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Lexique du Tarot
タロットの用語

 タロ（tarot）：タロット
 ♣ トレフル（trèfle）：クラブ
 ♦ カロー（carreau）：ダイヤ
 ♠ ピック（pique）：スペード
 ♥ クール（cœur）：ハート
 ロワ（Roi）：キング

 ダーム（Dame）またはレーヌ（Reine）：クイーン

 カヴァリエ（Cavalier）：ナイト

 ヴァレ（Valet）：ジャック

 カルト・ドゥ・クルール（carte de couleur）：カラーカード。
アトゥ以外のカード。クラブ、ダイヤ、スペード、ハートの
カード。
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 アトゥ（atout）：大アルカナ。1～21 の数字が書かれたカード。

 ル・プティ（le petit）：「小さなもの」の意。アトゥ 1。数字で 1 と書かれたカー
ド。最も弱いアトゥ。3 枚のブ（bout）の中の 1 枚。

 ル・ヴァンテアン（le 21、le vingt et un）：アトゥ 21。数字で 21 と書かれた
カード。最も強いアトゥ。3 枚のブ（bout）の中の 1 枚。

 レクスキューズ（l'Excuse）：通常は、星印とマンドリンを弾いている人が描か
ぐしゃ

きりふだ

れているカード。愚者のカード。切り札。特別な働きをする。
はし

 ブ（bout）またはウドレ（oudler） ：「端」の意。アトゥ 1（ル・プ
ティ、数字で 1 と書かれたカード）、アトゥ 21（数字で 21 と書かれた
カード）、レクスキューズの 3 枚のカードを指す。 これら 3 枚のブの
うち 1 枚だけある場合はアン・ブ（un bout）、2 枚ある場合はドゥ・
ブ（deux bouts）、3 枚ある場合はトロワ・ブ（trois bouts）と呼ぶ。

 ブ・プルナーブル（bout prenable）：「取れるブ」の意。アトゥ 1（ル・プ
ティ）を指す。3 枚のブの中で最も弱いブ。

 ブ・ノンプルナーブル（bout non-prenable）：「取れないブ」の意。アトゥ 21
とレクスキューズを指す。他のプレイヤーはこれらのブを取ることができない。

 サンプル・ポワニエ（simple poignée）またはユニュ・ポワニエ
てやく

（une poignée）：手役（最初に配られたカードだけで成立する
役）の 1 つ。4 人制タロットゲームの場合はアトゥを 10 枚、5 人制
タロットゲームの場合はアトゥを 8 枚持っていることを指す。
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てやく

ドゥブル・ポワニエ（double poignée）： 手役（最初に配られたカードだけで成
立する役）の 1 つ。4 人制タロットゲームの場合はアトゥを 13 枚、5 人制タロッ
トゲームの場合はアトゥを 10 枚持っていることを指す。
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てやく

 トリプル・ポワニエ（triple poignée）：手役（最初に配られたカードだけで成立
する役）の 1 つ。4 人制タロットゲームの場合はアトゥを 15 枚、5 人制タロット
ゲームの場合はアトゥを 13 枚持っていることを指す。
けいやく

せんげんしゃ

 コントラ（contrat）：契約。プレイヤーがプルヌール（宣言者）になってどの種
類のゲームを行うかを発表する、ドンヌ（ラウンド）開始前の宣言のこと。コント
ラ（契約）の種類としては、プティット、ガルド、ガルド・サン、ガルド・コント
ルなどがある。

 アンシェール（enchère）：オークション。各プレイヤーがコントラ（契約）を宣
言すること。
せんげんしゃ

 プルヌール（preneur）：宣言者。一番強いコントラ（契約）を発表した人。親。
デクララン（déclarant）と同義。
せんげんしゃ

 デクララン（déclarant）：宣言者。一番強いコントラ（契約）を発表した人。親。
プルヌール（preneur）と同義。
ぼうぎょしゃ

 デファンスール（défenseur）：防御者。4 人制タロットゲームの場合は、コント
ラ（契約）を発表したプルヌール（宣言者）以外の 3 人を指す。

 パルトネール（partenaire）：パートナー。5 人制タロットゲームの場合、プル
ヌール（宣言者）はキングの中の 1 枚を選んで宣言し、そのキングを持っているプ
レイヤーをパルトネール（パートナー）に指定する。
くばりて

 ドヌール（donneur）：配り手。カードを配る人のこと。
 ドンヌ（donne）：ラウンドまたはカードの分配。あるいは（ゲーム開始時の）持
ち札、手札。

 フォス・ドンヌ（fausse donne）：分配違反。カードを配る際に枚数が正しくな
いこと。

 プリ（pli）：勝ってカードを獲得すること（獲得）、または、獲得したカード
（取り札）。あるいはトリック。ルヴェ（levée）と同義。

 ルヴェ（levée）：勝ってカードを獲得すること（獲得）、または、獲得したカー
ド（取り札）。あるいはトリック。プリ（pli）と同義。
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 シアン（chien）：「犬」の意。山札。カードを配る際に、テーブルの中央に配ら
れるカードのこと。4 人制タロットゲームの場合は 6 枚、5 人制タロットゲームの
場合は 3 枚。これらのカードは、プルヌール（宣言者）の取り札にすることができ
る。

 エカール（écart）：「離れたところ」の意。捨て札。プルヌール（宣言者）が自
分の手札に入れずに、脇に伏せて置いたカードで、プレイには使っていないカード
のこと。ただし、ゲーム終了後に自分の得点としてカウントされる。

 フォゼカール（faux écart）：捨て札違反。プルヌール（宣言者）が手札の代わり
に自分のエカール（捨て札）からカードを取り戻し、手札を修正してから最初の
カードを置くこと。

 クープ（coupe）: 「カット」の意。あるカラーのカードをすべてエカール（捨て
札）に入れて、そのカラーのカードが手札にもうないこと。

 サングレット（singlette）：「1 枚札（シングルトン（singleton（英））」の意。
あるカラーのカードが 1 枚しか手札にないこと。配られた手札の中で、他とカラー
が異なるカードを 1 枚だけ持っていること。

 フェール・ランビュランス（faire l’ambulance）：「救急車役をする」の意。パ
ルトネール（パートナー）がル・プティ（アトゥ 1）を出せるように、最も強いア
トゥ（大アルカナ）を置くこと。通常はアトゥ 21 を置くこと。

 クぺ（couper）：「カットする」の意。置くべきカードを持っていない場合に、
アトゥ（大アルカナ）を置くこと。

 スュルクペ (surcouper）：「オーバーカットする」の意。より強いアトゥを置く
こと。

 スークペ（sous-couper）：「アンダーカットする」の意。置かれたアトゥよりも
強いアトゥが置けない場合に、より弱いアトゥを置くこと。ピセ（pisser）と同義。

 ピセ（pisser）：「低いランクのカードを置く」の意。置かれたアトゥよりも強い
アトゥが置けない場合に、より弱いアトゥを置くこと。スークペ（sous-couper）
と同義。

 デフォセ（défausser）：「捨て札をする」の意。要求されたアトゥ（大アルカ
ナ）もカラーカードも持っていない場合に、手札のいずれかを選んで捨てること。

 シュレム（chelem）：スラムまたはグランドスラム。トリックすべてに勝つこと。
 スコール（score）：点数。マルク（marque）と同義。
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 マルク（marque）：点数。スコール（score）と同義。
 アンタム（entame）：ゲームの最初に置くカード、または、ゲームの最初のカー
ドを置くこと。これはゲームの開始を意味する。

 （エートル）ア・ルベルチュール（（être）à l’ouverture）：「（ゲーム）開始時
にいる」の意。自分がアンタムを行う際に、プルヌール（宣言者）の左隣にいるこ
と。

 （エートル）アン・フォン・ドゥ・クール（（être）en fond de cour) : 「奥にい
る」の意。そのターンでプルヌール（宣言者）から最も離れた場所でプレイするプ
レイヤーであること。このプレイヤーが最初にカードを置き、その後反時計回りの
順で各プレイヤーがカードを置き、最後にプルヌール（宣言者）がカードを置く。

 フェール・ランパス（faire l’impasse）：「～が起こらないと予想して危険を冒す、
勝負に出る」の意。自分の下位札によって相手の中間札を出させ、そのカードを後
で取ろうとすること。次のルヴェ（トリック）でより高い点を獲得するために、強
いカラーカードをすぐには置かないこと。

 シュトゥ（chute）：ダウン。失敗。プルヌール（宣言者）の得点が宣言したコン
トラ（契約）の点数より少なく、コントラ（契約）を守れずに失敗すること。

 シュテ（chuter）：「ダウンする、失敗する」の意。プルヌール（宣言者）の得点
が宣言したコントラ（契約）の点数より少なく、コントラ（契約）を守れずに失敗
すること。

 シャソプティ（chasse au petit）：「ル・プティ（アトゥ 1）狩り」の意。ル・プ
ティ（アトゥ 1）を獲得するために、相手側にル・プティ（アトゥ 1）を出させて
場に置かせるようにすること。

 ル・プティ・オ・ブ（le petit au bout）：「ル・プティ（アトゥ 1）を最後まで」
の意。最後のルヴェ（トリック）でル・プティ（アトゥ 1）を置くこと。

 エル・セ：ルノンス・コンソメ（RC：renonce consommée）：「完遂された断
念」の意。「renonce：断念」とは、場札と同種のカードを持っているのに出さな
い、または、出せずに他のカードを置くことを意味する。次のルヴェ（トリック）
の開始と同時に、この断念した内容は「consommée：完遂された」ものになる。

 ジュ・パス（Je passe）：「パスします」の意。プレイヤーが契約を宣言しない
場合に言う言葉。

 ジュ・プラン（Je prends）：「契約します」の意。宣言やアンシェール（オーク
ション）を行う場合に言う言葉。
6
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 ジュ（Jeu）：「プレイ」の意。ゲームを開始する際に言う言葉。
 プティット（petite）：「小さなもの」の意。最も簡単なコントラ（契約）。プ
リーズ（prise）と同義。

 プリーズ（prise）：「獲得、取り」の意。最も簡単なコントラ（契約）。プ
ティット（petite）と同義。

 ガルド（garde）：「ガード」の意。「プティット」または「プリーズ」より難し
いコントラ（契約）。

 ガルド・サン（ル・シアン）（garde sans（le chien））：「犬（山札）なしガー
ド」の意。ガルドより難しいコントラ（契約）。プルヌール（宣言者）が、シアン
（山札）を使わずにコントラ（契約）を実現できると見なした場合に宣言する。エ
カール（捨て札）を使わず、シアン（山札）の点数はドンヌ（ラウンド）の終わり
にプルヌールに加算される。

 ガルド・コントル（ル・シアン）（garde contre（le chien））：「犬（山札）に
対するガード」の意。最も難しいコントラ（契約）。プルヌール（宣言者）がシア
ン（山札）を使わずにコントラ（契約）を実現できると判断した場合に宣言する。
シアン（山札）の点数はデファンス（防御）側のものとなる。

 ロング（longue）：手札に同じカラーのカードを沢山持っていること。
 メトル（maître）：そのドンヌ（ラウンド）で最高のカードを置いたプレイヤー。
 プティ・セック（petit sec）：手札にル・プティ（アトゥ 1）以外のアトゥがな
く、レクスキューズもないこと。
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Règles du Tarot
タロットのルール
1) Présentation :
1）はじめに：
La règle unique établie par la F.F.T. s’est imposée en France, aussi bien pour les championnats officiels que pour les parties amicales, qui souffrent ainsi de moins de discussions.
Le Tarot se pratique avec un jeu de 78 cartes (jeu de Tarot). Il se joue à 3, 4 et 5 joueurs.
フランスでは、タロットゲームの公式試合でも親善試合でも、フランス・タロット連盟
（La Fédération Française de Tarot：FFT）が制定した統一ルールが適用されており、比
較的わかりやすいルールになっています。
タロット（タロ）は 78 枚のタロットカードを使用するゲームです。3 人、4 人、または 5
人でプレイします。

2) Les cartes :
2）カード：
Le jeu de Tarot est composé de 78 cartes.
タロットゲームは、78 枚のカードを使用して行います。
A/ カードの種類
カードには以下のような種類があります。
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- 4 couleurs : ♣, ♦, ♠, ♥ (Trèfle, Carreau, Pique, Cœur).
Chaque couleur est composée de 14 cartes. Dans l'ordre décroissant de force et de
valeur :
- le Roi, la Dame, le Cavalier et le Valet constituent les honneurs (ou les habillés)
- le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, l’As.



-

4 種のカラーカード：♣ トレフル（クラブ）、♦ カロー（ダイヤ）、♠ ピック
（スペード）、♥ クール（ハート）
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4 種のカラーカードはそれぞれ 14 枚のカードで構成されています。強い順に並べ
ると以下のようになります。
ロワ（キング）、ダームまたはレーヌ（クイーン）、カヴァリエ（ナイト）、
ヴァレ（ジャック）。これらはオヌール（honneur）またはアビエ（habillé）と呼
ばれます。
-

-

10、9、8、7、6、5、4、3、2、アス（エース）
Comparaison entre les cartes classiques et les cartes de Tarot :

Les Habillés :
N°
R
D
C
V

13
12
11

Carte
classique
Roi
Reine
Valet

Carte de Tarot:
Habillés ou Honneurs
Roi
Dame / Reine
Cavalier
Valet

Les enseignes :
Symbole
♣
♦
♠
♥

Carte classique
Trèfle
Carreau
Pique
Cœur

Carte de Tarot
Trèfle
Carreau
Pique
Cœur

トランプとタロットカードの比較：
アビエ（habillé）の呼び方：

9

番号

トランプ

R

13

キング

D

12

クイーン

C
V

11

ジャック

タロットカード：
アビエ（habillé）または
オヌール（honneur）
ロワ（Roi）
ダーム (Dame) または
レーヌ (Reine)
カヴァリエ（Cavalier）
ヴァレ（Valet）
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カラーカードのスート（マーク）の呼び方：
スート（マーク）
♣
♦
♠
♥

トランプ
クラブ
ダイヤ
スペード
ハート

タロットカード
トレフル（Trèfle）
カロー（Carreau）
ピック（Pique）
クール（Cœur）

- Vingt et une cartes portent un numéro : ce sont les atouts (ou tarots) qui ont priorité sur les couleurs. Le numéro indique la force de chaque atout, du plus fort, le 21,
au plus faible, le 1 (appelé petit).
- 1～21 までの数字が書かれた 21 枚のカード：これらはアトゥ（大アルカナまた
はタロ）と呼ばれ、カラーカードよりも強いカードです。番号は各アトゥの強さを
示し、数字で 21 と書かれたカードが最も強く、数が小さくなるほど弱くなり、数
字で 1 と書かれたカード（ル・プティと呼ばれる）が最も弱いカードです。
- Enfin l'excuse, une carte marquée d'une étoile et représentant un joueur de mandoline, est une sorte de "joker" dispensant de jouer la couleur ou l'atout demandé.
- レクスキューズ（l’Excuse）：星印とマンドリンを弾く人が描かれています。
ジョーカーのような役割を持ち、要求されたカラーカードやアトゥ（大アルカナ）
の代わりとして機能します。
Le 21, le petit et l'excuse sont les 3 bouts (ou les 3 oudlers). C'est autour de ces 3 cartes
que s'organise toute la stratégie du jeu de Tarot.
アトゥ 21、ル・プティ（アトゥ 1）、およびレクスキューズの 3 枚は、「3 つのブ
（bout）またはウドレ（oudler）」と呼ばれています。タロットゲームの戦略すべてにお
いて、これらの 3 枚のカードをいかに活用するかが重要になります。
タロットの特別なカード

ブ（bout）またはウドレ（oudler）
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アトゥ 21
ル・プティ（アトゥ 1）
レクスキューズ
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B/ Valeur des cartes

Valeur de chaque carte :


1 bout (ou bout : 1 - 21 - excuse) :

4,5 points



1 Roi :

4,5 points



1 Dame :

3,5 points



1 Cavalier :

2,5 points



1 Valet :

1,5 point



Toute autre carte :

0,5 point

On compte les cartes deux par deux pour faciliter le décompte :


1 bout (ou bout : 1 - 21 - excuse) + 1 petite carte :

5 points



1 Roi + 1 petite carte :

5 points



1 Dame + 1 petite carte :

4 points



1 Cavalier + 1 petite carte :

3 points



1 Valet + 1 petite carte :

2 points



2 petites cartes à la couleur ou à l'atout :

1 point

TOTAL :

11

91 points
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B/ カードの点数

カードの種類
ブ（bout）：アトゥ 1、アトゥ 21、レクスキューズ（l’Excuse）
ロワ（Roi）
ダーム（Dame）
カヴァリエ（Cavalier）
ヴァレ（Valet）
その他のすべてのカード(弱いカード)

点数
4.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5

C/ Le comptage des points
Lors du comptage des points, on additionne ensemble une carte faible à 0.5 points et une
carte forte à 1.5 points ou plus. De cette façon, les demi-points se compensent et le calcul se fait plus facilement. Cette particularité exprime d’elle-même toute la complexité du
tarot.
C/ 点数の数え方
タロットの点数は、0.5 点の弱いカードと 1.5 点以上のカードをペアにして 2 枚一組で
数えます。これにより、小数点以下の端数が整理され、計算が容易になります。フレン
チタロットは複雑さがその特徴でもあります。

12
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計算を簡略化するためにカードを 2 枚ずつ数える方法：
カードの種類
ブ（アトゥ 1、アトゥ 21 またはレクスキューズ）+ 弱いカード
ロワ + 弱いカード
ダーム + 弱いカード
カヴァリエ + 弱いカード
ヴァレ + 弱いカード
カラーカードまたはアトゥの弱いカード 2 枚
合計

点数
5
5
4
3
2
1
91

3) Le principe du jeu :
3）ゲームの基本方針：
Le Tarot en tournoi officiel se joue en règle générale à quatre joueurs.
Le Tarot est à la fois un jeu individuel et un jeu d'équipe. En effet, au cours de la partie,
l'un des joueurs, appelé le preneur (ou le déclarant) est opposé aux trois autres, les défenseurs, qui constituent une équipe (la défense).
Mais cette association ne dure que le temps d'une donne. Elle peut se constituer différemment pour la donne suivante.
Après avoir pris connaissance de son jeu, un joueur peut s'engager à atteindre un certain
nombre de points en jouant seul contre ses trois adversaires associés.
Combien de points le preneur seul doit-il réaliser pour gagner son contrat ? Cela dépend
uniquement du nombre de bouts qu'il détient dans ses levées ou plis à la fin de la donne.
タロットゲームの公式トーナメントは、通常、4 人制で行われます。
タロットは、個人ゲームであると同時にチームゲームでもあります。実際、試合中は、プ
レイヤーの中の 1 人はプルヌール（preneur：宣言者）またはデクララン（déclarant：宣
言者）と呼ばれ、デファンスール（défenseur：防御者）と呼ばれる他の 3 人のプレイ
ヤーと対戦します。これら 3 人のデファンスール（防御者）は 1 つの守備チーム、デファ
ンス（défense：防御）を結成します。
4 人制タロットゲームの体制：
プルヌールまたはデクララン（宣言者、親）：1 人
デファンスール（防御者）：3 人
4 人制タロットゲームでは、常に 1 対 3 に分かれて対戦します。デファンスール（防御
者）の 3 人がいかに協力して点数を積み上げるかが勝利のポイントとります。
13
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ただし、このプルヌール（宣言者）とデファンスール（防御者）との関係は、１つのドン
ヌ（donne：ラウンド）中にのみ有効で、次のドンヌでは構成が変わる可能性があります。
プレイヤーは、自分の手札をよく調べた後で、1 人で他の 3 人のデファンスール（防御
者）と対戦しながら一定の点数に達することをコミットできます。つまり、配られたカー
ドをよく見たうえで、プルヌール（宣言者）になるかデファンスール（防御者）になるか
を決めることができます。
では、コントラ（契約）を成功させるには、プルヌール（宣言者）1 人でどれくらいの点
数を獲得する必要があるのでしょうか？それは、単純に、ドンヌの最後でプリ（pli：取り
札）の中にブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクスキューズ）が何枚あるかで決
まります。以下の表にそれぞれのコントラ（契約）の成功に必要な点数を示します。
Points à réaliser :


Sans bout :

il faut 56 points



Avec un bout :

il faut 51 points



Avec deux bouts :

il faut 41 points



Avec trois bouts :

il faut 36 points

コントラ（契約）の成功に必要な点数：
ブの枚数

必要点数

0

56

１

51

2

41

3

36

説 明
ブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクス
キューズ）を 1 枚も獲得できなかった場合
ブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクス
キューズ）いずれか 1 枚を獲得した場合
ブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクス
キューズ）のいずれか 2 枚を獲得した場合
ブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクス
キューズ）の 3 枚すべてを獲得した場合

Ce tableau vous permet de découvrir l'importance considérable des bouts. Le 21 et l'excuse ne peuvent changer de camp. Mais attention, l'excuse ne doit pas être jouée à la dernière levée, sauf en cas de chelem, sinon elle change de camp. Le petit, au contraire, est
vulnérable. Le déclarant peut le perdre... ou le prendre à ses adversaires à la suite de la
fameuse CHASSE AU PETIT.
この表を見ると、ブ（ル・プティ（アトゥ 1）、アトゥ 21、レクスキューズ）をいかに多
く獲得することが大切かということがわかります。特に、アトゥ 21 とレクスキューズが
相手側のカードになることはゲーム結果を大きく左右します。ただし、レクスキューズは、
シュレム（chelem）の場合を除き、最後のルヴェ（levée :トリック）で使ってはなりま
せん。最後のルヴェ（トリック）でレクスキューズを使用すると、レクスキューズは相手
14
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側のカードになります。反対に、ル・プティ（アトゥ 1）は弱いカードです。プルヌール
（宣言者）は、ル・プティ（アトゥ 1）を相手側に取られてしまうこともありますが、
シャソプティ（chasse au petit：ル・プティ狩り）を行って相手側にル・プティ（アトゥ
1）を出させて取ることもできます。

4) La distribution :
4）カードの配り方：
Avant la première distribution, on étale le jeu, face cachée, et chaque joueur tire une carte
au hasard. La plus petite carte désigne le donneur. En cas d'égalité entre les deux plus
faibles, on respecte l'ordre de priorité entre les couleurs : Pique, Cœur, Carreau, Trèfle;
l'as de Trèfle est donc la plus petite carte. Les atouts sont prioritaires, mais l'excuse ne
compte pas : il faut retirer dans ce cas une nouvelle carte.
Le jeu doit obligatoirement être battu par le joueur placé en face du donneur.
Puis le voisin de gauche du donneur doit couper en 2, en prenant ou en laissant obligatoirement plus de 3 cartes, et doit refermer lui-même le tas.
Le donneur met les 6 cartes au chien une par une. Il est interdit d’y mettre la première et la
dernière carte du paquet.
最初にカードを配る前に、カードを伏せて並べ、各プレイヤーはそこから１枚ずつ引きま
す。最も弱いカードを引いた人がドヌール（donneur：配り手）になります。同じ数字の
カードを引いた場合はカラーの序列に従います。つまり、強い方から順にピック（スペー
ド）、クール（ハート）、カロー（ダイヤ）、トレフル（クラブ）となります。したがっ
て、トレフル（クラブ）のアス（エース）が最も弱いカードになります。最も強いカード
はアトゥ（大アルカナ）ですが、レクスキューズはカウントされません。このため、レク
スキューズを引いた場合は、引き直しとなります。
ドヌール（配り手）の正面のプレイヤーは、並べたカードを集めて配る前にカードをよく
混ぜます。
そして、ドヌール（配り手）の左隣のプレイヤーは、3 枚以上のカードを取るか残しなが
らカードを 2 つの山に分け、下半分の山を上半分の山の上に重ねます。
Les joueurs donnent à tour de rôle dans le sens du jeu.
Le donneur distribue les cartes trois par trois, dans le sens contraire des aiguilles d'une
horloge comtoise. Au cours de la distribution, le donneur constitue carte par carte un talon
de 6 cartes appelé le chien. Il est interdit de mettre la première ou la dernière carte du paquet au chien. Chaque joueur reçoit ainsi 18 cartes. Les 6 cartes du chien doivent être placées au centre du tapis et non vers le donneur.
Une fois la distribution terminée, le donneur doit montrer aux autres joueurs qu’il a bien
mis 6 cartes au chien.
15
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プレイヤーはゲームの進行方向に向かって順に交代でカードを配っていきます。
ドヌール（配り手）は反時計回りに順に各プレイヤーへカードを 3 枚ずつ配っていきます。
カードを配っている間に、テーブルの中央にも適当に 1 枚ずつカードを配り、合計 6 枚の
カードからなるシアン（chien：犬）と呼ばれる山札を作ります。シアン（山札）には、
最初のカードと最後のカードを入れることはできません。このようにして、最終的に各プ
レイヤーにはカードが 18 枚ずつ配られます。シアン（山札）の 6 枚のカードは、テーブ
ルの中央に、ドヌール（配り手）から見て逆向きになるように置きます。
カードを配り終えたら、ドヌール（配り手）はその他のプレイヤーにシアン（山札）に
カードが確かに 6 枚あることを見せます。
Les joueurs ne peuvent toucher les cartes et relever leur jeu que lorsque la distribution est
entièrement terminée (une pénalité peut être donnée par l'arbitre au joueur ayant touché
ou ramassé ses cartes avant la fin de la distribution).
Toute faute commise au cours de la distribution entraîne une nouvelle distribution par le
même donneur. Le fautif n’aura pas le droit de participer aux enchères sur cette même
donne. En cas de faute du donneur (fausse donne), chaque joueur rend son jeu sans le
regarder; on évite ainsi regrets et mauvaise humeur.
Un joueur qui fait une renonce consommée en défense (RC) ne peut pas annoncer de
contrat à la distribution suivante. Dans le cas d’une RC en défense, en cas de chute, le
preneur a le choix de faire marquer ou non le score.
カードを完全に配り終えるまでは、プレイヤーはカードに触れたり、配られた手札を取り
上げたりすることはできません（カードを配り終える前にカードに触れたり集めたりした
場合は、審判によってペナルティが課せられる可能性があります）。
カード分配時に違反があった場合はすべて、同じドヌール（配り手）が配り直します。違
反したプレイヤーは、そのドンヌ（ラウンド）でアンシェール（オークション）に参加す
る権利がなくなります。ドヌール（配り手）に違反（フォス・ドンヌ（fausse donne：分
配違反））があった場合は、各プレイヤーは手札を見ずにドヌール（配り手）に返します。
こうすることで後悔や不快な思いをしないようにします。
防御側でルノンス・コンソメ（RC：renonce consommée）を行ったプレイヤーは、次の
カード分配時にコントラ（契約）を宣言できません。防御側で RC が行われた場合、失敗
した場合は、プルヌール（宣言者）は得点させるか、スコール（score：点数）なしとす
るかを選択します。

16
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5) La tenue des cartes :
5）カードの扱い方：
Tous les joueurs prennent obligatoirement connaissance de leur jeu dès la fin de la distribution.
Chaque joueur doit tenir ses cartes au-dessus de la table de manière apparente, jusqu’à la
dernière carte jouée.
Un joueur possédant le petit sec (c'est son seul atout et il n'a pas l'Excuse) doit obligatoirement l'annoncer, étaler son jeu et annuler la donne avant les enchères. Le voisin de droite
du donneur procède à une nouvelle distribution.
カードを配り終えたらすぐに、プレイヤーは全員、必ず自分の手札を確認します。
各プレイヤーは、最後のカードを置くまで、テーブル上で他のプレイヤーにもオープンな
状態で自分のカードを扱わなければなりません。ただし、自分のカードを他のプレイヤー
に見られないよう十分注意しましょう。
プティ・セック（petit sec：手札にル・プティ（アトゥ 1）以外のアトゥがなく、レクス
キューズもない状態）であるプレイヤーは、そのことを宣言して自分の手札を並べて見せ、
アンシェール（オークション）の前にそのドンヌ（ラウンド）を辞めます。その場合は、
ドヌール（配り手）の右隣のプレイヤーがカードを配り直します。

6) Les enchères :
6）アンシェール（オークション）またはコントラ（契約）:
Il n'est pas indispensable de classer ses cartes avant la fin des enchères, mais pour un
débutant un jeu bien classé permet une évaluation plus précise.
Le joueur placé à droite du donneur parle le premier. S'il dit "je passe", la parole passe
alors à son voisin de droite et ainsi de suite, jusqu'au donneur.
Si les quatre joueurs passent, le voisin de droite du donneur procède à une nouvelle distribution.
アンシェール（enchère：オークション）が終わる（コントラ（契約）を宣言する）前に、
自分の手札を分類する必要はありませんが、まだゲームに慣れていない初心者の場合は、
ある程度手札を分類しておくと、より的確な判断をすることができます。
ドヌール（配り手）の右隣のプレイヤーが最初に宣言します。「ジュ・パス（Je passe：
パスします）」と宣言した場合（つまり、今回のゲームではコントラ（契約）を宣言せず、
親にはならないと宣言した場合）は、その右隣のプレイヤーから反時計周りに順にドヌー
ル（配り手）まで、パスするかどうかの確認を行っていきます。
17
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4 人のプレイヤーが全員パスした場合は、ドヌール（配り手）の右隣のプレイヤーがカー
ドを配り直します。
Un joueur peut lancer une enchère s'il estime que son jeu lui permet de jouer seul contre
les trois autres joueurs. Il dit alors "prise ou petite", " garde", "garde sans le chien" ou
"garde contre le chien". Les autres joueurs, placés à sa droite peuvent éventuellement
couvrir cette première enchère par une enchère supérieure. Chaque joueur ne peut parler
qu'une seule fois.
プレイヤーは自分の手札を見て、他の 3 人を相手にして 1 人で対戦できると見なした場合
は、アンシェール（オークション）を開始することができます。その場合は、プリーズ
（prise）またはプティット（petite）、ガルド（garde）、ガルド・サン（ル・シアン）
（garde sans le chien）、またはガルド・コントル（ル・シアン）（garde contre le
chien）のいずれかを宣言します。右側にいるそれ以降のプレイヤーは、この最初のアン
シェール（オークション）よりも強いアンシェール（オークション）であれば宣言するこ
とができます。各プレイヤーは一度しか宣言できません。一度宣言したアンシェール
（オークション）は変えられません。
Les enchères par ordre croissant sont :
⦁ LA PRISE ou PETITE, avec un jeu moyen qui ne laisse espérer qu'environ 50% de
chances de réussite et qui s'appuie souvent sur l'espoir de la découverte d'un très beau
chien.
⦁ LA GARDE peut être une surenchère après la prise d'un adversaire. Mais elle est, le
plus souvent la première enchère, quand le preneur estime ses chances de réussite très
supérieures à ses risques d'échec.
⦁ LA GARDE SANS (LE CHIEN), avec un très beau jeu, le preneur estime qu'il peut réaliser son contrat sans incorporer le chien à son jeu, donc sans effectuer d'ÉCART. Mais les
points du chien lui sont comptés à la fin de la donne et constituent pour lui une certaine réserve de sécurité. Naturellement, aucun joueur ne doit regarder le chien tant que la donne
n'a pas été jouée.
⦁ LA GARDE CONTRE (LE CHIEN), avec un jeu exceptionnel, le preneur s'engage à
réaliser son contrat sans l'aide du chien dont les points seront comptés avec ceux de la
défense.
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アンシェール（オークション）またはコントラ（契約）の種類 :
アンシェール（enchère：オークション）またはコントラ（契約）とはプレイヤーが宣言
するゲームの種類のことで、手札の優劣により宣言の強さを選ぶことができます。もちろ
ん、宣言しないことも選択できます。その場合は、「ジュ・パス（Je passe：パスしま
す）」と宣言し、次のプレイヤーに判断を委ねます。アンシェール（オークション）を行
うということは、ドンヌ（donne：ラウンド）でプルヌール（宣言者）になるということ
であり、親になることを宣言したことになります。これにより、1 対 3 のゲーム体制が形
成されます。
以下の表では、アンシェール（オークション）またはコントラ（契約）の種類について弱
いものから順に説明します。
強さ

アンシェールまたはコントラの種類

1

プリーズ（prise：取り）または
プティット（petite：小さなもの）

2

ガルド（garde：ガード）

ガルド・サン（ル・シアン）
3

4

（garde sans le chien：
犬（山札）なしガード）

ガルド・コントル（ル・シアン）
（garde contre le chien：
犬（山札）に対するガード）

説 明
中程度の手札で、勝率は 50%ほどしかない
が、しばしばシアン（山札）に強いカード
があるという期待のもとに宣言する。
敵がプリーズを宣言した後に、より強いア
ンシェールとして宣言することもあるが、
ほとんどの場合は、最初のアンシェールと
して、プルヌール（宣言者）が失敗よりも
成功の確率が高いと見なしたときに宣言す
る。
手札が強く、プルヌール（宣言者）が、シ
アン（山札）を手札に入れず、エカール
（捨て札）を使わずにコントラ（契約）を
実現できると見なした場合に宣言する。こ
の場合、シアン（山札）の点数はドンヌ
（ラウンド）の終わりにプルヌール（宣言
者）に加算され、安全のための予備得点と
なる。もちろん、ドンヌ（ラウンド）中は
どのプレイヤーもシアン（山札）の内容を
見ることはできない。
手札が非常に強く、プルヌール（宣言者）
がシアン（山札）を手札に入れなくてもコ
ントラ（契約）を実現できると判断した場
合に宣言する。この場合、シアン（山札）
の点数はデファンス（防御）側に加算され
る。

Pour un sur contrat (garde Sans et/ou garde Contre) le joueur doit toujours appeler l'arbitre. Il doit présenter à l’arbitre son jeu ouvert et classé. Dans la mesure du possible, l’arbitre évite de prendre le jeu du preneur. En aucun cas il n’a le droit de consulter le chien.
より強いコントラ（ガルド・サンとガルド・コントルまたはそのいずれか）を宣言す
19
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る場合は、プレイヤーは必ず審判を呼び、分類した手札を広げて審判に見せなければなり
ません。この際、審判は、できるだけプルヌール（宣言者）の手札を手に取らないように
します。ただし、たとえ審判でも、どのような場合もシアン（山札）の内容を見ることは
できません。

7) Le chien et l'écart :
7）シアン（山札）とエカール（捨て札）：
Sur une prise ou une garde, lorsque les enchères sont terminées, seul le donneur tend le
chien au preneur qui retourne alors les 6 cartes du chien, les classe par couleur, puis les
incorpore à son jeu après s’être assuré que les autres joueurs l’ait vu. Il réalise son écart,
6 cartes qui restent secrètes pendant toute la partie et qui seront comptabilisées avec ses
levées. Pendant ce temps, les 3 autres joueurs s’assurent qu’ils ont bien 18 cartes.
プリーズ（取り）またはガルド（ガード）の場合、アンシェール（オークション）の終了
時に、ドヌール（配り手）はプルヌール（宣言者）にシアン（山札）を渡します。プル
ヌール（宣言者）はシアン（山札）の 6 枚のカードを表にし、カラーごとに分類したうえ
で、その他のプレイヤーが見たことを確認してから、これらのカードを自分の手札に加え
ます。ここで、エカール（捨て札）という 6 枚のカードを選定する作業をします。この 6
枚のカードは、ゲーム中はずっと伏せておかれ、後で自分のプリ（取り札）とともにカウ
ントされます。この際に、他の 3 人のプレイヤーはそれぞれの手元に 18 枚のカードがあ
ることを確認します。
On ne peut écarter ni roi, ni bout. On n’écarte des atouts que si cela s'avère indispensable
et en les montrant à la défense.
Lorsqu'il a terminé son écart, le preneur doit montrer aux autres joueurs qu’il a bien mis 6
cartes à l’écart. Il dit ensuite "jeu".
エカール（捨て札）には、ロワ（キング）もブも選ぶことはできません。アトゥ（大アル
カナ）は、デファンス（防御）側に見せて必要不可欠であると認められた場合にのみエ
カール（捨て札）に選ぶことができます。
プルヌール（宣言者）はエカール（捨て札）を選んだ後で、エカール（捨て札）に 6 枚の
カードが確かにあることをその他のプレイヤーに見せます。そして「ジュ（Jeu：プレ
イ）」と宣言して、ゲームを開始します。
Sur une garde sans le chien ou une garde contre le chien, les cartes du chien restent
faces cachées. Sur une garde sans le chien, elles sont placées devant le preneur et seront
comptabilisées avec ses levées. Sur une garde contre le chien, elles sont données face
cachée au défenseur qui est face au preneur, et elles seront comptabilisées avec les levées de la défense.
20
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ガルド・サン（ル・シアン）またはガルド・コントル（ル・シアン）の場合は、シ
アン（山札）のカードは伏せたままにします。ガルド・サン（ル・シアン）の場合は、
シアン（山札）のカードはプルヌール（宣言者）の前に置かれ、後でプルヌール（宣言
者）のプリ（取り札）とともにカウントされます。一方、ガルド・コントル（ル・シア
ン）の場合は、カードは伏せたままプルヌール（宣言者）の正面のデファンスール（防
御者）に渡され、後でデファンス（防御）側のプリ（取り札）とともにカウントされま
す。

8) Le chelem (réservé pour joueur confirmé) :
8）シュレム（上級者向け）：
Réussir le CHELEM, c'est gagner toutes les levées. Lorsqu’un joueur demande un chelem, il doit toujours appeler l’arbitre (l’accord du chelem est limité à une carte perdante).
Le chelem est demandé après l’annonce d’un contrat; les points sont comptés en fonction
du contrat demandé et une prime (ou une pénalité) supplémentaire sanctionne la réussite
(ou l'échec) de ce chelem :
シュレム（chelem）の成功とは、すべてのルヴェ（トリック）に勝つことを意味します。
シュレムを宣言するときは、プレイヤーは必ず審判を呼ばなければなりません（シュレム
成立のためには 1 枚しか負けられません）。
シュレムの宣言は、コントラ（契約）の宣言の後に行います。点数は宣言したコントラ
（契約）に応じてカウントされ、さらにそのうえにシュレムの成功（または失敗）によっ
てボーナス点（またはペナルティ）が加算（または減算）されます。
⦁
⦁
⦁

chelem annoncé et réalisé : prime supplémentaire de 400 points.
chelem non annoncé mais réalisé : prime supplémentaire de 200 points.
chelem annoncé mais non réalisé : 200 points sont déduits du total.

En cas d'annonce du chelem, l'entame revient de droit au joueur qui l’a demandé, quel
que soit le donneur.
シュレムの内容
宣言したシュレムの成功
宣言のないシュレムの成功
宣言したシュレムの失敗

点

数

+ 400
+ 200
- 200

シュレムを宣言する場合、ドヌール（配り手）がいても、ドンヌ（ラウンド）を始めるの
はシュレムを宣言したプレイヤーです。これはシュレムを成功しやすくするためです。
Pour réaliser un chelem, le preneur doit obligatoirement faire tous les plis. S’il détient l’ex21
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cuse, il la jouera en dernier. En conséquence, le petit sera considéré au bout s'il est joué à
l'avant dernier pli.
Paradoxalement, il arrive que la défense inflige un chelem au déclarant. Dans ce cas,
chaque défenseur reçoit, en plus de la marque normale, une prime de 200 points.
シュレムを成功させるには、プルヌール（宣言者）はプリ（取り札）をすべて獲得しなく
てはなりません。レクスキューズを持っている場合は、最後に置くことになります。この
ため、最後のルヴェ（トリック）の直前のルヴェ（トリック）でル・プティ（アトゥ 1）
が置かれた場合は、ル・プティ・オ・ブと見なされます。
矛盾しているようですが、デファンス（防御）側がプルヌール（宣言者）にシュレムを課
すということもあります。この場合、各デファンスール（防御者）は、通常の点数に加え
てボーナス点として 200 点獲得します。

9) La poignée (10, 13 ou 15 atouts) :
9）ポワニエ（アトゥ 10 枚、13 枚、または 15 枚）：
Un joueur possédant une poignée peut, s'il le désire, l'annoncer et la présenter juste avant
de jouer sa première carte. Les atouts doivent être classés dans l'ordre.
L'excuse peut remplacer un atout manquant mais la présentation de l’excuse dans la poignée implique que l'annonceur n'a pas d'autre atout. L’excuse peut-être à n’importe quel
endroit de la poignée.
ポワニエ（poignée）、つまり、プレイ人数に応じて 10 枚、13 枚、または 15 枚のアトゥ
（大アルカナ）を持っているプレイヤーは、希望に応じて、最初のカードを置く直前にポ
ワニエを宣言して公開することができます。その場合は、これらのアトゥをきちんと分類
しておいてください。
レクスキューズは、手元にないアトゥの代わりに使うことができます。ただし、ポワニエ
の中にレクスキューズがあることを公開すると、プルヌール（宣言者）が他のアトゥを
持っていないということがわかってしまいます。なぜなら、おそらくポワニエの構成に足
りないアトゥの代わりにレクスキューズが使われているからです。
La poignée doit comprendre effectivement DIX, TREIZE ou QUINZE atouts. Lorsqu'un
joueur possède ONZE, DOUZE, QUATORZE, SEIZE atouts, il doit en cacher un ou plus
de son choix. Lorsque le preneur possède 4 Rois et 15 atouts, l’atout (ou les atouts) écarté(s) doit être remontré avec la triple poignée qui est alors comptabilisée.
⦁
⦁
⦁

A la poignée (10 atouts) correspond une prime de 20 points.
A la double poignée (13 atouts) correspond une prime de 30 points.
A la triple poignée (15 atouts) correspond une prime de 40 points.
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ポワニエは、実際には 10 枚、13 枚、または 15 枚のアトゥ（大アルカナ）で構成されま
す（プレイヤーの人数によって異なります）。プレイヤーが 11 枚、12 枚、14 枚、または
16 枚のアトゥ（大アルカナ）を持っている場合は、ポワニエの構成に必要な枚数以上の
アトゥは公開する必要がありません。また、プルヌール（宣言者）がロワ（キング）4 枚
とアトゥ（大アルカナ）15 枚を持っている場合は、エカール（捨て札）として置かれた
アトゥ（大アルカナ）をトリプル・ポワニエとして再び各プレイヤーに公開すれば、トリ
プル・ポワニエのボーナス点が加算されます。
ポワニエの種類
サンプル・ポワニエ（simple poignée）
ドゥブル・ポワニエ（double poignée）
トリプル・ポワニエ（triple poignée）

アトゥの枚数
10
13
15

ボーナス点
20
30
40

Les points de la poignée se rajoutent au score final (une fois que le total des points gagnés durant la donne a été compté).
Ces primes gardent la même valeur quel que soit le contrat. La prime est acquise au camp
vainqueur de la donne.
そのドンヌ（ラウンド）中に獲得した点数の合計を一度カウントした後で、ポワニエの
ボーナス点が最終的な点数に加算されます。
これらのボーナス点はどのコントラ（契約）の場合でも同じです。また、このボーナス点
はそのドンヌ（ラウンド）の勝者側に加算されます。
Exemples :
⦁ Le camp déclarant (Preneur) présente une double poignée. S'il gagne, chaque défenseur donne, en plus de la marque normale, une prime de 30. S'il perd, c'est lui qui donne
cette prime à chaque défenseur, en plus de la marque normale.
⦁ Un défenseur présente dix atouts. Si le camp déclarant (Preneur) gagne, chaque défenseur lui donne une prime de 20. Si le camp déclarant (Preneur) perd, chaque défenseur
reçoit une prime de 20.
例：
⦁ プルヌール（宣言者）がドゥブル・ポワニエを宣言した場合、プルヌール（宣言者）
が勝つと、プルヌール（宣言者）は各デファンスール（防御者）から通常の点数に加えて
ボーナス点の 30 点をもらいます。一方、プルヌール（宣言者）が負けると、各デファン
スール（防御者）はプルヌール（宣言者）から通常の点数に加えてボーナス点の 30 点を
もらいます。
⦁ あるデファンスール（防御者）が 10 枚のアトゥ（大アルカナ）を公開した場合、プル
ヌール（宣言者）が勝つと、プルヌール（宣言者）は各デファンスール（防御者）から
ボーナス点の 20 点をもらいます。一方、プルヌール（宣言者）が負けると、各デファン
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スール（防御者）はプルヌール（宣言者）からボーナス点の 20 点をもらいます。

10) Le petit au bout :
10）ル・プティ・オ・ブ：
Si le petit fait partie de la dernière levée, on dit qu'il est au bout. Le camp qui réalise la
dernière levée, à condition que cette levée comprenne le petit, bénéficie d'une prime de 10
points pour chaque joueur, multipliable selon le contrat, quel que soit le résultat de la
donne.
最後のルヴェ（トリック）でル・プティ（アトゥ 1）が置かれた場合は、「ル・プティ・
オ・ブ（le petit au bout：ル・プティを最後まで）」と言います。この場合、ル・プティ
（アトゥ 1）を含む最後のルヴェ（トリック）を勝った側の各プレイヤーが、ボーナス点
の 10 点をもらえます。このボーナス点は、そのドンヌ（ラウンド）の結果に関係なく、
コントラ（契約）に応じて倍率が変わります。
Exemples :
⦁ Le preneur fait une garde sans le chien. Un défenseur lui prend le petit au bout. Le
camp déclarant donne une prime de 10 X 4 = 40 à chaque défenseur. Si malgré la perte
du petit, le camp déclarant gagne son contrat, la prime est alors déduite de ses gains.
⦁ Le preneur fait une prise. Un défenseur réalise le dernier pli avec le petit. Le camp déclarant donne une prime de 10 à chaque défenseur. Si le camp déclarant gagne quand
même la donne, la prime est déduite de ses gains.
例：
⦁ プルヌール（宣言者）がガルド・サン（ル・シアン）を宣言し、あるデファンスール
（防御者）がル・プティ・オ・ブとなった場合、各デファンスール（防御者）はプルヌー
ル（宣言者）側からボーナス点 10 × 4 = 40 点をもらいます。また、ル・プティ（アトゥ
1）が敵に取られたにもかかわらず、プルヌール（宣言者）側がコントラ（契約）を成功
した場合でも、ボーナス点はプルヌール（宣言者）の得点から差し引かれます。
⦁ プルヌール（宣言者）がプリーズ（取り）を宣言し、あるデファンスール（防御者）
がル・プティ（アトゥ 1）を行って最後のプリ（取り札）を獲得した場合、各デファン
スール（防御者）はプルヌール（宣言者）側からボーナス点の 10 点をもらいます。プル
ヌール（宣言者）がそのドンヌ（ラウンド）に勝った場合でも、ボーナス点はプルヌール
（宣言者）の得点から差し引かれます。
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11) Le jeu de la carte :
11）カードの置き方：
Le déclarant ayant terminé son écart dit "jeu". L'ENTAME (la première carte jouée) est effectuée par le joueur placé à droite du donneur. Puis chaque joueur joue à son tour, en
tournant dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.
Le joueur ayant réalisé la première levée entame la levée suivante. Et ainsi de suite. Le
jeu se déroule alors selon les règles suivantes :
エカール（捨て札）を選び終えたら、プルヌール（宣言者）は「ジュ（Jeu：プレイ）」
と宣言します。ドヌール（配り手）の右隣のプレイヤーがアンタム（entame：ゲームの
最初のカードを置くこと）を行い、ゲームが開始されます。次に、各プレイヤーは反時計
回りに順にカードを置いていきます。
最初のルヴェ（トリック）に勝ったプレイヤーが次のルヴェ（トリック）を開始します。
このようにしてゲームが進みます。ゲームは以下のルールに従って行われます。
⦁ A l'atout, on est obligé de monter sur le plus fort atout déjà en jeu, même s'il appartient
à un partenaire. Un joueur ne possédant pas d'atout supérieur au plus élevé déjà en jeu,
joue un atout de son choix, en général le plus petit. On dit qu'il "pisse".
⦁
アトゥに関しては、すでに置かれた最も強いアトゥ（大アルカナ）がたとえパルト
ネール（パートナー）のものであっても、それよりも強いアトゥ（大アルカナ）を置かな
くてはなりません。すでに置かれたアトゥ（大アルカナ）よりも強いアトゥ（大アルカ
ナ）を持っていないプレイヤーは、任意のアトゥ、一般に最も弱いアトゥ（大アルカナ）
を置きます。これをピセ（pisser）と言います。
⦁

A la couleur, on est obligé de fournir la couleur demandée, mais pas de monter.

⦁ カラーカードに関しては、同じカラーのカードを置かなくてはいけませんが、アトゥ
（大アルカナ）とは異なり、より強いカードを置く必要はありません。
⦁ On est obligé de couper (c'est-à-dire de jouer atout) si l'on ne possède pas de carte de
la couleur demandée, ou de jouer l’Excuse . Si le joueur précédent a coupé lui aussi, on
est obligé de surcouper (de couper avec un atout supérieur) ou de sous-couper (pisser) si
l'on ne peut pas surcouper.
⦁
同じカラーのカードを持っていない場合は、クペする（couper：カットする、つま
り、カラーカードの代わりにアトゥ（大アルカナ）を置く）か、または、レクスキューズ
を置く必要があります。前のプレイヤーもクペ（カット）した場合は、スュルクペする
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（surcouper：オーバーカットする、つまり、より強いアトゥ（大アルカナ）を置いて
カットする）か、または、スークペする（sous-couper：アンダーカットする、pisser：
ピセする）必要があります。
⦁ On peut considérer qu’une carte est sortie du jeu quand elle n’est plus en contact avec
les autres.
⦁
あるカードが他のカードと物理的に接していない場合、そのカードはゲームから抜
けたと見なされます。
⦁ On défausse (on joue une carte de son choix) si l'on ne possède ni carte de la couleur
demandée, ni d'atout.
⦁
同じカラーのカードもアトゥ（大アルカナ）も持っていない場合は、デフォセし
（défausser：不用なカードを捨てる）、任意のカードを置きます。
⦁ Si la première carte d'une levée est l'excuse, c'est la carte suivante qui détermine la
couleur jouée.
⦁
ルヴェ（トリック）の最初のカードがレクスキューズの場合は、その次に置かれる
カードによって置くカードのカラーが決まります。
⦁ L'excuse ne permet pas de réaliser une levée (sauf en cas de chelem), mais elle reste
la propriété du camp qui la détient. Celui qui l'a jouée récupère l'excuse et l'incorpore dans
le tas des plis qu'il a déjà fait. Il y prend une carte sans valeur (basse carte en couleur ou
atout) qu'il donne au camp qui a remporté le pli pour remplacer l'excuse. Si le camp du
joueur n'a pas encore remporté de plis, il met l'excuse en évidence et donnera une carte à
l'autre camp dès qu'il en aura l'occasion.
⦁
シュレム（すべてのルヴェ（トリック）に勝ち、すべてのカードを獲得すること）
の場合以外は、レクスキューズでルヴェ（トリック）に勝つことはできませんが、レクス
キューズは相手側に渡ることなく残ります。レクスキューズを置いたプレイヤーは、レク
スキューズを取り戻して、すでに獲得した自分のプリ（取り札）に加えます。自分のプリ
（取り札）から点数の低いカード（弱いカラーカードまたはアトゥ（大アルカナ））を 1
枚取り出し、レクスキューズの代わりに、プリ（取り札）を獲得した側のプレイヤーに渡
します。渡す側のプレイヤーがまだプリ（取り札）を獲得していなかった場合は、レクス
キューズを公開して、チャンスがあればすぐに別のプレイヤーにカードを 1 枚渡します。
⦁ En cas de chelem réussi par le camp preneur ne possédant pas l'excuse, cette carte
jouée normalement reste la propriété de la défense et compte pour 4 points.
⦁
レクスキューズを持っていないプルヌール（宣言者）側がシュレムに成功した場合、
置かれたこのカードは、通常、そのままデファンス（防御）側のカードとなり、4 点加算
されます。
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⦁ Tant qu'une levée n'a pas été ramassée, tout joueur peut consulter la levée précédente.
⦁
プリ（取り札）がまだ回収されていなかった場合に限り、プレイヤーは前回のプリ
（取り札）を見ることができます。
⦁ Un joueur ne doit jamais jouer avant son tour, ni même sortir une carte de son jeu
avant que son tour ne soit arrivé. Il doit aussi jouer les cartes une par une.
⦁
プレイヤーは、順番が回ってくる前にカードを置いたり、自分の手札からカードを
出したりすることはできません。また、カードは 1 枚ずつ置かなくてはなりません。
⦁ Les levées réalisées doivent être ramassées par le camp qui remporte la levée (par le
joueur situé en face du preneur pour les levées de la défense).
⦁
このルヴェ（トリック）に勝利した側のプレイヤーは、それまでに獲得したプリ
（取り札）をすべて回収しなければなりません（デファンス（防御）側のプリ（取り札）
については、プルヌール（宣言者）の正面のプレイヤーが回収します）。
12) Le calcul des scores :
12）点数の数え方：
A la fin de la partie, on compte les points contenus dans les levées du preneur d'une part,
et dans celles de la défense d'autre part.
Pour gagner son contrat, le preneur doit réaliser un nombre de points minimum qui est en
fonction du nombre de bouts qu'il possède dans ses levées à la fin de la partie (en cas de
garde sans le chien, un éventuel bout au chien est acquis au preneur). Si le nombre de
points est exactement réalisé, le contrat est "juste fait"; si le nombre de points est supérieur, les points supplémentaires sont des points de gain; si le nombre de points est inférieur, le contrat est chuté et le nombre de points manquants correspond à des points de
perte.
ゲーム終了時に、プルヌール（宣言者）側とデファンスール（防御者）側のプリ（取り
札）の点数を数えます。
コントラ（契約）を成功させるには、プルヌール（宣言者）は必要点数を獲得しなければ
なりません。必要点数は、ゲーム終了時に自分のプリ（取り札）の中にあるブの数によっ
て決まります（ガルド・サン（ル・シアン）の場合、シアン（山札）にあるブはプルヌー
ル（宣言者）のものとなります）。点数がちょうど必要点数と同じである場合、そのコン
トラ（契約）はジュスト・フェ（juste fait：ちょうど）となります。必要点数を上回った
場合は、上回った分の点数が得点となります。点数が必要点数を下回った場合は、そのコ
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ントラ（契約）は失敗となり、下回った分の点数が失点となります。
必要点数（合計 91 点）
56
51
41
36

獲得したブの枚数
0
1
2
3
コントラ（契約）

倍率 ボーナス点

ブ

点数

プリーズ（prise）または
プティット（petite）

×1

ル・プティ・オ・ブ（le
petit au bout）または
プティット（petite）

10

ガルド（garde：ガード）

×2

ル・プティ・オ・ブ（le
petit au bout）または
ガルド（garde）

20

ガルド・サン・ル・シアン
（garde sans le chien）

×4

ル・プティ・オ・ブ（le
petit au bout）または
ガルド・サン・ル・シ

40

アン（garde sans le
chien）
ガルド・コントル・ル・シアン
（garde contre le chien）

×6

ル・プティ・オ・ブ（le
petit au bout）または

60

ガルド・コントル・
ル・シアン（garde
contre le chien）
宣言したシュレムの成功

+ 400

サンプル・ポワニエ
（simple poignée）
4 人制の場合は 10 枚、
5 人制の場合は 8 枚

20

宣言のないシュレムの成功

+ 200

ドゥブル・ポワニエ
（double poignée）
4 人制の場合は 13 枚、
5 人制の場合は 10 枚

30

宣言したシュレムの失敗

- 200

トリプル・ポワニエ
（triple poignée）
4 人制の場合は 15 枚、
5 人制の場合は 13 枚

40

Tout contrat valant arbitrairement 25 points, on rajoute 25 points au nombre de points de
gain ou de perte.
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Ce nouveau total est assorti d'un coefficient selon le contrat demandé :
（= Le total des points récupérés à la fin de la partie est multiplié en fonction du contrat.)
⦁
⦁
⦁
⦁

En cas de PRISE, ce total est inchangé,
En cas de GARDE, ce total est multiplié par DEUX,
En cas de GARDE SANS, ce total est multiplié par QUATRE,
En cas de GARDE CONTRE, ce total est multiplié par SIX.

Enfin, les éventuelles primes de poignée, de petit au bout ou de chelem sont ajoutées.
すべてのコントラ（契約）は任意に 25 点分の点数があり、得失点それぞれに対して 25 点
加算します。
さらに、このようにして加算した合計点を、宣言されたコントラ（契約）に応じた倍率で
以下のように掛け算します（ゲーム終了時に集計された合計点を、コントラ（契約）に応
じた倍率で掛け算します）。





プリーズ（取り）：合計点 × 1
ガルド（ガード）：合計点 × 2
ガルド・サン・ル・シアン（犬（山札）なしガード）：合計点 × 4
ガルド・コントル・ル・シアン（犬（山札）に対するガード）：合計点 × 6

最後に、ポワニエ、ル・プティ・オ・ブ、またはシュレムのボーナス点があれば加算しま
す。
Règle spéciale AFJ :
AFJ 独自のルール：
Pour simplifier le calcul, le nombre de points de gain ou de perte par rapport au contrat est
arrondi au multiple de 5 inférieur.
Par exemple : +7 devient +5, +9 devient +5, -8 devient -5.
計算を簡略化するため、コントラ（契約）に関する得失点は、以下の例のように 5 で割り、
余りは切り捨てます。
例 : + 7 は + 5、+ 9 は + 5、- 8 は - 5 となります。
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13) La marque en donnes libres :
13）フリートーナメントの点数：
En tournoi libre à 4 joueurs, chaque défenseur marque un même nombre de points : en
négatif si le preneur gagne, en positif si le preneur chute. Le preneur marque trois fois ce
total : en positif s'il a gagné, en négatif s'il a chuté. Le total des quatre scores (du preneur
et de chacun des trois défenseurs) est donc égal à 0.
4 人制のフリートーナメントでは、各デファンスール（防御者）には同じ点数がカウント
されます。つまり、プルヌール（宣言者）が勝った場合は失点、プルヌール（宣言者）が
負けた場合は得点となります。プルヌール（宣言者）には、この合計点の 3 倍の点数がカ
ウントされます。つまり、プルヌール（宣言者）が勝った場合は得点、プルヌール（宣言
者）が負けた場合は失点となります。したがって、4 人の点数（プルヌール（宣言者）の
点数と他の 3 人の各デファンスール（防御者）の点数）の合計は、0（ゼロ）になります。
Exemples de marque de points :
点数の計算例：
⦁ Le preneur tente une garde, présente une poignée de 10 atouts. Il mène le petit au
bout et réalise 49 points en détenant deux bouts. Il passe donc de 49 - 41 = 8
- 25 (contrat) + 8 = 33 multiplié par 2 (garde) = 66
- poignée = 20
- petit au bout 10 X 2 = 20
Le nombre de points est égal à 66 + 20 + 20 = + 106 Chaque défenseur marque -106 et le
preneur marque 106 X 3 = +318
⦁ プルヌール（宣言者）がガルド（ガード）のコントラ（契約）を宣言し、サンプル・
ポワニエの 10 枚のアトゥ（大アルカナ）を公開し、ル・プティ・オ・ブを行い、2 枚の
ブを所持し、49 点を獲得した場合：
この場合は、49 - 41（2 枚のブの必要点数）= 8 となり、コントラ（契約）の成功に必要
な点数を 8 点上回ったことになります。
-

25（コントラの点数）+ 8 = 33、33 × 2（ガルドの倍率）= 66 点
サンプル・ポワニエの点数：20 点
10（ル・プティ・オ・ブ）× 2 = 20 点
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したがって、この場合の合計点は 66 + 20 + 20 = 106 点となります。各デファンスール
（防御者）は - 106 点の失点となり、プルヌール（宣言者）は 106 × 3 = 318 点の得点と
なります。
⦁ Le preneur gagne une garde Sans de 4 points, mais le petit est mené au bout par la
défense.
- (25 + 4) X 4 (garde Sans) = 116
- Il faut retrancher 40 pour le petit au bout
Le nombre de points est égal à 116 – 40= + 76
Chaque défenseur marque -76 et le preneur 76 X 3 = +228.
⦁ プルヌール（宣言者）がガルド・サン（犬（山札）なしガード）のコントラ（契約）
を宣言して 4 点獲得したが、デファンスール（防御者）がル・プティ・オ・ブを行った場
合：
-

（25（コントラの点数）+ 4）× 4（ガルド・サンの倍率）= 116 点
- 10（ル・プティ・オ・ブの失点）× 4（ガルド・サンの倍率）= - 40 点

したがって、この場合の合計点は 116 - 40 = 76 点となります。各デファンスール（防御
者）は - 76 点の失点となり、プルヌール（宣言者）は 76 × 3 = 228 点の得点となります。
⦁ Le preneur chute une Prise de 7 après avoir présenté une poignée de 10 atouts, mais
en menant le petit au bout. 25 + 7 + 20 (poignée) - 10 (petit au bout) = 42. Chaque défenseur marque + 42. Le preneur marque - 42 X 3 = -126.
⦁ プルヌール（宣言者）がサンプル・ポワニエの 10 枚のアトゥ（大アルカナ）を公開後、
プリーズ（取り）のコントラ（契約）に必要点数より 7 点下回って失敗したが、ル・プ
ティ・オ・ブを行った場合：
-

25（コントラの点数）+ 7 + 20（サンプル・ポワニエの点数）- 10（ル・プティ・オ・
ブの失点）= 42 点

したがって、この場合は各デファンスール（防御者）が + 42 点の得点となり、プルヌー
ル（宣言者）は - 42 × 3 = - 126 点の失点となります。
⦁ Le preneur gagne une garde de 11, la défense ayant présenté une poignée. (25 + 11)
X 2 (garde) = 72, plus 20 de poignée (payée par la défense). Le nombre de points est de
+92. Le preneur marque +276 et chaque défenseur -92.
⦁ プルヌール（宣言者）がガルド（ガード）のコントラ（契約）に必要点数より 11 点上
回って成功し、デファンス（防御）側がサンプル・ポワニエを公開した場合：
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-

（25（コントラの点数）+ 11）× 2（ガルドの倍率）= 72 点
10（サンプル・ポワニエの点数）× 2（ガルドの倍率）= 20 点（デファンス側から受
け取る）

したがって、この場合の合計点は 72 + 20 = 92 点となります。プルヌール（宣言者）は
92 × 3 = 276 点の得点となり、各デファンスール（防御者）は - 92 点の失点となります。
⦁ Sur une garde, le preneur annonce et réussit le chelem, montre une poignée de 10
atouts et mène le petit au bout. La défense conserve l'excuse qu'elle possédait. Avec 2
bouts, le preneur réalise 87 points. Il gagne de 87 - 41 = 46. (46+25) X 2 (garde) + 20 (poignée) + 20 (petit au bout) + 400 (chelem annoncé) = 582. Chaque défenseur marque
-582. Le preneur marque +582 X 3 = +1746.
⦁ プルヌール（宣言者）がガルド（ガード）のコントラ（契約）をシュレム宣言して成
功し、サンプル・ポワニエの 10 枚のアトゥ（大アルカナ）を公開して、2 枚のブを所持
し、ル・プティ・オ・ブを行って 87 点獲得した場合に、デファンス（防御）側が持って
いたレクスキューズをそのまま保持している場合：
- 87 - 41（2 枚のブの必要点数）= 46 点
- （25（コントラの点数）+ 46）× 2（ガルドの倍率）+ 20（ポワニエの点数）+ 20
（ル・プティ・オ・ブの点数）+ 400（宣言したシュレムの成功のボーナス点）= 582 点
したがって、この場合は各デファンスール（防御者）が - 582 点の失点となり、プルヌー
ル（宣言者）は 582 × 3 = 1746 点の得点となります。
Le joueur Nord est chargé de remplir correctement la feuille de marque (n° de table, n° de
position, noms et position de départ des joueurs) et de saisir les scores. Les 4 joueurs
sont responsables de la feuille de marque : chaque joueur doit s’assurer que son Bilan est
bon, et que la somme des scores des 4 joueurs est bien égale à zéro. Une fois la feuille
remplie, elle est visée par les 4 joueurs puis remise à l’arbitre.
また、北側のプレイヤーは、スコアシート係です。スコアシートに、テーブル番号、位置
番号、各プレイヤーの氏名と開始位置を正しく記入し、スコアを把握する必要があります。
ただし、4 人のプレイヤーはそれぞれがスコアシートの責任者でもあります。つまり、各
プレイヤーは、自身の収支バランスが正しく、4 人のプレイヤーの点数の合計が 0（ゼ
ロ）になっていることを確認しなければなりません。スコアシートへの記入が終わったら、
4 人のプレイヤーはそれぞれスコアシートに署名し、審判に提出します。
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Exemple de report des scores sur la feuille de marque :

スコアシートの記入例：
BIENVENUE ET BONNE CHANCE
位置番号：1
2008 年 8 月 15 日
テーブル番号：3
位置
北3
南3
東3
西3
氏名
山田
鈴木
田中
山本
コントラ
+
+
+
+
ドンヌ 1：ガルド
106
106 318
106
ドンヌ 2：ガルド・サン
76
76
76
228
ドンヌ 3：プリーズ
42
126
42
42
ドンヌ 4：ガルド
276
92
92
92
ドンヌ 5：ガルド
582 1746
582
582
小計
318 764 1746
400 360
750
270
780
合計
- 390
- 510
- 446
1346

14) Le jeu à 5 joueurs :
14）5 人制タロットゲーム：
La règle a 5 joueurs est légèrement différente du tournoi à 4 joueurs.
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Les cartes sont distribuées 3 par 3, et le chien est constitué de 3 cartes. Chaque joueur reçoit ainsi 15 cartes. Les contrats sont identiques.
5 人制タロットゲームは、4 人制タロットゲームとは多少異なります。
5 人制タロットゲームでは、カードを 3 枚ずつ配っていき、シアン（山札）には 3 枚の
カードを置きます。このようにして、最終的に各プレイヤーにはカードが 15 枚ずつ配ら
れます。コントラ（契約）は 4 人制タロットゲームの場合と同じです。
Avant de retourner le chien, le preneur appelle un Roi de son choix. Lorsque le preneur a
4 Rois, il peut appeler une Dame (voire même un Cavalier s'il a 4 Rois et 4 Dames ou un
Valet s’il a 4 grands mariages). Si le preneur possède un jeu exceptionnel il peut s’appeler
lui-même en appelant un Roi faisant partie de son jeu.
シアン（山札）をめくる前に、プルヌール（宣言者）は任意のロワ（キング）を宣言しま
す。また、プルヌール（宣言者）がロワ（キング）を 4 枚持っている場合は、ダーム
（クイーン）を宣言することもできます。さらに、4 枚のロワ（キング）と 4 枚のダーム
（クイーン）を持っている場合は、カヴァリエ（ナイト）を宣言することもできますし、
キャトル・グラン・マリアージュ（4 grands mariages：四大結婚）を持っている場合は、
ヴァレ（ジャック）を宣言することもできます。プルヌール（宣言者）が最強の手札を
持っている場合は、自分の手札にあるロワ（キング）を宣言して、自分自身を宣言するこ
ともできます。
Les règles énoncées ci-dessus sont limitées au jeu à 5. En résumé, cela signifie que dans
le jeu à 5, il y a 2 preneurs et 3 défenseurs. Lorsque le preneur appelle un Roi, le joueur
qui possède ce Roi joue dans le camp du preneur. Cependant, c’est au joueur de décider
à quel moment il doit choisir de révéler son Roi. Cela signifie donc que jusqu’à ce que ce
Roi soit joué, aucun des autres participants ne sait qui est le partenaire du preneur.
上記が 5 人制タロットゲーム固有のルールです。簡単に言うと、5 人制タロットゲームは、
プルヌール（宣言者）側 2 人対デファンスール（防御者）3 人で行われます。プルヌール
（宣言者）が任意のロワ（キング）を宣言した場合、そのロワ（キング）を持っているプ
レイヤーがプルヌール（宣言者）側に加わります。ただし、ロワ（キング）をいつ明らか
にするかはそのプレイヤー自身が判断します。このため、この宣言されたロワ（キング）
が場に置かれるまで、他のプレイヤーは誰も、プルヌール（宣言者）のパルトネール
（パートナー）が誰かわかりません。
5 人制タロットゲームの体制
役

割

人

数

プルヌール（preneur：宣言者）+
パルトネール（partenaire：パートナー）

2

デファンスール（défenseur：防御者）

3
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Si la carte appelée est au chien ou si le preneur s’est appelé, alors le preneur joue seul
contre les quatre autres joueurs (défenseurs). Sinon le détenteur de la carte appelée devient son partenaire (associé) et le jeu se joue à 2 (le preneur et l’associé) contre 3.
プルヌール（宣言者）が宣言したカードがシアン（山札）にある場合や、プルヌール（宣
言者）自身を宣言した場合は、プルヌール（宣言者）は他の 4 人のプレイヤー（デファン
スール：防御者）を相手に 1 人で戦います。そうでない場合は、宣言されたカードの所有
者がプルヌール（宣言者）のパルトネール（パートナー）となり、2（プルヌールとパル
トネールの 2 人）対 3（デファンスール 3 人）で戦います。
L’entame ne peut pas être faite dans la couleur de la carte appelée par le preneur sauf si
cette entame est faite du Roi de la couleur appelée.
プルヌール（宣言者）が宣言したカラーのロワ（キング）がアンタムとして置かれる場合
を除き、プルヌール（宣言者）が宣言したカードと同じカラーのカラーカードをアンタム
として置くことはできません。
Le partenaire du preneur ne doit pas faire état de son appartenance au camp attaquant
jusqu'à ce qu’il joue le Roi appelé même si son comportement de jeu laisse peu d’illusions
aux adversaires : il peut donner des points au preneur ou son petit.
プルヌール（宣言者）のパルトネール（パートナー）は、プルヌール（宣言者）に点数や
ル・プティ（アトゥ 1）を与えることができるので、その振る舞いが敵側に不自然に見え
るかもしれませんが、宣言されたロワ（キング）を置くときまで攻撃側についていること
を明らかにしてはなりません。この点が 5 人制タロットゲームの難しいところであり、運
だけではなく駆け引きやタイミングが重要となります。したがって、4 人制タロットゲー
ムと比べて上級者向けのゲームと言えます。
La simple poignée est composée de 8 atouts, la double poignée de 10 atouts et la triple
poignée de 13 atouts.
5 人制タロットゲームにもポワニエの手役があり、サンプル・ポワニエはアトゥ（大アル
カナ）8 枚、ドゥブル・ポワニエはアトゥ（大アルカナ）10 枚、トリプル・ポワニエはア
トゥ（大アルカナ）13 枚となります。
Lors du décompte, il faut compter au ½ point près. Si le nombre de points n’est pas entier,
le ½ point va toujours au camp gagnant après que le camp possédant l’excuse ait donné
normalement une carte :
点数を計算する際は、0.5 点の位までカウントしなくてはなりません。点数が整数でない
（小数点以下の端数 0.5 がある）場合は、通常、レクスキューズを持っている側がレクス
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キューズの代わりにカードを 1 枚相手側に渡した後に、この端数の 0.5 点は必ず勝者側に
加算されます。以下に例を示します。
⦁ Si le preneur réalise 40 points ½ avec 2 bouts, le ½ point va à la défense. Il réalise
donc 40 points et chute son contrat de UN point.
⦁ プルヌール（宣言者）が 2 枚のブを持っていて 40.5 点を獲得した場合、小数点以下の
端数の 0.5 点はデファンス（防御）側に加算されます。したがって、プルヌール（宣言
者）の得点は 40 点となり、コントラ（契約）の成功に必要な点数（2 枚のブの必要点数
41 点）を 1 点下回り、コントラ（契約）が失敗することになります。
⦁ Si le preneur réalise 41 points ½ avec 2 bouts, le ½ point lui revient. Il réalise donc 42
points et passe son contrat de UN point.
⦁ プルヌール（宣言者）が 2 枚のブを持っていて 41.5 点を獲得した場合、小数点以下の
端数の 0.5 点はプルヌール（宣言者）自身のものとなります。したがって、プルヌール
（宣言者）の得点は 42 点となり、コントラ（契約）の成功に必要な点数（2 枚のブの必
要点数 41 点）を 1 点上回り、コントラ（契約）が成功することになります。
⦁ Pour la marque, le calcul des points alloués aux défenseurs est le même qu’à quatre
joueurs. Les points sont attribués, en + ou en – selon la réussite ou la chute, proportionnellement entre les deux attaquants (2/3 pour le preneur, 1/3 pour le partenaire). Dans le
cas où le preneur aurait joué à 1 contre 4, il encaisse la totalité des points en + ou en - selon sa réussite ou sa chute. Le total des cinq scores (du preneur, du Partenaire et de chacun des trois défenseurs) est donc égal à 0.
⦁ 点数に関しては、デファンスール（防御者）に加算される点数の計算は、4 人制タ
ロットゲームの場合と同じです。これらの点数は、コントラ（契約）が成立した場合は +
（プラス）、コントラ（契約）が失敗した場合は -（マイナス）として、攻撃側の 2 人に
特定の比率（プルヌール（宣言者）には 3 分の 2、パルトネール（パートナー）には 3 分
の 1）で付与されます。プルヌール（宣言者）がパルトネール（パートナー）を指定せず
に 1 対 4 で戦う場合は、コントラ（契約）が成功した場合は +（プラス）、コントラ（契
約）が失敗した場合は -（マイナス）として点数をすべて受け取ります。したがって、プ
レイヤー 5 人全員（プルヌール（宣言者）、パルトネール（パートナー）、3 人のデファ
ンスール（防御者））の点数を合計すると 0（ゼロ）になります。
⦁ Dans le jeu à 5 joueurs, le preneur doit posséder beaucoup d’atouts. Les répartitions
excentrées promettent coupes et surcoupes en défense.
⦁ 5 人制タロットゲームでは、プルヌール（宣言者）は多くのアトゥ（大アルカナ）を
持っていなければなりません。カードの分配は均等ではないため、デファンス（防御）側
がクペ（カット）またはスュルクペ（オーバーカット）するチャンスは十分にあります。
36

Version 7.0 le 3 Août 2017

Stratégie du jeu de Tarot
タロットゲームの戦略

Déroulement typique d’une partie :
一般的なゲーム展開：
Dans un premier temps, on essaie de savoir ce qu’il se passe dans chaque couleur. Il faut
comprendre quelle est la coupe de chaque joueur et quelles cartes ont déjà été posées.
Il faut tenter de deviner qui possède Le Petit.
Dans le jeu à 5, il faut tenter de trouver qui est le Partenaire du Preneur.
Il faut compter dans sa tête le nombre d’Atouts déjà joués.
はじめに、各カラーカードでどのようにゲームが展開されるかを考えてみます。各プレイ
ヤーのクープ（置くべきカードが 1 枚もないこと）がどれか、または、すでにどのカード
が置かれたかなどを覚えておく必要があります。
また、誰がル・プティ（アトゥ 1）を持っているかを見抜いてみてください。
5 人制タロットゲームの場合は、誰がプルヌール（宣言者）のパルトネール（パート
ナー）であるかも当ててみてください。
さらに、すでに置かれたアトゥ（大アルカナ）の数も頭の中で数えておく必要があります。

Le 21 :
アトゥ 21：
Si on est sûr que celui qui est contre nous possède Le Petit, on ne joue pas le 21.
Si on n'est pas sûr que celui qui est contre nous possède Le Petit, on fait comme si
c’étaient nos partenaires qui le possédaient, et on pose le 21 dès que possible en début
d’un tour afin de "sauver le petit" (il faut bien sûr que le partenaire qui possède le petit
dans ses cartes le joue, puisqu'il est assuré qu'il reviendra ainsi à l'équipe partenaire)
On appelle cette stratégie "faire l’ambulance".
敵側のプレイヤーがル・プティ（アトゥ 1）を持っていると確信した場合は、アトゥ 21
を置きません。
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一方、敵側のプレイヤーがル・プティ（アトゥ 1）を持っていると確信できない場合は、
“ル・プティを救い出す”ために、自分のパルトネール（パートナー）がル・プティ（ア
トゥ 1）を持っているかのように振る舞い、ターンの初めにできるだけ早くアトゥ 21 を
置きます（もちろん、パルトネール（パートナー）の手札にル・プティ（アトゥ 1）があ
る場合は、確実にパルトネール（パートナー）側にル・プティ（アトゥ 1）が戻ってくる
ため、アトゥ 21 を置きます）。
この戦略をフェール・ランビュランス（faire l’ambulance：救急車役をする）と言います。

Le Petit :
ル・プティ（アトゥ 1）：
Quand on a Le Petit, on se débarrasse de ses propres gros Atouts pour pouvoir le donner
facilement à ses partenaires (puisque qu'on doit toujours monter à l'Atout).
A l'inverse, si quelqu'un joue un gros Atout dès le premier tour sans raison apparente, on
peut supposer qu'il a Le Petit.
ル・プティ（アトゥ 1）を持っている場合、パルトネール（パートナー）に簡単にル・プ
ティ（アトゥ 1）を渡すことができるように、（常に上位のアトゥを置かなければならな
いため）自分の大きなアトゥ（大アルカナ）を置いて捨てます。
反対に、明確な理由もなくプレイヤーの誰かが最初のターンですぐに大きなアトゥを置い
た場合は、そのプレイヤーがル・プティ（アトゥ 1）を持っていると推測することができ
ます。
Comment sauver son petit :
ル・プティ（アトゥ 1）の救出方法：
Il faut se débarrasser des plus grands atouts dès le début pour pouvoir sous-couper à son
partenaire.
Se débarrasser des cartes de la couleur où l’on en a le moins pour pouvoir couper avec le
petit au plus vite, sauf si l’adversaire coupe dans cette couleur.
ル・プティ（アトゥ 1）を救い出すには、パルトネール（パートナー）にスークペ（アン
ダーカット：より小さいアトゥを置く）できるようにするため、ドンヌ（ラウンド）の初
めにすぐ最も大きなアトゥを置いて捨てる必要があります。
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ル・プティ（アトゥ 1）でできるだけ早くクペ（カット）できるように、少ししか持って
いないカラーのカードを置いて捨てます。ただし、敵側がこのカラーでクペ（カット）す
る場合を除きます。
Écart :
エカール（捨て札）：
1) Si l’on fait un contrat, cela signifie que l’on a généralement beaucoup d’atouts donc il
vaut mieux essayer de les utiliser pour récupérer les cartes fortes (Roi, Reine…) des adversaires.
Quand on fait son écart, il faut donc essayer de faire le plus de coupes ou de singlettes
possible.
[une coupe: mettre toutes nos cartes d’une couleur dans l’écart pour faire en sorte que l’on
n’en possède plus (pour pouvoir couper).
une singlette : Ne garder qu’une seule carte faible d’une couleur dans notre main].
1）コントラ（契約）を宣言した場合は、一般に多くのアトゥ（大アルカナ）を持ってい
ることを意味します。したがって、より強いカード（ロワ（キング）、レーヌ（クイー
ン）など）を敵側から獲得するために、カラーカードよりもアトゥ（大アルカナ）を使う
ようにした方がよいです。
エカール（捨て札）を選ぶ際は、できるだけ多くのクープ（*1）またはサングレット
（*2）ができるようにします。
（*1）クープ（coupe）：（クペできるように）あるカラーのカードをすべてエカール
（捨て札）に入れて、そのカラーのカードが手札にもうないこと。
（*2）サングレット（singlette）：あるカラーの弱いカードが 1 枚しか手札にないこと。
Exemples :


Coupe :
Si l’on a 3 cœurs et 3 carreaux et qu’on les mets dans son écart, on a deux coupes
(car on n’a plus ni cœur ni carreau).



Singlette :
Si on a 4 cœurs et 3 piques et qu’on met 3 cœurs et 3 piques dans son écart, on a
donc une singlette et une coupe (je ne possède plus qu’une seule carte de cœur).
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例：


クープ（coupe）：
ハートのカード 3 枚とダイヤのカード 3 枚を持っていて、これらのカードをすべて
エカール（捨て札）に入れた場合、（手札にはもうハートのカードもダイヤのカー
ドもないため）クープが 2 つあることになります。



サングレット（singlette）：
ハートのカード 4 枚とスペードのカード 3 枚を持っていて、そのうちハートのカー
ド 3 枚とスペードのカード 3 枚をエカール（捨て札）に入れた場合、（手札にハー
トが 1 枚しかないため）サングレットが 1 つとクープが 1 つあることになります。

2) Si on a une longue, il faut mettre des cartes qui ont des points dans l’écart (mais on n'a
pas le droit de mettre de Roi ou d'Atout). La longue permet de faire couper l’adversaire.
[Une longue: Avoir beaucoup de carte d'une même couleur.]
2）ロング（*3）がある場合は、強いカードをエカール（捨て札）に入れます（ただし、
ロワ（キング）またはアトゥ（大アルカナ）を入れることはできません）。ロングで敵側
をクペ（カット）することができます。
（*3）ロング（longue）：同じカラーのカードを沢山持っていること。

Le jeu à 5 :
5 人制タロットゲーム：
Dans le jeu à 5, le Preneur appelle un Roi. La personne qui possède ce Roi dans son jeu
devient le Partenaire du Preneur mais ne doit pas le dire, ni le montrer.
En devenant Partenaire, il y a un timing pour poser le Roi qui a été appelé.
On joue ce Roi dès que cette couleur est jouée pour la première fois sauf dans le cas où
l'on a une longue (plus de quatre cartes de la couleur du Roi appelé).
5 人制タロットゲームでは、プルヌール（宣言者）は、あるロワ（キング）を宣言します。
手札にこのロワ（キング）があるプレイヤーがプルヌール（宣言者）のパルトネール
（パートナー）となりますが、自分がパルトネール（パートナー）であることを口にした
り、見せたりしてはいけません。
パルトネール（パートナー）になった場合は、宣言されたロワ（キング）を置くにはタイ
ミングがあります。つまり、ロングがある（宣言されたロワ（キング）のカラーと同じカ
ラーのカードが 4 枚以上ある）場合を除き、宣言されたロワ（キング）と同じカラーの
カードが初めて置かれたらすぐに、このロワ（キング）を置きます。
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Exemple :
例：
Si le Roi de Cœur est appelé par le Preneur, lorsque quelqu'un pose une carte de cœur
pour la première fois, il vaut mieux poser son Roi de cœur à ce moment-là,
プルヌール（宣言者）がハートのロワ（キング）を宣言した場合は、あるプレイヤーが最
初にハートのカードを置いた際に、ハートのロワ（キング）を置くとよいです。

Atout :
アトゥ（大アルカナ）：
Quand on ne peut pas monter à l'Atout, on met le plus petit Atout possible (sauf dans le
cas du Petit qui ne doit être donné qu’à son partenaire) ou de préférence l'Excuse.
置かれたアトゥ（大アルカナ）より強いアトゥ（大アルカナ）を持っていない場合は、
（パルトネール（パートナー）にしか渡されないル・プティ（アトゥ 1）を除き）できる
だけ弱いアトゥ（大アルカナ）か、できればレクスキューズを置きます。

Cartes :
カード：
Quand notre partenaire est Maître, on lui donne le plus de points possible en posant des
cartes fortes.
Quand notre partenaire n'est pas Maître, on ne met que des cartes à 0,5 points.
[Maître = Désigne la personne qui a posé la meilleure carte sur le terrain]
自分のパルトネール（パートナー）がメトル（*4）である場合は、強いカードを置いて、
できるだけ多くの点数をパルトネール（パートナー）に与えます。
自分のパルトネール（パートナー）がメトル（*4）でない場合は、0.5 点の弱いカードし
か置きません。
（*4）メトル（maître）：そのドンヌ（ラウンド）で最高のカードを置いたプレイヤー。
Quand on joue à 5 et qu'un des joueurs donne beaucoup de points au Preneur, ça peut
être un signe (mais ce n'est pas forcément le cas).
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5 人制タロットゲームでプレイヤーの 1 人がプルヌール（宣言者）に多くの点数を与える
プレイを行う場合は、そのプレイヤーがプルヌール（宣言者）のパルトネール（パート
ナー）であると推測されます（ただし、必ずしもそうとも限りません）。

Quand on est à l’ouverture pour l’entame :
アンタム時にプルヌール（宣言者）の左隣にいる場合（（エートル）ア・ルベルチュール
の場合）：
Quand on doit faire l'Entame (poser la première carte), il y a plusieurs stratégies :
アンタムを行う（最初のカードを置く）場合は、以下のように状況によって様々な戦略が
あります。
1) Si on joue avec le Preneur (Partenaire) :
- On joue le Roi appelé
- On joue une couleur déjà jouée quand on est à l’entame (on évite de jouer dans la coupe
du Preneur)
- On joue une couleur non-jouée quand on est en fond de court.
- On joue un de ses propres Rois.
1）プルヌール（宣言者）のパルトネール（パートナー）としてプレイする場合：
-

宣言されたロワ（キング）を置く。

- アンタムの際に、すでに置かれたカラーのカードを置く（プルヌール（宣言者）が
持っていないカラーを置かないようにする）。
-

プルヌール（宣言者）から最も離れている場合（（エートル）アン・フォン・

ドゥ・クールの場合）は、今まで置かれていないカラーのカードを置く。
-

自分が持っているロワ（キング）の中の 1 枚を置く。

2) Si on joue contre le Preneur :
- On joue une nouvelle couleur qui n'est pas celle du Roi appelé quand on est à l’entame.
- On joue une autre couleur dont on ne possède pas le Roi.
- On joue dans une des coupes du preneur
[Coupe: Une couleur qu'un joueur ne possède pas et qu'il coupe avec des Atouts]
2）デファンスール（防御者）としてプレイする場合：
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-

アンタムの際に、宣言されたロワ（キング）のカラー以外の新しいカラーを置く。

-

ロワ（キング）を持っているカラーとは別のカラーのカードを置く。

-

プルヌール（宣言者）のクープ（*1）のカードを置く。

（*1）クープ（coupe）：あるプレイヤーが持っていないカラー、アトゥ（大アルカナ）
でクペ（カット）するカラーのこと。

Quand on est en fond de court pour l’entame :
アンタム時にプルヌール（宣言者）の右隣にいる場合（（エートル）アン・フォン・
ドゥ・クールの場合）：
1) Si on joue avec le Preneur (Associé) :
- On joue le Roi Appelé
- On joue une nouvelle couleur qui n'est pas dans la coupe de notre partenaire
- On joue n'importe quel Roi (peu importe la couleur) J’ai ôté <持っていないカラー>,
parce qu’il y a l’annotation comme ci-dessous.
1）プルヌール（宣言者）のパルトネール（パートナー）としてプレイする場合：
-

宣言されたロワ（キング）を置く。

-

パルトネール（パートナー）のクープ以外の新しいカラーのカードを置く。

-

任意のロワ（キング）を置く（カラーはあまり重要ではない）。

2) Si on joue contre le Preneur :
- On ne joue jamais une nouvelle couleur
- On peut jouer un petit Atout (sauf Le Petit)
- On joue dans la coupe du Preneur
- A partir du deuxième tour, on joue la couleur du Roi qui a été appelé
2）デファンスール（防御者）としてプレイする場合：
-

新しいカラーのカードは決して置かない。
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-

弱いアトゥ（ル・プティ（アトゥ 1）以外）を置くことができる。

-

プルヌール（宣言者）のクープのカードを置く。

-

2 巡目からは、宣言されたロワ（キング）と同じカラーのカードを置く。

L'Excuse :
レクスキューズ：
Il ne faut pas attendre la fin du jeu pour la poser.
Si elle est jouée au dernier tour, elle compte dans les points de l'adversaire.
On la joue pour éviter de poser une carte avec beaucoup de points (Dame ou Roi).
レクスキューズは、ゲームの終了を待たずに早めに置いたほうがいいカードです。
最後のターンでレクスキューズを置くと、敵側の点数に加算されてしまいます。
また、点数の高いカード（ロワ（キング）またはダーム（クイーン））を置かないように
するために、このレクスキューズを置きます。

Quand peut-on annoncer un contrat (lors des enchères) :
コントラ宣言（アンシェール）の条件：
1) À 4 joueurs :
1）4 人制タロットゲームの場合：
Il faut avoir au minimum 3 bouts ou rois, et 6 atouts.
Cela dépend bien sûr de la force des atouts et si le /les roi(s) sont dans une longue ou
pas. On risque toujours de se faire prendre un roi dans une longue (car le roi peut se faire
couper).
最低でも 3 枚のブまたはロワ（キング）と、6 枚のアトゥ（大アルカナ）を持っていなけ
ればなりません。
もちろん、アトゥ（大アルカナ）の強さと、1 枚以上のロワ（キング）がロング（同じカ
ラーのカードを沢山持っていること）になっているかどうかによります。ロングのロワ
（キング）が取られてしまう危険性は常にあります（ロワ（キング）がクペ（カット）さ
れる可能性があるためです）。
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2) À 5 Joueurs :
2）5 人制タロットゲームの場合：
Si vous êtes débutant, à 5, se référer à l’explication donnée pour les parties à 4 joueurs.
Si vous avez un niveau avancé, les stratégies changent en fonction de la situation, il vaut
donc mieux les apprendre en jouant.
タロット初級者の場合は、4 人制タロットゲームの場合の説明を参照してください。
タロット上級者の場合は、状況に応じて戦略が変わりますので、ゲームをしながら学んで
いくとよいでしょう。
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Stratégie du jeu de Tarot (Niveau Intermédiaire)
タロットゲームの戦略（中級）
Chasse au petit :
シャソプティ（chasse au petit：ル・プティ狩り）：
Si on a plus de 7 atouts assez forts, on peut faire beaucoup de tours d’atout pour essayer
de prendre Le Petit.
Si votre partenaire joue Atout pour chasser le Petit (à ne pas confondre avec une entame
de fond de court), on suit son partenaire en jouant aussi de l’Atout pour faire la chasse au
petit.
7 枚以上の強いアトゥ（大アルカナ）を持っている場合は、ル・プティ（アトゥ 1）を獲
得するために何度もアトゥ（大アルカナ）を置くことができます。
パルトネール（パートナー）がル・プティ（アトゥ 1）を狩り出す（ル・プティ（アトゥ
1）を獲得するために相手側にル・プティ（アトゥ 1）を出させて場に置かせる）ために
アトゥ（大アルカナ）を置いた場合は（アンタム時にプルヌール（宣言者）から最も離れ
ている場合と混同しないこと）、自身もシャソプティを行うためにアトゥを置いてパルト
ネール（パートナー）に追随します。
Jouer une longue pour faire couper l’adversaire :
敵にクペさせるためのロングの使用：
Si vous avez une longue, il y a de fortes chances pour que votre adversaire n’ait pas
beaucoup de cartes de la couleur de votre longue.
Donc en jouant dans la longue, on a de fortes chances de faire couper l’adversaire.
手元にロングがある（あるカラーのカードが沢山ある）場合は、そのロングのカラーの
カードを敵側があまり持っていない可能性が高いということになります。
したがって、ロングのカラーのカードを置いていけば、敵側にアトゥ（大アルカナ）でク
ペ（カット）させることができる可能性が大いにあります。
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Stratégie du jeu de Tarot (Niveau Avancé)
タロットゲームの戦略（上級）
Faux écart :
フォゼカール（faux écart：捨て札違反）：
1) Une fois que le preneur a dit "jeu" ou fait action de jeu (présentation poignée, jeu d’une
carte …) la donne est commencée et l'écart ne peut plus être ni modifié, ni consulté.
Néanmoins, dans le cas de la présentation d’une poignée (ou double ou triple), le preneur
qui reprend son écart à la place de son jeu (16, 19 ou 21 cartes au lieu de 18) pourra rectifier s’il n’a pas joué sa première carte. S’il a joué sa première carte, la règle du faux écart
sera appliquée (voir 2) ).
1）プルヌール（宣言者）がいったん「ジュ（Jeu：プレイ）」と宣言するか、または何
らかのプレイアクションをとる（ポワニエを公開する、カードを置くなど）と、ドンヌ
（ラウンド）が始まり、それ以降はエカール（捨て札）を変更することも見ることもでき
なくなります。
それにもかかわらず、プルヌール（宣言者）がポワニエ（サンプル・ポワニエ、ダブル・
ポワニエ、またはトリプル・ポワニエのいずれか）を公開する際に、まだ最初のカードを
置いていなかった場合、手札の代わりに自分のエカール（捨て札）からカードを取り戻し
て（18 枚ではなく 16 枚、19 枚、または 21 枚に）手札を修正する可能性があります。こ
のような場合、プルヌール（宣言者）が最初のカードを置いたときに、フォゼカール
（faux écart：捨て札違反）のルールが適用されます（以下の 2）を参照）。
2) Le faux écart consiste à ne pas respecter les règles de l’écart. La faute ne peut être imputée à la défense qui n’aurait pas demandé au preneur de compter ses 6 cartes mises à
l’écart.
Dans un faux écart à 7 cartes, le dernier pli de 3 cartes revient à la défense et l’arbitre doit
rendre à la défense la carte de l’écart qui possède la valeur la plus élevée.
Dans un faux écart à 5 cartes, le dernier pli de 1 carte revient au preneur. Si c’est le petit, il
n’y aura pas de prime de petit au bout. Si le preneur gagne, la donne est annulée. S’il
perd, la donne est comptée normalement.
2）フォゼカール（faux écart：捨て札違反）とは、エカール（捨て札）のルールに違反し
ているということです。仮に、デファンス（防御）側がプルヌール（宣言者）にエカール
（捨て札）に置かれた 6 枚のカードを数えるように要求しなかったとしても、この反則を
デファンス側のせいにすることはできません。
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7 枚のカードでフォゼカール（捨て札違反）になった場合は、最後のプリ（取り札）の 3
枚のカードはデファンス（防御）側に戻り、審判は、エカール（捨て札）の最も強いカー
ドをデファンス（防御）側に返さなければなりません。
5 枚のカードでフォゼカール（捨て札違反）になった場合は、最後のプリ（取り札）の 1
枚のカードはプルヌール（宣言者）に戻ります。その 1 枚のカードがル・プティ（アトゥ
1）である場合は、プティ・オ・ブのボーナス点がなくなります。プルヌール（宣言者）
が勝った場合は、そのドンヌ（ラウンド）はキャンセルされます。プルヌール（宣言者）
が負けた場合は、そのドンヌ（ラウンド）は通常どおりカウントされます。

Fautes contre l’éthique:
倫理規定違反：
Non-appliqué pour l’instant
現時点では適用されていません。

Autres cas prévus par le code d’arbitrage :
審判規約で定められていない事例：
Non-appliqué pour l’instant
現時点では適用されていません。

Le mort (Non-appliqué pour l’instant) :
ル・モール（le mort：死者またはダミー）（現時点では非適用）：
Certains petits tournois libres dont le nombre de joueurs n’est pas multiple de 4 peuvent
inclure des tables de 5 joueurs.
Dans ce cas, un des joueurs (le mort) procède à la distribution aux 4 autres joueurs et ne
prend part à la partie en cours. Le mort ne compte pas dans les comptes de cette partie.
Chaque joueur est « mort » à tour de rôle dans le sens du jeu, et procède à la distribution
tant que personne ne prend.
プレイヤーの人数が 4 の倍数にならない小さなフリートーナメントでは、5 人用のテーブ
ルも設けられることがあります。
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このような場合には、5 人のプレイヤーの中の 1 人（ル・モール：le mort）は、他の 4 人
のプレイヤーにカードを配り、進行中のゲームには参加しません。ル・モール（死者また
はダミー）の点数は、このゲームのカウントには含まれません。各プレイヤーは、ゲーム
の進行方向に向かって交代でル・モール（死者またはダミー）となり、誰かがコントラ
（契約）を宣言するまでカードを配ります。

Conseil :
アドバイス：
Il est conseillé de s'entraîner régulièrement à jouer sur l'ordinateur pour s'améliorer.
以下のサイトからプログラムをダウンロードし、パソコンでルールに従って練習すること
をお勧めします。
www.webtarot.fr/site/os/logiciel/telechargement.php
www.letarot.net
fftarot.fr
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