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パリ

ニコラ・テスラは書斎で行きつ戻りつしていた。おそらくは暖

を取ろうとして……そして間違いなく、嫌な考えを追い払おうと
して。彼はもう眠ることができなかった。

彼が楽観主義者であったことはただの一度もなかったが、今

や老齢 が彼を偏 執 症としていた。水 戦争がつい先日勃発し、
山々が蟻塚のように掘り返され、ヨーロッパ中が⸺そしてお
そらく世界中が⸺ 彼の仕事の結末を見たがっているのだ。

期待は高まる一方だが、今ではニコラは自分が失敗したので

はないかと恐れていた。自らの発見をこれほど性急に譲渡すべ
きではなかった。彼の発明を制御できるものは一人もいない―

―最悪の結果が待ち受けているだろう。人類は間違いなく最後
のチャンスを逃すだろう。そして、何より悪いことに、彼がその
責任を負うことになるだろう。

突然、書斎を照らしていた古い石油ランプの炎が揺らめき、

一筋の煙を残して消えた。

テスラは壁にもたれ、レバーを引いた。彼は古い邸宅に張り

巡らされている電線にエネルギーが流れるのを感じ、その数秒
後、シャンデリアが白く温かな光を放った。並外れた技術だ。

もちろん、解決法はある⸺エネルギー生産ネットワーク全

体を彼自身が管理するのだ。あるいは、彼自身のより効率的な

姿で。実際、オートマトンはニコラと同じだけの科学的知識を
有しており、感情や非論理的思考に妨げられない。人類を新た
な時代へと導く、高潔な機械式の天才なのだ。

このスーパーコンピューターは大量の岩石の下に埋められて

準備を整えている。その電気機械式頭脳は地下トンネルを通っ

て何マイルも広がり、無数の中継器は止めようのない情報の流
れを制御するのを待っている。究極の資源管理者、ガラスと銅
とゴムで作られた神だ。

しかし、オートマトンがあまりに優れすぎていたらどうなるだ

ろうか？
ろうか？

この機械の心はどれほどの高みまで到達できるのだ

「まあ⸺」テスラは言った。
「実地で調べてみるよりいい方法

はあるまい」

はじめに

テスラ・オートマは「バラージ」のための追加モジュールです。

プレイするには基本ゲームが必要ですが、このモジュールは「バ
ラージ：レーフワーテル計画」拡張と共に使うこともできます。

このモジュールは、基本ゲームで説明されている導入ルールと

オートマの全般的な
ルールの概要
基本ルールの一部はオートマプレイヤーのために修正されます。

=

共に使うことはできません。プレイヤーはすべての上級ルールを

オートマがクレジットを獲得／喪失する

使わなければなりません。このルールブック中では、
「レーフワー

テル計画」に関する部分は紫色の枠で囲まれています。
「レーフ
ワーテル計画」を使わずにプレイする場合、この部分は無視して
ください。

このモジュールはプレイヤーの対戦相手となるオートマプレイ

ときには常に、同値の勝利点を獲 得／

喪失します（たとえば赤枠つきアイコンがある建設スペースで

オートマが建造物を建設した場合、３勝利点を支払います）。
オートマの勝利点は０未満になることができます。

ヤーを１人以上導入します。このため、１人以上のオートマを相

手にしてソロゲームをプレイすることも、人間とオートマプレイ

オートマは重役を使いません（至難レベルは例外で

ヤーを交えて最大人数（４人）で多人数ゲームをプレイすること
もできます。

このルールブックで説明されているいくつかの例外を適用し

て、オートマは通常ルールに従う人間プレイヤーとしてゲームをプ
レイします。

オートマの決断はオートマタイルによって生成されます（人間プ

オートマはクレジットを使いません。

す。14 ページ参照）。

オートマは３つ目の発電所の建設によって発動する企業特殊

能力も使いません。しかし、オートマは２つ目／４つ目の発電
所の建設によって発動する生産ボーナスは使います。

レイヤーがこのタイルの管理を担当します）。複数のオートマと共

オートマは契約タイルを取りません。

にプレイする場合、すべてのオートマプレイヤーが同じタイルを

オートマプレイヤーは契約事務所で表向きになって

共有します。

いる契約を直接履行します。

プレイヤーは難易度⸺簡単、普通、困難、至難を選んでオー

トマプレイヤーの能力を決めることができます（12 ページの別表

オートマは上級技術タイルを購入することができま

参照）。このルールブックで説明されているルールは普通レベル

すが、その基本効果（建造物の建設など）だけを使

について言及しています。簡単レベルでは、プレイヤーはあまり

い、関連する特殊効果は使いません。

オートマの管理を担当しなくてもよくなります。困難／至難レベ
ルは極めて競争性が高く、より多くのオートマアクションの管理
を必要とするので、熟練プレイヤーにのみ推奨します。

目的タイルの条件に示されている要素を最も多く

持っている場 合、オートマプレイヤーは 20 勝利点

内容物

を得ます。２位だった場合には 15 勝利点、３位だっ
た場合には 10 勝利点を得ます。

表面

個人サプライにある技術者駒：個人サプライに技術

アクション

者駒が最低１個はある場合、オートマプレイヤーは
手番をプレイします。最後のアクションを実行するた

めに必要な数の技術者駒を持っていない（つまり技術者駒が１

個残っており、アクションが技術者駒を２個必要とする）場合、

裏面

条件

両面仕様オートマ
タイル 20 枚
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オートマは最後の技術者駒だけを使ってそのアクションを実行
します。

オートマの建設アクションスペース：人間プレイヤーとは異なり、

アクション

オートマプレイヤーが建設アクションを実行するときには、オー

トマアクションタイルに示されている数の技術者駒を企業ボー

必要な技術者駒

ド上に置きます（どのアクションスペースが利用可能かは無関

係です）。オートマは１ラウンド中に建造物をいくつでも建設す

アクションコスト

ることができます。

上図の例では、作業場アクションの実行には技術者駒が２個必要です（1）。
赤オートマは作業場区画にある最初の空いているアクションスペースに技
術者駒を２個置きました（2）。

現在のラウンド中、赤オートマの最初の建設アクションは技術者駒を２個
必要とします（１）。アクションスペースの必要条件を無視して、赤オート
マは企業ボード上に技術者駒を２個置かなければなりません（２）。２回目
のアクションも技術者駒を２個必要とします（３）。オートマはスペースの
必要条件を無視して、これらをボード上に置きます（４）。
上図はオートマを１人加えた４人プレイゲームの例です。ラウンドの終盤、
作業場ですでに多くのアクションスペースが埋まっているときに、オートマ

管理アクションスペース：人間プレイヤーとは異なり、オートマ
プレイヤーが管理アクションを実行するときには、オートマアク

も同じアクションを実行しました。赤オートマは必要条件と追加コストを
無視して、最初の空いているアクションスペースに技術者駒を置きました。

ゲームの準備

ションタイルに示されている数の技術者駒を対応する区画上に

置きます
（どのアクションスペースが利用可能かは無関係です）。
オートマタイルに示されている技術者駒は、管理ボード／特許

局ボード／追加管理ボード上の対応する区画にある最初の空

きスペースに置かなければなりません（つまり左列の上から下、

選択したプレイ人数に応じた通常の準備の指示に従います。

1

そのあと右列の上から下の順で、そのアクションスペースを埋
めるために必要な技術者駒の数を無視して置きます）。こうし
て占有したアクションスペースは、オートマが実行するアクショ

ンの効果を定義しないことに注意してください⸺実際に実行

するアクションはオートマタイル上のアイコンで示されています。

対応する区画に空いているアクションスペースがなく、オートマ

通常通りに企業を選び、そのあと残りの企業ボードと対

応する内容物をオートマプレイヤーにランダムに割り当て
ます。

重役タイルと初期契約タイルはオートマプレイヤーには割り当

てません。

2

がオートマタイル上に示されているアクションを実行可能な場

オートマをゲーム開始時のスタートプレイヤーとします。

複数のオートマと共にプレイしている場合、どのオートマ

が１番 手／２番 手／３番 手になるかをランダムに決めま

合、単に必要な数の技術者駒を対応する区画の横に置きます。

す。オートマプレイヤーは常に先手番となってゲームを始

3
4

めます。

オートマは 16 勝利点を持ってゲームを始めます。
オートマタイルをよく混ぜ、アクション面を表向きにした

山にしてテーブル上に置きます。

3

ゲームの進行

収入と源流フェイズは通常通りにプレイします。オートマは企

業ボード上で発動している収入を得ます。

アクションフェイズ中、オートマプレイヤーは人間プレイヤーと

同様に手番をプレイします。

各オートマ手番の開始時、山の一番上にあるオートマタ

イルを裏返して捨て札置き場に置き、新たなタイルを公
開します。

オートマは上図に示されている順番でアクションを実行しようとします。
点線の枠内に示されているアクションは、オートマの手番を終了させない

このため、プレイヤーは常にオートマタイルを２枚（アクション

面を表向きにしている１枚と、条件面を表向きにしている１枚）
を見ることができます。山が尽きた場合、すべての捨て札を裏返
してよく混ぜ、新たな山を作ります。

唯一のアクションです。

たいていは、タイルの左列上には生産に関連するアクション、

中央列上には建造物に関連するアクション、右列には他のアクショ
ンが示されています。

生産アクション
以下の条件をすべて満たした場合にのみ、オートマは利
用可能な最高の生産システムを使ってエネルギーを生産
します。

以下のすべての条件をこの順番で確認します。１つでも満たし

ていない場合、オートマは生産しません。
オートマは新たなオートマタイルを公開します。前の手番のタイルの裏面
は、新たな手番の条件面となります。

アクション面はオートマが実行するアクションを決めるために使

われます。左側にある最初の列から始めて、上から下へと確認し
ていきます。

あるアクションが実行された場合、オートマの手番は（別記な

い限り）終了します。確認したアクションを実行することができず、
オートマが最低１個の技術者駒を持っている場合、オートマは次
に示されているアクションを実行しようとし……というように、１

アクションを実行するまで確認を続けます（右列の下のアクション
は常に実行可能です）。

必要な技術者駒の数、支払う勝利点の値、アクションの
効果は常にタイル上に示されています。

必要な
技術者

アクションの
種類

生産システムの準備：オートマが生産に使うことが

できる建造物のつながり（つまり最低１個の水駒が
あるダム＋導管＋発電所）が最低１つはある。

エネルギートラック：オートマがまだ現在のラウンド
に対応している区画（つまりボーナスタイルから完全

な報酬を得ることができる区画）にいない。または、
オートマがエネルギートラック上で１位ではない（２
つの条件のうち少なくとも１つを満たす必要がある）。

契約の履行条件：潜在的に生産可能なエネルギー

の最大量（タイルに示されている生産ボーナス／ペ
ナルティーを含む）が、タイルに示されている種類
（緑

／黄／赤）の契約のうち最低１つが必要とするエネ
ルギー量以上である。

オートマは利用可能な最高の（最も多くのエネルギーを生産す

る）生産システムを使って生産し、オートマタイル上に示されて

いるボーナス／ペナルティー（および企業ボード上で発動している
ボーナス）を適用します。通常通り、生産に使った水駒を移動さ

せてエネルギートラックを更新します。そのあと、オートマは即座

に、契約事務所で履行可能な最高値の契約を履行し（条件とし
て確認したものだけでなく、すべての契約の中から選びます。複

数ある場合、右側にあるものを選びます）、示されている利益を
得ます。履行した契約タイルは取り除き、新たなものを補充しま

す。人間プレイヤーと同様に、オートマは国家契約を履行するこ

区切り
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支払う勝利点

とができます（同値の場合は右側にあるものを選びます）。

ず、それを越えるような水駒は置きません。このアクションで最

低１個の水駒を置いた場合、オートマは流水管理アクションスペー

スに技術者駒を１個置かなければなりません。

この赤オートマのダムは
水 駒を１個だけ蓄えるこ
とができます。赤オート
マは対応する源流タイル
上に水駒を置かなければ
なりません。

1 2
2
1

この例で、オートマは生産するための条件を確認しなければなりません。
赤オートマは生産の準備がで
きているシステム（生産値３の
導管を経由して、水 駒が２個
ある赤のダムにつながってい
る発電所）を持っています
（１）。

2

赤オートマはまだエネルギー
トラック上で１位ではありませ
ん（２）。アクションタイルに
示されている＋２ボーナスを
加えて、このシステムは８エネ
ルギーを生産し、利用可能な
緑契約のうち最低１つを履行
することができます（３）。赤
オートマは生 産を行い、右側
にある８点の赤契約を履行し
ました。

上図の状況では、山岳にある白のダムに水駒が１個置かれたあと、丘陵
にある赤オートマのダムは水駒を１個蓄えることができます。赤オートマ
が水駒を２個まで置かなければならない場合、右端の源流タイル上に置か
なければなりません。

オートマは常に、できるだけ多くの水駒を置こうとします。適

切な源流タイルが複数ある場合、現在の条件面に示されている

引き分け判定を使います（16 ページにある参考マップを参照して
オートマが生産アクションを実行した場 合、その手

番は即座に終了します。そうでない場合、タイル上で

ください）。最初のアルファベットが適切な源流タイルのうち 1 枚
を示している場合、そこに水駒を置き……となります。

次のアクションを確認します。

流水管理アクション
通常ルールに従って、オートマは示されている数
の水駒を１枚以上の源流タイル上に置きます。

現在のマップの状況を考慮して、配置した水駒のうち最低１個

が（即座に、または次の水の流れフェイズ中に）自分のダムに到

達する場合にのみ、オートマはこのアクションを実行します。そ
れらのダムは流れてきた水駒を貯めることができなければなら

水駒を置くことができる源流タイルの中で、最初に源流タイルＡが選ばれ、
次にＢ、最後にＣが選ばれます。

オートマが流水管理アクションを実行したかどうかを

問わず、技術者駒を１個以上残している場合、オー
トマは手番を続け、タイル上で次のアクションを確認
します。
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契約事務所アクション
オートマは示されている契約タイルを契約事務所から取

り除きます。そのあと、エネルギートラック上でエネルギー
マーカーを２スペース進めます。

契約事務所に技術者駒を置き、対応する山から新たな契約タ

イルを２枚引いて空きスペースに置きます。

上図のアクションで、オートマは契約事務所で利用可能な緑契約２枚を捨
て札にしなければなりません（そのあと新たな契約を補充します）。その
あと、オートマはエネルギーマーカーを２スペース進めます。

契約事務所アクションを実行したあと、技術者駒を

１個 以 上残している場 合、オートマは手 番を続け、
タイル上で次のアクションを確認します。

オートマは基礎を建設しなければなりません。オートマは基礎駒（１）、対
応する技術タイル（２）、掘削機駒５個（３）を持っています。さらに、マッ

建設アクション
以下の条件をすべて満たした場合、オートマは示されて
いる建造物を建設します。

以下のすべての条件をこの順番で確認します（ある条件が満た

されていない場合、以降の条件を確認する必要はありません）。

利用可能な建造物：示されている建造物駒がオートマの企

業ボード上にある。

利用可能な技術タイル：オートマが、示されている建造物を

建設するために必要な技術タイル（基本または上級）を最
低１枚は持っている。

設しました。

すべての条件が満たされている場合、オートマはオートマタイ

ルに示されている建造物を建設し、企業ボード上に技術者駒を
置いて、通常通りに建設ホイールを使います（オートマは建設ア

クションスペースの通常ルールには従わないことを忘れないでく
ださい。３ページ参照）。

マップ上でその建造物駒を置くことができるスペースが１つし

かない場合、オートマはそのスペースに建造物駒を置きます。

そのようなスペースが複数ある場合、その建造物駒をどこに置

くかを決めるために、プレイヤーは９ページにある「建造物駒の
配置手順」のルールに従わなければなりません。

人間プレイヤーと同様に、企業ボード上で収入シンボルが見え

利用可能な重機駒：オートマが、示されている建造物を建

た場合、オートマは即座にその収入を得ます。

キサー駒）を持っている。一部のタイルには、山岳エリア

私有建物の建設アクションをすべて無視します。

設するために必要な数の重機駒（掘削機駒かコンクリートミ
にあるダムの基礎（掘削機駒が５個必要です）や、生産値

３以上の導管（掘削機駒が最低６個必要です）など、特定
の条件付きの建造物が示されている。

利用可能な建設スペース：示されている建造物用の建設ス

ペースがマップ上に最低１つはある。
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プ上には空いている基礎用スペースがあります（４）。オートマはこれを建

「レーフワーテル計画」拡張を使わずにプレイしている場 合、

重機販売店アクション

私有建物

オートマは、持っている重機駒

現在のラウンドが５ラウンド目（最終ラウンド）

で建設可能な最初の（上から下

ではない場 合、オートマは示されている値の

の順 で）利用可能な私有建 物

勝利点を支払い、示されている数の重機駒を

を建設することができます。

このシンボルが示されている場合、オー

トマは持っている重機駒で建設可能な

最初の（下から上の順で）利用可能な
私有建物を建設することができます。

オートマは私有建物の特殊アクションを実行

得ます。

示されている数の技術者駒を、空いている最初の重機販売店

アクションスペースに置き、アクションタイル上に示されている値

の勝利点を支払って、アクションタイル上に示されている重機駒
を得ます。

することはありません。しかし、ある私有建物を

オートマが建設した場 合、その私有建物の左側
にある（最も安い）アクションスペースは、ゲー
ム終了までもう誰も使えなくなります。

オートマが建設アクションを実行した場 合、その手
番は即座に終了します。そうでない場 合、タイル上
で次のアクションを確認します。

赤オートマは５勝利点を支払い、異なる重機駒を２個得ます。通常通り、オー
トマは技術者駒を置いたアクションスペースに関連するアクションではな

作業場アクション
建 設ホイールが完全に空である場 合を除いて、

オートマはタイル上に示されている区画数 だけ
建設ホイールを回転させます。

く、アクションタイル上に示されているアクションを実行します。

オートマが 重 機 販 売 店アクションを実 行した場 合、
その手番は即座に終了します。そうでない場合、タ
イル上で次のアクションを確認します。

オートマの建設ホイール上に重機駒か技術タイル（またはその

両方）がある場合、このアクションを実行します。オートマはオー
トマタイル上に示されている数の技術者駒を作業場アクションス

ペース上に置き、オートマタイル上に示されている値の勝利点を
支払わなければなりません。通常通り、建設ホイールを 1 区画

分回転させるたびに、オートマは開放区画に戻ってきたすべての
重機駒と技術タイルを即座に回収しなければなりません。

このオートマの建設ホイール上には、多
くの区画に投資された重機駒と技術タ
イルがあります。このオートマは作業場
アクションを実行することができます。

オートマが作業場アクションを実行した場 合、その

手番は即座に終了します。そうでない場合、タイル
上で次のアクションを確認します。
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特許局アクション
アクションタイル上に示されている上級技術タイル（また

はワイルド上級技術タイル）が特許局にある場合、オー
トマは２勝利点を支払ってその上級技術タイルを得ます。

オートマは特許局アクションスペースに技術者駒を１個置き、２勝

特定の効果：外注仕事の効果として、オートマが
契約を１つ履行する場合、契約事務所で利用可

能な最高値の契約（複数ある場合は右にあるも
の。４エネルギー以下の契約を履行する効果の
場合、その中で最高値のもの）を履行します。

利点を支払います（技術者駒２個と５勝利点ではありません）
。該
当するタイルが複数ある場合、オートマはより高いレベルのタイル

を取ります。示されている技術タイルもワイルド技術タイルもない場

合、
オートマはこのアクションを実行しません。
「レーフワーテル計画」
拡張を使わずにプレイしている場合、私有建物技術タイルに関連す
る特許局アクションをすべて無視します。

すべての外注仕事が利用可能で、赤オートマはそのす
べてを履行できるだけの重機駒を持っています。赤オー
トマは２番（上から２枚目）を選びました。

オートマが外 注仕事アクションを実行

した場合、その手番は即座に終了しま

す。そうでない場合、タイル上で次のア
クションを確認します。

オートマタイルに基礎の建設用の上級技術タイルが示されています。特許局
にこのタイルがあったので、オートマはそれを得ました。

オートマが特許局アクションを実行した場 合、その

簡易保守／銀行アクション
オートマは以下のアクションのうち１つを実行します。

建設ホイールが空ではない（つまり重機駒可技術者

手番は即座に終了します。そうでない場合、タイル

タイルがある）場合、オートマは作業場に技術者駒

上で次のアクションを確認します。

を１個置き、建設ホイールを１区画分だけ回転させ
ます。

そうしない場合、オートマは銀行に技術者駒を１個
置いて１勝利点を得ます。

外注仕事アクション
オートマは 利用可能な外注仕事を

ワイルド重機販売店アクション／
銀行アクション

履行します。

利用可能な外注仕事のうち最低１つ

を履行するために必要な重機駒をオー

オートマは以下のアクションのうち１つを実行します。

現在のラウンドが５ラウンド目ではない場合、オート

トマが持っているかどうかを確認します。複数の
外注仕事を履行できる場合、オートマはアクショ
ンタイルに示されている優先順位に従って１つを

選びます（番号は管理ボード上でのタイルの位置
を示しています。右上の図参照）。

オートマは示されている数の技術者駒を対応

するアクションスペースに置き、必要な数の重機
駒をストックに戻します。
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マは重機販売店に技術者駒を１個置き、３勝利点

を支払って重機駒を１個得ます。オートマは自分が

利用できる（つまり建設ホイール外にある）数が少ない種類の

重機駒を得ます。同数の場合、オートマは掘削機駒を１個得
ます。

そうしない場合、オートマは銀行に技術者駒を１個

置いて１勝利点を得ます。

建造物駒の
配置手順
オートマが建設している建造物を配置することができる場所が

複数ある場合、そのうちのどこに置くかを決めるため、プレイヤー
は以下の手順に従います。

システムの３つ目の建造物：まず始めに、その建造物を置くこと
によって完成する潜在的なシステム（中立かオートマのダム＋導
管＋オートマの発電所のセット）が１つある場合、このシステム
を完成させる場所にその建造物を置きます。

オートマタイル上に図示されている条件の詳細については 11

ページの表を参照してください。

タイル上に示されている３つの条件すべてを適用したあと、依

然として２つ以上の適切な場所がある場合、その中から 1 つを
選ぶために 12 ページの参考マップを使います。

対応する列の下側には、マップ上の特定の盆地を示している

コード番号が記されています。このコード番号は参考マップ上に
も記されています。

ダムの基礎と上部のコード番号は、盆地の番号に応じて１～

10（１～４：山岳、５～７：丘陵、８～ 10：平原）となっています。
導管のコード番号は、盆地の番号に応じて１～ 10 となってい

ます。文字 �Ａ� は各盆地の左側の導管を、文字 �Ｂ� は右側
の導管を示しています。

発電所のコード番号は、盆地の番号に応じて５～ 12（５～７：

丘陵、８～ 10：平原上段、11 ～ 12：平原下段）となっています。
適切な場所が複数ある場合、コード番号で示されている場所

から始めて、最初の適切な場所まで番号順に確認していきます。
その場所が選ばれた場所です。最後の場所（基礎、上部、導管

では 10、発電所では 12）に到達した場合、最初の場所（基礎、
上部、導管では１、発電所では５）に戻り、最初の適切な場所
まで確認を続けます。

赤オートマは導管を建設しようとしています。赤オートマはすでに、導管
でつなぐことができるダムの基礎と発電所を持っています。この場合、赤
オートマは自動的に導管をここに建設することになります。

完成させることができる潜在的なシステムがない（または複数

一部のアクションシンボルには、その建造物を建設
するための制限（ダムの基礎を山岳に建設しなけれ
ばならない、など）が示されています。この制限は
場所を決めるためのすべての判定に適用されます。

ある）場合、次の手順に進みます。

建造物条件：適切な場所（アクションタイルに示されている建造

物と、オートマが利用できる重機駒に応じている場所）から１つ
を選ぶため、オートマタイルの条件面でその建造物に対応する列

（ダムの基礎と上部／導管／発電所）を確認し、示されている最

初の条件を適用します。このとき、以下のいずれかの状況が発
生します。

適用した条件によって適切な場所が１つ決まる場合、その

場所を選ばなければなりません。

適用した条件によって適切な場所が２つ以上決まる場 合、

その中から１つを選ぶために次の条件を適用します。

適用した条件がどの場所にも当てはまらない場合、その条

件を無視し、適切な場所から１つを選ぶために次の条件を
適用します。
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その建造物がシステムの３つ目になり得るかを確認する
オートマが建設する建造物が
生産システムの３つ目となるところが
マップ上に１つだけあるか？

はい

そのスペース
に建設する

はい

そのスペース
に建設する

はい

そのスペース
に建設する

はい

そのスペース
に建設する

いいえ
最初の条件を確認する
最初の条件が、 その建造物の
ための建設スペースをマップ上で
１つだけ決定するか？

いいえ
２つ目の条件を確認する

２つ目の条件が、 その建造物の
ための建設スペースをマップ上で
１つだけ決定するか？

いいえ
３つ目の条件を確認する
３つ目の条件が、 その建造物の
ための建設スペースをマップ上で
１つだけ決定するか？

いいえ
コード番号を確認する

コード番号によって建設する場所が決まる。
参考マップに従い、 最初の適切なスペースに建設する。
このフローチャートは建造物の配置手順の例です。オートマは基礎を建設しなければなりません。基礎を建設する場所を決めるために、
オートマはこの手順に従います。
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建造物の配置条件の解説
ダムの基礎／上部

導管

発電所

すでに建設されている、最も強力な
（自分か他プレイヤーの）導管と
つながるダム。
引き分け判定：自分の導管。

適切なスペースの中で
最も強力な導管。

すでに建設されている、
最も強力な（自分か他プレイヤーの）
導管とつながる発電所。
引き分け判定：自分の導管。

自分の発電所とつながるダム。

適切なスペースの中で
２番目に強力な導管（もしあれば）。
さもなければ
適切なスペースの中で最も強力な導管。

自分のダムとつながる発電所。

現在のマップの状況で最も多くの水駒を
得ることができるダム。
引き分け判定：源流タイル順。

適切なスペースの中で、
赤枠つきのダムがある建設スペース。

（他のダムがない盆地を通って）
上流の発電所につながるダム。

（導管を経由して）自分のダムがある
下流の盆地につながるダム。
さもなければ
（導管を経由して）他プレイヤーのダムが
ある下流の盆地につながっていないダム。

自分か中立か他プレイヤーのダムに
つながる導管。
引き分け判定：
自分、中立、他プレイヤーの順。

自分か他プレイヤーの発電所に
つながる導管。
引き分け判定：
自分、他プレイヤーの順。

他プレイヤーか中立か自分の
ダムにつながる導管。
引き分け判定：
他プレイヤー、中立、自分の順。

他プレイヤーか自分の
発電所につながる導管。
引き分け判定：
他プレイヤー、自分の順。

平原の発電所。

/

/

示されている丘陵盆地の
発電所（参考マップに従う）。

（他のダムがない盆地を通って）
自分のダムに水を供給する発電所。
さもなければ
（盆地を通って）他プレイヤーのダムに
直接水を供給しない発電所。

（盆地を通って）他プレイヤーのダムに
直接水を供給しない発電所。
さもなければ
（他のダムがない盆地を通って）
自分のダムに水を供給する発電所。
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別表

難易度レベル
難易度レベル
プレイヤーはオートマプレイヤーの難易度レベルを設定することができます。これまで説明してきたルールは普通レベルの難易度を想

定しています。

以下で説明されている各難易度レベルは、これまで説明してきたルールを何らかの方法で修正します。

別表１：
“低電圧” オートマ ―― 簡単
収入と生産ボーナス

オートマプレイヤーは自分の企業ボードから（基礎、上部、導管の建設によって発動した）収入を得ることはなく、
（発電所の建設によっ
て発動した）生産ボーナスを使うこともありません。

別表２：
“高電圧” オートマ ―― 困難
上級技術

オートマプレイヤーは使用した上級技術タイルの特殊効果を（下記の特殊な振る舞いルールに従って）使うことができます。同じ建造

物に関連する上級タイル（ワイルドタイルを含みます）を複数持っている場合、オートマは常により高いレベルのタイルを使います。レ
ベルが同じ場合、オートマはワイルドタイルの前に特定の建造物のタイルを使います。

シンボル

建設の種類

導管
レベル２

発電所
レベル２

私有建物
レベル１

私有建物
レベル２

任意
レベル１

任意
レベル２
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特殊効果

適切な場所が複数ある場合、オートマは常に生産値が３以上の
導管を選びます。

オートマは利用可能な最高のシステムを使って生産アクションを
実行します。

示されている特殊効果（今建設した私有建物の発動）の代わりに、
オートマは即座にその私有建物の勝利点を得ます。

オートマは自分のサプライにある数が少ない方の種類の重機駒だ
けを使います。同数の場合、オートマは掘削機駒だけを使います。

基礎を建設した場合、建造物の配置手順の条件をすべて確認し
たあと、オートマは赤枠がある建設スペースを選びます。

他の種類の重機駒を使う前に、オートマはその建造物を建設する
ために通常必要となる重機駒を使います。

発電所の特殊能力

オートマプレイヤーは、３つ目の発電所の建設によって発動する企業ボードの特殊能力を（下記の特殊な振る舞いルールに従って）
使うことができます。

アメリカ
マーガレット・グラント 赤

ドイツ
ダスラー大佐

複数ある場合、オートマはエネルギートラック上でエネルギーマー

高のシステムを使います。

流水管理アクションを実行したとき、適切な源流タイルが

カーをより先まで進めることができる源流タイルを選びます。

イタリア
エンリコ・オリヴィ 緑

特殊ルールはありません。

黒

２回目の生産アクションでは常に、オートマは利用可能な最

フランス
ジョゼフ・フォンテーヌ 白

生産アクションの３つ目の条件を確認するときと、契約を履

行するときの両方にこの値引きを適用します。

この水駒は最高の生産システム（今使ったものを

オランダ
エレン・フォス
橙

除きます）につながっているダムに置かれます。完

成している生 産システムがない（または複 数ある）
場合、どのダムに水駒を置くかを決めるためにアク
ションタイルの条件面の１列目を使います。
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別表１：
“過電力” オートマ ―― 至難

重役

オートマプレイヤーはゲームの準備中に重役タイルを１枚受け取り、対応する特殊能力を（下記の特殊な振る舞いルールに従って）
ゲーム中に使います。

ダムの建設条件を確認するとき、適切なものの中から常に山岳
（次いで丘陵）のダムを優先します。
ウィルヘルム・アドラー

建造物の建設アクションのための条件を確認しているとき、ダ
ムの上部を建設することができる（つまり利用可能な重機駒と
技術タイルを使って上部を建設できる基礎がある）場合、オー

グラツィアーノ・デル・モンテ

トマはオートマタイルに示されている建造物を無視し、常に上
部の建造アクションを実行します。

生産値１か２の導管を使って生産アクションを実行するとき、
オートマは水駒を１個だけ使って生産します。

ビクトル・フィーゼラー

導管を建設するとき、持っている掘削機駒とコンクリートミキ
サー駒の数が同じ場合、オートマはコンクリートミキサー駒を
使います。任意の重機駒を得るとき、
オートマは常にコンクリー

ジル・マクダウェル

トミキサー駒を得ます。

オートマは重機駒１個の代わりに３勝利点だけを使い、それ
以上は使いません（可能ならば、常に重機駒の使用を勝利点
の支払いより優先します）。建設アクションを実行するための

ソロモン・P. ジョーダン

「利用可能な重機駒」の確認の際、この能力を忘れないでく
ださい。
オートマは常に、基本／上級技術タイルのあとでこの特殊技

術タイルを使います。使用時、このタイルは常に最も高レベル

の（つまり３、２、１、基本の順で）技術タイルをコピーします。

アントン・クルイロフ

適切なタイルが複数ある場合、オートマはワイルドタイルより
も特定の建造物のタイルを選びます。
オートマはこの特殊能力を使いません。
一方、各人間プレイヤーは各ラウンド中の最初のアクションを、
自分がオートマであるかのように実行しなければなりません。

マヒリ・セキボ
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どのアクションを実行するかを “決める” ため、新たなアクショ
ンタイルを１枚引いてそれに従います。

生産を実行したとき、オートマは利用可能な契約の中から最高
値のものを１つ選ぶのではなく、可能な限り多くの契約を履行し

ます。選択肢が複数ある場合、よりエネルギー量の大きい契約

を選びます（たとえば２、３、６、６、９、10 エネルギーの契
約が利用可能な場合、9 エネルギーを生産したときには３と６
の契約を履行します。通常通り、同値の契約がある場合には右
シモーネ・ルチアーニ

側のものを選びます。同じ状況で、12 エネルギーを生産したと
きには２、３、右側の６の契約を履行します）。国家契約を履行
できる場合、常にそれを（さらには１枚以上の民間契約と共に）
選びます。
オートマタイル上に示されている、手番を終了させる（つまり点
線で囲まれていない）アクションが技術者駒を１個必要とする場
合、オートマは（可能ならば）建築士駒を使い、そのアクション

トンマーゾ・バティスタ

のあとで即座に新たなオートマタイルを使って２手番目をプレイ
します。

建設アクションを実行できるかどうかを確認するとき、この特別
技術タイルが利用可能な場合、技術者駒１個を必要とする建設
アクションとしてこの特別技術タイルを使って外注仕事アクショ
ンを実行できるかどうかを確認します。実行できる場合、その外
レスリー・スペンサー

注仕事の“ 建設” を実行し、オートマタイルに示されている建
造物は無視します。そうできない場合、通常通りにその建設アク
ションを実行します。

オートマはこの特殊能力を使いません。しかし、建設アクショ
ンを実行できるかどうかを確認するとき、私有建物を建設する
ことができる（つまり持っている重機駒と技術タイルで建設でき
マーゴット・フーシェ

る私有建物がある）場合、
オートマは常に私有建物を建設し、オー
トマタイルに示されている建造物は無視します。この私有建物の
建設アクションは技術者駒を１個必要とします。
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参照マップ：各盆地はコード番号で示されています。導管建設スペースは文字で見分けることができます。
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