
Predator in my Pocket

(和訳ルール)



Predator in my Pocket-1.2 

A variant of Zombie in my Pocket by Jeremiah Lee 

コンポーネント: 
イベントカード(Event cards) 20 枚

地形タイル(Terrain Tiles) 20 枚

隊員(Troops) 7 枚

時間カード(Time Cards) 5 枚

プレデター痕跡/弾薬記録(Predator Clue/Ammo tracker) 1 枚

トークン 15 枚(プレーヤーはコインを提供します。即ちトークンに替えることができます)

 

Zombie in my Pocket との相違点
プレーヤーは至る所全てに地形タイルを互いに繋ぐことができます。配置はタイルからタイルへ移動するのに、どれくら

いの時間が必要かについて影響するだけです。

プレーヤーは 3 つのゾーン、高地(highlands)、峡谷(valley)と窪地(basin)を通り抜けます。プレーヤーが、新しいゾーン

へ移動するとき、障害を持つ全ての地形タイルは取り除かれて、再度使われるためにシャッフルされます。

イベントカードは時間を記録します。但し、イベントは現在の時刻ではなく、隊員がいるゾーンに基づいて発生します。

時間を示すのに用いられる 5 枚のカードがあります。2 枚の時間カード(CIA エージェントと Anna)は、隊員になる可能性

があります。

プレーヤーは同じ方法で体力を記録しません。各々の隊員は健全であるか、負傷するか、あるいは死んでいます。体

力の状態を改善する方法はありません。隊員は、地形を通り抜ける速度とイベントに対する火力に影響を及ぼす、異

なったフォーメーション(formation)に配置することができます。

プレーヤーは全てのフォーメーションの弾薬を記録します。各々の射撃戦では 1 つの弾薬を取り除きます。隊員の弾薬

が尽きたなら、彼らは戦うために罠を作ることだけができます。

プレーヤーはプレデターについての痕跡を記録します。各々の痕跡はプレデターへの攻撃に対して火力点を加えます。

彼らは、反政府ゲリラ(rebels)またはイノシシ(wild boars)に対して、この火力を加えることはできません。

セットアップ: 
地形タイルから降下地点(Drop Off)、目標地点(Objective)、滝(Waterfall)と収容地点(Extraction)タイルを取り除いてお

いてください。降下地点を一番上にして、取り除いた 4 枚のタイルのパイルを(リストされた順番で)、プレイヤーの近くに

置いてください。一番上のタイル(降下地点)を取ります。降下地点と他の名称のついた 3 枚のタイルの間に、他の地形

タイル 4 枚が収まる様に上の方の場所へ直接移してください。各々のイベントカードは 2 枚の地形タイルと同じくらいの

縦寸法なので、プレーヤーはスペースを測るために何れか 2 枚のイベントカードを使うこともできます。降下地点タイル

と残された 3 枚のドロータイル(現在、目標地点が一番上に見えている)は最初のゾーンを表しています。フォーメーショ

ンマーカー(星印)を降下地点タイル上に置いてください。プレーヤーは下方向に移動します。他の地形タイルでスペー

スの間を満たします。一番下に達したとき、目標地点タイルを上の方に移して降下地点タイルの上に載せてください。そ

して、二番目のゲームゾーン(峡谷)を造ります。

残っている 16枚の地形タイルをシャッフルして、目標地点地形タイルのパイルの下に、表を下にしてパイルして置いて

ください。このパイルの近くに、痕跡/時間マーカー(+)を置いてください。

イベントカードをシャッフルし、ドローパイルを作っている地形タイルの側に置きます。イベントカード  パイルの隣にあるイ

ベントディスカードパイルに、一番上から 2 枚のイベントカードを表を下にして捨て札してください。

12 時間カードを一番下にして、以後 24 時間、36時間、Anna、そして最後に CIA エージェントを置くことで、時間カードの

スタックを作ってください。このスタックを地形タイルの他の側に置いてください。

弾薬記録の 6の上に弾薬マーカー(弾丸印)を置いてください。

あなたの最初のフォーメーションの 7 枚の隊員カードを置いてください。フォーメーションの近くに特殊能力(Special 

Power)マーカー(!)を置いてください。



フォーメーション: 
隊員カードは必要に応じて幾つかの隊列(rows)と段隊列(columns)に配置することができます。隊列の数はグループの

速度を決定します。各々の隊列のカード数は、その隊列の火力を決定します。前掲のセットアップ例によれば、グルー

プは 3 の速度を持ちます。火力は、一番目の隊列は 2、二番目の隊列は 3、そして三番目の隊列は 2 です。

加えて、幾つかの隊員は負傷するかもしれません。また、Anna の隊員は捕らえることができます。負傷したカードは、

負傷した側を示すために裏返しにしなければなりません。負傷したカードは、先頭の隊列にいることができず、もう一人

の隊員によって護衛されなければなりません。負傷したカードは、それにも関わらず火力を加えることができます。

上の例に於いて、フォーメーションはグループに 2 の速度を与えます。先頭の隊列には 4 の火力があります。一番後ろ

の隊列には、3 の火力があります。Mac は負傷していて、先頭の隊列にいることができません。そして、もう一人の隊員

は彼が移動するのを援助するために隊列の中に残らなければなりません。彼の特殊能力は、まだ使うことができます。

ゴール: 
あなたは、時間が尽きるか全ての隊員が死亡する前に、3 つの地域を移動して通り抜けなければなりません。

ターンの順番: 
1. イベントカードを 1 枚引く。

2. 1人の隊員の能力を使う。

3. 新しい地形タイルを引いて配置する。

4. フォーメーションの調整。

5. 移動または罠作り。幾らかの移動コストで解決すること。

降下地点タイル

( フォーメーションマーカー )

地形タイルパイル

目標地点タイル

痕跡 / 時間マーカー

イベントカードパイル

イベントディスカード

パイル

プレイエイド

( 弾薬マーカー )

フォーメーション / 隊列

( 隊員カード )

特殊能力マーカー

時間カードパイル



1. イベントカードを 1 枚引く

一番上のイベントカードを引いてください。そして、フォーメーションがある地域の下に記載されているイベントを実行し

てください。最初の地域(高地)は、降下地点タイルから目標地点タイルまであります。第二の地域(峡谷)は、目標地点タ

イルから滝まであります。最後の地域(窪地)は、滝から収容地点まであります。

例に於いて、フォーメーション(星を持つトークンで表示)は高地地域にあります。これは、地形が降下地点と目標地点タ

イルの間にあるからです。イベントを見るためにカードを引いて、高地の見出しの下にあるイベントを参照してください。

この場合、フォーメーションは 4 の強さの反政府ゲリラと戦わなければなりません。

起こりうるイベント

進路東/進路西: プレーヤーが DILLONの能力を使うことを選ばない限り、プレーヤーはターン終了後に、この方向(東/

右方向、西/左方向)に移動しなければなりません。あなたが適切な方向にフォーメーションを移動することを忘れない

ために、適切な方向にイベントカードまたはマーカーを置いてください。

4/5/6 反政府ゲリラ: 先頭の隊列は、記載される数と等しい攻撃を退けなければなりません(下記の攻撃を参照)。

プレデター: プレデターは、フォーメーションの先頭の隊列(Λ)か一番後ろの隊列(∨)を攻撃してきます。

イノシシ: イノシシは、反政府ゲリラまたはプレデターと間違えられます。隊員は負傷しませんが弾薬を失います。

+ 時間トークン: プレーヤーは 1 枚のトークンをイベントのドローデッキに加えることができ、時間を記録するときにイベ

ントカードの代わりにトークンを捨てる方を選ぶことができます。

+ 弾薬: プレーヤーは、彼らの弾薬マーカーを 1 だけ上に動かします。

痕跡 < 4: プレーヤーが先頭の隊列で 4人より少ない隊員を持つなら、彼らはイベントの捨て札から無作為に 1 枚引い

て記載されているプレデターについての痕跡を得ることができます。

2. 1人の隊員の能力を使う

プレーヤーは、1人の隊員の能力を使うことを選ぶことができます。彼らが能力を二度使うことを防止するために、隊員

の上にマーカー(!)を置かなければなりません。

隊員の能力

Dutch: この能力を使うと罠の戦闘の強さに 1 を加えられます。

Dillon: 進路イベントを無視してください。プレーヤーは、進路東/西イベントカード上に記載される方向に動く必要はあり

ません

Blain: グループが攻撃されるなら、Blain の武器はプレーヤーが負傷するのを防ぐか、あるいは致命的な攻撃を受けた



隊員を負傷に変えることができます。Blain は攻撃された隊列にいなければなりません。そして、Blain は自分自身に対

して能力を使うことができません。

Billy: プレーヤーは、イベントデッキの最も上にあるカードを見ることができます。次のイベントがプレデターまたは反政

府ゲリラの攻撃であるなら、イベントのドローデッキにカードを戻してください。それが別のイベントなら捨て札してくださ

い。

Mac: フォーメーションの誰かが攻撃されるなら、プレーヤーはイベントのディスカードパイルから 1 枚引いて痕跡を得る

ことができます。そして、対応する痕跡上にマーカーを加えてください。例え、もう一つの部隊が除去されたとしても、こ

の能力は使えます。そして、プレデターを負傷させたことにより学ばれた痕跡に加えて使えます。

Hawkins: プレーヤーは、時間(+)トークンをイベントのドローデッキに加えることができます。そして、時間を記録するた

め、イベントカードの代わりに、このトークンを使うことができます。

Poncho: プレーヤーはイベントのドローデッキからカードを引くことができます。そして、対応する痕跡にマーカーを置く

ことができます。この能力は Anna がグループの一員である場合にだけ使用できます。

Anna: 大抵の場合、Anna はグループの速度を遅くします。Anna は、彼女がいるフォーメーションの隊列が負傷したか

除去された隊員だけなら、逃げることができます。Anna が逃げるなら、プレーヤーはゲームに負けます。しかしながら、

窪地地域ではプレーヤーは彼女を立ち去らせることができます。そして、時間(+)トークン 1 枚をドローデッキに加えます。

CIA エージェント: プレーヤーは、地形タイルを捨て札し、別のものを引くことを選択できます。新たに引いた 2 枚目の地

形タイルは、ボードに置かなければなりません。

3. 新しい地形タイルを引いて配置する

プレーヤーは、もう一つの地形タイルを引いて既存の地形タイルの次にそれを置きます。置く前にタイルを回転させるこ

とができます。但し、一度置かれたなら、それを動かすことはできません。

4. フォーメーションの調整

プレイヤーは、彼らを移動させる前に、速度または火力を増やすため、フォーメーションを再編成することができます。

5. 移動または罠作り 

1. 幾らかの移動コストで解決してください。

プレーヤーは、彼らが別の地形へ移りたいかどうか決めます(または進路東/西により行わなければならない)。あるい

は、プレーヤーは彼らのグループを留めておいて、罠を作ることができます。 下記の戦闘を参照してください。

フォーメーションが地形タイル間で移動するなら、2 枚のタイル間の端の部分を見てください。そして、両方のタイル上に

ある岩の数を合計してください。これが基本移動数になります。次に、フォーメーションの隊列の数を見てください

(フォーメーションの速度)。そして、この数を基本移動数から引いてください。残り(もしあるなら)は、イベントドローデッキ

から捨て札しなければならないイベントカード(または時間トークン)の数です。

フォーメーションが留まって罠を作るなら、フォーメーションの速度に関係なく、彼らは 3 枚のイベントカードを捨て札しな

ければなりません(下記の罠を参照してください)。

イベントのドローデッキが尽きたなら、時間カードパイルから最も上のカードを直ちに取り除いてください。そして、新しい

イベントのドローデッキを造ってください(捨て札した全てのイベントカードをシャッフルし、一番上から 2 枚を捨て札して、

新しいドローデッキを造ります）。

移動したか、あるいは罠を作った後、プレーヤーは次の地域に於いて 1-5 を繰り返します。

戦闘: 戦闘は、プレーヤーがどのイベントを発見したかによって僅かに変化します。プレーヤーが弾薬を持たないなら、

グループの火力は 0 に等しいです。1人の隊員が除去されます。

イノシシ: プレーヤーは、イノシシを敵と間違えます。弾薬が 1減ります。

4/5/6反政府ゲリラ: プレーヤーは、反政府ゲリラの数と、それに相対するフォーメーションの先頭の隊列の攻撃の強さ

を比較します。攻撃の強さは、先頭の隊列の隊員の数(Anna は数えない)に同じです。

強さが、反政府ゲリラ数の半分より少ないなら(即ち、反政府ゲリラ 5 に対して 2)、無作為に選ばれた 1人の隊員が除

去されます(ゲームから取り除く)。弾薬を 1減らしてください。

強さが、反政府ゲリラ数より少ないが半分より多いなら、無作為に選ばれた 1人の隊員が負傷します。この隊員カード

は裏返しにされて、もう一人の隊員によって運ばれなければなりません。弾薬を 1減らしてください。

強さが、反政府ゲリラ数と同じか大きいならば、隊員に害はありません。弾薬を 1減らしてください。

プレデター: 

プレデターは、先頭の隊列あるいは一番後ろの隊列のどちらでも攻撃できます。先頭の隊列を攻撃する場合は∧で示

されています。そして、一番後ろの隊列を攻撃する場合は∨です。隊員の強さは、攻撃される隊列のカード数を数えて、

プレデターに対して判明している痕跡数を加えることによって計算されます(それら痕跡はプレデターに対するポイント



にだけ加えます。反政府ゲリラではありません)。プレデターの攻撃得点は、イベントのディスカードパイルから無作為に

カードを引いて、左下コーナーの数値を見ることによって発見されます。

強さが、プレデターの強さの半分より少ないなら(即ち、9に対して 4)、無作為に選ばれた 1人の隊員が除去されます

(ゲームから取り除く)。弾薬を 1減らしてください。

強さが、プレデターの強さより少ないが半分より多いなら、無作為に選ばれた 1人の隊員が負傷します。この隊員カー

ドは裏返しにされて、もう一人の隊員によって運ばれなければなりません。弾薬を 1減らしてください。

強さが、プレデターの強さと同じなら、隊員に害はありません。そして、プレデターは負傷します。弾薬を 1減らしてくださ

い。そして、プレーヤーはプレデターの痕跡を発見するためにイベントカードをドローパイルから引くことができます。

強さが、プレデターの強さより大きいなら、プレデターは除去されます。弾薬を 1減らしてください。そして、ゲームの残り

の間、全てのプレデターイベントを無視してください。

上の例に於いて、フォーメーションの先頭の隊列は、プレデターと戦わなければなりません。最初に、プレデターの攻撃

の強さを発見するために、イベントのディスカードパイルから 1 枚引いてください。この場合、強さは 7 です。

次に、強さを火力を比較してください。プレデターが、グループの先頭の隊列を攻撃しているので(∧と示されている)、

先頭の隊列の火力だけがプレデターの強さ 7 と比較されます。

チームは、プレデターについて学んだ痕跡毎に、1 ポイントの火力を加えることができます(プレデターとの戦いに於い

てだけ)。例に於いて、先頭の隊列は 3 つの痕跡により 3 火力ポイントを加えることができます。チームが、プレデターイ

ベントを引く前に罠を作っていたなら、全てのチームのメンバー数プラス 3 つの痕跡を共に加えることができます。

罠: プレーヤーが移動しなければ、彼らは可能性があるイベントカードに対して罠を仕掛けることができます。イノシシに

対する罠は、弾薬を 1減らしません。反政府ゲリラ、またはプレデターに対する罠は、全ての隊員の攻撃の強さの合計

を使用します。そして、1 つの弾薬も費やしません。

例え、フォーメーションが移動しないとしても、罠を作るには時間がかかります。プレーヤーが罠を作るなら、ステップ 1

の移動コストのために 3 枚のカードを捨て札してください。これは、いつ罠を作るべきかについて分かってしまう Billy の

能力が使えないことを意味する点に注意してください。

その他の注釈: 

・ 降下地点地形ではイベントカードは引かないで下さい。チームは任務を始めるために新しい地形タイルへ移動します。

・ 目標地点に到着したときもイベントカードは引かないでください。目標地点タイルに達したら、最初に通常のルールの

下で幾らかの移動コストを支払ってください。次に、目標地点タイルを上の方に動かして、それを降下地点の上に載せ

てください。次に、目標地点タイルと滝タイルの間にある、全ての地形を取り除いてください。プレーヤーは、現在峡谷

ゾーンにいます。

次に、プレーヤーは彼らの弾薬を 2 つ加えます。そして、1人または 2人の新しい隊員を加えてもいいです。CIA エー

ジェント、Anna カードの何れか両方が、まだ時間カードパイル上にあるなら、カードを取り上げてあなたのフォーメーショ

ンに加えてください。Anna は、負傷した様に扱われなければなりません(捕らえられている)。そして、火力を隊列に加え

ません。彼女が、峡谷地域で逃げる(即ち、彼女の隊列の全人員が負傷しているか、除去されている)なら、プレーヤー

は負けます。

これらのカードが取り上げられたとき、残ったカードは 36時間のカードである点に注意してください。そして、僅かな枚



数のカードが、イベントドローデッキにあるだけかもしれません。彼らには、逃げる十分な時間があるので、プレーヤー

は目標地点に達するのを延ばそうとしてもよいです(CIA エージェントまたは Anna 隊員を失ったままで)。

・ 滝タイルに達したら移動コストを支払って、通常通りイベントカードを引きます。それから、滝タイルを上の方に動かし

て目標地点タイルの上に載せてください。そして、他の地形タイルを取り除いてください。プレーヤーは、現在最終的な

ゾーン、窪地にいます。

・ 発見された痕跡が既に見つかっているなら、フォーメーションは彼らが何を既に知っているかについてだけ確認しま

す。もう一枚のイベントカードは引かないでください。 引かれた痕跡に”イノシシ”と書かれているなら、痕跡は見つかり

ません。そして、弾薬が 1減ります。痕跡が”レーザー故障(Laser broken)”であるなら、プレーヤーは自動的に”3PT の

目標”痕跡も更に得られます。

ゲームの終了: 

12 時間のカードが取り除かれる前に、プレーヤーが収容地点に到達することができたなら、もう 1 ゲームラウンド(移動

コストの支払い、ドローイベントなど)を実行してください。その後、残っているイベントカードがまだあるなら、プレーヤー

はゲームに勝ちます。

結局、イベントカードが尽きてしまい 12 時間の時間カードを取り除く必要にプレーヤーが迫られるか、あるいは全ての

隊員が除去されるなら、プレーヤーは負けます。

1. 隊員カードの説明

2. イベントカードの説明

名前
(Billy)

特殊能力

負傷

イベント

( 高地 / イノシシ )

プレデター強さ
(8)

プレデター痕跡

(光学迷彩 )



3. 時間カードの説明

4. トークンの説明

5. 地形タイルの説明

現在の時間

(24 時間 )

弾薬記録マーカー

時間 (+) トークン

/ プレデター痕跡マーカー

特殊能力使用済

マーカー

地形名称

( 降下地点 )

ゾーン名称

( 高地 )

基本移動数の計算例

(岩の数 : 左のタイル端 1+右のタイル端 5=6)

フォーメーション

マーカー



6. プレイエイドの説明

プレデター痕跡の説明

USES TREES 木を使う

LIGHT CAMO 光学迷彩

HEAT VISION ヒートビジョン

GREEN BLOOD 緑色の血

CLICKING SOUNDS クリックするような音

KEEPS TROPHYS トロフィーを持つ

ATTACKS ARMED 武器を攻撃する

LASER BROKEN レーザーの故障(その他の注釈参照)

3PT TARGET 3PT の目標

(訳者注) 翻訳に自信がなかった部分は”イタリックの赤字”、誤記と思われる部分は”下線付き赤字”で表記した。

弾薬の記録

(開始時 6)
プレデター痕跡

の記録


