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初めに

2019年5月10日に、大陸横断鉄道の150周年を
迎えました。この壮大な事業は、米国を初めて

沿岸から沿岸へと接続しました。あなたは太平洋
鉄道会社の1社としてプレイし、可能な限り早く
鉄道の接続を完成させます。接続を完成させる
ために、労動者は資源を集め、過酷な地形を通る
鉄道建設のための費用を稼ぐ経済エンジンを

構築する必要があります。
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1xゲームボード＆マップ

軌道タイル
70x種類ごと

80x資源
(20x種類ごと)

4xプレイヤーボード

44x家コマ
(色ごとに11個)

28x電信コマ
(色ごとに7個)

8x上院議員
トークン

8xカウボーイ
ハット

24x技術者トークン

コンポーネント

24x労動者
(色ごとに6個)

8x機関車コマ
(色ごとに2個)

4x得点
マーカー

12x車両
(4x種類ごと)

12x得点目標
20x車両アップグレード



4

セットアップ
1. テーブルの中央にゲームボードを置きます。

2. 各プレイヤーは1枚のプレイヤーボードを受け取り、色を選択し、選択した色と一致する全てのトークンを受け取ります。

　　(2個の機関車コマ、1個の得点マーカー、7個の電信コマ、6個の労働者、11個の家コマ)

3. 各プレイヤーは、プレイヤーボード上の空いている資源スペースに、値の高い順から低い順に家コマを配置します。

　　各プレイヤーは11個の家コマから開始となるため、選択した1ヶ所のスペースが空となり、「+ 1」が表示されます。この空の

　　スペースに関連する資源は、収集時に通常の1個ではなく2個の資源を生成します。

4. 各プレイヤーは、プレイヤーボードの全ての勝利ポイントスペースに1個の電信コマを配置します。

5. ゲームのプレイ人数に基づき、各プレイヤーは指定個数の労働者(右側の表に明記)を

　　保持し、残りを箱に戻します。労働者はプレイヤーボードの隣に配置します。

6. 各プレイヤーは、得点マーカーをゲームボードの "O" スペースに配置します。

7. 各プレイヤーは、各資源(火薬、コイン、鉄、木材)を1つ受け取り、それらをプレイヤーボードの貨物スロットに配置します。

8. ゲームボードの議会パネルの「1VP」スペースに8個の上院議員トークンを配置します。

9. 残りの資源、カウボーイハット、上院議員トークン、車両、車両アップグレード(プレイ人数に基づく)、軌道タイルをゲーム

　　ボードの隣に配置し、全てのプレイヤーが簡単に取れるようにします。これらがサプライになります。廃棄されたトークンは

　　サプライに送られます。トークンを獲得した場合は、サプライから入手します。

10. プレイ人数に基づく技術者トークンを取得します(たとえば、3人プレイの場合、2人と3人プレイヤー

　　　マークが付いたものを使用します)。タイプごとに分け、表向きの山にして配置します。

11. 12枚の得点目標をシャッフルし、ゲームボードの4か所に1枚ずつ表向きで配置します。残りの得点目標は箱に戻します。

12. 最近太平洋を見たプレイヤーが最初のプレイヤーです。誰も見ていない場合、最年少のプレイヤーが最初のプレイヤーに

　　　なります。プレイヤーの手番順はゲーム中変わりません。プレイヤーの手番は時計回りで行われます。

13. 各プレイヤーは、マップの左端または右端にあるスペースから開始位置を選択します。最後のプレイヤーから反時計

　　　回りの順番で、各プレイヤーはマップ上で選択した開始位置の1スペースに1個の機関車コマを配置します。次に、

　　　最初のプレイヤーから時計回りの順番で、各プレイヤーは2個目の機関車コマを、マップの反対側にある任意の開始

　　　位置に配置します。したがって、これは鉄道ルートを決めるための開始位置のドラフトです。各プレイヤーはマップの

　　　いずれかの側に機関車コマを配置します。

プレイ人数 労働者の個数
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目標

ゲームの開始時に、各プレイヤーはプレイヤーボードの6ヶ所の貨物スロットから開始します。より多くの駅を建設
するにつれ、より多くの車両を獲得します。最大貨物容量は、プレイヤーボードの機関車に接続する車両ごとに
3ヶ所の貨物スロットが増加します。保持できる数よりも多くのアイテムがある場合は、(選択した)余分な物を
すぐにサプライに破棄する必要があります。

あなたの機関車は、3両までしか車両を接続できません。

サプライ / 貨物スロット

ゲーム中、資源または軌道タイルを収集/生産するときは、特に明記されていない限り、それらをサプライから
受け取り、貨物スロットに配置します。資源または軌道タイルを消費/破棄/使用/支払う必要がある場合、特に
明記されていない限り、貨物スロットから取り出します。資源を破棄すると、サプライに戻ります。

プレイヤーエリア

ゲームの目的は、東海岸と西海岸を鉄道で結ぶことです。それが達成されると、すぐにゲームは終了します。全ての
プレイヤーが同じ手番数になるまでプレイが続き、最終得点が計算されます。

ゲームの最後に勝利ポイントが最も多いプレイヤーが勝利します。勝利ポイントは、都市を接続するために軌道タイルを
敷設し、家コマや電信コマを建築することで獲得できます。ボーナス勝利ポイントは、各プレイヤーがマップ上に設置している

鉄道および電信コマの数、および完了した得点目標に基づいて付与されます。

プレイヤーボードの概要。概念については後で詳しく説明しますが、概要を知っておくと便利です。

各プレイヤーは、機関車を表す独自のプレイヤーボードを持っています。ゲームの
開始時には、プレイヤーボードの右側に家コマと資源、左側に電信コマで埋められ
ます。これらをプレイヤーボードから取り除く方法はたくさんあります。家コマを取り
除くと資源の生産が増え、電信コマを取り除くと下に表示される勝利ポイントが
与えられます。

あなたは車両無しでゲームを開始しますが、ゲームを進めるにつれてプレイヤー
ボードの機関車に接続されます。各車両には技術者用に2ヶ所のスペース、資源用に
3ヶ所の貨物スロット、車両アップグレード用に1ヶ所のスペースがあります。新しい
技術者を雇用するときは、常にプレイヤーボードの左側にある最初の空きスペースに
配置する必要があります。

「機関車の活性化」アクションを実行すると、プレイヤーボードの機関車全体が活性化
され、全ての技術者と機関車アップグレードを左から右に順番で解決します。
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ゲームプレイ

あなたが実行しているアクションに関連して、地区に隣接するあなたの労働者が既に存在する場合、そのアクションは「重複」します。

地区に隣接する全てのアクションスペースが他プレイヤーによって占有されており、隣接するアクションスペースにあなたの労働者
が居ない場合、代わりに地区の上に労働者を配置できます。その場合、この地区に隣接するアクションスペースまたは地区の上に
居る全ての労働者は、所有者の手元に戻ります。代償として、このアクションを通して労働者が手元に戻った各プレイヤーは、戻った
労働者ごとに1つのカウボーイハットを受け取ります。2つより多くのカウボーイハットを保持することはできません。あなたが所有
できるよりも多くのカウボーイハットを得たとき、代わりにサプライからあなたが選んだ資源を一つ手に入れましょう。カウボーイハット
はプレイヤーボードの指定された場所に配置されます。

青プレイヤーは、労働者をアクション
スペースではなく、地区に直接配置
します。赤プレイヤーは労働者を

手元に戻し、カウボーイハットを1つ
受け取ります。黄プレイヤーは2人の

労働者を手元に戻し、2つの
カウボーイハットを受け取ります

(戻した労働者ごとに1つ)。

アクションスペース上にいる1人の労働者は、隣接する全ての地区の重複アクション
ボーナスとして機能します。

労働者は任意の順序で配置または戻すことができます。1人の労働者を戻す
前に、全ての労働者を配置する必要はありません。全ての労働者がゲームボード
上に配置されている場合、あなたの手番では1人の労働者を手元に戻す以外の
選択肢はありません。この方法で労働者を戻す場合、(アクションスペースでは
なく)地区の上に労働者が居る場合、まずそれらを最初に戻す必要があります。

ゲーム中、様々なアクションによって勝利ポイント(VP)が与えられる場合が
あります。勝利ポイントを獲得するたびに、得点マーカーをゲームボード周りの
得点トラック上で同じ点数分だけ移動し、合計得点を追跡できるようにする
必要があります。

青プレイヤーは、クルーの「機関車の
活性化」アクションを実行したいと
考えていますが、アクションの横に
空きのアクションスペースは無く、

地区に隣接する青の
労働者も居ません。

最初のプレイヤーから時計回りに、各プレイヤーは自分の手番で労働者を使って1つのアクションを実行します。
アクションを完全に解決した後、次のプレイヤーの手番になります。アクションを実行するには、労働者の1人を

あなたの手元からゲームボードに移動する か、労働者をゲームボードから取って手元に戻します。

ゲームボードには9ヶ所の地区があり、左図に示すように茶色の背景で明記されています。それぞれに
労働者の配置で実行できるアクションの種類が描かれています。

各地区の間には、左図に示すように、アクションスペースがあります。あなたの手番で、手元から労働者を
空いているアクションスペースに配置するか、またはあなたの労働者1人をゲームボードから取り除いて
手元に戻すことができます。

労働者を配置するか取り除くかに関係なく、労働者が隣接する1ヶ所の地区に関連するアクションを
実行します。
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地区

資源のアクション

ゲームボードには9ヶ所の地区があり、それぞれが特定の種類のアクションに

関連付けられています。関連するアクション：資源の生産①，機関車の活性化②，

および軌道の敷設または技術者の雇用③。

資源の生産に直接関連付けられている4ヶ所の地区があります：

火薬の収集

これらの地区の1つが選択されると、プレイヤーはその種類の資源を収集します。例えば、「火薬の
収集」地区に隣接するアクションスペースを選択すると、あなたは火薬を得られます。

収集する資源の量は、プレイヤーボードの状態によって示されます。特定の資源の全てのスペース
が家コマで塞がれている場合、その資源は1つだけを収集します。プレイヤーボードから家コマを
取り除くアクションはたくさんあります。これにより、家コマ1個が取り除かれた場合は資源の生産が
2個に増加し、家コマ3個全てが取り除かれた場合は4個に増加します。

例えば、このプレイヤーは
「木材の収集」アクションを
選択すると木材を1個、
「コインの収集」アクション
を選択するとコインを2枚、
「鉄の収集」を選択すると
鉄を3個、「火薬の収集」を
選択すると火薬を3個を

受け取ります。

資源の特殊アクション

資源を収集した後、プレイヤーはその地区の特殊アクションを実行するオプションがあります。これらは各地区で固有です。それらを
実行するためには、指定された資源を支払い、関連するアクションを実行します。これは、資源の収集の後に発生します。

鉄の収集 コインの収集 木材の収集

各資源のアクションには3ヶ所の建設スペースがあります。後述する特殊
アクションによって、プレイヤーは家コマをこれらのスペースに建設できます。
そのプレイヤーが資源を収集するとき、特定の地区に建設した家コマごとに、
その種類の追加の資源を1つ収集することができます。

木材を1個支払って、あなたのプレイヤーボードの家コマを、地区の空いている建設スペースに配置

します。あなたは常にプレイヤーボードの資源スペースから一番左の家コマを選びます。2VPを獲得。

火薬を1個支払って、機関車アップグレードを選択し、あなたの車両(技術者が1人以上居る)の空き
スペースに配置します。2VPを獲得。

鉄を1個支払って、あなたのプレイヤーボードから家コマを駅として、マップの都市の空きスペースに
配置します。都市は軌道タイルと接続している必要があります。あなたは常にプレイヤーボードの資源
スペースから一番左の家コマを選びます。

コインを1枚支払って、あなたのプレイヤーボードの一番下の電信コマを、他プレイヤーの駅(家コマ)が
配置されているマップの都市に建設します。
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火薬を1個消費して、
トンネルを1個獲得

坑夫

木材を1枚消費して、
橋を1つ獲得

クルー

鉄を1個消費して、
レールを1個獲得

議会でのロビー
アクションを行う

技術者には、クルー、坑夫、エンジニア、資本家の4種類があります。
技術者の能力とアイコンを下の画像で確認することができます。

技術者を活性化するときは、配置された車両と同じ回数だけアクションを実行
することに注意してください。したがって、2号車両のクルーは、鉄を2個使って
レール軌道タイルを2枚獲得できます。

技術者の雇用アクション

このアクションを解決するとき、必要な資源を貨物スロットから支払い、適切な技術者
トークンを獲得して、関連する車両の空きスペースに配置することにより、1人の技術者
を雇用することができます。

プレイヤーボードの機関車には最大3両の車両を接続することができます(マップ上に
駅を建設することで車両を獲得できます)。各車両には、雇用した技術者を配置でき
る 2ヶ所のスペースがあります。機関車に複数の車両が接続されている場合、新しい
技術者を雇用するたび、常に一番左の空きスペースに配置し、1両の車両を全て
埋めてから次の車両に配置します。技術者を3号車両に配置すると、スペースに
表示されている勝利ポイントが付与されます。

技術者を雇用するには、資源の種類と配置先の車両の数に応じて、資源の使用量を
決定する必要があります。技術者の雇用コストは、ゲームボードの関連パネルに明記
されています(下図を参照)。パネルには、各技術者の種類が明記され、その下には、
割り当てられる車両台数に応じたコストが明記されます。

技術者の雇用コストパネル

ベティは既に資本家とエンジニア
を雇っています。彼女は現在、
木材2個とコイン1枚を使って、
別のエンジニアを2号車両に
雇用することができます。

1号車両の2番目のスペースに
エンジニアを雇用するには、

木材1個とコイン1枚が
必要です。

ゲームボードの中央にある地区を使用して、2つの異なる種類の

アクション(「技術者の雇用」、または「軌道の敷設」)のいずれかを

実行できます。「軌道の敷設」については、後で詳しく説明します。

2号車両を完全に埋めた後、
ベティは木材2個とコイン2枚を
使ってエンジニアを3号車両の
最初のスペースに雇用し、

2勝利ポイントを獲得します。

エンジニア 資本家



10

機関車を活性化するために使用できる4つの地区があります。それぞれの地区に隣接
した労働者が技術主任となり、あなたの機関車に特定の種類の技術者として割り当て
られます。以下の画像では、これらの地区とそれに関連する技術主任を確認できます。

機関車を活性化すると、技術主任、車両アップグレード、および機関車の全ての技術者の能力が解決され、
軌道タイルを作成して資源が収集できるようになります。

まず、技術主任達のアクションを解決します。したがって、エンジニアの地区を使用した場合、技術者が車両に
配置されていなくても、労働者がエンジニアの技術主任として機能します。次に、左から右に、各車両を

解決します。1両の車両を解決するとき、まず車両アップグレード(存在する場合)を解決し、次に左から右に
技術者を解決します。

機関車の活性化アクション

選択した「機関車の活性化」アクションは、1人の労働者をクルーの技術主任として機能させます。
これにより、プレイヤーは貨物スロットから鉄を1個支払ってレール軌道タイルを1枚作成できます。

坑夫

例えば、プレイヤーが「クルー」アクションを選択したとします。これにより、全ての技術者を活性化
できます：

エンジニア クルー 資本家

さらに、1号車両の資本家を活性化します。貨物スロットからコインを1枚支払い、上院議員トークン
1枚を「木材2個」のスペースに移動して2個の木材を収集します。

次に、1号車両のエンジニアを活性化し、貨物スロットから木材を1個支払い、橋軌道タイルを
1枚作成します。

最後に、2号車両のエンジニアを活性化します。エンジニアは2号車両に居るため、プレイヤーは
アクションを2回実行し、貨物スロットから木材を2個支払い、橋軌道タイルを2枚作成できます。



車両アップグレード

特殊アクション

レベル1と2の車両アップグレードは、それぞれに明記されている特定のタイプ1個または2個の資源ボーナスが
与えられます。レベル3の車両アップグレードでは、プレイヤーは明記されている3個の資源(例えば、2個の木材と
1個の鉄、または3枚のコインなど)の任意の組み合わせを選択することができます。

車両アップグレードは、車両にアップグレードトークンが無く、技術者が少なくとも1人居る左から順の車両にのみ

追加できます。それらの資源ボーナスは常に、その車両の技術者のボーナスよりも先に適用されます。

レベル１の資源ボーナス

この機関車を活性化すると、技術主任達のアクションが
先に解決されます。次に、その車両アップグレードに

より、プレイヤーは1個の火薬を取得できます。その後、
プレイヤーは技術者の坑夫と、取得した1個の火薬を
支払って、1枚のトンネル軌道タイルを作成できます。
最後に、技術者のエンジニアと貨物スロットから1個の
木材を支払って、1枚の橋軌道タイルを作成できます。

11

これらのトークンの裏面には、トークンが対応するプレイ人数が明記されています。3つの異なるアイコン

があり、2～4人プレイヤーを示します。ゲームセットアップ中は、現在のプレイ人数と同じかそれ以下の

プレイ人数に対応するトークンのみをサプライに置きます。例えば、3人のプレイヤーでプレイする場合は、

2人と3人のプレイ人数アイコンのトークンを使用します。残りのトークンは箱に戻してください。

「木材の収集」の特殊アクションでは、サプライから利用可能な車両アップグレードを1つ
選択し、それをプレイヤーボードに配置できます。このアップグレードは、「機関車の活性化」
アクションを実行するとき、資源ボーナスが与えられます。

車両アップグレードを選択する場合、そのレベルは、配置される車両の号車番号と一致して
いる必要があります。したがって、レベル2の車両アップグレードを1号車または3号車に配置
することはできません。このアクションを実行するとき、配置済みの車両アップグレードを
新しいものに交換して、元のトークンをサプライに戻すことを選択できます。

レベル２の資源ボーナス レベル３の資源ボーナス
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議会でのロビーアクション

資本家アクションを実行するとき、コインを1枚支払い、
選択した上院議員トークン1枚を下のアクションに
スライドさせて、明記された報酬を獲得できます。

議会パネルの上部には、上院議員の支払いコストが明記されています。最初の4人がコイン1枚、次の2人がコイン2枚、
最後の2人がコイン3枚です。資本家アクションごとにコインを1枚支払います。これは、より高いコストの上院議員を

使用するために、複数のアクションを実行する必要があることを意味します。例えば、コストがコイン2枚の上院議員を 
使用するためには、資本家アクションを2回実行し、コインを2枚支払い、コストがコイン2枚の上院議員トークンを 

1枚下にスライドして報酬を獲得します。

より高い重複アクションボーナス(例えば、2号車両の資本家や、該当する地区に隣接する2人以上の労働者が居る
資本家アクション)を実行するか、資本家アクションを組み合わせて、より高コストな上院議員の支払いに充てることが
できます。例えば、1号車両に資本家が2人居る場合、または資本家の技術主任が1人と1号車両に資本家が1人居る

場合、これらのアクションを組み合わせて、コストがコイン2枚の上院議員トークンを使用できます。

もう一つの選択肢は上院議員をリセットすることです。 
このアクションでは、議会パネルの下部にある全ての 
上院議員トークンが上部に戻されます。この方法で 
移動した上院議員トークンごとに、あなたは1勝利 
ポイントを獲得します。

注：資本家アクションを使用して上院議員をリセット
すると、コストに関係なく、全ての上院議員が上部に
戻ります。

上院議員をリセットするためには、常に1枚のコイン
(つまり資本家アクション１回)が必要です。

この場合、1つの資本家アクションで4人の上院議員が
リセットされ、4勝利ポイントを獲得します。

例えば、メアリーは資本家アクションを行い、コインを
1枚支払い、上院議員トークンを下にスライドさせて

木材を2個収集します。

他の技術者と異なり、資本家は軌道タイルを直接作成

するのではなく、プレイヤーに代わって資源と支援を

得るために議会でロビー活動を行います。

上院議員トークンは、以下に示すように、議会パネルの

上部からゲームを開始します：
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議会のサポート

表示されている資源を収集します(木材2個、火薬2個、鉄2個)。

あなたのプレイヤーボードから家コマを地区の空いている建物の場所に置くか、またはアップグレード
トークンが無く、技術者が少なくとも1人居る最初の車両に車両アップグレードを追加します。1勝利
ポイントを獲得。

木材、鉄、または火薬から合計3個の資源を組み合わせて収集します
(例：木材2個と鉄1個、または火薬3個など)。

中央の地区を使用して、「軌道の敷設」アクションを実行できます。

「軌道の敷設」アクションを選択すると、軌道タイルをマップに配置して、いずれかの
機関車コマの位置から都市までの連続した鉄道を敷設できます。このアクションで敷設
する軌道タイルは、「機関車の活性化」アクションを実行して事前に敷設している必要が
あります。「軌道の敷設」アクションでは、事前に作成した軌道タイルをマップに配置
していきます。新しい軌道タイルを作成することはできません。

軌道タイルをマップに配置するときは、軌道タイルを敷設する地形に一致させる必要が
あります。橋は川に、トンネルは丘に、レールは平野に配置します。山に敷設することは
できません。

任意の種類の軌道タイルを2枚獲得します(例：橋1枚とトンネル1枚、またはレール2枚)。

プレイヤーボードから家コマ1個かつ／または電信コマ1個をマップに建設します。駅(家コマ)は
軌道タイルに隣接する空いている(駅が建設されていない)都市に建設する必要があり、電信コマ
は他プレイヤーが配置している駅のある都市に建設する必要があります。

軌道の敷設アクション

開始位置 都市
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マップ上の現在の機関車コマの位置から都市に隣接する位置まで、連続した鉄道を敷設するためには、必要な軌道
タイルを全て確保しておく必要があります。もし確保できていない場合、このアクションは実行できません。

マップ上の各都市は、最大1個の駅(家コマ)と1個の電信コマを建設することができます。これらの所有者は、異なる
プレイヤーでなければなりません。1人のプレイヤーが都市に両方の建物を建設することは絶対にできません。

マップ上で都市に到達したら、電信コマまたは駅のいずれかを建設する必要があります。都市に駅が無い場合、
プレイヤーボードから1個の家コマをマップに建設できます。(プレイヤーボードの資源スペースの一番左から家コマを
選択する必要があります)。電信コマが無い場合、電信コマ1個を駅の下に建設して、プレイヤーボードに明記されている
適切な勝利ポイント(VP)を獲得できます。

軌道タイルを敷設するとき、あなたはアクションとして常に駅または電信コマを建設することになります。それができない
場合、このアクションは実行できません！最後に敷設した軌道タイルによって、新しい都市への接続が確立されるとき、
必要に応じて近くの都市に隣接することもできます。都市に軌道タイルが隣接していても、都市の上に駅や電信コマが
無い場合は、その都市に接続されていないことになります。これは、誰かが遠くの都市に到達するため、近くの都市を
迂回したときに起こり得ます。

マップ上にある駅の個数に応じて、ボーナスが獲得できます：

山
ここでは軌道タイル
を敷設できません

都市
ここでは軌道タイル
を敷設できません

平野
ここにレールを
敷設できます

丘
ここにトンネルを

敷設できます

川
ここに橋を

敷設できます

これが最初の駅である場合、1号車両を獲得します。プレイヤーボードの右側に
配置します。また選択した技術者を1人無料で雇用し、この車両に配置します。
また、貨物スロットが3ヶ所追加されます。

軌道タイルを敷設するときは、近くの都市を迂回するなど、任意の経路で敷設できますが、最後に配置した
軌道タイルは、新しい都市へ接続する必要があります。つまり、以前は接続されていなかった2つの都市を
接続します。

軌道タイルの敷設と新しい都市との接続が完了したら、機関車コマを軌道タイルと接続したばかりの都市に
移動します。

これが2個目の駅である場合、2号車両を獲得します。1号車両の右側に配置
します。技術者を配置できる2ヶ所のスペースと、貨物スロットが3ヶ所追加
されます。

これが3個目の駅である場合、3号車両を獲得します。2号車両の右側に配置
します。技術者を配置できる2ヶ所のスペースと、貨物スロットが3ヶ所追加
されます。
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赤プレイヤーはゲームの開始時、「軌道の敷設」
アクションを使用し、1枚の橋軌道タイルを敷設して
新しい都市に接続します。この都市は、ゲーム中、
初めて接続された都市のため、彼は2VPを獲得
します。

次に、プレイヤーボードの家コマを駅として、新しく
接続した都市に建設します。

最後に、彼は機関車コマを新しい都市に移動します。

軌道の共有と他プレイヤーの建物を使用

・軌道タイルを敷設する場合、あなたの鉄道は、機関車コマの1個が現在配置されている位置から始まり、マップ上の

　 都市で終わる必要があります。そのとき、あなたは既に敷設されている軌道タイルを使用することができます(軌道
　 タイルは誰のものでもありません)。

・あなたは他プレイヤーが所有する建物を好きなだけ使用できます。これにより、既存の軌道タイルを使用して長い

　 鉄道を構築できます。ただし、最寄りの都市へ接続している鉄道のVPしか獲得できないことに注意してください。
　 これは、必ずしもあなたの都市であるとは限りません。

得点

新しく接続した都市と、マップ上の他の都市との間の最短経路を見つけます(必ずしもあなたの機関車コマを始点に 
する必要はありません)。最短経路の一部である新しい軌道タイル(このアクション中に敷設)1枚ごとに、2VPを獲得
します。敷設した他の全ての軌道タイルは、それぞれ1VPを獲得します。

あなたの機関車コマが、新たに接続した都市への移動中に通過した都市に、他プレイヤーの建物(駅や電信コマ)が 
ある場合、その所有者は3VPを獲得します。

同じように、赤プレイヤーは「軌道の敷設」アクションを使用して、
軌道タイルをマップの反対側にも敷設できます。

彼は1枚のトンネル軌道タイルを敷設し、この鉄道で2VPを獲得
しました。赤プレイヤーは、新しく接続された都市に電信コマを
建設することにしました。

彼は、プレイヤーボードから電信コマを取り出した位置を確認
します。「1VP」の位置から取り出して建設したため、1VPを
獲得できます。

最後に、彼は機関車コマを電信コマのある都市に移動します。

+2+2

+1+1

+2+2



16

緑プレイヤーは、「軌道の敷設」アクションを実行します。彼は3枚の
橋軌道タイルと2枚のレール軌道タイルを敷設して、マップ上の近くの
都市を迂回して、赤プレイヤーと同じ都市に接続します。

この都市は既に接続されているため、軌道タイルごとの1VPしか獲得
できません(合計5VP)。

都市には既に駅(家コマ)があるため、赤プレイヤーは3VPを獲得
します。

緑プレイヤーはこの都市に電信コマを建設し、1VPを獲得します。
これは彼が配置した最初の電信コマであるからです。

最後に、彼は機関車コマを都市に移動します。

次の手番で、緑プレイヤーは「軌道の敷設」アクションを再度行い、
手番の最後に迂回した都市と接続することに決定めました。
この都市と他の都市の間には既に鉄道があるため、鉄道を作成
する必要はありません。また、都市には建物がないため、接続されて
いません。

彼は軌道タイルを敷設しなかったため、緑プレイヤーは勝利ポイント
を獲得しません。

次に、彼は都市に電信コマを置きます。これはプレイヤーボードから
取り出された2個目の電信コマなので、2VPを獲得します。

最後に、機関車コマを新しい都市に移動します。

+1+1

+1+1 +1+1

+1+1

+1+1

+2+2+3+3

軌道の敷設例
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赤プレイヤーは「軌道の敷設」アクションを選択して、
2枚のレール軌道タイルをマップに敷設します。

彼は最寄りの都市への最短のレール軌道タイル
ごとに2VPを獲得します。この場合、最も近い
都市は、緑プレイヤーの電信コマが置かれた都市
です。

都市に接続するためには、赤プレイヤーが緑の
電信コマを通過する必要があるため、緑プレイヤー
は3VPを獲得します。赤プレイヤーは新しく接続
された都市に駅(家コマ)を建設します。

最後に、赤プレイヤーは、機関車コマを接続した
都市に移動します。

次に、赤プレイヤーが追加の軌道タイル(右図で
表示されているハイライトされたトンネル軌道
タイル)を敷設したかどうかを確認します。最短
経路は依然として長さ2枚の軌道タイルである
ため、2枚のレール軌道タイルから4VPを獲得
できますが、さらにトンネル軌道タイルで1VPを
獲得できます。

また、緑の電信コマがある都市を通過する必要が
ないため、緑プレイヤーはVPを獲得できません。

もし赤プレイヤーが余分にトンネル軌道タイルを
所持している場合、これは良い手になります。

+2+2+2+2

+2+2

+1+1

+2+2

+3+3
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直線の軌道タイル、Tジャンクション、交差路のどれを使用するかは関係ありません。タイルは、マップに
敷設されるときに一致する必要はありません。例えば、次の組み合わせはすべて有効です。

青プレイヤーは、「軌道の敷設」アクションを選択して、
ハイライトされた7枚の軌道タイルを敷設し、都市に
到達します。

彼は鉄道から8VPを獲得します(最も近い都市まで4枚の
軌道タイルが敷設されており、その都市は新たに接続
されたため、軌道タイル1枚ごとに2VPを獲得します)。
彼はまた、機関車コマの最初の位置から赤プレイヤーの
駅(家コマ)が置かれた都市までに接続した橋軌道タイル
ごとに1VPを獲得します。

鉄道に沿って、青プレイヤーは最初に赤の駅と緑の電信
コマが置かれた都市を通過しました。したがって、緑と
赤のプレイヤーは両方とも3VPを獲得します。
青プレイヤーは緑の電信コマを通過し、緑プレイヤーは
追加で3VPを獲得。さらに赤の駅も通過し、赤プレイヤー
も追加で3VPを獲得します。

+2+2

+3+3
+3+3

+3+3

+3+3

+1+1

+1+1

+1+1

+2+2

+2+2
+2+2

+2+2
+2+2

+2+2

+2+2

+2+2
必要ではありませんが、経路をよりリアルに見せるため、軌道タイルをサプライ(利用可能な場合)から自由に交換してください。
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アクションの効果を高める(重複させる)ためには、関連する地区に複数の労働者を隣接させる方法と、カウボーイハットを

破棄する方法が あります。労働者の隣接かつ／またはカウボーイハットを１つ破棄するごとに、1回のアクションボーナス
が与えられます。

アクションボーナスごとに1個の追加資源を収集します。追加資源の種類は、使用した
地区と一致する必要があります。例えば、あなたのプレイヤーボードの状態から、2個の
木材が収集できたとします。「木材の収集」アクションの地区に隣接する労働者が1人
居た場合、3個の木材を収集することになります。

特殊アクションは、複数回実行することもできます。例えば、あなたが「木材の収集」
アクションの地区に隣接する労働者が1人だけで、カウボーイハットを1枚破棄した場合、
木材が3個収集され、最大2個の火薬を消費して2つの車両アップグレードを配置
できます。

通常の資源コストを支払い、複数の技術者を雇用できます。次のアクションを実行する前に、
最初のアクションを完全に解決する必要があります。資源を支払い、各技術者を車両の正しい
空きスペースに配置します。

アクションボーナスごとに、技術主任達の能力を追加で解決できます。あなたの機関車
全体を複数回解決するのではなく、技術主任達の能力だけを解決します。

例えば、技術主任が居る「機関車の活性化」地区に隣接する2人の労働者が居て、
カウボーイハットも破棄する場合、技術主任達の能力を3回解決してから、残りの
車両を1回活性化します。

アクションボーナス

アクションボーナスの効果は、アクションの種類ごとに少し異なり、以下で説明します：

「軌道の敷設」アクションでは、軌道タイルを敷設し、マップ上の都市への新しい接続を1つだけ作成
できます。アクションボーナスでは、これを複数回行うことができます。

例えば、「軌道の敷設」アクションの地区に隣接する2人の労働者が居ます。あなたの手番で、「軌道の
敷設」アクションを2回実行することができ、マップ上で最大2つの都市を接続できます。最初の「軌道の
敷設」アクションを完全に解決してから、次の「軌道の敷設」アクションを実行します。
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誰が軌道タイルを敷設したかに関わらず、マップの片側からもう片側への鉄道が完成した時点で
ゲームは終了となります。接続を完了する軌道タイルを置いたプレイヤーは、すぐに15勝利ポイントを

獲得します。

プレイヤーは、全員の手番数が同じになるまでターンを続けます。

プレイヤーは次の表に従って、マップ上にある駅(家コマ)と電信コマの数に応じて、
勝利ポイントを獲得します：

例えば、マップに駅が12個と電信コマが2個あるプレイヤーは、69勝利ポイントを獲得します。

最後に、得点目標は左から右に1つずつ解決されます。目標を達成したプレイヤーが1人だけの場合、
3勝利ポイントを獲得します。引き分けの場合、誰も勝利ポイントを獲得できません。

ゲームの終了

ゲーム終了時の得点

また、各プレイヤーは貨物スロットの軌道タイルごとに1勝利ポイントを獲得します。

得点目標

勝利ポイントの最も多いプレイヤーが勝利します。同点の場合、ゲームボードの家コマの数が最も多い
プレイヤーが勝利します。それでも同点の場合、マップに最も多くの駅と電信コマを配置したプレイヤーが

勝利します。それでも同点の場合、プレイヤーは勝利を分かち合います。

マップ上に駅を
最も多く配置

車両にクルーを
最も多く配置

車両に資本家を
最も多く配置

車両にアップグレード
を最も多く配置

貨物に鉄を
最も多く配置

車両にエンジニア
を最も多く配置

ゲームボードに
家を最も多く配置

マップ上に電信を
最も多く配置

貨物にコインを
最も多く配置

貨物に火薬を
最も多く配置

車両に坑夫を
最も多く配置

貨物に木材を
最も多く配置




