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1.0 はじめに
1.1 原則

Twilight's Last Gleaming 2 (TLG2)は 1812 年の戦争(米英戦争)の後半の段階の間に戦われた三つの重

要な戦闘について低い複雑さのシミュレーションを提供するものである。この時、アメリカ合衆国は北西部

領土(Old Northwest)に対する支配を再確立し、その後、カナダに侵攻し、征服することによってこの戦争

に勝とうとしていたのである。TLG2 は最初の TLG の続編である。それは S&T 184 号(1997 年 3/4 月)で出

版され、Bladensburg,North Point,New Orleans の戦闘を扱っている。

TLG2 で含まれる三つの戦闘のゲームのそれぞれは、2 人プレイヤーの対戦用である。一人のプレイヤー

がアメリカ軍を指揮し、もう一人のプレイヤーはイギリス・カナダ軍を指揮する。アメリカ軍プレイヤーは一

般に全ての三つのゲームにおいて攻勢を行う側ではあるが、イギリス・カナダ軍プレイヤーにも反撃の十

分な機会がある。

1.2 ゲームの尺度

一般に、ユニットのそれぞれの戦闘力ポイントは、50 人の将兵か 1 門の砲兵を表現している。しかし、

個々のユニットの熱意、練度、指揮統制などのレベルを反映するために両方ともに上下の調整が行われ

ている。名目上、それぞれの歩兵と騎兵ユニットは「連隊」でそれぞれの砲兵ユニットは「中隊」を表現して

いるが、プレイヤーは歴史上ではここで表現される両方の軍が緩くそれらの用語を使用していたことを心

にとめておかなければならない。それぞれのインディアンの戦士団は、一人か数名のより下位の酋長と彼

らに近い種族の支持者を表現している。

それぞれのゲーム・ターンは実際の戦闘の時間の 15～60 分に等しい。これらの戦闘は、相対的にあまり

動きがない時間が多く、その中に点在する急激でかつ残忍な移動と戦闘の爆発によって、特徴づけられ

る。従って、三つの戦闘ゲームのそれぞれの全体のゲーム・ターンの長さは、それぞれの戦闘の間に、歴

史において行われた戦闘と運動の合計の正確な尺度を提供するように設定されている。

地図上のそれぞれの六角形の対向する辺の間の距離は 100 ヤードに等しい。

2.0 構成要素とプレイに関する準備
2.1 原則

TLG2 のそれぞれの完全なコピーは以下を含んでいるはずである：1枚の 34x22 ゲーム用地図、88 個の

打ち抜き加工されたユニット・カウンター、そして、このルールのセットである。

2.2 ゲーム用地図

地図シートは TLG2 において描写される三つの戦闘が戦われたエリアにおける軍事的に重要な地形を表

示している。六角形の格子は、チェスやチェッカーのボードの正方形と全く同じようにコマの移動と位置決

めを管理するために地図上に重ねて印刷されている。

このゲームのあらゆるユニット・カウンターは常に、プレイの間のある瞬間に、ちょうど一つの六角形(ヘク

ス)に位置する。地図のあらゆるヘクスは固有の 4桁の番号を持つ。その番号は、地図上の特定のヘクス

の参照を支援するために提供されている。例えば、ある対戦が完了する前に中断されなければならなく

なった場合や、対戦が郵便か電子メールでプレイされる場合に、ユニットの位置を記録することを容易にし

てくれる。これらのルールでは、the Thames の地図のヘクスの参照については先頭に大文字の T が付加

され、Chippewa の地図のヘクスの参照については先頭に大文字の C が付加され、Lundy's Lane の地図

のヘクスの参照については先頭に大文字の L が付加される。例えば、Johnson's Tavern はヘクス L2807



に見出すことができる。

2.3 プレイ用のコマ

2.4 背景色

ユニットの国籍(従って、どちらの側で各プレイするか)は背景色によって決定される。アメリカ軍プレイヤー

によって指揮される全てのユニットは明るい青の背景を持つ。イギリス・カナダ軍プレイヤーによって指揮

される全てのユニットはピンクの背景を持つ。

2.5 省略形

以下の省略形がカウンター上で使用されており、一つにはその固有の歴史上の識別を支援するためであ

り、もう一つには三つの戦闘ゲームのうちのどれで使用されるかを示すためである(いかなるカウンターも、

複数のゲームで使用されることはない)。

A/C：Anglo-Canadian(イギリス・カナダ)

Arm：Armstrong

Arty : Artillery(砲兵)

Bdl：Biddle

C：Chippewa(チッパワ)

CD : Canadian Dragoons(カナダ竜騎兵)

CR : Caldwell Rangers 

CV : Canadian Volunteers(カナダ義勇兵)

D : Dragoons(竜騎兵)

Esx : Essex(エセックス)

F : Foot(徒歩) 

Gln : Glengarry 

HB : Hilltop Battery 

IM : Incorporated Militia 

Ind : Indian Warband(インディアンの戦隊)

Jac : Jack 

JMI : Johnson's Mounted Infantry(ジョンソンの乗馬歩兵)

K : Kentucky(ケンタッキー)

L : Lundy's Lane(ルンディーズ・レーン)

Lnc : Lincoln 

Mck : MacKnoachie 

Mdl : Middlesex(ミドルセックス) 

Nor : Norfolk(ノーフォーク) 

NYM : New York Militia(ニューヨーク民兵) 

PA : Pennsylvania(ペンシルバニア) 

Prv : Provincial 

Rch : Ritchie 

Shp : Sheppard 

T : Thames(テームズ) 

TLR : The Light Regiment(軽連隊)

Tow : Towson 

US : United States(アメリカ合衆国)

Y : York(ヨーク)

2.6 戦闘力とステップ

あらゆるユニットの下部に印刷される戦闘力は、防御的に攻撃的に戦闘に参加するためのそれぞれの能

力を相関的な数値を尺度として表現したものである。

ゲーム中の全てのユニットは 1 か 2 の「戦力ステップ(もしくは単にステップ)」を持つ。それは、最終的に機

能を保った編制部隊であることを停止するまで、戦闘効果が低下する前に、ある量の戦闘損害を吸収す

る能力を表現するために使用される独断的な用語である(現在のアメリカ陸軍の特殊用語ではその「頑丈

さ」の尺度)。

カウンターの一方だけが印刷されたユニットは「1 ステップ」ユニットである。両側に印刷されたものは「2 ス



テップ」ユニットである。全ての 2 ステップ・ユニットは、その完全な 2 ステップ戦力で、地図上においてプレ

イを開始するか、増援としてプレイに登場する。

「2 ステップ」ユニットが 1 ステップの損害をこうむる場合、それは裏返されてその減少戦力の側(低い戦闘

力を持つ側)を上に向けることになる。1 ステップ・ユニットかすでに減少している 2 ステップ・ユニットが 1 ス

テップの損害をこうむる場合、地図から取り除き(除去され)、「破壊ユニットの集積所」に置かれる。

2.7 移動力

大部分のウォーゲームとは異なり、ユニットの移動力はそのカウンター上には印刷されていない。これら

の数値は、地図上に表示されたヘクスの戦場を移動するそれぞれのユニットの能力の尺度であり、そのタ

イプによって決まる(そして、ある場合には、昼間か夜間であるかどうかによる）。

三つの戦闘ゲームの全てにおいて両陣営のすべてのユニットの移動力は、地図シート上に印刷された「タ

イプと時間によるユニット移動許容」表で与えられる[4.21]。一般に、昼間のゲーム・ターンの間、歩兵(イン

ディアンを含む)は 4 の移動力を持つ。砲兵ユニットは 6の移動力を持ち、騎兵ユニットは 8 の移動力を持

つ。それらの同じ数は、夜においてはそれぞれ 3、4、6となる。

ユニットは、異なる移動コストを支払うことで、それらが移動するヘクス内や周辺の様々なタイプの地形と

水の障壁に進入する(4.0項を参照)。

2.8 プレイに関する最終的な準備

プレイヤーは最初に、TLG2 が表現する三つの戦闘のゲームのうちのどれをこれからプレイするかと、誰

がどちらの側をプレイするかを決定しなければならない。次に、プレイのために選ばれた個々の戦闘のた

めのユニットを分類し、それらの適切な側に印刷されたデータに従ってセットアップされなければならない。

「The Thames」戦闘ゲームのための全てのイギリス・カナダ軍ユニットは、それらがその右側に印刷された

大文字の T と 4桁のセットアップヘクスの識別番号(例:T2139)を持つことによって識別することができる。

「The Thames」戦闘ゲームのための全てのアメリカ軍ユニットは、それらがその右側に印刷された省略形

の T1 を持つことによって識別することができる。

「Chippewa」戦闘ゲームのための全てのイギリス・カナダ・ユニットは、それらがその右側に印刷された大

文字の C と 4桁のセットアップヘクスの識別番号(例:C2519)を持つか、そこに印刷された省略形の C1 を

持つことによって識別することができる。「Chippewa」戦闘ゲームのための全てのアメリカ軍ユニットは、そ

れらがその右側に印刷された大文字の C と 4桁のセットアップヘクスの識別番号(例:C1629)を持つことに

よって識別することができる。

「Lundy's Lane」戦闘ゲームのための全てのイギリス・カナダ・ユニットは、それらがその右側に印刷された

大文字の L と 4桁のセットアップヘクスの識別番号(例:L2107)を持つか、そこに印刷された省略形の L5 を

持つことによって識別することができる。「Lundy's Lane」戦闘ゲームのための全てのアメリカ軍ユニットは、

それらがその右側に印刷された大文字の L と 4桁のセットアップヘクスの識別番号(例:L2812)を持つか、

そこに印刷された省略形の L4 か L6を持つことによって識別することができる。

前述の手順を完了したプレイヤーは、特別ルールの項(8.0,9.0,10.0）に移動すべきであり、そこでプレイす

る特定の戦闘ゲームのセットアップとルールを確認しておく必要がある。それらのルール・セクションは、戦

闘ゲームのそれぞれがどのようにすれば勝利し、敗北するかについて説明している。

3.0 プレイの手順
3.1 原則

TLG2 のあらゆるゲーム・ターンは、二つの「プレイヤー・ターン」(一つはアメリカ、もう一つはイギリス・カナ

ダ)に分割される。その完全な手順は、一つの「ゲーム・ターン」を構成する。アメリカ軍プレイヤー・ターン

は、全ての三つの戦闘ゲームのあらゆるゲーム・ターンにおいて最初のプレイヤー・ターンである。あらゆ

る完了するゲーム・ターンのまさしくその最後に、地図シート上に印刷されたゲーム・ターン記録トラック上

において「ゲーム・ターン」マーカーを一つ先のボックスに進める。

プレイヤーによって行われるあらゆる行動は、以下に示されるゲーム・ターンの手順の適切な部分の間に

行われなければならない。一度プレイヤーが特定の行動を終了してしまうと、対戦相手が寛大にも許可し

ない限り、忘れていたり、十分に実行されなかったアクションを実行するために戻ることは許されない。

3.2 ターンの手順

ゲーム・ターンの手順の概要は以下の通りである。以降のルールは、可能な限りそれぞれのゲーム・ター

ンの手順の順序で物事を説明するように、編成されている。

I. アメリカ軍プレイヤー・ターン

A. アメリカ軍移動及び増援フェーズ



B. アメリカ軍戦闘フェーズ

II.イギリス・カナダ軍プレイヤー・ターン

A. イギリス・カナダ軍移動及び増援フェーズ

B. イギリス・カナダ軍戦闘フェーズ

4.0 移動と支配地域
4.1 原則

あるヘクスの周囲を直接、囲む6個の六角形は、そのヘクス内のいずれかのユニットの「支配地域(Zone 

Of Control:ZOC)」を構成する。ユニットは、あらゆる移動フェーズの間、「敵支配地域」(Enemy Zone Of 

Control:EZOC)を含むヘクスから出ることは許されない。支配地域は、橋がかけられていない川ヘクスもし

くはヘクスサイドを越えて広がることがない。支配地域は、他の全てのヘクス内の地形とヘクスサイドの地

形と水の地形に広がる。

4.2 ZOC を発生させる

フェーズやプレイヤー・ターンに関係なく、全てのユニットはゲーム・ターンを通して ZOC を発生させる。

あるヘクスへの ZOC の投影は、ZOC が投影されるヘクス内の自軍のユニットや敵ユニットの存在によっ

て否定されることがない。

4.3 移動コストなし

ユニットは EZOC か ZOC に進入するために追加の移動ポイントを支払うことがない。しかし、全てのユニッ

トは進入した EZOC を含む最初のヘクスにおいてそのフェーズの間のその移動を終えなければならない.

4.4 EZOC から出る

EZOC内のヘクスを出るためには三つの方法だけがある：戦闘の結果としての退却、戦闘後前進、EZOC

を発生させている敵ユニットの除去のいずれかによる(6.0項を参照)。

4.5 ZOC の相互関係

ある特定の自軍ユニットが EZOC に存在する場合、その EZOC を投影する敵ユニットはまた、その自軍ユ

ニットの ZOC にいる。その二つのユニットは、互いの ZOCs によって等しく、同時に、相互に影響を与える。

同じヘクスに投影される ZOC と EZOC が存在する場合、両方ともそのヘクスで共存する。同時に同じヘク

スに複数の ZOCやEZOC が投影されることから追加の効果は存在しない。

4.6 移動

ルール 2.7 において述べられるように、ゲーム内のあらゆるユニットは移動力(Movement Factor:MF)を持

つ。その移動力とは、あらゆるゲーム・ターンのその陣営の移動フェーズの間に、地図を越えて移動する

時に使用するためにそのユニットが利用できる「移動ポイント(Movement Points、MP と呼ばれる)」の数で

ある。

4.7 移動の制限

MP はターンからターンにまたはフェーズからフェーズへと蓄積することは許されず、あるユニットから他の

ユニットへと与えられたり貸与することは許されない。プレイヤーは、自分自身の判断でゲームを通じて自

分の移動フェーズのそれぞれにおいて、自分のユニットのすべてかいくつかだけを移動させてもよいし、全

く自分のユニットを移動させなくてもよい。

移動するユニットは、停止する前に全てのその MP を消費することを要求されない。それぞれの個々のユ

ニットの移動は、他のものが開始される前に、完了されなければならない。プレイヤーは対戦相手が同意

する場合にのみ、すでに移動されたユニットの位置を変えてもよい。

ユニットは、進入するヘクスの地形やヘクスサイドに沿った地形によってそうするために可変の様々な移

動コストを支払って、ヘクスから隣接するヘクスへと移動する(ヘクスを「スキップする」ことは許されない)。

一方の陣営のユニットの移動は、それ自身のプレイヤー・ターンの間にのみ行われる。対戦相手のユニッ

トの移動は他のプレイヤーのターンの間には行われない(例外：6.12ff を参照)。

4.8 最小限の移動能力

ゲーム中のあらゆるユニットは、ゲームを通じてその陣営の移動フェーズのそれぞれの間に、1ヘクスを

移動するためにその MFのすべてを消費することによって、含まれる地形のコストを問題とせずに、1ヘク

スを移動する能力を保証されている。しかし、この保証はルールに反する移動を行う能力(例えばEZOC

ヘクスを去ること)をユニットに与えることはない。

4.9 スタッキング

一つの例外を除いて(10.2 を参照)、TLG2 において許されるユニットのスタッキングは存在しない。すなわ

ち、ただ 1 個のユニットのみが、ある瞬間にあるヘクスに存在してもよい。このスタッキング無しのルール



は、あらゆるゲーム・ターンの間、いつでも効力を有する。従ってプレイヤーは自分のユニットを移動させる

順序に注意を払うべきである。いくつかのユニットを余りに早く不注意に移動させ、自分がフェーズの後に

実行したいと思っていた重要な移動を結局のところブロックしてしまわないように。

4.10 敵ユニット

ユニットは、敵ユニットによって占められるヘクスに進入することは許されない。

4.11 地形

地形には二つの基本的なクラスが地図上にはある：自然地形と人工地形である。それぞれのクラスは、さ

らに異なるいくつかのタイプに分割される(下記参照)。一つのヘクスには一種類を超える自然地形が存在

することはないが、複数の種類の人工地形が一つのヘクスに存在することがある。

4.12 自然地形

自然地形には四つのタイプがある：クリア、森、沼、斜面、小川と川に沿った水の障壁である。

様々な地形がユニットの移動に関して持つ効果は、以下に記述され、早見のために地図シートに印刷さ

れる地形効果表上にまとめられている[4.22]。

4.13 クリア

クリア地形は、ゲームの「基本」となる地形であり、全く視界を遮るものがない地形である。すなわち、その

中にクリア自然地形のみをもつヘクスは、防御を拡張したり移動を遅延させる何らかの自然の特徴を全く

持たないエリアを表現している。それぞれのクリア・ヘクスはすべてのユニットが進入するために 1MP が

かかる。全ての建物はクリア地形のヘクスに存在する。

ヘクスがクリア地形とみなされるためには、それはその中で描写される唯一の種類の自然地形でなけれ

ばならない。クリア以外の自然地形を含むかいくつかのクリアに追加されるヘクスは、それらとともにある

いは、いくつかに加えて明らかに、それとともにある優勢な地形によって認識される。

4.14 森

すべての歩兵ユニット(インディアンを含む)は、それぞれの森ヘクスに進入するために 2MP を支払う。す

べての砲兵ユニットは 3MP を支払い、すべての騎兵ユニットは 4MP を支払う。

4.15 沼

すべてのユニットは、それぞれの沼ヘクスに進入するために 4MP を支払う。

4.16 川、橋、小川

上述した他の特徴とは異なって、川による水の障壁はヘクス内に置かれているというよりもむしろヘクスの

間を、ヘクスサイドに沿って流れている。川は橋のみで横断されてもよい。道路と川が交差するところで橋

は生じる。これらの三つの戦闘ゲームでは C2925/C3026の間にのみ存在する。橋がかけられたヘクスサ

イドを通して川を横断するユニットは、渡河するためにいかなる追加の MP も支払わない。橋の破壊はこ

のゲームには存在しない。プレイに関しては、それは破壊できない。

そのようなヘクスを通過することを許されている砲兵の照準線(7.7 を参照)を除いて、全体が川ヘクス内へ

の、そこから、そこを通じてのゲーム上の行動は許されない。

これらの三つの戦闘ゲームにおいて一つの地点だけで道路と小川は交差している(T2539/T2639)。そこに

は橋がない。従って、そのヘクスサイドを横切るユニットは、すべての小川を横断するのに+1MPコストを

支払わなければならない。

4.17 人工の地形

人工の地形は二つのタイプが存在する：道路と建物である。

4.18 道路移動

道路は、移動を強化するために使用し、移動に関する通常の地形の効果を否定することができる。すなわ

ち、道路は、ヘクス内にどのような他の地形タイプが存在したとしても、ユニットが道路の正確な連続に

よって道路ヘクスから隣接する道路ヘクスへの経路に沿って移動するなら、そのユニットがヘクスにつき

0.5MP のコストだけで移動することを可能にする。しかし、道路の存在は ZOC/EZOC の効果を否定しない

ことに注意せよ。

ユニットは同じ移動フェーズの間に、道路と道路外の移動を結合してもよい。ユニットがその移動力の制

限内で全体の MP の支払いを維持する限り、これはどのような組合せでもよい。

4.19 建物

道路移動を使用しない時に建物ヘクスに進入するユニットは、建物ヘクスにつき 1MP のコストでそうしても

よい。建物ヘクスに入るようにまたそこから出るように示されている道路は、それらのヘクス内に入り、通

過しているものとみなされる。そのため、前述の制限の範囲内で、道路移動によって建物ヘクス内に入り、

通過することが可能である。



4.20 地図外への移動はない

一度、地図上のプレイに加わったユニットは、とにかく地図を離れるように移動することは許されない。地

図を離れるように移動することを強制されるユニットは、除去されたものとみなされる。

4.21 種類と時間表によるユニットの移動許容

地図シートに印刷されている。

4.22 地形効果表

地図シートに印刷されている。

5.0 増援　
5.1 原則

増援とは、ゲームがすでに始まったあとに、地図上のプレイに登場するユニットのことである。それらは、

地図上にセットアップされてプレイを開始しない。The Thames の戦闘ゲームにおいては、アメリカ軍プレイ

ヤーのみが増援を受け取る(8.1 を参照)。Chippewa の戦闘ゲームにおいては、イギリス・カナダ軍プレイ

ヤーのみが増援を受け取る(9.1 を参照)。Lundy's Lane の戦闘ゲームにおいては、両方のプレイヤーが増

援を受け取る(10.1 を参照)。増援がプレイに登場する時が来るまで、ゲーム・ターン記録トラック上の適切

なボックスに増援を積んでおくこと。

5.2 増援の登場の機会

増援は、それらを受け取るプレイヤーの移動フェーズの間いつでも、地図に登場してもよい。増援の登場

は速められることはない。例えば、ゲーム・ターン 5 にプレイに登場する予定の増援は(その情報はそのカ

ウンターの右側に印刷されている)、そのゲーム・ターンか以降のゲーム・ターンの自分の陣営の移動

フェーズの間のいつでも、受け取るプレイヤーによって登場させることができる。しかし、そのプレイヤーは

ターン 5 より早いゲーム・ターンの間に、そのようなユニットの登場を選択することはできない。

増援を登場させるか、遅らせるかという決定は、ユニットごと、ターンごとにユニットを受け取るプレイヤー

によって常に行われる。けれども、プレイに投入されてしまった増援ユニットはいずれにせよ再び地図を離

れるように移動されてはならない。到着した増援ユニットは、それらが地図上に来た時点から、そのユニッ

トが利用できる全ての通常の移動と戦闘に関する特徴を持つ。

5.3 増援の登場の手順

複数の増援ユニットが同じゲーム・ターンの間に到着が予定されている時、受け取るプレイヤーは地図上

へそれらの移動の正確な順序を決定する。増援を受け取るプレイヤーは、一続きの地図外のヘクス列に

よって地図端を通じてそれらを視覚化しなければならない。そうして最初に登場するものは 0.5MP を消費

し、第二のものは 1MP を消費し、第三のものは 1.5MP を消費する。以降、同様に 0.5MP を加算する。(全

ての増援ユニットは通常、道路ヘクスを通じて地図に登場する予定となっている。それゆえに、増援ユニッ

トのすべてが道路ボーナスの移動レートを使用するため、進入するコストは 0.5MP である。)

どちらのプレイヤーも、自発的に自分の到着する増援のいずれかの指定の登場ヘクスを変えることは許

されない。

しかし、その登場ヘクスが直接の敵ユニットの占有やそこへの EZOC の投影によってブロックされる場合、

増援を受け取るプレイヤーは以下の選択肢を選んでもよい：

1）通常の登場ヘクスがブロックされなくなるという見込みで、後のターンまでのそれらの登場を遅らせる。

もしくは、

2）ヘクスが道路ヘクスであるかどうかは関係なく、最も近いブロックされていないヘクスを経てただちに増

援を登場させる。

妨害されるヘクスの両側の等距離の二つのヘクスが最も近い可能な登場ヘクスである場合、受け取るプ

レイヤーはどちらが全ての増援のために使用されるかについて選択してもよい。受け取るプレイヤーは、

ユニットのうちいくつかについてあるヘクスを選び、他のユニットのために他のヘクスを選ぶことはできない。

受け取るプレイヤーはそれらすべてのために一つだけの代替ヘクスを選択しなければならない。さらに、

代替登場ヘクスが使用される場合、増援が道路外のクリア地形ヘクスの一続きから地図に登場するもの

と仮定しなさい。もちろん、そのようなユニットは、それらが地図上に登場する最初のヘクスから始めて、全

ての通常の地形コストを払い始める。

増援の縦隊のすべてのユニットがちょうど 1回の移動フェーズに地図上に到着することができないというこ

とはあり得る。その場合には、単に次の自軍移動フェーズまで地図外に遅延するユニットを維持しなさい。

それらがその後のターンにおいて移動を開始する時に、それらの最初の 1 個は最も低い可能性の移動コ

スト(道路ヘクスを経由するなら 0.5MP、クリアヘクスを経由するなら 1MP など)を支払う。他の遅れるユ



ニットは、その新しいターンの登場の縦隊において、その位置に基づく登場MP の増分を支払うだけであ

る。

6.0 戦闘
6.1 原則

自軍の陣営の戦闘フェーズの開始時に、その ZOC内に自軍ユニットがいるの敵ユニットは、そのフェーズ

の間、自軍ユニットによって攻撃されなければならない。地図全体における全般的な状況とは関係なく、

ターンを実行中のプレイヤーは「攻撃側」と呼ばれ、他のプレイヤーは「防御側」と呼ばれる。

6.2 手順

攻撃側はある特定のヘクスを攻撃する全てのユニットの戦闘力を合計し、その合計と攻撃されるヘクス内

の防御ユニットの戦闘力の合計と比較する。比較は、攻撃側の戦力ポイントと防御側の戦力ポイントを比

率で表現したもので(攻撃側の戦力ポイントを防御側の戦力ポイントで割る)、地図シート上に印刷された

戦闘結果表(Combat Results Table:CRT)の上部にリストされる比率の一つとなるように単純化される。例

えば、13 戦力ポイントが 4 戦力ポイントを攻撃する場合、戦闘オッヅ比率は 3.25 対 1 となり、(常に防御側

が有利となるように)3:1 の整数比に単純化される。

戦闘オッヅを決定し、攻撃側は 1 個のサイコロを振る。その結果として出た目は、戦闘オッヅを表現するコ

ラムと交差照合することになる CRT 上の行を指示することになる。行とコラムの交差は戦闘結果を生じる。

その結果は、他のどの戦闘も解決される前に、参加したユニットにただちに適用されなければならない。

個別の戦闘は、すべての要求される戦闘がその戦闘フェーズの間に解決される限り、攻撃側のプレイ

ヤーが望むいかなる順序ででも解決されてもよい

6.3 攻撃と防御の制限

自軍戦闘フェーズにつき 1回を超えてユニットは攻撃することは許されず、敵ユニットは自軍戦闘フェーズ

につき 1回を超えて攻撃されることはない。

6.4 強制的な攻撃

ターンを実行中のプレイヤーのユニットのうち、EZOC内でその陣営の移動フェーズを終えたものはすべて、

引き続いて起こる戦闘フェーズの間、隣接する敵ユニット(もしくはスタック)のいくつかを攻撃しなければな

らない。フェーズ実行プレイヤーは、EZOC内のすべての自軍ユニットが攻撃に参加する限り、自分の攻

撃ユニットのどれがそれぞれの参加する敵ユニットを攻撃するかを選択してもよい。

敵が占めるヘクスは、直接、隣接するヘクスからそれに対して投入することが可能なユニットによって攻撃

されてもよい。ユニットはそれらが直接、隣接している敵ユニットのみを攻撃してもよい(例外：セクション 7.0

を参照)。

橋のかかっていない全体が川ヘクスサイドを除いて、支配地域はあらゆる種類のヘクス内の地形の種類

に対してそこの中へ広がり、そこから広がり、あらゆる水の障壁ヘクスサイドを越えて広がることに注意さ

れたい。このように、両陣営のユニットが橋がかかっていない川ヘクスサイドによって隔てられている限り、

敵対するユニットは直接お互いに隣接していてもよく、攻撃する必要はない。

6.5 複数ユニットと複数ヘクスの戦闘

一回の攻撃は、異なるヘクス内にいるいかなる数の攻撃か防御するユニットが参加してもよい。一回の戦

闘として解決するためには、全ての攻撃ユニットは、全ての防御ユニットに隣接していなければならない。

(Lundy's Lane の戦闘ゲームにおいて、第二のイギリス・カナダ軍ユニットが HB ユニットとスタックしている

場合、それらのスタックされたユニットはまるでそれらが一つの合同されたユニットであるように攻撃されて

もよい。しかし、そのスタックが攻撃する場合、A/C プレイヤーがそう望むならば、A/C プレイヤーはそれ

ぞれを異なる攻撃に割り当てることができる。)

自軍ユニットが敵の複数のユニットの EZOC内にいる場合、他の攻撃ユニットと交戦していないすべての

それらの敵ユニットを攻撃しなければならない。

防御側のヘクスがすべての攻撃側に隣接している限り、複数のヘクスにいる自軍ユニットはその攻撃力を

結合し、一つの防御側を攻撃してもよい。その同じ制限の範囲内で、一回の攻撃はその目標として複数の

ヘクスを持ってもよい。すなわち、一回の攻撃は複数のヘクスにいるユニットが複数のヘクスにいる防御

側に対する攻撃に参加してもよい。ただし、これはすべての攻撃ユニットが直接すべての防御ユニットに

隣接している場合に限定される。

6.6 強制的な防御側の参加

防御側プレイヤーは、攻撃にさらされるヘクス内のいずれかのユニットを戦闘から控置しておくことは許さ

れない。



6.7 戦闘力の不可分性

あるユニットの戦闘力は常に不可分である。それは、攻撃と防御のどちらにおいても異なる戦闘の間で分

けることは許されない。

6.8 陽動攻撃

他の防御ヘクスに対する隣接する攻撃をより高いオッヅで行うために、ユニットは低いオッヅで攻撃に投

入されてもよい(主たる目標ヘクスを撃つために攻撃軍のほとんどを割り当てることによって)。そのような

攻撃は、「陽動攻撃」、「拘束攻撃」、「ソークオフ」と呼ばれる。

6.9 戦闘に関する地形の効果

特定の種類の地形の中かその背後で防御するユニットはその戦闘力を強化する。地図シートに印刷され

た地形効果表の「戦闘の効果」のコラムを参照していただきたい。例えば、戦闘のためのオッヅを計算す

る時、橋ヘクスサイドを通じて攻撃されるユニットは、その理由のために左に 1コラムだけシフトしたその通

常の戦闘オッヅを持つ。例えば、攻撃側が橋ヘクスサイドを通って来る場合、この攻撃は 1:1 のオッヅで解

決される代わりに 1:2 となる。

一般に、ある戦闘に適用できるすべてのオッヅ・シフトは、それが最終的な戦闘オッヅを決定する時には、

その効果の点で累積する。例えば、防御ユニットが建物ヘクスに位置し、攻撃側が橋ヘクスサイドを越え

て来ている場合、その防御側は合計で二つの左へのコラム・シフト(建物の 1 と橋の 1)を受け取ることにな

る。

ヘクスサイドの特徴(橋、小川、斜面)により与えられるシフトの場合、その交戦に参加するすべての攻撃ユ

ニットがそのようなヘクスサイドを通って来る場合にのみ、それらのシフトが適用される点に注意しなさい。

また、斜面ヘクスサイドの場合には、攻撃側が斜面を登って来る場合にのみ、防御側がボーナス・オッヅ・

シフトを与えられる点に注意しなさい。例えば、すなわち、ヘクス L2406にいる攻撃側によって攻撃される

L2306内の防御側は斜面の有利さを得ることになる。(道路の存在が斜面を登る効果を否定しない点に注

意しなさい。)その同じ防御側がまた敵の他のユニット(ヘクス L2307 としておく)によって攻撃される場合、

防御側が有利となる斜面のオッヅ・シフトは失われる。

最終的に、地形と水の障壁によるオッヅ・シフトが常に防御側のためになり、攻撃側のためにならない点

に注意していただきたい。

6.10 縦射攻撃

防御ユニットがおたがいに対向する辺のヘクスから 2 個の敵ユニットによって攻撃されるか、1ヘクスの空

きヘクスを置いて 3 個の敵ユニットによって攻撃されるか、4 個以上のヘクスから敵ユニットによって攻撃

される場合、その防御ユニットは「縦射」によって捕捉されたことになる。防御側を縦射で捕捉することは、

その戦闘について攻撃側に 1コラム右へのオッヅ・シフトを与える。防御側に隣接するヘクスに包囲する

ユニットが存在することだけでは十分でない点に注意しなさい。縦射ボーナスを得るためには、要求される

ユニットは実際にその防御側への攻撃に参加していなければならない。

6.11 戦闘結果

戦闘結果表から得られる様々な戦闘結果は、地図シート上の下部に印刷される注記において説明される。

退却とステップ損害の両方が要求される時はいつでも、全てのステップ損害が先に行われ(複数のユニッ

トの状況では、保有プレイヤーの選択による)、その後に退却が行われる。

プレイヤーは、他の部分に不利益をこうむらないようにするために、その戦闘結果の一つの部分に二つの

増分を取ることを選ぶことは許されない。すなわち、例えば、「DL1DR」を受ける防御プレイヤーは以下の

ように宣言することは許されない：「私は、ステップを失うことを避けるために 2ヘクスを退却する。」

戦闘結果は常に、その個々のサイコロの目によって解決される戦闘に参加したユニットに適用される。

ある戦闘から別の戦闘へと「繰り越される」結果は存在しない。

6.12 戦闘後の退却

戦闘結果が特定の戦闘に参加したプレイヤーのユニットに退却することを必要とする時、それらのユニット

を保有するプレイヤーはそのユニットを 1ヘクスだけ(それらは EZOCヘクスではないこと)ただちに移動し

なければならない(同様に、それらは実際に敵ユニットによって占められているヘクスに退却することは許

されない)。そのようなヘクスが退却する先に存在しない場合、そのようにブロックされたユニットは EZOC

に退却してもよい。一般に、保有プレイヤーは自分の退却するユニットのそれぞれについて移動の方向を

決定してもよい。退却するユニットは、それが通常は移動が禁止されるヘクスに退却することや禁止され

るヘクスサイドを横切って退却することは許されない(4.0項を参照)。

戦闘後の退却を行う時に、スタッキングの制限に違反することは許されない。Lundy's Lane の戦闘ゲーム

において、HB ユニットが戦闘後に退却を行うように求められる場合、それはその代わりにその位置におい



て除去される。

戦闘後の退却はカウンターに印刷された MFで行われるものではないことに注意せよ。戦闘フェーズの間

に戦闘後の退却を行ったユニットは、その陣営の以降の移動フェーズに、いかなる MP の喪失を持ち越す

ことはない。

ある戦闘フェーズの間に戦闘後の退却を行ったユニットは、その同じ戦闘フェーズの間、いかなる形であ

れ再び攻撃されることはない。

ここと以下に示される制限の範囲内で、複数のヘクスが退却するユニットの退却先として利用できる場合、

保有プレイヤーはそのユニットがどのヘクスに退却するかについてヘクスを選択してもよい。

複数のヘクス戦闘の状況では、ユニットは、その戦闘の開始時に自軍であれ、敵であれその中に何らか

のユニットが存在したヘクスに退却することは許されない(そのようなヘクスは、実行される戦闘結果の退

却部分に先立ってステップ損失によって空にされるかもしれない)。上述や後述の理由のいずれかによっ

て、ユニットが合法的な戦闘後の退却を行うことができない場合、それはその場において除去される。

そのような場合に、通常の攻撃側の戦闘後前進はなお強制である(6.14 を参照)。

6.13 置換

戦闘後の退却を行うユニットが利用できる唯一のヘクスが他の自軍ユニットがすでにそのヘクスを占めて

いるためにそれが移動することができないものである場合、その自軍ユニットは 1ヘクスだけ「置換」され

る。「置換」されるユニットは、あたかもそれが戦闘後の退却を行う(同じ制限の下で)かのように、保有プレ

イヤーによって 1ヘクス離れた位置に動かされ、その後にその最初の位置は退却する自軍ユニットによっ

て占められる。(そのユニットは戦闘後の退却によって敵ユニットを置換することは許されないことに注意し

ていただきたい。)

退却するユニットは、その時点でそれ自身が EZOC内にいる自軍ユニットを置換えることは許されない。

すなわち、あなたは EZOC内へ置換えることは許されず、あなたにとって置換以外の他の方法がないヘク

ス内の自軍ユニットの存在はそのためにその EZOC を否定しない。

置換えされるユニットは、それ自身が移動することを禁止されているヘクス、越えることを禁止されている

ヘクスサイド、地図外などへ置換えされることは許されない。置換えされるユニットは、置換が行われるそ

れぞれの時にユニット保有プレイヤーにとって唯一の許された開けた経路である場合、置換の一種の「連

鎖反応」で他の自軍ユニットを置換えることができる。

それがその時々に唯一の選択肢である場合、あるユニットは戦闘フェーズについていかなる回数の置換

を行ってもよい。何らかの他の開けた経路が存在する場合、退却するユニットはいかなるユニットも置換え

ることは許されない。置換が置換えされるユニットの除去の原因となる場合、本来の退却するユニットはそ

の代わりにその場において除去される。

そのフェーズに遠隔射撃でまだ交戦していない砲兵ユニットは、置換が行われた後のその戦闘フェーズに

遠隔射撃を行うことは許されない。

6.14 戦闘後の EZOC から EZOCへの退却

EZOC からユニットの置き換えを禁止する上述の制限を除いて、ユニットは EZOC を含むヘクスに退却し

てもよい。しかし、退却を受けるための EZOC を含まない利用可能で適格な空きヘクスが存在する場合、

いかなるユニットも EZOC に退却することは許されない点に注意しなさい。

6.15 戦闘後前進

防御されたヘクスが戦闘の結果として空となった時はいつでも(ただし、砲撃単独によるものを除く、7.0項

を参照)、そのヘクスに隣接する 1 個の攻撃に参加したユニットはそのヘクスに前進しなければならない。

そのような前進はまったく EZOC を考慮せずに行われる。次の戦闘の解決が開始される前に、義務的な

前進はただちに実施なされなければならない。

戦闘後前進を行うユニットはその同じフェーズの間、いかなる方式であれ再び攻撃することは許されない。

けれども、新しく占められたヘクスにおけるその存在が同じフェーズ中の後に解決される戦闘において、

他の敵ユニットの退却を阻害するのに貢献してもよい。

戦闘後前進は印刷された MFを全く利用することがない点に注意していただきたい[4.21]。戦闘フェーズの

間、戦闘後前進を行うユニットは、その陣営の以降の移動フェーズへいかなる MP の損耗を持ち越すこと

はない。

前進することができる複数の参加した攻撃ユニットが存在する戦闘では、保有プレイヤーがどれが前進す

るかを選択してもよい(1 個のみが前進してもよい)。前進を実行可能な空になった複数の防御側ヘクスが

存在する場合、保有プレイヤーが前進するヘクスを選択してもよい(1 個のヘクスだけが占められてもよい)。

退却と戦闘後前進の両方が行われる交戦では、全ての退却は戦闘後前進を行う前に実行される。



6.16 オッヅの限界とオッヅの引き下げ

7:1 よりも大きなオッヅで行われる攻撃は、あたかもそれらが 7:1 の攻撃であるかのように、解決される。

1:4 を下回るオッヅで行われる攻撃は、あたかもそれらが 1:4 の攻撃であるかのように、解決される。戦闘

を解決するサイコロを振る前に、攻撃側は自発的にその戦闘のオッズを下げると宣言してもよい。攻撃側

はそれを行うことに対してペナルティを受けることはないが、サイコロを振った後、自分の考えを変えること

は許されない。

6.17 戦闘結果表

地図シート上に印刷されている。

7.0 砲兵
デザイン上の注。あなたがウォーゲームという趣味の新人である場合、このルール・セクションをスキップ

するならば、あなたはこのゲームに参加しやすくなると思われる。あなたのプレイでは、あなたは砲兵ユ

ニットを、それらがまったく歩兵ユニットであるように扱うべきである。

7.1 原則

歩兵や騎兵ユニットと異なって、砲兵ユニットは、複数のヘクスを離れた地点から防御ユニットを攻撃する

ことによって攻撃に参加してもよい。EZOC内で自軍の戦闘フェーズを開始する時には、砲兵ユニットは通

常の隣接した攻撃に参加しなければならない(6.0項に記述されるように)。言い換えると、砲兵ユニットは、

あらゆる自軍の戦闘フェーズの間、敵ユニットから距離を置くことと EZOC内の敵ユニットの存在によって、

潜在的に二つの異なる種類の攻撃のうちの一つに参加してもよい。

7.2 砲撃の射程

それぞれの砲兵ユニットの最大の砲撃の射程(ヘクスの数によって表現される)は、そのカウンター上に示

されている(2.3 を参照)。ある砲撃の射程を決定するためにヘクスを数える時、砲撃する砲兵ユニットから

防御ユニットまでを数えること。砲兵ユニットのいるヘクスを数えないこと。目標とされた敵ユニットによって

占められるヘクスを数えること。かくして、例えば、ヘクス L2112 にいる敵ユニットを攻砲撃するヘクス

L2512 にいる砲兵ユニットは、4ヘクスの射程で砲撃することになる。

いかなる砲兵ユニットも、その印刷された射程を超える距離で敵ユニットを砲撃することは許されない。

砲兵ユニットはその最大の射程より小さい射程内を砲撃してもよく、それ以外に直接、隣接する敵が占め

るヘクスを砲撃してもよい(そのヘクスが橋が架けられていない川ヘクスサイドによって、砲兵ユニットから

切り離されていない限り)。

7.3 射程と地形減衰効果

射撃する砲兵ユニットの印刷された射程の半分を超えた距離に実行されるあらゆる砲撃は、その砲兵ユ

ニットの攻撃力をちょうど 1 戦力ポイントにしてしまう。同様に、建造物/ユニット（友軍でも敵でも）が存在

する 1 個以上のヘクスを含む照準線(以下の 7.7 を参照)を通じた砲撃は、その砲兵ユニットの攻撃力を

ちょうど 1 戦力ポイントにしてしまう。

阻害された照準線(7.7 を参照)をこうむる以外は、それ以外では合法的な攻撃に参加するあらゆるタイプ

の攻撃ユニットは、何らかの理由か理由の組み合わせによって攻撃力か砲撃力が 1未満に減少すること

はない。

7.4 砲撃の解決手順

一般に、砲撃のオッヅを決定し、通常の攻撃のために記述されたものと同じ手順を使ってそれを解決する。

しかし、単独で砲撃攻撃を受けるユニット(共同攻撃に対して、以下の 7.6を参照)は、ヘクスサイドの地形

や水の障壁によるオッヅシフトによる利点を受け取らない点に注意しなさい(けれども、ヘクス内の地形に

よる時、それらはそのようなシフトを受け取る)。

戦闘結果は一般に、隣接の攻撃の場合と同様の方法で適用されるが、砲撃する砲兵ユニットはいかなる

戦闘結果から影響を受けない点に注意していただきたい。すなわち、それらは退却や戦闘後前進を行うこ

とがなく、ステップ損害をこうむることもない。しかし、それは、砲撃を受ける(防御する)砲兵ユニットにとっ

て真実ではない。また、それは、そのヘクスが橋が架けられていない河川ヘクスサイドによって砲兵ユニッ

トから分かたれていない限り、敵ユニットに隣接するヘクスから直接、攻撃する砲兵ユニットにとっても真

実でない。砲兵ユニットが、直接隣接するヘクス内の敵ユニットを攻撃する時に、橋が架けられていない河

川ヘクスサイドによって自分のヘクスからそのヘクスが分かたれている場合、その攻撃をあたかも砲撃攻

撃のように扱う。

7.5 砲撃の制限

砲撃は、1 個以上の砲兵ユニットがその支配地域にいない敵ユニットに向ける対してその戦闘力を指向す



る特殊な形態の攻撃である。ある砲兵ユニットは、砲撃する時に 1 個の敵が占めるヘクスのみを射撃して

もよい。この制限は、砲撃する砲兵が複数の敵が占めるヘクスに対して隣接する攻撃を行う他の自軍ユ

ニットと共同してその射撃を行う時に、解除される(以下の 7.6を参照)。

砲兵ユニットは、単にその敵ユニットがその射程内であるという理由だけで、そのユニットを砲撃することを

要求されない。砲撃は、攻撃するプレイヤーのパートにおいて、常に任意である。(そして、防御プレイヤー

は砲撃を受けることから自分の適格なユニットを控置することは許されない。)

7.6 共同攻撃

隣接していないヘクスから射撃する砲兵ユニットは、その射撃を、直接隣接する位置から同じ敵ヘクスを

攻撃する他の自軍ユニットの直接突撃の攻撃力と組み合わせてもよい。このような努力は「共同攻撃」と

呼ばれる。

隣接する攻撃を行う自軍ユニットが一つの戦闘で隣接する複数のヘクス内の敵ユニットをそれら自身で攻

撃する場合、砲撃する砲兵ユニットはその攻撃にその戦闘力を加えることを可能にするためにはそれらの

防御されたヘクスのうちの一つだけを射程内におさめている必要がある。共同攻撃を行う時には、EZOC

内のヘクスに位置するすべての戦闘に参加する歩兵、騎兵、砲兵ユニットは通常通り全ての戦闘結果を

こうむるが、砲撃を行って支援する砲兵ユニットはこうむることはない。

7.7 照準線(Line of Sight:LOS)

砲撃する砲兵ユニットのヘクスと砲撃される敵ユニットのヘクスの間のヘクスかヘクスサイドのいずれかが

「阻害する地形」を含む場合、その「照準線」は「阻害」されると言われ、その砲兵ユニットは目標とされる

敵ユニットを射撃することは許されない。

森ヘクスと傾斜ヘクスサイドのみが、阻害する地形を構成するが、また、LOS内の地形と参加していない

ユニットの減衰効果については、7.3 を参照していただきたい。しかし、阻害地形の効果は、減衰地形とは

異なって、砲兵ユニットの戦闘力を削減することはない。地形をブロックすることは、まさに、砲撃するユ

ニットと目標となったユニットの間で、全ての射撃を妨害する。

実際に砲撃するユニットのヘクスの中にある森地形か、目標とされたユニットのヘクスの中の森地形は、

それらの間で照準線をブロックすることはない。それらの二つのヘクスの間に存在する森だけが、LOS を

阻害する。

LOS が斜面を含むヘクスサイドに沿って走る場合(LOS は砲撃するユニットのヘクスの中心から目標とさ

れるユニットのヘクスの中心までが常に測定され、直線の接線が必要ならば)、その LOS は減衰されるこ

とも、阻害されることもない。LOS がヘクスサイドに沿って走り、そのヘクスサイドを共有する 1 個のヘクス

内に阻害地形か減衰地形が存在し、もう一方には存在しない場合、その LOS は減衰する。

斜面ヘクスサイドが砲撃するユニットと目標ユニットの間にあり、その両方が低いレベルの地形である場

合のみ、斜面ヘクスサイドは阻害地形とみなされる。例えば、砲兵ユニットがヘクス L2406にあり、その目

標のユニットがヘクス L2409(もしくは 10 か 11 など)にいる場合、その LOS は介在する斜面によって阻害さ

れることになる。そのような場合に、射撃するユニットか目標ユニットのヘクスの一部を構成する斜面ヘク

スサイドが LOS を阻害するように働く点に注意していただきたい。

斜面は、減衰地形とみなされることはない。このように、例えば、Lundy's Lane 戦闘ゲームを L2208 で開

始する HB ユニットは、12ヘクスの印刷された射程を持ち、高地の外辺部として働くヘクスサイドを通じて

射撃することが可能で、その斜面ヘクスサイドの減衰効果や阻害効果を受けることがない。（そして、同じ

ことは低いレベルの地形から「高地」に打ち上げる砲兵ユニットにとっても真実である。）

7.8 要求された隣接攻撃

EZOC内でその側の戦闘フェーズを開始するあらゆる砲兵ユニットは、通常の隣接の攻撃に参加しなけれ

ばならない。それらは、そのフェーズに砲撃を行うことは許されない(たとえ保有プレイヤーが、隣接する自

軍の砲兵を参加させることなく、他のユニットを駆使して隣接する敵ユニットを駆逐することに成功したとし

ても)。砲兵ユニットが直接、隣接する敵ヘクスを攻撃する時には、まるでそれがそのフェーズの間は歩兵

か騎兵ユニットであるかのように、攻撃する砲兵ユニットを扱いなさい。砲撃攻撃における阻害地形か減

衰地形の存在は、ZOC を発生している敵のユニットへの直接攻撃に参加しなければならないことから、

EZOC内の砲兵ユニットを免除することはない。

7.9 防御における砲兵

砲兵ユニットは、砲撃によって他の自軍ユニットの防御力にその戦闘力を加えることは許されない。砲兵

ユニットが何らかの方法によって攻撃されるものである時、それらは非砲兵ユニットと同じ方法で全ての戦

闘結果をこうむる(たとえ敵の砲兵によって攻撃される時でも)。

砲兵ユニットが騎兵や歩兵によって攻撃される時はいつでも、ゲーム中のあらゆる砲兵ユニットの防御力



は「1」である。その上、たとえそのような隣接からの攻撃が、離れた位置から射撃する敵の砲兵によって

支援されるとしても、それは真実のままである。しかし、砲兵ユニットが純粋な砲撃攻撃に対して防御する

時はいつでも、その防御力としてそのカウンターに印刷される戦闘力を使用していただきたい。砲兵ユニッ

トが隣接する敵ユニットによってのみ攻撃されるが、全てのそれらの攻撃する敵ユニットが偶然にも砲兵

である場合、直前の条項が真実となる。これに関する一つの例外については、10.2 を参照。

8.0 The Thames 1813 年 10 月 5日(テムズの戦い)：インディアンの黄昏
8.1 セットアップ

このゲームにおける全てのイギリス・カナダ軍ユニットは、それぞれのそのカウンターの右側に示されてい

るように、地図上にセットアップしてゲームを開始する。イギリス・カナダ軍の増援はこのゲームにおいては

存在しない。アメリカ軍ユニットは地図上でプレイを開始しない。そのすべては、ゲーム・ターン 1 のその陣

営のプレイヤー・ターンの開始時の間に、ヘクス T2044 を経由して増援として登場する。アメリカ軍プレイ

ヤーは、それらの正確な登場の順序を選んでもよい。

8.2 特別ルール

US 11K騎兵ユニットは、そのプレイヤーの判断で、ゲームにつき二回まで突撃してもよい。突撃を行うた

めには、アメリカ軍プレイヤーはそのユニットを、単独かあるいは他の突撃していないユニットと共同で、通

常通り攻撃に参加させるだけである。その特定の戦闘の戦闘解決の開始時に、アメリカ軍プレイヤーは突

撃を宣言し、サイコロを 1 個振る。その結果は半分にされ、すべての余りを切り上げる。そのアメリカ軍の

攻撃のオッヅは、CRT 上のコラムを右へその数だけシフトする(1～3コラム)。突撃は防御において使用す

ることが許されない。最初の突撃と第二の間に、少なくとも 1 ターンの間隔がなければならない。その間隔

の間、そのユニットはまったく攻撃することは許されないが、それは通常通り防御してもよい。

明確化：突撃の間の間隔となるターンにおいて、11Kがイギリス・カナダ軍ユニットに隣接してその戦闘

フェーズを開始するとしたら？

それは、1ヘクスを退却しなければならないか？

もしくは、その場に留まり、攻撃しないのか？

11Kが突撃の間にそのような状態に陥った場合、単にそれがその場にとどまることが許され、そのプレイ

ヤー・ターンに攻撃しない(ルール 6.1 に関する例外)。

8.3 勝利条件

ゲーム・ターン 7 の終了時に、プレイは終了し、イギリス・カナダ軍ユニットが地図上に存在していない場合、

アメリカ軍プレイヤーは勝者と宣言される。イギリス・カナダ軍プレイヤーは、地図上になお自分のユニット

のうちの 1 個以上を持つ場合、勝者と宣言される。ステップ戦力、ユニット・タイプ、その他は、この判定に

ついて無関係である。いかなる引き分けの可能性はない。

9.0 Chippewa 1814 年 7 月 5日(チッパワの戦い)：銃剣の激突
9.1 セットアップ

このゲームにおける全てのアメリカ軍ユニットは、それぞれのそのカウンターの右側に示されているように、

地図上にセットアップしてゲームを開始する。アメリカ軍の増援はこのゲームにおいては存在しない。

その右側に印刷されたセットアップの座標をもつ 5 個のイギリス・カナダ軍ユニットは、それらの指示通り

のヘクスでプレイを開始する。その右側に印刷された「C1」の指示をもつ 5 個のイギリス・カナダ軍ユニット

は、ゲーム・ターン 1 のその陣営のプレイヤー・ターンの間に、ヘクス C2519 を経由する増援としてプレイ

に登場する。そのカウンター上に C1928 と印刷されたセットアップ・ヘクス座標を持つアメリカ軍の「Bdl」砲

兵ユニットは、その代わりにヘクス C3230 にセットアップされてプレイを開始すべきである。

9.2 特別ルール

アメリカ軍ユニットは、ゲーム・ターン 1 の間、道路のレートの移動ボーナスを使用することは許されない。

それらは単に、そのターンの間、道路ヘクスをクリア地形とみなす。(アメリカ軍ユニットは、全てのゲーム・

ターンの間、通常通り 2925/3026に架けられている橋を使用してもよい。)

ゲームの開始時から、カウンター上に円で囲まれた完全戦闘力を持つすべての 2 ステップのイギリス・カ

ナダ軍ユニットは、それらが攻撃する時にはいつでも、特別な「銃剣突撃」による右への 2コラムのオッヅ・

シフトを受け取る。それぞれが 1 ステップの戦力に減少した時には、個々のユニットごとを基準としてその

シフトは失われる。複数の銃剣突撃を行うユニットが攻撃に参加している場合、ボーナスのオッヅ・シフト

はその戦闘について 2Rだけに留まる。その中に 1 個以上の銃剣突撃を行うユニットが参加するイギリス・

カナダ軍の攻撃は、このボーナスを授与される。



9.3 勝利条件

ゲーム・ターン 5 の終了時に、両方のプレイヤーは、その対戦の経過中の間に除去した敵の戦闘力の数

を合計する。より高い合計をもつプレイヤーはゲームに勝利する。両方のプレイヤーが同じ合計を持つ場

合、イギリス・カナダ軍プレイヤーが勝者と宣言される。

敵の 2 ステップのユニットが減少戦力であるがなお地図上でプレイ中である場合、それぞれのプレイヤー

はそのようなそれぞれのユニットの完全戦力と減少戦力の間の差をポイントの数として得点すべきである。

例えば、イギリス・カナダ軍の 1F歩兵ユニット(2 ステップでは 8 戦力)が減少戦力でゲーム・ターン 7 の終

了時になおプレイ中である場合、アメリカ軍プレイヤーはそのユニットが 1 ステップで 4 戦力(8-4=4)である

ことから 4 ポイントを得点する。

10.0 Lundy's Lane 1814 年 7 月 25日(ルンディーズ・レーンの戦い)：カナダのゲティズバーグ
10.1 セットアップ

この戦闘において、それぞれのユニット・カウンターの右側に印刷された情報に従って、両方のプレイヤー

は、地図上にセットアップされてプレイを開始するユニットと、増援として後にプレイに登場することになる

ユニットを持っている。すべてのイギリス・カナダ軍の増援は、ゲーム・ターン 5 かそれ以降のターンのその

陣営のプレイヤー・ターンの間に、ヘクス L3000 を経由してプレイに登場する。すべてのアメリカ軍の増援

は、1 個のユニットがゲーム・ターン 2 の開始時に利用可能で、残りはゲーム・ターン 3 に登場を開始し、

ヘクス L2817 を経由してプレイに登場する。登場の正確な順序は保有プレイヤー次第である。

訂正：イギリス・カナダ軍ユニットの中で、1M のカウンターは、その上に印刷されたセットアップのヘクスの

座標に誤りがある。カウンター上は L1809 と指示されているが、そのユニットはヘクス L1706にセットアッ

プすべきである。

10.2 特別ルール

戦闘において除去されない限り、イギリス・カナダ軍 HB 砲兵中隊はゲームの間、決して移動しない。従っ

て、戦闘後退却の結果が HB ユニットを除去する点に注意しなさい。その上、HB ユニットは、スタッキング

について数えない。他のあらゆる A-C ユニットはいつでもその配置ヘクスにおいてそれとスタックしてもよ

い。さらに、HB ユニットが完全に壕の中に入っていたという事実のために、そのカウンター上に印刷されて

いるようにその防御力を常に使用して防御する(これは、7.9 において言及されることの例外である)。

HBヘクス(L2208)がアメリカ軍プレイヤーによって奪取されたが、その後にイギリス・カナダ軍プレイヤーに

奪回された場合、イギリス・カナダ軍プレイヤーはその後の自分のプレイヤー・ターンのそれぞれの開始

時にサイコロを 1 個振らなければならない。結果が 1 であるなら、イギリス・カナダ軍プレイヤーはそのヘ

クスにおいてプレイに HB ユニットを戻してもよい。損失と回復のこのプロセスは、あらゆる対戦の経過中

の間、何回でも繰り返されてもよい。

ゲーム・ターン 6、7、8、9 は、夜の条件でプレイされる。それは以下を意味する：

1）全ての砲兵の射程はちょうど 1ヘクスとなる。そして、

2)両陣営のあらゆる種類のユニットは、地図シートに印刷される「タイプによるユニット移動許容」表に示さ

れる低い方の移動力を使用する。

10.3 勝利条件

ゲーム・ターン 9 の終了時にヘクス L2208 に自分のユニットのうちの 1 個(もしくは 2 個)を持つプレイヤー

がゲームに勝利したと宣言される。そのヘクスにゲーム・ターン 9 の終了時に両陣営のユニットが存在し

ない場合、イギリス・カナダ軍プレイヤーが勝者と宣言される。引き分けの可能性は存在しない。

地図正誤表：ヘクス C2631/2730 に印刷される「イギリス・カナダ軍の増援」という文を無視しなさい。

アメリカ国歌「星条旗」第 1番

O! say can you see by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, O'er the ramparts we watch'd, were so 

gallantly streaming And the Rockets' red glare, the Bombs bursting in air, Gave proof through the night 

that our Flag was still there;O! say does that star-spangled Banner yet wave, O'er the Land of the free 

and the home of the brave　

おお、見ゆるや 夜明けの淡き光を受け 先の夕暮れ 陽が落ちる時 我等が歓呼せしもの 其は太き縞と輝

く星なり 危き戦の間 塁壁の上に見たり 勇壮に翻りし 彼の旗／ ロケットの赤き炎立ち 砲音宙に轟く中 耐

え抜き 旗は猶其処に在り おお、星散りばめたる旗は 今猶棚引くや 自由なる大地 勇者の故郷に


