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ゲーム概要 
時に 1775年。アメリカの植民地は、大英帝国に課せられた新たな税に憤慨し、武器を備蓄し、民兵
を組織し始めました。4月 18日、備蓄した武器を奪取するよう命じられた英国軍の 700人の兵士の
縦隊に、民兵の一部が待ち伏せを仕掛けます。安全なボストンに到達するまでに、英国兵の戦死者
と負傷者の数は 273人に上りました。アメリカ独立戦争（アメリカ独立革命）が始まりました！ 

『1775 - Rebellion』では、プレイヤーたちはアメリカ独立戦争に参加した主要な〈派閥〉を担
当します。イギリス陣営は、イギリス正規軍（英国兵）、王党派民兵隊、そしてドイツ人のヘッセン
傭兵隊です。そして、アメリカ陣営は、大陸軍、愛国派民兵隊、そしてフランス正規軍です。さら
に、両陣営ともに、アメリカ先住民と同盟を結ぶことができます。 

それぞれの陣営のプレイヤーたちは連携した軍事行動を取るために一緒に戦略を練ります。各陣営はマップ上の植民地を支配することを
目的としています。また、プレイヤーは自陣営が支配する植民地内にある任意の〈都市〉エリア（複数可）に〈増援〉を配置することが
できます。停戦が宣言されたとき、ゲームは終了し、もっとも多くの植民地を支配している陣営がゲームに勝利します。 

 

ゲームの内容物 

 
マップ 1枚-アメリカの最初の 13個の植民地と、メイン

(Maine)、ケベック(Quebec)、そしてノバスコシア(Nova Scotia)が
描かれています。 

 

 
ユニット・キューブ 205 個-赤色のイギリス正規軍 35個、黄色
の王党派民兵隊 45個、青色の大陸軍 40個、白色の愛国派民兵隊
45個、さらに以下の同盟軍：橙色のドイツのヘッセン傭兵隊 12
個、紫色のフランス正規軍 10個、そして緑色のアメリカ先住民
18個。注：すべての色が表示されているわけではありません。 

 

 
会戦ダイス 16個-赤色のイギリス正規軍 2個、黄色の王党派民
兵隊 3個、橙色のドイツのヘッセン傭兵隊 2個、青色の大陸軍 2
個、白色の愛国派民兵隊 3個、紫色のフランス正規軍 2個、緑色

のアメリカ先住民 2個。 
注：すべての色が表示されているわけではありません。 

 
カード 54枚-赤色のイギリス正規軍 15枚、黄色の王党派民兵隊

13枚、青色の大陸軍 14枚、白色の愛国派民兵隊 12枚。 

 

          
ラウンド・マーカー駒 1個   両面刷りの支配国旗 16個 
 

 

ターン・キューブ 4個-各派閥の色ごとに 1個ずつ、さらに、絹
製のドロー・バッグ 1個（表示していません）。これらのキュー
ブは会戦ダイスに似ていますが、すべての面がブランクになって

います。
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ゲームのセットアップ 
1.0 シナリオの選択-このゲームには 3つのシナリオが入ってい
ます。「1775キャンペーン」、プレイ時間の短い「入門用シナリオ」、
そして「ケベック包囲戦」です。 

以下では、「1775 キャンペーン」のセットアップについて詳しく
説明しています。 

（「入門用」と「ケベック包囲戦」シナリオでのユニットのセット
アップの詳細については、7および 8ページで説明しています。） 

1.1 〈派閥〉の選択-プレイヤーがプレイする〈派閥〉を各々1つ
選び、対応するユニット、会戦ダイス、そしてその〈派閥〉の色の
カードを取ります。 

各〈派閥〉は以下のように色分けされ、それぞれ以下のものがあり
ます： 

イギリス陣営〈派閥〉： 
イギリス正規軍（赤色）-ユニット 35 個、会戦ダイス 2 個、そし
てカード 15枚。 

王党派民兵隊（黄色）-ユニット 45 個、会戦ダイス 3 個、そして
カード 13枚。 

アメリカ陣営〈派閥〉： 
大陸軍（青色）-ユニット 40 個、会戦ダイス 2 個、そしてカード
14枚。 

愛国派民兵隊（白色）-ユニット 45 個、会戦ダイス 3 個、そして
カード 12枚。 

4 人未満でプレイするときは、1人または 2人のプレイヤーが対立
する一方の陣営の 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。 

植民地-マップには、アメ
リカの最初の 13の植民地、
メイン(Maine)（当時はマサ
チューセッツの一地域）、
ノバスコシア(Nova Scotia)
州、そしてケベック州が描
かれています。ゲーム的に
は、これらすべてを植民地
と呼びます。各植民地は色
分けされていて、複数のエ
リアに分割され、エリアの
一部には都市があります。 

 例：上記の図には、3つの植民地が示されています：2つのエリ
アからなるコネチカット(Connecticut)、1つのエリアからなるロー
ドアイランド(Rhode Island)、そして 3 つのエリアからなるマサチ
ューセッツ(Massachusetts)。 

 例：ボストン(Boston)はマサチューセッツの植民地で唯一の都市
エリアです。 

1.2 初期配置ユニットの配置-マップ上の一部のエリアには、色

が塗られた四角が書き込まれています。この四角は「1775 キャン
ペーン」でのユニットの初期配置を表しています。対応する色のユ
ニットをマップ上のそれらのエリアに置いてください。 

例：イギリスはボストンに 1個と 2個を配置します。アメリカ
はニューポート(Newport)に 1個と 2個を配置します。 

1.3 追加ユニットの配置-1 個のターン・キューブ（すべての面
がブランクになっている大きな立方体（キューブ）です）をランダ
ムにドローしてくださいドローされた陣営の各〈派閥〉が、自陣営
のユニットがすでに置かれているエリアに、自分の色のユニット
を追加でそれぞれ 4 個配置します。その後、もう一方の陣営の各
〈派閥〉が、自陣営のユニットがすでに置かれているエリアに、自
分の色のユニットを追加でそれぞれ 4個配置します。 

1.4 〈増援〉置き場の作成-ゲームのセットアップが終わったな
ら、プレイヤーは自分の〈派閥〉の残っているユニットで〈増援〉
置き場を作成します。〈派閥〉の以降のターンの開始時、または、
〈イベント〉カードで指示されたとき、これらのユニットは〈増
援〉(3.1)としてマップ上に配置されることになります。 

1.5 支配国旗の配置-支配国旗を各陣営が支配している植民地
に配置します。例：ゲーム開始時には、イギリスの国旗はデラウェ
ア(Delaware)、ケベック(Quebec)、そしてノバスコシア(Nova Scotia)
に配置されます。アメリカの国旗はコネチカット(Connecticut)とロ
ードアイランド(Rhode Island)に配置されます。 

1.6 プレイヤー・デッキの作成とカードのドロー-4 つの各〈派
閥〉は、01-12 番の自
分に対応した色のカ
ードでドロー・デッキ
を準備します。（13番
以降のカードは「ケベ
ック包囲戦」シナリオ
で使用されます。）カ
ードの番号は各カー
ドの右下隅に記載さ
れています。自分の
〈派閥〉用のカードを
シャッフルし、3枚ド
ローしてください。 

各〈派閥〉デッキは 12枚の固有のカードで構成され、そのうちの
8枚が〈移動〉カードで、残り 4枚が〈イベント〉カードとなって
います。カードをドローしたのち、プレイヤーがカードに「イベン
ト/Event」という単語が書かれた〈イベント〉カードしか持ってい
ないなら、これらのカードを公開し、それをドロー・デッキに戻し
て再度シャッフルし直し、新たに 3枚のカードをドローします。 

同じ陣営のプレイヤーは、今後の行動を調整するために、互いのカ
ードを見せ合っても構いません。 

 

1.7 ラウンド・マーカー駒の配置-ラウンド・マーカー駒をマッ
プの右下に書かれたラウンド・トラックの 1のマスに配置します。

 

 

ゲームのプレイ 
2.0 ラウンドとターン-このゲームでは、プレイするラウンド数
は変化します。毎ラウンド、4つのすべての〈派閥〉はランダムに
選ばれた順番で各々1回のターンを実行することになります。 

各ラウンドの最初に、4つのすべてのターン・キューブをドロー・
バッグの中に入れます。次に、中を見ずにバッグから 1 個のター
ン・キューブをドローし、それをターン・トラックの「第 1 ター
ン」のマスに置きます。ドローされた色によって、ターンを実行す
る〈派閥〉が決まります。次のターン・キューブをバッグからドロ
ーする前に、この〈派閥〉のターンを終わらせます。 

すべてのターン・キューブをドローし終わり、すべての〈派閥〉が
自分のターンを終えた時点で、このラウンドは終了します。ラウン
ド駒をラウンド・トラックの次のラウンドのマスへと進め、新たな
ラウンドを開始します。 

2.1 ゲーム終了の確認-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(4.0)。 

3.0 ターン手順-ドローされたターン・キューブによって、次に
ターンを実行する〈派閥〉が指定されます。その〈派閥〉を担当す

シンボルはこのカード
が「ケベック包囲戦」シ
ナリオで使用されるこ
とを示しています 

プレイヤーが移動させ
ることができる〈軍〉の
数 

各〈軍〉が移動できるエ
リアの数 

カード番号 
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る人はアクティブ・プレイヤーとなり、以下のフェイズをここで書
かれた順番で実行します： 

a) 〈増援フェイズ〉(3.1) 

b) 〈移動フェイズ〉(3.2) 

c) 〈会戦フェイズ〉(3.3) 

d) 〈ドロー・カード・フェイズ〉(3.4) 

3.1 〈増援フェイズ〉-〈増援〉および〈逃亡〉ユニットを配置
します。ターンの開始時に、アクティブ・プレイヤーは〈増援〉置
き場(1.4)から 4 個のユニットを取り、自陣営が支配する植民地内
にある任意の都市エリアにこれらのユニットを配置します。各〈派
閥〉の〈増援〉置き場にあるユニットの数には上限があります。〈増
援〉置き場にあるユニットが 4 個未満であるプレイヤーは、残っ
ているユニット全部を配置します。 

3.1.1 〈逃亡〉ユニット置き場に置かれているアクティブ・プレ
イヤーのすべてのユニットは、〈増援〉の配置に加え、自陣営が支
配する植民地内にある任意の都市エリアに配置され、プレイに再
登場します。 

ターンの開始時に、アクティブ・プレイヤーの陣営が植民地を 1つ
も支配していない場合、〈増援〉や〈逃亡〉ユニットを配置するこ
とができません。アクティブ・プレイヤーはそのターンの〈増援〉
を失い、〈逃亡〉ユニットは〈逃亡〉ユニット置き場にとどまりま
す。 

3.1.2 植民地の支配-1 つの植民地を構成するすべてのエリアを
占有しているのが、1つの陣営やその陣営の同盟軍（ヘッセン傭兵
隊やフランス軍）のユニットだけであるとき、その陣営がその植民
地を支配していることになります。ユニットがいないエリアは植
民地の支配には影響を及ぼしません。アメリカ先住民ユニットだ
けがいるエリアがあるなら、植民地の支配は妨げられます。植民地
が支配されていることを示すために、アメリカまたはイギリスの
いずれかの支配国旗をそこに置きます。 

  
例：左の図では、いずれの陣営もペンシルベニア(Pennsylvania)を支
配していません。右の図では、アメリカが支配しています。なぜな
ら、1)アメリカは愛国派民兵隊（白色）ユニットをアメリカ先住民
エリアへと移動させ、2)フィラデルフィア(Philadelphia)からイギリ
スを追い出したからです。これらのアメリカ先住民ユニットはこ
の時点でアメリカと同盟状態となり、アメリカにコントロールさ
れます。 

一方の陣営が、支配している植民地で、その外へと自分の陣営のユ
ニット全部を移動させた場合には、そのターンの終了時点で、その
植民地は中立となり、支配国旗は取り除かれます。 

3.1.3 同盟軍ユニット- 

ヘッセン傭兵隊（橙色）-イギリスの同盟軍。 

ヒストリカルノート：独立戦争中、イギリスは何万人ものドイツの
ヘッセン傭兵を雇っていました。 

フランス軍（紫色）-アメリカの同盟軍。 

ヒストリカルノート：過去 900 年のあいだ、フランスはほぼいつ
でもイギリスと戦争していました。アメリカ独立戦争によって、カ
リブ地域でイギリスから実入りのいい領土の支配権を奪う好機が
フランスにもたらされました。 

ヘッセン傭兵隊とフランス軍ユニットは、特定の〈イベント〉カー
ド(3.2.6)がプレイされたときにゲームに登場します。これらのユニ
ットは常に同盟側がコントロールし、決して陣営が変わることは
ありません。 

アメリカ先住民（緑色）-エリアにいるアメリカ先住民ユニットは、
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。アメリ
カ先住民ユニットしか占有していないエリアへと、イギリスまた
はアメリカのユニットがそのエリアへと移動で入ったときに、同
盟状態は発生します。一方の陣営といったん同盟状態になったな
ら、そのアメリカ先住民ユニットはその陣営によってコントロー
ルされます。異なるエリアにいるアメリカ先住民ユニットは、アメ
リカとイギリスに同時に同盟状態となる場合があります。 

同盟状態になったアメリカ先住民ユニットがあるエリアに単独で
残されたなら即座に（移動や会戦の結果）、そのアメリカ先住民ユ
ニットは独立状態になります。以降、再び同盟状態となる可能性が
あります。 

敵対する陣営と同盟状態にあるアメリカ先住民ユニットが会戦で
出会った場合、一方の陣営にだけアメリカ先住民ユニットが残る
か、あるいは、いずれの陣営にもアメリカ先住民ユニットがなくな
るまで、両陣営から同じ数のアメリカ先住民ユニットが〈逃亡〉し
ます。これらの〈逃亡〉ユニットは、〈逃亡〉ユニット置き場に置
かれます(3.3.2)。 

会戦で一方の陣営にアメリカ先住民ユニットしか残っていない状
態になったなら、そのアメリカ先住民ユニットはエリアに残って
いる敵対する陣営と同盟状態となります。 

3.2 〈移動フェイズ〉-1枚の〈移動〉カードと、最大 2枚の〈イ
ベント〉カードをプレイします。アクティブ・プレイヤーは、自分
のターンに〈移動〉カードを 1枚プレイしなくてはなりません（プ
レイできるのは 1枚だけです）。手札に〈イベント〉カードがある
なら、アクティブ・プレイヤーは最大 2枚の〈イベント〉カードを
プレイしても構いません。〈移動〉カードの許可する内容に従い、
ユニットは陸上または海上を移動することができます。アクティ
ブ・プレイヤーは、自分のターン中に 1枚しか〈移動〉カードをプ
レイできません。 

いったんプレイしたなら、マップの右端沿いに表向きに置いてお
く〈停戦〉カードを除き(3.2.5)、すべてのカードは捨て札にされま
す。 

3.2.1 〈軍〉は同じエリアにいるユニットから形成されます。〈軍〉
は同じ陣営の〈派閥〉と同盟軍に所属するユニットで形成すること
ができます。プレイヤーはユニットの全部を〈軍〉に組み入れても、
一部しか組み入れなくても構いませんが、〈軍〉にいる少なくとも
1個のユニットは、アクティブ・プレイヤーに所属していなくては
なりません。その後、アクティブ・プレイヤーは〈軍〉を移動させ
ることができます。 

 例：アクティブ王党派民兵隊プレイヤーは、2個の王党派民兵隊
、3 個のイギリス正規軍 、4 個のヘッセン傭兵隊 、そして 2

個のアメリカ先住民 を組み込んだ 1個の〈軍〉を形成します。こ
のプレイヤーはこれらのユニットを全部一緒に 1 個の〈軍〉とし
て移動させます。 

〈移動〉カードに描かれている兵士の姿の数が、アクティブ・プレ
イヤーが移動させることのできる〈軍〉の最
大数を表しています。そのあとには、これら
の〈軍〉がそれぞれいくつのエリアを移動す
ることができるかが示されています。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 ターンに 1 回しか移動させるこ
とができません。 

 例：ここに示した〈移動〉カードの場合、
大陸軍プレイヤーは 3個の異なる〈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〉はエリアからエリアへと、エリアの境界線を横切って移動し
ます。敵軍ユニットまたは独立状態のアメリカ先住民ユニットが
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占有するエリアへと入ったなら、〈軍〉は移動を終了しなくてはな
りません。〈軍〉は移動中にユニットを離脱させたり、組み入れた
りすることはできません。ユニットは異なる〈軍〉とともに複数回
移動することはできません。 

3.2.2 〈陸上移動〉カードによって、〈軍〉はある陸地エリアから
隣接する陸地エリアへと移動することができます。アクティブ・プ
レイヤーは、プレイした〈移動〉カードが許されているように、も
しあるなら、プレイされた〈イベント〉カードの修正を適用して、
〈軍〉は移動させます。 

移動の例 

 

新たなラウンドの開始時、最初のターン・キューブに大陸軍プレイ
ヤー（青色）がドローされます。まず、4個の青色の〈増援〉と 1
個の〈逃亡〉ユニットを配置します（3 個をハートフォード
(Hartford)に、2個をニューポート(Newport)に配置します）。アメリ
カ陣営がコネチカット(Connecticut)とロードアイランド(Rhode 
Island)を支配しているので、ユニットをこれらの都市に配置するこ
とができます。次に、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 1枚プレイします。ハート
フォードで 5 個のユニットからなる 1 個の〈軍〉を形成し、ハー
トフォードの北西にあるエリアへとまず移動させ、その後、プリン
スタウン(Prince Town)へと移動させます。1個のユニットが〈軍〉
に組み込まれず、ハートフォードに残されていることに注意して
ください。 

 その後、ニューポートで 2個目の〈軍〉を形成し、ボストン(Boston)
へと移動させます。 

 そして、3 個目の〈軍〉をボストンの西にあるエリアで形成し、
ボストンへと移動させます。注：これらの〈軍〉のすべてに少なく
とも 1個の青色の大陸軍ユニットが組み込まれています。 

プレイヤーは、〈移動〉カードに書かれた数の上限まで〈軍〉を移
動させる必要もありませんし、〈軍〉1 個あたりに許されている移
動をすべて使用する必要もありません。 

3.2.3 〈水上移動〉-水域を越えて移動する
ためには、「戦艦/Warship」または「漁船/Fishing 
Boat」〈移動〉カードをプレイしなくてはなり
ません。〈水上移動〉カードをプレイされた
〈軍〉は、水域に隣接する陸地エリアから、同
じ水域に隣接するほかの陸地エリアへと、た
とえその陸地エリアが敵軍に占有されていた
としても、移動できます。水域は川が「灰色に
塗られて遮られている」場所で終了します。 

 例：「戦艦」で〈軍〉がボストン(Boston)からケベック市(Quebec 
City)へと移動します。ケベック市の西側の川は灰色に塗られて遮
られているので、続けてモントリオール(Montreal)へと移動するこ
とはできません。 

セントローレンス海路(St. Lawrence Seaway)は、水上移動の観点か
らは大西洋(Atlantic)に接続しています。 

ユニットは、川が遮られているところでは、灰色で塗られた場所で

しか、川を渡る陸上移動を行うことができません。 

3.2.4 「漁船/Fishing Boat」での〈軍〉の
ユニット上限-「漁船」では、それぞれ最大で
3個のユニットからなる 2個の〈軍〉を最大で
2 つの異なる陸地エリアから同じ水域に接す
る 1 つの陸地エリアへと移動させることがで
きます。 

 例：王党派「漁船/Boat」カードは、2 個の
〈軍〉を移動させることができます。各々の
〈軍〉には最大で 3 個のユニットを組み込む
ことができ、その〈軍〉は王党派民兵隊 、イ
ギリス正規軍 、ヘッセン傭兵隊 、および
アメリカ先住民 で構成することができ、そ
のユニットのうち 1 個は黄色でなくてはなり
ません。 

3.2.5 〈停戦〉カード-各〈派閥〉に 1枚の
〈停戦〉カードがあります。これらのカード
は〈移動〉カードとしてプレイされます。プレ
イされたのち、そのカードは、捨て札にする
代わりに、マップの右端沿いに表向きにして
置いておきます。こうすることで、プレイヤ
ーたちは〈停戦〉カードが何枚プレイされた
かを確認することができます。第 3 ラウンド
の終了時、もしくは、それ以降のラウンドの
終了時のたびに、一方の陣営のすべての〈派
閥〉の〈停戦〉カードがすでにプレイされてい
るなら、ゲームは終了します(4.0)。 

3.2.6 〈イベント〉カード-各〈派閥〉は各
自のデッキに〈派閥〉固有の〈イベント〉カー
ドを有しています。〈イベント〉カードは、マ
ップ上にユニットを追加で置いたり、移動を
修正したり、あるいは、ターンを実行してい
るアクティブ・プレイヤーの会戦に影響を及
ぼしたりします。各〈イベント〉カードには、
プレイできるタイミングが書かれています。
プレイヤーは自分の手札にあるすべての〈イ
ベント〉カードをプレイしても構いません（持
っているなら、最大で 2 枚までプレイできま
す、1.6および 3.2参照）。 

 忘れないでください：カードはアクティブ・プレイヤーしかプレ
イできません。 

3.3 〈会戦フェイズ〉-敵対する〈軍〉が同じエリアを占有して
いるとき、会戦が発生します。複数回会戦が発生する場合、アクテ
ィブ・プレイヤーが会戦を解決する順番を選択します。会戦に影響
を及ぼす可能性のある〈イベント〉カードがプレイされているな
ら、会戦を解決する前にどの会戦に使用するかを決めなくてはな
りません。 

会戦が行われるエリアへと移動してきた陣営が攻撃側となり、も
う一方の陣営が防御側となります。防御側プレイヤーたちは先制
攻撃権を有し、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。両陣営のユニットが会戦に残っているようなら、攻
撃側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、
結果を適用します。一方の陣営だけがそのエリアに残っている状
態になるまで、交互にこの手順を繰り返して会戦を継続します。 

各〈派閥〉を担当するプレイヤーが自分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。プレイヤーは会戦に参
加している自分の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の最大数は、〈派閥〉が所有しているダイ
ス数です。 

 例：イギリス正規軍（赤色）は最大 2個のダイスをロールでき、
一方で、王党派民兵隊（黄色）は最大 3個のダイスをロールできま
す。 

会戦ダイス結果-各〈派閥〉の会戦ダイスの〈命中〉、〈逃亡〉、そし

1個目 
の〈軍〉 

2個目 
の〈軍〉 

3個目 
の〈軍〉 
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てブランクで示される〈指令〉面の数は、〈派閥〉ごとに異なりま
す。 

3.3.1 〈命中〉結果-ロールされた〈命中〉面 1個
ごとに、相手のユニット 1 個が会戦から除去され、
自分の〈増援〉置き場へと戻されます。複数の〈派
閥〉のユニットが会戦に参加している場合、相手側
がどのユニットを除去するかを相談して決定しま
す。 

3.3.2 〈逃亡〉結果-ロールされた〈逃亡〉面 1個
ごとに、ロールした〈派閥〉のプレイヤーが自分の
ユニットを 1個会戦から除去し、〈逃亡〉ユニット置
き場に置きます。 

〈逃亡〉ユニットは、
所属する〈派閥〉の次のターンの開
始時に戻ってきます(3.0)。その〈派
閥〉の陣営が支配する植民地にある
都市エリアに〈逃亡〉ユニットは配
置します(3.1.2)。 

 

3.3.3 〈指令〉結果-ダイスのブランク面が 1個ロ
ールされるごとに、ロールした〈派閥〉のプレイヤ
ーは、自分のユニットの 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。このユ
ニットは任意の隣接するエリアへと移動できます
が、敵軍が単独で占有しているエリアへは移動できません。 

〈指令〉によって、友軍と敵軍の両方のユニットがいるエリア（こ
のあとに会戦が発生します）へと移動させることができます。〈指
令〉によって、アメリカ先住民だけがいるエリアへと移動させるこ
とができます（アメリカ先住民は独立状態にあるからです）。いっ
たんユニットが移動で入ったなら、アメリカ先住民はそのユニッ
トの陣営と同盟状態になります。 

会戦が行われているエリアが完全に敵軍ユニットが占有するエリ
アで囲まれている場合、〈指令〉で移動して会戦から離脱させるこ
とはできません。 

水上移動によって会戦のエリアへと移動してきた〈軍〉は、〈指令〉
を使用して水上を移動して離脱することはできません。 

会戦ダイスの〈命中〉と〈逃亡〉結果を最初に解決し、その後、
〈指令〉を解決します。

 

会戦の例 
「移動の例」（4ページ）の続きで、
大陸軍プレイヤーは 1個の〈軍〉（
1 個と 4 個）をプリンスタウン
(Prince Town)に移動させました。イ
ギリスが防御側で、最初にロールし
ます。王党派民兵隊（黄色）とイギ
リス正規軍（赤色）のプレイヤーた
ちは、各々、自分のダイスの 1個を
ロールし、〈命中〉1個と〈指令〉1個
の結果を出します。 

アメリカのプレイヤーたちはグルー
プでどのユニットが〈命中〉を受け、
マップから除去されるかを決定しな
くてはなりません。彼らは、次の自
分たちのロールで会戦ダイスを最大
限ロールできるように、 1 個を除
去することで合意します。 1 個を
除去したなら、アメリカは青色のダ
イス 2個と白色のダイス 1個をロー
ルできずに、青色のダイス 2個しか
ロールできなくなります。 

イギリス正規軍プレイヤーは、自分のユニットを会戦に残すこと
にします。 

アメリカのほうは 1 個と 3 個
が残ります。〈命中〉2個と〈逃亡〉
1個をロールします。 

注：大陸軍プレイヤーの会戦に参
加しているユニットが 3 個ですが、このプレイヤーは青色の会戦
ダイスを 2個しかロールできません(3.3)。 

〈命中〉2 個の結果を受け、イギリス
の両方のユニットがマップから除去
され、自分の所属する〈増援〉置き場
に戻されます。〈逃亡〉の結果として、
1個の が除去され、〈逃亡〉ユニット
置き場に置かれます。この時点で、ア
メリカはニュージャージー (New 
Jersey)植民地の両方のエリアを占有し
ているので、この植民地を支配します。アメリカの支配国旗が植民
地の上に置かれます。この会戦は終了し、プレイは続けてボストン
(Boston)での会戦へと移ります。 

ボストンで、イギリスは再び防御側なの
で、最初にロールします。結果、〈命中〉2
個と〈指令〉1個をロールします。 

アメリカは 2個を除去することで合意し
ます。その後、イギリス正規軍プレイヤー
は自分の〈指令〉結果を利用することに決
め、自分の赤色のユニットの 1個を会戦か
ら離脱させ、ロードアイランド (Rhode 
Island)の空になっている隣接するエリア
へと移動させます。この時点で、この 1つ
のエリアからなる植民地を支配し、支配国旗はイギリス陣営側へ
と裏返されます！ 

 ヒント：決してエリアを空にしてはいけません！ 

アメリカは復讐心に身を焦がし、〈命中〉3個と〈逃亡〉2個をロー
ルします！ イ
ギリスの両方の
ユニットがマッ
プから除去され
ます。愛国派民
兵隊および大陸軍のユニットがそれぞれ 1個除去され、〈逃亡〉ユ
ニット置き場に置かれます。この時点で、アメリカがマサチューセ
ッツ(Massachusetts)を支配し、そこに支配国旗を置きます。すべて
の会戦を解決し終わったので、〈会戦フェイズ〉が終了します。 
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3.4 〈ドロー・カード・フェイズ〉-ターンの終了時に、アクテ
ィブ・プレイヤーは自分の手札のカードが 3 枚になるようにドロ
ーします。ドロー・デッキに 3 枚にできるだけのカードが残って
いないないようなら、残っているカードだけドローします。 

ドローしたあとに、アクティブ・プレイヤーの手札に〈移動〉カー
ドが 1枚もない（つまり、〈イベント〉カードだけ）場合、カード
を公開し、ドロー・デッキに戻して再度シャッフルし直し、新たな
カードを 3 枚ドローしなくてはなりません。ドローしたあと、プ
レイヤーは必ず自分の手札に 1 枚の〈移動〉カードを持っていな
くてはなりません。 

この時点で、アクティブ・プレイヤー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、次のプレイヤ
ーが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、ラウンドは終了し、ゲームの終了条件を確認します。
ゲームが終了しない場合、新たなラウンドを開始します。 

4.0 ゲームの終了 
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ます。 

一方あるいは両方の陣営(1.1)に所属するすべての〈派閥〉の〈停戦〉
カードがプレイされ終わっているなら、ゲームはラウンドの終了
時点で終了します。 

例：第 1 ラウンドに、イギリス正規軍プレイヤー（赤色）が〈停
戦〉カードをプレイしました。第 4ラウンドに、愛国派民兵隊プレ
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
には、王党派民兵隊プレイヤー（黄色）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、イギリスの両方の
〈派閥〉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、現在のラウンドの終了時点で
ゲームは終了します。 

 
もっとも多く植民地を支配している陣営が、ゲームに勝利します。
ゲームは引き分けに終わる場合もあります。引き分けの場合、いず
れの陣営も勝利せず、アメリカはフランス系カナダの南部の州と
なります。:) 

 

カード説明 
5.0 カードの説明と例 
アクティブ・プレイヤーは、自分のターンの開始時に必ずカードを
3枚持っています。カードはアクティブ・プレイヤーのターンにし
かプレイできません。アクティブ・プレイヤーは〈移動〉カード 1
枚（だけ）をプレイしなくてはならず、自分の手札にある〈イベン
ト〉カードを好きな枚数プレイしても構いません。プレイしたの
ち、マップの右端沿いに表向きに置いておく〈停戦〉カードを除き、
カードはプレイ後には捨て札になります。 

〈移動〉カード#01-07 
各カードには移動できる〈軍〉の数と各々の〈軍〉が移動
できるエリアの数が書かれています。 
 例：イギリス正規軍は 2個の〈軍〉を各々最大でエリア
2つまで移動させることができます。敵軍や独立状態のア
メリカ先住民が占有するエリアに入った時点で、〈軍〉は
移動を終了しなくてはなりません。 

〈停戦〉カード#08 
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されず、
マップの右端沿いに表向きに置いておきます。いずれかの
陣営の両方の〈派閥〉が自分たちの〈停戦〉カードをプレ
イし終わったなら、そのラウンドの終了時点で、ゲームは
終了します。 
 例：イギリス正規軍は〈停戦〉カードをプレイして、4
個の〈軍〉を最大でエリア 2つまで移動させることができ
ます。 

戦艦移動#7 
任意の数からなる 2個の〈軍〉を船で移動させることがで
きます。各々の〈軍〉は水域に接する別個のエリアで形成
し、水域に接する別個のエリアで移動を終了して構いませ
ん。 

軽騎兵#14 
〈軍〉は敵軍や独立状態のアメリカ先住民が占有するエリ
アを通過する移動を行うことができます。敵軍が占有する
エリアで移動を終了した場合にのみ、〈軍〉は会戦を行い
ます。 

漁船移動#07 
同じエリアもしくは異なるエリアにいて、各々最大 3個のユ
ニットからなる 2個の〈軍〉を、同じエリアへと移動させな
くてはなりません。各々の〈軍〉の少なくとも 1個のユニッ
トは、カードをプレイしている〈派閥〉に所属していなくて
はなりません。例：王党派は 1個の王党派民兵隊 と 2個の
イギリス正規軍 をケベッック(Quebec)で、1 個の王党派民
兵隊 と 1個のイギリス正規軍 と 1個のヘッセン傭兵隊
をフィラデルフィア(Philadelphia)から移動させ、この全部を
ボストン(Boston)へと向かわせます。 

ジョン・バトラー#09 
自陣営のすべての〈派閥〉および同盟軍は、すべての会戦の
前に 1回ロールを行います。例：3個の王党派民兵隊 、1個
のイギリス正規軍 、2個のヘッセン傭兵隊 、そして 2個
のアメリカ先住民 からなるイギリスが攻撃側である場合、
このすべてがダイスをロールし、〈命中〉結果だけを適用しま
す。〈逃亡〉と〈指令〉の結果は無視します。 

イギリス王党派#10 
自陣営が支配する各植民地にいる全ユニットを同じ植民地
内の任意のエリアへと再配置して構いません。ユニットを再
配置したいと思う各植民地には、植民地内のエリアの少なく
とも 1つに少なくとも 1個の王党派民兵隊 がいなくてはな
りません。 

ベッツィー・ロス#12 
例：アメリカはボストン(Boston)にいるイギリスを攻撃しま
す。イギリスは 3個の黄色のダイスと 1個の赤色のダイスを
ロールし、2個の黄色の〈逃亡〉
結果を出します。2個の王党派
民兵隊 がこの会戦から除去
され、2個の愛国派民兵隊 に
置き換えられます。 

モントゴメリー#13 
大陸軍プレイヤーは、勝利を収めた〈軍〉から好きな数のユ
ニットを会戦が行われたエリアから 1つの隣接するエリアへ
と移動させることができます。少なくとも 1個のユニットは
青色でなくてはなりません。例：ハートフォード(Hartford)で
勝利を収めたアメリカ〈軍〉は 3個の と 4個の からなり
ます。大陸軍プレイヤーは 2個の と 2個の を敵軍が占有
するニューヨーク(New York)へと移動させることにします。
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1775 キャンペーン・シナリオ-このシナリオはこのゲームの完全版です。セットアップについては2ページに詳しく説明されています。 
初期配置ユニット：マップに印刷された指示に対応する色のユニットをマップ上のエリアに配置します(1.2)。 

追加ユニット：ランダムに 1個のターン・キューブをドローします。ドローされた陣営の各〈派閥〉が、少なくとも 1個の自陣営のユニ
ットがいるエリアに、自分の色のユニットを追加で 4個配置します。その後、もう一方の派閥の各〈派閥〉が、少なくとも 1個の自陣営
のユニットがいるエリアに、自分の色のユニットを追加で 4個配置します。 

使用カード：各プレイヤーは 01-12番のカードを取り、シャッフルして、その後、上から 3枚のカードをドローします。 

最初のターン：4個のターン・キューブ全部をドロー・バッグに入れ、ランダムに 1個をドローして、第 1ターンのマスに置きます。この
〈派閥〉が 4個の〈増援〉をまず配置して（以下参照）、最初のターンを実行します。このシナリオは第 1ラウンドから始まります。 

〈増援〉：自分のターンに、〈派閥〉は 4 個の〈増援〉を受け取り、それを自陣営が支配している植民地の任意の都市エリア（複数可）に
配置します。 

ゲームの終了：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ます。一方あるいは
両方の陣営のすべての〈停戦〉カードがプレイされたなら、ゲームは終了します。 

勝利条件：もっとも多く植民地を支配している陣営が勝利します。 

 

1775 入門シナリオ-短時間のゲームとしてお勧め(～1/2 時間）。 
初期配置ユニット：マップに印刷された指示に対応する色のユニットをマップ上のエリアに配置します(1.2)。 

追加ユニット：以下のエリアに追加のユニットを配置します。これらの追加ユニットは以下のマップにも描かれています。 
アメリカ陣営： ヨーク(York)、VAに 1個 ボストン(Boston)の西、MAに 1個 
オーガスタ(Augasta)、GAに 1個、 1個 トレトン(Trenton)、NJに 2個  
ウィルミントン(Wilmington)の北、NCに 1個 ニューポート(Newport)、RIに 1個  
   
イギリス陣営： バルチモア(Baltimore)の東、MDに 1個 ボストン(Boston)、MAに 1個 
サバンナ(Savannah)、GAに 1個、 1個 ドーバー(Dover)、DEに 1個 ポーツマス(Portsmouth)の北、NHに 1個 
ノーフォーク(Norfolk)、VAに 1個 オールバニ(Albany)の西、NYに 1個  

使用カード：各プレイヤーは以下に挙げられたカードでデッキを作り、このデッキをシャッフルして、その後、上から 3 枚のカードをド
ローします。 
大陸軍（青色）：02、03、04、07、09、12。 愛国派民兵隊（白色）：01、02、03、05、10、12。 
イギリス正規軍（赤色）：01、02、03、07、10、12。 王党派民兵隊（黄色）：01、02、03、04、09、11。 

最初のターン：4個のターン・キューブ全部をドロー・バッグに入れ、ランダムに 1個をドローして、第 1ターンのマスに置きます。この
〈派閥〉が 4個の〈増援〉をまず配置して（以下参照）、最初のターンを実行します。このシナリオは第 1ラウンドから始まります。 

〈増援〉：自分のターンに、〈派閥〉は 4 個の〈増援〉を受け取り、それを自陣営が支配している植民地の任意の都市エリア（複数可）に
配置します。 

ゲームの終了：第 2ラウンドの終了時に、ゲームは終了します。「入門シナリオ」は〈停戦〉カードを使用せず（上記の「使用カード」参
照）、「完全版キャンペーン・シナリオ」のゲームの終了条件を使用しません。 

勝利条件：もっとも多く植民地を支配している陣営が勝利します。 

 
  色を塗られた大きな四角は、マップに

印刷されているユニットに加え、セッ
トアップ時に配置する追加のユニッ
トを表しています。 
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ケベック包囲戦シナリオ・セットアップ-経験豊富な 2人のプレイヤーでプレイするゲームとしてお勧めです。 
このシナリオではルールの変更点があります。変更点として、プレイヤーは植民地全体ではなく、個々の都市を支配することで勝利ポイ
ントを獲得します。 

史実の説明：1775年後半、アメリカは、ケベックとモントリオールにある重要なイギリスの補給港と砦を攻略するため、ケベックへと侵
略することにしました。リチャード・モントゴメリー准将は 11月 13日にモントリオールを攻略しました。この時点で、予定どおり、モ
ントゴメリー准将はケベック市の外れでベネディクト・アーノルド大佐と合流しました。その一方で、イギリスのガイ・カールトン将軍
は都市の防衛のために急いで民兵とイギリス正規軍を結集させました。アメリカの北部の運命は、この戦いの結果によって決まることで
しょう…。 

初期配置ユニット：このシナリオでは NY の南側の境界線を境にしたマップの右半分を使用します。以下の例外を除き、マップに印刷さ
れた初期配置ユニットをマップ上のエリアに配置します： 

タイコンデロガ砦(Ft Ticonderoga)、NYに 1個、 1個（ 1個、 1個の代わりに） 
モントリオール(Montreal)の東、ケベック(Quebec)に 1個、 3個（ 2個の代わりに） 
ケベック市(Quebec City)の東、ケベック(Quebec)に 1個、 3個（ 1個の代わりに） 

追加ユニット：ランダムに 1個のターン・キューブをドローします。ドローされた陣営の各〈派閥〉が、少なくとも 1個の自陣営のユニ
ットがいるエリアに、自分の色のユニットを追加で配置します（その個数は以下のとおり）。その後、もう一方の派閥の各〈派閥〉が、少
なくとも 1個の自陣営のユニットがいるエリアに、自分の色のユニットを追加で配置します（その個数は以下のとおり）。 
イギリス正規軍： 6個 王党派民兵隊： 6個 大陸軍： 3個 愛国派民兵隊： 3個 

支配国旗：各都市エリアに支配国旗を 1個ずつ配置します。イギリスはゲーム開始時に 6個の支配国旗を持ち、アメリカは 7個の支配国
旗を持っています。ケベック市(Quebec City)の上には 2個の支配国旗を配置し、勝利条件の際に 2倍に数えます。 

使用カード：各〈派閥〉はカードの右上隅にアイリス（ユリ）の意匠が書かれた 9枚のカードからなるドロー・デッキを作ります。各〈派
閥〉のプレイヤーはこの 9枚のカードをシャッフルして、その後、上から 3枚のカードをドローします。 

 例：イギリス正規軍プレイヤーは、カードの 01、02、03、05、06、08、13、14、そして 15番からなるドロー・デッキを作ります。 

最初のターン：ドロー・バッグからランダムに 1 個のターン・キューブをドローします。この〈派閥〉が〈増援〉をまず配置して（以下
参照）、最初のターンを実行します。このシナリオは第 1ラウンドから始まります。 

都市の支配：都市エリアが空の状態になったり、敵軍に奪われたりした場合、支配国旗を除去します。ターンの開始時に、アクティブ・
プレイヤーは支配国旗がない都市エリアに自分の〈派閥〉のユニットがいるかどうかを確認します。もしあるなら、その都市エリアに支
配国旗をおいてください。その後、以下に説明されているとおり、自陣営が支配する都市エリアに〈増援〉と〈逃亡〉ユニットを配置す
ることができます。 

〈増援〉および〈逃亡〉ユニットの配置：アクティブ・プレイヤーは自分の〈派閥〉の以下の〈増援〉を配置できます。 

大陸軍： 3 個と〈逃亡〉 を敵軍が
占有していないマサチューセッツ
(Massachusetts)の任意のエリア（複数
可）に配置します。 

愛国派民兵隊： 3 個と〈逃亡〉 を
アメリカ陣営が支配している任意の
都市エリア（複数可）に配置します。 

王党派民兵隊： 3 個と〈逃亡〉 を
イギリス陣営が支配している任意の
都市エリア（複数可）に配置します。 

イギリス正規軍： 3 個と〈逃亡〉
をイギリス陣営が支配していて、大西
洋(Atlantic Ocean)につながっている任
意の都市エリア（複数可）に配置しま
す。（モントリオール(Montreal)、タイ
コンデロガ(Ticonderoga)、オールバニ
(Albany)には配置できません。） 

ゲームの終了：一方の陣営のすべての
〈停戦〉カードがプレイされ終わった
ラウンドの終了時に、ゲームは終了し
ます。（ゲームは第 1ラウンドや第 2ラ
ウンドでも終了する場合がありま
す。） 

勝利条件：もっとも支配国旗（都市）
が多い陣営が勝利します。注：支配す
るためには、都市にいる〈派閥〉のタ
ーンが来なくてはならないので、一部
の都市エリアが支配されていない場
合もあります。 
  

色を塗られた大きな四角は、マップに印刷され
ているユニットに加え、セットアップ時に配置
する追加のユニットを表しています。マップ上
に印刷されているユニットの一部は配置され
ず、 で消されています。 
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史実の概要：アメリカ独立戦争 1775 - 1783 
七年戦争とイギリスの課税 

1607 年、バージニアのジェームズ砦（ヨーク近郊）に、イギリス
最初の永続的な入植地が築かれました。1760 年までには、イギリ
スの植民地は北部のメインから、南部のジョージアまで拡がり、そ
の人口は 150 万人を越えるまで膨らみました。植民地の住人たち
はイギリス臣民とみなされ、イギリス国王の支配下にありました。 
 七年戦争は 1763年に終わりましたが、戦争中、イギリスは、交
易権と植民地の支配権をかけて、フランスやスペインと戦いまし
た。この戦争は、アメリカ、ヨーロッパ、インドへと戦禍を広げた
本当の世界大戦でした。北アメリカで行われたこの戦争の一部は、
「フレンチ・インディアン戦争」と呼ばれるようになり、現在はカ
ナダと呼ばれる場所でおもに行われました。七年戦争でイギリス
は大きな負債を背負い、巨額の負債の利子を支払うだけで、イギリ
ス国民からの税収の半分を要しました。この負債の返済のせいで、
英国議会は領土の支配から目をそらし、財政問題に集中せざるを
得ませんでした。 

 アメリカ植民地からさらに税
収を得るために、英国議会はい
くつかの法令を可決しました。
イギリス人たちは、この重大な
損失をもたらした戦争の負債を
植民地もともに背負うべきだと
感じていました。彼らは、通貨
法、砂糖法、そして印紙法を施
行しました。たとえば、印紙法
では、植民地の住民は、印刷さ
れた法的文書、新聞、許可証、
果てはトランプにまで、政府発
行の印紙を購入する必要があり
ました。これらの法令は、植民
地からの代表者がいない英国議

会で可決されました。 

 新たな税金に対して植民地は怒りを募らせ、商人たちは抗議の
ために英国の商品の輸入を止めました。ボストンでは、愛国派のグ
ループが自由の息子たちという組織を作り、1765 年 8 月には、街
中で暴動を起こしました。1770 年 3 月 5 日には、群集がボストン
の税関の外に集まり、暴力沙汰の対立は最高潮に達しました。群集
は警備についていたイギリス兵に向かって雪玉と石を投げ始めま
した。兵士たちには銃剣を装着して、群衆を押し返すよう命令が下
されました。その後、兵士が足を滑らせて転倒した際にマスケット
銃を発砲するか、群衆の中にいた反対者が銃弾を撃ちました。発砲
命令が下されたと信じ込み、残りの兵士たちは群衆に向けて発砲
し、5人の市民を殺害し、6人を負傷させました。この事件はボス
トン虐殺事件として知られるようになりました。 

 1770年から 1773年にかけて、植民地とイギリスとの関係は比較
的静かでしたが、これは嵐の前の静けさでした。イングランド最大
の会社である東インド会社は破産寸前でした。この時代、植民地の
住人たちはより安価なオランダの茶を購入しており、東インド会
社の倉庫一杯に売られることのない茶が残っていました。東イン
ド会社を救うための議会の解決策として、1773年に茶税法を課し、
東インド会社に茶の販売に関する独占権を与えるとともに、関税
も免除しました。植民地中の港湾都市で、自由の息子たちは暴力で
東インド会社の商人たちを脅迫し、積み荷を持ってイングランド
に帰ることを納得させました。1773 年 12 月 16 日、ボストンの自
由の息子たちは行動を起こしました。インディアンに変装した一
団が東インド会社の船に乗り込み、何トンにもなる茶を港に投げ
捨てました。イギリス人もアメリカ人も同様に、のちに「ボストン
茶会事件」と呼ばれるこの抗議行動に衝撃を受けました。 

 このイギリスの資産の破壊とイギリスの権威に対する侮辱に、
英国議会は激怒しました。1774 年春、議会は植民地に対する弾圧
を実行する一連の抑圧的諸法を可決しました。 

 問題の決定的局面が近づいてきました。イギリスはボストン茶
会事件に対応して厳しい政策を採択しました。ニューイングラン

ドの植民地は、武器を備
蓄し、民兵を組織する役
割を担う安全委員会を
作りました。植民地と大
英帝国とのあいだの緊
張感が高まり、イギリス
支持を表沙汰にするこ
とも危険になりました。
国王ジョージ三世は、ニ
ューイングランドの植
民地は反乱状態にあると宣言し、「騒動を起こした者たちは、この
国に服従するか、独立するかを選ばなくてはならない」と脅しをか
けました。 

 

革命の始まり 
1775年 4月 18日の夜、ゲイジ将軍はマサチューセッツのレキシン
トンとコンコードの町に進軍するために 700 人のイギリス兵を組
織しました。ゲイジは備蓄した武器を押収し、サミュエル・アダム
ズとジョン・ハンコックを逮捕するよう命令を受けていました。ゲ
イジはアメリカ人に不意打ちできることを期待していましたが、
夜を徹して、馬に乗った
伝令が国中に警告を伝
えていました。ポール・
リビアが有名な「真夜中
の騎行」を行い、植民地
の住民とサミュエル・ア
ダムズとジョン・ハンコ
ックの両人にイギリス
兵が接近していると警
告を伝え、彼らに逃亡す
る時間を与えたのは、ま
さにこの夜のことでした。 

 イギリス兵はマサチューセッ
ツのレキシントンの武装した民
兵隊を潰走させました。その後、
コンコードへと進軍し、500 人を
超える民兵と戦い、打ち負かされ
ました。イギリス軍がボストンへ
と撤退する際、アメリカの民兵隊
からの攻撃を何度も受けました。
部隊が安全な場所にたどり着い
たときには、273 人のイギリス兵
が戦死するか、傷を負っていまし
た。レキシントン・コンコードの
戦いの知らせは植民地中に瞬く
間に広まり、アメリカ独立戦争

（アメリカ革命戦争）の開戦の合図となりました。 

 反乱が進行する中、植
民地では誰が指揮をとる
かが問題となりました。
2 回目の大陸会議が 1775
年 5月 10日に開催され、
実質的な国の政府機関と
なりました。会議は支出
のために貨幣を印刷して
戦争活動の準備をし、ア
メリカ先住民と外交関係

を結び、海軍を作り、そしてもっとも重要なこととして大陸軍の指
揮権を手にし、ジョージ・ワシントンに指揮を依頼しました。 

 ワシントン将軍がボストンの支配権を手にした 1775年には、さ
らに多くの戦闘が発生しました。リチャード・モントゴメリーとベ
ネディクト・アーノルドが指揮する大陸軍は、ケベック州へと進軍
を開始しました。11 月には、モントリオールを奪い取り、ケベッ
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ク市を包囲する準備を整
えました。イギリスのガ
イ・カールトン将軍は、ア
メリカ軍の攻撃部隊の手
を逃れ、アメリカ軍が到着
する前に都市の防衛準備
を整えました。民兵の徴兵
期限が 1月 1日に切れるこ
とを知ったアメリカ軍は、
12 月 30 日に前も見えない

ような吹雪の中、ケベック市へ攻撃を仕掛けました。この攻撃は失
敗し、アメリカ軍は 1776年初頭での包囲戦を諦めました。 

 イギリスと和解するので
はなく、独立するという考
え方が強くなってきまし
た。1776年春には、トマス・
ジェファーソンが独立宣言
の草稿に着手し、6月 28日、
会議にその文書を提出しま
した。1776年 7月 4日に会
議はその草稿を承認し、独
立宣言が公式に採択されま
した。 

 アメリカが勝利する可能性はわずかしかないように思え、ワシ
ントンは大陸軍がいかに敗北に近づいているかを理解していまし
た。彼は行動を起こす必要がありました。そのため、1776年 12月
25 日、ワシントンは部隊を
率いてデラウェア川を渡
り、ニュージャージーのト
レントンのヘッセン傭兵隊
の駐屯基地に不意打ち攻撃
を仕掛けました。アメリカ
軍の戦死者はわずか 3名で、
貯蔵品を略奪し、100名以上
の捕虜を取り、アメリカの
反乱軍の士気を著しく向上
させました。1777 年、戦争
はさらに熾烈になりました。イギリスは反乱を終わらせるために
さらに労力を費やし始めました。カナダでは別のイギリスの分遣
隊が形成され、その指揮官はジョン・バーゴインでした。アメリカ
軍を圧倒しようする試み
の中、イギリス軍はバー
ゴインの軍をカナダから
ハドソン川沿いに送り込
み、ニューヨーク市のハ
ウと合流し、ニューイン
グランドを孤立させ、そ
こでの反乱を終わらせる
計画でした。五千のイギ
リス軍、三千のヘッセン
傭兵隊、そしてジョセフ・
ブラント麾下のアメリカ先住民部隊が、1777 年 6 月 5 日にタイコ
ンデロガ砦を攻略しました。10 月には、サラトガの南、ニューヨ
ークで、バーゴインの軍は大陸軍と愛国派民兵隊からなるアメリ
カ軍と衝突しました。圧倒的に数で劣り、アメリカ軍の戦線を突破
できなかったため、1777 年 10 月 17 日、バーゴインは自分の軍を
降伏させざるを得ませんでした。 

 バーゴインと合流する計
画を無視して、ハウは 1777年
6 月にフィラデルフィアに船
で向かいました。ハウはこの
都市を攻略し、ワシントン将
軍を打ち負かそうと計画し
ていました。イギリス軍はワ
シントンの軍とペンシルバ
ニアとデラウェアの境界近

くにあるブランディワイン川で遭遇しました。ワシントンはハウ
に側面を突かれて包囲され、大敗北を喫しました。ハウはフィラデ
ルフィアを奪取し、冬にはその都市の支配権をイギリスのものと
しました。大陸軍はバレーフォージに冬営地を築きました。今で
も、この地に冬営したアメリカ部隊が被ったひどい状況は有名で
す。 

 

アメリカとフランスの同盟 
1776 年以来、ベンジャミン・
フランクリンを含むアメリカ
の外交官たちは、パリで同盟
交渉を行っていました。1777
年 10月にアメリカ軍がサラト
ガで勝利することで、アメリ
カ合衆国には成長しうる可能
性があるとフランスは納得し
ました。長年にわたる宿敵の
イギリスにアメリカが勝利す
るのをどうしても見たいと思
い、フランス政府筋は素早くアメリカの目的を支援するために動
きました。1778 年 2 月 6 日、フランスは通商条約と軍事同盟を締
結しました。アメリカ独立戦争でのフランスの援助が、アメリカの
独立の成功に貴重な役割を果たしうることが証明されました。歴
史家の一部は、人員と資金の両方におけるフランスの支援がなけ
れば、アメリカ独立戦争は失敗したであろうと信じています。 

 フランスの参戦によって、イギリスは戦略を変えなくてはなら
なくなりました。この時点で、イギリスはアメリカの植民地の南部
地方を支配することを目的とし、1778年 11月には、イギリス兵は
ジョージアの支配権を手にしました。1779 年秋、アメリカ軍とフ
ランス軍の部隊がジョージアのサバンナを包囲しました。イギリ
ス軍は彼らを寄せ付けず、アメリカ軍とフランス軍を打ち負かし
退却させました。1779年 12月、イギリス軍はニューヨークからサ
ウスカロライナへと船で向かい、チャールズタウンの街を包囲し、
1780 年 5 月 12 日にはアメリカ軍を降伏させました。この時点で、
イギリス軍は南部中を襲う用意を整え、愛国派の多くがアメリカ
独立戦争は終わったと考えました。 

 1780 年の秋と 1781 年の冬の
あいだ、南部地域での対立は続
きました。1781年の夏までに、
イギリスの南部での支配力は
減少しました。アメリカ軍の補
給線を切ろうと試み、イギリス
軍はバージニアの支配権を奪
う計画を立て、ヨークタウンを
占領するために部隊を移動さ
せました。フランス兵と合流し
た大陸軍は、ヨークタウンを包
囲し、この都市に包囲戦を仕掛
けました。6,000人からなるイギ
リス軍はアメリカ兵 8,800 とフ
ランス兵 7,800という数に圧倒され、フランスの艦隊がイギリス海
軍に勝利を収めたことで、海からの退路も絶たれてしまいました。
どこにも行き場はなく、増援も
はるかかなたにいたため、1781
年 10 月 19 日、イギリス軍は降
伏せざるを得ませんでした。 

 ヨークタウンでのイギリスの
降伏は、アメリカ独立戦争にお
けるすべての主要な戦いの終結
を示すものでした。国王ジョー
ジ三世は、敗北が大英帝国内の
別の場所でのイギリスの支配を
脅かすと考え、戦争行動を維持
することを望みました。しかし、
議会は、資金と人命が充分に失



 

 11 

われたと考え、戦争終結に投票しました。 

 パリ条約が調印され、1783 年 9 月 3 日、アメリカ独立戦争は正
式に終了しました。この条約で、アメリカ合衆国には西部の土地の
広大な地域が与えられ、大英帝国はアメリカ合衆国が「自由にし
て、独立な、主権国家」であることを認めました。最後のイギリス
部隊が 1783 年 12 月にニューヨークをあとにしました。アメリカ
独立戦争は終戦しました。 

 

アメリカ先住民 
戦争が起こった当初に
は、アメリカ先住民は中
立でいようとしました。
しかし、ミシシッピ川の
東には、約 200,000人のア
メリカ先住民が住んでお
り、彼らはアメリカとイ
ギリスの双方が欲する貴
重な戦力でした。選択す
ることを強いられ、多く
のアメリカ先住民は、イギリスの勝利こそ自分たちが権利を主張
する土地をいちばん守ってくれそうだと信じ、イギリスに味方し
ました。チェロキー族を含むアメリカ先住民の部族が、1776 年に
南部の辺境で襲撃を開始しました。代わりに、南部の植民地の住人
たちはチェロキー族の村落を徹底的に破壊し、酋長たちから無理
やり和解を引き出しました。部族の若者たちはジョージア北部で
軍事集団を作り、戦いを続けました。多くのアメリカ先住民部族が
イギリスとアメリカに捕らわれました。ジョセフ・ブラントが主導
的な立場にいたイロコイ連邦は分裂し、多くのアメリカ先住民が
カナダへと移住することになりました。1783 年のパリ条約では、
イギリスは支配していたミシシッピ川の東の地域を譲渡し、その
地に住むアメリカ先住民たちを裏切りました。アメリカ先住民た
ちはパリでの交渉の場に参加しておらず、アメリカにも降伏して
いませんでしたが、彼らの土地はもはや合衆国が所有権を主張す
る場所になってしまいました。アメリカ独立戦争はアメリカ先住
民にとっては災難でした。このとき、彼らは自分たちの土地へと殺
到する白人の入植者と直面することになりました。 

 

英国王党派 
だいたい 50 万人の植民地の住
人（人口の 20パーセント）がア
メリカ独立戦争中にイギリスに
味方しました。独立宣言はこう
いった市民を革命の敵としまし
た。王党派には農民も、商人も、
入植者もおり、植民地のいたる
ところにいました。このアメリ
カ革命（アメリカ独立戦争）は
単なる独立戦争ではありません
でした。家族を分断し、隣人同
士を戦わせ、市民のあいだに亀
裂を生みました。イギリスのた
めに武器を取ること同様に、ア
メリカ人の国家に忠誠を誓うこ
とを拒絶することは犯罪でした。罰は苛烈を極めましたが、最大
19,000 人の王党派がイギリスとともに戦いました。ほかの王党派
の多くは、植民地の州議会に起訴され、避難民となりました。これ
らの避難民の多くは、愛国派の植民地の住人による襲撃と差し押
さえを受け、家を失いました。70,000人ほどの王党派がノバスコシ
アとアッパー・カナダへと逃れました。英国王党派はカナダ人の歴
史で重要な存在となりました。北へと向かった王党派の活動は、イ
ギリスの忠実な臣民と一緒になり、将来カナダとなるものの礎を
築きました。 

Brandon Goodによる史実の概要 
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