
　1922 年 10 月 17 日　フランス・アルプス
　黒塗りの高級車が上り坂をのろのろと進み、その電気モー
ターのハム音が住む者のいない峡谷に響き渡った。車は山の
麓の野原で停止し、後部座席からダスラー大佐が降りてきた。
彼は一人ではなかった――エンリコ・オリヴィとジョゼフ・フォ
ンテーヌが彼を待っていた。
　フランス人のジョゼフは短くなった葉巻を腹立たしげに車に
投げつけた。
　「このくそったれのろくでなしめ！ 私たちはここで尻を凍らせ
ていたというのに、お前はばかげたパレードカーでお出ましか？」
　「落ち着きたまえ、親愛なる友よ。私は取引に来たのだ」
　大佐は前に踏み出し、２人の競争相手を歓迎する身振りを
した。そして彼は山の方に腕を振り、その斜面にある数多くの
重機――ドイツの重機を２人に観察させた。
　「我々は優れた成果を上げつつある。我々は費用を惜しまな
いということが君たちにも分かっただろう。そしてそれこそが
重要だ。私は今こそ協力すべきときだと考えている。この山々
には手つかずのエネルギーがふんだんにあり、私はそれが不
適切な者たちの手に渡るのを望まない。君たちがすべきこと
は、我々のダムの下流に自分たちのダムを建設することだけだ！　
我々は効率を数％高めることができるだろう。もちろん、水の
分配設備については君たちに管理を任せ、我々はその新たな
高所施設の使用料を支払おう」
　ジョゼフ・フォンテーヌは口を開かなかった。エンリコ・オリヴィ
は足を伸ばし、世界の残りにつながっている唯一の道に向かっ
て坂を下りていった。そのあと、彼は落ち着いた声で言った。
　「不適切な者とはお前さん方のことだよ、友よ。ダスラー、
あんたは俺たちを手下にしたいんだろう？　あんたは自分で
思っているより間抜けだな。この会合はおしまいだ」
　そしてエンリコはフォンテーヌの方を向いた。
　「一緒に行くかい？」
　「いや、結構。下の盆地にある私たちの新たな発電所のそば
に水力電気飛行機を待たせてある。そろそろバッテリーの充
電が終わったころだろう」
　「ああ、諸君」大佐は返答した。「我らがイタリア人の同輩に
同意せざるを得ないようだ――この会合は終わりだ。私は君た
ちが愚か者なのではないかと危惧している。君たちはこの新た
なエネルギー事業を “単なる” 事業だと思っているのか？ こ
れは新たな戦争だ。そして私はこの戦争に勝利すると決意して

いる。いかなる犠牲を払おうとも」
　彼の言葉が合図だったかのように、峡谷に散らばっていた強
力な重機が獣のようなうなりを上げてエンジンを始動した。
　「私のやり方を許してくれたまえ、友よ……しかし、私の寛大
な申し出は拒絶された。別の結果を期待していたのだが」彼
はきびすを返し、ガラスと鋼鉄でできたケーブル車の客室へと
歩いた。腕に書類をいっぱいに抱えた、若く身なりの整った男
が彼を待っていた。
　森と峡谷を通って、ケーブル車は急勾配を上り始めた。ジュー
ル・ベルヌの小説のようだ――大佐は内心そう思った。自律式
の強力な重機が山を掘削して大量のコンクリートを流し込んで
おり、大地は無数のテスラコイルが放つ紫色の放電に彩られて
いた。
　大佐の補佐官は唾を飛ばしながらデータと数値を羅列し始
めた。
　「この高所施設はすでに操業可能です、大佐。気象学班は
春に大雨が降ると予測しています。我々が失敗することはない
でしょう」
　ダスラーは遠くの山中にある一点を見つめた。数年前にフラ
ンス軍の機関銃が彼の部下たちを壊滅させた山だ。テスラの
エネルギー革命と、幸福と娯楽の必要性に惹きつけられたこの
狂った新世界にとって、大戦は色あせた記憶なのかもしれない。
しかし、彼は覚えていた。今回は失敗するわけにはいかない。
　「我々には資金が必要だ、フリードリヒ。この施設には莫大
な金がかかったが、この施設を下流の発電所につなぐ導管も
必要だ。そしてあのアメリカ女は、我々より先に導管を引こう
とするだろう」
　若い男は目を細めた。「そうですね、我々は可能な限り早く
これらの契約を履行する必要があります。11 月の終わりまで
にはそのうち２つを履行できますから、一息つくことができる
でしょう。来年の国家契約に向けての準備は万全です」
　彼は大佐に分厚い書類ばさみを手渡した。
　「頼まれていた調査も完了しました。結果は素晴らしいもの
でした。来年の事業を任せられる有能な人材が見つかるでしょ
う」ケーブル車が目的地に――ドイツの巨大なダムが水をたた
えている大盆地に到着した。潜在的なエネルギーが、大佐の
命令で世界を支える準備を整えている。
　ダスラー大佐は文書を書類入れに戻し、コートの襟を直した。
　それは凍りついていた。

バラージ
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源流タイル
８枚

初期契約
タイル４枚

国家契約
タイル６枚

両面仕様マップ１枚 管理ボード
１枚

民間契約
タイル45枚

特許局ボード１枚

エネルギートラック１枚

水駒
30 個

上級技術タイル15枚

中立ダムの
基礎駒３個

中立ダムの
上部駒３個

目的タイル６枚

中立ダム
準備タイル
10枚

重役タイル７枚＋
アントン・クルイロフの
特別技術タイル１枚

掘削機駒とコンクリートミキサー駒は重機駒と呼ばれます。

コンクリートミキサー駒26個
価値１×16個
価値３×６個
価値５×４個

掘削機駒34個
価値	１	×24個
価値	３	×６個
価値	５	×４個

共用内容物共用内容物

ボーナスタイル６枚

水力発電
クレジット
価値	１	×	24 枚
価値	３	×	20 枚
価値	５	×	14 枚
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企業用内容物企業用内容物

企業ボード４枚

建設ホイール４枚
（円形の土台と回転機構からなる）

基礎駒20 個
各企業ごとに５個

導管駒20 個
各企業ごとに５個

発電所駒16個
各企業ごとに４個

手番順マーカー４枚
各企業ごとに１枚

エネルギーマーカー４枚
各企業ごとに１枚

技術者駒48個
各企業ごとに12 個

基本技術
タイル20枚
各企業ごとに５枚

上部駒20 個
各企業ごとに５個

プレイヤー
エイド４枚

各企業ごとに１枚

オートマタイル20枚

Tommaso	Battista
が開発したAIと対戦す
るためのオートマルール
はこちらからダウンロー
ドしてください。

勝利点マーカー４枚
各企業ごとに１枚
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　「バラージ」では、各プレイヤーはエネルギー生産競争に勝と
うとしている４つの国営企業の CEO となります。プレイヤーはダ
ムと水力発電所を建設したり、導管を設置してそれらをつないだ
りするために、技術を獲得して利用します。これによって、プレ
イヤーは蓄積した水を使ってエネルギーを生産し、契約を履行す
ることができます。
　ゲーム終了時に最も多くの勝利点を獲得しているプレイヤーが
勝者となります。
　勝利点（VP）は以下の方法で得ることができます。

各ラウンド終了時  
  そのラウンド中に多くのエネルギーを生産する

ことによって。

ポール（赤）はエネルギートラック上で先頭にいるので６VPを得ます。ビ
クター（緑）は２位なので２VPを得ます。

そのラウンドのボーナスタイルを発動させることができるだけ
のエネルギー（最低でも６エネルギー）を生産することによっ
て。ラウンドごとに１枚のボーナスタイルがあり、プレイヤー
が建設している１種類の建造物や、持っている１要素に基づ
いて得点をもたらします。

ポール（赤）はエネルギートラックのスペース６を通過しているので、１枚
目のボーナスタイルに示されているように、建設しているダムの基礎１つ
ごとに４VPを得ることができます。

各ラウンド中 
企業ボード上で収入を得ることによって。

特定の数の建造物を建設することによって、プレイ
ヤーは収入を発動させることができます。

２つ目のダムの基礎を建設したとき、ジョアンナ（黒）は即座に３VPを
得ます。ジョアンナは以降の各収入フェイズ中にも３VPを得ます。

 VP をもたらす契約を履行することによって。

３エネルギーを生産する
ことで、プレイヤーはこ
の契約を履行して４VP
（および２クレジット）を
得ることができます。

 特殊効果として勝利点をもたらす上級技術タイルを使うこと
によって。

この技術タイルを使ったとき、プレ
イヤーは建設している自分の発電所
１つごとに３VPを得ます。

ゲーム終了時 
 目的タイルの目的を達成することによって。各タイルはその

目的に応じて上位３人のプレイヤーに VP をもたらします。

このタイルの目的において１位になった
場合、プレイヤーは15VPを得ます。
２位プレイヤーは10VP、３位プレイ
ヤーは５VPを得ます。

 持っている残りの重機駒、クレジットと、自分のダムに残っ
ている水駒から。

　VP を得たとき、プレイヤーはマップの外周にある VP トラック
上で自分の VP マーカーをその分だけ進めます。獲得した VP が
100 点を越えた場合、VP マーカーを裏返して 100VP 面が見え
るようにします。

「バラージ
」にはVP

を得るため
の

方法がいく
つかありま

すが、その
多

くはエネル
ギートラッ

クからもた
ら

されます。
ボーナスタ

イルの順番
に

合わせた行
動を計画し

ましょう！

プレイヤーは掘削機駒、コンクリート
ミキサー駒、クレジットの任意の組み
合わせ５つ１組ごとに１VPを得ます。
また、自分のダムにある水駒１個ごと
に１VPを得ます。

ゲームの目的ゲームの目的
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ゲームマップ
　マップはアルプスの一部を表しており、水平
方向に３つのエリア（上から山岳、丘陵、平原）
に分かれています。各エリアは地の色と固有の

シンボルで見分けることができます。各エリアにはいくつかの盆
地があり、各盆地にはプレイヤーが建造物を建設することができ
る建設スペースがあります。盆地同士は最初から川でつながって
います。色つきの導管は、ある盆地にあるダムを別の盆地にある
発電所につなぎます。

山岳

丘陵

平原

　山岳には４つの盆地があり、各盆地にはダムの基礎用スペース
と導管用スペースが２つずつあります。
　丘陵には３つの盆地があり、各盆地には発電所用スペース、
ダムの基礎用スペース、導管用スペースが２つずつあります。
　平原の上段には３つの盆地があり、各盆地には発電所用スペー
スが３つと、ダムの基礎用スペースと導管スペースが２つずつあ
ります。
　平原の下段には２つの盆地があり、各盆地には発電所用スペー
スが４つあります。

   建造物
　プレイヤーはマップ上にダム、導管、発電所
の３種類の建造物を建設することができます。
　ダムを作るため、基礎と上部という２つの異

なる建造物駒が使われます。基礎は対応するシンボルがある建
設スペース上でのみ建設することができます。上部は基礎（また
は他の上部）の上にのみ建設することができます。ダムは１個の
基礎駒と２個までの上部駒からなります。このため、ダムのレベ
ルは１（基礎のみ）から３（基礎＋２つの上部）までとなります。

ダムには中立と私有の２種類があります。中立ダムはゲーム開始
時に置かれ、ゲーム終了時までそのスペースに残ります。プレイ
ヤーは中立ダムに手を加えることはできません。私有ダムはプレ
イヤーによって建設されます。各私有ダムは特定のプレイヤー１
人に属します。プレイヤーは、他プレイヤーに属している基礎の
上に上部を建設することはできません。 

マップ上にあるダムの基礎用スペースとそのシンボルです。右の例では、
アメリカのダムのレベルは３になります。

　導管と発電所はそれぞれ１個の駒のみからなり、マップ上で対
応するシンボルがあるスペース上でのみ建設することができます。

マップ上にある発電所用スペース（左）と導管用スペース（右）と、それ
らのシンボルです。

      水
　水はこのゲームで最も重要な資源です。プ
レイヤーは水を所有はせず、管理しようとしま
す。水駒はマップ最上段にある源流からゲーム

に登場します。一部の水駒は源流フェイズ中に源流タイル上の指
示に従って置かれ、他の水駒はアクションや特殊効果を通して
プレイヤーによって置かれます。
　通常、水は川の自然な流れに沿って下流へと流れていきます。
　各盆地は、水の自然な移動経路である川によって互いにつな
がっています。マップの最下段の盆地を通過したとき、その水駒
は取り除かれます。水の自然な流れはダムによって遮断されます。

　ダムのレベル（そのダムを構成している駒の数）は、そのダ
ムが貯めることができる水駒の数を表しています。自然な流れに
沿って移動した水駒がダムに到達した場合、そのダムが満水に

重要な概念重要な概念
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なる（そのレベルに等しい数の水駒が置かれる）までは、その
水駒はそのダムの後ろで止まります。ダムがすでに満水の場合、
水駒はそのダムを通過し、そのダムを越えて自然な流れを続けま
す。水駒は１個ずつ移動します。

すでに水駒を１個保持しているレベル２の中立ダムがある盆地へと、水駒
が２個流れてきています（左図）。このダムは流れてきた水駒を１個保持し
ますが、もう１個はこのダムを通過し、流れ続けます（右図）。

　ダムの後ろにある水駒は、プレイヤーが生産アクションを実行
するまでは移動させることができません。

        生産
　このゲームの鍵はエネルギーの生産です。
エネルギーを生産するために、プレイヤーは
発電所、最低１個の水駒があるダム、それら
をつないでいる導管という３つの要素を必要と
します。

つながり 
　生産のために、プレイヤーはダムと発電所がつながっているか
どうかを判断しなければなりません。そのために、プレイヤーは
建造物がある盆地を確認します（盆地内に描かれている灰色の
チューブは、ダムとそれに対応している導管を示しています。マッ
プ上に描かれている色つきの導管は、それに対応しているスペー
スに誰かが導管駒を置いたときにのみ使えるようになる、潜在的
なつながりを表しています）。
　さまざまな建造物をつなぐために、プレイヤーは導管を建設し
なければなりません。稼働している導管は、その始点にある盆地
内のすべてのダムと、その終点にある盆地内のすべての発電所
をつなぎます。同じ盆地内にあるダムと発電所はつながっている
とは見なされません。

右にある赤の発電所は、赤の導管によって左上の盆地内にある赤のダム
と中立ダムにつながっています。左にある赤の発電所も、緑の導管によっ
てこれらの２つのダムにつながっています。

生産に関係する建造物 
発電所は生産アクションを実行するプレイヤーのものでなけ
ればなりません。
使用する水駒を保持しているダムは、生産アクションを実行
するプレイヤーのものか、または中立ダムでなければなりま
せん。
これら２つの建造物をつないでいる導管はどのプレイヤーの
ものでもかまいません。自分のものである場合、追加のコスト
はかかりません。他プレイヤーのものである場合、その導管
を通って移動した水駒１個ごとに、生産アクションを実行した
プレイヤーはその導管の所有者へと１クレジットを支払わなけ
ればならず、さらにその導管の所有者は（水駒１個ごとに）１
VPを得ます。

　エネルギーを生産するために、プレイヤーはダムからつながっ
ている発電所へと水駒を移動させなければなりません。
　各導管はマップ上に示されている生産値を持っています。導管
を通って移動した各水駒は、その導管の生産値に等しい数のエ
ネルギーを生み出します。
　生産が完了したとき、水駒は生産に使われた発電所を離れ、
自然な流れに従って盆地、川、他のダムへと流れていきます。

発電所

ダム

導管

自分の色

自分の色か中立

自分の色か
他プレイヤーの色
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   エネルギーの使用

エネルギートラック 
　エネルギーを生産したとき、プレイヤーはそ

の量をエネルギートラック上で記録します。各ラウンド中にプレイ
ヤーが生産したエネルギーはすべてエネルギートラック上で記録
され、これによってそのラウンドのクレジット収入、ボーナスタイ
ルによるVP 獲得の可否、そのラウンド中に多くのエネルギーを
生産したことによって VPを得るプレイヤーが決まります。

エネルギーマーカーは各ラウンド中に生産されたエネルギー量を記録する
ために使われます。

契約 
　エネルギートラック上での記録に加えて、プレイヤーは生産し
たエネルギーを使って契約を履行することができます。そのため
に必要なエネルギー量は契約タイルの左側に示されています。

　生産したエネルギー量がこの値以上である場合、プレイヤー
は即座にその契約タイルの右側に示されている利益を得ます。こ
の利益にはVP、クレジット、重機駒の獲得や、即時特殊アクショ
ンがあります。各契約はゲーム中に１回だけ履行することができ
ます。

プレイヤーは生産１回ごとに契約を１つだけ履行する
ことができます。

　「バラージ」は複雑なゲームです。このため、私たちはゲーム
の準備から一部の内容物を除外し、ゲームの進行からいくつか
のメカニクスを除外した導入ルールを使ってゲームの説明をする
ことにしました。

このようなボックス内で説明されているの
は、完全ゲームをプレイするための上級
ルールです。

　導入ゲームをプレイしているときには上級ルールを無視するこ
とを推奨します。完全ゲームをプレイする準備が整ったとき、上
級ルールを読んでください。また、このルール中には、最初のゲー
ムで戦略を練るための助けとなるゲームデザイナーからのヒントも
あります！

赤のダムから、生産値３の
赤の導管を通してつながっ
ている赤の発電所へと水
駒が１個移動しました。ポー
ル（赤）は（ボーナス／ペナ
ルティーを適用する前の時
点で）３エネルギーを生産
しました。

中立のダムから、生産値３
の黒の導管を通してつな
がっている赤の発電所へと
水駒が２個移動しました。
ポール（赤）は６エネルギー
を生産し、ジョアンナ（黒）
に２クレジットを支払いま
した。また、ジョアンナは
２VPを得ました。

エネルギーの生産は「バラージ」の
鍵です。できるだけ早く生産を始め
ることが非常に重要です。発電所を
中立ダムにつなぐのが最も早いです
が、中立ダムはすぐにその欠点をさ
らすでしょう――全プレイヤーが使
えるため、あっという間に水が尽き
るのです！

この契約の
履行に必要な
エネルギー量

この契約を
履行したときの
即時利益

ルールブック
の構成

ルールブック
の構成
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マップをテーブルの中央に置きます。シンボルがない面はこのゲームに習熟して
から使うことを推奨します。

エネルギートラックと管理ボードを右図のようにマップの横に置きます。

重機駒（掘削機駒とコンクリートミキサー駒）をマップの横に置いてストックとし
ます。

クレジットを額面ごとに分けてストックに置きます。

水駒をストックに置きます。

源流タイルをよく混ぜ、そのうち４枚をマップ上の対応するスペースにランダムに
置いて表向きにします。残りのタイルは箱に戻します。

右図に示されているボーナスタイル１枚を取り除き、残りをよく混ぜます。これら
のボーナスタイル５枚をエネルギートラックの対応するスペースにランダムに置い
て表向きにします。

目的タイルをよく混ぜ、ランダムに１枚選んでエネルギートラックの右端にある対
応するスペースに表向きで置きます。残りのタイルは箱に戻します。

国家契約タイルをよく混ぜ、「プレイ人数－１」に等しい枚数のタイルを引いて、
管理ボード上の対応するスペースに表向きで置きます。残りのタイルは箱に戻し 
ます。

民間契約タイルを裏面の色別に分けて個別によく混ぜ、管理ボード上の対応する
スペースに裏向きの山にして置きます。各山からタイルを２枚引き、その山の横に
表向きで置きます。

中立ダム準備タイルを裏面のシンボル別に３つの山に分け、個別によく混ぜます。
各山からタイルを１枚引き、示されている盆地のダム用スペースに中立ダム駒を
置きます。常に山岳にはレベル１、丘陵にはレベル２、平原にはレベル３のダム
が置かれます。各中立ダムの後ろに水駒を１個ずつ置きます。そのあと、すべて
の中立ダム準備タイルを箱に戻します。

特許局ボードとすべての上級技術タイルは箱の中に残しておきます。これらは導
入ゲームでは使いません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

すべてのボーナスタイルをよく混ぜ、そのうち５枚をエネルギー
トラック上にランダムに置きます。残ったタイルは箱に戻します。

特許局ボードをマップの横に置きます。上級技術タイルを裏
面のローマ数字別に分けて個別によく混ぜ、特許局ボード上
の左側にある対応するスペースに裏向きの山にして置きます。
“Ⅰ” の山からタイルを３枚引き、ボード上の右側にある対応
するスペースに表向きで置きます。

全体の準備全体の準備
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    この図は４人プレイゲームの準備の例です。
３人プレイゲームでは、“４” シンボルがあるすべてのアクションスペースに使わない企業

（次ページ参照）の技術者駒を置きます。
２人プレイゲームでは、“３＋” と “４” シンボルがあるすべてのアクションスペースに使
わない企業の技術者駒を置きます。
いずれの場合も、左側と右側の両方のアクションスペースに技術者駒を置いてください。
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各プレイヤーは６クレジット、掘削機駒６個、コンクリート
ミキサー駒４個を取ります。

各プレイヤーは自分の企業に対応している初期契約タイル
（上記の表参照）を取ります。

 すべての建造物駒（基礎、上部、
導管、発電所）を企業ボード上の対応す
るスペースに置き、重機駒とクレジット
を重役タイル上の個人サプライに置きま
す。技術者駒、技術タイル、初期契約タ
イルを企業ボードの横に置きます。

導入ゲームでは、下表に従って各プレイヤーに企業ボードと重
役タイルを割り当てます。
各プレイヤーは自分の重役タイルを自分の企業ボードの左側
に置きます。

各プレイヤーは自分の企業ボードに対応している色のすべ
ての内容物を取ります。また、建設ホイールを１枚取り、
下図に示されている向きで企業ボードの右側に置きます。

企業
ボード

１番手プレイヤー ２番手プレイヤー ３番手プレイヤー ４番手プレイヤー

重役

初期契約

1 2

内容物 :
A.  基礎駒５個
B.  上部駒５個
C.  導管駒５個
D.  発電所駒４個
E.  基本技術タイル５枚
F.  建設ホイール１枚
G.  技術者駒１２個

C

E

F

3 4

A

B

D

G

アメリカ
マーガレット
・グラント
赤

ウィルヘルム・アドラー ジル・マクダウェル

ドイツ
ダスラー
大佐
黒

ソロモン・P.ジョーダン ビクトル・フィーゼラー

イタリア
エンリコ
・オリヴィ
緑

フランス
ジョゼフ・
フォンテーヌ
白

導入ゲームでのプレイヤーの準備導入ゲームでのプレイヤーの準備
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エネルギートラックの左側にある手番順トラック上で、自分の
手番順（表参照）に対応しているスペースに手番順マーカーを
置きます。

３人プレイゲームでは、手番順トラックのスペース４は使い
ません。２人プレイゲームでは、手番順トラックのスペース
３と４は使いません。

エネルギートラックのスタートスペースにエネルギーマーカーを 
（ “ 30 ” シンボル面を裏向きにして）置きます。

勝利点トラックのスペース 10 に勝利点マーカーを（“100” シン
ボル面を裏向きにして）置きます。

5

7

6

４人プレイ完全ゲームで、プレイヤー
はランダムに右図のような組み合わ
せを作りました。ソフィアが最初に選
び、フランスでプレイすることにして、
右図の３VPの初期契約タイルを取り
ました。白の手番順マーカーは手番
順トラックの最後のスペースに置かれ
ます。次にビクターが選び、イタリア
でプレイすることにして、４VPの初
期契約タイルを取りました。緑のマー
カーは手番順トラックのスペース３に
置かれます。ポールが３番目に選び、
合衆国でプレイすることにして、右図
の３VPの初期契約タイルを取りまし
た。赤の手番順マーカーは手番順ト
ラックのスペース２に置かれます。ジョ
アンナはドイツと残りの初期契約タイ
ルでプレイすることになり、黒のマー
カーは手番順トラックのスペース１に
置かれます。

ジョアンナ

ビクター

ポール

ソフィア

 プレイヤーは企業ボード、重役タイル、初期契約タイルを自分で選びます。 プレイ人数に等しい枚数の企業ボー
ドをランダムに選んでテーブルの中央に置きます（２／３人プレイゲームでは残りのボードを箱に戻します）。プレ
イ人数に等しい枚数の重役タイルをランダムに選び、各企業ボードにランダムに組み合わせます（残りのタイルは
箱に戻します）。プレイ人数に等しい枚数の初期契約タイルをランダムに選び、表向きでテーブルの中央に置きま
す（２／３人プレイゲームでは残りのタイルを箱に戻します）。プレイヤーをランダムに１人選び、そのプレイヤー
は最初に利用可能な企業ボード１枚、それに割り当てられている重役タイル１枚、利用可能な初期契約タイル１枚を選ん
で取ります。そのあと時計回り順で、他のすべてのプレイヤーも企業ボード、重役タイル、初期契約タイルを選びます。

 ボード／タイルを選んだ順の逆順になるように手番順マーカーを置きます。 このため、最初に選んだプレイヤーは
最後の手番順スペースに手番順マーカーを置き、最後に選んだプレイヤーは最初のスペースにマーカーを置きます。

 ワイルド基本技術タイル（ “？” シンボルがあるタイル）を箱に戻します。  これは完全ゲームでは使いません。

ビクター

ソフィアジョアンナ

手番順

ポール
３番目に
選んだ
プレイヤー

ソフィア 
最初に
選んだ
プレイヤー

ジョアンナ 
４番目に
選んだ
プレイヤー

ビクター 
２番目に
選んだ
プレイヤー

ポール
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　 ゲームは５ラウンドに分かれています。各ラウンドは以下の順
番でプレイされる５フェイズからなります。

収入と源流
アクション
水の流れ
得点計算
ラウンドの終了

　このフェイズは全プレイヤーが同時にプレイすることができます。

全プレイヤーは自分の企業ボード上で発動している収入
を得ます。

　収入は “！” シンボルで表されています。発動している収入は
建造物スペース内に示されています（それらのスペースの上側に
は、参考用の小さな同じシンボルがあります）。
　収入を発動させるために、プレイヤーは建造物を建設しなけ
ればなりません。ある建造物を建設したとき、プレイヤーはその
種類の建造物駒を左から右の順で企業ボードから取らなければ
なりません（次ページ参照）。
　２つ目の基礎、上部、導管を建設することによって、プレイヤー
はその要素に関連している１つ目の収入を得ます。４つ目の建造
物を建設することによって、プレイヤーは２つ目の収入（１つ目よ
り有益です）を得ます。５つ目を建設することによって、プレイヤー
は３つ目の収入を得ます。各段の最初の２つの収入は企業ボード
ごとに異なります。３つ目の収入は全企業で同じ（７VP）です。

多くの建造物を建設したあと、ポール（赤）は企業ボード上で上図に示さ
れている収入を発動させました。

　発電所は収入をもたらさず、代わりにエネルギーの生産を強化
します。これについては 23 ページの別表２を参照してください。

源流タイル上に、現在のラウンドのために示されている
数の水駒を置きます。

　各源流タイルには、最初の４ラウンド中にそのタイル上に置か
なければならない水駒の数を示しているシンボルがあります（最
後の第５ラウンドでは、このフェイズ中に源流タイル上に水駒を
置きません）。
　これらの水駒は水の流れフェイズ中にマップ上を流れ始めます

（19 ページ参照）。

ラウンド数 水駒の数

第１ラウンド中、プレイヤーはこの源流タイル上に水駒を２個置きます。

　プレイヤーは手番順トラック上の手番順マーカーで示されてい
る手番順に従って、１人ずつ手番をプレイしていきます。

自分の手番が来たとき、プレイヤーは空いているアクショ
ンスペース１つに技術者駒を置き、対応するアクション
を実行しなければなりません。

　各アクションスペースには１～３個の技術者駒を置く必要があ
ります（この数はアクションスペース内の技術者シンボルで図示
されています）。各アクションスペースは特定の１アクションにつ
ながっています。

赤枠があるアクションスペースでは、プレイヤーはそこに
技術者駒を置くのに加えて 3クレジットを支払わなけれ
ばなりません。

このアクションを実行するために、プレイヤーは左側のアクションスペー
スに技術者駒を２個置くか、右側のアクションスペースに技術者駒を３個
置く必要があります。後者の場合、プレイヤーは３クレジットも支払わな
ければなりません。

　プレイヤーは技術者駒を個人サプライから取ります。必要な数
の技術者駒（または追加のクレジット）がない場合、そのアクショ
ンを実行することはできません。また、対応するアクションを実
行することなしに、そのアクションスペースに技術者駒を置くこと
もできません。
　１アクションを実行したあと、プレイヤーの手番は終了します。
自分の手番が来たときに個人サプライに技術者駒が１個もない場
合、プレイヤーはパスしなければなりません。
　全プレイヤーがパスしたら、アクションフェイズは終了します。

1

2

3

4

5

アクション必要な技術者駒 追加費用

あなたはエネルギーを生産するた

めにさまざまな種類の建造物を必

要としますが、同じ種類の建造物

を複数建設した場合、あなたは勝

利の鍵の１つである企業収入を発

動させることができます！

収入と源流収入と源流

アクションアクション
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　企業ボード上と管理ボード上にはさまざまな種類のアクション
があります。

建設アクション
　各企業ボード上には４つのアクションスペースがあり、それぞれ
１つの建設アクションにつながっています。このアクションで、プ
レイヤーは建造物を１つ建設することができます。
　全プレイヤーは独自のアクションスペースを持っています（他プ
レイヤーに使われることはありません）。
　これらのスペースで必要なものは左から右の順で増えていきま
す――１ラウンド中に多くの建造物を建設するほど、より多くの
技術者駒が必要になります。

あるラウンド中に１つ目の建造物を建設するために、プレイヤーは技術者
駒を１個必要とします。２つ目の建造物を建設するために、プレイヤーは
技術者駒を２個必要とします。３つ目と４つ目の建造物を建設するために、
プレイヤーは技術者駒を３個必要とします。４つ目の建造物を建設するた
めには、プレイヤーは３クレジットも支払わなければなりません。

　建設アクションを実行するために、プレイヤーは以下のステッ
プに従わなければなりません。

必要な数の技術者駒を、自分のボード上で空いてい
る最初の（左端の）アクションスペースに置きます。

赤枠スペースに技術 者駒を置いた場 合、プレイヤーは追加で 
３クレジットを支払わなければなりません。

建設したい建造物に対応している技術タイルを、自分
の建設ホイールの開放区画に置きます。

建設したい建造物のシンボル（またはワイルドシンボル）がある
技術タイルを個人サプライから取ります。その建造物の技術タイ
ルもワイルドタイルもない場合、その建造物を建設することはで
きません。

その建造物を建設するために使わなければならない
重機駒を、自分の建設ホイールの開放区画（今置い
た技術タイルの下側）に置きます。

各建造物にはさまざまなコストが適用されます（詳しくは次ペー
ジ参照）。必要な重機駒を持っていない場合、その建造物を建
設することはできません。

建設ホイールを１区画分だけ回転させます。

建設ホイールを時計回り方向に回転させ、技術タイルと重機駒の
両方を、開放区画から次の区画へと移動させます。

その建造物駒をマップ上に置きます。

企業ボードの左端から対応する建造物駒を１個取り、マップ上で
利用可能な対応する建設スペースに置きます（ダムの上部を建設
した場合、自分のダムの基礎上に置きます）。
赤枠つきのシンボルがある建設スペースに発電所／ダムの基礎
を建設した場合、プレイヤーは追加で３クレジットを支払わなけ
ればなりません。
建設後に収入シンボルが見えた場合、プレイヤーは即座にその
収入ボーナスを得ます。各収入フェイズ中、プレイヤーはこのボー
ナスを再び得ます（12 ページ参照）。

ポール（赤）は丘陵エリ
アにダムの基礎を建設
することにしました。

１）これはこのラウンド
での１回目の建設アク
ションだったので、ポー
ルは最初のアクションス
ペースに技術者駒を１個
置きました。

２）と３）ポールは基礎
用の技術タイルを、丘陵
エリアで必要となる掘削
機駒４個と共に建設ホ
イール上に置きました。

４）ポールは建設ホイー
ルを時計回り方向に１区
画分回転させました。

５）ポールは企業ボード
の左端から最初の基礎
駒を取り、マップ上の空
いている基礎用建設ス
ペースに置きました。

Open 
Segment開放区画
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　プレイヤーは４種類の建造物を建設することができます。各建
造物は異なる機能、異なるコストを持っています。

基礎 
生産に必要な水を集めて保持するダムを建
設するために使われます。
基礎シンボルがある任意の空いている建設スペー
スで建設することができます。
平原エリアで建設する場合には３個、丘陵エリア
では４個、山岳エリアでは５個の掘削機駒が必要
です。
赤枠つきのシンボルがある建設スペースで建設し
た場合、追加の３クレジットを支払わなければな
りません。
同じ盆地内に同じ色の基礎駒を２個以上置くこと
はできません。

上部   
ダムが保持できる水駒の数を増やすため
に使われます。
常に自分の色の基礎駒か他の上部駒の上で建設
されます（上部シンボルがある建設スペースはあ
りません）。
平原エリアで建設する場合には２個、丘陵エリア
では３個、山岳エリアでは４個のコンクリートミキ
サー駒が必要です。
赤枠つきシンボルがある建設スペースで建設しても、
追加の３クレジットを支払う必要はありません。
１個の基礎駒上には上部駒を２個までしか置くこ
とができません（ダムの最大レベルは３です）。

導管  
生産アクション中にダムから発電所へと水
駒を移動させるために使われます。
導管シンボルがある任意の空いている建設スペー
スで建設することができます。
建設した導管の生産値×２個の掘削機駒が必要
です（たとえば導管の生産値が４の場合、掘削
機駒が８個必要です）。

発電所 
エネルギーを生産するために使われます。
発電所シンボルがある任意の空いている建設ス
ペースで建設することができます。
コンクリートミキサー駒２個と、すでに建設して
いる自分の発電所１つごとに追加のコンクリート
ミキサー駒１個が必要です。
赤枠つきのシンボルがある建設スペースで建設
した場合、追加の３クレジットを支払わなければ
なりません。
同じ盆地内に同じ色の発電所駒を２個以上置く
ことはできません。

このコスト表は企業ボード上にもあります。

重機駒、クレジット、技術タイル 
掘削機駒とコンクリートミキサー駒は独特な資源です。建
造物を建設するために使われたとき、これらは“支払われる”
のではありません。重機駒は建設ホイール上で一定時間に
渡って投資され、１周したあとで再び利用可能になります。
資源を（何らかの方法で）得るとき、プレイヤーはそれをストッ
クから取って個人サプライに追加します（建設ホイール上に
置くのではありません）。獲得した重機駒は即座に利用可能
になります。
クレジットを建設ホイール上に置くことはありません。支払っ
たクレジットはストックに戻します。
技術タイルは５種類（４種類の建造物ごとに１枚と、どの
建造物の建設にも使うことができるワイルド技術タイル１
枚）あります。すべての技術タイルは同じように機能します。
これらは開放区画に戻ってくるまで建設ホイール上にとどま
り、そのあと再び利用可能になります。

どの建造物をどこに建設
するかを

決めることは、「バラージ
」で最も

重要で戦略的な決定の一
つです。

第１ラウンド中にエネルギ
ーを生産

しなかったとしても、あな
たは勝利

できるかもしれません。しか
し、ゲー

ム序盤からエネルギーを
生産でき

るようにすることは、たい
ていは最

も簡単な勝利への道です
。できる

だけ早くあなたの発電所を
ダムにつ

なげましょう！

山岳丘陵平原

掘削機駒３個

コンクリート
ミキサー駒２個

掘削機駒２個×その導管の生産値

コンクリートミキサー駒２個＋
コンクリートミキサー駒１個×建設済みの発電所の数

コンクリート
ミキサー駒３個

コンクリート
ミキサー駒４個

掘削機駒４個 掘削機駒５個

導管

基礎

上部

発電所
１
つ
目

２
つ
目

３
つ
目

４
つ
目
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管理アクション
管理ボード上の任意の空いているアクションスペースに
必要な数の技術駒を置き、そのスペースに対応している
アクションを即座に実行します。

　管理ボードは全プレイヤーの共有物なので、アクションスペー
スを奪い合うことになります。あるプレイヤーがあるアクション
スペースに技術者駒を置いたら、そのラウンド中は他の全プレイ
ヤーがそのアクションスペースを使えなくなります（銀行は例外で
す。17ページ参照）。
　すべての管理アクションにはアクションスペースが２つ（アクショ
ンシンボルの右と左に１つずつ）あります。右側のアクションスペー
スは左側よりコストがかかりますが、左側がすでに占有されてい
る場合にそのアクションを実行する２回目の機会をもたらします。
同じラウンド中に同じプレイヤーが両方のアクションスペースを占
有することもできます。
　一部のアクションには、そのアクションシンボル内に示されて
いるコストがかかります。このコストは技術者駒を置くときに（赤
枠スペースの追加コストと共に）支払わなければなりません。技
術者駒をスペースに置くために、プレイヤーは必要なクレジット
を全額持っていなければなりません。アクションを実行すること
ができない場合、プレイヤーはそのスペースに技術者駒を置くこ
とはできません。

アクションとコスト必要な技術者駒 追加費用

　管理ボード上のアクションはカテゴリー別にいくつかの区画に
分かれています。同様の効果を持つ同じ種類のアクションはボー
ドの同じ区画内にあります。

タービンステーション 

この区画では、プレイヤーはエネルギーを生産することができます。

このシンボルがあるときには常に、プレイヤーは
（紫色の数字で示されているボーナス／ペナル
ティーを適用して）エネルギーを生産することが
できます。

　生産アクションを実行するために、プレイヤーは以下のものを
持っていなければなりません。

自分の色か中立のダム１つにある最低１個の水駒

すでにマップ上に建設されている自分の色の発電所１つ

そのダムと自分の発電所を直接つないでいる（任意の色の）導管

そのダムから水駒を好きなだけ取り、導管沿いに自分の
発電所へ移動させます。プレイヤーは即座に「その導管
の生産値×移動させた水駒の数」に等しい量のエネル
ギーを生産します。

　プレイヤーは使うことにしたダムにある任意の数の水駒を移動
させることができます。

他プレイヤーの導管を使った場合、移動させた水駒１個
ごとに１クレジットをそのプレイヤーに支払います。また、
そのプレイヤーは水駒１個ごとに１VPも得ます。

各生産アクションスペースは異なるボーナ
ス／ペナルティーを持っています。生産す
るエネルギー量を計算したあと、プレイヤー
は使ったアクションスペースのボーナス／ペ
ナルティーを適用しなければなりません。

　生産されるエネルギーの総計が０以下になる場合、プレイヤー
はその生産アクションを実行することはできません。

ポール（赤）は＋１ボーナスがある生産ア
クションを実行しました。ポールは生産
値４のイタリアの導管を使い、中立ダム
から水駒を２個移動させました。生産さ
れるエネルギー量は４（生産値）×２（水
駒数）＋１（アクションスペースボーナス）
＝９です。ポールはビクター（緑）に 2ク
レジットを支払わなければならず、ビク
ターは２VPを得ます。

生産時にペナルティーを受けても心
配はいりません。ときには、少量
のエネルギー生産でもVPを得て
契約を達成するのに充分なことも
あるのです！
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生産効果 
生産したエネルギー量に等しいスペース数だけ、エネル
ギートラック上でエネルギーマーカーを進めます。

　各プレイヤーは現在のラウンド中に生産したエネルギーの総量
をエネルギートラック上で記録します。30 を超える量のエネル
ギーを生産した場合、エネルギーマーカーを裏返して “30” シ
ンボルがある面を表向きにし、トラックの最初に戻って記録を
続けます（クレジットの獲得とボーナスタイルの発動に関しては、
エネルギーマーカーがスペース 30 上にあるものと見なします。20
ページ参照）。

ポール（赤）は7エネルギーを生産しました。以前のアクションですでに
5エネルギーを生産していたので、ポールのマーカーはエネルギートラッ
クのスペース12に進みます。

今生産した量以下のエネルギーを必要とする契約を持っ
ている場合、プレイヤーはその契約を履行することがで
きます。

　プレイヤーは即座にその契約に示されている利益を得て、そ
のタイルを裏向きにします。プレイヤーはその契約を再び履行す
ることはできません。契約を履行しても、エネルギーマーカーを
後退させる必要はありません。

１回の生産アクションの結果として、プレイヤーは契約
を１つだけ履行することができます。

　このため、プレイヤーは複数の生産アクションの結果を合算し
て１つの契約を履行することはできません。また、充分な量のエ
ネルギーを生産したとしても、１回の生産アクションで複数の契
約を履行することもできません。

７エネルギーを生産したポール（赤）は上図の契約のどちらでも履行する
ことができますが、どちらか１つだけを選ばなければなりません。ポール
は３エネルギーの契約を選び、エネルギートラック上でマーカーを２スペー
ス進めて、建設ホイールを２区画分回転させました。

国家契約 
利用可能な国家契約が必要とする以上の量のエネル
ギーを生産した場合、プレイヤーは自分が持っている契
約の代わりにその国家契約を履行することができます。

　国家契約タイルはどのプレイヤーのサプライにも置かれず、必
要な量のエネルギーを生産した最初のプレイヤーが履行すること
ができます。プレイヤーはその国家契約タイルを取り、裏向きで
個人サプライに置きます。

１回の生産アクションで14エネルギー（以上）を生産した最初のプレイ
ヤーは、上図の国家契約のうち１つを履行することができます。

  水駒はどこに移動するのか？

生産アクションによって発電所へと移動した水駒
は、そのあと盆地、川、ダムを通って自然な流
れに従います。ダムに到達したとき、水駒はその
ダムが満水になるまでそこで止まります。すでに
そのダムが満水の場合、水駒は単にあふれ出て、
下流の盆地に向かって流れ続けます。

ポール（赤）は丘陵にある自分のダムを使って生産を始めました。
ポールは自分の導管を使って自分の発電所へと水駒を１個移動さ
せました。生産のために使われたあと、この水駒は流れを続け、
平原の盆地に到達しました。ここにはレベル１の満水の（すでに
水駒が１個あります）赤のダムがあるので、この水駒は貯水可能
な次のダム（上図では緑のダム）まで流れ続けます。

履行すべき契約を持つことなくエネルギーを生産するのは賢明ではありません。にもかかわらず、ときにあなたはエネルギートラック上でマーカーを進めるためにのみエネルギーを生産するでしょう！
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流水管理 

この区画では、プレイヤーは源流に水駒を追加することができます。 

水駒２個を１枚か２枚の源流タイル上に置き
ます。

どの源流タイル上に置くかはプレイヤーが決めることができ、２
枚の源流タイル上に１個ずつ分けて置くこともできます。望むな
ら、水駒を１個しか置かないことさえできます。これらの水駒は
水の流れフェイズ中にのみ移動します（19 ページ参照）。

水駒を２個置くとき、プレイヤーはそれらを異なる２枚の源流タイル上に
置くこともできます。

水 駒１個を１枚の源 流タイル上に置きます。
今置いた水駒は、水の流れルールに従って
即座に移動します。

どの源流タイル上に置くかはプレイヤーが決めることができます。

置いた水駒は即座に川へと流れ始めます。

各源 流タイル上に置くことが できる水 駒の数に上限はありま 
せん。

プレイヤーは特定の契約の結果として、または収入
として源流タイルに水駒を追加することもできます。
さらに、源流タイルは源流フェイズ中に自動的に水
駒を生み出します。

銀行 

この区画ではクレジットを得ることができます。

このアクションスペースに置いた技術者駒の数に等しい

クレジットを得ます。

　「銀行」は他とは違った働き方をする単独のアクションスペース
です。プレイヤーはここに１アクションで任意の数の技術者駒を
置くことができます。ここは唯一の非独占的アクションスペースで
もあります。すでに自分や他プレイヤーの技術者駒が置かれてい
る場合でさえ、プレイヤーは常に「銀行」に技術者駒を置くこと
ができます。

プレイヤーは特定の契約の結果や収入として、また
得点計算フェイズ中にもクレジットを得ます。

作業場 

この区画では、プレイヤーは建設ホイールを回転させて、技術タイルと重
機駒の回収を早めることができます。

アクションシンボル内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。

　アクションシンボル内にコストが示されている場合、そのコス
トを支払います。建設ホイールを１区画分回転させるたびに、プ
レイヤー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
即座に回収します。

水駒がどこに流れるかを予測し、
どこに水駒を置くかを慎重に決め
ましょう……うまくやれば、他プレ
イヤーのダムより早く自分のダムを
満水にできるでしょう！
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プレイヤーは特定の契約の結果として、また収入とし
て建設ホイールを回転させることもできます。

重機販売店 

この区画では重機駒を購入することができます。

アクションシンボルの左側に示されている額のクレジッ
トを支払い、右側に示されている重機駒を得ます。

　サプライからその重機駒を取り、重役タイル上の個人サプライ
に置きます。

プレイヤーは特定の契約の結果として、また収入とし
て重機駒を得ることもできます。

契約事務所 

この区画では利用可能な契約タイルを得ることができます。

利用可能な民間契約タイルを無 料で１枚得 
ます。

１クレジットを支払い、利用可能な民間契約
タイルを２枚得ます。

　プレイヤーはどの契約でも得ることができますが、表向きに
なっているものの中から選ばなければなりません。国家契約タイ
ルを選ぶことはできません。プレイヤーは獲得したタイルを表向
きで手元に置きます。
　手番終了時、プレイヤーは獲得した契約タイルに対応する山
から新たなタイルを引き、ディスプレイに補充します（このため、
常に各レベルの契約タイルが２枚利用可能になります）。

各プレイヤーは表向きの民間契約タイルを３枚までしか
持つことができません。

　このアクションを実行したあと、手元に４枚以上の契約タイル
を持っている場合、プレイヤーは即座に３枚になるまで捨て札に
しなければなりません。どの契約タイルを捨て札にするかは自分
で決めます。
　すでに履行済みの（裏向きの）契約タイルは数に含めません。

ビクター（緑）はこの作業場
アクションを実行し、建設ホ
イールを２区画分回転させる
ために２クレジットを支払い
ました。結果は左下の図のよ
うになります。ホイールの開
放区画に重機駒と技術タイル
が戻ってきたとき、ビクター
はそれらを回収しました。
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特許局 

この区画では上級技術タイルを得ることができます。

５クレジットを支払い、対応する上級技術タイ
ルを得ます。

ここにはそれぞれ１枚のタイルに対応している３つ
のアクションスペースがあります。プレイヤーはその
タイルを取って手元に置きます。このタイルは即座
に利用可能になります。上級技術タイルによって、
プレイヤーは基本技術タイルと同様に建造物を建設
することができますが、上級技術タイルを使ったと
きにのみ発動する追加の特殊効果があります。
新たな上級技術タイルはラウンド終了時にのみ補充
されます（21 ページ参照）。
各上級技術タイルの説明は 25 ページの別表４を参
照してください。

　全プレイヤーがすべての技術者駒を置き、アクションフェイズ
が終了したあと、水の流れフェイズが始まります。

源流タイル上にあるすべての水駒が、通常ルールに従っ
て川と盆地沿いに下流へ移動します。

　水駒は１個ずつ移動し、流れ込んだダムを満たします。ある
ダムが満水になったとき（そのダムのレベルに等しい数の水駒が
置かれたとき）、次の水駒はそのダムを通過して流れていきます。
すべての水駒がいずれかのダムに置かれるか、または一番下の
盆地に到達して取り除かれたとき、水の流れフェイズは終了し 
ます。

水１と２が源流から流れ始めます。
これらはすでに満水になっている
山岳のレベル１ダムに到達し、どち
らもあふれ出して移動を続けます。
そのあと、これらは水駒をもう１
個保持できる平原のレベル３ダム
に到達しました。水１はこのダムで
止まります。水２はあふれ出し（こ
のダムは今満水になりました）、つ
いにマップの下端に到達して取り
除かれました。

水３、４、５が流れ始めます。水
３は即座に山岳のレベル３ダムで
止まり、満水にしました。水４と
５は流れ続けます。そのあと、水
４は丘陵上段のダムで止まり、満
水にしました。水５はあふれ出し、
丘陵下段のレベル２中立ダムで止
まりました。

水は源流から流れ始めます。この

ため、上流にあるダムは（より高価

ではありますが）下流にあるダムよ

り先に水を得るのです！

3

1 2

1 2

1 2

2

5 4

5

3

4

5

5

4

水の流れ水の流れ
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エネルギートラックの先頭にいるプレイヤーは６VPを得
て、２番目にいるプレイヤーは２VPを得ます。

　このボーナスは最低１エネルギーを生産したプレイヤーにのみ
与えられます。１位が複数いる場合、両方のボーナス（６VP と
２VP）を合算し、それらの全プレイヤーに均等に分けます（端
数切り上げ）。他のすべてのプレイヤーは２位のボーナスを得ませ
ん。２位が複数いる場合、それらの全プレイヤーが１VPを得ます。

ポール（赤）はエネルギートラックの先頭にいるので、６VPを得ます。ジョ
アンナ（黒）とソフィア（白）は同値で２位なので、２位プレイヤーに与
えられる２VPを分け合い、それぞれ１VPを得ます。

エネルギートラック上での自分のマーカーの位置に応じ
てクレジットを得ます。

　プレイヤーは、エネルギートラック上で自分のマーカーが到達
（または通過）しているスペースの横に示されている最高額のク
レジットを得ます。マーカーがスペース０にある場合、プレイヤー
は（スペース０の横に示されているように）３クレジットを得ます
が、３VP を失います。

ポール（赤）は４クレジット、ジョアンナ（黒）とソフィア（白）は３クレジッ
トを得ます。ビクター（緑）も３クレジットを得ますが、３VPを失います。

現在のラウンドのボーナスタイルからVPを得ます。

　エネルギートラックはローマ数字がついている５区画に分かれ
ており、それぞれ各ラウンドに対応しています。左端で見えてい
るものが現在のラウンドのボーナスタイルになります。各ボーナス
タイルの説明は 26 ページの別表５を参照してください。

完全な報酬 : エネルギーマーカーが現在のラウンドに対応して
いる（またはそれ以降の）区画にある場合、プレイヤーはその
ボーナスタイルの得点計算を行うことができます。

減額された報酬 : エネルギーマーカーが現在のラウンドよりも
前の区画にある場合でも、プレイヤーはそのボーナスタイルの
得点計算を行うことができますが、離れている１区画ごとに４
VP ずつ報酬を減らさなければなりません。
ボーナスタイルの得点計算によって VP を失うことはありませ
ん。現在の区画から離れていることによる減額が、そのボーナ
スタイルから得られる報酬より大きい場合、プレイヤーは単に
VP を得ません。

報酬なし: エネルギーマーカーがエネルギートラックのスペース
６より前にある場合、プレイヤーはボーナスタイルの得点計算
を行いません。

第３ラウンドの終了時です。
ソフィア（白）は完全な報酬を得ます。ソフィアは発電所を２つ建設して
いるので、10VP（発電所１つごとに５VP）を得ます。
ビクター（緑）は減額された報酬を得ます。ビクターは発電所を３つ建設
しているので、11VP（発電所１つごとに５VP－１区画前にいることによ
り４VP）を得ます。
ジョアンナ（黒）は減額された報酬を得ます。ジョアンナは発電所を１つ
しか建設していないので、VPを得ません（発電所１つごとに５VP－２区
画前にいることにより８VP）。
ポール（赤）はこのラウンド中に５エネルギーしか生産しなかったので、
発電所を３つ建設しているにもかかわらず、報酬をいっさい得ません。

現在のラウンドのボーナスタイルを捨て札にします。

　左端にあるボーナスタイルをゲームから除外します。これによっ
て、ボーナスタイルの報酬を計算するとき、エネルギートラック
上で前の区画にいることによる勝利点の減額を示す－４VP シン
ボルが公開されます。
　最後のボーナスタイルを取り除いたとき、ゲームは終了します（次
ページ「ゲームの終了」参照）。

得点計算得点計算
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手番順を更新して手番順マーカーの位置を変更します。

　現在のラウンド中に生産したエネルギーが最も少ないプレイ
ヤーが１番手プレイヤーとなり、以下同様に続きます。生産した
エネルギー量が同じプレイヤーが複数いる場合、それらのプレイ
ヤーの相対的な手番順を逆にします。

生産したエネルギーが最も少なかったビクター（緑）が次ラウンドの１番
手となります。最も多かったポール（赤）は４番手となります。他の２人は
同じ量のエネルギーを生産したので、手番順トラック上の位置を入れ替え
ます。

すべてのエネルギーマーカーをエネルギートラックのス
ペース０に戻します。

全プレイヤーは自分の技術者駒をアクションスペースか
ら回収して個人サプライに戻します。

最終ラウンドでは、ラウンドの終了フェイズは省略し
ます。

　第５ラウンドの得点計算フェイズのあと、ゲームは終了します。
そのあと最終得点計算を行います。

目的タイルに応じて VP を得ます。

　各目的タイルには特定の条件が示されています。その条件に
応じてプレイヤーの順位を決め、１位プレイヤーは 15VPを得ま
す。２位プレイヤーは 10VP、３位プレイヤーは５VPを得ます。
同じ順位のプレイヤーが複数いる場合、それらのプレイヤーが占
める順位のVPを合算して均等に分けます（たとえば１位が２人
いる場合、１位と２位のVPを足して２で割ります。端数切り上げ）。
各目的タイルの説明については 27ページの別表６を参照してく
ださい。

個人サプライに残している資源から VP を得ます。

　資源（掘削機駒、コンクリートミキサー駒、クレジット）の数
をすべて合計し、５つごとに１VPを得ます。建設ホイール上に
ある資源は数えません。

ゲーム終了時、ジョアンナ（黒）は個人サプライにコンクリートミキサー
駒３個、掘削機駒５個、７クレジットの計15資源を持っていました（建設
ホイール上にあるコンクリートミキサー駒３個と掘削機駒４個は数えませ
ん）。これによって、ジョアンナは３VPを得ます。

自分のダムが 保 持している水 駒１個ごとに１VP を得 
ます。

最も多くの VP を獲得したプレイヤーが勝利します。

　同点の場合、その中で最終ラウンド中に最も多くのエネルギー
を生産したプレイヤーが勝者となります（最終ラウンドはラウンド
の終了フェイズを行わずに終了するので、各プレイヤーのエネル
ギートラック上での位置は保存されているはずです）。

ポール（赤）は自分のダムに水駒
を２個保持しています。ポールは
これらの水駒１個ごとに１VP（計
２VP）を得ます。

ラウンドの終了ラウンドの終了 ゲームの終了ゲームの終了

特許局ボード上に表向きの上級技術タ
イルが残っている場合、そのすべてを
捨て札にして箱に戻します。

山から新たな上級技術タイルを３枚引
き、対応するスペースに表向きで置きま
す。最初は “Ⅰ” の山から引き、この山が尽きた
ら “Ⅱ” の山から引き、最後に “Ⅲ” の山から
引きます。
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別表１：
基本的なシンボル

以下はこのゲーム中で頻繁に使われるシンボルの簡潔な説明です。
これらのシンボルは契約タイル、企業ボードや他の特定の要素上にあります。

別表別表

示されている数までの水駒を任意の源流タイル上
（複数可）に置きます。これらの水駒は即座に流れ
ていきます。

示されている額のクレジットをストックから得ます。
自分の企業ボードの左端にある基礎駒を１個取り、
マップ上の空いている建設スペースに置きます。

示されている値のVPを得て、その分だけ VP マー
カーを進めます。

自分の企業ボードの左端にある導管駒を１個取り、
マップ上の空いている建設スペースに置きます。

示されている数の掘削機駒をストックから得ます。
自分の企業ボードの左端にある発電所駒を１個取
り、マップ上の空いている建設スペースに置きます。

示されている数の重機駒をストックから得ます。プ
レイヤーはどちらの重機駒を何個得るかを自由に
決めることができます。

示されている数のコンクリートミキサー駒を自分の
個人サプライから取り、自分の建設ホイールの開放
区画に置きます。

自分の企業ボードの左端にある上部駒を１個取り、
自分のダム上に置きます（ダムごとに最大２個まで）。

示されている額のクレジットをストックへと支払い
ます。

エネルギートラック上で自分のエネルギーマーカー
を示されているスペース数だけ進めます。プレイヤー
はこのエネルギーによって契約を履行することはで
きません。

示されている数の掘削機駒を自分の個人サプライか
ら取り、自分の建設ホイールの開放区画に置きます。

示されている数までの水駒を任意の源流タイル上
（複数可）に置きます。これらの水駒は水の流れフェ
イズ中に流れていきます。

導管の生産値です。生産アクション中にその導管を
通って移動した各水駒は、示されている値のエネル
ギーを生み出します。

エネルギートラック上で自分のエネルギーマーカー
を示されているスペース数だけ進めます。プレイヤー
はこのエネルギーによって契約を履行することがで
きます。

任意の技術タイル１枚を、自分の建設ホイール
の開放区画に置きます。

示されている数のコンクリートミキサー駒をストッ
クから得ます。

自分の企業ボードから任意の建造物駒（その種類の
中で左端にあるもの）を１個取り、マップ上の空い
ている建設スペース（上部駒の場合は自分のダム上）
に置きます。
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別表２：
企業ボード

　各企業ボードはさまざまな組み合わせの収入を持っています。また、固有の生産特殊能力も持っていますが、これ
は３つ目の発電所を建設したあとでのみ発動します。さらに、２つ目の発電所を建設したとき、プレイヤーは生産す
るエネルギー量＋１の永続ボーナスを得ます。４つ目の発電所を建設したとき、プレイヤーは生産するエネルギー量＋
２（計＋３）の追加の永続ボーナスを得ます。

　任意のフェイズ中、水駒１個が自然の流れに従ってあなた
の発電所のうち１つを通過した場合、エネルギーマーカーを
１スペース進めます。
　あなたか、あなたと同じ盆地に発電所を持っている他プレ
イヤーが実行した生産アクションのために導管を通った水駒
があなたの発電所を通過した場合、この特殊能力は発動しま 
せん。

　生産アクションを実行したあと、エネルギートラック上でエ
ネルギーマーカーをさらに３スペース進めます（通常通り、あ
なたは契約を履行するためにこのエネルギーを使うことはでき
ません）。

　あなたはすべての契約（国家契約を含みます）を、その契
約が必要とする量より３少ないエネルギーで履行することがで
きます。

　生産アクションを実行したあと、あなたは別の発電所を使っ
て２回目の生産アクションを実行することができます。
　あなたはアクションシンボルのボーナス／ペナルティーを適
用することも、企業ボードのボーナスを適用することもできませ
ん。つまり、２回目のアクションで生産されるエネルギーは「水
駒の数×導管の生産値」のみになります。これらのエネルギー
生産は個別に行われるので、１つの契約を履行するために結
果を合算することはできません（一方、各生産ごとに１つの契
約を履行することはできます）。

上図の状況で、ポール（赤）は現在のラウンド中にすでに４エネルギー
を生産しています。ビクター（緑）は自分の発電所で水駒を２個使って
生産を行いました。これらの水駒は川沿いに流れ、赤の発電所を通過
したので、ポールはエネルギートラック上でマーカーを２スペース進め
ました。
水の流れフェイズ中にさらなる水駒が左側の盆地に流れてきた場合、
白のダムはそれを保持することはできず、赤の発電所を通過してこの
特殊能力を発動させます。

上図の状況で、ジョアンナ（黒）は自分のレベル２ダム（左）にある
水駒２個を、丘陵にある自分の発電所（上）に移動させて生産アクショ
ンを実行することができます。ジョアンナは４＋１（建設済みの２つ目
の発電所ボーナス）＋２（アクションスペースボーナス）エネルギーを
生産しました。そのあと、ジョアンナは即座にもう１つの発電所（下）
を使って２回目の生産を実行することができます。ジョアンナは自分
のレベル３ダム（右）にある水駒３個（最初からあった１個＋１回目の
生産のあとで移動してきた２個）を、白の導管を通して（３クレジット
を支払って）移動させ、何のボーナスも適用せずに６エネルギーを生
産しました。

アメリカ
マーガレット・グラント　赤

ドイツ
ダスラー大佐　黒

イタリア
エンリコ・オリヴィ　緑

フランス
ジョゼフ・フォンテーヌ　白
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別表３：
重役タイル

　各重役はあなたに固有の力をもたらす特殊能力を持っています。企業の特殊能力と組み合わせて、これらはゲーム
に大きな多様性をもたらします。

アントン・クルイロフをコピーした場合の効果：あなたは自分の建設ホイール上にある技術タイルをコピーすることができます。生産ア
クションを実行するときに建設ホイール上に技術タイルを置く必要はありません。依然として、あなたは必要な数の重機駒を置かなけ
ればなりません。
グラツィアーノ・デル・モンテをコピーした場合の効果：現在の手番のあいだ、あなたのレベル３ダムは水駒を４個まで保持すること
ができます。４個目の水駒は、誰かに使われるまではそのダムに残ります。

マップ上のどのエリアに建設するかを問わず、あなたの基礎の
建設コストは常に掘削機駒３個になります。上部の建設コスト
は、通常通りにマップのエリアによって決まります。

ウィルヘルム・アドラー

あなたのレベル３ダムは水駒を４個まで保持することができま
す。通常通り、あなたのレベル１ダムは１個、レベル２ダムは２
個までの水駒を保持することができます。

グラツィアーノ・デル・モンテ

１回の生産アクションで生産したエネルギー量が４未満の場
合、あなたは代わりに４エネルギーを生産します。「使用した水
駒の数×導管の生産値」が３以下である場合、あなたはその
結果が４であると見なします。そのあと、あなたはアクション
シンボルのボーナス／ペナルティーと企業ボードのボーナスを
適用しなければなりません。

ビクトル・フィーゼラー

あなたは掘削機駒の代わりにコンクリートミキサー駒を使って
導管を建設することができます。この能力を使った場合、導管
の建設コストは「その導管の生産値×コンクリートミキサー駒
１個」になります。導管１つの建設コストとして２種類の重機
駒を混ぜて使うことはできません。ジル・マクダウェル

ゲーム開始時、左図に示されている特別技術タイルを取ります。
この技術タイルを使ったとき、あなたは自分の建設ホイール上
にある任意の技術タイルをコピーすることができます。この特
別タイルは、コピー元のタイルの建設効果と特殊効果の両方
をコピーします。アントン・クルイロフ

このタイル上にあるスペースに技術者駒を１個置くことによっ
て、あなたは他の重役１人の特殊能力をコピーすることができ
ます。同じラウンド中にこの能力を２回使った場合、あなたは
３クレジットを支払わなければなりません。この能力自体はア
クションではありません。マヒリ・セキボ

建造物を建設するときには常に、あなたは必要な重機駒１個
の代わりに３クレジットを支払うことができます。あなたはこ
の能力を何回でも使うことができ、クレジットだけで支払うこ
とさえできます。支払ったクレジットは建設ホイール上に置く
のではなく、ストックに戻します。ソロモン・P.ジョーダン
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シンボル

シンボル

建設の種類

建設の種類

特殊効果

特殊効果

このタイルを使ったとき、あなたのすべての空のダムに水駒を１個ず
つ置きます。すでに１個以上の水駒があるダムには置きません。また、
中立ダムにも置きません。

基礎

基礎

上部

上部

任意

任意

導管

導管

発電所

発電所

このタイルを使ったとき、建設済みのあなたの上部駒１個ごとに、建
設ホイールを１区画分回転させます。このタイルを使って今建設した
上部も数えます。

このタイルを使ったとき、「今建設した導管の生産値×２」に等しい
額のクレジットを得ます。

このタイルを使ったとき、あなたは企業ボードの建設アクションス
ペースに技術者駒を置く必要はありません（このため、すでに技術
者駒が１個も残っていない場合でさえ、あなたはそのラウンドの最後
にこのアクションを実行することができます）。

このタイルを使ったとき、赤枠シンボルがある建設スペースに建造物
駒を置いたとしても、あなたは３クレジットを支払う必要はありませ
ん（赤枠があるアクションスペースに技術者駒を置いた場合、あなた
は依然としてそのために３クレジットを支払わなければなりません）。

このタイルを使ったとき、あなたが建設済みの基礎駒の数に等しい
量のエネルギーを生産します（今建設した基礎も数えます）。生産し
たエネルギー量はエネルギートラック上で記録し、契約を１つ履行す
るために使うことができます。

このタイルを使ったとき、今上部を建設したダムが満水になるまで、
ストックから水駒を取ってそのダムに置きます。

コストが掘削機駒６個以上になる（つまり生産値が３以上の）導管
を建設するためにこのタイルを使ったとき、そのコストは掘削機駒５
個になります（コストが掘削機駒５個以下の場合には変わりません）。

このタイルを使ったとき、あなたは＋２ボーナスを得て生産アクショ
ンを１回実行することができます。この生産は任意の発電所を使って
実行することができ、追加のコストはかかりませんが、即座に実行
しなければなりません。

このタイルを使ったとき、あなたは任意の組み合わせでコンクリート
ミキサー駒の代わりに掘削機駒を（またはその逆）使うことができ
ます。

別表４：
上級技術タイル

　上級技術タイルは基本技術タイルと同様に機能します。建造物を建設するために建設アクションを実行するとき、
プレイヤーはこれらのタイルを建設ホイール上に置きます。プレイヤーは特許局アクションを実行することによって上
級技術タイルを得ることができます（19 ページ参照）。これ以降、上級技術タイルはあなたの技術タイルセットの一
部となります。各上級技術タイルは、それらを建設アクションで使ったときに発動する特殊効果も持っています。
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別表５：
ボーナスタイル

　得点計算フェイズ中、現在のラウンドで６エネルギー以上生産したプレイヤーだけがボーナスタイルを発動させます
（20 ページ参照）。しかし、完全な報酬を得るのは困難です！

履行済みの自分の契約１つご
とに２VPを得ます。裏向き
で手元に置いている任意の種
類の契約タイルをすべて数え
ます。

建設済みの自分の発電所駒１
個ごとに５VPを得ます。

建設済みの自分の導管駒１個
ごとに４VPを得ます。

建設済みの自分の基礎駒１個
ごとに４VPを得ます。

このタイルを使ったとき、最低１個の上部駒がある自分のダム（つま
りすべてのレベル２／レベル３ダム）１つごとに３VPを得ます。

このタイルを使ったとき、「今建設した導管の生産値×２」に等しい
量のエネルギーを生産します。生産したエネルギー量はエネルギー
トラック上で記録し、契約を１つ履行するために使うことができます。

このタイルを使ったとき、建設済みの自分の発電所１つごとに３VP
を得ます。このタイルを使って今建設した発電所も数えます。

このタイルを使ったとき、あなたが持っている上級技術タイル１枚ご
とに３VPを得ます。個人サプライと建設ホイール上にあるすべての
上級技術タイルを数えます。

持っている上級技術タイル１
枚ごとに４VPを得ます。個
人サプライと建設ホイール上
にある上級技術タイルをすべ
て数えます。基本技術タイル
は数えません。

建設済みの自分の上部駒１個
ごとに４VPを得ます。

シンボル 建設の種類 特殊効果

基礎

上部

任意

導管

発電所

このタイルを使ったとき、あなたは企業ボードの建設アクションス
ペースに技術者駒を置く必要はありません。さらに、あなたは建設
ホイール上に必要な数の掘削機駒を置く必要もありません（このた
め、すでに技術者駒が１個も残っていない場合でさえ、あなたはそ
のラウンドの最後にこのアクションを実行することができます）。
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　以下の２枚のタイルは、さまざまな盆地で建設することを要
求します。この場合、あなたが必要な数の建造物を建設してい
るすべての盆地を数えます。

赤枠つきのシンボルがある建
設スペースで建設しているす
べての基礎とすべての発電所。

自分の色の導管で自分の色
の発電所につながっている、
あなたのすべての基礎。２つ
の基礎が同じ発電所につな
がっている場合、両方とも数
えます。

あなた自身が最も多くの建造
物を建設しているマップ上の
１エリア（山岳か丘陵か平原）
にある、あなたのすべての（任
意の種類の）建造物駒。

あなたが任意の種類の建造
物を最低１つは建設している
すべての盆地。最大値は12
です（12 の盆地すべてに建
造物を１つずつ）。

あなた自身が最も少ない建造
物を建設しているマップ上の
１エリア（山岳か丘陵か平原）
にある、あなたのすべての（任
意の種類の）建造物駒。

あなたが任意の種類の建造
物を最低 3 つは建設している
すべての盆地。最大値は５で
す（５つの盆地に建造物を３
つずつ。平原下段の２つの盆
地には発電所を１つしか置く
ことができないので、これら
の盆地は数えません）。

別表６：
目的タイル

　ゲーム終了時、目的タイルはそのタイルが要求している要素をより多く持っているプレイヤーにVPをもたらします
（21ページ参照）。目的タイルの要求は、マップ上での建造物の建設方法を示唆しています。どのプレイヤーが VP
を得るかを決めるため、その要求に対応している要素だけを数えます。各目的ごとに、1位プレイヤーは 15VP、２
位プレイヤーは 10VP、３位プレイヤーは５VPを得ます。
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