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16.0 イントロダクション
16.1 歴史的背景
シャイローの戦いはテネシー南西部
に於いて、南軍のアルバート・シドニ
ー・ジョンストン率いるミシシッピ軍
と、戦闘の最中にドン・カルロス・ビ
ューエル率いるオハイオ軍の増援を受
けた北軍グラント率いるテネシー軍と
の間で行われた。1862 年 2 月、グラ
ントはヘンリー砦とドネルソン砦を奪
取し(後者では 15,000 名を捕虜とした)、
海軍にテネシー川及びカンバーランド
川への道を開いた。極めて重要な鉄道
都市であるミシシッピ-コリントスから
ちょうど 20 マイルに位置する、テネ
シー川西岸のビッツバーグ埠頭に艦隊
が配備され、グラントの軍に預けられ
た。コリントスへの進軍を行う前に、
グラントはナッシュビルを発ち(2 月 24
日)陸路ピッツバーグ埠頭へと向かって
いるビューエルの軍を待つ必要が在っ
た。またグラントも、新たに編入した
連隊に対して訓練を行う為の時間を必
要としていた。兵士が到着し、新たな
部隊が野営地に加えられた。不吉なこ
とに、新たに編入された部隊は埠頭か

ら最も離れた、南軍に最も近い場所に
配置された。
北軍と同様、南軍も増強を受けてい
た。北軍の前進に衝撃を受け(コリント
スを失う事は、南軍の中核とミシシッ
ピ流域とを結ぶ唯一の鉄路を分断され
る事になる)、南軍はコリントスに兵を
送り込んだ。南部全域、特に湾岸から、
部隊は慌ただしくジョンストンに合流
した。ビューエル到着が差し迫った事
で、ジョンストンの集中力は妨げられ
た。北軍の増援が到着する前に攻撃を
行う事を期待し、ジョンストンは４月
３日奇襲を行う計画であった。
ジョンストンの接近行軍は災難に見
舞われた。未熟な南軍がグラント軍の
周囲に配置に付く為に３日を要した。
グラントが南軍の移動に気付いている
と説得され、ジョンストンは後一歩で
攻撃を中止するところであった。しか
し 4 月 6 日の夜明け、神経質な旅団司
令官に率いられた北軍の前進が、南軍
最前線との接触を引き起こした。決断
を迫られたジョンストンは、第１線に
前進を命じた。
これに続いて行われた戦闘は、両軍
に共にまとまりの無い物であった：兵
士と同様、将軍も戦闘に不慣れであっ
た。北軍第１線の新兵は即座に崩壊し
たが、第２線はシャイロー教会裏手の
峰に沿って防御ラインを形成し、その
側面の１つは横断不可能な支流によっ
て、もう一方は掘道による防御拠点に
よって保護されていた。
一連の正面攻撃ではほとんど前進す
る事ができず、多大な損害にはジョン
ストン自身も含まれていた。結局午後
の半ばには、南軍の数的優位によって
グラントの防御ラインは崩壊するが、
グラントはようやくサバンナの副基地
から到着した部隊、及びビューエル軍

の最初に到着した師団によって新たな
防御ラインを構築していた。消耗した
南軍は、この最終ラインから前進する
事ができなかった。
翌朝、増援部隊は北軍の行う反撃の
先鋒となった。南軍の強烈な攻撃によ
って北軍の前進が妨げられたが、正午
までに南軍は撤退を行った。両軍は元
の地点へと退いた。両軍の死傷 23,000、
これはアメリカ史上１日の戦闘での損
失としては最大である。７週間後、コ
リントスは陥落した。

16.2 ゲームの進行
ゲームは 4 月 6 日の夜明けに始まり、
4 月 7 日の午後まで行われる。南軍プ
レイヤーは、分散し準備の整っていな
い北軍に対し、攻撃位置に着いたユニ
ットの数的優位を持ってゲームを開始
する。増援が到着し北軍が優位となる
前に、南軍プレイヤーはピッツバーグ
埠頭のグラントの本拠を制圧しなくて
はならない。北軍プレイヤーは初日を
耐え忍び、２日目に南軍の壊滅を試み
なくてはならない。

16.3 フォリオのコンポーネント
このフォリオには標準ルール、専用
ルール (戦闘結果表 と地形効果 表を含
む)、17"*22"マップ(ターン記録トラッ
クを含む)１枚、100 個のカウンターが
印刷された型抜きシート１枚が含まれ
ている。南軍ユニットの背景色はグレ
ー、北軍ユニットの背景色はブルーに
なっている、
プレイヤーノート： 混乱マーカーの数
が少ないのはゲームデザイン上の意図
では無く、単にカウンターシートに余
裕が無かった為である。プレイヤーは
必要なマーカーを自由に自作してほし
い。
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17.0 セットアップ
17.1 はじめに
各々のプレイヤーがどちらの軍を指
揮するかの決定を行う。マップを配置
し、軍とフォーメーションによってユ
ニットの分類を行う。各々のプレイヤ
ーは、以下の 17.2 と 17.3 の指示に従
って自身のユニットをマップ上に配置
し、増援の配置を行う。ユニットのマ
ップ上への配置は、フォーメーション、
ID、４桁のヘクス番号によって指定さ
れている。増援は、フォーメーション、
ID、進入場所(進入ヘクス又は進入ボッ
クス)によって指定されている。増援の
登場ターンは“T”によって表示されてい
る(例：“T2”はそのユニットが第２ター
ンの所有プレイヤーの移動フェイズ開
始時に到着する事を表している)。
南軍プレイヤーが、第１プレイヤー
である。このゲームは、第１ゲームタ
ーンの南軍移動フェイズから開始され
る。ゲームターンマーカー(Game Turn
marker)をターン記録トラックの第１
ターンの枠に配置する。南軍の疲労マ
ーカー(Fresh/Fatigued marker)をター
ン記録トラックの第６ターンの枠に、
フレッシュ面を上にして配置する。こ
のゲームは、最長で 17 ターンまでお
こなわれ、第 17 ターン終了時にセク
ション 18.0 に従って勝者の判定を行
う。

17.2 南軍のセットアップ
南軍 HQ(活動状態/表面)：0422
Johnston(有効：表面) : 0422
Beauregard(有効) : 0422
Bragg(有効) : 0422
フォーメーション 1 : 到着 T1 進入
ヘクス "C"(0125)から
フォーメーション 2:
Anderson, 砲兵 - 0320
Gibson - 0521
Pond - 0420
フォーメーション 3:
Gladden - 1021
Chalmers, 砲兵 - 0722
Jackson - 0822
フォーメーション 4:
Cleburne, 砲 兵 ユ ニ ッ ト １ つ 0619
Shaver - 0720
Wood, 砲兵ユニット１つ - 0820
フォーメーション 5：到着 T2 進入ヘ
クス"C"(0125)から

17.3 北軍のセットアップ
野営を行っていない北軍ユニットは、
増援としてピッツバーグ埠頭に到着し、
行軍速度の不確実性を反映させる為、
増援の到着ターンはダイスロールによ
って決められる。戦闘が開始した時点
に於いて、埠頭周辺のユニットは起床
し武装しているが、これは朝の点呼を
行っているだけで、戦闘準備状態では
無い。
フォーメーション５(2/5 以外)及びフ
ォーメーション６は配置に付き、動揺
し不安定である。これは奇襲ルール
(19.2)によって反映されている。
これ以外のユニットは各々の野営地
に分散し、編成(ゲーム用語で言うマッ
プへの登場)に時間が懸った。この不確
実さを再現する為、フォーメーション
１、フォーメーション２、フォーメー
ション４のカウンターの全てとフォー
メーション５の 2/5 のカウンターを不
透明な容器に投入する。
第１ターンの北軍移動フェイズ開始
時に１つのダイスでダイスロールを行
い、ダイスロール結果と同じ数のユニ
ットを容器から取り出し、マップ上に
配置する。各々のユニットはそれぞれ
の野営 地ヘクス(以 下の配置場 所を参
照)、及びそれに隣接したヘクスに、ス
タックせずに配置しなくてはならない。
第２ターンの北軍移動フェイズ開始
時に２つのダイスでダイスロールを行
い、ダイスロール結果と同じ数のユニ
ットを容器から取り出し、マップ上に
配置する。
第３ターンの北軍移動フェイズ開始
時に、残りの全てのユニットをマップ
上に配置する。
南軍のユニットが野営地に隣接する
移動を行った場合、常に、その野営地
に関連しマップ外に存在している全て
のユニットが即座に配置される；南軍
の移動を停止し、配置された北軍ユニ
ットの各々に対する士気チェックを行
う；このチェックに失敗した場合、そ
のユニットは混乱となる。配置された
ユニットは、配置されたターンに於い
て通常通り移動と戦闘を行う事ができ
る。
北軍 HQ：到着(非活動状態) T3 進入
ヘクス A(1910)から
Grant ： ( 有 効 ) 到 着 T3 進 入 ヘ ク ス
A(1910) から
フォーメーション０(砲艦を除く)：到
着 T3 進入ヘクス A(1910)から

LOC ヘクス：0125(19.1 を参照)

フォーメーション０ (砲艦)：到着 T7
(19.2 を参照)

補充：南軍 HQ が移動フェイズを活動
状態で開始する全てのターンに１
補充ステップ。

フォーメーション１(3/1 を除く)：野営
地ヘクス 0810 への配置によっ
て到着

フォーメーション１(3/1 のみ)：野営地
ヘクス 1014 への配置によって
到着
フォーメーション２：野営地ヘクス
1408 への配置によって到着
フォーメーション３：第６ターン及び
第７ターンに到着ターンを決め
るダイスロールを行う：進入ヘ
クス B(1103)から進入
第６ターン：1-2 で到着
第７ターン：1-4 で到着
第８ターン：自動的に到着
フォーメーション４：野営地ヘクス
1612 への配置によって到着
フォーメーション５(2/5 を除く)：
Sherman(有効) - 0915
1/5 - 0715
3/5 - 0917
4/5 - 0915
Art/5 - 0914
フォーメーション５(2/5 のみ)：野営地
ヘクス 1818 への配置によって到着
フォーメーション６：
1/6 - 1118
2/6 - 1318
Art/6 - 1216
フォーメーション７：到着 T10 進入
ヘクス A(1910)から
フォーメーション 8：第８ターンにユ
ニット毎にダイスロールを行う。
1-2 の場合、そのユニットは第８
ターンに到着し、3-6 の場合、そ
のユニットは第９ターンに到着す
る。全てのユニットは進入ヘクス
"A"(1910)から進入する。
フォーメーション９：到着 T9 進入ヘ
クス A(1910)から
LOC：ヘクス 1103 及び 1910
補充：北軍 HQ が移動フェイズを活動
状態で開始する全てのターンに
１補充ステップ。

18.0 勝利条件
18.1 南軍の勝利
いずれかのターンの終了時に、南軍
のユニットがヘクス 1809 か 1910 の
どちらかを占めている場合、南軍プレ
イヤーが勝利を獲得する

18.2 北軍の勝利
いずれかの北軍戦闘フェイズ終了時
に北軍のユニットがヘクス 0125 を占
めている場合、北軍プレイヤーが勝利
を獲得する。
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18.3 引き分けの勝利
双方のプレイヤーが上記の勝利条件
を達成する事ができなかった場合、こ
の戦闘は引き分けであり、勝利ポイン
トによって勝者の判定を行う。各々の
プレイヤーは、以下のポイントを獲得
する：
1VP 破壊された敵ユニット毎に(11.2
を参照)；除去されたステップ
や、ターン記録トラック上の潰
走ユニットはカウントしない事。
1VP 死傷した指揮官毎に。
2VP 捕獲したユニットと指揮官毎に。
4VP 捕獲した敵 HQ 及び輜重隊毎に。
勝利ポイントの合計数がより大きか
ったプレイヤーが勝利するが、勝者の
勝利ポイントの総数が 10 未満で在っ
た場合、そのゲームは引き分けである
と見なす。

19.0 特別ルール
19.1 北軍の砲艦
川を移動する事を除いて、砲艦はあ
らゆる点で砲兵ユニットの様に行動を
行う。砲艦は、一部でも川を含んでい
るヘクスの全てに進入する事ができる
(全てが川であるヘクスだけでは無い、
例：ヘクス 1910)。
砲艦は、同じヘクス、又は隣接した
ヘクスに存在している全ての北軍ユニ
ットに、自身の攻撃係数を加える事が
できる。砲艦は、１つのターンに望む
だけの距離を移動する事ができる(各々
のターンに、北軍プレイヤーが全ての
川ヘクスか川岸ヘクスに砲艦を配置す
る事ができる事を意味している)。

19.2 奇襲
南軍は北軍兵士の寝込みを襲う事は
できなかったが、その攻撃の規模と苛
烈さが北軍兵士と司令官を驚愕させた。
第１ターンの南軍移動フェイズの間、
北軍のユニットは、自身の ZOC に南
軍のユニットが進入する度に士気チェ
ックを行う。北軍のユニットがこの士
気チェックに最初に失敗した際、その
ユニットは混乱となる。北軍のユニッ
トがこの士気チェックに２回目の失敗
をした際、そのユニットは潰走となり、
この北軍ユニットに隣接している全て
の南軍ユニットは２ヘクスの前進を行
う事ができる。
これに続く第１ターンの北軍移動フ
ェイズの間、北軍ユニットの行う全て
の MA のダイスロールは半減される(切
上げ)。

19.2 南軍の疲労

第６ターンの南軍移動フェイズ開始
時にダイスロールを行う。ダイスロー
ル結果が 1-3 の場合、南軍は疲労とな
る；フレッシュ/疲労マーカーを疲労面
が上を向く様に裏返す事。ダイスロー
ル結果が 4-6 の場合、マーカーを次の
ターン枠に移動する事。第 10 ターン
まで、上記の手順を繰り返す；第 10
ターンに南軍が疲労とならなかった場
合、マーカーをプレイから取り除く事。

いと考えるだろうが、全ての部隊をシ
ャイロー教会背後の峰に向ける事は戦
線(戦闘正面)を制限してしまい、南軍
の数的優勢を生かす事ができない。北
軍の防衛戦を可能な限り引き延ばし、
指揮官を使用して突撃を行う事。第６
タ ー ン に ク ラ ウ ド フ ィ ー ル ド (Cloud
field)エリアに到達する事ができなかっ
た場合、北軍の HQ を捕捉する事はほ
とんど不可能である。

南軍が疲労となった場合、南軍は第
10 ターン終了時まで疲労であり続ける。
第 10 ターン終了時にマーカーを取り
除く事。疲労の影響は、以下の通り：

これに失敗しても望みはある。北軍
に十分な損害を与える事ができたなら
〜特に北軍 HQ に移動を強いる事がで
きたなら〜、二日目の早いターンに勝
利を収める可能性がある。これに失敗
したなら、ボーレガードがそうした様
に、前進してきた北軍を個々に叩く事。
北軍の前進を遅らせる事で、史実の様
に実質的には敗北するが、望ましい引
き分けに持ち込む事ができる。

1) 各々の南軍ユニットは、敵 ZOC に
進入すると同時に士気チェックを行
わなくてはならない(既に敵 ZOC に
存在しているユニットが士気チェッ
クを行う必要は無い)。このチェッ
ク に失 敗し たユ ニ ット は混 乱す る
(既に混乱しているユニットに対す
る追加の影響は無い)。
2) 南軍の攻撃が NE、EX、及び A の
結果のどれかとなった場合、北軍プ
レイヤーは CRT の結果と潰走に加
え FOW を１つ獲得する。
3）北軍の攻撃が EX、及び D の結果
のどれかとなった場合、北軍プレイ
ヤ ー は CRT の 結 果 と 潰 走 に 加 え
FOW を１つ獲得する。

20.0 フォリオノート
20.1 デザイナーズノート
シャイローの戦いは、一方の軍が敵
に襲いかかり、他方の軍は救援が到着
するまで生き残る為の戦いを行わなく
てはならないという、古典的な状況で
ある。元になったブルー＆グレーのシ
ャイローは地形の分類が不足し、配備
が不正確であり、さらに"パニック"ル
ールによって最初の２ターンの間北軍
が退却を強制されるというゲームであ
った。
各々のプレイヤーが史実の作戦を押
し進める事になる為、勝利条件の設定
は比較的容易であった。このゲームは
基本的に"旗を獲れ"ゲームであり、敵
の LOC と HQ がこの旗である。
このゲームに騎兵が不足している(数
千の騎兵が存在していたにもかかわら
ず)のは、1)カウンターに余裕が無かっ
た、2) 騎兵(特に分散した北軍の騎兵)
が実際に殆ど何もしなかった、という
２つの理由による物である。

20.3 北軍のプレイヤーノート
配備と地形によって、2 つの事が不
可避である。北軍の第１ライン(第５及
び第６師団)は長く保たないが、残りの
北軍兵は堅固な防御ラインを構築する。
問題は、その防御ラインをどこに構築
するか、である。
遅かれ早かれ(おそらく早いのだが)、
この防御ラインはサンクンロード
(Sunken Road：掘道)へと移動する。
ここは堅固な地形であり、反撃の要と
なり、南軍の横方向の機動性を奪う。
しかし、この地点は Duncan's Field に
沿って西から回り込まれると脆い。こ
の側面を確保する為には、シャイロー
教会の背後にある峰を支配し続ける事
が必要となる。南軍が第４ターン以前
に到達した場合、この峰の支配には慎
重なプレイと、ちょっとしたダイスロ
ールの幸運が必要となる。
結局この防御ラインは後退させられ
る事になるのだが、そのタイミングが
重要である。この防御ラインに固執し
すぎると(グラントが行った様に)、戦
線に沿ってユニットを失う危険を冒す
事になる。防御ラインの後退が早すぎ
ると、南軍は十分な日中ターンといく
つかの無傷なユニットを持ってピッツ
バーグ埠頭を攻撃できる位置に進入し
てしまう。２日目、北軍のモットーは
ゆっくりと、そして堅実に である
が、ゆっくりしすぎない様に注意する
事 。 正 午 ま で に パ ー デ ィ 道 (Purdy
Road)に達っする事ができなかった場
合、おそらく南軍の LOC ヘクスに到
達する事は不可能である。

20.2 南軍のプレイヤーノート
ゲームの初期段階に於いて、南軍プ
レイヤーは増援をどこに配備するべき
かという重大な意味を持つ決定を行う。
南軍プレイヤーはサンクンロード
(Sunken Road：掘道)要塞を回避した

エラッタ(ver5 での追加)
マップ正誤表(地形キー)：を浅い森ア
イコンに果樹園シンボルを加える事；
桃の果樹園は、浅い森と見なされる。
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戦闘結果表
戦力差
ダイス
ロール

-5
以下

-4〜-3

-2〜-1

0〜+1

1

Ax

Ax

Ax

DF

DF

Ax

Ax

Ar
Ar

2

+2〜+3 +4〜+5 +6〜+7 +8〜+9

+10
以上

ダイス
ロール

Ar

Ac(NE) Dc(EX)

Dr

Dr

Dx

1

Ar

Dc(Ex) Dc(Ex)

Dr

Dx

Dm(Dr)

2

Dm(Dr) Dm(Dr)

3

Dm(Dr) Dm(Dr) Dm(Dx)

4

DF

3

Ax

Ar

4

Ar

Ar

Leader

Leader

5

Ar

6

Ac(Ex) Dc(Ex)
Leader

Ac(NE) Dc(NE)

Ammo

Ar

Ammo

Ammo

Dc(NE) Dc(Dr)

Ammo

Ammo

Ac(Ex) Dc(Ex)

Ammo

Leader

Dr

Dr

Leader

Leader

Dr

Dr

Ammo

Ammo

Dr
Ammo

Dr

Dx

Leader

Leader

Leader

Dm(Dr) Dm(Dr) Dm(Dx) Dm(Dx)
Ammo

Ammo

Ammo

Dm(Dr) Dm(Dr) Dm(Dx) Dm(Dx) Dm(Dx)
Ammo

Ammo

Ammo

Ammo

5

Ammo

6

Ammo

地形効果表
地形

効果

平地(Clear)

1MP。進入した輜重隊は停止しなくてはならない。

浅い森(LightWood) 歩兵１MP、砲兵/騎兵２MP。観測側が丘に存在している場合を除いて LOS を妨害する。平地ヘクスサイドを横切っ
て浅い森ヘクスに対して攻撃を行う場合、攻撃側の戦闘係数は 1/2 となる。
深い森(DeepWood) 歩兵 2MP、砲兵/騎兵は進入禁止。行軍移動での進入/退出の禁止。このヘクスに対し/このヘクスから ZOC を及ぼす
事は無い。このヘクスへ/このヘクスを通過する LOS は妨害される。このヘクスに対する砲撃の禁止。平地ヘクスサ
イドを横切ってこのヘクスを攻撃する場合、攻撃側の戦闘係数は 1/2 となる。このヘクスに対する/このヘクスから
の突撃の禁止。防御側がこのヘクスから戦闘後の前進を行う事はできない。
湿地/湿地&小川
Swamp/Swamp&
Stream

歩兵 3MP、砲兵/騎兵は進入禁止。行軍移動での進入/退出の禁止。このヘクスから/このヘクスに対する攻撃を行う
場合、戦闘係数が 1/2。このヘクスから/このヘクスに対する突撃の禁止。このヘクスで防御を行う場合、戦闘後の前
進を行う事はできない。

湿地/小運河
Swamp/Creek

道路と小道を使用する場合を除いて進入禁止。この場合戦闘に関して湿地と見なす。砲兵はこれを横切る砲撃を行う
事ができる。

町(Town)

１MP。町ヘクスに ZOC が及ぶ事は無い。町ヘクスに対して攻撃を行う歩兵/砲兵の戦闘係数は 1/2 となる。町ヘク
スを攻撃する騎兵の戦闘係数は １ となる。防御を行う騎兵の戦闘係数は 1/2 となる。町ヘクスで防御を行う場合、
戦闘後の前進を行う事ができない。

川(River)

部分的な川ヘクスは無視する事。橋とフェリー(専用ルールを参照)を使用する場合を除いて川を横切る事はできない。
川を横切って砲撃を行う事ができる。第２地形である(上記を除いて第１地形の地形効果を適用する事)。

丘(Hill)

LOS に関して浅い森の効果を打ち消す。丘から砲撃を行う砲兵の射程に＋１。

荒地(Rough)

歩兵３MP。砲兵と騎兵は進入禁止。行軍移動での進入/退出の禁止。このヘクスから/このヘクスに対して ZOC が及
ぶ事は無い。このヘクスから/このヘクスに対する攻撃を行う場合、戦闘係数が 1/2。このヘクスで防御を行う場合、
戦闘後の前進を行う事ができない。

道路/小道
Road/Trail

これに沿って移動を行う場合１MP(4.6 を参照)。これを使用して移動を行う歩兵/騎兵の敵 ZOC への進入の禁止。行
軍移動時に道路を使用する場合 1/2MP。

小川(Stream)

歩兵/騎兵＋１MP、砲兵は進入ヘクスで停止。このヘクスで/このヘクスに対して戦闘を行う全ての戦闘係数が 1/2。

城(Chateau)

殆どの趣旨に於いて無視する事。歩兵大隊だけが城ヘクスを占める事ができる。専用ルールのヘクスサイド地形(ヘク
スサイドを横切る行動に対してだけ影響を及ぼす)。

斜面(Slope)

上る際に+1MP。下り斜面から斜面ヘクスに対する LOS は妨害される。斜面を上る攻撃を行う場合、戦闘係数が 1/2。

並木(Treeline)

砲兵+1MP。観測側が同じ高さに在る場合、LOS を妨害する。

支流(Creek)

橋と浅瀬を使用する場合を除いて進入禁止。支流を横切って ZOC が及ぶ事は無い。砲兵は支流を横切る砲撃を行う
事ができる。

橋(Bridge)

橋を横切る攻撃時に戦闘係数が 1/2。破壊された橋は浅瀬と見なす。

浅瀬(Ford)

+1MP。浅瀬を横切る攻撃時に戦闘係数が 1/2。

防御地形(Protected) +1MP。このヘクスへの LOS は妨害される。向きに関わらず、これを横切る攻撃時に戦闘係数が 1/2。これを横切る
攻撃時に騎兵の戦闘係数は １ となる。

