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◆ゲームを始める前に◆ 
まず コンポーネントの名称説明をします  
 
メインボード×1枚 
４つに畳まれた大きなボード 
 
スタートプレイヤーマーカー×1枚 
丸い大きめのマーカーで目のイラストがあります。 
 
クライシストークン×４枚 
ドクロの様なマークのトークン 
1234のそれぞれの数字が書かれています。 
 
ゾーンタイル×８枚 
ヒョウタンツギの様な形をして、顕微鏡マークが書いてあり裏表で青と白に分かれてるタイ

ルです。 
 
プレイヤートークン×１５個 
５色×各３個、木製で背の低い丸いチップです。 
 
フェイズ管理トークン×１個 
プレイヤートークンより少し高さのある真っ赤なトークンです。 
 
ウイルスチップ×40枚 
５種類×各８枚で各ウイルスのデザインが施されたチップです。 
裏面は同じデザインでシールドマークが書かれています。 
 
ウイルスボード×５枚 
５種類×１枚 
異なるウイルスの絵が書いてあるボードです。 
ウイルスアクションの説明と左右に１、２の数字が書いてあり上には砂時計マークがありま

す。 
 
イベントカード×１３枚＋１（プロモーションカード） 



裏面にviralのロゴが入っているカード 
 
ウイルスカード 
裏面が試験管のイラストになっているカード 
 
・基本のウイルスカード×25枚 
５種類×５枚 
 
・突然変異ウイルスカード× 22枚 
 
基本のウイルスカードは表側右下に各種類のウイルスボードのイラストが入っています。 
 
臓器カード×30枚 
5種類×6枚 
脳、心臓など６つのゾーンが書かれており 
裏面は各ウイルスボードのデザインと同じイラストがある 
 
 
ボード内の説明 
メインボードは中央のメインエリア、左側のフェイズ管理エリア、右中央のクライシス置

場、右端のスコアエリアにわかれています。 
 
臓器のイラストがあるメインエリアはそれぞれ1番から6番までの数字を振られた「ゾー

ン」に分けられています ゾーンは脳以外は複数の「臓器エリア」で分けられています 例え

ばゾーン５の消化器系臓器は大腸、小腸、胃の三つの臓器エリアに分けられますしゾーン2
の心臓の場合は 心臓1と心臓2の二つの臓器エリアに分けられます。脳は１つの臓器エリア

とみなします。 
今後の説明で ゾーンといえばその全てを 臓器エリアや特定の臓器名が出てきた場合は その

うちの特定の場所ということを覚えておいてください 
 
各ゾーンにあるヒョウタンツギのような形をしたマークは勝利点やリサーチポイントを決め

るゾーンタイル置き場です。 
※ゾーン５のタイル置き場はボード上の追加の勝利点があることを忘れないでください。 
 
 
フェイズ管理エリアにある顕微鏡のマークは リサーチと言う言葉で 説明をします 
例えば、リサーチポイントを２獲得と表記があれば、ウイルスマークが書いてある下から注

射器マークが書いてある上に対応した色のリサーチトークンを二つ上にあげると言う具合で

す。 
 
クライシストークンは1番から4番まであり、必要に応じて数字の若い順番に使ってくださ

い。 
必要な場合とは各臓器エリアのウイルス数が規定の数になった時に クライシストークンを

メインボードの初期配置からウイルス数が越えた臓器エリア内に移動されます。 
 
規定の数は以下の通り 



２人プレイ=３枚※2人プレイ用ルールを参照 
３人プレイ=３枚 
４人プレイ=４枚 
５人プレイ=５枚 
 
 
 
◆ゲームの準備◆ 
 
1、メインボードの準備 
メインボードをひらいてください 脳が書いてある方が上になります。 
 
2、ウイルスボードの準備 
各プレイヤーは任意の種類のウイルスボードを一人一枚自分の手元に置いてください。 
 
3、ウイルスチップの準備 
2で選んだ種類のウイルスチップをプレイ人数に合わせて規定の数をボードの上に置いてく

ださい  
プレイ人数による規定の数は以下の通りです。 
２人プレイ=８枚※2人プレイ用ルールを参照 
３人プレイ=８枚 
４人プレイ=７枚 
５人プレイ=６枚 
(余ったトークンはこのプレイ回では使わないので箱に閉まってください。） 
 
4、臓器カードの準備 
2で選んだ種類のウイルスが書かれている臓器カード6枚をそれぞれ手札にしてください。 
 
5、基本のウイルスカードの準備 
裏側に試験管のイラストがあるのがウイルスカードです。その中で表側のイラスト右下にウ

イルスボードと同じ5種類のマークがあるのが基本のウイルスカードです。2で選んだ種類

のウイルスカードを5枚それぞれ手札にしてください。 
 
6、突然変異ウイルスカードの準備 
5で使わなかったウイルスカードはすべて突然変異ウイルスカードです。突然変異ウイルス

カードは裏向きにシャッフルしてメインボードのそばに山札にして置いてください、そして

山札の上から3枚だけカードを表にして山札の横に並べてください。 
 
 
◆メインボードの準備◆ 
1、フェイズ管理マーカーの準備 
メインボード左側のフェイズ管理エリアの1から6までの数字は各フェイズ表してます。一

番上の「１」と書かれているところにフェイズ管理マーカーを置いてください 。 
 
２、リサーチトークンの準備 
フェイズ2の顕微鏡のマークがあるところはリサーチエリアです。 



各プレイヤートークンを同じ色のウイルスマークの場所に一つずつおいてください、以下こ

のトークンはリサーチトークンとします。 
 
３、イベントカードの準備 
フェイズ３のところにはイベントカードを6枚ランダムで選んで裏向きにして山札として置

いた後、一番上だけ表向きにして開いてください 
（イベントカードは裏側にviral のデザインロゴが記載されているカードです） 
 
４、タイブレークトークンの準備 
フェイズ６の部分は各色のプレイヤートークンを置きます。以下このトークンをタイブレー

クトークンと言います。 
置く順番はスタートプレイヤーが一番上、その左のプレイヤーが上から2番目、と順番に上

に詰めてタイブレークトークンを置いていきます。 
つまりスタートプレイヤーの右隣のプレイヤーに対応する色のタイブレークトークンが一番

下に来るはずです。 
 
５、ウイルスチップの初期配置を決める。 
全員の タイブレイクトークンの置場所が決まったら、タイブレイクトークンが一番下の人

その次に下から二番目の人の順番に各臓器エリアに自分のウイルスチップを一つずつ表向き

に配置していきます。 
この時以下の事に注意してください。 
 
01、必ず全員のプレイヤーが配置するウイルスチップの数は同じにしてください。 
02、各臓器エリアに配置されるウイルスチップは１枚までです。 
03、すべての臓器エリアにウイルスが配置されるまで下から順番に一番上の人が置いたら

また一番下の人へ移り順番に繰り返し配置してください。 
04置く場所が無くなった人は例外的に01を満たすために02を無視して２枚目のウイルス

チップを置いて構いません。 
 
６、ゾーンタイルの準備 
 ゾーンタイルを1番から6番のそれぞれのゾーンにランダムで1枚ずつ白色を表にして配置し

てください。 
 
７、 クライシストークンの準備 
クライシストークンを一番上から1234の順にボードの同じマークが書かれている場所に４

枚置いてください。 
 
８、スコアトークンの準備 
 3個目のプレイヤートークンを右上のスコアボードの一番上のスタート地点においてくださ

い。以下スコアトークンと言います。 
 
9、スタートプレイヤーの準備 
スタートプレイヤーはスタートプレイヤーマーカーを持ってください。 
 
 



◆ゲーム手順◆ 
 
このゲームは各臓器ゾーンの優先権を獲得して勝利点を上げていくゲームです。 
プレイヤーはウイルスカードと臓器カードを組み合わせて プレイすることで自分のウイル

スの数を特定の臓器で増やしたり移動をさせたりあるいは他のウイルスを攻撃することで優

先権を奪いあっていきます 
 
フェイズ１ 
フェイズ管理トークンを1に置いてください 
具体的なプレイ方法は 任意のウイルスカードからアクションを選び 任意の臓器カードから

プレイするゾーンを選びます 
その2枚を組み合わせて ウイルスボードの左側一番のところに裏向きでセットします 全員

のセットが終わったらスタートプレイヤーから順番にカードに従って行動していきます。 
 
全員の行動が終わったら同じように今度は2周目の行動となるウイルスカードと臓器カード

を選んで右側2番のところに裏向きにセットします。同様にスタートプレイヤーから時計回

りに行動を開始してください。 
 
※このラウンドで使い終わった４枚のカードはウイルスボード上部の砂時計マークのところ

に置いてください、この４枚は次のラウンドでは使えません。この時すでに砂時計マークの

ところにカードがある場合は(2ラウンド目以降)そのカードを手札に戻してください。 
 
 各アイコンの説明は後述します 全てのプレイヤーの一番と二番のアクションが終わり 2周
を終えたら フェイズ1は終了です。  
 
フェイズ2 
フェイズ管理トークンをフェイズ２に動かして フェイズ2の処理をしていきます。 
フェイズ２は得点獲得とリサーチポイント獲得が行われます。この時処理する順番はゾーン

1の脳から始まりゾーン6の腎臓まで1から6の順番に進めてください 各ゾーンに置いたゾー

ンチップが獲得する勝利点とリサーチポイントです、これを優先権のあるプレイヤーが獲得

します。 
優先権の判定はそのゾーンに一番多い数のウイルスチップを置いているプレイヤーになりま

す。 
ウイルスチップの数が同じ場合はメインボード左下のタイブレイクトークンを見て優先順位

を決めてください。一番上にあるトークンが優先順位が高いです。 このようにして優先権

が誰なのかを明確にして1番から6番までそれぞれのゾーンの勝利点とリサーチポイントを

獲得していってください。 
 
この時獲得した勝利点が4点8点12点16点を超えたときは直ちに 突然変異ウイルスカードを

入手してください。 
入手方法は２通りあります。 
 
１、表になっている3枚の突然変異ウイルスカードの中から1枚を選んで手札に入れてくだ

さい。その後減った一枚の空きスペースは山札から1枚を表にして補充してください。 
 
２、山札の一番上から伏せたまま突然変異ウイルスカードを1枚手札に入れてください。 



この選択をした場合は 表になっている3枚のウイルスカードは合わせてデッキの一番下に裏

向きのまま戻します。さらに山札の上から3枚を山札の横に表向きにセットしてください。 
 
また、一番初めに勝利点が二十点を超えたプレイヤーが出た場合、ゾーンチップを裏返して 
青側を表にしてセットしてください。 
 
フェイズ3 
フェイズ管理トークンを３に置いてくださいフェイズ３にはイベントカードが置いてありま

す。 
イベントカードに書いてある内容を処理して 処理したイベントカードは箱の中に戻してく

ださい、そして新しく現れた一番上のカードを1枚めくってください これが次のラウンドの

イベントカードとなります フェーズ3を終了します 
イベントカードの内容はかカードの詳細の項を参照してください。 
 
 
フェイズ4 
フェイズ管理トークンを4に置いてください 
フェイズ４ではクライシストークンの処理をします。 
ウイルスチップの数がクライシストークン発動理由を満たした場合や各カードの効果で、臓

器エリア内にクライシストークンが置かれている場合のみ、このフェイズの処理をしてくだ

さい。 
クライシストークンが無い時はフェイズ５に移ります。 
クライシストークンが臓器エリア内にある場合はクライシストークンと同じ臓器エリアに居

る全ての見えているウイルスは 1ダメージを受けます。すなわちシールドを貼っていないウ

イルスはすべて 各プレイヤーの 手元に戻ります。ダメージを受ける直前にこの臓器エリア

内の優先権を持っていたプレイヤーは２勝利点を得ます。その他の臓器エリアに存在してい

たプレイヤーは 1勝利点を得ます。 
 
フェイズ5 
フェイズ管理トークンを5に置いてください 
フェイズ５の処理はフェイズ2でリサーチトークンが一番上の顕微鏡マークに到達している

場合のみ処理をします。 
顕微鏡マークにリサーチトークンが無い場合はフェイズ６に移ってください。 
 
顕微鏡マークにリサーチトークンがある場合特効薬を接種します、その種類のウイルスは

ボード全体で1ダメージを受けます。 
つまりシールドを張っていないウイルスはボード上から全て除去され、シールドを持ってい

るウイルスは全てのシールドが無くなります。 
 
フェイズ6 
フェイズ管理トークンを6に置いてください 
フェイズ6では タイブレークトークンの順番を獲得した勝利点を見ながら入れ替えます。 
勝利点の獲得が多い順に一番下からタイブレークトークンを並べていきます。 
 
またこの時フェイズ1のアクションで他のウイルスを吸収していたウイルスがあった場合は

そのウイルスを解放してください。 



 
最後にスタートプレイヤーマーカーを持っているプレイヤーは左隣のプレイヤーにスタート

プレイヤーマーカーを渡します。 
フェイズ1での行動アクションはスタートプレイヤーマーカーを持ったプレイヤーから時計

回りに行います。 
 
以上で１ラウンドが終わります。 
以降6ラウンドまで同じ事を繰り返します。 
 
最後のイベントカードを使い終わった最終ラウンドのフェイズ6でゲームが終了します。 
ゲーム終了後、以下の２つの勝利点をスコアトークンがある勝利点に足してゲームの勝者が

決めます。 
 
１、最後に残ったウイルスチップが置いてあるゾーンの数×1勝利点 
 
２、突然変異ウイルスカードに書いてある勝利点の合計 
 
全てを足した最終スコアが同点の場合はタイブレークトークンが一番下にいるプレイヤーが

勝利です。 
※４０点を越えた場合はまた０点の所へ戻りスコアエリアの２周目を進めてください。 
 
 
◆ウイルスカードの アイコン説明 ◆ 
ウイルスボード順 
 
１、インフェクト（感染、発生） 
自分のウイルスチップを任意のゾーンの臓器エリア内に表向きに置くことができます。 
もし手持ちのウイルスチップが無い場合は他の臓器エリアから指定のゾーンへ自分のウイル

スチップを移動させることもできます。そうした場合シールドは外れます。 
 
２、クライシス（危機、免疫反応） 
クライシストークンを任意のゾーンの臓器エリア内に配置することができます。 
以下の点に注意してください。 
１、クライシストークンは必ず一番小さい数字のトークンから使ってください。 
２、臓器エリア内にクライシストークンは１つしか置けません。 
３、すでに全てのクライシストークンが使われている場合はクライシストークンを設置出来

ません。 
 
３、アタック（攻撃） 
任意のゾーンにある他のウイルスチップを攻撃して１体に１ダメージを与える事が出来る。 
※アタック使用条件は自分のウイルスチップが同じ臓器エリアに居ることです。 
 
４、マグネット（磁石、特殊移動） 
任意のゾーン内の臓器エリアに居る自分のウイルスチップを中心にaかbを行える。 
a、隣接する臓器エリア内のウイルスチップを矢印方向に関わらず引き寄せる事ができる。 



b、隣接する臓器エリアに矢印方向に押し出す事ができる。押し出し先はマグネット使用者

が選ぶ。（未確認） 
 
５、アブサーブ（吸収） 
任意のゾーンの臓器エリア内にある自分のウイルスチップを指定します。指定したウイルス

チップと同じ臓器エリア内にある全てのウイルスチップを吸収して指定したチップの下に重

ねます。 
以降は解放されるまで下に吸収されたウイルスチップは指定した一番上のウイルスチップと

して扱い、移動も一緒でウイルスチップの枚数確認をする場合も下にあるチップは無視す

る。既にアブサーブしているウイルスチップも、吸収可能。 
 
以下の２つの場合に吸収されたウイルスチップはただちに解放されます。 
a、一番上のウイルスチップが除去された場合。クライシストークンや特効薬の効果は下の

ウイルスチップには効果を与えない。 
b、フェイズ６の処理時。 
解放される場所はその時の臓器エリアです。 
※解放の時クライシストークンの発生条件を満たすならただちにクライシストークンを置い

てください。 
 
６、シールド（防御） 
任意のゾーンに居る自分のウイルスチップを裏返してシールドマークが見えている方を表に

します。シールドマークのあるウイルスチップは１ダメージを受けた場合、裏返してシール

ドマークが無いウイルスチップにする事で除去されません。 
 
７、ムーヴ（通常移動） 
任意のゾーン内に居る臓器エリアから矢印方向の臓器エリアへ自分のウイルスチップを移動

できる。 
 
 
※ウイルスカードのアイコンが青い場合は「任意」ではなく、「指定」と読み替ええてくだ

さい。つまり一緒に出したゾーンカードで指定したゾーン内に限りアイコン行動ができる 
 
 
◆イベントカード説明詳細◆ 
数字はカード右上の番号より 
 
1、MIND CONTROL 
ゾーン1の優先権を持っているプレイヤーは勝利点2を得る 
 
2、NUMBER 1 
腎臓1と腎臓2のすべてのウイルスチップを除去する。除去された各ウイルスチップのプレ

イヤーは勝利点1を得る 
 
3、NUMBER 2 
大腸のすべてのウイルスチップを除去する。除去された各ウイルスチップのプレイヤーは勝

利点1を得る 



 
4、FAST FOOD 
各プレイヤーはスタートプレイヤーから順番にゾーン5の任意の臓器エリアへ他のゾーンか

ら1つのウイルスチップを配置しなければならない。 
 
5、POLLUTION 
肺1に最もウイルスチップが多いプレイヤーと肺2に最もウイルスチップが多いプレイヤー

がそれぞれ勝利点1を得る。 
 
6、MULTIPLICATION 
各プレイヤーは順番に任意の臓器1つにウイルスチップを配置しなければならない。プレイ

ヤーが利用可能なウイルスチップがない場合、このカードは無視されます。 
 
7、NO SMOKING 
肺1と肺2に使用可能な最も数字の小さいクライシストークンを配置します（クライシス

トークンがすでにある場合は無視する事） 
 
8、ARE YOU IN LOVE? 
ゾーン2の優先権を持っているプレイヤーは勝利点2点を得る 
 
9、SNEEZE 
各ゾーンの優先権を持っているプレイヤーは勝利点1を得る 
 
10、TOO MUCH SUGAR? 
膵臓と胃にクライシストークンを配置します。（クライシストークンがすでにある場合は無

視する事） 
 
11、AGGRESSIVE VIRUS 
すべてのプレイヤーのリサーチポイントを1つ下げる 
 
12、DOCTOR'S APPOINTMENT 
すべてのプレイヤーのリサーチポイントを1つ上げる 
 
13、INDIGESTION 
ゾーン5のすべてのウイルスチップがシールドを獲得する 
 
PM1、VASELITUS 
スタートプレイヤーから順番に自分のウイルスチップがある臓器エリアで他のウイルスチッ

プを攻撃できる 
 
◆未確認の俺の解釈◆ 
◇処理順番 
・ゾーン 
１→６の順番。 
 
・臓器エリア 



基本は１→２、肝臓→膵臓、胃→小腸→大腸。 
 
・クライシストークン 
１→４の順番。 
 
・特効薬 
接種が複数の場合、処理は同時。 
 
・ゾーン、エリアのすべてのウイルスを除去系は全体に１ダメージでシールドがあれば除去

しない、アブサーブされて下に居るウイルスチップはノーダメージ。 
 
◇マグネットで押し出す 
マグネットで押し出す場合、押し出す先はマグネット使用プレイヤーに委ねられます。 
 
◇二人プレイ時 
基本ルールは３人プレイ時と同じだが 
以下の変更点がある。 
 
３人目を仮想プレイヤーとして参加させる 
 
ウイルスチップ初期配置は通常通り置くが各自ウイルスチップのセットは２枚までに留め

る、その他の臓器エリア全てに仮想プレイヤーのウイルスチップを配置する。 
 
ウイルスカード受け取らない 
 
フェイズ１のカードセットは仮想プレイヤーの場合常に臓器カードを６枚からランダムで選

択してそのゾーンのその臓器エリアに１つずつ置けるだけのウイルスチップを処理順に置

く。 
突然変異のウイルスカードは受け取らない。 
 
 
◆ヴァリアントルール◆ 
◇予想外の症状 
ウイルスボードの１（左）と２（右）の両方に全てのプレイヤーがカードを裏向きに置いて

からスタートプレイヤーから順番にまずは１のカードを処理して、２周目には２のカードを

処理します。 
 
◇担当医の変更 
フェイズ２の得点計算後計算の終わったゾーンタイルを箱に戻す。ゾーン６のゾーンタイル

を箱に戻したら、全てのゾーンタイルをランダムに選択してゾーンタイル置き場に設置しな

おす。（色は変えない） 
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このヴァイラル日本語ルールは製作者が 
個人で楽しむためにまとめたものであり 
公式ルールを保証するものではありません。 
 
使用者にいかなる不都合があっても 
製作者は責任を持たないものとします。 
 
 
 
アナログゲームサークル 
ふれいみんぐ 
 代表 KTA @KTA009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


