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内容 物 一覧
ダイス修正ボード １枚

ダイスボード
（両面仕様）１枚
技術ボード
（両面仕様）６枚

ジャイロダインボード １枚

星団ボード
（両面仕様）１枚

伝送機タイル 24枚
時間マーカー １枚

目的タイル
（両面仕様）
６枚

惑星系タイル 17枚
本社ボード
（両面仕様）４枚

ジャイロダインタイル30枚
（各種類ごとに10枚）
４色のパルサー獲得リング
各６個

キューブ４個トークン 12枚
建設報賞
（７点）タイル ３枚

建設報賞
（４点）タイル ３枚

探険ボーナスタイル 12枚

プラス／マイナス１ダイス
修正トークン 12枚

４色の100点タイル 各１枚

４色のロケット駒 各３個

プラス２ダイス
修正トークン ９枚

４色のプレイヤートークン
各30枚以上

技術 A

ゲーム終了時、プレイヤーは工学キューブを２個
支払って９点を得ることができる（１回のみ）。

ゲーム終了時、ジャイロダインを１種類回転さ
せていれば４点、２種類回転させていれば８点、
３種類すべてを回転させていれば 16 点を得る。

工学キューブ 25個以上

ゲーム終了時、プレイヤーは目的タイルを１枚選
び、その目的を達成したかのように得点を得るこ
とができる（ボーナスを購入することもできる）。

示されているダイスを即座に得る。プレイヤ
ーはこの手番中にこの赤ダイスをボーナスダ
イスとして使わなければならない。

ゲーム終了時、自分の稼働している伝送機上で生
成されている赤ダイス１個ごとに３点を得る。

工学キューブ３個を即座に得る。

即座に探険ボーナスタイルを２枚引き、さらに示さ
れているダイス修正トークンを得る。

持っているステーション１つごとに１点を
即座に得る。

ラウンドの概要
各生産フェイズ中、自分の回転中のジャイロダイン１つ
ごとに追加の１点を得る。

スを選ぶ。
央値を設定する。プレイヤーはダイ

ダイスフェイズ：ダイスを振る。中
アクションを実行する。
アクションフェイズ：ダイスを支払って
探査船を移動させる。

ジャイロダインの回転を始めるたびに３点を得る。
プレイヤーは必要な目より１大きいか小さいダイス
を使うことができる。

即座に孤立しているパルサーを１
つ獲得し、任意の種類のジャイロダ
インタイルを１枚得る。

ジャイロダインタイルを
１枚得る。

伝送機タイルの獲得または建設のためにダイスコス
トを１個支払うたびに１点を得る。プレイヤーは必
要な目より１大きいか小さいダイスを使うことがで
きる。

ジャイロダイン１つの
回転を始める。
/

ルールブック
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赤ダイス １個

即座に自分の探査船を任意の惑星系にテレポートさ
せ、そこで今移動を終えたかのように処理する。

示されているダイスを即座に得る。プレ
イヤーはこの手番中にこの赤ダイスをボ
ーナスダイスとして使わなければならない。

緑のゲートを訪問する
移動を実行するたびに、
その移動の距離を１長
くするか短くすること
ができる。この修正後
の移動で、依然として
緑のゲートを訪問して
いなければならない。

中央値マーカー
１枚

（この技術のあとで）技術の特許を取
るたびに２点を得る。

移動を実行するたびに、
訪問したパルサー１つ
ごとに３点を得る。

伝送機タイルを１枚得るか、すでに
持っている１枚を稼働させる。
技術１つの特許を取る。
本社計画１つを完了させる。

ダイス修正トークンを１枚得る。

ン
は持っている未使用のジャイロダイ
自分の手番中いつでも、プレイヤー
のパルサー上に置くことができる。
タイル１枚を、獲得している未開発
キューブを４個
 分の手番中いつでも、プレイヤーは工学
自
るダイス１個をコピー
支払ってダイスボード上に残ってい
きる。プレイヤーは
し、ボーナスダイスとして使うことがで
スを使うことができる。
手番ごとに最大１個のボーナスダイ

生産フェイズ：

１．新たな手番順を決定する。
２．工学キューブを分配する。

技術マニュアル

19.01.18 13.07

ラックのペナルティーを受ける。
３．イニシアチブトラックと工学ト
ューブと得点を得る。
４．稼働している伝送機から工学キ
点を得る。
５．回転中のジャイロダインから得
６．特定の技術から得点を得る。
。
札にし、新たな３枚を表向きにする
７．残っている伝送機タイルを捨て
２つ目の特許を解放する。
８．技術上でトークンを移動させ、
９．時間マーカーを進める。

クイックリファレンスシート
４枚
18.01.18 14.14
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銀ダイス ９個

cge.as/puv でルール動画を
見ることができます

「……ブラックホールを周回している恒星およびパルサーで

構成された高密度の星団だと思われる。

あそこで何が見つかるか、誰か分かるか？」

ゲームの背景

ゲームの概要

時は2849年。星間エネルギーブームがまさに始まろうとしています。ライバル企業はパルサーが多くある星団の端に探査船を停泊させており、その豊かさを活用する準備を整え
ています。
プレイヤーは宇宙空間に巨大建造物を建設して、自分の企業の勢力範囲を拡大します。ジャイロダイン・ジェネレーターがパルサーの軌道上で回転し、広大な距離を渡って即座
にエネルギーを伝送しています。エネルギー伝送アレイは、探査チームが最近発見した遠隔地の惑星へと、このエネルギーを再配分します。辺境の地はビジネスのために開かれ
ているのです！

ゲームの進行

プレイヤーは８ラウンドに渡ってゲームをプレイします。各ラウンドは以下の順番でプレイされる３フェイズに分かれています。

１．ダイスフェイズ：プレイヤーは順番にダイスを選びます。

２．アクションフェイズ：各プレイヤーは1手番をプレイし、選んだダイスを支払ってアクションを実行します。
３．生産フェイズ：プレイヤーは得点を獲得し、次ラウンドの準備をします。

得点は、エネルギー配給産業内で選んだ役割を果たしたことによる企業の成功を表しています。ゲーム終了時、プレイヤーは自分の業績のさまざまな側面に基づいた追加点を獲
得し、最も多くの得点を獲得したプレイヤーが勝利します。

3

ゲームの準備
星団ボード：テーブルの中央に置きます。プレイヤーは
どちらの面を使うこともできますが、片面には行き止ま
りがあり、少し異なる戦略が必要となります。最初のゲ
ームでは行き止まりがない面（０点スペースに
アイ
コンがあります）を使うことを推奨します。

ダイスボード：プレイ人数に対応している面を表向きにして、星
団ボードの横に置きます。プレイ人数によって使う面が変わるボ
ードはこれだけです。
４人プレイゲームではこちらの面を使います。
２、３人プレイゲームではこちらの面を使います。
そのあと、６ページで説明されているようにロケット駒とカウン
ターを準備します。

ダイス：使用するダイスの数はプレイ人数によって決まりま
す。
４人プレイゲーム：銀ダイス９個すべてと赤ダイ
スを使います。

２、３人プレイゲーム：銀ダイス７個と赤ダイスを
使います。銀ダイス２個は箱に戻します。

使用するダイスをボード中央のブラックホールに置きます。

中央値マーカー：今のところはダイス
ボードの近くに置いておきます。

惑星系タイル：裏向きにしてよく混ぜ、そ
のうち16枚を星団ボード上の惑星系スペー
スに１枚ずつランダムに置きます。残りの
１枚は表面を見ずに箱に戻します。

ジャイロダインボード：星団ボードの横に置
きます。
ジャイロダインタイル：種類ごとに分けて個
別の山にし、ジャイロダインボード上の対応
するスペースに置きます。

建設報賞タイル：４点報賞タイル１枚の上に
７点報賞タイル１枚を重ねた山を３つ作り、
各山をジャイロダインボード上の対応するス
ペースに置きます。

ダイス修正ボード：星団ボードの横に置きます。

プラス／マイナス１ダイス修正トークン：各プレイヤーに１枚
ずつ配ります。残りを山にしてダイス修正ボード上の対応する
スペースに置きます。

プラス２ダイス修正トークン：山にしてダイス修正ボード上の
対応するスペースに置きます。

探険ボーナスタイル：よく混ぜて裏向
きの山にし、全員の手が届くところに
置きます。
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シンボルがある
目的タイル６枚のうち３枚：最初のゲームでは
３枚の目的タイルを使うことを推奨します。これらのタイルのシン
ボルがある面を表向きにして星団ボードの横に置きます。通常ゲー
ムではランダムに３枚を選び、ランダムな面を表向きにします。使
わない３枚のタイルは箱に戻します。

時間マーカー：このマーカーは現在の
ラウンドを示します。一番下の段の技
術を指すように置きます。

技術ボード６枚のうち３枚：技術は３つのカテゴリー
（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）に分かれており、各カテゴリーのボード
を１枚ずつ使います。プレイヤーは各カテゴリーのボ
ードをランダムに（たとえばDⅠ、AⅡ、CⅢなど）選ぶ
ことができます。しかし、最初のゲームではAⅠ、AⅡ、
AⅢを使います。これらのボードは技術マニュアルの
最初のページで説明されています。これらを星団ボー
ドの横に並べて（ボードⅠを内側に、ボードⅢを外側
にして順番に）置きます。

工学キューブ：全員の手が届く
ところに置きます。

キューブ４個トークン：各トークンは
工学キューブ４個を表します。ゲーム
中、プレイヤーは自由に両替すること
ができます。

伝送機タイル：右下の文字（A、B、C）ごとに分
けて山にし、文字面を表向きにして個別によく
混ぜます。Cの山を一番下、Bの山を中央、Aの山
を一番上にして重ね、１つの大きな山を作りま
す。
この山の上からタイルを３枚引き、銀ダイスが
描かれている面を表向きにして山の横に置きま
す。

残りの内容物については次ページで説明します。
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プレイヤーの準備
プレイヤー用内容物

各プレイヤーは１色を選び、以下の内容物を取ります。

ロケット駒３個
（３、４人プレイゲームで
は２個だけ使います）

パルサー獲得リング６個

100点タイル１枚
プラス／マイナス１ダイス修正トークン１枚

本社ボード４枚のうち１枚

最初のゲームでは本社ボードを箱に戻しま
す。通常ゲームでは、各プレイヤーは本社
ボードをランダムに１枚受け取り、どちら
の面を使うかを選びます。この選択は最初
のダイスロールの前に決定しなければなり
ません。

プレイヤートークン

各プレイヤーはクイックリファレンスシートも１枚取ります。ロケット駒、100点タイル、トークンのうちいくつかはゲームボード上に置きます（下記参照）。他のすべての内容物
は手元に置きます。

初期配置
一番上に置きます。下図参照）。

各プレイヤーのロケット駒１個を、ダイスボードの手番順スペース上にランダムな順
番で置きます（下図参照）。これによって以降の準備中と１ラウンド目の手番順が決ま
ります。各ラウンド終了時、手番順は変わることがあります。

これらの山を初期スペース（左図参照）に置きます。

各プレイヤーはトークン２枚をダイスボード上に置き、イニシアチブトラックと工学
トラック上のカウンターとします。これらのカウンターは手番順の逆順に重ねます（ス
タートプレイヤーのカウンターを一番下に置き、最後番手プレイヤーのカウンターを
手番順スペース上のロケ
ット駒

３人プレイ時の準備も同じですが、ダイスボードの反対面を使うことに注意してくだ
さい。２人プレイ時の準備については19ページで説明されています。

初期スペース上にある、
カウンターとして使う
プレイヤートークン

イニシアチブトラック
工学トラック

４人プレイ用のダイスボード
最後番手プレイヤーから手番順の
逆順で、各プレイヤーは空いてい
るエントリーゲートを１つ選び、
ロケット駒を１個置きます。

また、星団ボードの外周にある得点トラック上でも、得点マーカーとして各プレイヤ
ーのトークンを１枚ずつ使います。ゲーム開始時、スタートプレイヤーは５点、２番手
プレイヤーは６点、３番手プレイヤーは７点、４番手プレイヤーは８点を持ちます。後
手番プレイヤーほど得点が多いのは、１ラウンド目の手番順が遅いことによる不利を埋
め合わせるためです。

注意：３、４人プレイゲームでは、各プレイヤ
ーは手番順スペース上に１個、エントリーゲ
ート上に１個のロケット駒を持ち、３個目のロ
ケット駒は箱に戻します。３個目は２人プレイ
ゲームで使います（19ページ参照）。

各プレイヤーの100点タイルをスペース０の近くに置きます。
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「技術チームはそれを早く、または安く、あるいは

頑丈に作ることができると言っている―

この３つのうち２つを選べ」

ダイスフェイズの概要

ダイスフェイズ
中央値ダイスがあるスペース上に中央値マーカーを置き、そのスペースにあるすべて
のダイスを手で隠します。

各ラウンドはダイスロールから始まります。４人プレイゲームでは銀ダイスを９個すべ
て使います。２、３人プレイゲームでは銀ダイスを７個だけ使います。
各プレイヤーは、アクションフェイズ中にアクションを購入するために使うダイスを
２個選びます。ダイスの選択はイニシアチブトラックと工学トラック上のマーカーの
位置に影響を与えます。全プレイヤーがダイスを選んだら、銀ダイスが１個（２人プ
レイゲームでは３個）残ります。アクションフェイズ中、プレイヤーはこの残りのダイ
スをボーナスダイスとしてコピーすることができます。

左側に多くのダイスがあります。

ダイスロール

このようにして、そのスペースの右側と左側のどちらにより多くのダイスがあるかを
確認します。左側により多くのダイスがある場合、マーカーを１スペース左に移動さ
せます。右側により多くのダイスがある場合、マーカーを１スペース右に移動させま
す。いずれの場合も、マーカーは２つのダイススペースのあいだに置かれます。

スタートプレイヤー（１番目の手番順スペースにロケット駒を置いているプレイヤー）
はすべての銀ダイスを取って振ります。これによって、そのラウンド中の各ダイスの
出目が決まります。そのあと、ダイスボード上の出目に対応しているスペースに各ダ
イスを置きます。

注意：赤ダイスは振りません。今のところはブラックホール上に残しておきます。

中央値の決定

ダイスの中央値とは、真ん中にあるダイスの出目のことです。

マーカーはここに来ます。

両側に同じ数のダイスがある場合、マーカーを移動させず、そのダイススペース上に
残しておきます。
中央値ダイス

注意：これは３人プレイゲームの例です。４人プレイゲームでは９個すべての銀ダイス
を使います。

マーカーはここに残ります。

初心者プレイヤーに中央値を明示する場合、すべてのダイスを出目順に１列に並べま
す。この列の真ん中にあるダイスが中央値ダイスです。
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ダイスの獲得

注意：トラック上で左に移動することは、いいダイスを選ぶのと同じくらいに有利です。
工学トラックはプレイヤーに工学キューブをもたらします。イニシアチブトラックは次
ラウンドの手番順を決定します。プレイヤーはこれらの利益を生産フェイズ中に得ます
（詳しくは16ページ参照）。

スタートプレイヤーから手番順に、各プレイヤーはダイスを１個取ります。ダイスを取
ったとき、そのダイスが中央値マーカーのどちら側にあるかに応じて、プレイヤーは自
分の２枚のカウンターのうち１枚を右か左に移動させます。通常、プレイヤーはイニシ
アチブカウンターと工学カウンターのどちらを移動させるかを選ぶことができます。

カウンターの山

自分のカウンターを動かすとき、その上に他のカウンターが重なっている場合、それ
らを同じ順番で同じスペースに残しておきます。カウンターの移動先に他のカウンタ
ーがある場合、すでにあるカウンターの一番上に自分のカウンターを置きます。山の
上にあるカウンターは、その下にあるカウンターの “前”にあると見なされます。

選択したカウンターの移動

中央値マーカーの右側にあるスペースからダイスを取った場合、プレイヤーはカウン
ターを右に移動させます。左側にあるスペースから取った場合、カウンターを左に移
動させます。移動させるスペース数は、マーカーから選んだダイスまでのダイススペ
ース数に等しくなります。

特殊な状況

イニシアチブトラック

プレイヤーはトラックの右端から出るようにカウンターを移動させることはできませ
ん。どちらのカウンターも充分に移動させることができない場合、プレイヤーは別の
ダイスを選ばなければなりません。

工学トラック

２スペース
左

１スペース
左

１スペース
右

どちらのカウンターもトラックの右端から出てしまうようなダイスしか残っていない
場合、プレイヤーは任意のダイスといずれかのカウンターを選び、そのカウンターを
右端のスペースに（他のカウンターがある場合はその一番下に）置きます。

３スペース
右

選んだカウンターがトラックの左端から出てしまうようなダイスを選んだ場合、単に
そのカウンターを左端のスペースに移動させます。
カウンターが左端のスペースにある山の中にあり、それを “左” に移動させることにし
た場合、自分のカウンターをその山の一番上に置きます。

例：

例：

赤はカウンターを１スペース左に移動させるダイスを取りました。赤はイニシアチブト
ラック上で移動させることにしました。

緑は出目２のダイスを取り、工学カウンターを移動させることにしました。工学カウン
ターは２スペース左に移動します。
中央値マーカーがダイススペース上にあり、そのスペースからダイスを取った場合、
カウンターを移動させません（下図参照）。

２スペース
左
４スペース
左

２個目のダイス

全プレイヤーが順番にダイスを１個取ったあと、各プレイヤーは手番順の逆順で２個
目のダイスを取ります。このページの例では、プレイヤーは緑、黄、赤、赤、黄、緑
の順でダイスを取ります。スタートプレイヤーは２個目のダイスを最後に取ることに
なります。

例外：２人プレイゲームでは、各プレイヤーは手番順スペース上にロケット駒を２個置
いているので、その順番でダイスを取ります（19ページ参照）。
移動しない

３、４人プレイゲームでは、ダイスボード上にダイスが１個残ります。２人プレイゲー
ムではダイスが３個残ります。プレイヤーはアクションフェイズ中に工学キューブを
４個支払い、ダイスボード上に残ったダイスをコピーして、ボーナスダイスとして使
うことができます（15ページ参照）。

１スペース
右

均等配置選択ルール
１ラウンド目にダイスの出目が偏るのを防ぐため、プレイヤーは最初のダイスロールでのみ、以下の方法でダイスを振ることができます。
・ ４人プレイゲームでは、ダイス６個の目を１、２、３、４、５、６にします。残りのダイス３個だけを振ります。
・ ２、３人プレイゲームでは、ダイス４個の目を２、３、４、５にします。残りのダイス３個だけを振ります。
中央値は通常通りに決めます。

４人プレイ時の準備

２、３人プレイ時の準備
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「傾聴。

我々のエネルギー源は本質的に無限だ。
我々は

できる」

アクションフェイズ

アクションフェイズの概要

出目の修正

各プレイヤーはプラス／マイナス１ダイス修正トークンを１枚持ってゲームを始めま
す。ゲーム中、プレイヤーはさらなる修正トークンを得ることができます。支払った
トークンはダイス修正ボード上に戻します。

アクションフェイズ中、各プレイヤーは１手番をプレイします。手番中、プレイヤー
はダイスボードから取ったダイス２個を使ってアクションを実行します。また、プレ
イヤーはさまざまな方法で、追加アクションを実行するためのボーナスダイスを得る
ことができます。プレイヤーは１手番中にボーナスダイスを１個だけ使うことができ
ます。
プレイヤーは、現在のラウンドのスタートプレイヤーから手番順（手番順スペース上
のロケット駒の位置で示されています）に手番をプレイします。

１アクションのための支払い

例：

このゲームの各アクションは、特定のダイスを１個必要とします。１アクションのため
に支払いを行うとき、プレイヤーは対応する出目のダイスを１個消費します。

このトークンはダイス１
個の目を１変更するこ
とができます。たとえ
ば出目４のダイス１個
を出目３か５にすること
ができます。

このトークンはダイス１
個の目を２増やすこと
ができます。たとえば
出目４のダイス１個を出
目６にすることができ
ます。

前の例で技術の特許を取りたい場合、出目３のダイスが必要です。プラス／マイナスト
ークンを１枚持っている場合、プレイヤーはそれを支払って出目２か４のダイスを出目
３に変更し、このアクションのために支払うことができます。

例：

トークンを組み合わせて使うことはできません。このため、たとえば出目３を出目６
にする方法はありません。しかし、特定の技術によって、プレイヤーは必要より小さ
い（または大きい）出目のダイスを使ってアクションを実行することができます。これ
らの技術はダイス修正１つと組み合わせることができます。
出目を７以上にすることもできます。多くのアクションは出目７や８では実行できま
せんが、探査船を移動させるときには使うことができます（10ページ参照）。しかし、
出目を０以下にすることに意味はありません。

アクションの概要

このアクションを実行するには出目３のダイスが
1個必要です。他の出目のダイスは使えません。

自分の手番中、プレイヤーは以下のアクションを実行することができます。

プレイヤーは１アクションのために消費したダイスをブラックホール上に置き、もう
そのラウンド中は使えないことを示します。

・ 探査船を移動させる。
・ パルサーを開発する。
・ エネルギー伝送アレイを建設する。
・ 本社で特別計画に取り組む。
・ 技術の特許を取る。
クイックリファレンスシート上には、実行可能なアクションの完全な一覧がありま
す。プレイヤーは同じアクションを複数回実行することもできます。各アクションご
とに対応するダイスを１個支払わなければならないというのが唯一の制限です。
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「我々がジャンプゲートを発見する前、太陽系の端は
想像を絶するほど遠かった。そしてそのあと……
銀河全体が突然手近になった」

探査船の移動
これは適切な移動です。

各プレイヤーは探査船を１隻持っています。この船の任務は、星団を探険してパルサ
ーを獲得し、さまざまな惑星にエネルギーステーションを建設することです。

エントリーゲート

各船は異なるエントリーゲートから出発します。ゲーム開始時、プレイ
ヤーは手番順の逆順でエントリーゲートを選びます。ここはプレイヤー
の探査船が最初の移動を始める場所です。探査船をエントリーゲート上
へと移動させることはできません。

移動

探査船を移動させるために、プレイヤーは任意の出目のダイスを１個支払います。こ
の出目によって、移動中に通るセグメント（後述）の数が決まります。プレイヤーは出
目ちょうどのセグメント数だけ移動しなければなりません。修正トークン（９ページ
参照）を使い、出目７や８のダイスを使うこともできます。０距離の移動はできません。

赤は出目１か２のダイスを使い、パルサーで移動を終えることができます。また、出目
１か４のダイスを使い、惑星系で移動を終えることができます。
１アクション（ダイス１個＋任意の修正）中、プレイヤーは同じセグメントを２回以上
使うことはできません。

移動は常にセグメント沿いに行います。セグメントとは２つの場所をつないでる線で
す。場所には以下の３種類があります。

これは適切な移動ではありません。

ジャンプゲート
パルサー

赤はパルサーで移動を終えたいと考えましたが、出目３や５のダイスは使えません。1セ
グメントを２回以上通っているので、これらの移動は適切ではありません。

惑星系

この制限は１回の移動（つまりダイス１個）にのみ適用されます。同じ手番中に別の移
動を実行する場合、前の移動で通ったセグメントをもう一度通ってもかまいません。

注意：一部のパルサーは孤立しており、セグメントがつながっていません。プレイヤー
は孤立しているパルサーへと探査船を移動させることはできません。
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惑星

パルサーの獲得

２、３人プレイゲームでは、一部の惑星がプレイヤー以外の色によって封鎖されること
があります。２人プレイゲームでは、
シンボルがある惑星上にプレイヤー以外の色
のトークンを１枚置きます。２、３人プレイゲームでは、
シンボルがある惑星上に
プレイヤー以外の色のトークンを１枚置きます。プレイヤーはこれらの惑星を利用す
ることはできません。

特殊な状況：すでに６つのパルサーを獲得している場合、プレイヤーはもうリングを持
っていないので、パルサーで移動を終えてもそのパルサーを獲得することはできません。

飛行を終えたあとで、プレイヤーは自分が到達（または通過）したすべての裏向きの惑
星系タイルを表向きにします。タイルにはいくつかの惑星が示されています。

その惑星系を最初に発見したか、あとから来たかを問わず、プレイヤーは惑星のうち
１つにステーションを建設することができます。プレイヤーは以下の制限に従わなけ
ればなりません。
・ 各惑星にはトークンを１枚だけ置くことができます。
・ 特に、２人プレイゲーム中に
シンボルがある惑星を使うことはできず、２、３
人プレイゲーム中に
シンボルがある惑星を使うことはできません。

探査船はパルサーを獲得することもできます。獲得されていないパルサーで移動を終
えた場合、プレイヤーはその上に自分のリングを１つ置いて、そのパルサーを獲得し
ます。誰かがパルサーを獲得したら、他プレイヤーがそのパルサーを獲得したり、開
発したりすることはできません。

訪問

特定の技術によって、プレイヤーは特定の種類の場所を訪問したときに利益を得るこ
とができます。ある場所で移動を終えた（または通過した）とき、プレイヤーはその場
所を訪問したと見なされます。移動を開始した場所は（その移動中にもう一度訪れな
い限り）訪問したとは見なされません。

行き止まり

星団ボードの一面には行き止まりになっている場所があります。行き止まりの場所に
つながっている経路は二重線のセグメントになっています。これは１アクションの一
部として、その経路沿いに進んでから戻ってこられることを意味しています――進む
ときに１セグメントを使い、戻るときにもう１セグメントを使うのです。

・ すでにその惑星系にある惑星上にステーションを持っている場合、プレイヤーは
その惑星系にある別の惑星にステーションを建設することはできません。

例：

生存可能惑星
生存不適惑星
探険ボーナス
各惑星系は、そのタイル上に示されている探険ボーナスをもたらします。その惑星系
で移動を終え、生存可能惑星上にステーションを建設した場合にのみ、プレイヤーは
探険ボーナスを得ます。未発見の惑星系には最低１つの生存可能惑星があるので、最
初に到達する価値があります。生存可能惑星と生存不適惑星の両方が空いている場合、
その惑星系で移動を終えない限り、プレイヤーは生存可能惑星を得ることはできませ
ん。以下は状況別のルールです。
・ 空いている惑星がない場合、またはすでにその惑星系に自分のステーションがあ
る場合、プレイヤーは新たなステーションを建設することはできず、ボーナスを
得ることもできません。

これは適切な移動です。

・ 空いている惑星がある場合、プレイヤーの選択肢はその惑星系で移動を終えたか、
それとも通過したかによって決まります。
-

通過した惑星系でステーションを建設したい場合、空いている生存不適惑星が
あるなら、そこにトークンを置かなければなりません。なければ生存可能惑星
上に置くことができます。いずれの場合も、プレイヤーはボーナスを得ません。

-

移動を終えた惑星系でステーションを建設したい場合、空いている生存可能惑
星があるなら、そこにトークンを置かなければなりません。この場合、プレイ
ヤーは探険ボーナスを得ます。空いている生存可能惑星がない場合、プレイヤ
ーは生存不適惑星上にステーションを建設し、ボーナスを得ません。

例：

上図の例で出目３のダイスを使った場合、青は２つの惑星系にステーションを建設する
ことができます。行き止まりの惑星系で、青は（行き止まりなので）探険ボーナスタイル
を１枚引き、そのあと（移動を終えた惑星系なので）探険ボーナスを得るか、探険ボー
ナスタイルをもう１枚引くかを選びます。

特殊な状況：ときには、同じ移動中にすでに通過した惑星系で移動を終えることもあ
り得ます。この場合、移動を終えたときにステーションを建設し、通過したときには無
視します。

出目４のダイスを使った場合、青は両方の惑星系にステーションを建設することができ、
そのうち１つが行き止まりなので、探険ボーナスタイルを１枚引きます。
図に示されているように出目５のダイスを使った場合、青は行き止まりの惑星系にステ
ーションを建設したことから、探険ボーナスタイルを１枚引きます。そのあともう１つ
の惑星系に戻ったとき、青は（移動を終えた惑星系なので）探険ボーナスを得るか、探
険ボーナスタイルをもう１枚引くかを選びます。

探険ボーナス

前述のように、プレイヤーは惑星系で移動を終えて生存可能惑星上にステーションを
建設したときにボーナスを得ます。このとき、プレイヤーはその惑星系に示されてい
るボーナスを得るか、または探険ボーナスタイルを１枚引くことができます。多くの
探険ボーナスタイルは得点をもたらしますが、その他の利益をもたらすものもありま
す。シンボルの意味は20ページで説明されています。

行き止まりに行くのは手間がかかりますが、そこには探険する価値があ
ります。探査船が行き止まりのパルサーを獲得するか、行き止まりの惑
星系にステーションを建設した場合、プレイヤーは探険ボーナスタイル
を１枚引きます（惑星系の探険ボーナスでもタイルを引いた場合、合計
で２枚引くことになります）。

探査船の概要

・ ダイス（＋修正）の目ちょうどの分だけ移動する。
・ 訪問したすべての未発見の惑星系を公開する。

例：

・ 惑星系を通過した場合、生存不適惑星上にトークンを１枚置く。空いている生存
不適惑星がない場合、生存可能惑星上に置くことができる。

この惑星系で移動を終え、生存可能惑星上にステーションを建
設した場合、プレイヤーは示されている修正トークンを得るこ
とができます。そうしないことにした場合、プレイヤーは代わり
に探険ボーナスタイルを１枚引き、示されている利益を得ます。

・ 惑星系で移動を終えた場合、生存可能惑星上にトークンを１枚置き、探険ボーナ
スを得る。空いている生存可能惑星がない場合、生存不適惑星上に置くことがで
きるが、ボーナスは得られない。
・ パルサーで移動を終えた場合、そのパルサーを獲得する。

多くの探険ボーナスタイルは即座に解決され、捨て札となります。探
険ボーナスタイルを引くときに山が尽きている場合、捨て札をよく混
ぜて新たな山を作ります。

・ 行き止まりのパルサーを獲得したか、行き止まりの惑星系でステーションを建設
した場合、探険ボーナスタイルを１枚引く。
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「単純なことだ。君たちは巨大なリングを建
設する。それはパルサーと共鳴して回転を始
める。そのあと、その回転速度が光速を越え

ようとしたとき、そのエネルギーは余剰次元
に飛ばされるのだ」

パルサーの開発
パルサーの概要

ジャイロダインの建設の開始

パルサーのエネルギーを利用するには以下の３ステップを実行する必要があります。

パルサー１つとジャイロダインタイル１枚を獲得したら、プレイヤーはすぐに建設を
始めることができます。

１．パルサーを獲得する。
２．ジャイロダインの建設を始める。
３．ジャイロダインの回転を始める。

パルサーの獲得

通常、パルサーは探査船の移動終了時に１つ獲得されます（11ページ「パルサーの獲得」
参照）。
一部の技術や伝送機によっても、プレイヤーはパルサーを
獲得することができます。この場合、プレイヤーは孤立し
ている（つまり移動セグメントがつながっていない）パルサ
ーを選ばなければなりません。
あるプレイヤーがパルサーを獲得したら、そのパルサーは
ゲーム終了までそのプレイヤーのものとなり、他の誰もそ
のパルサーを獲得･開発することはできません。獲得リングは６つしかないので、各プ
レイヤーはゲーム中にパルサーを最大６つ獲得することができます。

獲得したパルサー上にジャイロダインタイルをプ
レイするとき、この面を表向きにして建設中であ
ることを示します。
各パルサーは最大１つのジャイロダインを持つことができます。いったんパルサー上
にジャイロダインタイルを置いたら、プレイヤーはもうそれを他のタイルに置き換え
ることはできません。しかし、プレイヤーはジャイロダインタイルを獲得したとたん
にパルサーを開発する必要はありません。プレイヤーは手番中（または以降の手番中）
の任意の時点で建設を始めることができます。建設の開始は１アクションとは見なさ
れません。

ジャイロダインの建設報賞

ジャイロダインはエネルギー配給産業を活性化させる原動力なので、その建設計画に
は特別報賞が与えられます。特別報賞を得るための条件は以下の２つです。

ジャイロダインタイルの獲得

・ プレイヤーは同じサイズのジャイロダインを２つ以上必要とします。

獲得したパルサーを開発するために、プレイヤーはジャイロダインタイルを必要とし
ます。１アクションとして、プレイヤーはダイスを１個支払い、ジャイロダインボード
からジャイロダインタイルを１枚得ることができます。ジャイロダイン（小）を得るに
は出目１、ジャイロダイン（中）を得るには出目２、ジャイロダイン（大）を得るには出
目４のダイスが必要です｡この情報はジャイロダインボード上にも示されています。

・ それらはボード上に、つまり獲得したパルサー上になければなりません（しかし、
すでに回転を始めているか、まだ建設中かは問いません）。
これらの条件を満たした最初のプレイヤーは７点を得ます。その
プレイヤーはジャイロダインボードの対応する区画から７点報賞
タイルを取ります。あるサイズの条件を満たした２番目のプレイ
ヤーは４点を得ます（そして４点報賞タイルを取ります）。
７点／４点報賞はジャイロダインのサイズごとに与えられます。
１人のプレイヤーが２つの（さらには３つすべての）サイズの報賞を得ることもできま
す。また、あるサイズのジャイロダインを他のプレイヤー１人が２枚置く前に、その
サイズのジャイロダインを４枚置いた場合、プレイヤーはそのサイズの報賞を両方と
も得ることができます。

ジャイロダイン
（中）
ジャイロダイン
（小）

プレイヤーは獲得した報賞タイルを保持します。これは多くのゲームでは何の効果も
持ちませんが、ゲーム終了時にこれらの報賞タイルからさらなる得点をもたらす技術
もあります。

ジャイロダイン
（大）

ジャイロダインの完成

しかし、利益の一部としてジャイロダインタイルをもたらす他
のアクションを実行した方が効率的なこともしばしばありま
す。特定の惑星系、本社計画、技術は１枚以上のジャイロダイ
ンタイルを得る機会をもたらします。ジャイロダインのサイズ
が指定されていることもあれば、プレイヤーが選べることもあ
ります。

パルサー上に建設中のジャイロダインを持っている場合、プレイヤ
ーはそのタイルに示されている出目のダイスを使って完成させるこ
とができます（そのダイスを支払い、そのタイルを裏返します）。こ
のジャイロダインはパルサーからエネルギーを獲得し始めます。

・ ジャイロダイン（小）を裏返す場合、出目３のダイスを１個支払います。

まだパルサーを獲得していないときでさえ、プレイヤーはジャイロダインタイルを得
ることができます。それを使う準備が整うまでは手元に置いておきます。

・ ジャイロダイン（中）を裏返す場合、出目５のダイスを１個支払います。
・ ジャイロダイン（大）を裏返す場合、出目６のダイスを１個支払います。
裏返したジャイロダインは “回転” しています。これはゲーム終了まで回転し続け、プ
レイヤーに得点をもたらします。プレイヤーはこの得点を生産フェイズ中に得ます（16
ページ参照）。
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エネルギー伝送アレイの建設
伝送機の獲得

プレイヤーのエネルギー伝送システムは、さまざまな建設段階にある１つ以上の伝送
アレイ（つなげられたいくつかの伝送機）からなります。建設を始めるために、プレイ
ヤーは伝送機タイルを必要とします。

伝送機の稼働

伝送機を完成させるために、プレイヤーはそのタイル上に示されているすべてのダイ
スコストを支払わなければなりません。これらのダイスのうち１個は、そのタイルを
獲得したときにすでに支払われているので、その上にトークンが置かれています。コ
ストは任意の順番で（場合によっては数ラウンドに渡って）支払うことができます。コ
ストを支払うたびに、プレイヤーはそのアイコン上にトークンを置きます。

ラウンドごとに３枚の伝送機タイルが利用可能となります。タイルを１枚得るために、
プレイヤーはそのタイル上に示されているダイスのうちいずれか１個を支払います。
各プレイヤーは最初の伝送機タイルを手元のどこかに置きます。そのダイスコストを
支払ったことを示すため、そのダイスアイコン上にプレイヤートークンを１枚置きま
す。これが伝送アレイ内の最初の伝送機となります。

最後のコストを支払ったら、プレイヤーはそのタイルの表面に示されているすべての
即時利益を獲得し、そのあとそのタイルを裏返します（トークンは回収します）。各ラ
ウンド終了時、プレイヤーは完成した伝送機タイルの裏面に示されているすべての利
益を得ます。この伝送機は今や稼働しており、集めたエネルギーを伝送アレイ中に分
配します。

伝送機の接続

すべての伝送機は他の伝送機１つと接続することができます。一部の伝送機は他の２
つと接続することができます。接続部分は各タイルの端にあります。接続できる端に
は半分のダイスを表しているシンボルがあります。
２枚目の伝送機タイルを得たとき、プレイヤーはそれを１枚目に取りつけることがで
きます。これによって、両方の伝送機が完成したときにボーナスダイスとして１回使
うことができるダイスが１つ形成されます。伝送機は端と端をつながなければなりま
せんが、同じ向きである必要はなく、望むなら何枚かを逆さまにすることができます。
新たな伝送機タイルを得るたびに、プレイヤーはそれを他の伝送機に接続するか、新
たなアレイの１つ目の伝送機とするかを即座に決めなければなりません。つなげた伝
送機をあとで分離することはできません。また、つながないことにした伝送機をあと
で他の伝送機につなぐことはできません。
すべてのコストを支払っ
たときの即時利益

伝送機タイルを裏返したとき、他の伝送機とつながっている部分が同じになるように
します。接続部を変更することはできません。建設中面にあった半分の黒いダイスが、
稼働中面にある半分の赤いダイスに変わります。
一部の伝送機のコストはダイス１個だけです。このような伝送機を取った場合、プレ
イヤーはそのコストをすべて支払ったことになり、即座に裏返します。
伝送機タイル上に示されている利益については20ページで説明されています。

伝送機のボーナスダイス

つながっている２枚の伝送機タイルを裏返した場合、プレイヤーはそれらのつながり
で形成された赤ダイスを得ます。プレイヤーはこの手番中にこの赤ダイスをボーナス
ダイスとして使うことができます（15ページ参照）。この手番中に使わなかった場合、
この赤ダイスは失われます。

すべてのコストを支払ったあ
との生産利益

目が０のダイスを使うこともできますが、それを役に立てるにはダイス修正トークン
が必要になるでしょう。たとえば「探査船の移動」のために目が０のダイスを使うこと
はできません。しかし、一部の技術によって、プレイヤーは特定のアクションのため
に目が０のダイスを支払うことができます。

潜在的ボーナスダイス
ダイスコスト

「このエネルギーは見えないどこかから生じているように見える。
我々の仕事は、それをどこかにある場所に送ることだ」
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「中間管理職？

私は自分のことを人間技師だと

考える方が好きだ」

本社
このゲームには、さまざまな追加アクシ
ョンをもたらす両面仕様の本社ボードが
４枚あります。本社ボードがなければよ
り簡単にゲームを学ぶことができるので、
最初のゲームでは使わないことを推奨し
ます。本社ボードなしでプレイする場合、
技術ボードのAⅠ、AⅡ、AⅢを使わなけれ
ばなりません。
通常ゲームでは、プレイヤーはゲーム開始時に本社ボードをランダムに１枚受け取り
ます。本社ボードは各プレイヤーの会社固有のもので、他プレイヤーが使うことはで
きません。

ゲート・ランとは、１色のジャンプゲートを複数訪問することによって得点を得る機会
です。ゲート・ランを可能にする計画を完了した場合にのみ、プレイヤーはゲート・
ランを行うことができます。プレイヤーは各計画によるゲート・ランをゲーム中に１
回だけしか実行できませんが、どの移動中にゲート・ランを行うかはプレイヤーが選
ぶことができます。
ゲート・ランを行う場合、プレイヤーは探査船を移動させるときに、どの完了した計
画を使うかを宣言します（次のアクションで再び船を移動させたとしても、ゲート・
ランはダイス１個にしか適用されません）。複数の計画を完了している場合、そのうち
１つ（だけ）を選びます。
プレイヤーの目的は、その計画に示されている色のジャンプゲートをできるだけ多く
訪問することです。出発地点のジャンプゲートは数えず、通過するか移動を終えたジ
ャンプゲートを数えます。同じゲートを複数回訪問しても、プレイヤーは各ゲートを
１回だけ数えます。示されている色のゲート１つごとに、プレイヤーはその計画に示
されている得点を得ます。

２つの面

本社ボードには２つの面があります。ゲーム開始時、最初のダイスロールの前に、プ
レイヤーはそのゲームでどちらの面を使うかを決めなければなりません。１面は少しジ
ャイロダインの建設がしやすく、２面は探査船の移動を多く実行する場合にやや有利に
なっています。

例：

緑はこの計画を完了し、即座に４
点を得ました。のちの手番中、緑
はこのゲート・ランを行うことに
して、探査船の移動のために出目
５のダイスを支払いました。

計画ピラミッド

本社ボード上には計画がピラミッド状に配置されています。ゲーム開始時には最下段
の計画だけが利用可能です。２段目の計画は、その下にある２つの計画を完了したとき
に利用可能となります。３段目の計画は、その真下にある計画を完了したときに利用可
能となります。

緑は橙色のゲートを３つ訪問し、
６点を得ました（出発地点のゲー
トも橙色ですが、ここは数えませ
ん）。

最上段の計画は、他のすべての計画を完了したときにのみ利用可能となります。これ
は高得点を得る機会なので、本社での活動に力を入れたプレイヤーは報われるでしょ
う。

計画の完了

各計画はゲーム中に１回のみ完了させることができます。計画を完了させるために、
プレイヤーは示されているダイスを支払い、その計画上にトークンを１枚置いて完了
したことを示します。

計画の種類

ゲート・ラン

多くの計画は１回限りの即時利益をもたらします。
これは惑星系が探査船にもたらすボーナスに似てい
ます。これらの利益については20ページで説明され
ています。
左図のような計画は、プレイヤーにゲート･ランの機会を与えま
す。このような計画が得点や他の利益ももたらす場合、プレイヤ
ーはそれらを即座に得ます。しかし、ゲート・ランによる得点は
探査船を移動させたときにのみ与えられます。
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出目６のダイスを使った場合、緑は橙色のゲートのうち１つを２回訪問することができ
ますが、各ゲートは１回しか数えないので、さらなる得点を得ることはできません。
完了したゲート・ラン計画を使ったあと、プレイヤーはそのゲート・ランアイコン上
にトークンを１枚置き、もう使えないことを示します。
左図の計画を使った場合、プレイヤーはそのゲート・ランで得
点をもたらす色を選ぶことができます。依然として、プレイヤ
ーは１色からのみ得点を得ます。

技術の進歩

技術の特許取得

特許の取得方法には以下の２通りがあります。

各ゲームでは３枚の技術ボードを使います（グループⅠ、Ⅱ、Ⅲから１枚ずつランダ
ムに選びます）。すべての技術はゲーム開始時点で明らかになっています。

ダイスアイコンが１つの技術は、ラウンドごとに最大１人
のプレイヤーしか特許を取得できません。誰かが特許を取
得したラウンドの終了時、そのプレイヤーのトークンをダ
イスアイコンの下のスペースに移動させ、２人目のプレイヤ
ーが特許を取得できるようになったことを示します。

１ラウンド目には１段目の（星団ボードに
一番近い）技術だけが利用可能で、時間マ
ーカーがこの段を指しています。
時間マーカーより外側の段は、まだゲー
ムに登場していません。各ラウンド終了
時、時間マーカーは次の外側の段に移動
し、この新たな技術セットが利用可能に
なったことを示します。この新たな段より内側にあるすべての段は、ゲーム終了時ま
で利用可能であり続けます。

注意：２人プレイゲームでは、ダイスアイコンが１つの技術の特許を取得することがで
きるのは、ゲームを通して１人のプレイヤーだけです。
ダイスアイコンが２つの技術は、同じラ
ウンド中に２人の異なるプレイヤーが特
許を取得することができます。

特許のための支払い

自分の手番中、プレイヤーはダイスを１個支払って、利用可能な技術１つの特許を取
ることができます。コストは各技術の左側に示されています。プレイヤーはコストア
イコン上にトークンを置き、その技術の特許を取っていることを示します。

２つの特許

特許の効果

一部の特許は即時ボーナスをもたらします。その他の特許はゲーム中ずっと使うこと
ができる特殊能力をもたらします。すべての技術の効果は技術マニュアルで説明され
ています。

競争関係を維持するために、各技術の特許は２人の異なるプレイヤーが取ることがで
きます。２人のプレイヤーが１つの技術の特許を取ったら、それ以外のプレイヤーはも
うゲーム中にその技術を利用することはできません。１人のプレイヤーが同じ技術の特
許を２回取ることはできません。

ダイス修正トークンの購入

ダイス修正トークンは無限にあるものとします。不足し
た場合には何らかのもので代用してください。

特定の本社計画、惑星系、特許はダイス修正トークンをもたらします。また、プレイ
ヤーは単にダイス修正トークンを購入することもできます。プレイヤーは出目１か２
のダイスを支払ってプラス／マイナス１修正トークンを１枚購入することができ、出
目２のダイスを支払ってプラス２修正トークンを１枚購入することができます。

赤ダイス

ボーナスダイス

ラウンドごとに、各プレイヤーは最大１個のボーナスダイスを使うことができます。
複数のボーナスダイスが利用可能な場合、プレイヤーはそのうち１個を選んで使うこ
とができます。

ダイス倍増効果の使用

特定の特許や本社計画によって、プレイヤーはダイスを
１個支払って２個獲得することができます。１個目のダ
イスは通常の銀ダイスで、通常通りに使うことができま
す。このようなアクションのためにダイスを支払ったと
き、プレイヤーは支払ったダイスをブラックホールに置くのではなく、新たに得る銀
ダイスの目に変更します。

ボーナスダイスは赤ダイスアイコンで表されています。ボーナスダイスを使うとき、
プレイヤーはブラックホールから赤ダイスを取り、使用するボーナスダイスの目にし
ます。使用したあと、プレイヤーは赤ダイスをブラックホールに戻します。
プレイヤーは他のダイスと同様にボーナスダイスを使うことができます。特に、プレ
イヤーはボーナスダイスをダイス修正トークンと共に使うこともできます。ダイスを
使う順番に制限はありません。

余ったダイスのコピー

赤ダイスはボーナスダイスです。この赤ダイスを使うことができない場合、プレイヤ
ーはこのアクションを実行することはできません。

ダイスの特許取得

全プレイヤーがダイスを選んだあと、ダイスが１個（２人プレイゲームでは３個）余り
ます。アクションフェイズの自分の手番中、プレイヤーは余ったダイスをコピーして
ボーナスダイスとして使うことができます。プレイヤーは工学キューブを４個支払い、
赤ダイスを取ってコピーするダイスの目にします。余っている銀ダイス自体はダイス
ボード上に残しておきます。誰かが余ったダイスをコピーしても、他プレイヤーがコ
ピーできなくなることはありません。

伝送アレイ内のボーナスダイスの使用

伝送機タイルを裏返したとき、隣接している伝送機がすでに裏返されている場合、赤
ダイスが生成されます。この手番中、プレイヤーはこのダイスをボーナスダイスとし
て使うことができます（以降の手番のために残して
おくことはできません）。そのようなダイスを複数
生成した場合、プレイヤーはそのうち１つを選ん
で使うことができます。

この技術の特許を取ったとき、プレイヤーは工学キュー
ブを１個支払い、示されているダイスをボーナスダイス
として使わなければなりません。そうすることができな
い場合、プレイヤーはこの技術の特許を取ることはでき
ません。

注意：通常は、プレイヤーはその利益を完全に使うことができない場合でも、技術の特
許を取ったり本社計画を完了させたりすることができます。赤ダイスをもたらす技術／
計画は例外です。

探険ボーナス

15

一部の惑星系はボーナスダイスをもたらします。この探険ボー
ナスを得られるときに得たくない場合（すでに他のボーナスダ
イスを使っている場合など）、代わりに探険ボーナスタイルを
引けることを忘れないでください。

生 産フェイズ
ラウンドの終了の概要

回転中のジャイロダインの得点計算

１．新たな手番順を決定する。

回転中の各ジャイロダインは、それに示されている得点に加えて、
現在のラウンドの技術段の左端に示されている得点をもたらしま
す（時間マーカーがこの値を指し示しています）。

各プレイヤーがアクションフェイズ中に１手番ずつプレイしたら、生産フェイズに進
みます。プレイヤーは工学キューブを得て、得点を獲得し、次ラウンドの準備をします。
具体的には、プレイヤーは以下のステップをこの順番で実行します。

回転中のジャイロダインとは、獲得したパルサー上に置かれて裏
返されているジャイロダインです。すべての回転中のジャイロダ
インは、この時点で得点をもたらします。

２．工学キューブを分配する。
３．イニシアチブトラックと工学トラックのペナルティーを受ける。

例：

４．稼働している伝送機から工学キューブと得点を得る。

ジャイロダイン（中）は
６点、ジ ャイロダ イン
（小）は５点をもたらし
ます。このラウンド中、
黄はジャイロダインか
ら計11点を得ます。

５．回転中のジャイロダインから得点を得る。
６．特定の技術から得点を得る。
７．次ラウンドの準備をする。

手番順の決定

イニシアチブトラック上のカウンターの順番に合わせて、手番順スペース上のロケッ
ト駒を並べ直します。トラックの一番左にいるプレイヤーが次ラウンドのスタートプ
レイヤーとなり、一番右にいるプレイヤーが最後番手プレイヤーとなります。複数の
カウンターが同じスペースにある場合、山の上にあるカウンターの方が前に（つまり
“左”に）あると見なされます。この新たな手番順は次ラウンドから適用されます。

注意：技術段が追加得点をもたらさない場合でも、回転中のジャイロダインは依然とし
てそれ自身に示されている得点をもたらします。

最終ラウンドの終了時でさえ、プレイヤーはロケット駒を並べ直さなければなりませ
ん。最終的な手番順は最終得点計算中に得点をもたらします。

注意：１ラウンド目開始時点では、ロケット駒とイニシアチブカウンターの並び順は一
致していません。以降のラウンド開始時には必ず一致します。

例：

左図のシンボルは、ダイスによって得点が決まることを示していま
す。中間値マーカーがダイススペース上にある場合、
の値はそ
のダイススペースの値になります。マーカーが２つのダイススペー
スのあいだにある場合、そのうち大きい方を使います。

工学キューブの獲得

回転している各ジャイロダインは、それに示され
ている得点に加えて５点をもたらします。

得られる工学キューブの数はプレイ人数によって変わります。

技術の得点計算

工学トラック上での順位に応じて、プレイヤーは工学トラックの左側に示されている
数の工学キューブを得ます。工学トラックでも、同じスペースでは山の上にあるカウ
ンターの方が前にあると見なされます。

例：

赤は１位なので、工学キューブを３個得ま
す。２位は黄の上にカウンターを置いてい
る緑で、工学キューブを２個得ます。黄は
１個も得ません。

アイコンがある緑技術は、各ラウンド終了時に得点をも
たらします。
この時点でこれらの技術の得点計算を行います。

次ラウンドの準備

これが８ラウンド目でない場合、次ラウンドのために以下の準備を行います。

工学キューブはさまざまな目的（ボーナス
ダイスの購入、特定の稼働中の伝送機からの得点の購入、ゲーム終了時の目的タイル
からの追加点の購入）のために使うことができます。

・ ラウンド中に取られなかったすべての伝送機タイルを捨て札にし、山の上から新
たな３枚を引いて表向きにします（新たな３枚の伝送機上の文字が常に同じとは
限りません。たとえば、３ラウンド目開始時にはAが２枚とBが１枚になります）。

ペナルティー

・ このラウンド中に１つ目の特許が取られた各技術ごとに、その上に置かれている
トークンを下にずらし、別のプレイヤーがその技術の特許を取れるようになった
ことを示します（同じラウンド中に特許を２回取れる技術についてもこれを実行
し、まだ空きスペースがあることを分かりやすくします）。２人のプレイヤーのト
ークンが置かれている技術については、もう誰も特許を取ることができないので
何もしません。

イニシアチブ／工学トラックには、右端に－１や－２と書かれている
スペースがあります。これらのスペース上にカウンターを置いている
プレイヤーは、この時点で示されている値の得点を失います（両方の
カウンターがペナルティースペース上にある場合、プレイヤーは両方
のペナルティーを受けます）。得点は０点未満にはなりません。

・ 時間マーカーを、外側にある次の技術段の横に移動させます。この新たな技術段は、
次ラウンド中に初めて登場します。

稼働中の伝送機

稼働中の伝送機とは、すべてのダイスコストを支払って裏返しにした伝送機です。こ
のような伝送機は、この時点で得点か工学キューブをもたらします。

注意：工学キューブをもたらす伝送機を先に解決します。そのあと、プレイヤーは工学
キューブを支払って得点を購入することができます。
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得点計算の概要
ゲーム終了時：

このゲームにはさまざまな得点手段があります。

アクションフェイズ中：

・ クイックリファレンスシートに示されている得点を得ます。これについては次の
項で説明します。

・ 同じ種類のジャイロダイン２つの建設を始めた最初の（または２番目の）プレイヤ
ーとなることで、プレイヤーは得点を得ることができます。

・ プレイヤーは特定の伝送機を裏返すことで得点を得ることができます。
・ 利用可能な生存可能惑星がある惑星系で移動を終えたとき、プレイヤーは探険ボ
ーナスタイルから得点を得ることができます。
・ 一部の特許はプレイヤーに即時得点をもたらします。
・ 一部の特許は特定のアクションを実行したときに得点をもたらします。
・ 一部の本社計画はプレイヤーに即時得点をもたらします。
・ 一部の本社計画は、特定の色のジャンプゲートを訪問する移動を実行したときに
得点を得る機会をもたらします。

生産フェイズ中：

・ 一部の稼働中の伝送機は得点を（または得点を購入する機会を）もたらします。
・ 回転中の全ジャイロダインは得点をもたらします。
・ 一部の特許は得点をもたらします。
・ イニシアチブトラックや工学トラックの右端にいる場合、プレイヤーは得点を失
います。

注意：得点が100点以上になった場合、自分の100点タイルを取って手元
に置きます。200点に到達した場合、タイルの200点面を表向きにします。

・ ２人プレイゲームでは、工学トラック上で３位になったプレイヤーは１点を得ま
す。

ゲームの終了
８ラウンド目のあと、ゲームは終了します。ゲーム終了時、プレイヤーはさまざまな
偉業から得点を得ます。

最終得点計算

ゲーム終了時、プレイヤーはクイックリファレンスシートに示されているように得点
を得ます。

目的タイル

１．紫技術はゲーム終了時に得点をもたらします。これらの多くはこのステップで解
決されますが、以降のステップのうち１つの得点を増やす技術もあります。

各ゲームには目的タイルに示されている３つの目的があります。最初のゲームでは
シンボルがある３枚の目的タイルを使うことを推奨します。通常ゲームでは目的
タイルをランダムに３枚選びます（他の３枚は箱に戻します）。

２．目的タイルから得点を得ます。
３．獲得したパルサーのうち、ジャイロダインがないか、まだ建設中のジャイロダイ
ンがあるパルサー１つごとに１点を得ます。

目的タイルはゲーム終了時に得点を得る手段をもたらします。
示されている目的を達成した場合、プレイヤーは
示されている得点をゲーム終了時に得ます。この
とき、プレイヤーは示されている数の工学キュー
ブを支払い、１つ目のボーナスを購入する機会を
得ます。１つ目のボーナスを購入した場合、プレ
イヤーは２つ目のボーナスを購入する機会を得ま
す。

４．まだ建設中か、まだ手元にあるジャイロダインタイル１枚ごとに１点を得ます。
５．残っている工学キューブ２個ごとに１点を得ます（余りの１個は得点をもたらし
ません）。
６．最終的な手番順による得点を得ます。常に１番手は７点、２番手は４点を得ます。
２／４人プレイゲームでは、３番手は２点を得ます。３人プレイゲームでは、３番
手は得点を得ません。

例：

目的

１つ目のボーナス

２つ目のボーナス

７． 最後に、各プレイヤーは惑星系にある自分のステーションの数から得点を得ます
（クイックリファレンスシート参照）。ステーションを13持っているプレイヤーは
50点を得て、13を超えるステーション１つごとに追加の３点を得ます。

最低５つの技術の特許を取った場合、プレイヤー
はゲーム終了時に６点を得ます。さらに、プレイ
ヤーは工学キューブを４個支払って追加の６点を
購入する機会を得ます。このボーナスを購入した
場合、プレイヤーはさらに工学キューブを１個支
払って追加の６点を得る機会を得ます。これらの
ボーナスは、プレイヤーが最低５つの技術の特許
を取った場合にのみ購入することができます。
目的タイルの一覧は次ページにあります。

注意：左図のアイコンを持つ探険ボーナスタイルと技術は上記の
ステップ７にのみ適用され、ステーションを数える必要がある他の
いかなる状況にも適用されません。

勝者

すべての得点を合計し、最も多くの得点を獲得したプレイヤーが勝利します。同点の
場合、その中でイニシアチブトラック上で最も前にいるプレイヤーが勝利します。
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目的タイル

目的：同じ種類の回
転中のジャイロダイ
ンを最低２つ持つこ
と。

目的：同じ種類の回
転中のジャイロダイ
ンを最低３つ持つこ
と。

目的：異なる種類の
回転中のジャイロダ
インを最低２つ持つ
こと。

目的：任意の種類の
回転中のジャイロダ
インを最低３つ持つ
こと。

目的：稼働中の伝送
機を最低３つ持つこ
と。

目的：稼働中の伝送
機を最低４つ持つこ
と。

目的：最 低５つの本
社計画を完了させる
こと
（完了したゲート・
ラン計画は、そのゲ
ート・ランを実 行し
ていなくてもよい）。

目的：最 低３つのゲ
ート・ラン 計 画を完
了させ、そのゲート・
ランを実行すること
（得 点 が０点 と な る
移動のために使った
ゲート・ラン 計 画も
数に含める）。

注意：回転中のジャイロダインを必要とする目的タイルが２枚とも登場しているゲームでは、一方の目
的のために数えたジャイロダインは、もう一方の目的のために数えることはできません。

目的：星団ボードの
惑星上に最低９枚の
トークンを置くこと。

目的：星団ボードの
惑星上に最低11枚の
トークンを置くこと。

目的：最低５つの技
術の特許を取るこ
と。

目的：最低６つの技
術の特許を取るこ
と。

注意：ゲーム終了時にステーションを数えるときに
追加のステーションとして数えることができる技術
や探険ボーナスタイルの効果は、この目的タイルに
は適用されません。
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２人プレイゲーム
ゲームの準備

アクションフェイズ

２人プレイゲームでは、手番順マーカーとしてロケット駒を２個ずつ使います。どち
らのプレイヤーが１番手となるかをランダムに決めます。そのプレイヤーのロケット
駒を手番順スペースの１と３に置き、２番手プレイヤーのロケット駒をスペース２と４
に置きます（各プレイヤーの残りのロケット駒は、通常通りに探査船として星団ボー
ド上に置きます）。

手番順スペースのスペース１にいるプレイヤーが最初に手番をプレイし、そのあと相
手プレイヤーが手番をプレイします（アクションフェイズ中、他のロケット駒の位置
に意味はありません）。

ダイスボードの２、３人プレイ面を使います。他のすべてのボードはどのプレイ人数で
も同じです。

残っているダイスが３個あります。プレイヤーは工学キューブを４個支払い、そのう
ち１個をコピーしてボーナスダイスとして使うことができます。

プレイヤー以外の色のトークンを使い、

各プレイヤーはイニシアチブトラックと工学トラック上にカウンターを２枚ずつ置き
ます（通常通り、手番順の逆順に重ねます）。

シンボルがある惑星を封鎖します。

他のすべてのルールは同じです。特に、同じ種類のジャイロダイン２つの建設を始め
た２人目のプレイヤーは４点を得るというルールは、依然として適用されます。

例：

緑が一番手の場合、手番順マーカー（ロケット駒）とカウンターは下図のように置かれ
ます。

や

ダイスアイコンが１個の技術は、ゲーム中に１人のプレイヤーだけが特許を取ること
ができます。

生産フェイズ

イニシアチブトラック上の４枚のカウンターの位置に応じて、４個すべてのロケット駒
を並べ直します（１ラウンド目の準備中、カウンターは手番順の逆順に重ねられてい
ます。以降のすべてのラウンド開始時、ロケット駒とイニシアチブトラック上のカウ
ンターの順番は一致します）。これが新たな手番順となります。
工学トラック上での順位に応じた報賞は、ダイスボードの２、３人プレイ面に示されて
います。

・ カウンターが最も左にあるプレイヤーは工学キューブを２個得ます。
・ ２番目のカウンターのプレイヤーは工学キューブを１個得ます。

ダイスフェイズ

・ ３番目のカウンターのプレイヤーは１点を得ます。

一番手プレイヤーは銀ダイスを７個振ります。通常通り、各プレイヤーはダイスを２
個選びます。この選択は手番順スペースに示されている順番で行います。このため、
ロケット駒の並び順に応じて、１番手プレイヤーが２個目のダイスを２／３／４番目に
選ぶこともあり得ます。
報酬やペナルティーによってカウンターを移動させるとき、プレイヤーは４枚のカウ
ンターのうちどれを移動させるかを選ぶことができますが、あるカウンターをトラッ
クの右端から外に出すような移動を行うことはできません。

１人のプレイヤーが工学トラック上で１位と２位になった場合、そのプレイヤーは工
学キューブを３個得ることに注意してください。
各トラックの右端にいるプレイヤーは、ペナルティースペース上にある各カウンター
からペナルティーを受けます。

最終得点計算

最終得点計算は通常通りに行います。手番順による得点計算は４人プレイゲームと同
じように行います（１人のプレイヤーが２スペースから得点を得ることになります）。

３人プレイゲーム
３人プレイゲームと４人プレイゲームの違いは以下の通りです。
・ ３人プレイゲームではダイスボードの反対面を使います（工学トラック上で異なる報酬をもたらします）。
・ ３人プレイゲームでは銀ダイス９個のうち７個だけを使います。
・ プレイヤー以外の色のトークンを使い、

シンボルがある惑星を封鎖します。

・ 最終得点計算中、３番手プレイヤーは手番順による得点を得ません。

「私はただ、素早く裕福になるためにここに来た。
しかし今、我々はこの場所を―他のどこよりも
ここにいたいと思える場所を作り上げている」
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アイコン索引
即時利益

その他の利益

示されている値の得点を得る。

この計画によって、プレイヤーはゲート・ランを行うことがで
きる。ゲート・ランについては14ページ参照。

示されている種類のジャイロダインタイル１枚
をジャイロダインボードから得る。

このゲート・ラン計画によって、プレイヤーは任意の１色に基
づいたゲート・ランを行うことができる（14ページ参照）。

示されている種類のジャイロダインタイルのう
ち１枚をジャイロダインボードから得る。

これらの探険ボーナスタイルのうち１枚を引いた場合、ゲーム
終了まで保持する（これは即座に解決して捨て札にするのではな
い唯一のボーナスタイルである）。ゲーム終了時、惑星上のステ
ーションを数えるとき、これらのタイル１枚ごとに追加のステ
ーション１つとして数える。これはステーションの得点計算ス
テップにのみ適用され、目的タイルには適用されない。

任意のジャイロダインタイル１枚を
ジャイロダインボードから得る。

ジャイロダインタイル２枚をジャイロダインボ
ードから得る。両者は異なる種類でなければな
らない。

探険ボーナスタイルを１枚引く（そして解決する）。多く
のタイルは即座に捨て札となる。タイルの山が尽きてい
る場合、捨て札をよく混ぜて新たな山を作る。

伝送機

即座に孤立している
パルサー１つを獲得
することができる。

即座に自分の探査船を任意のパルサー
にテレポートさせ、そこで今移動を終
えたかのように処理する。

即座に自分の探査船を任意の惑星系にテ
レポートさせ、そこで今移動を終えたか
のように処理する。

即座に自分の探査船を任意の場所にテレ
ポートさせ、そこで今移動を終えたかの
ように処理する。

即座に示されている
値の得点を得る。

示されているダイス修正トークンを得る（トー
クンが尽きている場合、何らかのもので代用す
る）。

示されているダイスを得る。プレイヤーはこの手番
中に赤ダイスをボーナスダイスとして使わなければ
ならない。ダイス倍増効果については15ページ参照。

注意：孤立しているパルサーにテレポートすることはできない。

示されている数の工学キューブを得る（工学キューブは無限
にあると見なす。キューブ４個トークンは工学キューブ４個
を表す。プレイヤーはいつでも “両替”できる）。

この手番中にボーナスダイスとして使うことができる、示さ
れている値の赤ダイスを得る（忘れやすいルール：惑星系の
探険ボーナスを使うことができない（または使いたくない）場
合には常に、プレイヤーは代わりに探険ボーナスタイルを１
枚引くことができる）。

ゲームデザイン：Vladimír
イラストレーション：Sören

Suchý

Meding

アートディレクション／レイアウト：Filip

Murmak
プロジェクトマネージャー：Petr Murmak
プロダクションマネージャー：Vít Vodička
ルールブック作成：Jason Holt
日本語翻訳：Hiroshi Nagamine
メインテスター：Michal "Elwen" Štach

各生産フェイズ中、
示されている得点を
得る。

各生産フェイズ中、示さ
れている数の工学キュー
ブを得る。

各生産フェイズ中、プレイヤー
は 工 学 キ ュ ー ブ を１個 支 払 い、
示されている得点を購入するこ
とができる（ラウンドごとに最大
１回）。プレイヤーは伝送機によ
って今生産された工学キューブ
を支払うこともできる。

テスター：Vodka、Vojta、Katka、Kája、Mirek、Uhlík、Vlaada、Vítek、Kreten、Filip、
Lénˇa、Jancˇa、Paul Grogan、Joshua、Aillas、Jirka Bauma、Miloš、meggy、Pogo、David
Korejtko、Chase Brouthers、Juraj、Daniela、Ben、Jožko Kudla、Michal Tomašovicˇ、
Karel Száko、Tomáš Helmich、Ondra Stejskal、Lukáš Palka、Jehlicˇka、Vlk、Pityu、
Merwin、Johnny、Anthony Rubbo、John Raines、and many others members of
various game clubs in the Czech Republic、and all those great people from
Czechgaming、The Gathering of Friends、Žihle、Beskydské zimní hrátky、Herní
víkend、and other events in our solar system. Thanks to Radim "Finder" Pech for
awesome rulebook images.
すべてにおいてKatka Suchá に心から感謝します。
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