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戦略サミット企画書

本大会は、

という流れで行う。

◇ドライバーズポイントについて

ここで、ドライバーズポイントが同数の場合は、得たドライバーズポイントのうち低いポイントを

一番低いポイントが両者とも０点、

なお、参加者の人数に応じて、勝ち抜け人数とドライバーズポイントを以下の様に変更する。

参加者人数

各組の ドライバーズポイント

勝ち抜け人数 R2

６人  60,50,40,30,20,10

５人  50,40,30,20,10

４人  40,30,20,10

３人  30,20,10

◇正誤判定について
・問題を読みきった場合及びランプがついてからの待ち時間は３カウント。
・解答と時間切れブザーが重なった場合は誤答扱いとする。
・解答が聞こえなかった場合は、正誤判定者は同じ回答の発声を解答者に要請する。
・東洋人はフルネーム。ただし、力士、天皇、固有名詞化した通称等は例外とする。
・西洋人は問題の趣旨に反しない限りファミリーネームのみでもよい。
・解答がほぼ正解の場合、正誤判定者は解答者に１度だけ解答の言い直しを許可する。

◇その他おしらせ

・会場内は飲食可能ですが、ごみはお持ち帰りください。
・会場内での物販は禁止されております。
・スタッフが４名と少人数での大会です。進行のお手伝いをお願いする場面がありますので、
　その際はご協力をお願いいたします。

2014.2.16(日)

沖縄産業支援センター(312号室)

主催：LeQuiO Project

予選３ラウンド→準決勝(ドライバーズポイント上位12人)→決勝(６人)

予選第１ラウンド：落札式３○２休
予選第３ラウンド：４回の権利
では、各組上位から60、50、40、30、20、10のドライバーズポイントが与えられる。

予選第２ラウンド：Terrible Dinosaur Hour（邦題：ダイナソー）
では、勝ち抜けた各組６名にドライバーズポイント35点が等しく与えられる。

順に比較し、高い方を上位とする。それでも同じ場合は、１○１×で決める。
<例>
Ａさん：50+0+10=60点　Ｂさん：30+0+30=60点　の場合は、

２番目に低いポイントがAさんは10点、Bさんは30点なので、Bさんが上位となる。

R1・R3

20～ 勝ち抜けた全員に35

18～19 勝ち抜けた全員に30

16～17 勝ち抜けた全員に25

～15 勝ち抜けた全員に20
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予選第１ラウンド：落札式３○２休

◇概要
このクイズは、オランダ式オークションで早押しボタンを使用する。
もちろん、早押しクイズでも早押しボタンを使用する。

失格条件：なし（ただし、ゴールドを使い果たすことで事実上の失格はありえる）

◇企画の流れ

↓
誰かが２ポイント先取するか、２問連続スルーが生じるまでクイズを行う
↓
以下繰り返し

◇オークションの方法

ボタンのランプを点けた解答者が、その時の数字で解答者席を落札する。

なお、落札した４人のうち、落札額が最も高い解答者１名はボーナスとして１ポイントを得る。

このボーナスは落札して参加する早押しにはカウントしない。
よって、ボーナスで１ポイント、早押しで２ポイントと、１セット目でいきなり勝ち抜ける
ことも可能。
なお、所持ゴールドより多い金額では落札できない。この行為は注意の対象となる。

◇正解と誤答
正解：１ポイント
誤答：正解かスルーが計２問出るまで休み。

クイズで２ポイントを獲得した解答者がでるか、全員休みになるか、

オークション→クイズのサイクルを、規定人数が勝ち抜けるか、限定問題数終了まで繰り返す。

初期所持金：１０ゴールド
勝ち抜け条件：３ポイント

参加人数：１組につき最大14人（全体を２組に分けて行う）
問題数限定：60問。最終問題で誤答があった場合は、問題を１問補充する。

オークションでこのセットの解答者(４人)を決める

司会が、「10、９、８、７、、、１、０」とコールし、

２回目以降も、「10、９…」とコールし、４名の落札者が決定するまで繰り返す。

落札額が最も高い解答者が複数いる場合、ボーナスは誰も得られない。

２問連続スルー(誤答を挟んでも有効)が発生したら、クイズ終了。次のオークションを行う。

勝ちぬけていない場合の順位は、ポイントの多い順＞残りゴールドの多い順＞１○１×で決める。
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◇概要

正誤による席の移動の後でトランプをめくり、ジョーカーが計２枚出るたびに、

勝ち抜け人数と現在生き残っている人数の合計が、規程人数となった場合はクイズ終了です。

問題数限定：なし

◇企画の流れ
座席決め近似値クイズ
↓
通常の早押し問題
↓
席の移動またはシェルターに入る
↓

↓
生き残っている解答者全員がシェルターに入ると１セット終了。
全員のシェルター状態を解除して座席決め近似値クイズに戻る。

◇勝ち抜け条件
勝ち抜け：（この組に参加している人数）点。
失格：恐竜に食われる
生き残っている人数が残り勝ち抜け数と同じになった場合、生き残っている者は全員勝ち抜け。

◇正解時の処理
正解すると、次の中から１つ選ぶ。

◇誤答時の処理
最下位席に移動。さらに１問休み。

予選第２ラウンド：Terrible Dinosaur Hour（邦題：ダイナソー）

上座+チキンレースクイズです。

最下位席の解答者は失格になります。

参加人数：１組につき最大14人（全体を２組に分けて行う）

トランプを５枚（最上位席での正解と最下位席での誤答は、追加でさらに10枚）めくる

①最上位席へ移動する。
②シェルターに移動する。シェルターにいる間は、早押しに参加せず、また恐竜に食われない。
なお、最上位席の解答者が正解した場合、追加でトランプを10枚めくる。

なお、最下位席の解答者が誤答した場合、追加でトランプを10枚めくる。
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◇シェルターに入った場合の得点
１人目は２点、２人目は３点と、１点ずつ上昇する。セットが終了すると人数はリセットされる。
なお、シェルターに入っていない解答者が１名になった場合、

◇トランプのシャッフルについて
ジョーカーが合計２枚出る度に、最下位席の解答者は恐竜に食われて失格となる。
恐竜に食われた解答者が出るたびに、ジョーカーと全てのトランプをシャッフルして新たな
山札を作り、続行する。シェルターに入っている人は入ったままの状態となる。

なお、ジョーカーが出るタイミングを予測しやすくするため、シャッフルは以下のように行う。

４セット目以降も同じように枚数を変化させてシャッフルする。

◇近似値で誤差が同じの場合
誤差が同じの場合は、くじで決める。

予選第３ラウンド：４回の権利

◇概要

なお、解答権を得られるのは、１人４回までである。

誤答時のペナルティは設けてないが、解答権を無駄に１回消費したため、
正解できる総数が減少することが実質的なペナルティである。

◇参加人数

◇同点の場合の順位
より得点の高い問題に正解した解答者が上位。
０点の場合は、ドライバーズポイントは得られない。

その解答者は自動的に恐竜に食われる。例外はない。

１セット目：ジョーカー２枚とそれ以外のトランプ５枚をシャッフルし、残りの47枚をその上に置く。
２セット目：ジョーカー２枚とそれ以外のトランプ10枚をシャッフルし、残りの42枚をその上に置く。
３セット目：ジョーカー２枚とそれ以外のトランプ15枚をシャッフルし、残りの37枚をその上に置く。

正解またはスルーが計40問出るまでクイズを行う。問題数制限なし。
正解時点数：１問目正解は1点、２問目は２点…40問目正解で40点が得られる。

正解･誤答に関わらず、計４回ランプを点けた解答者は、これ以上ボタンを押せない。
つまり、獲得できる最高得点は37+38+39+40=154点である。

参加人数：１組につき最大14人（全体を２組に分けて行う）
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準決勝：利害調整クイズ

◇概要
早押しで正解すると、自分の山札からトランプを１枚引き、その数字分の点数を獲得します。
つまり、自分の山札を高得点のトランプでてんこ盛りにする必要があります。

◇進行
組分け抽選→休憩タイム→トランプチョイスタイム→山札作成タイム→クイズタイム

◇組分け抽選

誰が何番のくじをもっているかは、スクリーンやホワイトボードなど、全員に見える状態で
掲示します。

◇休憩タイム

解答者は、この時間を利用して他の解答者と相談や交渉を行うことができます。
内容としては、
・組分け抽選で引いたくじの、他解答者との交換

などを自由に行えます。
なお、くじの交換は企画の管理上、企画者の立ち会いの上で行って下さい。
企画者の立ち会いなくしてくじを交換することは認められません。

準決勝進出者12名決定後、休憩に入る前に、準決勝の組分け抽選を行います。
準決勝進出者(以下解答者)は、１～12の数字の書かれたくじを１枚引きます。
クイズタイム(後述)では、偶数同士、奇数同士でクイズを行います。

10分間の休憩です。

・トランプチョイスタイムに向けての談合(どのスートを集めるか、等)
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◇トランプチョイスタイム
解答者は、くじの番号順に時計回りで円形にテーブルに着きます。

○封筒について

・封筒内のトランプのスートはランダムです。偏りもあります。
・企画者の指示があるまで、開封してはいけません。

企画者の合図で封筒を開けて下さい。

トランプを受け取ります。
受け取ったら、９枚の中から１枚を選び、先ほどと同様に、自分の前に伏せて置きます。
企画者の合図で残りの８枚のトランプを左隣の解答者に渡し、右隣の解答者から８枚の
トランプを受け取ります。
受け取ったら、８枚の中から１枚を選び、先ほどと同様に、自分の前に伏せて置きます。

なおシンキングタイムは、枚数の減少に応じて適宜減らします。

内容を確認してください。

・自分の前に伏せて置いたトランプは、企画者の指示があるまで表を確認してはいけません。
・自分の前に伏せて置いたトランプや選択中や選択後のトランプの山を、他の解答者に見せたり、
他の解答者のそれを盗み見てはいけません。
・他の解答者へのヒント、サイン防止のため、発言や過大な反応を禁止します。

企画者は各解答者にトランプ10枚が入った封筒を１つずつ配ります。

・Ａ～10までのトランプが各１枚ずつ、計10枚入っています。

<手順>

10枚の中から１枚を選び、自分の前に伏せて置きます。
シンキングタイムは15カウントです。

次に、企画者の合図で残りの９枚のトランプを左隣の解答者に渡し、右隣の解答者から９枚の

これを繰り返し、計10枚のトランプを自分の前に伏せて置きます。

10枚のトランプを自分の前に伏せて置いた後に、企画者の合図でこの10枚を手に取り、

シンキングタイムは30カウントです。

次に、企画者が先ほどと同じようにトランプの入った封筒を1つずつ配ります。
今度も1つ目の封筒と同じ手順でトランプを選びますが、２つ目の封筒のトランプは、
１つめの封筒と逆方向(右に渡す)で行います。

３つ目の封筒は、１つ目の封筒と同じ方向(左に渡す)で行います。

こうして、計30枚のトランプを選んだら、トランプチョイスタイムの終了です。

<禁止事項>
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◇山札作成タイム

作業時間は５分間です。

◇クイズタイム

ハート点：０
ダイヤ点：０
スペード点：０
クラブ点：０

正解：自分の山札からトランプを１枚引き、出たスートに点数を加算する。

例：ハートの８を引いたら、ハート点に８を加える。

奇数番号の６人から先にクイズを行う。問題数限定はなし。
各組３名、計６名が決勝進出。
クイズ開始前に、山札をよくシャッフルすること。

30枚のトランプの中から15枚を選び、自分専用の山札とします。
使用しない15枚は空いている封筒に入れ、記名の上企画者へ返却して下さい。

*初期状態

Ａ＝１として扱う。２～10はそのままの点数。

誤答：１×。３×で失格。

勝ち抜け条件：以下の３つを全て満たせば勝ち抜け。
①ハート点またはダイヤ点のいずれかで13点以上
②スペード点またはクラブ点のいずれかで13点以上
③最も点数の高いスートと、2番目に高いスートの合計が35点以上
なお、特例として山札を全て引ききった場合(15問正解)も勝ち抜けとする。
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決勝：操り人形

◇概要

ます。ただし、他の解答者と職業がかぶった場合、このセットのクイズに参加できません。

初期ポイント：０（マイナスにはならない）

◇優勝条件

しかし、全てのセットが終了しても優勝者が出なかった場合は、

◇決勝戦の流れ

１セット(５問)ごとに職業を選び、その職業の特殊能力を駆使してポイントを重ね、優勝を目指し

初期ライフ：３（誤答で-１。０になると失格。）
開始時に、職業カード６枚を解答者全員に配布する。

限定セット数：12。１セットにつき５問出題される。
使用される問題は最大で12セット×５問＝60問。

15ポイント獲得で優勝。

議席の多さ＞ポイントの多さ＞ライフの多さ＞じゃんけんで優勝者を決める。

職業の選択→早押しクイズ(１セットにつき５問)→職業の選択に戻る
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◇職業について

次のセットで職業を選ぶ際に他の解答者とかぶったら、かぶった相手を無条件に無効にして、
自分が単独で選んだことに出来る。

この職業を選ぶ際に、攻撃対象となる他の職業のカードが下になるように同時に掲げること。

できる。
ただし、解答者名ではなく職業で暗殺する相手を指定するため、狙った解答者を常に「暗殺」
できるとは限らない。

この職業を選ぶ際に、攻撃対象となる他の職業のカードが下になるように同時に掲げること。
正解すると、自分のポイントを２増やす。また、このセットの早押しに参加している解答者の中に
攻撃対象の職業がいた場合、その解答者のポイントを２減らす。

政治家が正解する度に、限定セット数が１つ減少する。

早押しで正解した場合の一覧

王様 暗殺者 泥棒 戦士 政治家 神官

ポイント ＋２ ＋２ ＋３

議席 ＋１

残りセット －１

ライフ ＋１

◇職業選択

暗殺者か泥棒を選ぶ場合は、暗殺者または泥棒のカードと、

◇職業決定の流れ
司会「全員オープン」
（１）：前セット「王様」の人の札を確認し、それとかぶっている人は全員除外
（２）：その他、職業がかぶっている人は全員除外
（３）：（２）のあと「暗殺者」が残っている場合は、暗殺対象者を除外
（４）：（３）のあと「泥棒」が残っている場合は、対象者の確認

①王様 (正解：+２ポイント。)

②暗殺者 (正解：+２ポイント。)

これにより、攻撃対象の職業を「暗殺」(このセットのクイズへの参加を阻止)することが

③泥棒 (正解：+２ポイント。他解答者の減点)

④戦士 (正解：+３ポイント。)

⑤政治家 (正解：±0ポイント。議席+１。)

(例：政治家が累計５問正解した場合、７セットで終了となる。)

⑥神官 (正解：±0ポイント。ライフ+１)
神官に就けた場合、それだけでライフに+１（暗殺されても有効）。

自分：+２
相手：-２

職業を選択し、司会の合図でカードを掲げる。シンキングタイムは15秒。

攻撃の対象となる職業のカードの計2枚を、攻撃対象が下になるように掲げること。
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◇その他のルール
・暗殺された場合の王様の能力について
暗殺者は、「このセットのクイズへの参加を阻止」するだけなので、次のセットで王様の
「優先して職業に就ける」能力は阻止できない。
次のセットで「暗殺」して「クイズへの参加を阻止」することは可能。

・残り問題数の影響などで優勝者が確定した場合、その時点で該当者は優勝とする。

・職業を選択した結果、職業に就けた解答者が１人だけの場合、クイズを出題しない代わりに、
その解答者に職業を問わず６ポイントを与え、次のセットの職業選択に移る。

セットを終了し、次のセットに移る。この場合、問題は消化したものとみなす。

・オンラインペーパークイズで、エントリーの部のトップは、決勝戦開始時に１ポイントを
持った状態で始める。

・失格者が出て解答者が５人以下になった場合、神官を選ぶことができなくなる。

・政治家の正解により、現在のセット数よりも少ない限定セット数になった場合、
その瞬間にクイズは終了となる。

この場合、セット数を1つ消化する。
職業を選択した結果、職業に就けた解答者が1人もいなかった場合は、全員、再度職業を選択
する(セットは消費しない)。

・誤答によりこのセットのクイズに参加している解答者が1名だけになった場合、

１名だけとなった解答者は、代わりに残った問題数×１ポイントを得る。
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