
ワイルドキャッターズ





最も面白く騒然としていた 19 世紀で、
プレイヤーは石油の開拓者・投資家となります。

これらの起業家たちは、今日の世界市場を支配している
大石油企業の基礎を築きました。

1870 年、ジョン・デイヴィソン・ロッ
クフェラーはスタンダード・オイル社
を設立しました。それから 30 年で、
彼は石油の輸送・精製の分野で独占的
地位に到達しました。1876 年、カー
ネル・チャールズ・フェルトンはパシ
フィック・コースト・オイル社を買収
し、カリフォルニアのいたるところで
油田を開発しました。1890 年、オー
ガスト・ケスラーはオランダ王立石油
会社を設立しました。オランダ領東イ
ンドで、彼は石油が豊富にある広大な
区画を発見しました。1908 年、ウィ
リアム・ノックス・ダーシーはアング

ロ・ペルシアン石油会社を設立しまし
た。この会社の設立のきっかけは、ペ
ルシアで莫大な石油が発見され、そ
の採掘権を購入したことでした。真
の石油王になりたければ、あなたは
競争相手を出し抜かなければなりませ
ん。あなたは油田を開発し、“ 試掘者
(Wildcatters)” と呼ばれる大胆な投資
家から採掘権を購入し、独自の石油輸
送手段を整えます。物流が大きな役割
を果たす、この多数派争いの戦略ゲー
ムの中で相棒を見つけ、敵を知りま
しょう！



ワイルドキャッターズ・ルールブック

目次

内容物���������������������������������������� 07
ゲームの目的������������������������������������� 08
ゲームの準備������������������������������������� 08
ゲームボードの準備���������������������������������� 08
プレイヤーの準備����������������������������������� 09
ラウンドの開始フェイズ�������������������������������� 10
最終ラウンドの手番順��������������������������������� 11
アクションフェイズ���������������������������������� 11
Ａ．地域カード１枚の選択������������������������������� 12
Ｂ．地域カードボーナスの獲得����������������������������� 12
Ｃ．建設アクション���������������������������������� 13
　　C.1   掘削リグの建設 ������������������������������� 13
　　C.2   製油所の建設 �������������������������������� 13
　　C.3   輸送手段の建設 ������������������������������� 14
Ｄ．石油アクション���������������������������������� 14
　　D.1    新たな油田の掘削 ������������������������������ 14
　　D.1.1 試掘者 ����������������������������������� 14



ワイルドキャッターズ・ルールブック

製油所チップの使用���������������������������������� 15
　　D.2    油田の開発 ��������������������������������� 15
　　D.3    石油の輸送 ��������������������������������� 16
　　D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送 ����������������������� 16
　　D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み ����������������� 17
　　D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送 ���������������������� 17
Ｅ．自分の未使用のタンカーの移動��������������������������� 18
Ｆ．部分的に満たされている製油所を空にする���������������������� 18
手番の終了�������������������������������������� 18
完全に満たされている製油所を空にする������������������������� 18
大陸への石油の輸送���������������������������������� 18
地域カードの補充����������������������������������� 19
ラウンドの終了������������������������������������ 19
借金����������������������������������������� 19
借金の返済�������������������������������������� 19
ゲームの終了������������������������������������� 20
３人プレイ時の変更点��������������������������������� 21
２人プレイ時の変更点��������������������������������� 22
ゲームの進行の例����������������������������������� 24
ヒントとコツ������������������������������������� 25
さまざまなものの獲得／喪失手段���������������������������� 26
その他の著名なワイルドキャッターたち������������������������� 27
地域カードの一覧����������������������������������� 28
クレジット�������������������������������������� 31



ワイルドキャッターズ・ルールブック

ゲームボード

銀行 株式 ラウンドトラック 勝利点トラック 統合チップ

北アメリカの
２地域

南アメリカの
２地域

ユーラシアの
２地域

アジアの
２地域

試掘者による
勝利点

製油所の建設による
勝利点

精製油を置く
大陸パネル

精製油による
勝利点

労働者 労働者による
勝利点

地域カード

表面 裏面

株式カード
（１株）

表面 裏面

株式トークン
（４株）

ラウンドマーカー 試掘者ディスク

労働者カード
（１人）

表面 裏面

労働者トークン
（５人）

手番順チップ 統合チップ サマリーカード

表面 裏面

掘削リグ ポンプジャック 鉄道 石油タンカー 製油所

勝利点マーカー 油樽 製油所チップ D2 チップ D3 チップ

表面 裏面
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内容物

・ゲームボード１枚
・地域カード 48 枚
・１株を表す株式カード 240 枚（プレイヤーカラーごとに 60 枚）
・４株を表す株式トークン 80 枚（プレイヤーカラーごとに 20 枚）
・ラウンドマーカー１個
・試掘者ディスク 16 枚
・１人を表す労働者カード 60 枚
・５人を表す労働者トークン 20 枚
・手番順チップ（１～４）４枚
・統合チップ 16 枚（４組 各４枚）
・掘削リグと試掘者ディスク用シールシート１枚

プレイヤー用内容物（色ごとの数）
・サマリーカード１枚
・掘削リグ 10 個
・ポンプジャック 11 枚
・鉄道８個
・石油タンカー４個
・製油所５枚
・勝利点マーカー１個
・油樽 36 個
・製油所チップ１枚
・D2 チップ（２人プレイ用）１枚
・D3 チップ（２人プレイ用）１枚
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最初のゲームの前に、対応する木製駒類にシールを貼ってください。

ゲームの目的

石油産業の黎明期で、富と栄光を求める野心家についてのゲームへようこそ！　石油を探し求める中で、プレイヤーは競争相
手とその技能を触媒として利用しつつ、世界中の地域で石油を掘削します。「ワイルドキャッターズ」におけるプレイヤーの
目的は、他プレイヤーより多くの石油を７つの大陸に供給し、最も多くの勝利点を獲得してゲームに勝利することです！

７ラウンド（２／３人プレイ時には８ラウンド）に渡って、プレイヤーは世界中で石油を発見し、それをさまざまな製油所に
輸送します。そうするために、プレイヤーは掘削リグ、ポンプジャック、鉄道、タンカー、そして製油所を建設・建造して（以
後はまとめて “ 建設 ” と呼びます）さまざまな会社の株式を得ます。プレイヤーは自分の株式を他プレイヤーに支払って重要
なアクションを実行したり、さまざまな試掘者を獲得するために入札したりすることができます。しかし、会社の屋台骨は労
働者であり、プレイヤーの帝国を築くためには労働者の助力が必要です。

ゲームの準備

以下のルールは４人プレイゲームのためのものです。２／３人プレイ時に必要な変更点については 21 ～ 23 ページを参照し
てください。

ゲームボードの準備
１．ゲームボードをテーブルの中央に置きます。すべての株式カード（色ごとに分けます）と労働者カードをゲームボード上

の対応するスペースに置きます。

２．株式トークンと労働者トークンを対応するカードの山の横に置きます（１と２を合わせてサプライと呼びます）。

３．方位磁針のラウンド１スペース上にラウンドマーカーを置きます。

４．統合チップ４枚からなる４つの山を作ります。各山は株式２～５枚のタイル各１枚からな
ります。勝利点（２／４／７／ 10 点）面を裏向きにして、上から下へと株式２～５枚のタ
イルの順で重ねます。これらの山をゲームボード右上の統合チップスペースに置きます。
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５．地域カード 48 枚を裏面の色（明るい色と暗い色）ごとに分けて個別によく混ぜ、裏向きの山にしてゲームボードの横（左
上側）に置きます。

アイコン：

＝勝利点 ＝労働者 ＝株式 ＝ゲーム終了時（ゲームボード参照）

プレイヤーの準備

１．各プレイヤーは１色を選び、その色の全内容物（掘削リグ、ポンプジャック、鉄道、石油タンカー、製油所、油樽、製油
所チップ、サマリーカード）を取って手元に置きます。

２．各プレイヤーはサプライから自分の色の株式 20 株、左隣のプレイヤーの色の株式５株、労働者 20 人を得ます。
注意：株式は非公開情報で、各プレイヤーは裏向きで手元に置いておきます。

３．各プレイヤーは勝利点トラックのスペース 10 に勝利点マーカーを置きます。

４．スタートプレイヤーをランダムに決めます。このプレイヤーは１番の手番順チップを取ります。スタートプレイヤーから
時計回り順で、他のプレイヤーは２番、３番、４番の手番順チップを取ります。各プレイヤーは最終ラウンド開始時まで
自分の手番順チップを持ち続けます。

５．各プレイヤーは手元から掘削リグ３個、鉄道２個、石油タンカー１個、製油所１枚を取ります。以下のようにして、各プ
レイヤーはこれらの駒類をゲームボード上に置きます。

・手番順に、各プレイヤーは Luanda か Dar es Salaam
のいずれかの港に石油タンカーを置きます。

・各プレイヤーに明るい色の地域カードを８枚ずつ裏
向きで配ります。各プレイヤーは自分のカードを見
ることができます。

・手番順に、各プレイヤーは手札の地域カードを１枚
捨て札にし、配置可能な自分の駒類のうち１つを、
そのカードに示されている地域に置きます。

・すべての駒類を配置するまでこの手順を繰り返しま
す。そのあと、プレイヤーは残った２枚の手札を捨
て札にします。
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ゲームの準備中における製油所の配置に関する特殊ルール
・各プレイヤーは異なる大陸に製油所を置かなければなりません（プレイヤーの準備中のみ適用されるルールです）。
・ある大陸ですでに製油所が建設されている場合、プレイヤーはその大陸に対応している地域カードを捨て札にして、自分の

製油所をヨーロッパかアフリカかオーストラリアに置くことができます。

６．そのあと、明るい色の地域カード 32 枚すべてを混ぜ直して裏向きの山にし、暗い色の地域カード 16 枚の山の上に重ね
て置きます。

７．８つの各地域の油田スペースのうち１つに試掘者ディスクを１枚ずつ置きます。

８．掘削リグが１個以下しかない全地域の同じ油田スペースに、追加の試掘者ディスクを１枚ずつ置きます。残りの試掘者ディ
スクは使わないので箱に戻します。

９．山の上から地域カードを８枚引き、表向きで山の横に並べて置いてディスプレイとします。

ラウンドの開始フェイズ

１ラウンド目にはこのフェイズを省略します。

・各プレイヤーはサプライから労働者を 10 人得ます。
・方位磁針上でラウンドマーカーを次のラウンドのスペースに進めます。
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・山の一番近くにある地域カードを１枚捨て札にします。残りの表向きの地域カード
すべてを山の方向に隙間なく詰めます。山からカードを２枚引いて空きスペース（山
から一番離れている位置）に置き、表向きの地域カードを８枚にします。

注意：山が尽きた場合、捨て札をよく混ぜて新たな山を作ります。

・持っている統合チップ１枚ごとに、プレイヤーはサプライから自分の色の株式を１
株得ます。

赤プレイヤーは赤の株式を

２株得ます。

・現在のラウンドが５ラウンド目の場合、プレイヤーは借金１回ごとに（自分の色の）
18 株を支払って借金を返済することができます。

・最終ラウンド中のみ：手番順を決め直します。

最終ラウンドの手番順
最終ラウンド開始時、各プレイヤーは自分がそれまでに選んだすべての地域カード上にある石油の滴の値（勝利点）を合計し
ます。この勝利点が最も多いプレイヤーは、最初に任意の手番順チップを選びます。

プレイヤーは７勝利点を持っています。

この勝利点が２番目に多いプレイヤーが次に手番順チップを選び��と続けます。
この勝利点が同じプレイヤーが複数いる場合、その中で未返済の借金がないプレイヤーが先に選びます。そのようなプレイヤー
がいない（または複数いる）場合、その中で自分の色の株式を最も多く持っているプレイヤーが先に選びます。これも同数の
場合、その中で前ラウンドの手番順が先だったプレイヤーが先に選びます。

アクションフェイズ

各プレイヤーは手番順に、以下のすべてのアクションをこの順番で実行します。
Ａ 地域カード１枚の選択
Ｂ 地域カードボーナスの獲得
Ｃ 建設アクション
Ｄ 石油アクション
Ｅ 自分の未使用のタンカーの移動
Ｆ 部分的に満たされている製油所を空にする

手番プレイヤーだけが
アクションを実行します。
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Ａ．地域カード１枚の選択
手番プレイヤーはディスプレイにある地域カード８枚のうち１枚を選んで取り、手元に置かなければなりません。ゲーム終了
まで、各プレイヤーは自分が選んだすべてのカードを表向きで持ち続けます。このルールの唯一の例外は、製油所シンボルが
ある地域カードです（アクションＦの項参照）。

・プレイヤーは４勝利点を支払って、ディスプレイにある地域カード８枚すべてを新たな地域カード８枚に置き換えることが
できます。

　・プレイヤーは勝利点トラック上で４勝利点を失います。３勝利点以下しか持っていない場合、地域カードを置き換えるこ
とはできません。

　・ディスプレイにある地域カード８枚を捨て札置き場に置き、山から新たな地域カードを８枚引いてディスプレイに置きます。
注意：山が尽きた場合、捨て札をよく混ぜて新たな山を作ります。

選んだカードの地域で、プレイヤーは建設したり（アクションＣ）、掘削したりすることがで
きます（アクションＤ）。また、プレイヤーは任意の白地域（ヨーロッパ、アフリカ、オース
トラリア）１つで鉄道１個と製油所１つを建設することもできます。

Ｂ．地域カードボーナスの獲得
地域カードの下段には特定のボーナスが示されています。労働者と株式は即座にサプライから得ます。石油の滴（勝利点）は
ゲーム終了時に与えられます。製油所カードはアクションフェイズのアクションＦ中に１回使うことができます。

・選んだ地域カードに示されている数の労働者と、対応する色の株式をサプライから得ます。
・石油の滴はゲーム終了時に与えられる勝利点です。

この値は最終ラウンドの手番順も決定します（11 ページ「最終ラウンドの手番順」参照）。

・製油所が示されているカードは、部分的に満たされている製油所１つ（他プレイヤーのものでも可）を空にする能力をもた
らします。これは自分の手番のアクションＦ中か、ゲーム終了時にのみ実行することができます。
製油所を空にするために使ったあと、そのカードをゲームから除外します。

明確化：地域カードには、そのカードがもたらす株式、勝利点、労働者の数と、部分的に満たされている製油所を空
にできるかどうかが示されています。製油所が示されている地域カードは、アクションＦ中かゲーム終了時に使うこ
とができます。
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Ｃ．建設アクション
手番プレイヤーは労働者を使って掘削リグ、鉄道、石油タンカー、製油所を建設することができます。使った労働者はサプラ
イに戻します。

・手番プレイヤーは株式を（任意の色の組み合わせで）３株支払い、サプライから労働者を１人雇うことができます。

・手番プレイヤーは選んだ地域カードの地域と、白い大陸１つでのみ建設することができます。
　・掘削リグは空いている油田スペースに置きます。
　・鉄道はその地域内か、２地域間の境界線上にある小さな長方形スペースに置きます。
　・タンカーはその地域の海にある港に置きます。港に置くことができるタンカーの数に上限はありません。
　・製油所は大きな長方形スペースに置きます。
ポンプジャックを建設することはできません。これは D.1 または D.2 アクションによって登場します。

各 は労働者１人を表しています。株式で支払いたい場合、支払った３ ごとに労働者を１人得ます。

C.1 掘削リグの建設
各地域に以下のルールが適用されます。

・各地域には掘削リグを置くための油田スペース（円形）が７つあります。
・試掘者ディスクがある油田スペースで掘削リグを建設することはできません。
　・試掘者ディスクが取り除かれたとき（D.3.1 参照）、それまで占有されていたスペースで掘削リグを建設できるようになり

ます。
・各地域ごとに、各プレイヤーは掘削リグとポンプジャックを合わせて４つまでしか持つことができません。このため、１地

域の油田に１色の掘削リグ＋ポンプジャックが５つ以上置かれることはありません。
・１地域での自分の１個目、２個目、３個目の掘削リグの建設コストは４ です。
・１地域での自分の４個目の掘削リグの建設コストは６ です。

例：赤プレイヤーは６ を支払い、 ４個目の掘削リグを建設しました。

C.2 製油所の建設
手番プレイヤーはラウンドごとに製油所を１つだけ建設することができます。プレイヤーは選んだ地域カードの地域か、白い
大陸１つで製油所を建設することができます。

・製油所の建設コストは 12 です。

ゲーム終了時、プレイヤーは自分が建設した製油所の数に応じて、ゲームボード上の表に示されて
いる勝利点を得ます。
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C.3 輸送手段の建設
手番プレイヤーは、選んだ地域カードの地域内で鉄道とタンカーを好きなだけ建設することができます。
さらに、手番プレイヤーは白い大陸１つで鉄道を１個建設することもできます。

・鉄道の建設コストは２ です。
・タンカーの建設コストは２ です。

Ｄ．石油アクション
これらのアクションで、手番プレイヤーは石油を掘り、油田を開発し、石油を製油所へと輸送することができます。

D.1 新たな油田の掘削：８
このアクションで、プレイヤーは選んだ地域カードの地域内で石油を発見します。

１地域に掘削リグが（他プレイヤーのものも含めて）４個以上あるとき、手番プレイヤーはサプライに労働者を８人支払って
石油を掘ることができます。そうした場合、手番プレイヤーは自分の掘削リグ１個をポンプジャック１つに置き換え、その上
に油樽を３個置きます。他プレイヤーの掘削リグが石油の探索に役立つので、その地域に掘削リグがある他のすべてのプレイ
ヤーは、手番プレイヤーに自分の色の株式を３株支払い、自分の掘削リグ１個をポンプジャック１つに置き換えて油樽を３個
置くことができます。

・その地域内に最低４個の掘削リグが必要です。
（これらの掘削リグは異なるプレイヤーのものでもかまいません）

・全プレイヤー合わせて、このアクションは地域ごとに１回しか実行することができません。

手番プレイヤーがサプライに労働者を８人支払ったらすぐに、以下のステップをこの順番で実行します。
・手番プレイヤーは自分の掘削リグ１個をポンプジャック１つに置き換え、その上に自分の油樽を３個置きます。
・その地域に掘削リグがある他のすべてのプレイヤーは、手番プレイヤーに自分の色の株式を３株支払うことができます。そ

うした場合、そのプレイヤーはその地域にある自分の掘削リグのうち１個をポンプジャック１つに置き換え、その上に自分
の油樽を３個置きます。

重要：このアクション中、どのプレイヤーも掘削リグを１個しか置き換えることができません！

こうして新たな油田を掘った直後、その地域にあるすべての試掘者トークンを競りにかけます（D.1.1 参照）。

例 ： 赤プレイヤーは労働者を８人支払い、 自分の掘削リグのうち１個をポンプジャッ

クに置き換え、 その上に自分の油樽を３個置きました。 緑プレイヤーは赤に緑の株

式を３株支払い、 自分の掘削リグのうち１個をポンプジャックに置き換え、 その上に

油樽を３個置きました。 黄プレイヤーは自分の掘削リグを置き換えないことにしま

した。

D.1.1 試掘者
各地域には１枚か２枚の試掘者ディスクがあります。これらの試掘者は石油を探し求めている独立したヤマ師です。手番プレ
イヤーがその地域で石油を掘ったらすぐに、試掘者たちは競りを通して自分の会社を売却しようとします。各試掘者は即座に
油樽を１個もたらします。ゲーム終了時、試掘者ディスクはプレイヤーに勝利点をもたらします。
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競り：
ここで試掘者を１人ずつ競りにかけます。その地域にポンプジャックを持っているプレイヤーだけが入札することができ、最
高額で入札したプレイヤーが落札します。プレイヤーは自分の色の株式だけを使って入札することができます。

・最初に、手番プレイヤーは自分の色の株式４株以上で入札するか、パスすることができます。
・そのあと手番順に、その地域にポンプジャックを持っている他のすべてのプレイヤーは自分の色の株式を使ってより高値で

入札するか、パスすることができます。
・いったんパスしたプレイヤーは、もうその試掘者の競りに入札することはできません。

１人を除いて全員がパスするまで競りを続けます。落札者はその枚数の株式をサプライに支払い、その試掘者ディスク上に自
分の油樽を１個置きます。

注意：プレイヤーは持っているより多くの株式で入札することができます。そうしたプレイヤーが落札した場合、そのプレイ
ヤーは落札額を支払うために借金をしなければなりません（19 ページ「借金」参照）。試掘者ディスクがもう１枚ある場合、
それについても競りを行います。全プレイヤーが入札せずにパスした場合、その試掘者ディスクをゲームから除外します。

製油所チップの使用
このアクション中、試掘者を落札したプレイヤーは、製油所チップを使って自分の製油所のうち１つを空にすることができま
す（18 ページ「大陸への石油の輸送」参照）。

・この製油所は、油樽で完全に満たされている必要はありません。
・この手番中にこの製油所へと石油を輸送することはできません。

（これを忘れないようにするため、この製油所上に製油所チップを置いておきます。「手番の終了」ステップ中にこの製油所
チップを取り除いて箱に戻します）

製油所チップはアクションＦ中に使うこともできます。

例 ： 赤プレイヤーが手番プレイヤーで、 赤の株式４株で入札しました。 緑プレイヤーは緑の株式５株で入

札しました。 この地域にポンプジャックを持っていないので、 黄プレイヤーは入札することはできません。

赤はより高値で入札せず、 パスしました。 緑は緑の株式５株をサプライに支払い、 この試掘者ディスク上に

緑の油樽を１個置きました。

例 ： 黄プレイヤーは６株で落札者となりましたが、 黄の株式を４株しか持っていませんでした。 黄は入札額

の残りを支払うために借金しなければなりません。 しかし、 借金をする代わりに、 黄は製油所チップを使っ

て Dar�es�Salaam にある自分の製油所を空にしました。 この製油所にあった赤の油樽３個が大陸に輸送さ

れます。 黄はこの製油所上に製油所チップを置き、 黄の株式を 12 株得ました。

D.2 油田の開発：３
すでに石油を掘り当てている地域内の油田は、それ以上掘ることなしに開発することができます。
プレイヤーは既存の、またはこの手番中に置いた新たな掘削リグをポンプジャックに置き換えることができます。

選んだ地域カードの地域に、すでにポンプジャックがある場合（誰のものでもかまいません）、手番プレイヤーはその地域に
ある自分の掘削リグ１個以上をポンプジャックに置き換えることができます。

・建設したポンプジャック１つごとに労働者３人をサプライに戻します。
・新たな各ポンプジャック上に自分の色の油樽を３個置きます。
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注意：上に置かれている油樽がなくなった場合でさえ、ゲームボード上に置かれたポン
プジャックはゲーム終了までそのスペースに残ります！

例 ： 黄プレイヤーは掘削リグ２個をポンプジャック２枚に置き換え、 それぞれに油樽を３個置き

ました。 黄は労働者をサプライに６人戻しました。

D.3 石油の輸送：４
石油の輸送によって、プレイヤーはポンプジャックから製油所へと油樽を移動させることができます。製油所がいっぱいになっ
たら、それらの油樽はゲーム終了時の得点計算のために対応する大陸へと輸送されます。このアクションは、選んだ地域カー
ドの地域で手番ごとに１回だけ実行することができます。以下は石油の輸送に関する全般的なルールです。

・ポンプジャック上に最低１個の油樽がある場合にのみ、プレイヤーはそのポンプジャックから石油を輸送することができ
ます。

・石油を輸送するとき、試掘者はその落札者のポンプジャックとして扱われます。
・手番プレイヤーは、その地域内にある自分の各ポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送しなければなりません。
・そのあと、他のすべてのプレイヤーはコスト（労働者４人）を支払うことなく。その地域内にある自分の各ポンプジャック

から油樽を１個ずつ輸送することができます。
・石油タンカーか鉄道を使って輸送した油樽１個ごとに、その油樽の所有者は自分の色の株式１株を、その石油タンカー／鉄

道の所有者に支払います。

明確化：アクション D.3 で、手番プレイヤーは選んだ地域カードの地域内にある自分のすべて
のポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送します。他のすべてのプレイヤーは、その地域内に
ある自分のすべてのポンプジャックから油樽を１個ずつ輸送することができます。すべての油
樽は（手番プレイヤーから手番順に）鉄道によって港へ輸送されます（Ａ）。港から、油樽はそ
の地域にある製油所かタンカーへ、または鉄道を使って別の地域の製油所かタンカーへ輸送さ
れます（Ｂ）。輸送の最終ステップで、これらのタンカーを世界中の製油所へ移動させます（Ｃ）。
石油を製油所に輸送することができない場合、誰かが再びアクション D.3 を実行するまで、そ
の石油樽はその地域の港に残ります。鉄道かタンカーを使って石油を輸送するために、プレイ
ヤーはその輸送手段の所有者に、自分の色の株式を１株支払わなければなりません。

石油の輸送は常に以下の順番で行われます。

D.3.1 選ばれた地域の港への石油の輸送
手番プレイヤーと、石油を輸送することにしたすべてのプレイヤーは自分の各ポンプジャックから油樽を１個ずつ取り、選ば
れた地域の港に置きます。

・港への輸送には鉄道を使わなければなりません。その地域の油田と港のあいだに鉄道が１個もない場合、その港に石油を輸
送することはできません。鉄道が複数ある場合、各プレイヤーは石油を輸送するために使う鉄道を選ぶことができます。

・鉄道で輸送した油樽１個ごとに、その油樽の所有者は自分の色の株式１株をその鉄道の所有者に支払わなければなりません
（必要ならば借金をします）。

・対応する地域内にある試掘者ディスクから油樽を輸送したプレイヤーは、その試掘者
ディスクを取って手元に置きます（最終得点計算で必要になります）。

例 ： 赤プレイヤーは労働者をサプライに４人戻し、 赤の鉄道を使って油樽を港に３個輸送しま

した。 緑プレイヤーも輸送することにし、 ポンプジャックから１個、 試掘者から１個の油樽を

輸送しました。 緑は赤に緑の株式を２株支払いました。 また、 緑はこの試掘者ディスクを得ま

した。
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D.3.2 製油所への石油の輸送とタンカーへの積み込み
・手番プレイヤーから手番順に、各プレイヤーはその港にある自分の油樽を以下のいずれかに置きます。
　・同じ地域内の製油所
　・鉄道でつながっている別の地域内の製油所
　・同じ地域の港にあるタンカー
　・鉄道でつながっている別の地域の港にあるタンカー

・各プレイヤーは石油を輸送するために使う鉄道／タンカーを選び、使った輸送手段１つごとに、自分の色の株式１株をその
輸送手段の所有者に支払います。

・製油所に輸送された油樽１個ごとに、その製油所の所有者は、自分の色の株式２株をその油樽の所有者に支払います。
・利用できるタンカーがない、またはすべての製油所がすでにいっぱいの場合、油樽は選ばれた地域の港に残ります。

例 ： 赤プレイヤーはアジアにある黄プレイヤーの製油所へと油樽を３個輸送し、 黄から黄の株式を

６株受け取りました。 緑プレイヤーは油樽のうち２個を黄のタンカーに積み込み、 黄に緑の株式を

２株支払いました。

D.3.3 タンカーから製油所への石油の輸送
タンカーを使っての輸送には以下のルールが適用されます。

移動
・この移動中に鉄道を使うことはできません。
・手番プレイヤーから手番順に、タンカーを任意の港に移動させます。
・プレイヤーは油樽が積み込まれているタンカーだけを移動させることができます。
・あるタンカーにその所有者の油樽が積み込まれている場合、そのプレイヤーが（自分の手番中に）そのタンカーの移動先を

決めます。
・あるタンカーにその所有者の油樽が積み込まれていない場合、最初に油樽を積み込んだ（一番前に油樽を置いている）プレ

イヤーが（自分の手番中に）そのタンカーの移動先を決めます。
・最低１個の油樽が積み込まれているとき、各タンカーは石油を輸送します。

各タンカーの最大積載量は油樽３個です。

荷下ろし
・各タンカーに積み込まれているすべての油樽は、移動先の港と同じ地域にある１つの製油所に輸送されます。
・タンカーの所有者は常に、自分の油樽を最初に下ろします。
・残りの油樽はタンカーの前方から後方の順で下ろされます。
・製油所がいっぱいになった（油樽が５個置かれた）ときにのみ、タンカー上の残りの油樽を即座に別の目的地へと移動させ

なければなりません（誰が移動させるかは前述の「移動」のルールに従って決めます）。
・すべての製油所がいっぱいになった場合、そのタンカーは選ばれた地域の港に戻ります。そのタンカーから残りの油樽をす

べて取り除いて港に戻します。のちに誰かがこの地域でアクション D3 を実行したとき、D.3.2（製油所への石油の輸送とタ
ンカーへの積み込み）で、これらの油樽は再びタンカーに積み込まれます。

・石油の輸送に使われたタンカーは、この手番中はもう移動させることができません。

製油所に輸送された油樽１個ごとに、その製油所の所有者は自分の色の株式２株をその油樽の所有者に支払います。
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例 ： 青プレイヤーは自分のタンカー上に自分の油樽を２個積んでおり、 このタンカー

には黄プレイヤーの油樽も１個積まれています。 青は自分の油樽２個をオーストラリア

に輸送しました。 黄も同じ製油所に自分の油樽を輸送しなければなりません。 緑プレ

イヤーも自分のタンカーをオーストラリアに移動させることにしました。 この製油所が

いっぱいになり、 黄の油樽だけが残ったので、 黄プレイヤーが移

動先を決めることができます。 黄はアフリカに輸送しました。

明確化：自分の製油所に石油が輸送されたとき、プレイヤーは輸送された油樽（自分の油樽は除きます）
１個ごとに、自分の色の株式２株をその油樽の所有者に支払わなければなりません。自分の株式を充分に
持ち続けることが重要です。

Ｅ．自分の未使用のタンカーの移動（任意）
・手番プレイヤーは、ボード上にある自分の未使用のタンカーすべてを任意の港に移動させることができます。
・１個目のタンカーの移動は無料です。
・移動させた２個目以降のタンカー１個ごとに、プレイヤーは労働者１人をサプライに戻します。

Ｆ．部分的に満たされている製油所を空にする
製油所アイコンがある地域カードを持っている場合、手番プレイヤーはそれを使って部分的に満たさ
れている製油所１つ（他プレイヤーの製油所でも可）を空にすることができます。

・製油所を空にするために使った地域カードはゲームから除外されます。
　・プレイヤーはこのアクション中に複数のカードを使うことができます。

・手番プレイヤーは製油所チップを使うことができます（15 ページ「製油所チップの使用」参照）。
　・手番プレイヤーの製油所を空にするために使った製油所チップはゲームから除外されます。

手番の終了

この時点で、油樽が５個置かれているすべての製油所は空になります。さらに、手番プレイヤーはその大陸の統合チップを１
枚購入することができます。

完全に満たされている製油所を空にする
ある製油所に油樽が５個輸送されたら、それらの油樽はその大陸に供給されます。

・各製油所には油樽を最大で５個輸送することができます。
・大陸に輸送された油樽は、その製油所がある大陸の大陸パネル上に置かれます。

大陸への石油の輸送
・その製油所の所有者は、輸送された自分の色以外の油樽１個ごとに、サプライから任意の色の株式を４株得ます。
・自分の製油所から大陸へと自分の色の油樽を輸送した場合、そのプレイヤーには以下の２つの選択肢があります。
　・その油樽を大陸に輸送し、ゲーム終了時に勝利点を得ます。
　・その油樽を輸送せず、サプライから任意の色の株式を４株得ます。その油樽は自分の手元に戻します。
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統合チップの購入
・この手番で選んだ地域カードの大陸に対応している山の一番上にある統合チップだけを購入することができます。
・手番プレイヤーだけが統合チップを１枚購入することができます。
・手番プレイヤーはその統合チップに示されている色／枚数の株式をサプライに支払います。
・「ラウンドの開始」フェイズ中、各統合チップはそのプレイヤーの色の株式を１株もたらします。
・ゲームの終了時、各統合チップは勝利点（２／４／７／ 10 点）をもたらします。

地域カードの補充
ディスプレイに残っているすべての地域カードを（必要ならば）山の方向に隙間なく詰めます。山からカードを１枚引いて空
きスペース（山から一番離れている位置）に置き、ディスプレイにある地域カードを８枚にします（最後番手プレイヤーの手
番ではこのステップを省略し、次ラウンド開始時に２枚補充します）。

明確化：ある製油所に油樽が５個輸送されたとき、その製油所はいっぱいになったと見なされ、それ
らの油樽をボード下段にある大陸パネルに移動させます。これはプレイヤーの手番終了時にのみ発生
します。他プレイヤーの色の油樽１個ごとに、その製油所の所有者は任意の色の株式を４株得ます。
自分の色の油樽１個ごとに、その製油所の所有者はその油樽を手元に戻して任意の色の株式を４株得
るか、またはゲーム終了時の勝利点のためにその油樽を大陸パネル上に置くかを選ぶことができます。

例 ： 緑プレイヤーは手番 （San�Fransico の地域カードを選びました） を終了しました。 ここで緑は、

北アメリカに対応している山の一番上にある統合チップを購入することができます。 緑は必要な株式を

サプライに支払い、 この統合チップを得ました。 これ以降、 緑は 「ラウンドの開始」 フェイズ中に緑

の株式をサプライから１株得ます。

ラウンドの終了

全プレイヤーが１手番をプレイしたあと、そのラウンドは終了します。「ラウンドの開始」フェイズに戻ってゲームを続けます。
最終ラウンドが終了した場合、19 ページ「ゲームの終了」に進みます。

借金

持っている株式が足りなくなったらすぐに、プレイヤーは自分の色の株式 10 株をサプライから借り入
れなければなりません。これを借金と呼びます。

・ゲーム中いつでも、プレイヤーは借金することができます。
・借金１回ごとに、プレイヤーは自分の色の油樽１個をゲームボード左上の銀行スペースに置きます。
・プレイヤーは好きなだけ借金することができます。

借金の返済
・５ラウンド目の「ラウンドの開始」フェイズ中、各プレイヤーは借金１回ごとに自分の色の株式をサ

プライに 18 株支払い、その借金を返済することができます。
・ゲーム終了時、各プレイヤーは借金１回ごとに自分の色の株式をサプライに 25 株支払わなければなり

ません。支払うことができなかった１株ごとに、プレイヤーは１勝利点を失います！
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ゲームの終了

全プレイヤーが７ラウンド（２／３人プレイ時には８ラウンド）をプレイしたあと、ゲームは終了します。
そのあと、以下のステップを実行してゲームの勝者を決めます。

１．手番順に、自分の地域カード上に製油所アイコンがある各プレイヤーは、通常ルールに従って任意の製油所を（地域カー
ド１枚ごとに１つだけ）空にすることができます。

２．各プレイヤーは持っている統合チップと製油所チップに示されている勝利点を得ます。

３．各プレイヤーは持っている地域カードに示されている勝利点を得ます。

４．各プレイヤーは持っている試掘者ディスクから勝利点を得ます。
１枚　２勝利点
２枚　６勝利点
３枚　12 勝利点
４枚　20 勝利点
５枚　30 勝利点
６枚　42 勝利点
ボード上にある試掘者ディスクは勝利点をもたらしません。

５．各プレイヤーは建設した製油所から勝利点を得ます。
製油所１つ　０勝利点
製油所２つ　０勝利点
製油所３つ　６勝利点
製油所４つ　14 勝利点
製油所５つ　24 勝利点

６．各プレイヤーはすべての借金を返済しなければなりません（19 ページ「借金」参照）。

７．各プレイヤーは持っている株式（色は問いません）３株ごとに労働者を１人得ます。

８．プレイヤーは持っている労働者の数による順位から勝利点を得ます。
最も多くの労働者を持っている　　　８勝利点
２番目に多くの労働者を持っている　４勝利点
３番目に多くの労働者を持っている　２勝利点
同数のプレイヤーがいる場合、その全員が占める順位の勝利点を合計して均等に分け
ます（端数切り捨て）。

９．プレイヤーは大陸に輸送された石油の数による順位から勝利点を得ます。
各大陸ごとに個別に計算します。
最も多くの石油を輸送している　　　16 勝利点
２番目に多くの石油を輸送している　８勝利点
３番目に多くの石油を輸送している　４勝利点
同数のプレイヤーがいる場合、その全員が占める順位の勝利点を合計して均等に分けます（端数切り捨て）。

最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝者となります。

同点の場合、その中で最も多くの労働者を持っているプレイヤーが勝者となります。これも同数の場合、その中で最も番号の
小さい手番順チップ（１～４）を持っているプレイヤーが勝者となります。



ワイルドキャッターズ・ルールブック

３人プレイ時の変更点

以下の変更点を除いて、４人プレイ時のルールが適用されます。
３人プレイ時には８ラウンドに渡ってゲームをプレイします。３人プレイゲームでも、依然として４つの会社がすべて登場し
ます。非プレイヤー会社を法人と呼びます。法人は通常の会社とまったく同じように機能しますが、法人の石油の輸送、製油
所の建設、掘削リグをポンプジャックにするかどうかは手番プレイヤーが管理します。

ゲームボードの準備
・暗い色の地域カードから８種類のカードを１枚ずつ取ってよく混ぜ、表向きの山にしてゲームボードの横に置きます。この

８枚のカードの山を法人デックと呼びます。
・プレイヤーが使わない色の製油所１枚、掘削リグ８個、ポンプジャック８枚、油樽 24 個を法人デックの横に置きます。こ

の色の残りの内容物は箱に戻します。

プレイヤーの準備
以下の変更点を除いて、プレイヤーの準備に関する通常ルールが適用されます。
１．スタートプレイヤーを決めます。このプレイヤーは１番の手番順チップを取ります。スタートプレイヤーから時計回り順

で、他のプレイヤーは２番と３番の手番順チップを取ります。
各プレイヤーは最終ラウンドまで自分の手番順チップを持ち続けます。

２．サプライから、スタートプレイヤーは労働者を 15 人、２番手プレイヤーは 16 人、３番手プレイヤーは 18 人得ます。また、
各プレイヤーはサプライから自分の色の株式 20 株と、左隣のプレイヤー（法人は無視します）の色の株式５株を得ます。

３．各プレイヤーは勝利点トラックのスペース 10 に勝利点マーカーを置きます。

４．法人デックから地域カードを３枚引き、それらの各地域に法人の掘削リグを１個ずつ置きます。使った地域カードは捨て
札にします。

５．法人の製油所を、オーストラリアにある２つの製油所スペースのいずれかに置きます。

ラウンドの開始フェイズ
１ラウンド目にはこのフェイズを省略します。

法人の新たな掘削リグの配置
・法人デックから地域カードを２枚引き、それらの各地域に法人の掘削リグを１個ずつ置きます。使った地域カードは捨て札

にします。
・引いたカードに対応する地域ですでに石油が発見されている場合、その地域には法人の新たな掘削リグを置きません（その

カードは捨て札にします）。

４ラウンド目には、全プレイヤーは労働者を通常の 10 人ではなく 20 人得ます。

アクションフェイズ
掘削リグからポンプジャックへの置き換え
法人の掘削リグがある地域で誰かがアクション D.1 を実行したとき、その掘削リグをポンプジャックに置き換えなければなり
ません。
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法人の石油の輸送
手番プレイヤーが油田の石油を輸送することにしたとき、油樽が置かれている法人のポンプジャックがその油田にあるかどう
かを確認します。ある場合、手番プレイヤーはそのポンプジャックから油樽を１個輸送しなければなりません。手番プレイヤー
は法人の油樽を任意の製油所に輸送します。法人（手番プレイヤーが管理しています）は常に最後に輸送を行います。

製油所と法人の石油
製油所を空にするとき、法人の油樽は常に大陸パネル上に輸送されます。この油樽はゲーム終了時の勝利点における順位に関
係します。

法人への／法人からの支払い
以下の例外を除き、支払いは４人プレイ時と同じ方法で行われます。

・法人のためのすべての支払いはサプライへ、またはサプライから行われます。
　・アクション D.1 中に法人の掘削リグをポンプジャックに置き換えたとき、手番プレイヤーはサプライから法人の株式を３

株得ます。
　・法人がプレイヤーの鉄道／タンカーを使ったとき、その所有者はサプライから支払いを受け取ります。
　・プレイヤーが法人の製油所へと石油を輸送したとき、プレイヤーはサプライから支払いを受け取ります。
　・法人の石油をプレイヤーが所有している製油所へと輸送したとき、その製油所の所有者は油樽１個ごとに２株をサプライ

に支払います。

ゲームの終了
プレイヤーは通常通りに勝利点を獲得します。各大陸に輸送された石油の数による順位を決めるとき、法人の石油も数えます。
このため、法人がプレイヤーから勝利点を奪うこともありますが、法人は勝利点トラック上にマーカーを置いておらず、実際
に勝利点を得ることはありません。

２人プレイ時の変更点

通常ルールに従って、必要なところで以下のルールを適用します。
２人プレイ時には８ラウンドに渡ってゲームをプレイします。各プレイヤーは通常ルールの通りに１つの会社を管理します。
また、各プレイヤーは２つの非プレイヤー会社（法人と呼ばれます）を１つずつ管理します。法人は通常の会社とまったく同
じように機能しますが、プレイヤーは製油所への法人の石油の輸送と、掘削リグをポンプジャックにするかどうかだけを管理
します。

ゲームボードの準備
・暗い色の地域カード 16 枚を、８種類のカード各１枚ずつの２つの山に分けて個別によく混ぜ、表向きの山にしてゲーム

ボードの横に置きます。

プレイヤーの準備
・各プレイヤーは１色を選び、その色のすべての内容物（D2、D3 チップを含みます）を取ります。
・スタートプレイヤーを決めます。このプレイヤーは１番の手番順チップを取ります。もう１人のプレイヤーは２番の手番順

チップを取ります。各プレイヤーは最終ラウンドまで自分の手番順チップを持ち続けます。
・サプライから、スタートプレイヤーは労働者を 18 人、相手プレイヤーは 20 人得ます。また、両プレイヤーはサプライから

自分の色の株式 20 株と、相手プレイヤーの色の株式５株を得ます。
・両プレイヤーは勝利点トラックのスペース 10 に勝利点マーカーを置きます。
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・両プレイヤーは（残りのプレイヤーカラーから）法人を１つ選び、その色の製油所１枚、掘削リグ８個、ポンプジャック
８枚、油樽 24 個を取って、暗い地域カードの山２つのうち１つの横に置きます。残りの内容物は箱に戻します。

１．両プレイヤーは手番順に、自分の法人の製油所１枚を任意の色つき地域に置きます（大陸ごとに製油所１枚のみ）。
２．暗い地域カードの各山からカードを１枚ずつ引き、その山の横にある法人の掘削リグをその地域に１個置きます。この手

順を３回実行します。使った地域カードは捨て札にします。
３．すべての色つき地域に試掘者ディスクを１枚ずつ置きます。残りの試掘者ディスクは箱に戻します。
４．追加の試掘者ディスクの配置を除いて、プレイヤーの準備に関する通常ルールに従います。

ラウンドの開始フェイズ
１ラウンド目にはこのフェイズを省略します。

法人の新たな掘削リグの配置
・暗い地域カードの各山からカードを１枚ずつ引き、その山の横にある法人の掘削リグをその地域に１個置きます。使った地

域カードは捨て札にします。
・引いたカードに対応する地域ですでに石油が発見されている場合（アクション D.1）、その地域には法人の新たな掘削リグを

置きません。

４ラウンド目には、両プレイヤーは労働者を通常の 10 人ではなく 20 人得ます。

アクションフェイズ
法人への／法人からの支払い
以下の例外を除き、支払いは４人プレイ時と同じ方法で行われます。

・法人のためのすべての支払いはサプライへ、またはサプライから行われます。
　・アクション D.1 中に法人の掘削リグをポンプジャックに置き換えたとき、手番プレイヤーはサプライから法人の株式を３

株得ます。
　・法人がプレイヤーの鉄道／タンカーを使ったとき、その所有者はその法人の株式をサプライから１株得ます。
　・プレイヤーが法人の製油所へと石油を輸送したとき、プレイヤーはその法人の株式をサプライから２株得ます。
　・法人の石油をプレイヤーが所有している製油所へと輸送したとき、その製油所の所有者は油樽１個ごとに２株をサプライ

に支払います。

輸送の順番
手番プレイヤー、相手プレイヤー、手番プレイヤーが管理している法人、相手プレイヤーが管理している法人の順になります。

法人の石油の輸送
手番プレイヤーが油田の石油を輸送することにしたとき、油樽が置かれている法人のポンプジャックがその油田にあるかどう
かを確認します。ある場合、その法人を管理しているのが自分かどうかを問わず、手番プレイヤーはそれらの各ポンプジャッ
クから油樽を１個ずつ輸送しなければなりません。その法人を管理しているプレイヤーが、その法人の油樽を任意の製油所に
輸送します。

製油所と法人の石油
製油所を空にするとき、法人の油樽は常に大陸パネル上に輸送されます。この油樽はゲーム終了時の勝利点における順位に関
係します。
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D2 チップ
自分の手番のアクション D2 中、プレイヤーは D2 チップを使って、コストを支払うことなく自分の任意の掘削リグ１個をポ
ンプジャックに置き換えることができます。

D3 チップ
自分の手番のアクション D3 の直後、プレイヤーは D3 チップを使って、アクションコストを支払うことなく任意の（選んだ
地域カードの地域以外の）地域で輸送を実行することができます。

ゲームの終了
プレイヤーは通常通りに勝利点を獲得します。各大陸に輸送された石油の数による順位を決めるとき、法人の石油も数えます。
このため、法人がプレイヤーから勝利点を奪うこともありますが、法人は勝利点トラック上にマーカーを置いておらず、実際
に勝利点を得ることはありません。

ゲームの進行の例

油田の開発
マリー（緑）は Murmansk 地域で掘削リグを２個持っています。ビル（青）もこの地域で掘削リグを２個持っています。

マリーは自分の手番で Murmansk 地域カードを選びました（アクションＡ）。マリーはこの地域カードに示されている赤の株
式２株と労働者２人を得ました（アクションＢ）。

建設アクションとして、マリーは Murmansk 地域に掘削リグを１個置きました。このために、マリーは労働者をサプライに
４人支払いました（アクションＣ）。

そのあと、マリーは労働者を８人支払って石油を掘り始めました。マリーは自分の掘削リグのうち１個をポンプジャックに置
き換え、その上に緑の油樽を３個置きました。ビルはマリーに青の株式を３株支払い、自分の掘削リグのうち１個をポンプ
ジャックに置き換え、その上に青の油樽を３個置きました（アクション D.1）

ここでマリーは試掘者のために入札することができます。マリーは自分の株式５株で入札しました。マリーが５株を持ってい
ないことを知っていたので、ビルはパスしました。マリーは 10 株を借金しなければならず、そのうち５株をサプライに支払
いました。そのあと、マリーは試掘者ディスク上に自分の油樽を１個置きました（アクション D.1.1）。

石油の輸送
ジョン（緑）は San Francisco 地域で油樽が２個置かれているポンプジャック２つ、タンカー１個、Montréal 地域との境界線
上に鉄道１個を持っています。アミー（青）はこの地域で鉄道１個、油樽が２個置かれているポンプジャック２つ、掘削リグ
１個、タンカー１個を持っています。スティーブ（赤）は鉄道１個、油樽が２個置かれているポンプジャック１つを持ってい
ます。

ジョンは自分の手番で San Francisco 地域カードを選びました（アクションＡ）。ジョンはこの地域カードに示されている労
働者３人をサプライから得ました（アクションＢ）。

建設アクションとして、ジョンは掘削リグを１個置きました。このために、ジョンは労働者をサプライに４人支払いました（ア
クションＣ）。

そのあと、ジョンは油田を開発することにしました。ジョンは今建設した掘削リグをポンプジャックに置き換え、その上に緑
の油樽を３個置きました。ジョンはこのために労働者を３人支払わなければなりません（アクション D.2）
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そのあと、ジョンは労働者を４人支払い、石油を輸送することにしました。ここでアミーとスティーブも輸送することにしま
した（アクション D.3）。この地域の各ポンプジャックから油樽１個が San Francisco の港に輸送されました。ジョンはスティー
ブの鉄道を２回、アミーの鉄道を１回使ったことにし、緑の株式をジョンに２株、アミーに１株支払いました。そのあと、ア
ミーは自分の鉄道を使って自分の油樽２個を港に輸送しました。スティーブも自分の鉄道を使って油樽を輸送しました（アク
ション D.3.1）。

そのあと、ジョンは境界線上にある自分の鉄道を使って、Montréal にある赤の製油所に油樽を１個輸送することにしました。
ジョンはスティーブから赤の株式を２株得ました。そのあと、ジョンは自分の他の油樽２個を自分のタンカーに積み込みまし
た。アミーは自分の油樽２個を自分のタンカーに積み込みました。スティーブは自分の油樽を緑のタンカーに積み込み、ジョ
ンに赤の株式を１株支払いました（アクション D.3.2）。

ジョンは自分のタンカーを Murmansk に移動させ、自分の油樽２個をスティーブの製油所に輸送しました。スティーブはジョ
ンに赤の株式を４株支払いました。ここには手番開始時点で油樽が３個あったので、この製油所はもういっぱいです。ここで
スティーブは自分の油樽のために新たな目的地を選ばなければなりません。スティーブはタンカーを Perth に移動させること
にしました。ここにはアミーの製油所があり、アミーはスティーブに青の株式を２株支払いました。

アミーも自分のタンカーをオーストラリアに移動させることにし、自分の油樽２個を自分の製油所に輸送しました。ここには
手番開始時点で油樽が２個あったので、この製油所はもういっぱいです（アクション D.3.3）。

いっぱいになったすべての製油所を、手番順でアミーの製油所から空にしていきます。アミーはすべての油樽をオーストラリ
ア大陸に供給します。アミーは自分の油樽を大陸パネルに移動させて勝利点競争に加わることにしました。
アミーは自分の油樽２個からは株式を得ませんが、ジョンとスティーブの油樽３個から 12 株を得ます。アミーは緑６株、赤
４株、青２株を得ることにしました。

そのあと、スティーブの製油所を空にします。スティーブは赤の油樽２個と緑の油樽２個をユーラシア大陸に供給し、スティー
ブは自分の３個目の油樽を売却することにしました。これにより、スティーブは 12 株を得ます。スティーブは赤 12 株を得
ることにしました（手番の終了）。

ジョンは北米の一番上の統合チップ（４勝利点）を購入することにしました。ジョンは各色の株式３株（計 12 株）をサプラ
イに支払いました。

ヒントとコツ

・どの地域カードが利用可能かをよく確認しましょう。他プレイヤーがどの地域カードを必要としているかを知ることは、自
分自身のアクションにとってとても有用です。

・無料で石油を輸送できる鉄道網を構築しましょう。充分なタンカーを建造しましょう。
・多すぎる地域に掘削リグを建設せず、３～４地域に集中しましょう。
・借金をしましょう。通常、プレイヤーは自分の油樽を自分の製油所に輸送することによってゲーム終了時に簡単に借金を返

済することができ、依然としてゲームに勝利することができます。
・試掘者のために４株支払うのはお買い得です。
・１つの色つき大陸に２つ目の製油所を建設するのはやめましょう。石油の輸送量が通常の半分になってしまいます。
・早期に２つ目の製油所を建設するのはやめましょう。
・最終ラウンドで一番いいのは最後番手になることなので、勝利点つきの地域カードを選びましょう。
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さまざまなものの獲得／喪失手段

他プレイヤーの株式の獲得：
・アクション D.1 中
・他プレイヤーに自分の鉄道／タンカーを使われたとき
・他プレイヤーの製油所に自分の油樽を輸送したとき

労働者の獲得：
・ラウンドの開始フェイズ
・地域カードから
・任意の３株を支払って労働者を１人雇用する

自分の株式の獲得：
・地域カードから
・統合チップから
・製油所チップを使って自分の製油所を空にする
・製油所アイコンがある地域カードを使って自分の製油所を

空にする
・自分の製油所が（油樽５個で）いっぱいになったとき
・借金をする

自分の株式の喪失：
・他プレイヤーの鉄道／タンカーを使ったとき
・他プレイヤーの手番のアクション D.1 中
・試掘者の競りの落札者となる
・自分の製油所に他プレイヤーの油樽が輸送されたときの支

払い
・借金の返済
・統合チップの購入
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今日の石油産業の基礎を築いたヤマ師と資本家たちは “ ワイルドキャッター ” と呼ばれています。彼らの発見と成功は創意工
夫、決断力、そして少なからぬ運に特徴づけられています。このボードゲームでは、私たちは 1850 年から 1930 年――重大
な出来事がいくつもあった時代の何人かの有名なワイルドキャッターたちに敬意を払っています。

アンソニー・フランシス・ルカス（1855 年９月９日～ 1921 年９月２日）はクロアチア出身の石油探索家・技術者でした。1901 年、
ルカスはテキサス州ボーモントのスピンドルトップ・ヒルで、パティロ・ヒギンズと共に石油を発見しました。発見されたと
き、ルカス噴出油井は 46 メートルもの高さに噴出し、１日当たり約 10 万バレルの石油を生産しました。これは当時の世界
最大の噴出油井で、突如ボーモントを石油に支えられた新興都市へと変貌させました。これは国中での油田開発と、石油時代
の始まりを導きました。

“ 父親 ” ジョイナーとあだ名されたコロンブス・マリオン・ジョイナー（1860 年３月 12 日～ 1947 年３月 27 日）は独学で学
んだアメリカ人ワイルドキャッターです。1930 年、70 歳のとき、ジョイナーは有名な東テキサス油田の発見井を掘りました。
東テキサス油田は当時最大の石油鉱床で、５カ国に渡って存在していました。ジョイナーはこの油井を売却し、のちに最も裕
福な石油企業家として知られることになる石油王、ハロルドソン・ラファイエット・ハントに 100 万ドルで貸し出しました。

その他の著名なワイルドキャッターたち
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地域カードの一覧



ワイルドキャッターズ・ルールブック



ワイルドキャッターズ・ルールブック



ワイルドキャッターズ・ルールブック




