯨、真珠

トラップ
農業
帆走

要塞

防御ボーナス

なし

工学

製材所

生産力 +1

工学

鉱山

生産力 +1

洋上プラットフォーム なし

なし
鉄、石炭、
アルミニウム、
ウ
ラン、宝石、金、銀
石油

油井

なし

石油

生物学

牧草地

なし

大規模農場

なし

馬、家畜、羊
畜産
バナナ、染料、絹、香辛料、
暦
砂糖、綿、
ワイン、香料

採石場

なし

採鉱
冷蔵技術

建設可能な場所
森林、ツンドラ、平原、丘陵
草原、平原、砂漠
近海
草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土
森林
草原、平原、砂漠、ツンドラ、
ジャ
ングル、氷土、丘陵
外洋
ジャングル、湿原、砂漠、ツンド
ラ、氷土
草原、平原、ツンドラ
草原、平原、砂漠、森林、湿原、
氾濫原、
ジャングル
草原、平原、砂漠、ツンドラ、丘
陵
草原、平原、砂漠、ツンドラ

大理石

石工術

交易所
ゴールド +2
偉人による資源活用

なし

トラップ

アカデミー

科学力 +5

なし

なし

草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土

城塞

防御ボーナス、隣接す
る敵ユニットにダメ
なし
ージ 3

なし

草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土

税関

ゴールド +4

なし

なし

ランドマーク

文化力 +5

なし

なし

製造所

生産力 +3

なし

なし
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草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土
草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土
草原、平原、砂漠、ツンドラ、氷
土

テクノロジー
名前
太古

コスト

必要条件となる
テクノロジー

農業

20

なし

畜産
弓術

35
35

農業
農業

陶器、畜産、弓術、
採鉱
トラップ、車輪
数学

青銅器

55

採鉱

鉄器

暦
石工術
採鉱
陶器
帆走

70
55
35
35
55

陶器
採鉱
農業
農業
陶器

神学
建築学
石工術、青銅器
帆走、暦、筆記
光学

車輪

55

畜産

騎乗、数学

トラップ

55

畜産

官吏

筆記

55

陶器

哲学

古典時代
建築学
騎乗

100
100

石工術
車輪

工学
騎士道

鉄器

150

青銅器

鋳金

数学
光学

100
80

車輪、弓術
帆走

通貨、工学
羅針盤

哲学

100

筆記

神学、官吏

騎士道

440

官吏、騎乗、通貨

銀行制度

官吏

400

哲学、
トラップ

騎士道

羅針盤
通貨

340
250

光学
数学

教育

440

神学

工学
機械
鋳金
物理学
鉄鋼

250
440
250
440
440

数学、建築学
工学
鉄器
工学、鋳金
鋳金

天文学
騎士道
天文学、音響学、銀
行制度
機械、物理学
活版印刷
物理学、鉄鋼
活版印刷、火薬
火薬

導くテクノロジー

解禁されるテクノロジー
農場
馬、牧草地
弓兵
槍兵、重装歩兵、不死隊、兵舎、
クレポスト、ロードス
島の巨神像、
ジャングルの伐採
ストーンヘンジ、大規模農場
防壁、ピラミッド、採石場、湿原の干拓
鉱山、森林の伐採
穀物庫
作業船、三段櫂船、
ファロス灯台、漁船
戦車弓兵、重装チャリオット兵、軍用象、水上庭園、
水車小屋、道路の建設
交易所、キャンプ
製紙工場、図書館、国立大学、
アレクサンドリア図書
館、国境の開放
コロシアム、万里の長城、河川に橋の建設
騎兵、ヘタイロイ、厩舎、サーカス
剣士、モホーク族の戦士、
レギオン、武器庫、英雄叙
事詩、鉄
カタパルト、投石機、空中庭園、裁判所
灯台、出航
土のピラミッド、陵墓、寺院、民族叙情詩、
アポロ神
殿、研究協定

中世
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騎士、
ラクダ弓兵、
ナレースワンの象、イスラム騎兵
隊、ムガル要塞、城、姫路城、防衛条約
長槍兵、
ランツクネヒト、チチェン・イツァ、淡水を持
つ農場に食料 +1
港
市場、造幣所、バザー、マチュ・ピチュ
ワット、大学、オックスフォード大学、
ノートルダム大
聖堂、南京の陶塔
製材所、要塞
弩兵、連弩兵、長弓兵、道路を利用して高速で移動
ロングハウス、溶鉱炉、工房
トレビュシェット
長剣士、侍

名前

コスト

必要条件となる
テクノロジー

神学

250

暦、哲学

教育

ルネサンス時代
音響学
考古学

650
1300

教育
航海術

科学理論
生物学

天文学

650

羅針盤、教育

航海術

銀行制度
化学

650
900

経済学
軍事学、肥料

経済学

900

軍事学

風車、ビッグベン

肥料
火薬
冶金

1300
680
900

教育、騎士道
火薬
銀行制度、活版
印刷
化学
物理学、鉄鋼
火薬

オペラハウス、
システィーナ礼拝堂、
クレムリン宮殿
博物館、エルミタージュ美術館、ルーブル美術館
キャラベル船、天文台、出航の速度上昇、乗船によ
る外洋の航行を解禁
サトラップの王宮、銀行、紫禁城
カノン砲、製鉄所

ダイナマイト
化学、冶金
ライフリング

軍事学

1300

経済学、科学

蒸気機関

航海術
活版印刷
ライフリング
科学理論
産業時代
生物学

900
650
1425
1300

天文学
機械、物理学
冶金
航海術、音響学

考古学、科学理論
経済学
ダイナマイト
生物学、蒸気機関

淡水を持たない農場の産出物 +1
マスケット銃兵、
ミニットマン、銃士隊、イェニチェリ
槍騎兵、
スィパーヒー
騎兵隊、
コサック騎馬兵、士官学校、
ブランデンブル
グ門
フリゲート艦、戦列艦、港湾
劇場、
タージ・マハル
ライフル兵
公立学校、石炭

1680

内燃機関

2200

ダイナマイト

1900

電気

1900

飛行機

2200

無線通信

2200

鉄道

1900

冷蔵技術

2200

共通規格

1900

考古学、科学理論 電気
共通規格、鉄道、
ダ
原子理論、
レーザー
イナマイト
肥料、
ライフリング 内燃機関
冷蔵技術、電信、無
生物学、蒸気機関
線通信
共通規格
レーダー
レーダー、マスメデ
電気
ィア
蒸気機関
内燃機関
プラスチック、ペニ
電気
シリン
蒸気機関
飛行機、内燃機関

蒸気機関

1680

科学理論、軍事学

電信
現代

2200

電気

高度な弾道学

3350

原子理論

2600

コンピュータ

3000

レーザー、核分裂
反応
内燃機関
電子工学、マスメ
ディア

導くテクノロジー

解禁されるテクノロジー
修道院、庭園、
アンコールワット、ハギア・ソフィア大
聖堂

病院、石油、油井
戦車、パンツァー
大砲
証券取引所、
アルミニウム、駆逐艦
航空母艦、戦闘機、ゼロ戦
対空砲、放送塔、エッフェル塔
兵器庫、鉄道
潜水艦、洋上プラットフォーム

対戦車砲、歩兵、外国人部隊、
自由の女神
装甲艦、工場、製材所の産出物 +1、出航の速度上
電気、共通規格、鉄道
昇
電子工学
戦艦、軍事基地、
コルコバードのキリスト像
核融合反応

核ミサイル

核分裂反応

マンハッタン計画、
ウラン

ロボット工学

原子力潜水艦、移動式 SAM
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名前

コスト

エコロジー

3000

電子工学
グローバル化

2600
3350

レーザー

3000

マスメディア
核分裂反応
ペニシリン
プラスチック

2600
3000
2600
2600

必要条件となる
テクノロジー
プラスチック、ペニ
シリン
電信
エコロジー
レーダー、内燃
機関
無線通信
原子理論
冷蔵技術
冷蔵技術

レーダー

2600

無線通信、飛行機

ロボット工学
ロケット工学

3350
3000

コンピュータ
レーダー

人工衛星

3350

ロケット工学

ステルス
未来

3350

レーザー

未来技術

4000

ナノテクノロジー

3300

核融合反応

3600

素粒子物理学

3350

ナノテクノロジー、
核融合反応
素粒子物理学
人工衛星、
ステル
ス、高度な弾道学
グローバル化、ロ
ボット工学、人工
衛星

導くテクノロジー

解禁されるテクノロジー

グローバル化

太陽熱発電所

コンピュータ
機械化歩兵
素粒子物理学
国際連合、
シドニー・オペラハウス
ステルス、高度な弾
現代機甲部隊、
ジェット戦闘
道学
コンピュータ
スタジアム
高度な弾道学
原子爆弾、原子力発電所
エコロジー
医学研究所
エコロジー
研究所、水力発電所
ロケット工学、
レー
爆撃機、B17 爆撃機、空挺部隊、ペンタゴン
ザー
素粒子物理学
宇宙船工場、宇宙船の推進装置、
ミサイル巡洋艦
人工衛星
ガンシップ、ロケット砲、
アポロ計画
素粒子物理学、核融
宇宙船のコックピット、誘導ミサイル
合反応
核融合反応
ステルス爆撃機

未来技術

テクノロジーの再研究が可能になる。再研究を完了
させる度にスコアが上がる
宇宙船の冷凍睡眠室

未来技術

巨大殺人ロボット

ナノテクノロジー

宇宙船のエンジン

なし
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(g) ゲームセンターまたはその他のロケーションベースサイトで本ソフトウェアを使用または複製を行うこと。ただし、
ライセンサーが別途サイ
ト使用許諾契約の申し出をし、本ソフトウェアの商業使用が可能になる場合を除く。
(h) 全体または一部を問わず、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、本ソフトウェアをもとにした派生物の
作成、
またはその他の改変
(i) 本ソフトウェアが持つ、
またはその内部の所有権の表示、記号またはラベルの削除または変更
(j) 米国の輸出に関する法律、関連規定により本ソフトウェアの受領が禁止されている国に対する輸送、輸出か再輸出 (直接、間接を問わず)、
またはかかる法律か規定に対する違反。
これは適宜変更される可能性があります。
ただし、ユーザーは、本ソフトウェア、関連文書またはソフトウェア関連文書の一部または構成物の複製 (永久保存用またはバックアップ用複
製を含む) を持たず、被譲渡人が本契約の条件に同意する限り、その被譲渡人に永久的にソフトウェアおよび関連文書すべてを譲渡すること
ができます。本ソフトウェアは個人使用のみを想定しています。
またはその他、本契約で認められている権利および
技術的保護: 本ソフトウェアは、本ソフトウェアへのアクセス制御策、不認可複製の防止策、
使用許諾の制限を越えた操作の阻止を試みる方策を含むものとします。本ソフトウェアが追加オンライン機能へのアクセスを許可した場合、
ソフトウェアの複製は、1 回に 1 つの複製のみが、それらの機能へアクセスできるものとします (ソフトウェア文書に別の定めがない限り)。オ
ンラインサービスへのアクセス、およびソフトウェアアップデートとパッチのダウンロードは別の条件および登録が必要となります。正当な使
用許諾を有するソフトウェアのみ、オンラインサービスへのアクセスおよびアップデートやパッチのダウンロードに使用することができます。
ユーザーはかかるアクセス制御策の妨害や、セキュリティ機能の無効化や回避を試みてはなりません。
これらの技術的保護策の無効化等の
不当な変更を行った場合、本ソフトウェアは正常に作動しないことがあります。
ユーザー作成のコンテンツ: 本ソフトウェアでは、ゲームプレイマップ、
シナリオ、車のデザインのスクリーンショット撮影、
またはゲームプレイ
の動画撮影など、ユーザーがコンテンツを作成できるようになっています。本ソフトウェアを使用する代わりに、
また、ユーザーの本ソフトウェ
アの使用を通じての著作物が著作権的利益を生じさせる限り、本条項により、ユーザーはライセンサーに、本ソフトウェア、関連商品およびサ
ービスに関連し、方法および目的を問わず、独占的かつ永久的で、取消不可の、完全に譲渡が可能な、かつ再許諾が可能な、ユーザーの著作
物を利用する世界的な権利および使用許諾を付与するものとします。
この権利には、手段が既知であるか未知であるかに関係なく、あらゆる
手段による再作成、複製、変化、変更、実行、表示、公開、放送、送信、
またはその他の公衆への伝達を行う権利と、
さらなる通告なしに、
または
適用可能な法律および国際規約による知的財産権に対し認められる保護全期間中におけるユーザーに対するいかなる種類の補償なしに、
ユーザーの著作物を配布する権利が含まれます。ユーザーはこれにより、適用可能な法律に基づき、
ライセンサーや他のプレイヤーによる利
用、およびソフトウェアと関連商品およびサービスに関連するかかる資産の享受に関し、作成、公開、評判、
または帰属に関する道義的権利を
破棄するものとします。
ライセンサーに対し付与されるこの使用許諾、および上記の該当する道義的権利の破棄は、本使用許諾が終了するま
で有効とします。
インターネット接続: 本ソフトウェアではインターネットをベースとした機能へのアクセス、本ソフトウェアの認証、
またはその他の機能実行の
ため、インターネット接続を必要とします。本ソフトウェアの特定の機能を適切に操作するため、ユーザーは、本ソフトウェアの文書に規定され
ているとおりに、(a) 適切なインターネット接続および/または (b) Windows Live、
ライセンサーまたはライセンサーの支社等の有効なオンラ
インサービスのアカウントを有し、
また維持する必要があります。ユーザーがかかるアカウントを所有していない場合、機能の全体または一部
を問わず、本ソフトウェアの特定の機能が作動しない、
または適切な作動が停止することがあります。

2. 情報収集と利用
このソフトウェアをインストールし、使用することで、ユーザーはこれらの情報収集および利用条件に同意するものとします。
これにはライセン
サーや EU および欧州経済地域を除く国に属する関連会社へのデータ転送を含みます (該当する場合)。ユーザーが本ソフトウェア使用時に
インターネットに接続する場合、
ライセンサーはハードウェアメーカーまたはプラットフォームホスト (Steam など) からの情報を受け取れる
ものとし、
自動的にユーザーのコンピュータやゲーム機からの情報を収集できるものとします。
この情報には、ユーザー ID (ゲーマータグやス
クリーンネームなど)、ゲームスコア、ゲーム達成度、ゲームパフォーマンス、訪れた場所、バディリスト、ハードウェアの MAC アドレス、IP アドレ
ス、および使用したゲーム機能などが含まれます。
ライセンサーが収集した情報はすべて、ユーザーの身元を公開しない無名情報とするか、
または個人情報として扱うよういたしますが、ユーザー自身がユーザー ID に個人情報 (本名など) を含めている場合には、かかる個人情報は
自動的にライセンサーに転送され、本条で定めるとおりに使用されます。
ライセンサーにより収集された情報は、
ライセンサーによりウェブサイトに公開し、ハードウェアメーカーと共有、
プラットフォームホストと共
有、
ライセンサーのマーケティングパートナーと共有、
またはその他の法定目的によりライセンサーが使用することがあります。本ソフトウェア
の使用により、ユーザーはライセンサーに対し、ユーザー自身が作成したコンテンツの ID またはスコア、
ランキング、達成度および他のゲーム
プレイ上のデータなどの公衆表示を含む、関連情報の使用について合意するものとします。
このような形でユーザーの情報を共有されたくな
い場合は、本ソフトウェアの使用はお控えください。

3. 保証
制限付き保証: ライセンサーはユーザーに対し、そのユーザーが本ソフトウェアの最初かつ本来の購入者である（転売等による購入者ではな
い）場合、通常の使用においては、購入日から 90 日間は、本ソフトウェアを保存する本来の記憶媒体の材質や仕上がりに欠陥がないことを保
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証します。
ライセンサーはユーザーに対し、本ソフトウェアが本ソフトウェア文書に記載した最低動作環境を満たすパーソナルコンピュータに
適合するものであること、
または公表されているソフトウェアがそのゲーム機に適合するとゲーム機メーカーが証明していることについて保
証しますが、ハードウェア、
ソフトウェア、インターネット接続および個々の利用法が異なる場合は、
ライセンサーはユーザーの特定のコンピュ
ータまたはゲーム機での本ソフトウェアの動作については保証をいたしません。
ライセンサーは次に挙げる本ソフトウェアの使用に対する妨
害について保証をいたしません。本ソフトウェアをユーザーの要件を満たすようにすること。本ソフトウェアの作動を不断にする、
またはエラ
ーが出ないようにすること。本ソフトウェアをサードパーティ製ソフトウェアまたはハードウェアに適合させること。本ソフトウェアにおける全
てのエラーを修正すること。
ライセンサーまたは権限を持つ代理人による口頭または書面通知にて、保証することはありません。裁判管轄によ
っては、黙示の保証の除外またはそれに対する制限、
または消費者の適切な法的権利に対する制限を認めない区域があるため、上記の除外
および制限の一部または全部をユーザーに適用しないことがあります。
ユーザーが保証期間中に記憶媒体またはソフトウェアに欠陥を見つけた場合はいかなる理由によっても、
ライセンサーは、
自身が本ソフトウ
ェアを製造している限り、保証期間内に、欠陥があると判断されたソフトウェアを無料で交換することに同意するものとします。
ソフトウェアが
すでに絶版となっている場合は、
ライセンサーは同等またはそれ以上の価値をもつ同種のソフトウェアを代用する権限を保有するものとしま
す。本保証は、
ライセンサーが最初に提供する記憶媒体およびソフトウェアに限定され、通常の損傷には適用されません。本保証は不正使用、
酷使、不履行により発生する欠陥については適用されず、無効となります。制定法により規定される黙示保証はいかなるものも、上記に記述し
た 90 日間に明確に限定されます。
上記に規定された場合を除き、本保証は、商品適格性、特定の目的への適合性または侵害をしていないことへの保証を含み、口頭であるか文
書であるかを問わず、明示的または黙示的に、他の保証の代わりとなるものです。
また、他の表明または保証は、いかなる種類であってもライ
センサーを拘束するものではありません。
上記の制限付き保証の対象となる本ソフトウェアを返却する際には、本来のソフトウェアを必ず下記に示すライセンサーの住所へ送付してく
ださい。その際には、あなたの氏名、返信先、
日付の入ったレシートのコピー、および欠陥の概要とソフトウェアを実行するシステムについて
明記したものを同封してください。
いかなる場合も、不法行為 (過失を含む）、契約、厳格責任等において発生するものかどうかを問わず、
ライセンサーがかかる損害の可能性に
ついて説明していたかどうかを問わず、
ライセンサーはソフトウェアの所有、使用または破損の結果として発生する特別な、偶発的または必然
的な損害について責任を負わないものとします。
この損害には資産に対する損害、営業上の信用の侵害、
コンピュータ故障または異常等を含
み、適用される法律が許す範囲で、本契約か本ソフトウェアから発生する、
または本契約か本ソフトウェアに関連し発生する行為を原因とする
すべての人身障害、財産損害、利益の損失、
または懲罰的損害等を含みます。
ライセンサーのすべての損害に対する責任は (適用する法律が
義務付けているものを除く)、ユーザーがソフトウェアを使用するため支払った実際の額を超えないものとします。
黙示保証の期間について制限を認めない、および/または偶発的または必然的損害の除外または制限を認めない州や国が存在するため、上
記制限および/または責任に対する除外または制限はユーザーに適用されないことがあります。本保証は、先手を打って回避できない場合、
本保証の特定の規定が連邦法、州法または地方自治体法により禁止される範囲では適用しないものとします。本保証はユーザーに特定の法
律上の権利を与えます。
またユーザーは裁判管轄によって異なる権利を有します。
終了: 本契約は、ユーザーがその条件に従うことを怠った場合、
自動的に終了するものとします。
この場合、ユーザーはソフトウェアの複製およ
びその構成物をすべて破棄しなければなりません。ユーザーは、本ソフトウェアおよびその複製を破棄すること、
また、
ソフトウェアがインスト
ールされているクライアントサーバまたはコンピュータから永久的に削除することでも本契約を終了することができます。
米国政府の制限される権利: 本ソフトウェアおよび文書は完全に自費で開発されてきており、”商用コンピュータソフトウェア” または “制約
付きコンピュータソフトウェア” として提供されます。米国政府または米国政府の下請け業者による使用、複製または開示は、規定どおり
に、DFARS 252.227-7013 の Rights in Technical Date and Computer Software 条項の小段落 (c)(1)(ii) に規定される規制の対象に、
または
FAR 52.227-19 の Commercial Computer Software Restricted Rights 条項の小段落 (c)(1) および (2) に規定される規制の対象になります。
以下に挙げる地域における契約者または製造者はライセンサーとなります。
公平な法的救済: ユーザーは本書により、本契約の条件が明確に実行されなかった場合に、
ライセンサーが修復不可能な損害を受ける可能
性があることに同意し、
また、その場合に、
ライセンサーが、契約書、他の担保、損害の証明なしに、その他の利用可能な法的救済に加え、本契
約の全てに対し、適切で公平な法的救済を受ける権利を持つことに同意します。
損害賠償: ユーザーは、本契約の条件に準拠して本ソフトウェアを使用するユーザーの作為および不作為から直接的または間接的に発生す
る全ての損害、損失および出費について、
ライセンサー、
ライセンサーの共同事業者、許諾付与者、支社、請負人、幹部、取締役、従業員および
代理人に補償し、防御をし、および無害に保つことに同意するものとします。
雑則: 本契約は当事者間の本ライセンスに関する全ての契約を示すもので、当事者間で以前に交わされた契約および表明に優先します。本
契約は、当事者間で交わされる文書によってのみ修正されます。何らかの理由により、本契約の条項が法的拘束力をもたないと見なされる場
合、法的拘束力を持つ必要がある範囲においてのみかかる条項を改定し、本契約のその他の条項は影響を受けないものとします。
準拠法: 本契約は、かかる法律がニューヨーク住民間のニューヨーク州で締結および履行される契約に適用されることを理由として、法原則と
の衝突または法原則の選択とは関係なく、ニューヨーク州法にもとづき解釈されるものとします。特別な事例または地域法に反することを理
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由とする、
ライセンサーによるまたは明確な文書による放棄がない限り、本書の内容に関する行為についての唯一かつ専属管轄権およびそ
の裁判地は、
ライセンサーの主たる事業所地 (米国ニューヨーク州ニューヨーク郡) における州裁判所および連邦裁判所とします。当事者双方
は、かかる裁判所の管轄権に同意し、ニューヨーク州法または連邦法により認められているとおり、本書に規定する通知またはその他の方法
での令状送達の可能性に同意します。当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン、1980 年）を本契約、
または本契約の範
囲外で発生したいかなる論争または取引に適用しないことに同意します。
本ライセンスに関する疑問については、文書にて、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア (米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウ
ェイ 622 (郵便番号 10012)) までお問い合わせください。.
© 1991-2010 Take-Two Interactive Software, Inc., and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive
Software, Inc. Fork Copyright © 2010 Fork Particle, Inc. Rapid XML Copyright © 2006-2010 Marcin Kalicinski. Lua Copyright © 1994–2010
Lua.org, PUC-Rio. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2010 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright ©
1991-2010 by RAD Game Tools, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and
trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game’s historical setting.
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MOD 194

S
Steam 5, 6, 8, 140, 164, 178, 191, 192,
195, 211, 216, 222, 223

や
ユニット
海軍ユニット一覧 138
火器ユニット一覧 129
騎乗ユニット一覧 135
機甲ユニット一覧 127
弓術ユニット一覧 126
航空ユニット一覧 122
固有ユニット 18, 46
市民ユニット一覧 128
戦闘ユニット 47, 70
偵察ユニット一覧 143
防衛側ユニット 56, 58
ユニットの生産 45
白兵ユニット一覧 132
非戦闘ユニット 47, 70
プロジェクトユニット一覧 142
ユニットアクション一覧 48
ユニット一覧 126
ユニットの維持費 95
ユニットの移動 46
ユニットの戦闘 46, 55
ユニットの戦闘ステータス 55
ユニットの特殊能力 46
ユニットの特徴 45
ユニットのレベルアップ 145

ら
レベルアップ 46, 47, 63, 145
経験値を獲得する 47, 63
ユニットのレベルアップ 145
レベルアップ一覧 63, 145
労働者 86
作業船 47, 55, 59, 92
労働者のアクション一覧 90
労働者と戦闘 86
労働者の作成 86
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