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奴隷とその制度化についてはアメリカ建国当初から論争の的となって
いました。そして国中の様々 な人々 の力によって、奴隷制度は廃止に
至ります。FREEDOM:THEUNDERGROUNDRAILROADでは
プレイヤーはそれらの勇気ある、奴隷制度反対の立場をとる人々 となり、
当時の重要な出来事に影響を与えつつ、奴隷廃止論者の為の資金を集め、
奴隷達を自由の国カナダに送り届けることで、奴隷制度廃止を目指します。



廃止論者列

年代別一覧

プレイヤーマット

奴隷市場

大規模農園

海路

基本ルート
（4奴隷まで匿える）

大都市

南部の拠点
（1奴隷を匿える）

小都市
（1奴隷を匿える）

北部の拠点
（1奴隷を匿える）

カナダ

奴隷狩り人ルート
（オレンジ）

奴隷狩り人
スタート地点
（オレンジ）



奴隷狩り人マーカー5つをゲームボードの
色が一致するスタート地点に配置します。
これらの地点にはその都市の上に小さい丸で
一致する色の奴隷狩り人シンボルが書かれて
います。

勝利条件カードの左上の数字がプレイヤーの人数と
一致するカードを選んで下さい。そのカードをゲーム
ボードの右上のスペースに配置します。
カードは両面仕様で、レギュラーゲームでは白を、
チャレンジゲームでは赤の方を使います。

最初の年代のデッキから5枚めくり、ゲームボード上
の廃止論者列の空いている5つのスペースに配置
します。セットアップ段階では妨害カードは1枚だけ
の方がいいでしょう。もし2枚目がめくられたら、そ
のカードを一旦横によけて、列が埋まるまでデッキの
上からカードを配置して下さい。配置が終わったら、
よけた妨害カードをデッキに戻し、再シャッフルして
下さい。

妨害カードには指定の年代は無く、どのタイミング
でも登場します。ゲームボード上の年代別一覧の
一致する場所にこの3つの年代デッキを配置しま
す。
ゲーム開始時には最初の年代(1800-1839)の列の
カードのみ使うことができます。ゲームが進むに
つれプレイヤーは他の年代のカードをプレイできる
ようになります。

各プレイヤーは8ドルでゲームを
開始します。

1～2名　　　　3枚　　　　4枚　　　　3枚
3～4名　　　　4枚　　　　5枚　　　　3枚

一般カードと予約カードを3つの年代デッキに分けて
下さい。(1800-1839, 1840-1859, 1860-1865)
そして3つのデッキに下の表で指定された枚数の妨害
カードを混ぜます。。

奴隷市場カードはゲームに
置ける時計でもあります。
8ランドの終了時にゲームは
終わります。最後の奴隷市場
カードが売れたら、それが
最後の奴隷の一山です。

奴隷市場デッキの下にある　
3つの空きスペースが埋まる
様にカードを引いてそれぞれ
配置します。これらは大規模
農園に売られるために配達
されてきた奴隷を表します。
各カードに書かれている奴隷
キューブの数だけ奴隷を置い
てください。

廃止論者カードには3種類あります。一般(黄褐色)、
予約(白)、妨害(赤味がかったオレンジ)。もし1～2人
でプレイする時は3～4人と書かれているカードは取り
除いて下さい。

選んだカードをシャッフル
してゲームボードの奴隷市場
デッキスペースに裏向けで
配置します。残ったカードは
箱に戻し以後のゲームでは
使いません。

奴隷市場カードの右下に書かれている
数字がプレイヤーの人数と合致する
カードだけを選んでドローデッキを
作ります。

奴隷市場カード

ランダムにリードプレイヤーを決めて
リードプレイヤーランタンを渡します。

勝利条件カード

開始資金

リードプレイヤーランタン

奴隷狩り人マーカー

大規模農場のイラストは奴隷達が移動する場所では
ありません。奴隷の最初の移動は緑色の"南部の拠
点"か"都市"になります。

大規模農園

役割カードをシャッフルしプレイヤーにランダムに
配ります。カードにはゲーム中に得ることができる
効果と特別なアクションが記載されています。
ランダムではなくゲームにおけるバランスを考えて
各プレイヤーが好きな役職を選んでも構いません。
使わない役職カードは箱にしまって下さい。以後の
ゲームには使いません。役職と一致するプレイヤー
マットを取って、その上に役職カードを置いて
下さい。

ボード上にある各大規模農園の明るい方のスペース
に奴隷(黄褐色のキューブ)を配置します。これは
ゲーム開始時の大規模農園にいる奴隷の数を表して
います。

役割カード 廃止論者カード

セットアップ



該当の奴隷狩り人マーカーは移動ダイスの矢の数と
同じスペース分移動しますが、そのマーカーの移動
ルートの終点に達した時点で移動は終了します。
また、マーカーが通り過ぎたスペースにいた奴隷は
捕まることはありません。

白い矢は西への移動を示し、黒い矢は東への移動を
表します。これらの矢はゲームボード上で色分けさ
れたルートにも描かれています。

奴隷狩り人のマークが出たら、この奴隷狩り
人が移動する方向と距離を確認する為に
移動ダイスをチェックします。

もし歩行中の奴隷の目が出たら奴隷狩り人は
移動せずにフェイズは終わります。
計画フェイズに移ってください。

奴隷狩り人フェイズではリードプレイヤーが両方
のダイスを振ります。

移動ダイスには白と黒の矢が描かれており
奴隷狩り人が移動する方向と距離を決定
します。

奴隷狩り人ダイスには奴隷狩り人の色が
描かれており、どの奴隷狩り人が移動するか
を決定します。

奴隷狩り人の１人は逃亡中の奴隷の居場所に関する
情報を得て、奴隷を捕獲するべく不意に動き出しま
す。これらが起きたかどうかを判定する2つのダイス
があります。

1.奴隷狩り人フェイズ

1.勝利条件カードの奴隷喪失トラックが
　フルになった状態で別の奴隷を追加
　しなくてはならなくなった

2.8ラウンドが終わる前に勝利
　できなかった

1.勝利条件カードに記された数の奴隷を
　カナダに送り届け自由にした。

2.ゲーム内の全てのサポートトークンを
　購入した

3.ゲームに敗北せずにラウンドを終えた

プレイヤーの勝利
　

プレイヤーの敗北

1.奴隷狩り人フェイズ

2.計画フェイズ

3.アクションフィズ

4.奴隷市場フェイズ

5.ランタンフェイズ

FREEDOM:　THE　UNDERGROUND　RAILROAD
は8ラウンドまでで構成されており、各ラウンドは
5つのフェイズがあり、以下の順序でプレイしま
す。

ゲームの流れ

資金集め

サポート

車掌

資金集め

車掌

サポート

資金集め

車掌

サポート

資金集め

車掌

サポート

そして灰色のトークンの上に右の表
の数までプレイヤー人数に応じて
トークンを乗せていきます。合計値
には灰色のトークンを含みます。

トークン

奴隷狩り人ダイス2つをテーブルの
みんなの手の届くところに置いて
下さい。

灰色の車掌トークンを
年代別一覧の一致する
場所に配置します。

奴隷狩り人ダイス





プレイの一例です。
あるプレイヤーが奴隷を
2スペース分移動させま
す。
彼は奴隷を南部の拠点を
通過させNewportでその
移動を終えました。
この奴隷は黄色の奴隷狩り
人の移動のきっかけには
なりません。なぜなら南部
の拠点で移動を終えて
いないからです。彼は1＄
受け取り紫の奴隷狩り人が
移動を開始します。

奴隷の移動時において、全ての小都市と拠点は奴隷
を1人しか匿うことができません。奴隷はその移動
を既に奴隷がいる丸や楕円のスペースで終えることは
できません。しかし大きい四角の都市は奴隷を4人
まで匿うことが出来ます。カナダまでたどり着いた
奴隷は指定された場所に置いて下さい。スペースには
番号が振られており、どれぐらい勝利に近づいている
かの目安になるトラックになっています。

車掌トークンには奴隷を2スペース移動させるものが
あります。2スペース移動する奴隷は奴隷狩り人
トークンがあるスペースを通過していくことは
できません。しかし、別の奴隷がいるスペースを
通過していくことはできます。他の奴隷の動きと
同じように、最後に奴隷が移動したスペースで
お金を得ることができるか、奴隷狩り人が移動するか
を決定します。奴隷が通過したスペースは
奴隷狩り人の移動のきっかけにもお金を得る判定
にもなりません。

プレイの1例です。あるプレイヤーが2つの奴隷を
それぞれ1スペース分移動させます。St. Louisに到着
する奴隷(1)は援助として2＄受け取り、紫色の奴隷
狩り人がその奴隷に1スペース分接近します。そして
奴隷狩り人はNewport (2)で停止します。もう一人の
奴隷(3)は援助を受け取ることなく黄色の奴隷狩り人
(4)が移動します。黄色の奴隷狩り人は奴隷と同じ
場所に移動するので、その奴隷を捕獲し奴隷市場
カードの下部分へと送ります。

プレイヤーは他の奴隷を自由にさせる為に、ある奴隷
を犠牲にすることを選択するかもしれません。
例によって、アクションを実行する際に最良の戦略を
導き出す為に議論することはとても大切なことです。

もし奴隷狩り人が奴隷のいる場所に移動したら、その
奴隷は捕獲され、奴隷市場カードの下部分に配置
されます。奴隷が複数いたら、全員順番に奴隷市場
カード列の一番下にあるカードから、上のカードへと
配置していきます。必要であれば再び下のカードに
戻って配置します。

2つ目はその場所が1つ以上の奴隷狩り人のルートと
繋がっていたら、その奴隷は奴隷狩り人の関心を引く
ことになります。その場所とその移動ルートが接続し
ている奴隷狩り人はその関心を引いた奴隷に向かって
その色のルートに沿って1スペース分移動します。

1つ目はその場所の上部分に数字が書かれた金色の丸
があれば、その奴隷を動かしたプレイヤーはその額の
お金を銀行から受け取ります。このお金は逃走中の
奴隷に対する地元の援助及び寄付を意味します。

奴隷の移動が終わったら、奴隷が移動した最後の地点
によって、2つの出来事が起きるかもしれません。

奴隷はボード上で接続されている都市や拠点であれば
色に関係なく好きなルートで移動できます。
プレイヤーは経済的援助を受ける為、もしくは奴隷
狩り人の注意を引き付ける為に、後退も含む好きな
方向へ奴隷を動かすことができます。

同じ車掌トークンで同じ奴隷を複数回移動させること
はできませんが、別の車掌トークンや廃止論者カー
ド、プレイヤーの役職カードの効果の結果であれば
既に移動済の奴隷を再び移動させることができます。

できません。

このトークンは記載された数字の奴隷を
記載されたスペース分移動させることが
できます。プレイヤーはトークンに書か
れた数字未満のスぺース分を動かす奴隷
1人を選びます。同じ車掌トークンを
使って同じ奴隷を複数回動かすことは

車掌トークン



妨害カードはゲームにマイナス
の影響を与えます。各カードに
はいつその影響が起きるかが明
記されています。その効果は廃
止論者列にある間、もしくは購
入時、もしくはランタンフェイ
ズで取り除かれた時に起きま
す。

予約カードを購入したらプレイ
ヤーマットの上に置きます。
プレイヤーマットには予約カー
ドは1枚しか置けず、今ある予
約カードを使う前に新しい予約
カードを購入した場合、前の
カードは効果を発揮することな
く捨て札になります。
アクションフェイズで購入した
予約カードがその手番で使える
場合は使用しても構いません。

一般カードは購入したら即効果
を適用し、捨て札にします。

カード購入にはコストを銀行に払います。購入前に
十分なお金があることが必要で、そのカードの効果
で支払うことはできません。またプレイヤー間で
カードに指示がない限り、お金の譲渡や貸すことは
できません。

廃止論者デッキには一般(黄褐色)、予約(白)、妨害
(赤身がかったオレンジ)の3種類のカードがありま
す。ほとんどのカードは購入できますが、購入不可
と書かれた数枚の妨害カードは購入することはでき
ません。

プレイヤーはアクションフェイズで廃止論者列に
あるカードを1枚購入することができます。
廃止論者列はトークンボードの下にある廃止論者列
スペースに表にして置かれた5枚のカードで構成
されます。アクションフェイズで廃止論者列から
購入されたカードはラウンド終了時のランタン
フェイズまで新しいカードが配置されることは
ありません。カードの購入にはそのコストを銀行に
払います。コストはそのカードが置かれている場所
の上にある金色の丸の中にかかれた数字です。

アクション:廃止論者カードの購入

北部の大都市
(4奴隷まで匿え
ます)

北部の小都市
(1奴隷まで匿え
ます)

資金集めトークン

最後の年代である1860-1865年の資金集めトークンに
は青い円が描かれています。このトークンを使うと青色
の北部の都市にいる奴隷1人につき1＄手に入ります。
大都市であるシカゴ、ボストン、ニューヨークには
4奴隷まで匿うことができ、これらの都市にいる各奴隷
につき1＄調達できます。

　南部の拠点
(1奴隷まで匿え
ます)

　 南部の小都市
(1奴隷まで匿え
ます)

資金集めトークン

最初と2番目の年代では資金集めトークンには緑色の
円が描かれています。このトークンを使うと緑色の
南部の都市か南部の拠点にいる奴隷1人につき1＄手
に入ります。

このトークンで奴隷廃止運動に対する援助資金を調達
することができます。ゲームでは2種類のトークンが
あります。

資金集めトークン

例外として各車掌トークンの山の中で最後に購入
できる車掌トークン(灰色)があります。
このトークンは使用されたらトークンボードに戻り、
即座に再購入可能となります。
ですからプレイヤーはゲーム中、常に各車掌トークン
の山の最低1つのトークンは利用可能となります。

トークンのセッティングはプレイ人数
によって変わります(4pセットアップを
参照)。トークンの数には限りがあり、
一度使われたトークンはゲームから
取り除かれます。

車掌トークンの制限



役割カードの効果はカードによって、表と裏で違う
ものがあります。

役割カードの特殊能力はカードの下部、役割の
イメージ画像の下に記載されています。
特殊能力はゲームを通じて1回だけ使うことができ、
その使用できるフェイズがカードに記載されて
います。
特殊能力を使ったら、役割カードをⅡ側に裏返し、
その能力を使ったことを示します。

アクション:役割カードの特殊能力を使う

役割の効果はカードの上部、役割のイメージ画像の
上に記載されています。プレイヤーは毎ラウンドの
アクションフェイズに1回その効果を得ることが
できます。例外は牧師の「計画フェイズ及びアク
ションフェイズにおいて車掌トークンのコスト
を-1＄する」です。

アクション:役割カードの効果を得る

役割カード
裏-Ⅱ側

役割カード
表-Ⅰ側

各プレイヤーはそれぞれ固有の能力を持つ役割
カードを受け取ります。役割カードは両面印刷に
なっており、ゲーム開始時には「Ⅰ」を表にします。

役割カード

一般カードには奴隷を指定した場所へ効果なしで
動かすことができるものがあります。これは通常の
移動において発生する、お金を得る効果や奴隷狩り
人の移動が発生しないことを意味します。

もし指定された拠点に奴隷狩り人がいたり、別の
奴隷によって許容量が満たされている場合はこの
移動は発生しません。

各プレイヤーは銀行からｘ＄
受け取る。

廃止論者列のカード2枚の位置を
入れ替えることができる。
空きスペースと入れ替えること
はできない。

奴隷狩り人はプレイヤーが
奴隷を動かしている間、動く
ことはできない。

プレイヤーはトークン1つ
を
コストなしで入手できる。

プレイヤーはトークン1つを
表示された分だけ安く購入
できる。

プレイヤーは計画フェイズで
トークンを1つその指定された
コストで購入できる。

プレイヤーは明記された数の
奴隷を明記されたスペース分
移動させることができる。

共通アイコン



例:4人プレイでJohn Greenleaf Whittierカード
が破棄されて、残った2枚のカードが一番右端に
移動します。3枚の新しいカードが最も安い(一番
右)スペースから最も高い(一番左)スペースまでを
補充する為に引かれます。

廃止論者列の補充が終わったら、ゲームの終了条件
をチェックします。ゲームが終わっていなかったら
リードプレイヤーランタンを時計回りに次の
プレイヤーに渡し、新しいラウンドが始まります。

ランタンフェイズでは廃止論者列のカードが次の
ラウンドの為に補充されます。最初に廃止論者列に
ある一番右のカードを廃棄します。1～2人プレイ時
は一番右にあるカードとその次に右にあるカードを
廃棄します。一般カードと予約カードはそのまま
廃棄します。妨害カードには取り除かれた時や廃棄
された時に効果を発生するかどうかが記載されて
います。そして残ったカードを右にスライドさせ、
新たにカードを引いて一番右の空いたスペースから
補充していきます。

廃止論者列のカード補充の際に引いたカードが妨害
カードであれば、新しい妨害カードは1枚だけ列に
追加することができます。廃止論者列に残っている
妨害カードはそのまま残ります。もし、2枚以上妨害
カードを引いたら、配置できないカードを一旦横に
除けて置きます。
列が埋まったら、横に除けて置いた妨害カードを
現在使用中のデッキに戻しシャッフルし直します。
稀なケースですが、もし妨害カードだけが残って
しまった場合は、そのまま妨害カードを列に配置
します。

ゲームでは各ラウンドにつき1枚の計8枚の奴隷
市場カードが登場します。ゲームは8ラウンド前
に終わることもありますが、8ラウンド終了時に
必ずゲームは終了します。

一番下の奴隷市場カードにある奴隷の配置が
終わったら、その奴隷市場カードはゲームから除
外し残ったカードを一段下げます。新たな奴隷市
場カードを引き、空いたスペースに配置し、指定
された奴隷をカードに載せます。

もし、最後の奴隷喪失トラックのスペースが
埋まった状態で、奴隷を追加しなくてはならな
くなった時はゲームの敗北となります。
(10pゲームの終了と勝利を参照)

もし新たに入ってきた奴隷を配置するスペースが
大規模農園になければ、置けなかった奴隷は
代わりに勝利条件カードの奴隷喪失トラックに
配置します。

奴隷市場フェイズで奴隷達は南部の大規模農園に
売られていきます。
最も下にある奴隷市場カードにいる奴隷は移動
可能な大規模農園スペースに移動します。

プレイヤーは奴隷を配置するスペースを1つ以上
の大規模農園の任意の空きスペースから選ぶこと
ができます。しかし大規模農園に先に配置されて
いる奴隷の場所を変えることはできません。
新たに入ってくる奴隷のみ、好きな場所に配置
できます。そして一度配置した奴隷の場所は
変えることはできません。

4.奴隷市場フェイズ 5.ランタンフェイズ



1.大規模農場を明るいスペースだけでなく、
　全てのスペースを奴隷で満たした状態で
　スタート。

2.2番目の年代にサポートトークンを1つ追加
　する。(達成すべきサポートトークンが1つ
　追加された状態でゲームが始まります)。

はソロプレイや2人プレイにも対応しています。
セットアップの際に3～4人用の廃止論者カードを
取り除いて下さい。そしてランタンフェイズでは
下に示すように廃止論者列の右から2枚のカードを
廃棄して下さい。

ゲームに勝利したら、列に残っている
奴隷市場カード1枚につき5点

購入必要な全ての車掌トークンを購入
したら10点

必要数の奴隷を全て解放したら10
点

1.移動ダイスを振る際に任意の3種類を決め
　その3種類の目がでたら、コストなしでの
　奴隷の移動として扱う。

2.各プレイヤーは10＄からスタート。

3.セットアップ時に中央の大規模農場
（4マスのところ）を空にした状態で
　スタート。

失った奴隷1人につき-1点

FREEDOM: THE UNDERGROUND RAILROAD

解放した奴隷1人につき2点

ゲーム毎にどのようなプレイになったかを比較
したいプレイヤーは以下の方法で点数つけること
ができます。

点数計算

ゲームの敗北は廃止論者の闘争の終焉を意味する
訳ではありません。今回のグループではその努力
にも関わらず、彼らが望んだ変革をもたらすこと
はできませんでしたが、全ての人々が奴隷制度の
苦しみから解放されるその時まで、その他の多く
の数えきれないほどの人々が、その挑戦を続ける
でしょう。

8ラウンド終了前に両方の勝利条件を満たせなけ
ればプレイヤーの敗北です。付け加えておくと
勝利条件カードの奴隷喪失トラックがフルの状態
で新たに奴隷を追加しなくてはならなくなったら
即敗北です。

プレイヤーが両方の勝利条件を達成したラウンド
がゲームのラストラウンドになります。
しかし、その場で勝利できる訳ではありません。
敗北条件を満たさないように、そのラウンドを
終わらせなければなりません。
つまり、そのラウンドの奴隷市場カードは処理
しなければならないし、ランタンフェイズでは
敗北条件を満たさないように妨害カードを配置
しなければならないということです。

難易度を減らす場合は下の調整を好きな数だけ
行って下さい

難易度を上げる場合は下の調整を好きな数だけ
行って下さい

プレイヤーは3つの年代全てのサポートトークンを
購入し、要求された数の奴隷(勝利条件カードに
記載されています)を8ラウンド終了前にカナダに
送り届ければ勝利となります。
チームワークが良ければ終了条件を満たし、
8ラウンド前にゲームを終わらせることができる
でしょう。

ゲームの終了と勝利 ソロプレイ 2人プレイ

難易度の調整



役割カードの特殊能力:
ボード上の奴隷市場
カードから取り除いた
奴隷は予備ストックに
戻し、そのキューブは
その後再使用される。

役割カードの特殊能力:
特殊能力を使ったラウ
ンドではプレイヤーは
3つまでトークンを使う
ことができる。但し、
トークンの入手に
ついては通常のルール
に従う。

この効果が発動したら、
奴隷狩り人と隣接する
スペースにいる奴隷
3人が捕まり、一番下の
奴隷市場カードに戻さ
れる。もし3人以上
該当する奴隷がいれば
プレイヤーが奴隷を
選ぶ。

奴隷狩り人のルート上にいない奴隷も
捕まる。もしゲームの最終ラウンドで
奴隷市場カードが残っていなければ
奴隷は大規模農園に戻される。
このカードは早期発動の為、購入する
ことが可能。

資金集めアクションで
得られるお金が-2＄
される。もし資金集め
トークンを2回使えば
2回とも-2＄される。
この効果は廃止論者列
から取り除かれるまで
続く。取り除くために
購入することが可能。

このカードはアクショ
ンフェイズでプレイ
ヤーにトークンの購入
を禁止するものではあ
りません。この効果は
廃止論者列にある限り
続く。早期発動の為に
購入可能。

このカードはコストを
1＄下げる等の他の
カードと相互に効果を
発揮する。カードは
廃止論者列を通って
右端から除外される
か、廃止論者カード、
役割カードの特殊能力
でのみ除外できる。

プレイヤーは前の年代
に戻ることは絶対に
ありません。トークン
は常に現在の年代の
置き場に置かれます。
もしプレイヤーが
サポートトークンを
所持していなければ
効果はありません。早期発動の為に
購入可能。

北部の大都市と小都市
（青色）両方で、奴隷
が移動した結果に
得られる地元の寄付が
-1＄される。
資金集めトークンに
よるアクションには
影響しない。この効果は廃止論者列に
ある限り続く。カードは廃止論者列を
通って右端から除外されるか、
廃止論者カード、役割カードの特殊能
力でのみ除外できる。

プレイヤーは大規模
農園に戻す奴隷を選ぶ
ことができる。カナダ
から戻すことはできな
い。このカードは早期
発動の為、購入する
ことが可能。

資金集めトークンを
使用して資金を集める
際は奴隷がいる大都市
のみカウントする。
この効果は廃止論者列
にある限り続く。早期
発動の為に購入可能。

現在の年代にある車掌
トークンと資金集め
トークンのそれぞれ
1番上のトークンを
ゲームから取り除く。
灰色の車掌トークンは
含まない。早期発動の
為に購入可能。

このカードが廃止論者列
にある限り、効果は現在
及びその後の奴隷市場
カードに適用される。
カードが取り除かれても
奴隷はそのまま残る。
尚、このカードが再配置
されれば新しい奴隷が
追加される。このカード
は廃止論者列を通って、右端から除外
されるか、廃止論者カード、役割
カードの特殊能力でのみ除外できる。

役割カードの特殊能力:
プレイヤーは5移動ポイ
ントを得る。奴隷1人に
に全部使っても、複数
の奴隷に分けてもよい。
(2人の奴隷が2進んで1人
の奴隷が1進む。又は1人
の奴隷が4進み別の奴隷
が1進む等）各奴隷が最後に到達した
場所でのみ収入を得て、奴隷狩り人が
移動するきっかけとなる。

役割カードの特殊能力:
アクションフェイズの
開始時に廃止論者列の
カードを1枚破棄でき
る。破棄するカードは
購入できない妨害カード
でも構わず、その効果も
発動しない。

役割カードの効果:
指導者カードの「計画
及びアクションフェイズ
で車掌トークンのコスト
が-1＄される」は例外
で計画、アクション
フェイズの両方で使う
ことができます。
役割カードの特殊能力:
奴隷をニューヨークに移動させる時は
2人まで可能で、2人は別々の大規模
農園からでも構いません。この移動の
際はニューヨークの通常の定員4名を
超えることはできません。

役割カードの効果:
奴隷を移動させる際に
その奴隷の移動の結果に
より移動する奴隷狩り人
を1人選び、その奴隷狩
り人の移動を止める。
この効果は様々なアク
ションに適用される。
役割カードの特殊能力:
駅長の「全ての奴隷狩り人の移動を
ストップする」という特殊能力は車掌
トークンの効果にのみ適用されます。
ソロプレイ時は自分自身のアクション
フェイズに適用されます。

仲介人

株主 逃亡奴隷法

暗黙のタブー

ジョ-ジ・
フィッツヒュー

ジョン・C・
カルフーン

ナット・
ターナーの反乱

1850年協定

国内奴隷貿易

ドレッド・スコット
判決

エライジャ・Ｐ・
ラブジョイ

ファレン暴動

車掌

牧師

指導者

駅長

役割カード

妨害カード



予約カード 一般カード

役割カードや廃止論者
カードでならプレイヤー
は青色の北部の都市へ奴
隷を移動させることがで
きる。この効果は廃止論
者列にある限り続く。早
期発動の為に購入可能。

プレイヤーは廃止論者
列にある好きなカード
2枚を入れ替えることが
できる。空いている
スペースと入れ替える
ことはできない。

2人の奴隷を1スペース
分移動させ、トークン
を1つ指定されたコス
トで購入する。

トークンを1つ割引
価格で購入する。

3人の奴隷を1スペース
分移動させる。

2人の奴隷を1スペース
分移動させる。そして
その移動の結果による
奴隷狩り人の移動は
ない。ただしお金は
得ることができる。

このカードを購入した
プレイヤーを含めて、
各プレイヤーは銀行
から2＄受け取る。

北部の大都市にいる
奴隷1人をカナダに移
動させる。

大規模農園にいる奴隷
を1人南部の好きな
スペースに移動させる
が、移動先の効果は
発生しない。

プレイヤーはこの
カードで1アクション分
の奴隷狩り人の移動を
無効にできる。
(車掌トークンでの
移動や役割カード、
廃止論者カードの効果
等の1アクション分）

プレイヤーはトークン
を2つそれぞれ-2＄の
コストで購入できる。

購入したプレイヤーは
廃止論者列の2枚の
カードの位置を入れ替
えることができる。
空きスペースと入れ替
えることはできない。

2人の奴隷をそれぞれ
1スペース分移動させる
かトークンを1つ割引
価格で購入する。

プレイヤーは廃止論者
列にあるカードを1枚
現在の年代デッキの
一番上に置くことが
できる。

このカードの発動時の
1度だけ奴隷が追加され
る。早期発動の為、
購入可能。もしゲーム
の最終ラウンドで奴隷
市場カードが残ってい
なければ各大規模農園
に奴隷を2人追加する。

プレイヤーは奴隷狩り
人が奴隷を捕獲した時
だけ、その動きを止め
ることができる。
カードは1度しか使えな
いので、使用後は破棄
する。

このカードを購入すれ
ば、使用しない限り、
持ち主はアクション
フェイズで1＄得る。
尚、他のプレイヤー1人
にお金を与える効果は
各プレイヤーの手番で
あればいつ実行しても
構わない。

奴隷市場フェイズで
このカードの持ち主は
3＄支払うことで奴隷
市場カードに乗せる
奴隷を減らすことが
できる（2人まで）。
このカードは破棄され
ないので何度でも繰り
返して使うことができる。
別の予約カードを購入
すれば、それに置き換えられる。

ニュージャージー
州奴隷制廃止

カンザス・
ネブラスカ法

リバティ・ヒル

ニューヨーク奴隷
解放協会

オハイオ川

オハイオ州リプリィ村

南部の協会での
手紙のやりとり

オンタリオ州セント
キャサリンズ市

セオドア・ウェルド

南北戦争

デービッド・
ウォーカー 

ジョン・グリーンリーフ
・ホイッティア

レーン神学校

新聞「解放者」

奴隷貿易再開

議会が国際奴隷貿易
を非合法化

リーヴァイ・
コッフィン

チャールズ・サムナー
議会で襲われる



プレイヤーは最も下に
ある奴隷市場カード
から奴隷を2人直接
カナダに移動させる
ことができる。

プレイヤーはトークン
１つを-5＄で購入
できるが、現在の年代の
廃止論者デッキの1番上
のカードを引き、その
効果を発動させなくては
ならない。妨害カードを
引いたら、廃止論者列の
このカードがあった場所に置かなくて
はならない。

北部の大都市から奴隷
を1人直接カナダに移動
させる。

任意の北部の大都市
以外にいる奴隷1人を
直接カナダに移動させ
ることができる。

トークン1つ-3＄安く
購入する。

プレイヤーは廃止論者
列のカードを1枚、現在
の年代の廃止論者
デッキの1番上に戻す
ことができる。

プレイヤーは4人の奴隷
をそれぞれ1スペース分
移動させるかトークン
1つを-4＄安く購入
できる。

無料でトークンを1つ
得るが、全ての奴隷狩
り人が最もそばにいる
奴隷に向かって1スペー
ス分移動する。複数の
奴隷が同距離にいれば
プレイヤーが移動先を
選べる。

プレイヤーは奴隷3人を
1スペース分移動させる
ことができる。そして
トークン1つを-3＄安く
購入できる。

プレイヤーは奴隷3人を
1スペース分移動させる
か、トークン1つを指定
されたコストで購入で
きる。

プレイヤーは北部の
大都市にいる奴隷1人
につき1＄受け取る。

プレイヤーは勝利条件
カードの喪失した奴隷
１人を北部の大都市に
戻すことができる。
その際の効果は得られ
ない。

このカードを購入した
プレイヤーを含めて
各プレイヤーは銀行
から4＄受け取る。

プレイヤーは南部の
スペースにいる奴隷
3人までを2スペース分
先の北部のスペースへ
移動させることができ
る。移動先の効果は得
られない。北部のス
ペースには都市は含ま
ない。奴隷狩り人がい
るスペースは通過する
ことができる。

プレイヤーはトークン
1つを-3＄安く購入
できる。そして廃止論
者列の2枚のカードの位
置を入れ替えることが
できる。空きスペース
とは入れ替えれない。

このカードを購入した
プレイヤーも含めて、
各プレイヤーは銀行か
ら3＄受け取る。

南部のスペースにいる
奴隷2人を移動先の効果
なしで、北部の1箇所の
大都市に移動させる。
そして廃止論者列の
2＄と3＄の場所にある
好きなカードを効果の
発動なしに破棄する。

奴隷2人を1スペース分
移動させる。そして
トークン2つをそれぞ
れ-2＄安く購入する。

トークン1つを-2＄安く
購入する。そしてこの
カードより左にある
廃止論者カードを好き
な枚数だけその効果は
発動せずに破棄する。

奴隷4人をそれぞれ1ス
ペース分移動させる。
その移動による、奴隷
狩り人の移動は発生し
ない。

大規模農園にいる奴隷
１人を移動先の効果
なしに北部の大都市に
移動させる。

アミスタッド号事件

ジョン・ブラウン ウィリアム・
ロイド・ガリソン

エイブラハム・
リンカーン

コントラバンド

クーパー
ユニオン演説

1860年アメリカ
合衆国大統領選挙

楽曲「Follow the 
Drinkin' Gourd」

フレデリック・
ダグラス

ジョン・プライス
救出事件

リンカーン・
ダグラス論争

新聞
「NorthStar」

オハイオ州
オベリオン市

「アンクル・トム
の小屋」

自警団

アントニー・
バーンズ

流血のカンザス

フレデリック・
ダグラス

ハーパーズ・
フェリー

ハリエット・
タブマン

ヘンリー「木箱」
ブラウン



ベンジャミン・フランクリン

独立から奴隷即時撤廃政策の時代へ

奴隷即時撤廃主義の時代
1830-1860年

アメリカの変化

プレイヤーはトークン
1つを-5＄安く購入
できる。

アメリカは13の植民地が1つの国になる前から行っていた
奴隷制の時代という過去に苦しんでいました。そしてその
過去は人種間の緊張という形で今日でも引きづっています。
人間の束縛というものは、おおよそ全ての文明に影響を
及ぼし、各々の文明はその行為を正当化したり不法とし、
彼らなりにその問題に向き合ってきました。アメリカに
おいて奴隷制度の公式な終焉は

1863年1月1日エイブラハム・
リンカーン大統領が行った奴隷
解放宣言に始まります。宣言は
南部同盟内にいる全ての奴隷が
自由であると布告しましたが、
大統領は南北戦争が激化している
間は南部の州を宣言に従わせる
ことはできませんでした。

アメリカの奴隷制度は1865年の
アメリカ合衆国憲法第13修正が
可決されるまで続きましたが、
解放宣言はアメリカの伝統的な　　エイブラハム・リンカーン
奴隷制度が終焉を迎えたことを広く知らしめるものでした。
このような大きな変化は政治家や法律家だけで成し遂げられ
たものではありません。廃止論者達の懸命な努力、身の安全
を顧みず危険を冒した市民、奴隷制度を終わらせる自由
こそが、この自由へと突き進む原動力となりえたのです。

あまりにも急速な変革は混乱をもたらすと信じられており、
それはなんとしても避けねばならなかったのです。

他のいくつかの州もペンシルバニアにならい、1804には
メーソンディクソン線以北の全ての州が奴隷制を廃止するか
ペンシルバニア州の様に漸次奴隷制廃止法を制定しました。

1800年～1835年の奴隷廃止運動は3つの主な目的に集中する
傾向がありました。奴隷制度に反対する政治的提言、拉致
された自由黒人と逃亡中の奴隷に対する法的援助、そして
最終的な自由黒人社会への教育と財政支援制度の構築です。
漸次奴隷制廃止法はメーソンディクソン線沿いに奴隷制度に
対抗する境界線を構築しました。多くの逃亡した奴隷は自由
になることを夢見て北へ向かいました。そして廃止論者達の
グループは彼らの逃走を手助けしたのです。

1808年にアメリカ合衆国は奴隷の国
際貿易を禁止しましたが、南部の州は
奴隷の数を増やしていきました。
タバコや綿花など商品作物がもたらす
収入は国家経済において重要な地位を
占めますが、それらを生産する為に
奴隷は純粋になくてはならいものと
なっていたのです。

多くの人々はそれまでの
廃止論者の活動が上手く
いっておらず、より性急
な手段をとることが必要
と感じ始めていました。
例えばジョンブラウンは
実際の行動を呼びかけ、
彼とその支持者が武装し
た奴隷による反乱に使う

為に武器庫を襲撃した1859年のハーパーズ・フェリー襲撃等
いくつかの武力衝突を引き起こしました。いくつかの廃止論
者のグループの間に定着しはじめた暴力を伴わない選択は、

黒人をアフリカに植民地を作るために送り返すという18世紀
後半の植民地支配の概念でした。そして後の数十年で数千人
のアメリカの自由黒人がアフリカに居を構えることと
なりました。こうした廃止論者の活動は全米に人種差別につ
いての議論を加熱せていったのです。

この年代は新聞等のメディアが、より発達拡張した時代でも

あります。廃止論者の新聞「TheEmancipator」(1836～
1840)の編集者であったセオドア・ヴェルトは直に聞いた
奴隷制度の恐怖を記した著書「アメリカの奴隷制度：千人の
目撃者の証言」の執筆で廃止運動を手助けしました。その
影響はハリエット・ビーチャー・ストウの「アンクルトムの

小屋」に次ぐものでした。1852年に出版された「アンクル
トムの小屋」は反奴隷制度の立場に立った小説で、瞬く間に
評判となり、アメリカ国内で聖書に次ぐ売れ行きとなったの
です。奴隷制度支持者達はその本の内容に激怒しました。

1776年、大陸会議は13の植民地が大英帝国から独立したと
みなす独立宣言の告知を採択しました。植民地は自らの
独立と自由を宣言しましたが、新国家に存在する奴隷には
同じ権利は与えられませんでした。独立宣言が「全ての人は
平等に創られている」と謳っているのにも関わらず、国家
創設期においてほとんどすべての州が奴隷制度を維持しまし
た。しかしながら奴隷制度という概念は当時の多くの
ヨーロッパやアメリカの政治家、宗教上の指導者、哲学者の
間では時代遅れとなっていました。

独立戦争中も奴隷制度廃止論者の努力は続けられました。
自由という概念は独立宣言においてどうしても欠かせない
ものであり、トーマスジェファーソンのような革命の時代を
象徴する人々によって、しばしば奴隷制度反対の主張の擁護

に使われました。1780年にペンシルバニア州の議会はペンシ
ルバニアへの奴隷輸入を禁止し、ペンシルバニア内の奴隷制

の中で生まれた子供を28歳をもって
自由とする漸次奴隷制廃止法を可決
しました。このような段階的な奴隷

制度廃止は18世紀後半から19世紀
初頭において廃止論者の共通の
テーマでした。ベンジャミン・
フランクリンのような反奴隷制度
主義者は奴隷州から新しい自由な国
への緩やかな移行が必要だと確信
していました。

南部の大規模農園にいる
奴隷2人を直接カナダに
移動させることが
できる。

プレイヤーは1箇所の北
部の大都市にいる奴隷
2人を直接カナダに移動
させることができる。

ハリエット・
ビーチャー・ストウ

ハリエット・
タブマン

ウィリアム・スティル



地下鉄道

この緊張は南部の奴隷擁護州のアメリカ連邦からの離脱に
より頂点に達し、最終的には何十万のアメリカ人の命を
犠牲にした軍事的衝突として爆発したのです。いわゆる
南北戦争といわれるものです。

アントニーバーンズは1853年に奴隷の身から逃走しました
が、1854年に北部の自由都市ボストンで捕まりました。
彼の裁判と南部への送還はボストンでの抗議活動と次席連邦
保安官の死を引き起こしました。

地下鉄道の車掌だったウィリアム
スティルは数百人の奴隷の自由へ
の脱出を手助けしました。そして
今日私たちは当時の詳しい状況を
当時彼が置かれた境遇と、彼が
自由へと導いた人々の声を書き
留めた日記によって知ることが
できます。

1861年4月12日サムター要塞の戦い
によって南北戦争が始まりました。
戦争が始まった時、推定で人口の

約10％にあたる400万の奴隷が
アメリカ国内にいました。　　　　　ウィリアムスティル

南部連合国軍大将であるロバート・E・リーは1865年4月9日
に降伏します。同年の12月にアメリカ合衆国憲法第13修正
が可決され、アメリカ国内の奴隷制度は公式に廃止に
至ります。戦争自体はとても悲惨な出来事でしたが、
アメリカの奴隷制度に終止符を打ちました。廃止論者達の
働きは抑圧と苦しみの時代を終わらせるのを助け、アメリカ
にその社会的構造を立て直し、独立宣言に述べられているよ
うに　全ての人は平等であるということを追い求める機会を
あたえたのです。

廃止論者のグループが彼らの反奴隷主義の目標を達成する
最良の手段を議論している間も、逃亡中の奴隷が追跡から
逃れる為の援助は直ぐにでも必要でした。

南北戦争前の10年において最も活発で地下鉄道として
知られる抵抗運動はその活動期間中に10万人を超える
奴隷達を自由へと導きました。地下鉄道とは逃亡中の奴隷
が自由であるアメリカの北部の州およびカナダへ逃走する
際に使うことのできた、移動ルート、安全な隠れ家、待ち
合わせ場所の連絡網でした。

オハイオ川は逃亡中の奴隷がよく使ったそんな移動ルート

の1つです。自由になるべくこのルートを取った人々は
その川旅がオハイオ州リプリィー村のリバティーヒルと
して有名なランキンハウスを迎えた時、自分が北にたどり
着いたことを知ったのです。地下鉄道に携わった人々は
地下鉄道全体の中の、彼らが担当する部分のみを知ること
で、自らの身を守りました。車掌という名で呼ばれた
工作員は逃走中の奴隷の小規模なグループに、その逃走
ルートの中の一部分の道案内を行いました。旅行者は一般
的に夜間に移動し、昼間は駅と呼ばれた安全な隠れ家に
留まりました。このような小さなグループでの行動は
最終目的地と自由にたどり
着くまで続きました。
地下鉄道の成功は個人、
団体、そして政治家による
政治的な援助と資金提供に
よるものでもありました。
地下鉄道による逃避行は
逃亡者と車掌のどちらに
とっても安全とはほぼ遠い

ものでした。1850年の
逃亡奴隷法は捕獲された
奴隷はその主人の元に返還
されると規定し、北部の
自由州の警官に逃げた奴隷
の捕獲を手助けする様に
求めていたのです。
この法律は北部の人々に
とって、単に奴隷所有者に

彼らの逃げた奴隷を再び捕まえる権限を認めた1793年の
逃亡奴隷法に比べると、到底承服しがたいものでした。

1849年にフィラデルフィアに奴隷の身分から逃げだした
ハリエットタブマンのように、地下鉄道に従事した人々は
捕り奴隷にされる、若しくはもっと悪い境遇陥るという
とてつもない危険さらされていました。

さらにフレデリックダグラス
著「フレデリック・ダグラス
自叙伝；アメリカの奴隷」の
ように逃走した奴隷による
執筆は奴隷制度討論会での
廃止論者の立場を強固にする
のに役立ちました。
これらの本や新聞、その他の
廃止論者の出版物が反奴隷
制度の思想を広げ、より多く
の人々を廃止運動へと導いた
ことで、廃止論者と奴隷制度
擁護派の緊張は高まって
いきました。 フレデリックダグラス


