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アクロス・ザ・ユナイテッドステイツ
2-5 人／ 60分／ 10歳以上

背景
19 世紀のアメリカ、馬車や水運に変わる交通手段として鉄
道が注目を浴び、数多くの鉄道会社が設立しました。
その結果、またたく間にアメリカ全土に大鉄道網が敷かれる
こととなりました。
その裏には己の利益のため暗躍する多くの資産家たちの存在
がありました。

概要
プレイヤーは 19 世紀のアメリカの資産家です。いろいろな
鉄道会社の路線を伸ばし、その伸ばした路線の両脇にある駅
のアクションをしていきます。
アクションには様々な種類があり、勝利のためには
　・他人よりも株を集める。
　・旅客のためのルートをつなぐ
　・各地で交易品を集める
　・金塊を集める
といったことが必要です。
様々な手段を駆使して、アメリカで一番の大富豪となるのは
どのプレイヤーでしょうか？
ゲーム終了時に勝利点（VP）を最も集めたプレイヤーの勝
利です。

内容物
●ゲームボード　1枚

駅駅

ルートルート

勝利点
トラック
勝利点
トラック

●鉄道会社カード　90枚
［表］	 ［裏］

	

UP（赤）、B&O（青）、NP（黄）、PRR（緑）、NYC（黒）、
SP（紫）の 6種　各種 15枚ずつ

●路線コマ（赤、青、黄、緑、黒、紫の木製キューブ）
6色　各色 20個ずつ合計 120 個
※路線コマの色は鉄道会社カードの色と対応しています。

●チケットカード
・旅客チケットカード　24枚
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1 Bostonボストン

17 Chicagoシカゴ

passengers

［表］ ［裏］

接続駅接続駅

達成時の
勝利点
（VP）

達成時の
勝利点
（VP）

・貨物チケットカード　24枚

freight

6

［表］ ［裏］

必要
交易品
必要
交易品

達成時の
勝利点
（VP）

達成時の
勝利点
（VP）

●都市コマ（家の形の木製コマ）　20個
●駅チップ　45個

　　

●資本金チップ　54枚

　　

●交易品チップ
・穀物チップ　15枚 ・鉄チップ　15枚

・牛チップ　15枚 ・果物チップ　15枚

●乗換チップ　30枚

　　　

●金塊チップ　30枚
1VP15 枚、2VP10 枚、3VP5 枚

［表］ ［裏］

11
●勝利点ディスク（赤、青、黄、緑、黒の木製ディスク）
5色　各色 1個ずつ
●サマリーシート　5枚
●説明書　1冊
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ゲームの準備
1．ゲームボードをテーブル中央に並べて置きます。

2．駅チップを全てウラ向きにしてよく混ぜ、ゲームボード
上のすべての駅に一つずつ置きます。すべての駅に置き終
わったら、全ての駅チップをオモテ向きにします。

3．鉄道会社カードのうち、プレイ人数に応じて、使用しな
い以下のものを箱に戻します。
　　2人…各会社 7枚ずつ
　　3人…各会社 4枚ずつ
　　4人…	B&O（青）×２、PRR（緑）×２、NP（黄）×２、

NYC（黒）×２、UP（赤）×１、SP（紫）×１
　　5人…すべての鉄道会社カードを使用します。
　使用する鉄道会社カードを全てウラ向きにしてよくシャッ
フルし、鉄道会社カードの山として、ゲームボードの近く
に置きます。
　鉄道会社カードの山の横に捨て札置き場を確保します。
　捨て札置き場は、各鉄道会社ごとに必要なため、６ヶ所用
意します。

4．旅客チケットカードを全てウラ向きにしてよくシャッフ
ルし、旅客チケットカードの山として、ゲームボードの近
くに置きます。
　同様に、貨物チケットカードを全てウラ向きにしてよく
シャッフルし、貨物チケットカードの山として、ゲームボー
ドの近くに置きます。

5．金塊チップを全てウラ向きにしてよくシャッフルし、重
ねて、金塊チップの山としてゲームボードの近くに置きま
す。

6．以下のものを種類ごとにゲームボードの近くにまとめて

おきます。
・路線コマ　（それぞれ色ごとに分けておきます）
・資本金チップ
・穀物チップ
・鉄チップ
・牛チップ
・果物チップ
・乗換チップ

7．各プレイヤーは赤、青、緑、黄、黒の 5色のうち 1色を選び、
以下のものを受け取ります。

　・勝利点ディスク　1個
　　	ゲームボードの周囲にある勝利点トラックの０の欄に置
きます。

　・資本金チップ　3ドル分
　・鉄道会社カード　4枚
　　鉄道会社カードの山から引き、手札として持ちます。
　・旅客チケットカード　2枚
　　	旅客チケットカードの山から引き、ウラ向きにして手元
に置きます。

　・貨物チケットカード　2枚
　　	貨物チケットカードの山から引き、ウラ向きにして手元
に置きます。

　・都市コマ
　プレイ人数によって変わります。
　　2人プレイ…7個
　　3人プレイ…6個
　　4人プレイ…5個
　　3人プレイ…4個
　※余った都市コマは使用しないので、箱に戻します。

8．一番最近、株を売買したプレイヤーがスタートプレイヤー
です。

　この方法で決まらない場合、任意の方法でスタートプレイ

鉄道会社
カード
の山

鉄道会社
カード
の山

旅客
チケット
カード
の山

旅客
チケット
カード
の山

貨物
チケット
カード
の山

貨物
チケット
カード
の山鉄道会社カードの

捨て札置き場
（各鉄道会社ごと）

鉄道会社カードの
捨て札置き場

（各鉄道会社ごと）

・路線コマ（色ごとに）
・資本金チップ
・穀物チップ ・鉄チップ
・牛チップ ・果物チップ
・乗換チップ

・路線コマ（色ごとに）
・資本金チップ
・穀物チップ ・鉄チップ
・牛チップ ・果物チップ
・乗換チップ

種類ごとにまとめて置いておく種類ごとにまとめて置いておく

金塊チップの山
（全て裏向き）
金塊チップの山
（全て裏向き）

都市コマ都市コマ

旅客
チケットカード

旅客
チケットカード

貨物
チケットカード

貨物
チケットカード

鉄道会社カード鉄道会社カード

資本金チップ
3ドル

資本金チップ
3ドル

手札として持ちます手札として持ちます

各プレイヤーの手元に各プレイヤーの手元に

●３人プレイ時のセットアップ例
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ヤーを決定します。
以上で準備は完了です。

ゲームの共通ルール
ゲームを通じて以下のルールが適用されます。
	・鉄道会社の色とプレイヤーの色に同じものがありますが、
関連性はありません。
	・交易品（穀物、鉄、牛、果物）、資本金、乗換チップ、路
線コマは無限にあるものとして扱います。足りなくなった
場合は別の何かで代用してください。
	・プレイヤーが所有するものは手札の鉄道会社カード、ウラ
向きにして置いてある、旅客チケットカード、貨物チケッ
トカード、金塊チップの内容を除いてすべて公開情報です。
他プレイヤーに見えるようにしてください。
	・各プレイヤーは自分の所有する旅客チケットカード、貨物
チケットカード、金塊チップの内容をいつでも確認するこ
とができます。

ゲームの流れ
このゲームはプレイ人数によって決められた数のラウンドを
行います。
	 2 人− 11ラウンド
	 3 人− 10ラウンド
	 4 人− 9ラウンド
	 5 人− 8ラウンド
※	鉄道会社カードの山からカードがなくなったら、最終ラウ
ンドの合図です。
最終ラウンドの後、【ゲームの終了】へ進みます。

スタートプレイヤーから始め、各プレイヤーが時計回りに１
手番を行うと１ラウンド終了です。これを人数で決められた
ラウンド数繰り返します。手番の内容については【手番の流
れ】を参照してください。

手番の流れ
手番が来たプレイヤーは以下の 4つのフェイズを全て順番に
行います。
　1．路線敷設フェイズ
　2．購入フェイズ
　3．株式公開フェイズ
　4．補充フェイズ
手番が終わると左隣のプレイヤーの手番となります。

1．路線敷設フェイズ
手札の鉄道会社カードから１枚をプレイし、対応する同色の
路線コマを１つ取り、ゲームボード上のルートの上に置きま
す。その際、配置ルールに従います。プレイしたカードは対
応する鉄道会社の捨て札置き場に置きます。

●配置ルール
1. 次の２つのうちどちらかを満たす。
　a) その鉄道会社の本拠地駅の隣のルート
　b)	すでにその鉄道会社の路線コマが置いてあるルートと駅

を挟んで隣接するルート
2. 対象のルートに同社の路線コマが置かれていない。
3.	対象のルートに他社の路線コマが置かれている場合、他社
の路線コマ 1個につき資本金を 1ドルずつ支払う。

同社同社他社他社

↑
要1ドル

↑
要1ドル

路線コマの配置後、路線コマを配置したルートの両端にある
駅タイルに書かれた、駅アクションをそれぞれ行うことがで
きます。ある駅の駅アクションを行いたくない場合は、代わ
りに資本金を 1ドル、ストックから貰うことができます。
どちらの駅アクションを先に行うかは自由に決められます。

●駅の種類
・本拠地駅（株購入駅）

捨て札もしくは今プレイした鉄道会社カード
を 1枚購入して、株として手元に加えること
ができます。
ただし、その駅に書かれた会社の鉄道会社
カードしか購入することができません。

購入価格は、既に株として持っているその会社の鉄道会社
カードの枚数分の資本金です。その会社の鉄道会社カードを
１枚も株として持っていない場合は無料です。

例）
AさんはUPの本拠地駅の駅アクションを行います。今回
プレイした鉄道会社カードはUPでした。手元には株として
UPのカードが 2枚あります。
Aさんは 2ドル支払い、プレイしたUPの鉄道会社カードを
株として手元に加えました。Aさんの所有するUPの株枚数
は 3枚になります。

・フリー株購入駅
捨て札もしくは今プレイした鉄道会社カード
を 1枚購入して、株として加えることができ
ます。
どの会社の鉄道会社カードも購入することが
できます。

購入価格は、既に株として持っているその会社の鉄道会社
カードの枚数の資本金です。その会社の鉄道会社カードを１
枚も株として持っていない場合は無料です。

例）
Aさんはフリー株購入駅の駅アクションを行います。今回プ
レイした鉄道会社カードは SPでした。Aさんは PRRの株が
ほしいので、捨て札に PRRの鉄道会社カードがあることを
確認しました。
手元には株として PRRのカードが 1枚あります。
Aさんは 1ドル支払い、捨て札の PRRの鉄道会社カードを
株として手元に加えました。Aさんの所有する PRRの株枚
数は 2枚になります。
また、プレイした SPの鉄道会社カードはそのまま捨て札と
なります。

・資本金駅
資本金を 2ドル獲得します。
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・チケット駅
どちらか 1つを実行できます。
a) 旅客チケット 1枚を山から引く
b) 貨物チケット 1枚を山から引く
引いたチケットは、自分の手元にウラ向きに
して置いておきます。

・交易品駅
どちらか 1つを実行できます。

a) 都市建設
１ドル支払い、自分の手元から都市コマを駅に置きます。そ
の後、次のどちらかを獲得します。
　· 4 勝利点
　· 2 勝利点と書かれた交易品 1個

b) 交易品の獲得
書かれた交易品を獲得します。
　	すでにその駅に都市コマが置かれている場合は 2個獲得し
ます。
　	その駅に都市コマが置かれていない場合は 1個獲得しま
す。

　すでにその駅に都市コマが置かれている場合は a) を選択
することはできません。
　また、自分の手元に都市コマがない場合も a) を選択する
ことはできません。

・金鉱駅
どちらか 1つを実行できます。

a) 都市建設
	1 ドル支払い、自分の手元から都市コマを駅に置きます。そ
の後、次のどちらか一方を獲得します。
　· 4 勝利点
　· 2 勝利点と金塊チップ 1個

b) 金塊の獲得
山から金塊チップを引いて、獲得します。
　	すでにその駅に都市コマが置かれている場合は 2個獲得し
ます。
　	その駅に都市コマが置かれていない場合は 1個獲得しま
す。
　	獲得した金塊チップは自分の手元にウラ向きにして置いて
おきます。

　すでにその駅に都市コマが置かれている場合は a) を選択
することはできません。
　また、自分の手元に都市コマがない場合も a) を選択する
ことはできません。

めったにないことですが、引くべき金塊チップがなくなって
しまった場合、一旦金塊チップのスコア計算を行って、再度
金塊チップの山を作ります。

都市建設コンプリートボーナス

交易品駅や金鉱駅の駅アクションにより、自分の手元に都
市コマががなくなった場合、直ちに４勝利点を獲得します。

・路線敷設駅
いずれかの鉄道会社の路線を 1個置くことが
できます。
その際、路線コマの配置ルールに従います。
この場合、駅アクションを行うことはできま
せん。

駅アクションを行わない場合の代わりの１ドルを獲得するこ
ともできません。

2．購入フェイズ
以下の５つのうちどれか 1つを行います。
a)	資本金を 2ドル支払い、乗換チップを 1個ストックから
貰う
b)	資本金を 2ドル支払い、いずれかの交易品チップを 1個
ストックから貰う

c)	資本金を 3ドル支払い、いずれかの鉄道会社の路線を 1つ
置く
　　	その際、路線コマの配置ルールに従います。また、この
場合、駅アクションを行うことはできません。駅アクショ
ンを行わない場合の代わりの１ドルを獲得することもで
きません。

d)	資本金を 1ドル支払い、持っている交易品チップ 1個を
別の交易品チップと交換する。この交換を１～２回行う。

e) 何もしない

3. 株式公開フェイズ
手札の鉄道会社カードを 1枚公開し、自分の前に置きます。
これは「株」としてゲーム終了時まで保持しておきます。	

4. 補充フェイズ
鉄道会社カードの山から、カードを 2枚引いて手札に加えま
す。
※	最終ラウンドではこのフェイズは行わず、手札が 2枚にな
ります。

ゲームの終了
ゲームの終了処理は以下の順番で行います。
　1. 株の公開
　2. スコア計算
　3. 勝利条件

1. 株の公開
全員で同時に行います。
すべてのプレイヤーは手札にある鉄道会社カード 2枚のうち
1枚を選び、ウラ向きで伏せておきます。
全員がウラ向きで伏せ終わったら、一斉に路線会社カードを
オモテ向きにし自分の株に加えます。
残った 1枚の鉄道会社カードは使用しないので、箱に戻しま
す。

2. スコア計算
以下の i．～ v．の順番でスコア計算を行います。
随時、ゲームボードの勝利点トラック上で勝利点ディスクを
進めてください。
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i. 旅客チケットカード
ウラ向きになっている旅客チケットカードを全てオモテに
し、1枚ずつ達成しているかどうかのチェックを行います。
旅客チケットカードの 2駅が鉄道会社 1社の路線でつながっ
ている場合、カードの右下の勝利点を獲得します。
旅客チケットカードの 2駅が鉄道会社 2社の路線でつながっ
ている場合、乗換チップを 1枚支払い、カードの右下の勝利
点を獲得します。	
以降、鉄道会社の数が増えるたびに乗換チップを 1枚ずつ追
加して支払います。
達成していなかった場合、勝利点を獲得できませんが、ペナ
ルティもありません。

例）13. シンシナティ -14. アトランタの旅客チケットの場合、

	

77
77 Charlotte

シャーロットシャーロット
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シンシナティシンシナティ

1414
1414 Atlanta

アトランタアトランタ

77
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シャーロットシャーロット

1313
1313 Cincinnati

シンシナティシンシナティ

1414
1414 Atlanta

アトランタアトランタ

13-7 の路線と 7-14 の路線
が同じ会社の場合、乗換チッ
プ無しで達成します。

13-7 の路線と 7-14 の路線
が違う会社の場合、達成に
は、乗換チップが 1枚必要
になります。

	

77
77 Charlotte

シャーロットシャーロット

1313
1313 Cincinnati

シンシナティシンシナティ

1414
1414 Atlanta

アトランタアトランタ

13-7 と 7-14 のどちらかの
ルートに路線コマが置かれ
ていない場合、達成できま
せん。

ii. 貨物チケットカード
ウラ向きになっている貨物チケットカードをオモテにし、達
成しているかどうかのチェックを行います。
貨物チケットカードに書かれた交易品を持っている場合、そ
れらを支払い、カードの右下の勝利点を獲得します。
達成していなかった場合、勝利点を獲得できませんが、ペナ
ルティもありません。

例）
鉄―穀物―果物の貨物チケットの場合、鉄１個、穀物１個、
果物１個を支払うことで達成となります。一つでも足りない
場合は達成になりません。

iii. 株
鉄道会社ごとに次のことを行います。
ゲームボードに路線として置かれている路線コマの数を数
え、それを株価とします。
各プレイヤーは株として手元に置いてある鉄道会社カードの
枚数を数えます。
枚数の多い方から順位をつけます。
　1位は株価分の勝利点を獲得します。
　2位は株価／２（端数切捨て）の勝利点を獲得します。
　3位は株価／４（端数切捨て）の勝利点を獲得します。
　枚数が同数の場合でもその順位の勝利点を獲得できます。
　	ただし、株の枚数が 0枚の場合はどの順位でも勝利点を獲
得することはできません。

3人プレイの場合、1位と 2位のみ勝利点を獲得します。
2人プレイの場合、1位のみ勝利点を獲得します。

例）
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの４人でプレイしていました。
ボード上に置かれている PRRの路線コマの数は 13個です。
PRRの株の枚数と順位、もらえる勝利点の関係は以下の通
りでした。

名前 株数 順位 勝利点
Aさん ３枚 １位 13点
Bさん ３枚 １位 13点
Cさん ２枚 ３位 ６点
Dさん １枚 ４位 ０点

例 2）
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの４人でプレイしていました。
ボード上に置かれているB&Oの路線コマの数は７個です。
PRRの株の枚数と順位、もらえる勝利点の関係は以下の通
りでした。

名前 株数 順位 勝利点
Aさん ２枚 １位 ７点
Bさん ２枚 １位 ７点
Cさん ２枚 １位 ７点
Dさん １枚 ４位 ０点

iv. 金塊
ウラ向きになっている金塊チップをオモテにし、書かれた勝
利点を獲得します。

v. 資本金＆交易品
残った交易品を 1個につき 1ドルで売ります。その後、2ド
ルにつき 1勝利点を獲得します。

3. 勝利条件
勝利点の多い方の勝ちです。
同点の場合、達成した旅客チケットと貨物チケットの合計枚
数の多いプレイヤーの勝利です。
それでも同点の場合、それらのプレイヤーで勝利を分かち合
います。

画像、文章の無断転載、転用はお断りいたします。ご意見・ご感想はOKAZU（okazubrand@gmail.com）までお願いいたします。
制作：OKAZU	brand
（最新情報はこちらへ　http://okazubrand.seesaa.net/)
ゲームデザイン：Hisashi	Hayashi（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo_nyamo	ライティング：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー　


