電力会社

内容物
両面仕様ゲームボード１枚（ドイツ／合衆国）
家駒 132 個（６色 各 22 個）
資源駒 84 個（石炭駒（茶）24 個、石油駒（黒）24 個、廃棄物駒（黄）24 個、
ウラン駒（赤）12 個）
紙幣（単位：エレクトロ）
サマリーカード６枚
発電所カード 42 枚（03 ～ 40、42、44、46、50 番）
ステップ３カード１枚
ルールブック１冊

ゲームの目的
各プレイヤーは都市に電力を供給している電力会社の社長になります。ゲーム中、各プレイヤーは競りで発電所を購入し、それらの発電所で発電する
ために資源を購入し、発電所から電力を供給するために都市間の送電網を構築します。ゲーム終了時、最も多くの都市に電力を供給したプレイヤーが勝
者となります。

ゲームの準備

現在市場

将来市場
13 番の発電所
ステップ３カード
プレイするマップを上向きにして、ゲームボードをテーブルの中央に置きます。マップは６つのエリアに分かれており、各エリアには７つの都市があ
ります。各ゲームごとに、プレイヤーはプレイするエリアを選びます。プレイヤー１人につき１エリアを使うことを推奨します。もちろん、選ばれた
エリアは隣接していなければなりません。ゲーム中は、選ばれたすべてのエリアを全プレイヤーが使うことができます。
各プレイヤーは１色を選び、その色の家駒と、サマリーカード１枚、50 エレクトロを取ります。
各プレイヤーは都市数トラックのスペース１の左側と、序列トラックに家駒を１個ずつ置きます。ゲーム開始時の序列はくじ引きで決めます。
ボード下段の大きなスペースは資源市場を表しています。ゲーム開始時に、スペース１～８に石炭駒を３個ずつ、スペース３～８に石油駒を３個ずつ、
スペース７、８に廃棄物駒を３個ずつ置きます。これらの資源駒がスペース 10 ～ 16 に置かれることはありません。スペース 14、16 にウラン駒を１
個ずつ置きます。このため、ゲーム開始時の最安値は石炭駒が１エレクトロ、石油駒が３エレクトロ、廃棄物駒が７エレクトロ、ウラン駒が 14 エレ
クトロになります。ゲーム中、プレイヤーは新たな石炭駒、石油駒、廃棄物駒をスペース１～８に（スペースごとに最大３個まで）補充し、スペース
ごとに最大１個のウラン駒をスペース１～ 16 に補充することになります。

残りの資源駒をボードの横に置いてストックとします。

石炭

石油

廃棄物

ウラン

03 ～ 10 番の発電所カードをボードの横に２段にして並べます。この２×４枚の発電所カードが発電所市場となります。上段には 03 ～ 06 番の発電所
を左から右へ昇順に並べます。これが現在市場となります。下段には 07 ～ 10 番の発電所を左から右へ昇順に並べます。これが将来市場となります。
新たな発電所を発電所市場に追加するとき、プレイヤーは発電所市場にあるすべての発電所を昇順に並べ替え、安い発電所４枚が現在市場に並ぶよう
にします。
ステップ３カードと 13 番の自然エネルギー発電所を取り除き、残りの発電所をよく混ぜ、裏向きの山にしてボードの横に置きます。この山札の一番
下にステップ３カードを裏向きで置き、一番上に 13 番の発電所を裏向きで置きます。

ゲームの進行
ゲームは数ラウンドに渡ってプレイされます。各ラウンドは以下の５フェイズからなります。各フェイズ中、次のフェイズに進む前に、全プレイヤー
がそのフェイズの手番順に従ってアクションを実行します。

１．序列の決定
２．発電所の競り
３．資源の購入
４．建設
５．決算

ゲームは３ステップに渡って（ステップ１から）プレイされます。ステップは特定のラウンド数で分けら
れているわけではありません。誰かが決まった数の都市を送電網に接続したあと、ゲームはステップ１から
ステップ２に進みます。ステップ３はステップ３カードが引かれたあとに始まります（６ページ「ゲームの
ステップ」の項参照）。あるステップから次のステップへ移行したとき、わずかですが重要なルールの変更
があります。ゲームはたいていステップ３中に終了しますが、ステップ２中に終了することもあります。

フェイズ１：序列の決定
このフェイズでは新たな序列を決めます。送電網内に最も多くの都市を持っている（都市数トラック上で先頭に家駒を進めている）プレイヤーが第一
プレイヤーとなります。そのようなプレイヤーが複数いる場合、その中で最も番号が大きい発電所を持っているプレイヤーが第一プレイヤーになります。
このプレイヤーの家駒を序列トラックのスペース１に置きます。他のプレイヤーも同じルールに従って序列を決めます。

忘れやすいルール：ゲーム開始時の序列はくじ引きで決めます。
例：アンナはすでに都市を６つ接続しており、デールとアンジェリカは５つ、バレリーは４つしか接続していません。アンナが第一プレイヤーとなり、
家駒を序列トラックのスペース１に置きます。デールとアンジェリカは引き分けなので、発電所を確認します。デールは 17 番、アンジェリカは 15 番の
発電所を持っていました。このためデールが２番手、アンジェリカが３番手です。最後にバレリーは家駒を序列トラックのスペース４に置きました。

フェイズ２：発電所の競り
このフェイズ中、各プレイヤーは発電所１枚を競りにかける機会を得て、最大１枚の発電所を購入することができます。プレイヤーは送電網内の全都
市に電力を供給できる発電所を持とうとするべきですが、そうしなくてもかまいません。最初に、第一プレイヤーは以下のいずれかを実行します。

ａ．パス
ｂ．競りにかける発電所の選択

ａ . パス
プレイヤーは競りを開始せずにパスすることができます。そうした場合、そのプレイヤーはそのラウンド中の以降の競りで入札することができません。
このため、そのラウンドでは新たな発電所を得ません。

ｂ . 競りにかける発電所の選択
プレイヤーは現在の発電所市場（上段）から発電所を１枚選び、それを購入するために入札します。プレイヤーは最低入札額（＝発電所番号）以上で
入札しなければなりませんが、より高い額で入札することもできます。時計回り順に、他のプレイヤーはより高値で入札するか、パスすることができま
す。パスした場合、そのプレイヤーは現在の競りに再び参加することはできません。誰か１人が残るまで入札とパスを続けます。落札者は入札額を銀行
に支払い、その発電所を得ます。そのあと、プレイヤーは即座に新たな発電所を１枚引き、発電所市場に置きます。プレイヤーは発電所を昇順に並び替え、
安い４枚を現在市場に、高い４枚を将来市場に置きます。

重要
あるラウンド中に発電所を得たプレイヤーは、同じラウンド中には他の競りで入札することも、競りを開始することもできません。
競りを開始したプレイヤーが発電所を落札した場合、そのラウンド中にまだ発電所を購入していないプレイヤーの中で、次に序列の高いプレイヤーが
次の競りを開始します。競りを開始したプレイヤー以外が落札した場合、競りを開始したプレイヤーは現在市場から新たな発電所を選んで競りを開始
するか、パスすることができます。
ゲーム中、各プレイヤーは発電所を３枚だけ持つことができます。４枚目の発電所を購入したとき、プレイヤーは他の発電所のうち１枚を捨て札にし
なければなりません。資源の種類が一致する場合、プレイヤーは捨て札にした発電所から残った３枚の発電所へと資源駒を移動させることができます。
保存できる量を超えていたり、資源の種類が一致する発電所がない場合、プレイヤーはその資源駒をストックに（資源市場にではなく）戻します。
最後に競りを開始したプレイヤーは、その発電所を最低入札額で得ることができます。これはこのフェイズ中に序列が最後であることの利点です。

例外：１ラウンド目には、全プレイヤーは発電所を購入しなければなりません。
以降のラウンド中に発電所が１枚も購入されなかった場合、プレイヤーは発電所市場から最も番号が小さい発電所１枚を取り除いてゲームから除外し、
山札から新たな発電所を１枚引いて置き換えます。そのあとプレイヤーはルールに従って発電所を並べ替えます。

例外：ゲーム開始時の序列はランダムに決めたものなので、プレイヤーは１ラウンド目の発電所の競り（フェイズ２）のあとで序列を決めなおします。
この時点では誰も都市を持っていないため、新たな序列は単に発電所番号によってのみ決まります（「フェイズ１：序列の決定」の項参照）。

発電所カード
左上の数字はその発電所の番号です。この数字はその発電所が競りにかけられたときの最低
入札額でもあります（左図：番号と最低入札額は 14 です）。
中央のイラストはその発電所の外観で、ゲーム上の意味はありません。
左下のシンボルと下段のバーの色は、その発電所で発電するために必要な資源の種類と数を
示しています（茶：石炭、黒：石油、黄：廃棄物、赤：ウラン）。発電のために発電所を使うとき、
プレイヤーは示されているよりも多い（あるいは少ない）資源駒を使うことはできません。
各発電所は発電に必要な数の２倍の資源駒を保存することができます。左図の例では、この
発電所は廃棄物駒を２個必要とし、廃棄物駒を４個まで保存することができます。
家シンボルの中に書かれている数字は、その発電所が電力を供給できる都市数を示していま
す。左図の例では、この発電所はちょうど２個の廃棄物駒を使い、２つまでの都市に電力を
供給することができます。プレイヤーはこの発電所で廃棄物駒を１個だけ使い、都市１つに
電力を供給することはできません。発電所は発電に必要な数の２倍の資源駒を保存すること
ができますが、２倍の資源駒を使って２倍の都市に電力を供給することはできません。

＝石炭

＝石油

＝廃棄物

＝ウラン

＝

ハイブリッド
石炭／石油

シンボル 自然エネルギー
＝
なし
／核融合

特別な発電所
ハイブリッド発電所：これらの発電所は茶／黒のバーと石炭／石油のシンボルを持っています。このような発電所の所
有者は、石炭と石油のどちらを使うかを選ぶことができます。通常は、プレイヤーはより安い資源を選ぶでしょう。

例：５番のハイブリッド発電所（左図）は石炭駒２個か、石油駒２個か、石炭駒１個と石油駒１個を使うことができます。
自然エネルギー／核融合発電所：これらの発電所は資源駒を必要とせず、家シンボル内に示されている数までの都市

に電力を供給することができます。

フェイズ３：資源の購入
このフェイズ中、プレイヤーは発電所のための資源駒を資源市場から購入することができます。プレイヤーは自分の発電所のためにのみ資源駒を購入
することができます。必要な資源駒がない限り、発電所は発電することができません。このフェイズは最下位プレイヤーから序列の逆順にプレイします。
各発電所は発電に必要な数の２倍の資源駒を保存することができます。各発電所は発電に使う種類の資源駒だけを保存することができます（たとえば
石炭発電所は石炭駒だけを、ハイブリッド発電所は石炭駒と石油駒の両方を保存することができ、自然エネルギー発電所は資源駒を保存することができ
ません）
。各プレイヤーは持っているすべての発電所に保存できるだけの資源駒（全発電所で必要な数の２倍の資源駒）を購入することができます。

例：03 番の石油発電所は石油駒を最大４個、05 番のハイブリッド発電所は石炭駒か石油駒を任意の組み合わせで最大４個保存することができます。
13 番の自然エネルギー発電所は資源駒を必要としないので、どの資源駒も保存することができません。

プレイヤーは資源市場のスペースから資源を購入します。スペースに記されている数字は資源駒１個の価格を示しています。プレイヤーはその額を銀
行に支払います。ある種類の資源駒が尽きた場合、そのラウンド中にはもうその資源駒を購入することはできません。

重要：ゲーム中いつでも、プレイヤーは自分の発電所間で資源駒の再配置をすることが（その発電所がその資源駒を使える場合に限り）できます。

フェイズ４：建設
このフェイズは最下位プレイヤーから序列の逆順にプレイします。このフェイズ中、プレイヤーはマップ上で送電網を広げていきます。ゲームに勝利
するためには、他プレイヤーより多くの都市に電力を供給しなければならないことを忘れないでください。このため、送電網の構築はゲームの勝利に必
要不可欠です。しかし、勝者は最も多くの都市を持っている必要はありません――勝者は最も多くの都市に電力を供給したプレイヤーなのです。ゲーム
に勝利するため、プレイヤーは資源を持っている発電所と送電網のバランスを取らなければなりません。
ゲーム開始時、各プレイヤーは都市を持っておらず、そのため送電網も持っていません。各プレイヤーはボード上のプレイエリア（ゲーム開始時に選
択したエリア）にある任意の（まだ他のプレイヤーに選ばれていない）都市を選び、送電網の構築を始めます。その都市が送電網の一部であることを示
すため、プレイヤーは都市内の 10 と書かれているスペースに家駒を１個置きます。プレイヤーはスタート都市での建設コストとして 10 エレクトロを支
払います。現在のステップに応じて、各都市に置くことができる家駒の数と建設コストは変わります（６ページ「ゲームのステップ」の項参照）。

送電網に追加する２つ目以降の全都市は、すでに送電網内にある（自分の家駒が置かれている）都市１つと接続しなければなりません。プレイヤーはマッ
プ上（新たな都市と、すでに送電網内にある都市１つのあいだの接続経路上）に示されている接続コストと、その都市の最も安い空きスペースの建設コ
ストを支払う必要があります。新たな都市に接続するとき、プレイヤーはその都市と自分の都市１つのあいだの最も安い接続経路を選び、その合計額を
銀行に支払います。建設コストと接続コストを支払うことができる限り、プレイヤーは１ラウンド中に新たな都市をいくつでも接続することができます。
都市を送電網に接続する際には以下のルールが適用されます。
ステップ１中、各都市には１人だけが接続でき、ステップ２中には２人、ステップ３中には３人が接続できます。プレイヤーは都市間の接続コストに
加えて、その都市で最初の家駒の配置には 10 エレクトロ、２個目の配置には 15 エレクトロ、３個目の配置には 20 エレクトロを支払います。
自分の他の都市とどれだけ離れているかにかかわらず、プレイヤーはどの都市にでも（家駒を置くスペースが空いていれば）接続することができます。
望むなら（または家駒を置けるスペースがないなら）、プレイヤーは自分の家駒を置いていない都市を通過して他の都市に接続することもできます。
プレイヤーは同じ都市に２回接続することはできません。
都市に接続したあと、プレイヤーはその新たな都市にある最も建設コストの安い空きスペース（10 ／ 15 ／ 20 エレクトロ）に家駒を１個置きます。
プレイヤーは自分の送電網を拡大することしかできず、マップ上に２つ目の送電網を構築することはできません。以前に同じ接続経路を使っていたと
しても、プレイヤーは常に接続コストと建設コストを全額支払わなければなりません。
各都市は最大３つの異なる送電網に接続することができます（６ページ「ゲームのステップ」の項参照）。

例
デュースブルク (Duisburg)- エッセン (Essen) 間の接続コストは０なので、アンナは
デュースブルクからエッセンへと 10 エレクトロで送電網を拡大することができます。
ドルトムント (Dortmunt) を追加するためには、アンナはより接続コストの安いミュ
ンスター (Münster) からの接続経路を使い、12（10 ＋２）エレクトロを支払わなけれ
ばなりません。アーヘン (Aachen) と接続するためにはデュッセルドルフを経由する
必要があるため、21 エレクトロ（10 ＋９＋２）を支払わなければなりません。
ボブにとってもデュースブルクとの接続は安いものです。ボブはエッセンを経由し
て、12 エレクトロ（10 ＋２+ ０）で送電網を構築することができます。
ゲームがステップ２に入っている場合、各都市に２個目の家駒を置くことができる
ので、アンナはデュッセルドルフと 17 エレクトロ（15 ＋２）で、ケルン (Köln) と
21 エレクトロ（15 ＋２＋４）で接続することができます。デュッセルドルフとケル
ンの両方を送電網に追加した場合、まず 17 エレクトロを支払ってデュッセルドルフ
と接続し、そのあとデュッセルドルフからケルンへと 19 エレクトロで接続して、計
36 エレクトロを支払うだけですみます。

重要
プレイヤーは１ラウンド目にスタート都市を選ばなくてもかまいません。序列を考慮して、以降のラウンドから送電網の構築を始めることができます。
新たな都市に接続したとき、プレイヤーは即座に都市数トラック上の家駒を進め、各プレイヤーの都市数を全プレイヤーが確認できるようにします。
ゲーム中いつでも、いずれかのプレイヤーが持っている都市数以下の番号の発電所が現在市場にある場合、即座にその発電所をゲームから除外し、山
札から新たな発電所を引いて置き換えます。このルールは各プレイヤーが持っている発電所には影響しません。

例：あるプレイヤーが６つ目の都市を送電網に加えました。06 番の発電所がまだ現在市場にある場合、プレイヤーはそれをゲームから除外しますが、
各プレイヤーが持っている 03 ～ 05 番の発電所は残ります。そのあと、プレイヤーは山札から新たな発電所を 1 枚引き、通常ルールに従って発電所市場
に追加します。新たに引かれた発電所が即座にゲームから除外され、さらに新たな発電所が引かれることもあり得ます。

フェイズ５：決算
このフェイズ中、プレイヤーは現金を獲得し、資源市場に資源駒を補充し、発電所市場から発電所を１枚取り除き、山札から新たな発電所を補充します。

現金の獲得：第一プレイヤーから序列順に、各プレイヤーは送電網内のいくつの都市に電力を供給するかを宣言します。プレイヤーは報酬テーブルに
従い、電力を供給した都市数に応じた現金を得ます。都市に電力を供給しなかったプレイヤーは 10 エレクトロ（最低報酬）を得ます。プレイヤーはこの
ラウンド中に発電した発電所から必要な資源駒を取り除き、ストックに戻します。プレイヤーは送電網内にあるより少ない都市に電力を供給することも
できます（そうするしかないこともあります）
。プレイヤーは電力を供給した都市の分だけ現金を得ます。送電網内にあるより多くの都市に電力を供給し
た場合、超過分は失われます。各プレイヤーはどの発電所を使うかを選ぶことができます。自分の全都市に電力を供給する義務はありません。

報酬

例
アンナは都市６つと 07 番、10 番、15 番の発電所を持っており、そのすべてに最
大数の資源駒を保存しています。アンナは石炭駒４個と石油駒３個をストックに戻
し、７都市分の電力を供給しました。アンナは電力を供給した６都市から 73 エレク
トロを得ます。余った電力は失われます。

資源駒の補充：プレイ人数と現在のステップに応じて、プレイヤーはストックの資源駒を資源市場に補充します。資源駒は価格の高いスペースから
順番に補充していきます。

例外：ウラン駒はスペース 16 から補充され、常に各スペースに１個しか置かれません。
ストックに充分な資源駒がない場合、その資源駒は完全には補充されません！

これはプレイヤーが多すぎる資源駒を発電所に保管している場合に起

こり得ます。このゲームにおける資源駒の数には限りがあります。

例
５人プレイで、１ラウンド目に石炭駒 10 個、石油駒２個、廃棄物駒１個が購入されました。このため、資源市場は以下のようになっています。

＝石炭

＝石油

＝廃棄物

＝ウラン

資源補充テーブルに従い、５人プレイのステップ１では石炭駒５個、石油駒４個、廃棄物駒３個、ウラン駒２個が補充されます。ストックに石炭駒が
４個しかないため（残りは発電所に保存されています）、この４個の石炭駒だけを（スペース４に１個、スペース３に３個）置きます。プレイヤーはスペー
ス３と２に石油駒を２個ずつ置きます。プレイヤーはスペース７に１個、スペース６に２個の廃棄物駒を置きます。プレイヤーはスペース 12 と 10 にウ
ラン駒を１個ずつに置きます。１ラウンド目と比べて、石炭駒は値上がりしました（現在３エレクトロ）が、石油駒は値下がりしました（現在２エレクトロ）
。

発電所市場の更新：将来市場から最も番号が大きい発電所を１枚取り除き、裏向きにして山札の一番下に置いて、新たな発電所を１枚引いて置き換
えます。市場を適切に並び替えます（「フェイズ２：発電所の競り」の項参照。このルールはステップ３で変更されます。「ゲームのステップ」の項参照）
。
これによって番号が大きい発電所がステップ３カードの下に集まり、ステップ３中に利用可能になります。
フェイズ５とラウンド全体はこれで完了です。次のラウンドをフェイズ１から始めます。

ゲームのステップ
ここでは３ステップにおけるルールの変更点を説明します。ステップとはゲーム中の各段階のことで、フェイズとは１ラウンド中の５段階のことです。
ステップ１
ゲームの序盤です。ステップ１中、各都市には１人のプレイヤーしか家駒を置くことができません。１個目の家駒の建設コストは 10 エレクトロです。
資源補充時には、資源補充テーブルのステップ１の欄を参照します。
ステップ２
ステップ２は、あるプレイヤーがフェイズ４（建設）中に７つ目の都市に家駒を置いたあと、フェイズ５（決算）の前に始まります。複数のプレイヤー
が同じラウンド中に７つ目の都市に接続したときや、１人のプレイヤーがあるラウンドに８つ以上の都市に家駒を置いたときもステップ２が始まります。
ステップ２開始時、最も番号が小さい発電所１枚を発電所市場から除外し、山札から新たな発電所を１枚引いて置き換え、通常通りに並べ替えます。
ステップ２中、各都市には２人のプレイヤーが家駒を置くことができます。２個目の家駒の建設コストは 15 エレクトロです。資源補充時には、資源補
充テーブルのステップ２の欄を参照します。
ステップ３
山札からステップ３カードが引かれたら、その次のフェイズからステップ３が始まります。これには３つの可能性があります。
１．ステップ３カードがフェイズ２（発電所の競り）中に引かれた場合、このカードを最も番号が大きい発電所として扱い、将来市場の一番後ろに置きます。
残った山札（ステップ１とステップ２中に山札の下に置かれた発電所）をよく混ぜ、裏向きの山にしてボードの横に置きます。全プレイヤーが新た
な発電所を購入するかパスするまで、発電所の競りと新たな発電所の追加を続けます。フェイズ２終了時、最も番号が小さい発電所１枚とステップ
３カードを発電所市場から取り除き、ゲームから除外します（新たな発電所は補充しません）。フェイズ３からステップ３が始まります。
２．ステップ３カードがフェイズ４（建設）中に番号が小さい発電所の代わりに引かれた場合、このカードと最も番号が小さい発電所１枚を市場から除
外します
（新たな発電所は補充しません）。残った山札をよく混ぜ、裏向きの山にしてボードの横に置きます。フェイズ５からステップ３が始まります。
３．ステップ３カードがフェイズ５（決算）中に引かれた場合、このカードと最も番号が小さい発電所１枚を市場から除外します（新たな発電所は補充
しません）
。残った山札をよく混ぜ、裏向きの山にしてボードの横に置きます。ステップ２の欄を使って資源駒を補充します。次ラウンドのフェイズ
１からステップ３が始まります。
ステップ３中、発電所市場には発電所が６枚しかなく、そのすべてを競りにかけることができます（ステップ３中には将来市場はありません）。
ステップ３中、各都市には３人のプレイヤーが家駒を置くことができます。３個目の家駒の建設コストは 20 エレクトロです。資源補充時には、資源補
充テーブルのステップ３の欄を参照します。

ステップ３中のフェイズ５：最も番号が小さい発電所１枚を発電所市場から取り除いてゲームから除外し、新たな発電所を１枚補充します。ゲーム
の終盤には、発電所の山札が尽きる場合があります。この場合、最も番号が小さい発電所１枚をゲームから除外するだけで、補充を行わずにゲームを続
けます。これが数ラウンド続いた場合、発電所市場から発電所がなくなることもあります。

ゲームの終了
Winning
the Game
17 以上の都市を送電網に加えたラウンドのフェイズ４終了後にゲームは終了します。この時点で資源駒や発電所を購入することはできません！
The 誰かが
game ends
immediately after phase 4 when at least one player has at least 17 cities in his network. No player can buy more resources or power plants at this time!

The 持っている発電所と資源駒を使い、自分の送電網内で最も多くの都市に電力を供給することができたプレイヤーが勝者となります。同数の場合、その
winner is the player who can supply electricity to the most cities in his network with the power plants and resources he has. If there is a tie, the player with the most
remaining
money wins. If there is still a tie, the player with the most cities in his network is the winner.
中で最も所持金が多いプレイヤーが勝利します。これも同額の場合、その中で送電網内に最も多くの都市を持っているプレイヤーが勝利します。

Important: Sometimes (not rarely) a player other than one with 17 or more cities will win because the latter cannot supply electricity to all his cities, either because his

重要
： are not large enough to run all his cities or because he does not have sufficient resources to run the power plants he has. This reinforces the need for players to
power
plants
以外が勝利することもあります（稀なことではありません）。発電所、資源、送電網のバランスが大切です。
balance their power plants, resources, and networks.

すべての都市に電力を供給できるだけの発電所を持っていなかったり、資源駒が不足したりして、ときには 17 以上の都市を接続したプレイヤー

Exceptions,
changes, and special things
例外、変更点、特別ルール
Depending
on the number of players some details of the game change. A summary is shown in the following table. For example you need fewer power plants for 2 players,
プレイ人数に応じて、ゲームの細かい点が変わります。下表はその要約です。たとえば、２人プレイ時には使用する発電所の枚数が少なくなりますが、
but
both of them can own up to 4 power plants.
どちらのプレイヤーも発電所を４枚まで持つことができます。

2 players
3 players
4 players
5 players
２人プレイ
３人プレイ
４人プレイ
５人プレイ

6 players
６人プレイ

3

3

4

5

5

市場の準備後、裏向きで
removed face-down
ランダムにゲームから
power plants (after
除外する発電所数

8

8

4

0

0

各プレイヤーが
Maximum
number of
所有できる発電所の
power plants owned
最大数
by a player

4

3

3

3

3

ステップ２を
Number
of connected
開始させる
cities
to trigger step 2
接続都市数

10

7

7

7

6

ゲームを
Number
of connected
cities
to trigger
終了させる
game接続都市数
end

21

17

17

15

14

マップ上で選択する
Number of regions
chosen
on the map
エリア数

Number of randomly

preparing the market)

Exceptions
and special cases
例外と特別ルール
the first round of the game, each player must buy a power plant.
> In１ラウンド目には、各プレイヤーは発電所を１枚購入しなければなりません。
players do not have to choose their starting cities in the first round. They can start their networks in later rounds to influence their positions in the playing order.
プレイヤーは１ラウンド目にスタート都市を選ばなくてもかまいません。序列に影響を与えるため、プレイヤーは以降のラウンドから送電網の構築を
> The
In
steps
2 and 3, a player only pays a building cost of 10 Elektro to connect to an empty city.
始めることができます。
>
player may never connect to the same city twice.
10 エレクトロだけ支払って空いている（まだ１個も家駒が置かれていない）都市に家駒
> Aステップ２とステップ３中でも、プレイヤーは建設コストを
there is a tie, the player with the most remaining money wins. If there is still a tie, the player with the most cities in his network is the winner.
> Ifを置くことができます。
プレイヤーは同じ都市に２回接続することはできません。
引き分けの場合、その中で最も所持金が多いプレイヤーが勝利します。これも同額の場合、その中で送電網内に最も多くの都市を持っているプレイヤー
が勝者となります。
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資源補充テーブル

石炭

石油

廃棄物

ウラン

ステップ

ステップ

ステップ

ステップ

２人プレイ ３人プレイ ４人プレイ ５人プレイ ６人プレイ
ステップ

