1923 年５月 25 日

北海

エレン・フォスは彼女の一族の巨大貨物船 “ホープ” の上甲板

に出て、人々が暮らしている見慣れないヨーロッパの沿岸を見つめ

た。最後にそこにいたのはいつだったか、
彼女は思い出せなかった。
一族に遺された最後の遺産であるこの船は、２週間前にケープ

たがすべきことは、それをもっと安価に、もっと扱いやすくするこ

とだけです。それがあれば無限のエネルギー源を利用することが
できるでしょう」

電話の相手が口ごもりながら何か言っていたが、彼女は話し続

タウンから出航し、ハンブルク港に到着しようとしていた。

けた。

れているこの巨大な港を観察した。足の下に、彼女は放棄された

い。彼らに重機を与える必要があるとしても、私はまったく気にし

らの利用法が見つかるかどうかは分からなかったが、彼女は何か

のです！」

エレンは紫色の電光がバチバチと音を立て、人間と重機があふ

一族の工場から回収した設備が確かに存在するのを感じた。それ
をあとに残していくことはできなかった。彼女は積み荷を降ろして

「そして私にはもっと人員が必要です！

ません！

外部業者をよこしなさ

私たちは失った地を早急に取り戻さなければならない

彼女はハンブルク港と、その果てしない格納庫を陰気に見つ

いる大きな重機の合間を縫って歩き、酔った水夫でごった返して

めた。

くらかの両替と、ベル－メウッチ携帯電信装置を頼んだ。彼女は

争相手たちが誇っている原始的なダム - 導管 - 発電所構造に満足

た細い指でタイプを始めた。

がすぐにでも必要です。私たちの技術は彼らを蹂躙するでしょう」

いる小さな（そして臭い）酒場に入った。彼女はバーテンダーにい

コインを入れ、緑のランプが点灯するのを待ち、マニキュアを塗っ

“ホープは目的地に到着し、荷下ろしの準備中。コンテナが２

つ追加された。詳細は直接。”

そのあと、彼女は片手にマティーニ、もう一方の手にベークライ

ト無線電話機を持って待っていたバーテンダーに装置を返した。

「ミス、ご到着されたばかりですが、すでにあなたをお探しの

方がいらっしゃるようです。国際電話です」

エレンは片手でマティーニを受け取ると一口飲み、電話を受け

取ってつかつかと空きテーブルに向かうと、相手に口を挟む隙を
与えずに話し出した。

「あなたは私がヨーロッパに持ちこんだすべての設備を修復する

ためにあらゆることをしなければなりません。私たちはパーティー
に遅れましたが、あなたがすべてを台なしにしなければ追いつけ
るでしょう」

彼女はマティーニをもうひとすすりした。

「ケープタウンを出る前に、技術者たちは優れた揚水システムを

考案しました。それはダイヤモンド鉱山で使っていたものと同じ技

術ですが、改良されたテスラコイル継電器を備えています。あな

「それに、建設許可証のことも忘れないように。私は愚かな競

していません。私には稼働している継電器、制御局、ロボット工場
それが新鮮な水であるかのように、彼女はマティーニを一口で

飲み干した。

「仕事に戻って、私があなたにかけたお金は無駄じゃないと証

明しなさい。ああ、それと私に連絡するようレスリー・スペンサー
に伝えなさい」

彼女は電話を切った。

エレンは酒場を出た。１台の車が彼女を待っており、後部座席

のドアが開いた。

「旅は快適でしたか、ミス・フォス？」
運転手が尋ねた。

「それについて話したくはないですね。一言で言えば……温かな

出発ではありませんでした」

「どちらに行かれますか、ミス？」

「ハンブルク中央駅へ。乗り遅れるわけにはいかない磁力鉄道

があります。２時間以内にジュネーブに行かなければなりません」
運転手が運転席のボタンを押すと、
12コイルのユンカー－ルノー

エンジンが低いうなりを上げ始めた。車は無人機操縦者とすんで
のところですれ違い、港を離れていった。

バラージ
レーフワーテル計画

内容物
オランダの
企業用内容物

共用内容物

重役タイル４枚＋
レスリー・スペンサーの
特別技術タイル１枚＋
トンマーゾ・バティスタの
建築士駒１個

企業ボード１枚＋
プレイヤーエイド１枚

追加管理
ボード１枚
拡張企業ボード１枚

ボーナスタイル２枚

外注仕事
タイル 15 枚

基礎駒５個

上部駒５個

私有建物
タイル 10 枚

上級技術タイル３枚

基本ゲームの
企業用内容物

基本
技術タイル
４枚

拡張企業ボード４枚

私有建物駒 20 個
各企業ごとに５個
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基本技術タイル
５枚

導管駒５個

私有建物駒
５個

発電所駒４個

手番順
マーカー１枚

エネルギー
マーカー１枚

技術者駒 12 個

勝利点
マーカー１枚

はじめに
「レーフワーテル計画」は「バラージ」の拡張で、プレイするに

山を特許局ボード上の左側にある対応するスペースに置き、基

本ゲームのルールに従って “Ⅰ” の山からタイルを３枚引きます。

は基本ゲームが必要です。

この拡張は２つの新要素――外注仕事と私有建物をゲームに

追加し、より大きな多様性と複雑さをもたらします。

外注仕事によって、プレイヤーは外国の計画を実行するために

重機を使い、それによって多くの利益を得ることができます。し

かし、注意してください――外国に派遣した重機は、もうそのゲー
ム中には戻ってきません！

私有建物は、プレイヤーが建設することができる新たな種類の

建造物を表しています。これらはマップ上には置かれず、追加管
理ボード上に示されている建設スペースに置かれ、そのプレイヤー
の技術者駒を使って実行することができる新たな（そして興味深
い）アクションをもたらします。

また、ゲームに大きな多様性をもたらす新たな企業ボード（オ

ランダ）、新たなボーナスタイル、新たな重役タイル４枚もありま

す。しかし、この５つ目の企業を使って５人でプレイすることはで
きません。

「レーフワーテル計画」
を使って
「バラージ」をプレイするために、

プレイヤーは基本ゲームと拡張ルールの両方を使い、このルール

ブック中で説明されているルールの修正を適用しなければなりま
せん。この拡張のすべての要素は導入ゲームで使うことを意図し
ておらず、完全ゲームに適用されるすべての上級ルールが必要に
なります。

全体の準備

基本ゲームの準備のためのルールをすべて使い、さらに以下

の準備を行います。

1

追加管理ボードを特許局ボードの下側に置きます。

2

外注仕事タイルを裏面のアルファベット別に分けて個別に

よく混ぜ、追加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。“Ａ” の山からタイルを３枚引き、右
側にあるスペースに表向きで置きます。

3

私有建物タイル 10 枚をよく混ぜ、ランダムに５枚引いて、
追 加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。

4

5

新たなボーナスタイル２枚を基本ゲームのものに追加し、
ランダムに５枚引いて使います。残りのタイルは箱に戻し

３人プレイゲームでは、“４”
シンボルがあるすべての建設
スペースに使わない企業の私
有建物駒を置かなければなり
ません。
２人プレイゲームでは、“３

ます。

＋” と “４” シンボルがあるす

新たな上級 技術タイル３枚を基本ゲームのものに加えま

い企業の私有建物駒を置かな

す。裏面のローマ数字別に分けて個別によく混ぜ、各山か

べての建設スペースに使わな
ければなりません。

らタイルを１枚ずつ引いて箱に戻します（こうして、ゲーム
ごとに異なる技術タイルを使うことになります）。これらの
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企業の選択
1

ゲームで使う企業を選ぶ前に、オランダ企業ボードを他の

４枚の企業ボードに加えます。基本完全ゲームと同様に、
プレイ人数に等しい枚数の企業ボードをランダムに選びま

す。オランダボードを得た場合、そのプレイヤーはすべて
の橙色の内容物を取ります。

2

3

アクションフェイズ中に自分の手番が来たとき、プレイヤーは

利用可能な外注仕事を１つ履行することができます。

その外注仕事につながっているアクションスペースに技
術者駒を２個置きます。そのタイルの左側に示されてい

る重機駒を支払い、即座にそのタイルの右側に示されて
いる利益を得ます。

プレイヤーは必要な重機駒を個人サプライから取り
（建設ホイー

ゲームで使う重役を選ぶ前に、この拡張の新たな重役タ

ル上から重機駒を取ることはできません）、ストックに戻さなけれ

ルをランダムに選びます。

業ボードの横）に置きます。必要な重機駒を持っていないために

イルを基本ゲームの重役タイルに加え、使用する重役タイ
自分の企業に対応している拡張企業ボードを取り、企業

ボードの下側に置きます。

4

自分の色の私有建物駒５個を取り、拡張企業ボード上の

5

自分の色の新たな基本技術タイルを取ります。

対応するスペースに置きます。

ばなりません。プレイヤーはそのタイルを取り、裏向きで手元（企

外注仕事を履行することができない場合、プレイヤーはそのアク
ションスペースに技術者駒を置くことはできません。

必要な重機駒

即時利益

新たなルール
収入と源流フェイズは基本ゲームと同じようにプレイし
ます。

アクションフェイズ中、プレイヤーは新たな３種類のアクション

を実行することができるようになります。プレイヤーは外注仕事

を実行したり、私有建物を建設したり、発動済みの私有建物タイ
ルの特殊アクションを実行したりすることができます。

外注仕事

外注仕事の特殊利益
自分の個人サプライにある表向きの契約１つを履行しま
す。その利益を得るためにエネルギーを生産する必要は
ありません。
自分の個人サプライにある、４エネルギー（以下）を必
要とする表向きの契約１つを履行します。その利益を得
るためにエネルギーを生産する必要はありません。

利用可能な上級技 術タイルを１枚 得ます。そのタイルを
得るために技 術者駒を置いたり、クレジットを支払った
りする必要はありません。
発電所を１つ建設します。そのために技術者駒を置いた
り、技術タイルと重機駒を建設ホイール上に置いたりする
必要はありません。しかし、赤枠つきアイコンがある建
設スペースでこの発電所を建設することにした場合、依
然として３クレジットを支払わなければなりません。
平原エリアにある建設スペースでダムの基礎を１つ建設し
ます。そのために技 術者駒を置いたり、技 術タイルと重
機駒を建設ホイール上に置いたりする必要はありません。
しかし、赤枠つきアイコンがある建設スペースでこの基礎
を建設することにした場合、依然として３クレジットを支

この区画では外注仕事を履行することができます。

ここには３つのアクションスペースがあり、それぞれ特定の外

注仕事タイル１枚につながっています。外注仕事は契約に似てい
ますが、履行するためにエネルギーを生産する必要はなく、重
機駒を支払う必要があります。

払わなければなりません。
生 産値が４以下の導管を１つ建設します。そのために技
術者駒を置いたり、技術タイルと重機駒を建設ホイール
上に置いたりする必要はありません。

自分のダムのうち１つか２つの上で上部を２つ建 設しま
す。そのために技術者駒を置いたり、技術タイルと重機
駒を建設ホイール上に置いたりする必要はありません。
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私有建物

赤枠つきのアイコンがある建設スペースで建設した場合、追加

で３クレジットを支払います。各プレイヤーは各私有建物タイル

の横に私有建物駒を１個だけ置くことができます。各プレイヤー

は私有建物を５つまで建設できるので、５枚すべての私有建物
タイルを発動させることができます。

私有建物は収入をもたらしません。

建設済み

建設スペース

建設コスト

ゲーム終了時の
VP

私有建物タイル

私有建物
アクション

私有建物の特殊アクションは、その私有建物を発動させている

（つながっている建設スペースに私有建物駒を置いている）プレ
イヤーだけが実行することができます。

アクションフェイズ中に自分の手番が来たとき、プレイヤーは

自分が発動させている私有建物タイルのアクションスペースを使
うことができます。
この区画では、プレイヤーは自分が発動させている私有建物の特殊アク
ションを実行することができます。

プレイヤーは新たな種類の建造物である私有建物を建設する

その私有建物タイル上の空いているアクションスペース

に必要な数の技術者駒を置き、関連するアクションを実
行します。

私有建物には常に、左側に安価な１つ、右側に高価な３つの

ことができます。

計４つのアクションスペースがあります。あるラウンド中、ある私

するアイコンがある建設スペース上に置かれます。私有建物駒を

イヤーは、左側のアクションスペース上に置きます。他のすべての

私有建物駒はマップ上には置かれず、追加管理ボード上の対応

置いたとき、プレイヤーはそれにつながっている私有建物タイル
を発動させたことになります。

私有建物の建設に関するルールは基本ゲームの建造物の建設

に関するルールと同じですが、以下の違いがあります。

自分の企業ボードの建設アクションスペースに、必要
な数の技術者駒を置きます。

私有建物用の技術タイルを建設ホイールの開放区画

有建物タイルのアクションスペースに最初に技術者駒を置くプレ

プレイヤーは右側のアクションスペースに技術者駒を置かなけれ

ばなりません。各私有建物の説明については７ページの別表３を
参照してください。

各プレイヤーは各私有建 物アクションをラウンドごとに
１回だけ実行することができます。

プレイヤーは、すでに自分の技術者駒を置いている私有建物

タイルに再び技術者駒を置くことはできません。

に置きます。

必要な数の重機駒を建設ホイールの開放区画に置き
ます。

各私有建物の建設コストは、私有建物駒を置いたスペースに

つながっている私有建物タイルの左上に示されています。
建設ホイールを１区画分回転させます。

拡 張 企 業ボードの左 端から私有建 物駒を１個取り、

その私有建物タイルにつながっていて空いている建
設スペースのうち１つに置きます。

ポール（赤）とビクター（緑）はこの私有建物アクションを実行することが
できます。ビクターが最初に実行したので、左側のスペースに技術者駒を
置きました。ポールは右側のスペースに置き、追加の３クレジットを支払
わなければなりません。

ゲーム終了時、各私有建物タイルを発動させているプレイヤー

は、そのタイルの左下に示されている VP を得ます
（６ページ
「ゲー
ムの終了」参照）。
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ゲームの終了

得点計算フェイズとラウンドの終了フェイズは基本ゲームと同じ

ようにプレイしますが、以下の処理を追加します。

追加管理ボード上に外注仕事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。

基本ゲームと同じように最終得点計算を行いますが、以下の

得点計算を追加します。

自分が発動させている私有建物タイルからVP を得ます。

山から新たな外注仕事タイルを３枚引き、対応するスペースに

表向きで置きます。最初は “Ａ” の山から引き、この山が尽きた
ら “Ｂ” の山から引き、最後に “Ｃ” の山から引きます。

別表
別表１：企業ボード
オランダ
オランダ企業ボードには新たな特殊能力が
あります。

オランダ
エレン・フォス
橙

生産アクションを実行したあと、あなたは即座に自分のダ

ムのうち１つに水駒を１個追加することができます。生産のた
めに今使ったダムに追加することはできません。あなたはストッ

クから水駒を取ります
（源流から流れてくるのではありません）。

別表２：
新たな上級技術タイル

シンボル

建設の種類

私有建物

特殊効果
このタイルを使ったとき、あなたは即座に今建設した私有建物
のアクションを実行することができます。そのために、あなた
は私有建物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。依然として、あなたはアクションシンボル内に示されて
いるコス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、あなたが今建設した私有建物の建

私有建物

設コストのうち１種 類の重機 駒だけを建 設ホイールに置きま
す。建設コストに重機駒が１種類しか含まれていない場合、そ
の私有建物を無料で建設することができます。

私有建物

このタイルを使ったとき、あなたは今建設した私有建物がもた
らす VP を即座に得ます。通常通り、あなたはゲーム終了時に
この VP を再び得ます。
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別表３：
私有建物
各私有建物タイルは、対応する建設スペースに私有建物駒を置くときに支払わなければならない建設コストを持っ

ています。私有建物タイルの特殊アクションは、それを発動させているプレイヤーだけが実行することができます。
また、私有建物はゲーム終了時に VP をもたらします。

建物名

囲い堰

建設コスト

VP

シンボル

特殊アクション

ストックから水駒を１個取り、任意のダム（中立
でも可）に置きます。

あなたの建 設ホイールから技 術タイルを１枚取

開発事務所

り、個人サプライに戻します。投資した重機駒を
その区画から回収することはできません。
あなたの建設ホイールの１区画を選びます。投資

研究所

した重機駒の半分（端数切り捨て）をその区画
から取り、個人サプライに戻します。どの重機駒
を回収するかは自分で選ぶことができます。
利用可能な外注仕事タイルを１枚取り、その利益を

融資代理店

即座に得ます。重機駒を支払う代わりに、あなたは
「そのタイルが必要としている重機駒の数×２」に等
しい額のクレジットを支払わなければなりません。

継電施設

ロボット工場

１クレジットを支払い、エネルギートラック上で
あなたのエネルギーマーカーを４スペース進めま
す。通常通り、あなたはこのエネルギーを使って
契約を履行することはできません。
１クレジットを支払い、重機 駒を任意の組み合
わせで２個得ます。

金融局

５クレジットを得ます。

制御局

＋３ボーナスを得て生産アクションを１回実行し
ます。依然として、あなたは企業ボードの特殊能
力や発動済みのボーナスを適用することができ
ます。
２クレジットを支払い、５エネルギーを生産しま

風力発電所

す。エネルギートラック上であなたのエネルギー
マーカーを５スペース進めます。あなたはこのエネ
ルギーを使って契約を履行することができます。

顧客対応
事務所

３クレジットを支払い、あなたの個人サプライに
ある表向きの契 約を１つ履行します。その利益
を得るためにエネルギーを生産する必要はあり
ません。

7

別表４：
新たな重役タイル

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。外注仕
事アクションを実行したとき、あなたは建設アクションを実行したときの
ように、その外注仕事タイルが必要とする数の重機駒をこのタイルと共
に建設ホイール上に置くことができます。そのあと建設ホイールを１区画
分回転させます。建設ホイールが１回転したとき、それらの重機駒とこの
タイルは再び利用可能になります。あなたは企業ボード上の建設アクショ
ンスペースに技術者駒を置く必要はありませんが、履行した外注仕事タ

レスリー・スペンサー

イルにつながっているアクションスペースには依然として技術者駒を置か
なければなりません。この特別技術タイルが建設ホイール上にあるあい
だは、あなたはこの特殊能力を使うことはできません。
あなたはこの重役タイル上に個人的なアクションスペースを持ちます。ア
クションフェイズ中に自分の手番が来たとき、あなたはここに技術者駒を
１個置いて、あなたが発動させている私有建物１つの特殊アクションを
実行することができます。依然として、あなたはその私有建物の通常のア
クションスペースを使ってアクションを実行することもできます。このた

マーゴット・フーシェ

め、この重役によって、あなたは１ラウンド中に同じ私有建物の特殊ア
クションを２回実行することができます。

あなたは個人サプライに表向きの契約タイルを４枚まで持つことができ
ます。また、あなたは１回の生産アクションで２つ以上の契約を履行する
ことができます。そうする場合、あなたは履行したい契約タイルが必要
とする量の合計以上のエネルギーを生産しなければなりません。

シモーネ・ルチアーニ

ゲーム開始時、あなたの技術者駒 12 個のうち１個を建築士駒に交換し
ます。建築士駒は特別な技術者駒です。技術者駒を１個だけ必要とする
アクションスペースに建築士駒を置いた場合、あなたはその手番の直後
に、即座にもう１手番を実行することができます。技術者駒を２個か３個
必要とするアクションスペースに、他の技術者駒と共に建築士駒を置い

トンマーゾ・バティスタ

た場合、あなたはこの特殊能力を発動させることはできません。

マヒリ・セキボの特殊能力と新たな重役：
レスリー・スペンサー：あなたは対応する特別技術タイルなしにこの特殊
能力をコピーすることができます。その外注仕事タイルが必要とする数
の重機駒だけを建設ホイールの開放区画に置き、そのあと建設ホイール
を１区画分回転させます。
マーゴット・フーシェ：あなたは技術者駒を銀行に１個置いて、あなたが
発動させている私有建物１つの特殊アクションを実行することができま
す。このとき、あなたは銀行からクレジットを得ません。

シモーネ・ルチアーニ：契 約事務所でアクションを実 行している場 合、
あなたは所有上限を一時的に４枚にして新たな契約を得ることができま
す。契約のうち１つを履行するまで、あなたは個人サプライに契約タイル
を４枚持つことができます。履行したあと、あなたの契約タイル所有上
限は３枚に戻ります。
タービンステーションでアクションを実行している場合、あなたはその
生産アクションで複数の契約を履行することができます。
トンマーゾ・バティスタ：あなたは自分の技術者駒のうち１個を建築士駒
として使うことができます。
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