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  1 〈派閥〉の選択 

各プレイヤーはプレイする〈派閥〉を 1つ選
び、その〈派閥〉の色をした対応するユニッ

ト、会戦ダイス、そして〈派閥〉カードを取

ります。フランス陣営の 2つの〈派閥〉は、
黄色のフランス系カナダ軍と紫色のフランス
正規軍です。イギリス陣営の 2つの〈派閥〉
は、白色のイギリス植民地軍と赤色のイギリ
ス正規軍です。 

4人未満でプレイするときは、1人または 2人
のプレイヤーが一方の陣営の 2つの〈派閥〉
を担当します。すべての〈派閥〉をプレイし

なくてはなりません。 

アメリカ先住民については、誰か 1人のプレ
イヤーが担当することはありませんが、双方
の陣営と同盟を結ぶ可能性があります。40個
の先住民ユニットと 2個の緑の先住民会戦ダ
イスをマップのそばに置きます（説明図には
書かれていません）。 

2 ユニットの初期配置  

マップ上の一部のエリアには、「ユニット」を
表す色付きの四角が書かれています。対応する

色のユニットをマップのエリアに置きます。初

期配置以降、これらのシンボルがゲーム中で使
用されることはありません。 

例：フランス・プレイヤーは、マショー砦(Ft. 
Machault)に 1個、 1個、そして 1個を配
置します。 

3 支配マーカー 

勝利シンボル が書かれた緑色の先住民拠点

エリアには、各陣営のユニットに占有されてい
るので、エリアのそれぞれに、ユニットに対応

してイギリス またはフランス 支配マーカ

ーを 1個ずつ配置します。 

プレイヤーが自分の拠点エリアに自陣営の支

配マーカーを配置することは決してありませ
ん。 

4 砦 
赤色または紫色の円が背景に描かれている、マ

ップ上の 6箇所の砦シンボルのそれぞれに、砦
マーカー を 1個ずつ配置します。これらの砦
の名称、ネセシティ砦(Ft. Necessity)、デュケー
ヌ砦(Ft. Duquesne)、マショー砦(Ft. Machault)、
オスウェゴ砦(Ft. Oswego)、ローレンス砦(Ft. 
Lawrence)、ボーセジュール砦(Ft. Beauséjour)が、
マップ上に書かれています。 

5 召集マーカー 
灰色のイギリス植民地軍召集マーカー 1 個
を赤色で囲われたオネイダ・キャリー(Oneida 
Carry)町シンボルに、黄色のフランス系カナダ
軍召集マーカー 1個を紫色で囲われたサン・
ジャン(St. Jean)町シンボルに、配置します。 

さらに、最初にイギリス植民地軍が、その後、
フランス系カナダ軍プレイヤーが、それぞれ自

陣営のいずれかが占有しているエリアの町シ
ンボルの 1 つにもう 1 個召集マーカーを配置
します。 

拠点エリア 
マップは点線で陸地エリアへと

分割されていて、紫色、緑色、あ

るいは、赤色の背景に色付けさ

れていて、そのエリアがフラン

ス、先住民、あるいは、イギリス

の拠点エリアであることが示さ
れています。砦、町、先住民シン

ボル、そして勝利シンボル・アイ

コンが一部のエリアに書かれて

います。 

砦シンボル 町シンボル 

フランス系カナダ軍 

12枚 黄色の〈派閥〉カード 
45個 黄色のカナダ軍ユニット・キューブ 

3個 黄色のカナダ軍会戦ダイス 

イギリス植民地軍 

12枚 白色の〈派閥〉カード 
45個 白色の植民地軍ユニット・キューブ 

3個 白色の植民地軍会戦ダイス 

〈派閥〉カード 
ドロー・デッキ 

 
会戦ダイス 3個 ユニット置き場 カード 3枚からなる手札 

〈派閥〉カード 
ドロー・デッキ 

 
会戦ダイス 3個 ユニット置き場 カード 3枚からなる手札 
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  6 カード 

各〈派閥〉は自分の〈派閥〉カード 12
枚をシャッフルして、ドロー・デッキ
を作り、カードを 3枚ドローします。
カードの内容は見て構いません。 

各〈派閥〉のドロー・デッキは、12枚
の固有のカードで構成されています：

〈移動〉カード 8枚と〈イベント〉カ
ード 4枚。プレイヤーが〈イベント〉
カードしか手にしていないなら、それ

らのカードを公開し、カードを戻して
ドロー・デッキを再度シャッフルし直

し、新たに 3枚のカードをドローしな
くてはなりません。 

7 追加のユニットの配置 

        
フランス系カナダ軍とフランス正規

軍は、任意の紫色のフランス拠点エリ
ア、あるいは、フランス・ユニットが

占有している任意のエリアに、それぞ

れ 4 個のユニットを追加で配置しま
す。これらのユニットはいくつかのエ

リアに分けて配置して構いません。 

        
イギリス植民地軍とイギリス正規軍
は、任意の赤色のイギリス拠点エリ

ア、あるいは、イギリス・ユニットが

占有している任意のエリアに、それぞ
れ 4 個のユニットを追加で配置しま
す。これらのユニットはいくつかのエ

リアに分けて配置して構いません。 

配置されずに残ったユニットはすべ

て、自分の〈派閥〉の〈増援〉置き場
に置きます。緑色の先住民ユニットは

先住民用の置き場に置いておきます

（絵には示されていません）。 

9 ラウンド駒 

ラウンド駒をラウンド記録欄の 1のマ
スに配置します。 

8 ターン・キューブ 
白色、赤色、黄色、紫色、そして緑色

のターン・キューブ（すべての面がブ
ランクになっている 5個のダイス）を
ドロー・バッグ（説明図には書かれて

いません）の中に入れます。 

短い導入用ゲーム 
初めてプレイするプレイヤーは、ゲー

ムのメカニズムを習得するために、こ

のゲームの短い導入版をプレイする
ことができます。ゲームは通常どおり

にセットアップされますが、各〈派閥〉

のドロー・デッキは、〈派閥〉カードの
7 番から 10 番だけで構成されます。
ゲームは第 2 ラウンドの終了時点で
終了します。 

教育用ビデオが我々のウェブページ

で入手できます：AcademyGames.com 

港シンボル 勝利 
シンボル 

先住民シンボル 

フランス正規軍 

12枚 紫色の〈派閥〉カード 
35個 紫色の正規軍ユニット・キューブ 

2個 紫色の正規軍会戦ダイス 

イギリス正規軍 

12枚 赤色の〈派閥〉カード 
35個 赤色の正規軍ユニット・キューブ 

2個 赤色の正規軍会戦ダイス 

〈派閥〉カード 
ドロー・デッキ 

 
会戦ダイス 2個 ユニット置き場 カード 3枚からなる手札 

〈派閥〉カード 
ドロー・デッキ 

 
会戦ダイス 2個 ユニット置き場 カード 3枚からなる手札 
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ゲーム概要 
1754年、フランスとイギリスの両国は北アメリカに成功した植民地を有しています。ニューイングランドの植民地の住民がオハイオ川流域まで手を伸ばし
てきたことに対応して、フランスはその土地の権利を守るために一連の砦を建造し始めました。バージニアの総督はその地域を守るために若きジョージ・
ワシントンをわずかな市民兵の部隊と共に送り出します。彼は敗北し、この事件を契機に、フランスとイギリスは開戦することになります。 

この土地をめぐる対立はすぐに世界規模の戦争を引き起こし、アメリカ、ヨーロッパ、インド、そしてアフリカの一部を戦乱に巻き込むことになります。
アメリカでのこの戦争は、アメリカではフレンチ・インディアン戦争と、カナダでは征服戦争と知られており、ヨーロッパの大国が世界中で戦った七年戦
争の一部です。 

「1754-征服」では、プレイヤーは各々アメリカの支配を巡り戦ったフランスまたはイギリスの〈派閥〉を担当します。フランス・プレイヤーはフランス
系カナダ軍とフランス正規軍を担当します。イギリス・プレイヤーはイギリス植民地軍とイギリス正規軍を担当します。両陣営とも先住民部族と同盟し、
共に戦うことができます。 

同じ陣営のプレイヤーは連携した戦略をとって協力することになります。勝利するために、各陣営はマップ上の勝利シンボル・エリアを支配しようとしま
す。フランス系カナダ軍とイギリス植民地軍は召集地点から増援を受け取り、一方、フランス正規軍とイギリス正規軍は港を経由して増援を上陸させなく
てはなりません。パリ条約が調印されたとき、ゲームは終了します。勝利シンボル・エリアをもっとも多く支配している陣営がゲームに勝利します。 

 

ゲームのプレイ 
1.0 ラウンドとターン 

このゲームでは 3から 8ラウンドをプレイします。毎ラウンド、4人の〈派
閥〉プレイヤー全員がランダムに選ばれた順番で 1回のターンを実行しま
す。 

各ラウンドの開始時に、5 個あるターン・キューブをすべてドロー・バッ
グに入れます。続いて、中を見ずに 1個のターン・キューブをバッグから
ドローして、ターン記録欄のいちばん左端のマスに置きます。ドローされ
た色によって、どの〈派閥〉のターンが行われるかが決まります。この〈派
閥〉が自分のターンを終了したのち、次のターン・キューブがバッグから
ドローされ、ターン記録欄の次にいちばん左端にある空いているマスに置
きます。 

5個のターン・キューブがすべてドローされ、すべての〈派閥〉プレイヤー
が自分のターンを実行し終わったなら、そのラウンドは終了します。ター
ン・キューブはドロー・バッグへと戻され、ラウンド駒をラウンド記録欄
の次のラウンド・マスへと進め、新たなラウンドを開始します。 

1.1 ゲームの終了確認 

第 3ラウンドの終了時、および、それ以降のラウンドの終了時のたびに、
ゲームの終了条件を確認しなくてはなりません（6.1)。 

1.2 ターン手順 

ドローされたターン・キューブにより、次にターンを実行する〈派閥〉が
指名されます。ドローされた〈派閥〉がアクティブ〈派閥〉となり、その
〈派閥〉のプレイヤーは以下のフェイズを順番に実行します： 

1) 〈増援フェイズ〉(2.0) 

2) 〈移動フェイズ〉(3.0) 

3) 〈会戦フェイズ〉(4.0) 

4) 〈ドロー・カード・フェイズ〉(5.0) 

 

増援フェイズ 
2.0 フランスおよびイギリス正規軍の〈増援〉 

フランス正規軍またはイギリス正規軍プレイヤーのタ
ーン中、そのプレイヤーは自分の置き場から 4個の〈増
援〉ユニットを取ります。これら 4 個の〈増援〉ユニッ
トは、敵軍ユニットのいない 1個かそれ以上の港エリア
に配置することができます。 

2.1 カナダ軍および植民地軍の〈増援〉 

フランス系カナダ軍またはイギリス植民地軍プレイヤ
ーのターン中、そのプレイヤーの召集マーカーが、黄
色または白色の〈増援〉ユニットを各召集マーカーに
描かれた数だけ発生させます。これらの〈増援〉ユニッ
トを置き場から取り、召集マーカーのあるエリアに配
置します。召集マーカーのあるエリアが敵軍ユニット
に占有されている場合、そのマーカーから〈増援〉ユニ
ットが召集されることはありません。 

例：上記のイギリス植民地軍召集マーカーにより、植
民地軍プレイヤーはこの召集マーカーが占有している
エリアに 3個の白色の植民地軍ユニットを配置するこ
とができます。 

2.2 〈増援〉置き場による制限 

アクティブ〈派閥〉の置き場に〈増援〉を全部配置できるだけの〈増援〉
ユニットがない場合、置き場にある数までしか配置できません。 

 

2.3 先住民の〈増援〉 

緑色の先住民ターン・キューブがドローされ、ターン
記録欄に置かれたとき、先住民の〈増援〉がマップ上
に配置されます。 

各ターン・マスには、5つある先住民シンボルの 1つ
が書かれています。また、これらの先住民シンボル
は、それぞれマップ上の 2 つのエリアに描かれてい
ます。 

先住民ターン・キューブの置かれたシンボルと一致する先住民シンボルが
描かれた 2 つのエリアのそれぞれに、2 個の先住民ユニット を配置しま
す。先住民の〈増援〉を配置し終わったなら、新たなターン・キューブを
ドローします。 

2.4 〈逃亡〉ユニット 

アクティブ〈派閥〉の〈増援フェイ
ズ〉中、〈逃亡〉ユニット置き場に置
かれているアクティブ〈派閥〉のす
べてのユニットが、プレイに再度投
入されます。これらの〈逃亡〉ユニ
ットは、アクティブ〈派閥〉が〈増
援〉を配置できる任意の場所に配置
することができます。 

アクティブ〈派閥〉に〈逃亡〉ユニ
ットを配置できる場所がないよう
なら、配置できなかったユニットは
〈逃亡〉ユニット置き場にとどまり
ます。先住民〈逃亡〉ユニットは、アクティブ〈派閥〉がそれらのユニッ
トを配置できる〈イベント〉カードをプレイした場合にのみ、プレイに再
度投入されます。 

 

  

港エリア 

召集 
マーカー 

先住民シンボル 

〈逃亡〉ユニット置き場 
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移動フェイズ 
3.0 〈移動〉カードのプレイ 

アクティブ〈派閥〉は、自分
の〈移動フェイズ〉の開始時
に〈移動〉カードを 1枚（だ
け）プレイしなくてはなりま
せん。 

3.1 〈軍〉 

同じエリアにいるユニット
から、〈軍〉を形成します。1
個の〈軍〉には同じ陣営に所
属する〈派閥〉のユニットを
組み入れることができ、両陣
営ともに自分の〈軍〉に先住
民ユニットを組み入れるこ
とができます。プレイヤーは
エリアにいるユニットの全
部もしくは一部を組み入れ
ることができますが、少なく
とも 1個のユニットはアクテ
ィブ〈派閥〉に所属していな
くてはなりません。その後、
アクティブ〈派閥〉はその〈軍〉を移動させることができます。 

例：アクティブ・フランス正規軍プレイヤー（紫色）は、エリア A（以下
参照）で 1個の〈軍〉を形成し、そこに 2個の正規軍 と 2個のカナダ軍
を組み込みます。プレイヤーはこれらのユニット全部を 1個の〈軍〉と

してまとめてエリア Bに移動させます。 

3.2 〈移動〉カード 

〈移動〉カードにより、〈軍〉をあるエリアから次のエリアへと移動させる
ことができます。プレイした〈移動〉カードで許されている範囲で、アク
ティブ〈派閥〉は〈軍〉を移動させます。 

各〈移動〉カードの下部に、アクティブ〈派閥〉が移動させることができ
る〈軍〉の数と、それに続けて各〈軍〉が移動できるエリア数とが示され
ています。1個の〈軍〉は、そこに組み入れられているユニットを含め、1

ターン中に 1回しか移動させることができません。 

例：示されている紫色の〈移動〉カードの場合、フランス正規軍プレイヤ
ーは、最大 3個までの異なる〈軍〉をそれぞれエリア 2つまで移動させる
ことができます。 

〈軍〉はエリアの境界線を横切りエリアからエリアへと移動します。〈軍〉
は、陸地エリアであるかのように、港エリアの中へ、そして、その中から
移動することができます。〈軍〉は、敵軍ユニットや独立状態の先住民ユニ
ット が占有しているエリアに侵入した場合、そこで移動を終了しなくて
はなりません。移動中、〈軍〉はユニットを離脱させたり、組み入れたりす
ることができません。1回のターン中に、ユニットが異なる〈軍〉と一緒に
複数回移動することはできません。 

プレイヤーは、〈移動〉カードに書かれた〈軍〉の数まで全部移動させる必
要はなく、各〈軍〉に許された移動をすべて使用する必要もありません。 

3.3 ボート移動 

水域とは港エリアの外のエリアのことです。フランスおよびイギリス正規
軍の〈軍〉だけが、〈移動〉カードを使用して、水域を通過して、ある港エ
リアから別の港エリアへと移動することができます。水域は 1エリアとし
て数えるので、港間を移動するには合計移動 2つぶんを使用することにな
ります。〈軍〉は水域で移動を終了することはできません。注：イギリス植
民地軍 、フランス系カナダ軍 、そして同盟状態の先住民 ユニットも、
フランスまたはイギリス正規軍と一緒に水域を渡ることができます。 

3.4 先住民 との同盟 

あるエリアにいる先住民ユニットは、一方の陣営と同盟状態になるまでは
独立状態にあります。イギリスまたはフランス・ユニットが先住民ユニッ
トのいるエリアに移動で入ってきたとき、先住民ユニットは同盟状態にな
ります。同盟状態になったなら、先住民ユニットはその陣営によって担当
されることになります。異なるエリアにいる先住民ユニットは、同時にフ
ランスおよびイギリスと同盟状態になることができます。 

同盟状態になった先住民ユニットと同じエリアにイギリスやフランスのユ
ニットがいずれもいなくなったなら、即座に、先住民ユニットはいずれか
の陣営と再び同盟状態になるまで独立状態となります。

 

移動の例 
新たなラウンドが始まり、フランス正規軍プレイヤーのターン・キューブ
（紫色）がドローされます。〈増援フェイズ〉中、マップ上の港に 4個の
紫色の〈増援〉を配置し、そのうちの 1個を港 Fに配置します。また、紫
色の〈逃亡〉ユニットの 1個を港 Fに配置します。その後、3個の〈軍〉
をそれぞれ 2つのエリアまで移動させることができる〈移動〉カードをプ
レイします（上に示されたカードです）。エリア Aにいる 4個全部のユニ
ットからなる〈軍〉を形成し、それをエリア Bへと移動させます。この
〈軍〉は独立状態の先住民ユニットがいるエリアに入ったので、移動を終
了しなくてはなりません。しかし、エリア Bにいる先住民ユニットは同
盟状態となり、フランス〈軍〉に加わります。 

その後、プレイヤーはエリア Cで 2個目の〈軍〉を形成し、この〈軍〉
に許された 2つぶんの移動をすべて使用し、エリア Dへ入り、その後、
港 Eへと移動させます。2個のユニットをこの〈軍〉に組み入れず、エリ
ア Cに残されていることに注意してください。〈軍〉は移動でエリア Dを
通過するとき、エリア Dにいるユニットを組み入れたり、そこでユニッ
トを離脱させたりすることはできません。 

最後に、プレイヤーは港 Fで 3個のユニットからなる 3個目の〈軍〉を形
成し、水域を通過して港 Eへと移動させます。水域エリアに入る移動で 1
つ、そして港 Eへと入る移動で 1つと、これで〈軍〉の 2つぶんの移動
の両方が使用されます。 

注：これらの〈軍〉には、それぞれ少なくとも 1個のフランス正規軍ユニ
ット が組み入れられていなくてはなりません。フランス正規軍プレイヤ
ーは、エリア Dにはフランス正規軍ユニットがいないので、エリア Dに
いるユニットで〈軍〉を形成することができません。 

この時点で、すべての〈軍〉の移動を終了したので、アクティブ〈派閥〉
は〈会戦フェイズ〉へと進みます。

 

  

フランス正規軍 
〈移動〉カード 

移動できる 
〈軍〉の数 

カード 
番号 

各〈軍〉が 
移動できるエリア数 
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会戦フェイズ 
4.0 〈会戦フェイズ〉 

敵対するユニットが同じ陸地または港エリアを占有しているとき、会戦が
発生します。複数の会戦が発生する場合、アクティブ〈派閥〉が会戦を解
決する順番を選択します。 

各〈派閥〉を担当するプレイヤーは、各自の会戦ダイスをロールし、自分
のユニットに関する判断を下します。各プレイヤーは会戦に参加している
ユニット数と同じ数の会戦ダイスをロールします。ロールできるダイス数
の上限は、〈派閥〉が持っているダイス数までです。 

例：イギリス正規軍 は会戦ダイスを 2個持っていて、フランス系カナダ
軍 は会戦ダイスを 3個持っています。 

アクティブ〈派閥〉の陣営が攻撃側で、敵側が防御側となります。防御側
が先制攻撃権を有し、自分たちの会戦ダイスを同時にロールし、その結果
を適用します。両陣営のユニットがこの会戦にまだ残っているなら、攻撃
側のプレイヤーたちが同時に自分たちの会戦ダイスをロールし、その結果
を適用します。一方の陣営しかそのエリアに残っていない状態になるまで、
交互にこの処理を繰り返して、会戦を継続します。 

4.1 会戦ダイスの結果 

各〈派閥〉の会戦ダイスに書かれた〈命中〉、〈逃亡〉、〈指令〉の面の数は、
〈派閥〉ごとに異なります。 

4.1.1 〈命中〉結果 

〈命中〉ダイス面が 1 つロールされたとき、敵のユニット 1
個が会戦から除去され、〈増援〉置き場に置かれます。会戦に
複数の〈派閥〉のユニットが参加している場合、敵側がどの
ユニットを取り除くかを決定します。敵側が取り除くユニッ
トをどれにするか合意できないなら、攻撃側がどのユニット
を取り除くかを選択します。 

4.1.2 〈逃亡〉結果 

〈逃亡〉ダイス面が 1 つロールされたとき、その〈派閥〉の
プレイヤーは自分のユニット 1個を会戦から除去し、〈逃亡〉
ユニット置き場(2.4)に置きます。 

4.1.3 〈指令〉結果 

〈指令〉（ブランク）ダイス面が 1つロールされたとき、その
〈派閥〉のプレイヤーは自分のユニット 1 個を現在の会戦か
ら離脱させて移動させることにしても構いません。隣接する
任意の、友軍ユニットが占有するエリア、空の同盟している
拠点エリア、または、空の緑色の先住民拠点エリアへと、こ
のユニットを移動させることができます。 

〈指令〉結果を使用して、友軍と敵軍の両方のユニットがいる（これから
会戦が発生する）隣接エリアに移動させても構いません。 

〈命中〉と〈逃亡〉の結果を最初に解決し、その後、〈指令〉結果を解決し
ます。 

4.2 勝利シンボル 

一部のエリアには勝利シンボルが書かれています。陣営のユ
ニットが勝利シンボルの書かれた先住民または敵の拠点エリ
アを占有しているなら、自陣営の支配マーカー（ または ）
の 1つを勝利シンボルの上に置きます。この陣営のユニット
がこれらの勝利エリアを占有していない状態になったなら、
その支配マーカーは取り除かれます。 

注：ルイブール(Louisbourg)には勝利シンボルが 2つ
あります。イギリスがこのフランス拠点エリアを占
有したなら、2個の支配マーカーを置きます。 

イギリスがこのエリアを占有していない状態になっ
たなら、その支配マーカーは両方とも取り除かれま
す。その際、フランスが自分の支配マーカーを代わ
りに置くようなことはありません。なぜなら、陣営
は敵と先住民の拠点エリアを占領したことを示すと
きのみ、支配マーカーを置くからです。 

4.3 会戦における先住民  

先住民ユニットはいずれかの陣営とともに移動と会戦を行うことができま
す。会戦の開始時に、先住民ユニットが敵対する両〈軍〉にいる場合、敵
対するそれぞれの〈軍〉から 1個ずつ、一方の陣営の〈軍〉にだけ先住民
ユニットが残っている状態になるまで、2 個の先住民ユニットを〈逃亡〉
ユニット置き場へと〈逃亡〉させていきます。その後、通常どおりに会戦
を開始します。 

一方の陣営の会戦に残っているユニットが同盟状態の先住民ユニットだけ
になった場合、その会戦には敗北し、残った先住民ユニットは陣営を替え、
敵の陣営と同盟状態となります。 

4.4 砦 

砦 があるエリアでの会戦の際には、防御側のプレイヤー
の 1人が、攻撃側が会戦ダイスをロールするのと同時に、
黒色の砦ダイスを 1個ロールします。防御側が砦ダイスで
〈防衛〉結果 をロールしたなら、攻撃側の〈命中〉結果
の 1個を無効化します。砦ダイスのブランク面はなんの効
果もありません。 

防御側のプレイヤーが〈指令〉結果を使用して自陣営の最
後のユニットを会戦から離脱させる移動を行う場合、攻撃
側に砦の支配権を手に入れさせないために、砦マーカーを
破壊して取り除いても構いません。 

 

ドロー・カード・フェイズ 
アクティブ〈派閥〉のターンの終了時に、そのプレイヤーはプレイした〈移
動〉および〈イベント〉(7.0)カードを捨て札にします。その後、プレイヤ
ーの手札がカード 3枚になるように補充します。〈派閥〉ドロー・デッキに
必要なだけのカードが残っていないなら、残っているカードだけをドロー
します。 

アクティブ〈派閥〉がドローしたのち、手札に〈移動〉カードをないなら
（つまり〈イベント〉カードだけなら）、アクティブ〈派閥〉はそのカード
を公開し、カードを全部ドロー・デッキに戻して再度シャッフルし直して、

新たなカードを 3枚ドローしなくてはなりません。アクティブ〈派閥〉は
ドローしたのち常に少なくとも 1枚の〈移動〉カードを手札に持っていな
くてはなりません。 

この時点で、アクティブ〈派閥〉のターンは終了します。新たなターン・
キューブをドロー・バッグからドローして、その〈派閥〉がアクティブと
なり、ターンを実行します。すべてのターン・キューブをドローし終わっ
たなら、ラウンドが終了し、ゲームの勝利条件を確認します(6.1)。ゲーム
が終了しないなら、新たなラウンドを開始します。 

 

  

勝利 
シンボル 

ルイブール 

砦マーカー 

砦ダイス 
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会戦の例 
現在はイギリス植民地軍プレイヤーのターン（白色）です。〈移動フェイ
ズ〉中、敵軍ユニットがいるエリア Aとエリア Bへとその〈軍〉を移動
させました。結果、これらのエリアでは会戦が行われることになります。
まずエリア Aでの会戦を解決することにします。 

 

 

エリア Aにいるイギリス植民地軍の〈軍〉は 2個の 、2個の 、そして
2個の で構成されています。敵対する両〈軍〉ともに先住民ユニット
があるので、イギリスとフランスのそれぞれの〈軍〉から 1個ずつ先住民
ユニット を〈逃亡〉ユニット置き場へと〈逃亡〉させなくてはなりませ
ん。イギリス〈軍〉にだけ先住民ユニットが 1個残ります。 

 

1 回目のフランス陣営のロール 
防御側のフランスが最初にロールします。フランス正規軍（紫色）プレイ
ヤーは紫色の会戦ダイスを 1個ロールし、フランス系カナダ軍（黄色）プ
レイヤーは黄色の会戦ダイスを 3個全部ロールします。注：フランス系カ
ナダ軍プレイヤーはこの会戦に 4個のユニットを参加させていますが、使
用できる黄色の会戦ダイスは 3個だけなので、3個のダイスしかロールで
きません。 

フランスは 1個の〈命中〉、2個の〈逃亡〉、そして 1個の〈指令〉をロー
ルします。イギリス・プレイヤーは 1個のイギリス植民地軍（白色）ユニ
ットを取り除くことを選択します。 

2個のフランス系カナダ軍は〈逃亡〉し、〈逃亡〉ユニット置き場に置か
れます。 

フランス系カナダ軍プレイヤーは〈指令〉結果を使用して、自分のユニッ
トの 1個をエリア B、C、D、または Eへと移動させることを選択しても
構いません。このあとで起こる会戦を支援するため、1個のユニットをエ
リア Bへと移動させることにします！ 注：プレイヤーは〈指令〉結果
を使用して、これから起こる隣接した会戦へと移動させることができま
す。適切に計画を練れば、これは強力な戦略的な選択肢となることでしょ
う！ 

 

1 回目のイギリス陣営のロール 
イギリス正規軍（赤色）プレイヤーは赤色のダイスを 2個ロールし、イギ
リス植民地軍（白色）プレイヤーは自分の白色のダイスの 1個をロールし
ます。いずれかのイギリス・プレイヤーが先住民（緑色）ダイスを 1個ロ
ールします。フランスは砦マーカーの置かれたエリアで防御側となってい
るので、フランス・プレイヤーの 1人が砦ダイスをロールします。 

イギリス・プレイヤーは 2個の〈命中〉、1個の〈逃亡〉、そして 1個の
〈指令〉をロールします。フランスは砦ダイスで 1個の〈防衛〉をロール
します。〈防衛〉結果は〈命中〉結果 1個を無効にするので、イギリスは
フランスに 1個の〈命中〉だけ与えます。 

フランスは残っているフランス系カナダ軍（黄色）ユニットを取り除くこ
とにします。 

先住民（緑色）ユニットは〈逃亡〉ユニット置き場へと〈逃亡〉します。 

イギリス正規軍（赤色）ユニットは〈指令〉結果を使用して、エリア B、
C、または Fへと移動できますが、プレイヤーはユニットをこの会戦にと
どまらせることに決めます。注：イギリス・プレイヤーは〈指令〉結果を
使用して、イギリス・ユニットが占有していない紫色のフランス拠点エリ
アへと移動させることはできず、フランス・プレイヤーは〈指令〉結果を
使用して、フランス・ユニットが占有していない赤色のイギリス拠点エリ
アへと移動させることはできません。双方のプレイヤーとも、緑色の先住
民エリアが空であったり、友軍ユニットが占有していたりする場合、〈指
令〉結果を使用してそこへと移動させることはできます。 

 

2 回目のフランス陣営のロール 
フランス系カナダ軍プレイヤーのユニットはこの会戦に残っていないの
で、フランス正規軍プレイヤーだけがダイスを 1個ロールします。その結
果、〈指令〉結果をロールしたので、このあとに起こる会戦に参加させら
れるように、ユニットをエリア Bへと移動させます。フランス・プレイ
ヤーは〈指令〉結果を使用して最後のユニットを離脱させる移動を行なっ
たので、砦マーカーを破壊することができます。破壊することを選択し、
そのマーカーを取り除きます。会戦にフランス・ユニットは残っていない
ので、イギリスが勝利します！ フランスはエリア Aから支配マーカー
を取り除き、イギリス支配マーカーに置き換えます。注：フランス・プレ
イヤーが砦マーカーを破壊しなかったなら、イギリスは会戦に勝利したあ
と砦の支配権を獲得することになります。
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ゲームの終了と勝利 
6.0 〈停戦〉カード 

各〈派閥〉には〈停戦〉カードと書かれた〈移動〉
カードが 1枚あります。プレイされたのち、〈停戦〉
カードは、捨て札にせずに、マップのそばに表向き
に置いておきます。こうすることで、プレイヤーた
ちはどの〈停戦〉カードがプレイされたかを把握し
ておくことができます。 

6.1 条約によるゲームの終了 

第 3 から第 8 ラウンドの終了時、もし一方あるい
は両方の陣営の〈停戦〉カードがすべてプレイされ
ているなら、ゲームは終了します。マップ上にもっ
とも多くの支配マーカー(4.2)を有している陣営が

勝利します。同点の場合、ゲームは引き分けとなります。 

注：陣営の支配マーカーは敵または先住民の拠点エリアにしか置かれるこ
とはなく、決して自身の拠点エリアには置かれません。 

例：第 1ラウンドに、フランス系カナダ軍プレイヤー（黄色）が〈停戦〉
カードをプレイしました。第 4ラウンドに、イギリス植民地軍プレイヤー
（白色）が〈停戦〉カードをプレイしました。第 5ラウンドに、フランス
正規軍プレイヤー（紫色）が最初にターンを実行し、〈停戦〉カードをプ
レイします。この時点で、フランス〈派閥〉の両方が〈停戦〉カードをプ
レイし終わったので、すべての〈派閥〉がターンを実行し終わったのち、
ゲームは現在のラウンドで終了することになります。 

 

イベント・カード 
8.0 〈イベント〉カード 

各〈派閥〉のデッキには〈派閥〉固有の〈イベント〉カードが入っていま
す。アクティブ〈派閥〉は自分のターン中に手札から任意の枚数の〈イベ
ント〉カードをプレイすることができます。各〈イベント〉カードには、
どのフェイズにプレイできるかが指定されています。 

例：イギリス正規軍プレイヤーは「ジョセフ・ブラント/Joseph Brant」〈イ
ベント〉カードを〈増援フェイズ〉中にプレイすることができます。 

 

 

 

 

 

 

カード説明 
〈移動〉カード（〈派閥〉カード#02-08） 
各カードには、移動させることができる〈軍〉の数、そ
れぞれの〈軍〉が移動できるエリア数が書かれています。 
例：フランス系カナダ軍プレイヤーは、3個の〈軍〉を
それぞれ最大 2つのエリアまで移動させることができ
ます。〈軍〉は、敵が占有するエリアや独立状態の先住
民ユニットが占有するエリアに入った時点で、移動を
終了しなくてはなりません。 
 

ジョージ・ワシントン（イギリス植民地軍カード#12） 
砦建設（フランス正規軍#11） 
これらの〈イベント〉カードにより、イギ
リス植民地軍またはフランス正規軍プレ
イヤーは、敵軍に支配されていない砦シ
ンボルがある自分の拠点エリアの 1 つ、
または、自陣営が支配している砦シンボ
ルがある先住民拠点エリアの 1 つに、新
たな砦マーカーを 1 個配置することがで
きます。 
ウィリアム・ピット（イギリス植民地軍カ
ード#11） 
増強（フランス系カナダ軍カード#12） 
これらの〈イベント〉カードにより、イギリ
ス植民地軍またはフランス系カナダ軍プレ
イヤーは、自分の召集マーカーの 1つを〈増
援フェイズ〉に 2個のユニットしか提供しな
い面から 3個のユニットを提供する面へと強
化することができます。 
ヴォードルイユ侯爵（フランス系カナダ軍カード#09） 
バージニア連隊（イギリス植民地軍カード#09） 
これらの〈イベント〉カードにより、フ
ランス系カナダ軍またはイギリス植民
地軍プレイヤーは、敵軍に支配されて
いない都市シンボルのある自分の拠点
エリアの 1 つ、または、自陣営が支配
している都市シンボルのある先住民拠
点エリアに、自分の召集マーカーの1個
を移動させることができます。

〈停戦〉カード（〈派閥〉カード#01） 
プレイヤーは〈停戦〉カードを〈移動〉カードとしてプ
レイします。プレイしたのち、このカードは捨て札にな
りますが、マップのそばに表向きに置いておきます。い
ずれかの陣営の〈派閥〉が両方とも〈停戦〉カードをプ
レイし終わったなら、第 3ラウンド以降の終了時点でゲ
ームは終了します。 
例：イギリス正規軍は〈停戦〉カードをプレイし、3個
の〈軍〉をそれぞれエリア 2つまで移動させることが
できます。 
ウィリアム・ジョンソン（イギリス正規軍カード#09） 
イギリス正規軍プレイヤーのターン中、すべての会戦の
開始時に、フランスと同盟状態にあるすべての先住民ユ
ニットはイギリスと同盟状態にある先住民ユニットに
なります。会戦の開始時に両陣営が先住民ユニット と
一緒にいる場合、先住民ユニットは 1個も〈逃亡〉しま
せん。代わりに、すべての先住民ユニット がイギリス
側として参戦します。 

 

大虐殺（フランス系カナダ軍カード#10） 
イギリス植民地軍プレイヤーが 1個の〈逃亡〉結果をロ
ールしたとき、フランス系カナダ軍プレイヤーの〈軍〉
に先住民ユニット がいる場合、〈逃亡〉した植民地軍ユ
ニット は〈逃亡〉ユニット置き場に置かれる代わりに
殺害されます。

  

この〈イベント〉 
カードをプレイ 
するフェイズ 

カード番号 

カード名 

カードの効果 

史実に関する 
解説 

砦シンボル 

都市シンボル 
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史実の概要 
フランスとイギリスが戦った七年戦争(1754-1763)は、最初の世界大戦のひ
とつであり、ヨーロッパ、アフリカの一部、インド亜大陸、そして北アメ
リカの大西洋側を巻き込んで行われました。これらの地域では、この戦い
を異なる名前で呼んでいます。アメリカではフレンチ・インディアン戦争
と呼ばれています。フランス語圏のカナダでは征服戦争と呼ばれ、一方、
英語圏のカナダでは七年戦争と呼ばれています。 

フランスとイギリスのあいだにわ
だかまる敵愾心には長年にわたる
歴史がありますが、北アメリカで発
生した争いが、これらの二国が最終
的に宣戦布告に至る契機となりま
した。フレンチ・インディアン戦争
の結果、北アメリカの文化はこんに
ち我々が知る主に英語を話す文化
へと劇的に変化しました。 

戦前のフランス 
フランスは北アメリカに長い歴史を持っていました。1534年のジャック・
カルティエによるセントローレンス川の探検に始まり、フランスはヌーベ
ルフランスとしてその土地の所有権を主張していました。その全盛期であ
る 1712年、時にはフランス北アメリカ帝国やヌーベルフランス王国と呼ば
れたヌーベルフランスの領土は、北アメリカで最大の領域を占めていまし
た。その領域はニューファンドランドからロッキー山脈まで、そしてハド
ソン湾からメキシコ湾まで広がっていました。セントローレンス川流域に
存在するフランス領はカナダと呼ばれていました。1753年には、カナダは
農場、町、都市、大学、そして大聖堂を抱える不動の存在のように思えま
した。フランス社会は、ケベックとモントリオールの都市、ルイブール砦、
セントローレンス川沿いにまばらに広がる村々、そしてフランス領を内陸
へと広げる小さな砦群を中心としていました。 

フランスは先住民たちと強い同盟
関係を築いていました。彼らは近く
に住んでいた何十もの先住民部族
と同盟を結んでおり、そのおかげ
で、西部とデトロイト砦からルイジ
アナまでの内陸をフランスの支配
下に置いていました。フランスは先
住民の勇敢さを讃え、彼らの数とそ
の追跡技術を交易のために必要と
していました。 

戦前のイギリス 
イギリスはフランスよりも多くの人口を抱えていて、ハリファックスから
サバンナまでの東海岸を支配下に置いていましたが、領域の拡大はアパラ
チア山脈によって地理的に制限されていました。バージニアの起業家のグ
ループが、オハイオ川流域は肥沃で素晴らしい機会に恵まれた土地だと考
えました。彼らはアパラチア山脈を越える道を築き上げ、イギリスの植民
地をオハイオ川流域まで広げました。 

開戦 
1753年、オハイオ川流域を植民するため、イギリス国王はバージニアのオ
ハイオ会社に広大な土地を授与し、結果、イギリス植民地の住民と地元の
先住民とのあいだに軋轢が生まれました。一方、北部のカナダは、イギリ
スの入植地の西部への前進を止めても、何も得る物はないと考えていまし
た。しかし、ヨーロッパでは、フランス政府はそれを自国の領土保有権の
主張を脅かすものだと判断しました。イギリスの開拓者たちがオハイオ川
流域へと移住してくる瀬戸際になって、フランスは探検隊を南方へと送り
出し、エリー湖からオハイオ川流域にかけて一連の補給基地と砦を築き上
げました。一年後、1754年には、オ
ハイオ会社は現在ピッツバーグが
ある場所に砦を建造し、フランスと
イギリスとのあいだで紛争が発生
しました。フランスとその同盟者で
ある先住民の手によって、この砦は
すぐに奪い取られ、破壊され、その
後、代わりにデュケーヌ砦が築かれ
ました。 

オハイオ会社とバージニアの植民地は、この地
域の所有権を守るためジョージ・ワシントン率
いる小規模な戦力を送り込みましたが、再びフ
ランスと同盟者の先住民に敗れる結果となり
ました。ワシントンはアパラチア山脈を越えて
軍隊を撤退せざるを得ませんでした。この事件
によって、フランスとイギリスはすぐに開戦す
ることとなりました。1756年 5月 17日、イギ
リスは公式にフランスに宣戦布告し、七年戦争
が始まりました。この広く全世界にまたがる戦
いの中、北アメリカがその中でもきわめて有名
な戦争が行われる地となりました。 

フランスの目論見 
ケベックは北アメリカにおけるフランスの活動の中心地であり、1756年ま
でに、兵士と避難民が溢れかえる戦時中の都市となりました。ヌーベルフ
ランスの総督はヴォードルイユ侯爵ピエール・ド・リゴーであり、彼は 60
歳になるケベック生まれの貴族でした。彼はカナダ民兵の指令官であり、
ゲリラ戦術を行使し、限られた軍事リソースを巧みに展開させることで、
ヴォードルイユ総督はより大規模なイギリス軍とアメリカ民兵をうまく受
け流すことに成功していました。 

ド・モンカルム侯爵ルイ＝ジョゼフ将軍は
47歳の職業軍人でした。彼はトゥループ・
ド・テール（陸軍）を指揮し、ヴォードルイ
ユ総督と旗下のカナダ軍の軍事作戦を支援
するため、フランスから派遣されました。ヴ
ォードルイユ総督のゲリラ戦術とは対照的
に、モンカルム将軍は、大規模な戦力を直接
敵軍に向かって進軍させ、その後、絶好のタ
イミングでの一斉射撃を行い、敵軍を圧倒
するという、ヨーロッパ式の戦略を使用し
ました。ヴォードルイユ総督とモンカルム
将軍は互いに嫌悪しあっていて、双方ともフランスにいる上官に定期的に
相手の欠点を報告していました。 

大陸の内陸で発生した戦いでは、フ
ランスとイギリスの軍隊はまった
く異なる類の軍隊でしたが、両国の
力は拮抗していました。植民地の住
民はフランスよりもイギリスのほ
うがはるかに多かったのですが、イ
ギリスは植民地間での隔たりが大
きく、その内部での政治的な問題に
悪戦苦闘しており、ひとつにまとめ

ジョージ・ワシントン 

ド・モンカルム侯爵 
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る指導者が存在しませんでした。逆に、フランスは数こそ少なかったので
すが、職業軍人からなる駐屯部隊と訓練を受けた民兵がいて、ファースト・
ネイションとの同盟と共通する忠誠心がありました。 

イギリスは攻撃態勢を取り、オハイオ川流域の紛争地域からフランスを追
い出そうとしましたが、ことはうまく進みませんでした。フランスは先制
攻撃でそれに応え、フランス領への進軍に利用される前に、イギリスの駐
屯基地を攻略しました。 

この戦争の最初の戦いで、モンカルム将軍はオンタリオ湖の南岸にあるオ
スウェゴ砦をイギリスから奪いました。その後、1757年 8月 3日、モンカ
ルム将軍はジョージ湖南端で行われたウィリアム・ヘンリー砦の包囲戦を
率いました。彼は昔ながらの戦術を用い、攻城砲とフランス軍兵士を活用
しました。3,600人の兵士からなる軍
によって、6 日間の攻城戦を行った
のち、モンカルムはジェームズ・ア
バークロンビー少将の 15,000人から
なる部隊を打ち負かし、目覚ましい
戦術的な勝利を手にしました。それ
とは対照的に、ヴォードルイユ総督
は敵軍の士気を挫くことを目的と
した襲撃をカナダ軍と先住民の民
兵に命じました。 

軍事的な勝利はフランスでは喜ばしいニュースでしたが、北アメリカの植
民地は食糧不足、天然痘、激しい戦い、そして不安定な同盟関係に苦しん
でいました。この困難な時代は、カナダが戦いに値するかどうか疑問を抱
いていたフランスの作家ヴォルテールにかの名言を言わせました。その名
言とは、「二つの国家が数エーカーの雪を巡って戦争をしている」というも
のです。 

イギリスの目論見 
この時点ではヨーロッパでフラン
スが支配的であり、イギリスは北ア
メリカに注力し、その地では脆弱で
あったフランスに攻撃を仕掛ける
ことにしました。イギリスは初めこ
そ挫折を味わいましたが、それで止
まることはなく、さらに多くの兵
士、船、そして資金を北アメリカの
前線へと送り込みました。イギリス
はどうしても有利な状況を手にする必要があったため、目的を変更しまし
た。紛争地域を確保しようとする代わりに、海軍の優秀さを利用し、ルイ
ブールとケベックを奪うことで、これを最後に、フランスを排除しようと
しました。最初の一手はルイブールの攻略でした。ルイブールはフランス
の砦であり、現在のノバスコシア州ケープ・ブレトン島であるセントロー
レンス湾への入り口を守備していました。そこは軍事的に重要な地点であ
り、フランス海軍の訓練基地でした。 

ルイブール包囲戦 
フランスの総督オーギュスタン・ド・ドリュクールの指揮下にあったルイ
ブールは、駐屯兵、民兵、そして 10隻の戦艦によって強力に守られていま
した。1758年、イギリスは 12,000人の兵士、39隻の船、そしてほぼ 2,000
門にもおよぶ大砲からなる大軍を送り込み、ルイブール包囲戦が始まりま
した。この包囲戦を率いていたのは、イギリスの指揮官ジェフリー・アマ
ースト少将でした。ドリュクール総督はルイブールでイギリスを防ぎ切る
のは不可能だとわかっていましたが、彼の計画の目的は、イギリスが冬に
入る前にセントローレンスからケベックへと進軍できないように、充分に
イギリス軍の進軍を遅らせることにありました。1758年 7月後半、包囲戦
からほぼ 2ヶ月が経ったのち、ドリュクール総督は最終的にルイブールを
明け渡しました。フレンス軍はフランスへと移送され、砦は完全に爆破さ
れました。 

ケベック包囲戦 
ルイブールを侵略したイギリス軍には、ジェーム
ズ・ウルフという名の 31 歳になる准将がいまし
た。17年もの軍隊生活を送ってきた古参兵である
ウルフは、スコットランドとベルギーでの戦いに
も参戦しました。ウルフは、冬に入る前に、セン
トローレンス川の上流へと船で進軍し、ケベック
を奪うだけの時間がまだあると信じていました
たが、ほかの指揮官たちは彼の考えに同意せず、
彼らは冬のあいだロンドンへと帰還しました。翌
年の春、ウルフは、イギリス海軍の 4分の 1とな
る、15,000人もの兵士を乗せた百隻を超える大艦
隊を連れて、ロンドンを出発しました。艦隊がセントローレンス川の上流
へと進んでいたとき、森の中から射撃してくる農民の少年や老人たちに苦
しめられましたが、ウルフの戦う相
手はカナダ人とではなくフランス
人でした。1759年 6月、イギリス軍
はケベックからわずかに下流にあ
る場所へと上陸しました。この時ま
でに、フランス軍はケベックの周囲
に防御線を構築し終わっていて、東
側の川岸沿いには塹壕線を築き、都
市の西側の道路を覆う一連の軍事
基地を築き上げていました。 

モンカルム将軍も 15,000人の兵士かなる軍隊を有していましたが、彼自身
もっと兵力が必要だとわかっていました。事前に、モンカルム将軍は増援
を要求する連絡をフランスへと送っていましたが、わずか 400人の増援し
か受けられませんでした。フランスは北アメリカよりも母国での戦争の前
線により注意を払っていました。モンカルム将軍は生き残りたいと思って
いましたが、何ヶ月ものあいだ、彼はカナダにおけるフランス軍の軍事的
な敗北を予期し、ルイブールが陥落したなら敗北は避けられないと陸軍大
臣に書状を送っていました。 

この戦いは長きにわたるケベック
包囲戦から始まりましたが、ウルフ
は町の城壁に砲撃するだけでは満
足しませんでした。氷でセントロー
レンスを通行できなくなる前に、ウ
ルフは部隊をイングランドへと連
れ帰らなくてはなりませんでした。
敵軍を引き上げさせるために飢え

ジェームズ・ウルフ 



 

11 

を待つあいだ、イギリス軍はカナダ人と先住民に対して常に小戦闘を仕掛
け、戦死者を積み上げていました。モンカルム将軍がただ我慢強かったな
ら、この消耗戦に勝利していたことでしょう。 

2 ヶ月以上ものあいだ、ウルフ准将はケベックへの道を切り開いたり、フ
ランス軍を誘き出したりしようと試みたものの、失敗していました。夏が
終わったとき、ウルフはモンカルム将軍の動かなさに激昂し、周辺地域に
火を放つように命令を下しました。23 の村と 1,400 軒もの農場が燃やされ
ました。このとき、イングランドで冬を過ごすために、世界で最大の海軍
力を母国へと帰還させなくてはならない期限まで、わずか 4週間しか残さ
れていませんでした。1759 年 9 月 13 日、ウルフは最後の作戦を試みまし
た。深夜頃、彼は険しい断崖の麓にある思いもよらないような入り江に密
かに上陸しました。50 メートルもある断崖を何時間もかけて登ったのち、
明け方には、ウルフ准将はケベックからわずかに数キロの場所にあるエイ
ブラハム平原に軍とともに立っていました。 

モンカルム将軍がイギリス軍の上陸の知らせを受け取ったとき、彼はすぐ
に軍隊を集合させ、イギリス軍に対するために西へと進軍しました。その
後、フランス軍にカナダ民兵と、イロコイ族とアルゴンキン族からなる凶
暴な先住民たちの同盟者たちが加わりました。 

午前 8:00になると、トウモロコシ畑と森から行われる狙撃兵による散発的
な狙撃でこの戦いの口火が切られました。二つの軍隊が衝突したとき、ウ
ルフは居場所を知られてしまい、狙撃兵に手首を撃ち抜かれました。その
傷をハンカチで縛り上げ、彼は指揮を続けました。その後、彼は下腹部を
撃たれ、前進するのにも助けが必要な状態になり、さらに、胸部に 3発目
となる致命的な弾丸を受けることとなりました。ウルフが地面へと崩れ落
ちたとき、敵軍が退却したとの報告を受けました。 

戦線の逆側では、モンカルム将軍が肋骨のすぐ下に致命傷を負っていまし
た。彼は配下の手で戦場から一般施療院へと運ばれ、その傷が元でのちに
命を落としました。 

イギリス軍はかろうじて勝利を手
にし、1759年 9月 18日には、イギ
リス国旗がケベックに揚げられま
した。冬季のあいだは、この都市を
維持するためにわずかな駐屯部隊
しか残されず、イギリス艦隊はイン
グランドへと帰って行きました。 

モントリオールでは、フランソワ＝
ガストン・ド・レビ将軍がケベック
を奪還しようと計画を練っていました。彼はまだ 7,000 人の兵士からなる
軍隊を有していて、さらに 4,000 人の増援を送ってくれるようフランスに
要請していました。モンカルム将軍とは異なり、レビ将軍はカナダ軍と先
住民のゲリラ戦術を起用していました。レビ将軍は、悲惨な失敗を回避す
るために、彼らにフランス軍と並んで戦う訓練を施していました。長い冬
を通して、両陣営はヨーロッパから切り離されていました。レビ将軍は要
請した 4,000 人の兵士がやってきてくれるものと望みを抱いていました。
1760年 4月 28日の朝、彼は 7,000人の軍隊を連れてケベックへと進軍し、
エイブラハム平原に立ちました。イギリス軍は対するために出撃し、20門
の野戦砲を持ってきました。両軍は互いの前線に 2時間にもわたり砲撃を
加え、最終的にイギリス軍は都市へと退却しました。その日が終わるとき
には、フランス国旗がエイブラハム平原にたなびいていましたが、ユニオ
ン・ジャックがまだケベックに掲げられていました。 

この戦いののち、両軍は、どちらの海軍が増援を
連れてセントローレンス川を遡ってくるかを見る
ために待機しました。11日後、船が姿を現しまし
た。イギリスが大西洋横断競争に勝利しました。
イギリスの国務長官ウィリアム・ピットは、増援
とともに 22隻の船を派遣しました。フランスはヨ
ーロッパで敗北を喫し、わずか 5 隻と 400 人しか
派遣できませんでした。レビ将軍はすぐにモント
リオールへと退却しましたが、すぐにイギリス軍
に追いつかれてしまいました。 

交渉 
フランスの敗北ののち、現在はヌーベルフランス総督となっていたヴォー
ドルイユ総督は、降伏に際してただひとつですが重要な特例を入れようと
交渉していました。この特例とは、フランス人が宗教的な自由を保ち、カ
トリックのままでいることができるというものでした。当時、プロテスタ
ントのイングランドでは、カトリック教徒がほとんど市民権を持っていな
かったことを考えれば、これは劇的な特例でした。1760年 9月 8日、北ア
メリカの半分の所有者が変わり、イングランドに 65,000人ものフランス語
を話すカトリックの国民が加わりました。カナダ民兵は自分たちの農場と
村へと帰って行き、カナダ人女性と結婚していたフランス軍兵士は残るこ

とを許されました。3,000人のイギリス軍の駐屯部隊がケベックに残り、残
りはヨーロッパへと出発するか、配置換えされることになりました。1761
年の春、ヨーロッパでイングランドとフランスとの和平交渉が行われまし
た。イギリスの代表はウィリアム・ピットで、フランスの代表はエティエ
ンヌ・フランソワ・ド・ショワズールでした。彼ら二人は互いを嫌悪して
おり、交渉は遅々として進みませんでした。ピットとショワズールの双方
は、最終的に交渉のテーブルから外
され、1762年 11月 3日に最終的に
合意に達しました。フランスはイギ
リスにカナダを割譲し、フランスは
カリブ海のグアドループとセント
ローレンス湾での漁業権を維持し
ました。翌年、和平条約がパリにて
正式に承認され、イギリス議会で可
決されました。この戦いに勝利を収
めましたが、イギリスには巨額の借
金が残りました。この借金は植民地
への重税へと繋がり、最終的にアメ
リカ独立革命が起こることとなり
ます。 

結論 
1763年には、フランス領は本質的に北アメリカから駆逐されました。10年
前には永遠に続くと思われていたカナダとルイブールに深く根ざしていた
植民地は、イギリスの植民地に吸収されてしまいました。これらの新たな
植民地はイギリスの支配下にありましたが、人々、言語、宗教、そしてフ
ランス系カナダ人の文化は、生き残りました。ファースト・ネイションの
人々にとっては、話が違いました。イギリスとフランスとの戦いは解決さ
れましたが、ファースト・ネイションの人々は和平交渉からは締め出され
ていました。イギリスの勝利によって、150 年間続いたフランスと先住民
とのあいだの同盟関係は変わってしまいました。内陸にあるフランスの砦
は、今ではイギリス軍に占領され、昔ながらの先住民の版図がイギリスの
移民に解放されたのです。 

フレンチ・インディアン戦争により、世界規模の戦いの遺産と文化の変化
が残されました。この戦争によって、戦争の戦い方の性質が定まり、植民
地の住人とファースト・ネイションの社会とのあいだの関係は険悪になり、
北アメリカの支配的な文化はフランスからイギリスへと変化しました。 

 

Beau Beckettおよび Liisa Tooseによる歴史記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義 
同盟状態の先住民ユニット-イギリスまたはフランスのいずれかのユニッ
トと同じエリアを占有している先住民ユニット。同盟しているイギリスま
たはフランスによって、これらの同盟状態にある先住民ユニットは移動さ
せられ、彼らとともに会戦に参加します。 

独立状態の先住民ユニット-イギリスやフランスのユニットがいない状態
で、エリアを単独で占有している先住民ユニット。イギリスまたはフラン
スの〈軍〉は、独立状態の先住民エリアに入った時点で、移動を終了しな
くてはなりません。先住民ユニットは即座に同盟状態となります。 

ターン・キューブ-すべての面がブランクになっている 5個のダイス。 

  

ウィリアム・ピット 
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