
ハイ・フロンティア　High Frontier
-外地球グローバリゼーション-

1. 序（Introduction）
近未来、ナノ・テクノロジーはカーボン・チューブなどの画期的な新素材をもたらしました。しかしそれらの生産には宇宙の無重力

と高度真空が必要です。このため国家や大企業は競って小惑星帯へ工場を確立すべく乗り出したのですが、そのためには軌道

上に高品質の水や燃料の貯蔵庫を確保したり、ロボット作業員を用意する必要もありました。

成功の鍵はLEO（低衛星軌道）に水を確保することですが、水を地上から衛星軌道上まで「持ち上げる」のは極めて高いコストで

す。結局、それは月や、火星の月などの水を含んだ岩石から確保することになります。

資源確保のための拠点はISRU（In-Situ Resource Utilization;現地調達所）と呼ばれます。ISRUの技術を発展させたものが豊富な

水資源を確保でき、外地球グローバリゼーション を通して富を得ることができるでしょう。

注釈：

太字で表記されている所は、その用語の意味を定義している所を示します。斜体字で表記されている所は、その用語が本書の別

のどこかで定義されていることを示します。間違えやすい所は、このように反転表示されています。

マニュアルの「ロケット」アイコン（　　）は、拡張ルールでのみ使用される部分です。

ハイ・フロンティア概要：

ロケットをデザインして建造し、太陽系内を工場建設して繁栄します。ロケットは研究し、打ち上げ、燃料を搭載せねばなりません。

ロケットの「燃料」には水タンク（WT）を使用し、これはゲーム中の「貨幣」の役割も持ちます。ロケットは１枚の「推進」カードにより

その推進力（１ターンに加速できる量）と燃料消費（加速ごとの燃料量）を定義します。燃料は離着陸にも使用されます。宇宙でロ

ケットの使用を解除することもでき、その場合にはLEOで新たなロケットの建造にかかります。

目的：

勝利するにはマップ上の基地に乗員やロボットを送り込みます。ロボットや精錬所を送ることでET（地球外）工場を建設します。ET

工場はVP（勝利ポイント）を産み出し、それらは資源探査トラックに記録されます。ゲームはプレイヤーの誰かがET工場3つを建

設するか、誰かが5WTを支払って宇宙ベンチャー2つを達成するか、指定された数のET工場が建設されれば終了します。もっとも

多くのVPを得たプレイヤーが勝利します。

注釈：

これは競争ゲームですが、他のプレイヤーと協力することで達成させる自由もあります。5.9参照。

本書の内容：

1-7章は基本ゲームの説明、8章は拡張ゲームの説明です。第9章はゲームの背景科学についての解説です。

プレイヤー：

2-5人で、1人が派閥1つを担当します。
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2. コンポーネント（Component）

2.1. リスト

1 本書

1 基本ゲームマップ（太陽系内）

1 プレースホルダー・シート（2.5）

5 乗員カード（2.6B）。[プレースホルダー・シートから]切断すること。

5 プレイヤー・マット（2.4）

52 水タンク（WT）や各種指標を表現するための透明円盤（無色・赤・青）

30 領有権・前哨に使用する５色の不透明円盤

19 廃坑に使用する黒円盤

30 ET工場・植民地・貨物船を表現するための５色のキューブ

10 ５色のロケット。ロケットの現在位置と、燃料レベル（5.4B）の表現に使用します。

24 カード。スラスター・ロボット・精製所のための特許設計図（2.6A）

1 6面サイコロ（1d6）。繁栄（5.6）および天災（6.4E、F）に使用します。

2.2. マップ

マップは加速点（burns）、交差点（intersections）、基地へクス（site hexes）の３つの空間に大別されます。

A. 加速点（BURNS）：

加速点は赤い円です、ここに入るには6.2Bで定義された燃料がかかります。. 

B. 交差点（INTERSECTIONS）：

交差点には惑星間航行の楕円軌道を示すホーマン遷移軌道（Hohmann；普通の交差）とラグランジュ点（L-Point；交差上の円）の

２種類があります。ホーマン遷移軌道での方向転換には6.3で定義された燃料がかかります。

注意：「交差」でない航路の重なりは、重なり部分が切れています。

非交差　　　　　　　　　　　　　　　ホーマン遷移軌道

典型的なラグランジュ点

危険地帯のラグランジュ点

（6.4E,F）

拡張ルールの特殊ラグランジュ点

（8.3A,B,C）

C. 基地ヘックス（SITE HEX）：

黒い六角が基地ヘックスです。

ロケットは6.4Aで定義された方法で

ここに入り、着陸できます。
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D. 太陽中心ゾーン（HELIOCENTRIC ZONES）：

マップは太陽を中心とした同心円のゾーンに分割されています。それぞれにはその軌道の各惑星に

因んだ、水星・金星・地球・火星・セレス・木星・土星（拡張セット）といった名前がつけられて

います。太陽電池ロケットはゾーンによる推進力補正因子の修正を受けます（6.1A）

E. 航路（ROUTES）：

加速点を結ぶ線が航路です。航路のうち７本は特別に着色されており、標識がついています。

（5.4E）。これらの航路は「推奨路」なだけであり、特殊なルール処理は特にありません。

2.3. プレイヤーの派閥

A. 派閥（FACTIONS）：

各プレイヤーは、国際協調主義（紫）、国家政府（白）、社会主義政権（赤）、労働組合（緑）、私企業（オレンジ）…といった、それぞ

れ異なる「基礎社会ユニット（basal societal unit；BSU）」のひとつを担当します。

B 派閥の特典

• NASA（白プレイヤー）の特典は、打ち上げ料金です。自分を含むプレイヤーの誰かが１枚以上のカードを打ち上げ（5.4）

たときに、1WTのボーナスをプールから獲得します。

• 清水研究所（オレンジプレイヤー）の特典は、任意の枚数の手札で研究（5.2A）を行えることです。

• ESA（緑プレイヤー）の特典は衛星軌道を回る動力供給衛星であり、推進力補正フェイズ（6.1）で、任意のロケットの推

進力を1増やすことができます。 

• PRC（中国領土拡大派；赤プレイヤー）の特典は、領有権ジャンプ（6.4B）、乗員解除（6.7B）、水泥棒（5.5C）といった、一

般に「犯罪行為」として指定されている作戦行動を行うことができることです。

 　    PRCは宣戦布告を行い、8.6に記述されるように無政府状態から戦争に政体を変更できます。

注意：乗員がサイトに居る場合には、PRCは領有権ジャンプや水泥棒を行えません。

• 国連徴税団（紫プレイヤー）は、自分を含むプレイヤーの誰かが領有権円盤（5.6B）を置いたり、ET工場（5.7A）の建設に

成功した後にプールから1WTを獲得できます。

　　　　国連サイクラーにより、（拡張ゲームの）放射線帯判定（8.3C）を行う必要なく、地球の放射線帯を宇宙船で通過す

る

　　　　ことができます。

• 乗員カードをトレード（5.9A）した場合でも、特典は移動しません。

2.4. プレイヤーマット

A.加速トラック（Acceleration Track）とロケット・ダイアグラム（Rocket Diagram）

１～１２の数字の記された列が加速トラックであり、その下のロケット・ダイアグラムで燃料と推進力の関係を求めます（5.4B）。

B.水タンク軌道貯蔵庫（WATER TANK ORBITAL DEPOT）

プレイヤーの水タンク（WT;透明の円盤）を置く場所です。水タンクは低衛星軌道（LEO）上の 40 トンの水タンクを示します。

・水タンク清算：各タンクは 1WT です。移動や作戦行動に伴い、プレイヤーは LEO に置いた WT とロケットの燃料とを自由に相互
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に交換できます。これはロケット・ダイアグラム上でロケット駒を燃料駒として配置して表現します（5.4B）。

2.5. カード配置シート（Placeholder Sheet）

A.特許スロット（PATENT SLOTS）

3個の特許デッキ（カードの山）を置くためのスロットがあります。特許デッキは一番上のカードのみを見ることができ、オークション

（5.2）で落札するまでプレイヤーは裏を見たりその下のカードを見たりできません。

B.資源探査トラック（RESOURCE EXPLOITATION TRACKS）

このトラックに４枚の円盤を置くことで、ET工場によるVPを表現します。

2.6. カード

A.特許カード（PATENT CARDS）

特許カードにはスラスター（Thruster）、ロボット（Robonaut）、精錬所（Refinery）の３種類があります。

・白カードと黒カード：特許カードの白い面（白カード）は地球上で生産できるものであり、黒い面（黒カード）は、宇宙で生産できる

ものです。カードはオークションで白カードを手札（2.7A）にしたうえで、最初のET工場（5.7B）を建造した後はそれを裏返して黒

カードとして使用できます。

B.乗員カード（CREW CARDS）

各プレイヤーが１枚ずつ保持する乗員カードは、そのプレイヤーの色と特権を示しています。カードの記載情報は特許カードに従

います。

注意：NASAとPRCとESAの乗員カードには、スラスター三角（2.6D）があり、これをスラスターとして使用できます。

C.カードデータ

左側の白いボックスは基本ゲームで使用し、右側の赤いボックスは拡張ゲームで使用します。

D.スラスター三角

ロケットの推進力を表現します。

E.プラットフォームと ISRU

これらのアイコンは燃料補給と繁栄を表現します。
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レイガン すべての隣接する大気圏外基地を繁栄させます。

バギー 試みの失敗 1回のサイの振りなおしをするか、1 本の航路沿いの複数の基地を繁栄させるため

に使えます。

ミサイル スラスターとして活用できます。

F.太陽電池

スラスターに太陽シンボル　　　がある場合には、推進力を調整します（6.1A）。

G.支援

これらの三角は推進力や燃料消費を修正する支援カード（8.2）です。

H.ラジエータの向き　

ラジエータ（8.2A）は、カードに質量（Mass）の数値で表示されます。カードには「軽」と「重」の複数のラジエータを

持つものがあり、そのようなものは打ち上げ（5.4）や生産（5.8）の過程で、使用する方を上にして配置します。

重ラジエータの生産を解除する場合には、6.7の記述に従い、カードの向きを「軽」に戻します。ラジエータの向きは

乾重量（6.7A）に影響します。

2.7. 手札とスタック

A.手札（HANDS）

特許カードと乗員カードは、最初は手札として存在します。手札はテーブル上の、各プレイヤーマットの右側に表にして置きます。

すべて全員に公開され誰でも調べられます。手札の上限枚数はありません（ただし5.2Aを参照のこと）。

B.スタック（STACKS；山札）

プレイされたカードは、プレイヤーマット上の３つのスタック・スロット上に置かれます。左はカードがLEO上にあることを示すLEOス

タック（LEO Stack）、中央がカードがマップ上の他のどこかにあることを示す前哨地スタック（Outpost Stack）、右がカードがET工

場で生産された貨物（5.7B）として存在することを示す貨物船スタック（Freighter Stack）です。

・第4のスタックが、プレイヤーマットの左側に表にして置くロケット・スタックです。プレイヤーのアクティブなロケットの中にあるす

べてのカードはここに置かれます。

・制限：スタックはルール5.4A（打ち上げ）・5.8（ET生産）・6.7B（救助ポッド）・6.7D（前哨地）のアクションを通して交換・合体する際

は同時に生成されます。各種類のスタックはそれぞれ１つしか作れません。打ち上げや2つ目のロケットの建設を行う際には、古

いスタックを解除（6.7）するか前哨地に配置（6.7D）しなければなりません。
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3. セットアップ

3.1. 基本ゲームのセットアップ

A.派閥の決定（ASSIGNING FACTIONS）

各プレイヤーの派閥をそれぞれ選ぶかランダムに決定し、対応する乗員カードを配ります。各プレイヤーのゲーム開始時の手札

（2.7A）はこの1枚のみです。使わなかった乗員カードは横にのけておきます。

・最初の手番プレイヤーをランダムに決定します。

B.プレイヤーマット（PLAYER MATS）

全員にプレイヤーマットを1枚ずつ配ります。

・初期資金：4枚の透明円盤を、プレイヤーマットのヘックスで示される水タンク軌道貯蔵庫（Water Tank Orbital Depot;2.4B）に置

きます。透明円盤1枚が1WT（水タンク）になり、これはゲームでの貨幣になります。

・派閥キューブ、円盤、ロケット：各プレイヤーは自分の派閥の色のキューブ6個、円盤6枚、ロケット2個を受け取ります。これはプ

レイヤーマットの空いた所に置いておいておきます。

注意：キューブ、円盤、ロケットの個数は有限です。円盤を使い切ったうえで新たに獲得したい場合には、マップ上に配置した領有

権円盤を回収しなくてはいけません（再度そこを獲得したい場合には、再度繁栄させる必要があります）。5.6B参照。キューブを回

収する場合には、そこは他プレイヤーによる再度の繁栄ができないよう、黒円盤を置きます。5.7Aおよび7.1参照。

重要：プレイヤーのWT、手札、スタックは公開情報で、他のプレイヤーは自由にその内容を調べられます。

C.カード配置（PLACEHOLDER）

24枚の特許カードをスラスターとロボットと精錬所の種類ごとに分け、それぞれをシャッフルしてカード配置シート（2.5A）の各ス

ロットに、白い面を表にして配置します。

・資源探査トラック：カード配置シートの４つの資源探査トラック（2.5B）の4列それぞれの”START”の所に青い円盤を1枚ずつ置き

ます。

D.円盤プール（DISK POOLS）

残りの透明、赤、青の円盤をプールする場所を作ります。WTはここから取ったり戻したりします。

3.2. 拡張ゲームのセットアップ

A.政治盤と太陽黒点盤（POLITICAL AND SUNSPOT DISKS）

青い円盤1枚を拡張マップの宇宙政治（SPACE POLITICS）の中央の”START”に置き、別の1枚を太陽黒点サイクル（SUNSPOT 

CYCLE）の右上の”START”に置きます（8.5）。

B.支援デッキ（SUPPORT DECKS）

拡張ゲームで提供されるジェネレータ、リアクター、ラジエータの３種類の支援カードをそれぞれシャッフルして、拡張マップ上のス

ロットに白い面を表にして配置します。
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C.廃坑（BUSTED MINES）

プレイヤーが4人以下の場合には、1d6を[5-プレイヤー人数]の回数だけ振ります。出た目のそれぞれに対応する基本マップ上の

場所の基地ヘックスに黒い円盤を置き、それは繁栄させられない場所として扱います。

1=水星（Mercury）/2=金星（Venus）/3=月（Luna）/4=火星（Mars;3つ全部）/5=セレス（Ceres）/6=ヘルタ（Herta）

3.3. 短縮ゲーム

プレイ時間を短縮する場合には、3.1と3.2のセットアップ後に、各プレイヤーは各デッキから1枚ずつカードを引いて手札に加えま

す。

• 拡張ゲームの場合、6枚のカードを加えて始めることになります。

4. プレイの手順
各プレイヤーのターンには、6章の手順に従ってそのプレイヤーの乾重量を計算して推進力を修正し、ロケットや貨物船（あれば）

を動かします。さらに5章の作戦行動ひとつを行うことができます。それを時計回りに繰り返します。

現在誰の手番かを明らかにするよう、何かモノを順番に受け渡すのもお勧めです。ロケットの小物など良いでしょう。

5. 作戦行動
このフェイズでは、作戦行動（Operation）ひとつを選んで行えます。収入・研究・自由市場・打ち上げ・繁栄・燃料補給・工場建設・

ET生産の８つの作戦行動があります。

5.1. 収入（Income）

プレイヤーはプールから1WTを収入として獲得します。透明の円盤は1WT、赤の円盤は5WT、青の円盤は10WTです。

5.2. 研究（Research）

研究は、特許カード１つに対するオークションとして行われます。勝者がそのカードを手札に加えます。概念的には、そのプレイ

ヤーがそれを生産する特許を得たことになります。

・オークション開始：各デッキの1番上にあるカードのうちから1枚を選びます。そのカードをテーブル中央に置き、全員にその両面

を示したうえで競りを開始します。（同時にそのカードがあった山札の一番上のカードが次のオークション対象として明かされるこ

とにもなります）。

・オークションの進行：参加権を持つプレイヤー全員が、そのカードに対して公開でWTを宣言します。全員が自由にWTを追加する

ことができます（減らすことはできません）。最小はゼロです。

・オークションの解決：WTを増やすプレイヤーがいなくなった時点でオークションは終了します。もっとも高いWTをつけたプレイ

ヤーがそのカードを受け取ります。手番プレイヤーが落札した場合には、そのプレイヤーはWTをプールに戻します。他のプレイ

ヤーが落札した場合には、そのプレイヤーは手番プレイヤーにそのWTを払います。

・同数：最大WTが同数だった場合、手番プレイヤーが参加していた場合には手番プレイヤーが落札します。手番プレイヤー以外
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の複数プレイヤーが同数であった場合には、手番プレイヤーがどちらが落札するかを決めます。

・支援カード[拡張ゲーム]：落札したカードが支援（8.2）情報　　　　を含む場合には、そのプレイヤーは該当するカテゴリ（ジェネ

レータ、リアクタ、ラジエータ）の支援デッキの1番上のそれぞれ1枚を取ります。この支援カードは無料です。

注意：無料の支援カードは落札した非支援カードと一緒に取れます。支援カードの落札で支援カードは取れません。

プレイの例：拡張ゲームで、国連プレイヤーはCermet NERVAスラスターを落札しました。カードには支援情報として[reactor: 　　]

と記されておりますので、プレイヤーはリアクターデッキの1番上のカードを取りました。ただしそのリアクターカードに記されていた

のは　　　でした。これはこのスラスターを支援できませんので、プレイヤーはこのカードを次の自分のターンで自由市場に出して

3WTにすることにしました。

A.オークション制限：

手札が4枚以上あるプレイヤーは、オークションを開始したり入札に参加することができません（乗員カードと黒カードはこれに含

めません）。

例外：清水建設（オレンジ）プレイヤーは、手札の数にかかわらず常にオークションを開始したり入札に参加できます。

5.3. 自由市場（Free Market）

プレイヤーは、手札の白カードを3WTで売却することができます。そのカードを対応するデッキの一番底に戻します。

・宇宙に建設した生産品の売却：または、すでにLEO上にある黒カードを解除（6.7）することで、プレイヤーはそのカードの生産種

別（2.6C）の文字に対応した探査トラック上のVPの値（8/5/4のいずれか）に等しいWTを獲得できます。

5.4. 打ち上げ（Boost）

1枚以上の乗員カードまたは白カードを手札からプレイヤーマットのロケットスタックまたはLEOスタック（2.7B）にプレイします。打ち

上げる1質量ポイント（2.6C）につき1WTを支払います。これは積荷を低衛星軌道（LEO）に乗せたことを意味します。

・NASA料金：NASAプレイヤー（2.3B）は、プレイヤーの誰かが打ち上げを行う都度1WTをプールから獲得します。

・黒カード：黒カードは宇宙のET工場でのみ生産でき、LEOに打ち上げることはできません。

　　　　ラジエータ質量：ラジエータを打ち上げる場合には、2.6Hの記述に従います。

A.マップ駒

ロケットスタックを最初に作る際に、ロケット駒をマップ上の「LEO Start」エリアに配置し、

さらにもう1個のロケット駒をマット上の次に述べる所定の位置に置きます。

B.乾重量

もう１個のロケット駒を燃料駒として、マップシート上のロケット・ダイアグラム（2.4A）に置きます。置く場所はダイアグラムの右端の

乾重量（dry mass；燃料を含めない重量）の数値が、現在のロケットの乾重量（ロケット・スタックのすべてのカードの合計重量）に

一致する行です。

燃料を搭載していない最初の状態の際は、行の一番左の「！」マークの場所に置きます。

・上限：乾重量は15を越えてはなりません。燃料は乾重量の計算に含めません。

重要：燃料注入による重量変化は6.7Aで詳述されます。

C.LEO 燃料注入

移動フェイズに入る前であればいつでも、LEOでロケットに燃料を注入できます。2.4Bの記述に従い、WT1をプールに支払うごとに

燃料１をタンクに追加できます。タンクに燃料１を追加する都度、ロケット・ダイアグラムのロケット駒を同一タンク内であれば１つ

右側にスライドさせます。タンクはTank#1,#2...ごとに黒枠で区別されます。
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注意：カードとWTは、ロケットとLEOスタックの間で自由に交換できます。5.9参照。燃料タンク自体のWTへの変換は、燃料タンク

自体を取り外す時にのみ行えます。燃料タンクの取り外しは、燃料を左に減らしていって白枠から黒枠に入る際に行えます。燃料

タンク1個は1WTに相当します。

例：Hall effect thruster（乾重量２）と乗員（乾重量１）とNanobot robonaot（乾重量０）を乗せたロケットの乾重量は３です。そのロ

ケットの燃料タンク1個を満タンにした場合には、図の場所にロケット駒を置きます。

確認：6.1Aの手順で再燃料注入を行った場合、重量の増加により推進力は落ちます。

経験者用追加ルール（積荷WT）：WTをロケット・スタックに「積荷」として積むことができます。その場合はロケット・スタックに透明

円盤を置きますが、1枚置くごとに乾重量を1増やします。積荷WTはLEO上であれば、LEO燃料注入時に燃料タンクやWTに自由

に変換できます。ロケットは燃料補給（5.5Aおよび5.5B）時にWTを燃料と積荷に任意に積めます。これは大気採取（6.4F）や塵燃

料（8.3E）の際も同様です。

D.地球上生産

プレイヤーは手札の黒カードを、コストなしで裏返して白カードにしたうえで、それを地球上で生産して打ち上げられます。その白

カードを再度裏返して黒カードにしたい場合には、5.7Dに従い工場を再編成してそれを生産できるようにします。

E.標識

赤・オレンジ・黄・緑・青・インディゴ・紫の航路を取る際には、目的地まで何回の加速を行うかを標識で確認しましょう。この数字は、

燃料消費率（2.6D）を掛けて求めた必要な燃料ステップです。さらに必要な着陸機燃料（6.4C）も併記されています。

・重力による補助：加速の数は基本ゲームと拡張ゲームとで異なる場合（スリングショット8.3Aによる）があり、その場合にはスラッ

シュで区切られた２つの数字が記されています。

・標識に記載されている加速の数は、すべてのホーマン遷移軌道で停止して、移動開始時の旋回燃料を節約した数です。

例：推進力３・２のロケットが、オレンジ航路を火星に向かいます。ここは7回の加速で7×2＝14

燃料ステップを必要とし、加えて着陸に10ステップが必要です。22以上の燃料を積める船は

ありませんので、この航海は成功しないでしょう。

5.5. 燃料補給（Site Refuel）

基地に備蓄してある水をロケットに燃料として積み込みます。これは5.4Cの記述に従い燃料駒を修正します。

LEOでの燃料補給も5.4Cに従います。

A.ISRU での燃料補給

乗員かロボットが居る場合には、基地で水和数（水滴　　の数）に 1 を加え、ISRU値（2.6E）を引いた数のタンク数の燃料を獲得で

きます。ISRU の水（燃料）は尽きません。

オプション：乗員 1名または基地のロボット１つで、燃料補給 1回の補給量を１増やせます。これらのユニットは支援共有（8.2B）で

きません。このルールを採用した場合には、”Santa Crause”精錬所カードの Divining Nubot の能力は、カードの上に並べられた

すべてのユニット 1個につき１ずつ ISRU値を小さくします。

-9-



B.工場での燃料補給

ロケットが工場基地に居る場合には、ロケットに載せられるだけのタンク数の燃料を追加できます（最大で 8タンクまで）。ISRU      ユ  

ニットは不要です。基地の水は尽きません。

例：燃料を搭載していない乾重量３のロケットが水星（水和数３）の ISRU3で獲得できる燃料は１＋３－３＝１であり、これにより補

正済推進力が 1減ります（+1 から 0）。工場では８まで満タンに出来、このときはさらに補正済推進力が２減ります（0から-2）。

C.水泥棒

犯罪行為（2.3B）ですが、他のプレイヤーの工場や前哨地から許可なく水を燃料補給できます。

5.6. 繁栄（Prospect）

A.必要条件

基地の水和数  （  2.2C  ）以下  の数値のISRU値を持つカードが、最低1枚ロケット・スタックになければなりません。すでに繁栄してい

る（領有権円盤が置かれている）基地は繁栄させることはできません。

B.手順

1d6を振り、その結果がその基地のサイズ  （  2.2C  ）以下  の値であれば成功です。従って6以上のところは必ず成功します。

・領有権円盤：成功した場合には、そのプレイヤーの色の円盤を領有権を示すうえでその基地に置きます。失敗した場合には、黒

い円盤をその基地に置き、そこは以後は繁栄させたり工場建設はできなくなります（ロケットの燃料補給は行うことができます）。

確認：領有権円盤が1個置かれるたびに、国連プレイヤ（紫）は2.3Bに従い1WTを獲得します。

・レイガン繁栄：レイガンを用いて射ることで、任意の数の隣接するヘックスを繁栄させることができます（交差点・加速点・基地は

空間１つ分です）。例外：危険地帯（すなわちラグランジュ点や髑髏6.4E）は飛ばして撃てます。レイガンは大気のある基地ヘックス

（金星・火星・土星・タイタン）には撃てません。サイコロは基地ごとに振ります。

例：Koronies FamilyのHEOでレイガン（ISRU=0）を用いると、命令1回でKanin Clusterの先のものを含めて10個の基地に繁栄を試

みることができます。

・バギー繁栄：バギーを用いることで、命令1回で2回サイコロ判定を試みられます。加えて、火星・エウロパ・イオ・ガニメデ・カリス

ト・タイタンでは、黄色の点線で結ばれた所の全部の基地を1回の命令で繁栄を試みられます。

例：バギーでDresdaの繁栄を試みます。サイの目は３でした。Dresdaのサイズは２でありこれは失敗しましたが、もう1回サイを振

ることができるので振ると、今度は２が出たので成功しました。

・分析評価精錬（Assaying Smelters）：ある種の精錬所は（カードに記されているように）、繁栄中にスタックで運搬されていた場合

にはISRUや繁栄ロールの目を改善できます。

5.7. ET 工場建設（Industrialize）

すでに領有権円盤の置いてある基地に ET 工場を建設するには、精錬所（Refinery）カード 1枚とロボット（Robonaut）カード 1枚

（拡張ゲームではその支援カード 8.2Bも一緒に）を解除します。これによりロケットの乾重量（6.7A）は修正されます。

精錬所とロボットの生産種別（6.7A）は無関係に工場建設のために使用できます。

乗員は工場建設のために使用できません。ただし 6.7Bを参照のこと。
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A.工場キューブ

工場建設は、そのプレイヤーの色のキューブを、新規ET工場を示すために領有権円盤の上に置きます。

重要：工場建設のためのキューブを使い切った場合、3.1Bに従い栄誉のキューブ（7.1）を回収してそれに充てられます。植民地・

宇宙ベンチャー・貨物などに用いている他のキューブは回収できません。

注意：領有権円盤１枚には通常はキューブ１個しか置けません。カードに特別に記載のある精錬所を工場建設の領有権のために

使用（解除）した場合に限り、領有権円盤に追加のキューブを加えられます。複数のキューブからなる工場は宇宙コロニー（6.7B）

であり、２個目以上のキューブは乗員を示します。

確認：領有権円盤が1個置かれるたびに、国連プレイヤー（紫）は2.3Bに従い1WTを獲得します。

B.生産品選択

作戦行動の一環として、工場生産品にするためのカードを１枚選択できます。カードの生産種別文字（2.6C）が、基地のスペクトル

タイプ（2.2C）と一致している必要があります。カードがプレイヤー・マット上にある場合には、それを解除します。そのカードを黒面

を表にして手札（2.7A）に戻します。これは未生産品を示します。

C.探査トラックを下げる

資源探査トラック（2.5B）から基地のスペクトルタイプと同じ生産種別文字（2.6C）のもの（C/M/S/V）を探します。そのトラックを１ス

テップ下げます。種別Dの世界に工場建設を行う場合には、４つの探査トラックのうちから１つを選んで下げ、その生産種別文字

を持つカードを選びます。

例：国連プレイヤーは精錬所とロボットを解除して月Lunaに工場を建設します。彼は紫のキューブを１個加え、Sの資源探査マー

カーを１個下げ、Sの生産種別を持つ手札のカード１枚を裏返して黒面を表にします。

D.再編成

工場建設では、手札の白カード1枚を裏返して手札の黒カードにすることで「新たな工場生産品1個を加える」ことができます。それ

ぞれの生産種別（C/M/S/V）について、各プレイヤーの建てられる黒カードによる工場は1枚までという制限があります（手札とス

タックのものを含みます）。再編成によって黒カードがこの制限を超えてしまう場合には、その種類のカード1枚を裏返して白カード

に戻します。

注：カードは特定の場所に紐づいていません。ある黒い「V」カードは、5.8に従う任意の「V」の工場に建設できます。

5.8. ET 工場生産（ET Production）

この行動は、手札の黒カード１枚をスタックスロット（2.7B）のいずれか１つに移動させます。これはその工場で生産品（5.7B）を生

産したことを示します。カードの生産種別文字（2.6C）が工場の種別（C/M/S/V）に一致していなければなりません。手札に黒カー

ドが複数ある場合には１枚を選びます。カードはすでにあるスタックに加えられるか、新たなスタックの１枚になります。

・ロケットスタック：そのプレイヤーの色のロケットをその工場のある基地に置きます。

・前哨地スタック：基地に円盤１枚を置きます（領有権円盤に重ねます）。

・貨物船スタック：基地の領有権円盤の隣にキューブを１個置きます。このスタックには黒カードを１枚しか置けません。これは貨

物船上の積荷（6.6）を示します。

例：国連プレイヤーが、5.7の例の状態から、さらに最初の貨物船を建造することにしました。彼はSの黒カードを貨物船スタックに

置き、マップ上に紫の貨物キューブを置きます。
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5.9. 取引（Deal-Making）　※これは「作戦行動」ではなく、いつでも行えます

A.売買

手番プレイヤーは、WT、LEO上のカード（白面の乗員カードのみ）、将来の何かの「サービス」の約束、何かの行動などを交換でき

ます。サービスは、ESAの動力供給衛星や国連サイクラー（2.3B）の他プレイヤーへの提供なども含みます。手札の白カードを交

換できますが、同数の白カードを交換する必要があります。

重要：WT（燃料）や白カードをプレイヤーのロケットから協力プレイヤーのスタック上と交換するには、手番プレイヤーの移動終了

時に同じ場所に双方が居る必要があります。

B.オプション取引

このオプションをプレイする場合には、サイトから”HighFrontierTradeCard”PDFファイルをダウンロードして印刷します。それらを48

枚の「取引用カード」として切り離します。これらのカードは緑色です。これらは特許による複製品を示し、以下の制限を除いては

オリジナルと同等に機能します。

・特許カードを最初に研究（5.2）した際に、オークションの勝者はオリジナルと一緒に、それに対応する取引用カードを受け取りま

す。支援カードが得られる際には、それに対応する取引用カードも受け取ります。

例（拡張ゲーム）：ジェネレータとそれを支援するリアクターとラジエータのカードを競り落としたプレイヤーは、3枚の特許カードに

加えて3枚の取引用カードを得ます。しかしながらそのリアクターがすでに他のプレイヤーに獲得されていた場合には、そのプレイ

ヤーはジェネレーターとラジエータの取引用カードのみを得ます。

・特殊：取引用カードは、オークション制限（5.2A）の枚数に数えず、また「黒面」を持ちません。それは「自由市場」に出せません。

・取引用カードは、好きなように他のプレイヤーに売ったりあげたりできます。

・スパイの犯罪行為：犯罪行為に相当する作戦行動として、プレイヤーは他のプレイヤーの手札にある取引用カードを、1枚につ

き１WTをプールに支払うことで盗むことができます。

6. 移動
このフェイズでは、自機の推進力を調整し、自分のロケットや貨物船（あれば）を移動させます。

6.1. 推進力補正（Rocket Modified Thrust）

補正済推進力が、１ターンに何回の加速を行うかということと、着陸用燃料（6.4C）を使わずに着陸可能な目標の大きさの双方を

規定します。計算はロケットの移動前に行い、移動の全体に適用されます。青い円盤を加速トラック（2.4A）に配置することで、ター

ンにどれだけの補正済推進力になっているかを表現します。

A.推進力補正因子

ロケットの推進力はスラスター三角（2.6D）の最初の数字ですが、さまざまな補正因子により補正されて補正済推進力になります。

・湿重量：ロケット・ダイアグラムの、移動開始時の燃料をふくむ重量に対応した最上行の水滴アイコン　　の数字を増減します。

例外：離陸（6.4D）を行う際には、着陸船の燃料を消費した後の湿重量で推進力の補正を行います。

例：火星で建造した帆船（訳注：推進力２・乾重量７）は燃料8タンクを搭載しています。離陸のために10ステップを引いたうえ（2ス

テップ残）で、このターンの湿重量補正を計算します（-1）。帆船の補正済推進力は2-1=1になります。

　　　リアクター：拡張ゲームでは、支援トライアングル（2.6G）に推進力補正因子を持つリアクターがあります。これはそのリアク

　　　ターを支援に使用したときのみ有効です。

・太陽電池：スラスターやその支援カードのトライアングルに太陽　　　がある場合（2.6D/F）には、推進力は移動開始地点の太陽

からの距離によって（ゾーン2.2Dごとに明示されています）正負の補正を受けます。複数の太陽関連の部品があっても、補正は１

回のみです。
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・ESA動力ビーム：ESA（緑）プレイヤーとの取引（5.9A）で支援を受ければ、ターン毎の推進力に１を加えられます。

・オープンサイクル冷却：アフターバーナーのアイコン　　　　を持つスラスターは、冷却材を排気口に投入することで冷却を行った

うえで推進力を増せます。この行動はターン毎の推進力を＋１したうえで[拡張ルール]１熱量単位（8.2A）の冷却を行います。

この行動は燃料を消費しますので、アイコンに記された数字のステップ数だけ燃料駒を後退させます。ただちに加速円盤を１ス

テップ上げたうえで、湿重量による推進力補正はアフターバーナーによる燃料消費で減少した  湿重量で計算します  。  

拡張ゲームでの例：ロケットはVortex-confined thrusterを（熱量単位１）をTokamakリアクター（さらに熱量単位

２）とともに使用します。搭載されているラジエータの冷却性能は熱量単位２であるため（炉心溶融を防ぐため

には）スラスターを使用した移動の際はオープンサイクル冷却を行わねばなりません。そのとき推進力は６から

７に増加し、ターン毎の燃料消費は１増えます。

B.移動の必要条件

移動を行うには、ロケット・スタックに稼働中のスラスターと最低１の補正済推進力がなければなりません。

例：乾重量６と燃料タンク１個の輸送艦級のロケットがあります（湿重量補正は-1です）。推進力１のスラスターを使用すると、補正

後推進力は1-1=0ですので動けません。そこで燃料を１ステップ捨ててスカウト級にしました（拡張ルール8.3D）。この級数の艦は

湿重量補正が0なので、移動が可能になります。

6.2. ロケット移動

ロケット移動はロケット駒をマップ上で航路に沿って動かすことであり、着陸したり停止したり燃料切れになったり不十分な燃料や

加速で加速点に飛び込むこともありえます。

A.手順

ロケットスタックの中から、スラスター三角（2.6D）のあるカードを１枚選び、その移動全体の推進力にします。6.1Aに従い、補正済

推進力を求めます。これは移動に伴い入ることが可能な加速数になります。それぞれの加速に必要な燃料は6.2Bで定義されま

す。

交差点に入ることは燃料を消費しません。

・ホーマン旋回：ホーマン遷移軌道（2.2B）を一時停止せず通過する際には、6.3のペナルティを課せば方向転換可能です。

ホーマン遷移軌道から移動を開始する場合には、方向転換のペナルティを払わずに、それまでの向きとは無関係に方向を変えて

移動を行えます。

・スタック制限：他のロケット・貨物船・前哨地とは、同じ場所に無制限に存在できます。

　　　上級マニューバ[拡張ゲーム]：移動の際の一環として、攻撃（8.4）を１回行ったり、上級マニューバ（8.3）を行えます。

・Uターン不可：移動で方向を逆戻りすることはできません。

B.燃料消費

三角（2.6D）の右手にあるのが燃料消費率です。これはおのおのの加速点に入るつど消費される燃料ステップを示します。移動

の終了時に切り上げで求めます。

例：NASAのプレイヤーは燃料消費率6（ひどく悪い）のSSME Chemical Engineを使っています。これは移動で加速点に入るたびに

6ステップの燃料を消費します！

例：ion drive thruster（出力2・1/2）は加速点に入るたびに1/2ステップの燃料を消費します。ターンに１つだけ加速点に入った場

合、加速による燃料消費は1/2であり、ターン終了時に切り上げて1の燃料を消費として左に1ステップ移動させます。

　　 　燃料節約[拡張ゲーム]：ジェネレータやリアクターによっては、支援の三角（2.6G）を持つものがあり、この場合には燃料消費

が半分や1/4になります。これはスラスターを支援します。
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C.滑降

移動できる最大数の加速点に入った後、その時点でスラスターと推進力がある（6.1B）場合には、さらに移動を続けることができま

す。別のホーマン旋回や加速点に入ることはできません（その手前までで移動できます）。巻末（P.19）の例を参照のこと。

　　　　[拡張]スリングショット：滑降中に、スリングショットによる移動ボーナスや着陸を行えます。

6.3. ホーマン旋回

移動中にホーマン旋回（ホーマン遷移軌道上での方向転換）を行うには、さらに追加の2加速を行います。この加速は加速（6.1）

によるものに加えます。巻末（P.19）の例を参照のこと。

円いポイント（ラグランジュ点や加速点）での方向転換は追加の燃料を必要としません。

6.4. ロケットの着陸と離陸

A.着陸の必要条件

基地ヘックスに入ることで、そこに着陸を行います。そのためには２つの条件を満たす必要があります。

・十分な着陸用燃料（6.4C）を消費できなければなりません。

　　[　拡張ゲーム]基地が色つきの枠（2.2C）であった場合には、8.5Cに従い、枠の色が太陽黒点サイクルと一致していない場合

　　　にはそこに入れません。

B.領有権ジャンプ

領有権ジャンプは、他のプレイヤーが基地に置いていた領有権円盤の上に着陸し、ただちにその円盤を自分の色の円盤と取り

替える行動です。ロケットには乗員が居なければならず、その基地には他プレイヤーのキューブや乗員があってはなりません。領

有権ジャンプは「犯罪行為」です（2.3B）。

注意：他プレイヤーの円盤や工場のある基地に着陸すること自体は、犯罪行為ではありません。

例：NASAとPRCの双方がEnke's cometにロケットを置いています。NASAは繁栄に成功し、白い領有権円盤を置きました。ロケット

に乗員を乗せていたPRCは、自分のターンに犯罪行為の領有権ジャンプを行ったうえで精錬所と乗員を解除して自分の工場建

設を行い、赤い円盤と赤いキューブを置きました。

C.着陸船燃料損失

基地ヘックスに出入りする際には、燃料駒をその基地のサイズに等しい数だけ左に動かします。これは離着陸による化学燃料の

消費を表現しています。

この損失は燃料だけに適用され、加速の計算は修正しません。

・直接着陸：その基地のサイズよりも大きい補正済推進力（6.1A）を持っていれば、追加の燃料を消費せずに離着陸できます。

・標識：必要な着陸燃料は、標識（5.4E）の着陸船のイラストつき数字で明示されています。数字は

必要な燃料ステップ数であり、着陸時に燃料が不足しないよう参考にできます。

例：補正済推進力が3のロケットがNysa（サイズ3）に着陸を行います。燃料が3ステップ減ります。その

次のターンには、（Nysaに精錬所を残すことで）乾重量が減るので、6.7Aに従い補正済推進力が４になり

ました。これは燃料損失を行うことなく離陸ができる数値であることを意味します。
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D.離陸

基地ヘックスに居るロケットスタックは、３つの方法でそこから除くことができます。

1.上段ロケット着陸船燃料：6.4Cに従い燃料を消費したうえで宇宙に出て、そのまま移動を行えます。6.1Aに従い、移動の際の推

進力計算は離陸ぶんの燃料を消費した後の湿重量で行います。補正済推進力が基地のサイズより大きければ離陸のための追

加の燃料消費はありません。注意：離陸の際にはエアブレーキ（6.4F）は使えません。

注意：火星の圏内の加速点は、補正済推進力が10を超える場合のみ使用でき、そのとき離着陸のための追加燃料は不要です。

補正済推進力が10以下の場合には、次の「眼窩下ホップ」を用いて離着陸を行います。

2.眼窩下ホップ：同じ星の基地同士が5.6Bにあるように黄色の点線で結ばれている場合には、着陸船燃料損失（6.4C＝基地のサ

イズに等しいだけの燃料ステップを消費）をしたうえでそれらの間を行き来できます。ロケット・スタックまたは前哨地スタックに「バ

ギー」がある場合には、燃料を消費せずに黄色の点線間の移動を行えます。

3.解除：6.7に従い、ロケット・スタックを解除します。

E.危険地帯

髑髏のマークで示される危険地帯のラグランジュ点に入る際には、1d6サイコロを1個振ります。

1が出ると、そのロケットは解除（6.7）されます。

F.エアブレーキ危険地帯

パラシュートのマークで示されるエアブレーキ危険地帯のラグランジュ点に入る際には、1d6サイコロを1個振ります。

1が出ると、そのロケットは解除（6.7）されます。

・エアブレーキ：エアブレーキ航路を経由して基地に着陸を行う場合には、着陸用燃料損失（6.4C）は不要です。

（ただし着陸するための加速点に入るための燃料は必要です）

・帆船：エアブレーキ危険地帯に入った帆船カードのロケットは推進力の使用有無にかかわらず解除されます。

例：帆船はMarsのHEO（高軌道）に加速１で入り、そのまま滑空（6.2C）を続けてエアブレーキ危険地帯に入ります。帆船のカード

を解除しますが、スタックの残りのカードはパラシュートにより火星に着陸します。

・大気採取：Atmospheric ISRU Scoop精錬所（それに加えて、拡張ルールではその支援カード）はリスク無しでエアブレーキをか

けられます。その移動の終了時にエアブレーキ危険地帯に居た場合には、そこで燃料補給を行い、ロケットに積めるだけの燃料

を補充することができます。これは大気を液化して燃料にしています。

注意：エアブレーキ危険地帯から移動を開始する場合には、着陸、宇宙に出る、そこにとどまる、のいずれも行えます。

G.失敗しない選択肢

危険地帯やエアブレーキ危険地帯でロケットを失うリスクを避けるには、サイコロを振る前に4WTを支払います。これはソフトウェ

アのアップグレードを表現しています。

6.5. 帆の移動

2枚のスラスター・カードは帆船で、巨大な薄膜フィルムで太陽からの推進力（陽子、太陽風、太陽磁場）を得ます。

帆による移動は燃料消費がゼロであり、唯一の必要な燃料は着陸時燃料（6.4C）だけです。

注意：帆は6.1Aに従い、スラスター移動を補正します。巻末（P.18）の例を参照。

例：質量1の帆が積荷6を乗せており、その乾重量は1+6=7です。燃料駒を「7 dry」の行の「燃料切れ」の所に置きます。推進力は１

で一杯です。それ以上の積荷や燃料をつむことは、貨物船級に船を上げない限り推進力がゼロになってしまいます。

・エアブレーキ：エアブレーキ危険地帯（6.4F）に帆船を入れると、その帆船カードは解除されます。
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6.6. 貨物船の移動

貨物船は工場生産品カード（5.8）上に置いたキューブで表現され、蒸気エンジンで駆動します。貨物船はロケット同様の補正済推

進力１を有し、燃料消費はゼロです。英文24ページの例を参照。

・貨物船は工場以外の場所に着陸できません。エアブレーキやスリングショットを行えません。貨物船はサイズ１のサイトか工場

のあるサイトに離着陸することしかできません。燃料は消費しません。

・貨物船の燃料はトラックに記録されません。

　　　　[拡張ゲーム]貨物船が8.3Cの放射線帯を通過する際には、判定サイコロを振ります。

・ロケットは貨物船や前哨地で移動を終えた場合には、積荷を移動させられます。乾重量の修正は6.7Aに従います。

6.7. カードの解除

プレイヤーは、行動計画の実行の一環として、自分のカードを自由に解除（＝手札に戻す）できます（乗員カード解除もできます）。

解除は、自由市場・工場建設・危険地帯・放射線帯・戦闘の結果としても起こり得ます。

解除で手札に戻したカードは再度使用可能です。

A.乾重量修正

カードがロケット・スタックから増減した場合には、その分の質量の

増減による乾重量（5.4B）の修正を行います。この結果はその次の移動

から適用されます。タンクの個数を変えないように、燃料駒を新たな

乾重量の所までスライドさせます。結果、スライドはロケット・ダイア

グラムの点線に沿って行われます。

右図の例：

乾重量４のロケットが、積荷を捨てた（カードを解除した）結果、乾重量が

２になりましたので、駒を点線に沿って移動させました。

B.乗員解除

ET工場かLEO以外の場所で、自分で乗員を解除するのは犯罪行為（2.3B）です。

・宇宙コロニー：工場で乗員を解除することで、その基地に宇宙コロニーを意味するキューブを1個加えられます。何度も行ってよ

り大きなコロニーを作ることもできます。キューブ1個が1VP（7.1）になります。

C.ラジエータの解除

「重」ラジエータを解除した場合には、それを手札に戻すのではなく 2.6H に従い「軽」ラジエータに変換します。カードを 180度回転

させ、6.7Aの記述に従い乾重量を修正します。「軽」ラジエータは通常通りに解除できます（手札に戻せます）。

D.前哨地（Outpost）

ロケットや貨物船を前哨地に変換することができ、その場合にはロケット駒を円盤に交換して、カードを前哨地（Outpost）スタック

に置きます。燃料タンク１個分の満タン燃料、または ISRU 燃料（5.5A）を透明円盤１枚に変換でき、それは前哨地に置きます。前

哨地カードおよび燃料をロケット駒に変換するには、5.4Bおよび5.4Cの記述に従います。

・前哨地円盤：マップ上の前哨地の位置を示すために、自分の色の円盤を使用します。基地上の場合には、領有権円盤の上に重

ねます。

・合流：ロケットの移動の終了時に、同じ場所にあるスタックを合わせられます。ロケットは移動中のどこでも荷物を前哨地にでき

ますが、それによる乾重量の修正は移動の終了時に行います。

・前哨地にある WT：前哨地でロケットは、燃料タンク一杯の燃料１：前哨地上の１ WT の割合で自由に相互変換できます。タンク

の端数燃料は失われます。ロケットや積荷を解除した際にその燃料を１ WT にすることもできます。WT は燃料補給（5.5A）を行うこ

とでロケットに搭載できます。
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例：燃料が Tank#2と Tank#3の間の状態のロケットの燃料を、前哨地で１ WTぶん変換します。１ WT をその前哨地に置きます。

さらにロケットの燃料を Tank#1 の位置に移動させます。乾重量は変化しません。

7. ゲーム勝利

7.1. 勝利条件

ゲームの終了時に、マップ上の自分の色のすべてのキューブと円盤はそれぞれ 1勝利ポイント（VP）になります。それが領有権

か植民か工場かの違いは問いません。（得点計算に先立って、すべての前哨地と貨物はマップ上から除きます）。さらに以下の

VPが獲得できます。

・ET 工場：工場のキューブ 1個（領有権円盤上の追加分も含む）につき、資源探査トラック（2.5B）の VPを獲得します。

・宇宙ベンチャー：報奨VPを獲得します（7.2）。

・栄誉：最初に火星/彗星/他の科学基地に乗員が着陸し、その乗員を LEO まで安全に戻して解除できたプレイヤーは、それぞれ

についてマップ上の栄誉の殿堂（Glory Arena）に自分の色のキューブを置き、それについては 3VPになります。さらにどこかの任

意のサイトから最初に帰還に成功したプレイヤーは、「Any Site」の所にも 1個キューブを置きます。

注：栄誉の達成は、着陸先で「領有権」を成功させている必要はありません。

・科学基地：顕微鏡の科学アイコン　　　　のある基地に領有権円盤を置いている場合には、１つにつきさらに+2VPになります。

　　　　宇宙政治（拡張ゲーム）：政体円盤（3.2A）の位置がプレイヤーの色である場合には、それにより記された VPを受けます。

・タイブレーカー：VPが同点の場合には、より多くの WT を持つプレイヤーが勝利します。

7.2. 宇宙ベンチャー（Space Venture）

宇宙ベンチャーを達成するには、S か VかMの基地を３つ領有権する必要があります（さらに自分の手番に必要な WT を払いま

す）。それでマップ右下の対応するスポットに自分の色のキューブ 1個を置けます。必要ならば栄光キューブを取り除いてキュー

ブを得られます。

宇宙旅行（Space Tourism）を獲得すると、自分の手番に作戦行動を 2回行えるようになります。宇宙エレベーター（Space 

Elevator）を獲得すると、LEO と L2の間のルートを利用できるようになります。

注意：Dの基地は宇宙ベンチャーには利用できません。

ゲーム終了時の例：赤プレイヤーは水星・Vesta とその月の３つの V基地を領有権してゲームを終えました。彼はさらに水星に工

場を建設しています。彼は資源探査トラックの 8VP、マップ上の領有権円盤３つとキューブ１つ、宇宙旅行の 7VPで合計

8+3+1+7=19VPを得ます。

7.3. ゲーム終了

・2人ゲーム：ゲームは工場が４つ建設されたら終了します。

・3人ゲーム：ゲームは工場が６つ建設されたら終了します。

・4-5人ゲーム：ゲームは工場が７つ建設されたら終了します。

A.ゲームを終了させるための支払い

1人のプレイヤーが３つの ET 工場を建てるか、２つの宇宙ベンチャー（7.2）にキューブを置いた場合には、そのプレイヤーは自分

のターン終了時に 5WT を支払うことで、ただちにゲームを終了させることができます。
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B.最終政体

拡張ゲームでは、手盤プレイヤーは選挙オークション（8.5B）の開始をすることでゲームを終了させられます。

8. 拡張ゲーム

8.1. 拡張ゲームのコンポーネント

1　拡張マップ

1　スラスター特許カード（The touchy metastable helium rocket）

9　ジェネレータ特許カード。電気とパルス動力の２種類

7　リアクターカード。Neutronic と burst plasma と exotic catalysts の３種類

7　ラジエータカード。１～３までの冷却の熱量単位を提供

8.2. 支援カード

カードによっては、赤いデータフィールド欄（2.6C）に支援カードのリスト（リアクター、ジェネレータ、ラジエータ）があります。この

カードは、これらの支援カード無しでは使用（移動・繁栄・燃料補給・工場建設などの目的に）できません。支援カード自体が別の

支援カードを必要とすることもしばしばあります。支援を選ぶ場合には、ひとつだけを選べます。

重要：拡張ゲームで基地の工場建設を行う場合には、精錬所とロボットの解除を行うだけでなく、それらの支援も一緒に解除する

必要があります。ただしラジエータに関してはこの例外で、工場建設の際も解除の必要はありません。これは基地が夜の側にあ

る際に冷却を行えるものと看做せるためです。

例：ロケット・スタックに、ジェネレータを必要とする精錬所と、ラジエータを必要とするロボットがあります。基地を工場建設するに

は精錬所とロボットとジェネレータを解除します。ラジエータは解除の必要はありません。

プレイヤーは、支援カードを他の特許カードと同様に研究（5.2）できます。

Ａ．オーバーヒート：

カードによっては、オーバーヒートを起こさないようにラジエータの冷却が必要な熱量単位（温度計アイコン）が記されています。た

とえば、ロケット・スタックの全部のカードが合計３熱量単位を必要としていれば、ラジエータを用いて３熱量単位以上を獲得してい

なければなりません。

重要：放熱はカードを使用する際にだけ必要です。あるターンで、スラスターによる移動を行っておらず、ロボットによる繁栄や燃

料補給を行っていないならば、そのターンにラジエータは必要ありません。

注意：ラジエータには「軽」「重」の２つを選べます。2.6H参照。

確認：アフターバーナは１熱量単位を冷却できます（6.1A）。

例：Free Electron Laser ロボットは 2つ支援を必要とします。まずジェネレータとして In-Core Thermioic を選びましたが、それ自身

が o か n のリアクターと、熱量単位３の冷却を必要とします。さらに Pebble Bed Fission リアクターと、それぞれ２熱量単位の冷却

ができる Ti/K heat pipe、bubble membrance を加えました。この５枚のカード（乾重量８）によりロボットは稼動できました。

※訳注：pebble bed fision の分の１熱力単位の冷却が足りないように見えるが、次の「支援共有」を適用すれば大丈夫。
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B.支援共有
スラスター・ロボット・精錬所は、ジェネレータ・リアクター・ラジエータの支援を共有できます。たとえば、ジェネレータ１個でロボット

とスラスターの両方を支援できます。

例：１枚の fuel cell ジェネレータ（e を出力）は、移動において electric スラスターを支援し、それに続く「繁栄」でロボットを支援でき

ます。その次のターンに、ロボットは electonic精錬所を工場建設しましたが、その際にはジェネレータは双方にエネルギーを供給

したうえで解除として使用しました。

C.工場の支援

ET 工場は、同じ場所にあるカードのすべてに対して電気・パルスの２種類の動力、３熱量単位の冷却（これはそこで戦闘がある

際に有用です）を支援します。

8.3. 上級マニューバ（ロケット操作）

A.スリングショット

ロケット（または帆船）は、惑星表面に記載のラグランジュ点にフライバイで入る際に「スリングショット」による加速を行うことで、そ

の惑星のスリングショット値に等しい数字の加速数（6.2）を稼げます。これは移動の際に使用できます。たとえば、地球にフライバ

イで入った際には、加速や燃料消費を行うことなく、さらに２つの加速数を獲得できます。巻末の例を参照。

・金星のフライバイ・ボーナスは太陽黒点円盤が青の区画（8.5B）にあるときのみ有効です。

B.月面加速
月にフライバイで入る際にも、スリングショット同様に１の加速数を稼げます。

C.放射線帯

太陽・地球・木星・土星の４つは、放射線帯を示す紫の点線で囲まれています。放射線帯の中にあるラグランジュ点に入る際には、

1d6を振ってそこから補正済推進力（6.1）を引くことで、そこの放射線レベルを求めます。硬度（Rad-Hard;2.6C）がその数値未満の

すべてのロケットカードは解除されます。これにより宇宙船はその場から進めなくなる可能性があります。例 8.9参照。

例えば、Enceladus への緑のルートは 7つの放射線帯を通過します。

太陽の活性：太陽黒点盤（3.2A）の赤い区画に入っているときには、すべての放射線帯の放射線レベルに２を加えます。

国連サイクラー：国連（紫）プレイヤーの建造する宇宙船は、地球の放射線帯には影響を受けません。

帆ボーナス：帆船カードは、放射線帯および太陽フレアの被害を受けません。さらにMag Sail は移動中に放射線帯のラグランジュ

点を１回通過するごとに+1 の推進力ボーナスを得られます。１つのラグランジュ点で１ターンに複数のボーナスを得ることはでき

ません。

例：

補正済推進力が２のロケットが LEO からヴァン・アレン帯を通過してGEO に移動します。サイの目は４でした。従って放射線レベ

ルは４ー２＝２です。そのロケットの Solar Panel（硬度１）は解除され、これによりスラスターは推進力を失いました。ロケットは

GEO に到達することができなくなったので、そのスタックは HEO に前哨地として残すか、または完全に解除してしまうしかありませ

ん。

D.投棄（これは基本ゲームで採用可能です）

燃料・積荷・ＷＴ積荷を投棄することで、ロケットの乾重量・湿重量を減らして推進力を得ることができます。

・積荷の投棄：積荷を投棄するには、単純にそれを解除します。そのぶんの乾重量が 6.7Aに従い、単純に減ります。
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・燃料の投棄：燃料を投棄するには、単純にロケットの燃料駒を好きな数だけ左に移動させます。

E.塵燃料（これは基本ゲームで採用可能です）

「Dirt」バケツのアイコンのあるスラスターは、レゴリス（宇宙の塵）を燃料として使用可能にします。このアイコンを持つロケットは、

どの基地ヘックスでも、ISRU に無関係に運べるだけの燃料補給が可能です。

Phileas fogg の戦術：レゴリス同様、このスラスターは解除したカードを燃料として使用できます（材料の破片をエンジンで消費す

るわけです）。この場合には、カードの重量を燃料の重量にします。これは宇宙船の移動中に行うこともできます。

集めたレゴリスは、他の「Dirt」ロケットに対しても「水」と同様に扱うことができます。

F.戦闘開始
宇宙政治の状態が「戦争(War;8.6)」になった場合には、プレイヤーの貨物以外のスタックは、個別に 8.4に従って移動フェイズの

終わりに同じ場所に居るスタックや工場に戦闘を開始することができます。

・迎撃：戦争の間、あなたのスタックやＥＴ工場が、移動を終えた他のプレイヤーのロケットから攻撃されるかもしれません。その際

に、それが移動中にあなたのロケットの居る所を通過している場合には、迎撃することができます。戦闘後にロケットが機能して

いる場合には、移動を通常通りに続けることができます。

8.4. 戦闘の進行

8.3F に従って開始された戦闘は、以下のように進行します。

（１）8.4Aに従い、まず防御側がすべてのレイガンを使用します。

（２）8.4Aに従い、攻撃側がすべてのレイガンを使用します。

（３）8.4Bに従い、防御側がすべてのミサイルを使用します。

（４）8.4Bに従い、防御側がすべてのミサイルを使用します。

（５）補正済推進力の大きいほうが、8.4Cに従い、すべてのバギーによる攻撃を行えます。

注意：支援のひとつでも解除されたロボットは、攻撃することはできません。

・LEOセキュリティゾーン：LEO では戦闘は行えません。

・ある種のカードには、個別のカードの記述に従い特殊な戦闘ルールを適用します。Project Orion リアクターや n-6Limicrofission

スラスターを搭載したロケットはミサイルを無力化できます（接近するものを迎撃したりシールドを張ったりします）。Mass driver や

MPD T-Wave スラスターはロボットのレイガンとして攻撃を行い、攻撃サイを 1d6でなく 2d6で判定します。

A.レイガン攻撃：

防御側スタックのカード１枚か工場キューブ１個を選択したうえで、1d6を振ります。サイの目が記された硬度（rad-hardness）より

大きければ、それは解除されます。

B.ミサイル攻撃：

2d6を振り、その和をスタックのカードのすべてか、それぞれの工場キューブに適用します。結果がカードの硬度（rad-hardness）

より大きいものすべてのカードまたは工場が解除されます。使用したミサイル・カードも解除します。

・カミカゼ・アタック：基地ヘックスを攻撃するミサイルには着陸用燃料は不要であり、ロケット・スタック全体を攻撃に使用します（ミ

サイルには軟着陸が不要であるわけです）。ミサイルの乗員は自殺を選択することが可能です。

C.バギー攻撃（海賊）：

2d6を振ります。バギー攻撃は相手側に人間の乗員が居る場合には 8以上で成功し、ロボットか工場であれば 6以上で成功し、

ロボットも人間の乗員もいない場合には 4以上で成功します。攻撃が成功したら、目標のスタックから白カードの１枚を選んで自
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分のスタックに加えるか、黒カード１枚か乗員を解除します。目標が工場である場合には、キューブ１個を取り除きます（8.4D参

照）。

複数のキューブのある工場は、乗員がいるものとして扱います。6.7B参照。

注意：バギーはロケット・スタックの補正済推進力が相手の補正済推進力より大きくないと攻撃ができません。この判定のために、

双方のプレイヤーが、移動開始時と同様の方法で補正済推進力を再計算します。補正済推進力を上げるためにアフターバー

ナー（  6.1A  ）や投棄（  8.3D  ）を行うことが可能です。  

D.工場戦闘：

工場の（貨物でない）キューブのそれぞれが、硬度 8のレイガンを備えたロボットとして戦闘を行えます。

・工場破壊：基地のすべての工場キューブが失われた場合には、その工場が破壊されたことになり、さらに対応した資源探査ト

ラックを１進めます。もしその結果として、工場のオーナーの手札が再編成（  5.7D  ）の制限を超えた場合には、  5.7D      に従いそのプレ  

イヤーはただちに手札の黒カードを裏返す必要があります。

例：Project Orion がMの基地のキューブ２個の工場に着陸します。最初に防御側であるキューブが Orion ミサイルに対する攻撃

を行います。しかしミサイル１個が残り、サイの目で 9が出たのでキューブは２個とも失われます（領有権は残ります）。工場Mの

生産品は裏返して白カードになり、さらにMの資源探査トラックは１ステップ増えて”ＳＴＡＲＴ”の位置になります。

工場の捕獲：工場の最後の１個のキューブがバギーによって取り除かれた場合には、資源探査トラックは動かしません。代わりに、

防御側プレイヤーの領有権と最後のキューブを、攻撃プレイヤーのものに置き換えます（プレイヤーが工場を奪ったことを示しま

す）。奪ったプレイヤーは工場建設を実行して、新たな生産体制を築くことが可能です。前のオーナーは生産カードを引き続き手

元に残していますが、手札を適正内に調整する必要があります。

8.5. 太陽黒点サイクルとイベントテーブル

A.太陽黒点サイクル

拡張マップの[ＳＵＮＳＰＯＴＤＩＡＧＲＡＭ]は、３色に色分けされています。

B.イベントテーブル

ロケットが三角印のついた加速点（2.2A）に入ったら、手番プレイヤーは移動の終了後、作戦行動に入る前に入った回数ぶんだけ

1d6を振り、テーブルを参照します。貨物船が入ってもサイは振りません。サイコロの１回ごとにただちにその結果イベントを適用

し、それから太陽黒点円盤（  3.2A  ）を時計回りに１個移動させます。  

オプション：太陽黒点円盤が[Start]の位置に入ったときに、選挙の年（Election Year）イベントをただちに行います。

１か２ 何もなし

３ 故障：手番プレイヤーは、スタックの中に乗員カードが居なかった場合、１枚を解除しなければなりません。

４ デブリ：LEO にいるすべてのプレイヤーは、もっとも重いカード１枚を解除しなければなりません。重さが同数の場合に

は、そのプレイヤーがどちらを解除するかを選べます。

５か６ 特殊：このイベント内容は、太陽黒点サイクルの色により変わります。

青）選挙の年：選挙オークション（5.2）を行いますが、勝者はＷＴの支払いをすべてプールに対して行い（他のプレイ

ヤーには支払いません）、さらに政治円盤（3.2A）を隣のスポット（8.6）に移動させられます。競りが同数の場合には、

手番プレイヤーが勝者を決めます。

黄）予算カット：手番プレイヤーから始めて時計回りに、全プレイヤーは白カード１枚を（持っていたら）捨ててデッキの

一番下に送ります。

赤）太陽フレア・コロナ噴出：1d6を振ってその数字を放射レベルとし、それを放射線帯（8.3C）または基地ヘックスの外

にいるすべてのスタックに適用します。放射レベルに太陽中心ゾーン（2.2D）による補正を行い、それをスタックのすべ

てのカードの硬度（rad-hardness;2.6C）と比較します。硬度が補正後のサイの目より小さいカードはすべて解除されま

す。

注意：LEO などのマップの放射線帯に囲まれているエリアやラグランジュ点は、放射線帯の「内」と見做し、フレアの影

響を受けないものとします。

-21-



C.彗星群

色つきの枠（2.2C）の基地ヘックスは、太陽黒点サイクルの色と同じ色のときでない限り、進入できません（これは彗星の巡回と打

ち上げを合わせる必要があることを表現しています）。

8.6. 宇宙政治

拡張マップの宇宙政策（Space Politics）は次の表の 13のスポットに分かれています。ゲームの終了時に無政府状態（anarchy）と

戦争（war）以外の場所に政策円盤（3.2A）があった場合には、その対応するプレイヤーに VPが与えられます。

中央 開始地点であり、特殊ルールはありません。

無政府状態（Anarchy） 3箇所。すべてのプレイヤーは「犯罪行為（Feronious）」アクション（2.3B）を行えます。PRC（赤）プレイ

ヤーは、自分のターンの移動の開始時に、「無政府状態」にある政策円盤をフリーアクションで隣接

する「戦争」状態に移動させることができます。

戦争（War） ３箇所。すべてのプレイヤーは「犯罪行為」アクションと「戦闘」を行えます。

軍国主義（Militarism） どのプレイヤーも自由市場行動（5.3）を行うことができません。

人類平等主義

（Egalitarianism）

収入行動（5.1）の際には、１ＷＴをプールからではなく、もっともＷＴの多いプレイヤー１人から受け取

ります。

反核主義（Antinuke） どのプレイヤーも、リアクターを手札にすることができず、それはリアクターデッキの底に捨てます。

国家主義（Nationalrism） NASA（白）プレイヤーだけが、収入行動（5.1）を行うことができます。

守旧保守主義

（Paleoconservatism）

NASA（白）プレイヤーだけが研究オークション（5.2）を開始することができます。

資本主義（Capitalism） 収入行動（5.1）の際に、手番プレイヤーはＥＴ工場１つにつき１ＷＴを獲得できます。

注意：選挙（7.3B）はゲーム終了時には自動的に開催されます。

8.7. 拡張シナリオ

Ａ．宇宙レース（２-５人）：

最初に乗員をタイタン（Titan）に着陸させ、さらに LEO まで帰還したプレイヤーの勝利です。

B.異星人の侵略（３人）：

赤プレイヤーがタイタンを基地とする異星人をプレイします。人間２人が協力して優勢な異星人に勝たねばなりません。

・タイタン人：タイタンプレイヤーは乗員カードを持ちません（これは故障のしやすさを意味します）。

・研究：研究オークションは、選挙オークション（8.5B）のように扱い、競り落とした WT はプールに入ります。タイタン人はカードの黒

面を使用しなければなりません。

・タイタンの軌道水タンク：タイタンは LEO のかわりに LTO（タイタン低軌道で研究を開始します。

・戦争：すべてのプレイヤーは攻撃と、犯罪行為（2.3B）アクションを行えます。

・工場：「D」世界と土星の月では、工場は建設できません。

・ゲーム終了：ゲームはタイタン側のロケット１機が LEO に入るか、地球側のロケット１機がタイタンの基地へクスに入れば終了で

す。

・勝利：各プレイヤーは S 工場（＝軍事基地）の１個につき１ＶＰを得ます。さらに彗星の Rabbithol;e L3に最低１つの機能している
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ロボットを備えた前哨地を持っていれば５ＶＰを獲得します。

Ｃ.ヘルメス落下（１人）：

地球は 19ターン後に地球に衝突する二重小惑星ヘルメス Hermes（拡張マップ）の危機に晒されています。あなたは太陽黒点サ

イクルが４回目に黄色セクタに入る前に（第１、第７、第１３、第１９ターンに入ります）、ヘルメスの両方の小惑星のそれぞれの上

で精錬所またはMass Driver スラスターを１つ解除しなければなりません（これはマスドライバーによる軌道変更を意味します。繁

栄の必要はありません）。ヘルメス a からヘルメス b（またはその逆）の移動は常に成功するものとします。

プレイ手順の修正：3.2に従い、任意の派閥を選びます。

１.ロケットを２機まで一度に移動させられます。

２.作戦行動は１つ選択します。研究を行う場合には、山札の一番上を２ＷＴを支払って購入する（5.2に従い支援カードを得られま

す）か、山札の一番下を見ないで１枚購入する（支援は得られません）かを選べます。賭けの制限（5.2A）は無視します。

３．イベントロールを振り、太陽黒点円盤を１個進めます。

・選挙イベント：選挙を行う代わりに、６つのスタックのどれかの一番上の１枚をゲームから取り除きます。どれを取り除くかは 1d6

ます。

・新たな特権：清水建設プレイヤーは研究の際に、さらに１ＷＴを払うことにより手札の１枚を黒面に裏返せます（これはこのゲー

ムではＬＥＯへの打ち上げを意味します）。国連プレイヤーは１０ＷＴを所有してゲームを開始し、さらに国連サイクラー（8.3C）を使

用可能です。PRCプレイヤーは 3.3に従い、より多くのカードを持ってゲームを開始します。他の２つの派閥のプレイヤーは通常と

同じです（2.3B参照）。

8.8. サンプルゲーム：月へのミッション

（和文省略）

8.9. バリアント：貨物艦隊（ｂｙ　.Chambers）

（和文省略）

8.10. ２人プレイ用・高速バリアント（by Scott Muldoon
（和文省略）

9. ルールの間違えやすい所（by Eric Schiedler）
（和文省略）

10. 基本戦略ガイド（by Chad Marlett）
（和文省略）

11.拡張戦略ガイド（by Eric Schiedler）
（和文省略）

12. よくある質問（by Joe Schilimgen）
（和文省略）
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13. 1960年代の月への技術シミュレーション
（和文省略）

14.背景科学
（和文省略）

2011/6/07　（Living Rules 2011/1/28版準拠）

禁無断転載

付録：移動の例：

５機のロケットの、LEO から Comet Encke への１ターンでの移動を考えます。

Rocket#1 は、補正済推進力が 2-1=1 になりますので、加速点１まで進むものとします。燃料は 1/2*1=1/2の切り上げで１を消費

します。

訳注：　もう１つ先の加速点２の手前の放射線帯まで進める筈です。ただし進む意味はあまりないかもしれません。

　　　　　※ただし、拡張ルールでは放射線帯は危険地帯として判定を行います。

Sail#1 は、補正済推進力が 1+1=2になりますので、加速点３の手前の L2まで進みます。帆船は燃料を消費しません。

Rocket#2は、補正済推進力が 3+0=3になりますので、加速点４の手前まで進みます。燃料は 1*3=3を消費します。

Rocket#3は、補正済推進力が 6-2=4になります。加速点 4まで進めますが、ホーマン遷移軌道を曲がるにはさらに 2の推進力

が必要になりますので曲がりきれず、今回はここで止まります。燃料は 2*4=8を消費します。

Rocket#4は、補正済推進力が 7-1=6になります。従って 4回の加速と１回の方向転換ができますが、２回の方向転換はできず

止まります。燃料は 1*（4+2）=6を消費します。

Rockt#5は、補正済推進力が 13-2=11 になりますので、5回の加速と 2回の方向転換を行えます。燃料は 1/2*（5+2+2）=4.5の切

り上げで 5を消費します。なお、途中で危険地帯の判定を行います。

拡張ルールでは、火星のフライバイを利用して、加速１回分を稼げます。
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