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虎
Kevin 明Conner 製作

裕子マーティン翻訳
第１章
前置き

粗筋 

何世紀も前、はるか彼方の国で、二つの虎のような民族の支配者の間

に戦争が起こった。彼らの名は、もうすでに忘れられてしまった。し

かし、その名声は、このゲームの策略と巧妙さの中に今も生きつずけ

る。　　　　　　　　　　　　　

プレーヤー数:：２人

年齢:８歳以上

準備：

駒：

射て１８

兵士１８

騎兵８

大砲４

大将４　　　

支配者駒（キング (王) / クイーン (女王)）
暗殺者２

ゲームボード１

                  （１７x １７チェッカーボードか１６x 16チェッカーボード）

**スコアマーカー４

**スコアボード１

*地形マーカー

（*ゲームボードが前もってマークされていない時だけに使う）

（ **スコアボードの代わりに鉛筆とノートを使っても良い）

どのプレーヤーにも同数の駒を配る（大将を２個ずつ、射てを

９個ずつ、など）そしてロンゲーム又はショートゲームにするか

を決める。



目的；

以下のどれかの条件を成し遂げて勝ちを決める。

• 相手の指揮駒を最初に打ち倒すプレーヤーになる。

• 相手の指揮駒が危機から抜けられないように、動ける指揮駒

を全て包囲する。

• 相手よりも先に高いポイント単位をとる（同点のかたをつけ

るなど）もしそれでも同点であるなら引き分けとなる。

• 勝つために必要なポイントを最初に獲得するプレイヤーになる

-ポイントによる勝負決定参照
　　　　　　

ポイントによる決勝決定

プレーヤーはポイントの代価を定めて誰が勝つかを決めても良い。ポ

イントによる決勝決定をする時は、オプショナルルール：スコアボー

ドを使うことになる。最初からこのルールを使っても良いし、又はプ

レーヤーと相手が最後に同点のかたをつけるために使っても良い。ま

た、いかなる場合に使っても良い。

これ等のルールは何個のゲームの結果にも、又はゲームの部分的な結

果にもなる。

例：決勝者はポイントコラム Aで９７点に最初に達した人によって選

ばれる。

もしもプレーヤーが、ロンゲームで相手の駒を全部取ったとしても、

そのプレーヤーは後１９ポイントをとらなければ勝ったとは宣言でき

ない。

この場合、勝負相手のキング、クイーンそしてその大将全部を取るこ

とは、勝つことにはならず、ゲームをセットし直すことになる。また、

ポイントによる勝負決定の場合、もし後１回でアウトになるプレー

ヤーは、プレーヤー同士が同意するのなら、ボードをセットし直すこ

とができる。こうしてこのゲームは、一人が勝つためのポイントを得

るまでつずく。

然し競技大会の場合、勝負は１人のプレーヤーが勝負を投げ出したり 

指揮駒を全部なくすまでつずく。これは非常に厳しいルールで競技大

会のみに使われる。

これは競技ランキングの欄にもっと詳しく説明されている。



順番と回戦

どの１回戦も番が２つにわかれている：

挑戦者の番

勝負相手の番

挑戦者の番の時、１回戦は同時に行われていることになる（実際の戦

争のように）。このように１回戦からのポイントは両方のプレーヤー

が順番を終わらせるまで合計されない。（１回戦のおわりに）



第２章
駒の動きとその特徴

指揮駒

指揮軍は絶対に危機に陥る場合には故意にその升にはいっては

ならない。（例：次の動きで討ち取る事のできる升）、同じ動

きで指揮駒を取れる場合以外は_。

                   キング (王)             か      クイーン (女王)？

どのプレーヤーもキングかクイーンを自分が尽くす主として選

ぶ。ゲームボードではどの駒も同じに扱われるので、これは

ゲームに何の支障も及ばせない。

常にボード上では１人のプレーヤーにキングかクイーン一人。

もしキングかクイーンがボード上から除かれてしまった場合、

そのプレーヤーは変わりに大将を選ばなければならない。

もしプレーヤーにキングとクイーンを除かれた時に大将が残っ

ていない場合、そのプレーヤーは勝負にまける。

キングとクイーンはどの方向にも３歩動くことができ、どの方

向にも升2つ分攻撃することができる（ただし攻撃はその動きで

１回だけ）

キングとクイーンは１回うごく。



大将

大将はどの方向にも２歩動くこと

ができ、その隣の升をどの方向に

も攻撃できる。

大将は１手を打つ。

一般の駒

軍隊

騎士駒

騎士駒はどの方向にも３歩ま

で動ける。防御姿勢をとって

いる兵士以外の上を飛び越え

ることができる。

もしも騎士駒が防御姿勢を

とっている兵士の上に動いた

場合、両方の駒がはずされる。



大砲

大砲は発射するためと動かせるた

めに味方の駒２つを隣あわせに

持っていなければならない。大砲

は味方の２つの駒の外側の並びに

動くことができるが、もう１度動

いたり使われたりする場合は、大砲から１歩しか動けない。

２つの味方の駒は大砲を１歩だけ、敵がのっていないどの方向

の升にもうごかせる。

２つの味方の駒は大砲で攻撃できる。攻撃する大砲は裏返しに

する（それとも印をつける）印をつけられた大砲は使用済みで

準備態勢がない。駒の準備態勢ができていない時は動かしたり

発砲できない。

１手の動きで、大砲を準備し、（必要に応じた数の動きをもっ

ているならば）その同じ動きで大砲を準備態勢にもでき、また

準備態勢にしないこともできる。この駒の準備態勢は２つの味

方の駒が隣にあるときにだけできる。

大砲が発砲する時は、１直線にボードの端かほかの駒にぶつか

るまで進む。この直線は縦でも、斜めでも横でも、確実な方角

ならどれでも良い。（たとえばコンパスの中心の北、北東、東、

南東、南、南西、西、北西､北）

大砲は１回で１駒だけ打ち倒すことができるが、味方の駒の上

に発砲できない。攻撃された方にある駒はとられる。この駒を

使うプレーヤーはどの方向に発砲するかを決める。

大砲がボードからはずされる時は破壊されていて、敵軍によっ

て捕らえられ使われることはできない。

大砲を発砲、移動、準備態勢にした味方の駒は、それ以外の用

途にはつかわれない。



射て駒

射て駒は特殊である。この駒

には動いて射、又動きながら

射る技がある。射て駒は攻撃

せずに２歩進み、（このやり

方を選ぶなら、２歩進んで敵

の上に降りることはできな

い）、１歩進んで隣の升１つ

を攻撃することができる。

又はその場から２歩先までを

攻撃できる。

射て駒が射るとき、通常は駒を超えて射る。然し、射て駒自身

はほかの駒をこえられない。

常に射て駒の動きと攻撃には選択がある（何もせずに１歩進み

どの駒も敵陣の升に降りるまでは攻撃を強制されることはな

い）。

  

攻撃                                                 防御

兵士駒

兵士駒はどの方向にも１歩だけ動くことができ、自動的に下り

た升を攻撃できる。然し、兵士駒は防御様式を示すために裏返

しにすることもでき（それでなければ印をつける）射て駒は防

御している兵士の頭上を射ることはできない。防御している兵

士は打たれなければならない。



又、騎士駒は防御している兵士を飛び越えることはできず、も

し騎士駒が防御している兵士を飛び超えようと刷るなら、両者

がボードから取り除かれる。（共倒れになる）

兵士は防御と攻撃様式に変える時動きを広げる。防御様式を

とっている兵士は動くことができない。兵士は防御様式から攻

撃様式に変えることができ、又それを逆にすることもできる。

（攻撃そして防御様式に変える）、もしそのプレーヤーに様式

を変えられるためも充分な動きがあるのなら

暗殺部隊は選択規則の中で説明されてある。

行動、敵の部隊を捕虜とする一般規則

• 大砲ではない駒が、敵の射る升に降りた場合はその敵を攻

撃しなければならない。

• 隣の升にいる敵を攻撃する駒は攻撃後に隣の升に動かなく

ても良い。

• いつでも騎兵が防御している兵士の升に入ると即両者は協

議からはずされる。（プレーヤー１人ずつに正当なポイン

トを与える）。

• 指揮駒は１試合が終わるまで絶対にボードからはずさない。

• 標準の駒（騎兵、大砲 /カタパルト、兵士､射て、そして暗

殺者）が攻撃された場合は倒されたとみなし攻撃中にボー

ドから外す。　
　　

例  :  
挑戦者が勝負相手の射てとキングを攻撃する。射てはすぐ外さ

れるが、勝負相手はそのキングを１回戦が終わるまでボードに

残す（勝負相手の番がおわるとき）

• どのプレーヤーもボードにある指揮駒と同じ数の動きを宣言
してよい。

• どの手も１つの駒の特徴を動かす・果たすために使われる。



例：

挑戦者は大将を２つとキング１つを持っていて３手ができる。

挑戦者は３手のうちの２手だけを使うことに決める。

第1手
射てを１歩動かし1手を使って隣にいる敵の兵士を攻撃する（規

則の許可によって）、

第2手
騎士を2歩動かし勝負相手の兵士1人をうちとる。

挑戦者には、まだ1手が残されているが使わないことに決めた。 

• 動きはいつも攻撃の前に先行する。たとえば：射ては攻

撃をする前に先に動かなければならない、騎士駒も、大

将も、兵士（その動きは攻撃の一部になっている）、な

ど。

• 大砲 /　カタパルト及び兵士駒の説明の通り：準備され

ていない駒（兵士か、大砲/　カタパルトのような）は、

動かされる前に準備ができなければならない。

• 駒を準備するためには、1手を犠牲にする。

• プレーヤーは勝負相手側のボードに達してもボーナスは

もらえない。

• 地形と駒の都合によって、駒はどの方向にも動ける。

• 挑戦者がいつも1回戦の最初にいく。

ショートボード

• ショートボードには重要ではない例外規則がある。

• 暗殺者規則はショートボードには使えない。

• どのプレーヤーも1回戦につき2手を持っている。大将が

取り除かれるとゲームは終わりになる。他の点では

ショートボードの規則はロングボードのと同じである。

（例：競技はいつも挑戦者から始められ、番号はボード

上に記述されていなくても良い、など）、



第３章
ボード

虎は16x16の交差線か、17x17のチェッカーボードの四角を使っ

て行われる。ショートゲームをするのなら、9x9の範囲を区切る。

（9x9の四角か、9x9の交差点）。

どの横線と縦線も1－17の番号を使う。縦から横へ、勝負相手か

ら挑戦者へ。

ボード上のどの升にも一致する番号がある。番号はボード上に

印されなくても良いし、ただあると想像するだけでも良い。番

号付けは、ボードをセットしたり動きを記録するための補助だ

けにある。

縦17と横17の四角又はその交差点は一番挑戦者の右側に近い。

縦1と横1の四角又はその交差点は一番勝負相手の右側に近い。

下は番号付けをグラフとチェッカーボード両方で示しれている2
図のデモ：



グラフボードの例

勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者
　　



チェッカーボードの例

勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



ショートゲームをやる時、9ｘ9の部分は同じように番号が付け

られている。（縦から横へ、勝負相手から挑戦者へ）。これは

ショートボードの番号つけの例。

ショートボードグラフの例

勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者

ショートゲーム用のチェッカーボードは同じに見えて、それに

は9ｘ9の四角だけがある。それで重要なことは、9ｘ9ポイント

の表面を使ってゲームを行うと言うことだけ。

どちらの長さのゲームをやるかを決めたら（ショートゲームか

ロングゲーム）、次に地形を使うか使わないかを決めなければ

ならない。



第４章

選択規則：地形

このゲームの様に、本当の戦争の場合、地形は部隊の動きを影

響する。このゲームには、水、森､そして高地がある。

水地帯

                      か

            
(または青色のマーカーでもよい)

どの駒も水と印されているところを通る時、動きは1回減らされ

る。（最低1回まで）

又、大砲 /カタパルトは前方に進むために隣り合わせの駒2個の

かわり、3個の隣合わせの駒がなければならない。

どの駒も最低1回動けるので、射ては水を通って1歩動きどの方

向の升も1度射ることができる。動くことにその技全部を使うこ

とは強いれてない。

森林地帯

                      か         

（または緑色のマーカーでもよい）

射てが森林（又は木）と記されている升に矢を放つ時、射ては

攻撃距離を1歩に減らされる。キング / クイーン、それに大砲 / 
カタパルトの駒にはその制限はない。

もし射てが、木 / 森林の場所の端にいて､そこからほかの方向に

向けて矢を射るのなら、射ては升2個をいることができる。然し、

同じ射てが木と記されているほうに射るのなら射ては2個の変わ

りに隣り合わせの升1個だけを打てる。



高地地帯

この選択規則は競技大会で使っても良いし又ゲームボードで普

通のゲームとして使っても良い。ただこの制限を下に記する。

• 升ははっきりと記されていなければならない。

• 競技試合の際，両選手は均等のボードを使うか、順番を

変えなければならない。（両者に平等なチャンスを与え

るために）。

高地帯とされている囲われた部分を設置した場合は、大きな矢

を1本使っても良い。（必要であれば）。もし1升か、小範囲の

高地なら1本1本の矢でその範囲の升全部に印をつける。

• 矢の向いている方向で高地を示しているか、低地を示し
ているかがわかる。

• 矢は常に下り坂にむける。

• 矢の方向と共に横に進むことは、動きに何も変わりのな

いことになる。

• もし駒が印のつけられている升の上を越え坂を上るなら、

その駒の動きは、最低１個まで１回へらさる水の場合の

ように）。

• もし駒が印のつけられている升の上を越え坂を下るなら、

その駒はもう１歩適切な方向に動ける。　（矢と同じ方

向の斜めか、まっすぐ)

高地規則の例

• ボードの中心に向かって動くことは、下り坂に行くこと

になり、中心から遠ざかることは上り坂に向かうことに

なる。

• ボードの1側面が登り坂でもう片方の側面は下り坂。

• 上り坂と下り坂に向ける矢は2本ずつ以上なければなら

ない。矢は斜めを向けても良い（この場合、斜めを向い

ている矢は、プレーヤーからは横向きか縦向きにみえ

る）。



次の図は水地帯と森林地帯を使う時にボードがどの様に見える

かの例。このボードは競技大会用の許可を得ている。



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者



勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者

(どちらのショートボード表の、 森林が設置されている角を

捲ってもよい)



第５章
ゲームボードのセット

駒の配置には2つの態勢がある。

攻撃作戦

防御作戦

プレーヤが挑戦者でも、勝負相手でも、又キングかクイーンを

持っていても、自分のやり方に一番合った作戦態勢を選べる。

どの作戦態勢でキングかクイーンを使いたいかは、そのプレー

ヤーが決める。

下は攻撃作戦態勢と防御作戦態勢のボードセットの例。両方の

作戦態勢がこの2つの例に示されている。大事な事は、プレー

ヤーは、挑戦者には関係なく攻撃態勢か防御態勢を選ぶことが

できる。この例は、チェッカーボードではっきりと示されてい

て、ショートボードとロングボードに使える。

例：

もし勝負相手が攻撃態勢の時、挑戦者は攻撃態勢でも良い。

もし勝負相手が攻撃態勢の時、挑戦者は防御態勢でも良い。

もし勝負相手が防御態勢の時、挑戦者は攻撃態勢でも良い。

もし勝負相手が防御態勢の時、挑戦者は防御態勢でも良い。

図表手引き：

A = 射て

S  = 兵士

G = 大将

C = 大砲

H = 騎兵

K = キング (王)
Q =  クイーン (女王)



ロングチェッカーボードの駒の配置例

勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者

（防御態勢とクイーン(女王)）-------------（攻撃態勢とキング

(王)）



ショートチェッカーボードの駒の配置例

勝負相手 ---------------------------------------------------------------挑戦者

（防御態勢） --------------------------------------------------- （攻撃態
勢）



第６章

選択規則：暗殺者



暗殺者駒は競技をしているプレーヤー全員にとって危険な駒で

ある。暗殺者の選択規則を使う時、両者のプレーヤーは基本的

なゲーム情勢以上のことを理解するのを要求され、ボード上の

見える暗殺者の助けを必要としないだけではなく、プレーヤー

は暗殺者の動き、縦 /横表示の読み方を理解出来なければならず、

又ちょっとした運がなければならない。

暗殺者規則を使う時、プレーヤーは暗殺者の使用を見合わせる

ことを選んでも良い。これには、暗殺者の動きに1っ手を使わな

くても良い事と、勝負相手に捕虜とされる暗殺者駒がないとい

う事意外には、何の利益はない。

どのプレーヤーも、暗殺者を使うためには、両者がこの選択規

則を使う事に同意しなければならない。（これは競技大会も含

める。競技大会では、プレーヤーに暗殺者を使ってゲームをす

るのを強いることはできない）。

もしプレーヤーが暗殺者を使っているなら、2人は不透明な紙と

ボールペン、又は他の筆記用具を脇に置いていなければならな

い。

プレーヤーは常にめいめいの順番の経過を記録しなければなら

ない。

プレーヤーが暗殺者を動かしたり使ったりする度に、プレー

ヤーはその暗殺者の動かされ方と /　使われ方を記録しなければ

ならない。

この記録付けは、はっきりと見える様にやらなければならない。

然し、プレーヤーはこの記録をゲームの終わりまで、又は暗殺

者が見破られるまで相手に見せる必要はない。

暗殺者はゲームの始めに、プレーヤーの最初に始める列からス

タートしなければならないが他の駒がある升からはスタートで

きない。

• 暗殺者はどの方向にも3歩動いてよい。

• 暗殺者はどの方向にも1歩まで攻撃できる。この攻撃は暗殺者

から来ることをはっきりと述べ、暗殺者の動きの記録に書き

留めなければならない。

• 暗殺者の駒が使われる時（動きと /　又は攻撃）、プレーヤー

は1手を使わなければならない。



• 暗殺者は攻撃している時、指揮駒を取らない限りは、暗殺者

と言うことが知られなくても良い。その次にプレーヤーは、

暗殺者の位置を知らせなければならない。

• 暗殺者が敵の駒を取る時、一回りするまでその暗殺者を動か

すことも他の1手を打つことも出来ない、

• どの敵駒も1手を使って暗殺者を探すことが出来る。この1手
で、もし暗殺者が1升以内にいるならば、その暗殺者を知るこ

とができる。（探している駒からどの方向にも）。暗殺者を

探しているプレーヤーは、ゲーム終了の時のために、その駒

を捜した順番とその周囲全部の場所を記録しておくべきであ

る。暗殺者を探している駒は、その暗殺者の場所を知らせる

のでなければその1回戦では他のどの1手も打てない。もし、

その、暗殺者を探している駒に攻撃できる軍備があるなら

（味方の駒2個を隣に持っている大砲、又はこれから攻撃でき

る駒）その駒は、直ちに暗殺者を・・・で取ることが出来る。

• もしその暗殺者が見破られて、敵駒が既に居る場所を占領し

ていると、暗殺者はすぐに取り除かれる。もし暗殺者の味方

がその場所を占領している時、味方の駒もボードから取り除

かれる。どちらのプレーヤーもこの味方の駒のポイントはも

らえない。（ただし、暗殺者は普通のポイントを出す）。

• もしプレーヤーが暗殺者を使ってカンニングしたことが分か

ると、カンニングをしたプレーヤーはゲームに負けるだけで

はなく、最高点価値に匹敵するマイナスポイント（ -６０）を

貰うことになる。勝利を得るプレーヤーは、最高６０点で自

動的に勝つ。

同様に、１人のプレーヤーが暗殺者を使っているプレー

ヤーをカンニングしている様に見せかけた場合、そのプ

レーヤーは、暗殺者駒を使ってカンニングしたプレーヤー

が体験した様に罰則として同じ点の損失をする。

• 競技大会では、もしプレーヤーが１回以上カンニングしたこ

とが分かると、即、競技大会から除名される結果になり、そ

れ以後の競技大会からの除名も可能になる。（これは競技大

会の審査官の場合は２倍に相当する）。

この理由で、審査官はゲーム中に、暗殺者駒が正しく使

われていることを保障するために、自分自身で暗殺駒の

記録を付けることが許されている。

• 暗殺者駒が見破られた時、囚われていても、ゲームが終わっ

ていても暗殺者を使っているプレーヤーは、すぐそのゲーム

中の暗殺者の記録全部を提供しなければならない。



第７章
選択規則：スコアボード

スコアボードーを使う時（１枚の紙、木釘 /穴のある板、又、指

にリボンを結ぶ）、スコアボードには一定の標準がある。

どのボードも、カードも、他の物も、左から右へと4つのコラム

に番号が付けられている。S1、S2、S3、そして S4。　もし糸を

指に結んでいるなら、（ポイントコラムA 用）

• 左の小指が下の段表の S1 。
• 左の薬指が S1の下から２番目。

• 左の中指がS1の上から２番目。

• 左の人差し指がS1の上。　

• 左の親指が S2 。
• 右の親指がS3。
• 右の人差し指がS4 の上。

• 右の中指がS4 の上から２番目。

• 右の薬指が S4の下から２番目。

• 右の小指が一番下の S4 。

この方法を使うのなら、色分けした糸かリボンか指輪を使う事

を覚える。

スコアボードーを使ってロングゲームをするなら、５個丸がつ

いているか、穴の開いている、４つのコラムのあるスコアボー

ドを使用する。これはポイントコラム B と言う。（スコアカー

ドB  、か、スコアボードB ）。一番下の列は随意で、通常は黒、

上の４列は青に塗られている。これは一番下の列は選択できる

からである。

スコアボードを使ってショートゲームをするなら、そのスコア

ボードには４つのコラムがあり、一番左のコラムと、一番右の

コラム(S1   S4)　両方に丸の１つずつ付いた列が４つある。真ん

中のコラム(S2   S3)　には丸が１つずつだけ上に付いている。カ

ラープリントでは、S1が青、S2がオレンジ/赤、S3が深緑、そし

てS4が黒。これはポイントコラムAと呼ばれる（又はスコアカー

ドAかスコアボードA）。



ポイントコラムA 
(スコアカードAかスコアボードA)

--------青-------------オレンジ色--------------緑---------------黒----------



ポイントコラム B
（スコアカードB  、か、スコアボードB ）

上の４列は青い
下の列は黒い



スコアカードとボードを使ったポイントの数え方（指でも出来

る！）

コラムS1は１から４ポイントを表し、上から下へと数える。最

初のポイントを貰う時、マーカーをS1の上方の溝に置く。そし

てマーカーをコラムの下方に動かしながら、ポイントを数える。

５ポイントあるときは、マーカーをS1から取り、S2の一番上の

位置に置く。もう５ポイント貰う時、マーカーをS2の上の位置

から１つ下がった位置に動かす。マーカーをもう下の位置に動

かされなくなったら、それを次のコラムS3に移す。S3に動かせ

る位置がなくなった場合、ポイントカウンターをS4の上の位置

に移す。

例：

トミーとジェーンは木釘とカードでスコアを付けながら、

ショートボードを使って遊んでいる。トミーはS1の下部に木釘

が１本あり、S2の上部にも木釘が１本ある。彼は合計９点を

持っている。後１点増えると、S1  と S2の木釘をとってS3に移
す！

ジェーンはS1の下に木釘があり、S2にも１本S3にも１本ある。

彼女は合計２９ポイントある。もう１点貰うと、木釘をS1、 

S2、S3から取って、S4の上部に移す！

マーカーがコラムの最高価値点の溝に入り、コラムの点数が合

計７９点になるまでこれを繰り返すことが出来る。

ポイントコラムA　価値

コラム ポイントの最高数

S1 4

S2 5

S3 10

S4 60

合計価値点  ............  ...................  79



S2とS3に木釘や場所がもっとあり、選択できる列がある他は、

ポイントコラムBはポイントコラムAと同じに扱われる！

ポイントコラムB　　価値

コラム ポイントの最高数 |  随意列を含めて

S1 4 | 5

S2 20 | 30

S3 100 | 180

S4 600 | 1080

合計価値点 724

随意列を含めて 1295



第８章
選択規則：スコアボードー複合規則

絶対にロングゲームをやりたいなら、複合点規則を使う。

質問：複合点規則とは何ですか？

答え：それは、スコアボードで数えられるポイントの番号をポ

イントコラムBでは合計６５，５３５で、ポイントコラムAでは

４８３に増やせることです。

質問：どうやって複合点を数えるのですか？

答え：最初に、選んだポイントコラムの全部の溝にの中に、

マーカーがなければいけません。次に、その特定コラムの最高

価値点の溝についたら(例えば、コラムS1の下部の溝)そこにマー

カーを置いて、２番目の最高価値点の溝につくまでスコア帳の

はじめから数え始めます。

これを隣のコラムに進む前に、そのコラムのどのポイントの溝

にもマーカーが入るまでずっと続けます。隣のコラムに進んだ

その時にやっと、前にいたコラムの溝からマーカーを取ること

が出来るのです。

これで急激に、記録できるポイント価値を増やすことになるの

です。

ポイントコラムA　価値

コラム ポイントの最高数

S1 10

S2 11

S3 22

S4 440

合計価値

点  ................................  

483



ポイントコラムB　価値

コラム
ポイントの最小数

（*下の列を使って）

S1 15

S2 240

S3 3,840

S4 61,440

合計価値

点  ...........  

65,535

(*複合点規則を使っているので、随意列を使っていると思われる)。

この記録付けの方法は、前回にやったゲームを全部つなげて標

準スコアにして、ゲームの時間をずっと長くするものである！

これはご家庭に、仲の良い友人に、又、勝負好きなライバルに

もってこいの方法である！



第９章
駒のポイント価値

記録の付け方が分かった上で、次は敵駒を取った時にプレー

ヤーが貰えるポイントのリスト。

この上半分のリストは、暗殺者規則を使わないゲームをすると

きのもの。次の下半分のリストは、選択暗殺者規則を使ったも

の。

駒のポイント価値

暗殺者なしでの駒の価値

兵士と射て.................................................. 1ポイント

大 砲 / カ タ パ ル

ト.........................................
3ポイント

騎兵.............................................................. 3ポイント

指揮駒(大将 /キング(王)/クイーン(女
王))

8ポイント

暗殺者を使っての駒の価値

兵士と射て.................................................. 1ポイント

大 砲 / カ タ パ ル

ト.........................................
2ポイント

騎兵.............................................................. 3ポイント

暗殺者.......................................................... 5ポイント

指揮駒(大将/キング(王)/クイーン(女王) 7ポイント

これはロングゲームでは合計点価値６０点可能、ショートゲー



ムでは１６点になる。

第１０章
協議大会ランキング

競技大会ランキングと規則はその単純さの中で複雑である。

競技大会では常に２つのポイント価値が記録されている。

• ランキングポイント(プレーヤーのランクを決めるポイ

ント)
• ゲームポイント(誰が勝つかを決めるポイント)

ハンディキャップは常にゲームポイント価値が適用され絶対に

ランキングポイントは使われない。

１試合にはゲームが４つある。これは２つのことを保障する：

• 勝利者はただの運よりもプレーヤーの技術で決められる。

(例：プレーヤーが３回戦で間違って勝てる動きに入り、

半勝利を得た)。
• 平均したプレーヤーのランキングを正確に調節する　プ

レーヤー両者は、２ゲームを挑戦者として始めて、ポイ

ントは一様なゲームセット(４ゲーム)に及び、今後の不

確実なランクを決めるのに役立つ。

ハンディキャップは、ランキングポイント価値ではなく、ゲー

ムポイント価値に換算されているので、プレーヤーは１回戦で

負けたとしてもランクを上げるのが可能(勝負相手のランキング

によって)。
これは高いランクのプレーヤーと低いランクのプレーヤの取り

組ませが、高いランクのプレーヤーに面目ない負けを生じない

ために、競技大会の審査官が、同じランクのプレーヤーを取り

組ませることに最善の努力をすることを保障するものである。



ランキングポイント価値の計算

ゲームのランキングポイント価値を計算する時、審査官はその

ゲーム両者の合計得点を足し合計点スコアを出す。

審査官は次に、そのプレーヤーの個人スコアを取り、どのプ

レーヤーによって何のポイントの割合が記録されたかを判断し、

それを合計点スコアの価値で割る。今からこれを割合スコアと

する。

審査官は、１回戦４ゲームのプレーヤーの割合スコアを記録す

る。この割合価値は、１人のプレーヤーが１回戦中の４ゲーム

のうち３ゲーム勝ったときにだけ両者に対立して比べられる。

次に審査官は３ゲームの１人ずつの割合スコアを足し(別々に)、
３ゲームからめいめいのプレーヤーの記録された平均割合スコ

アを出すために３で割る。

もしも勝利者が全４ゲームに勝つと全４ゲームの平均スコアは、

一緒に足されて、４ゲームーの平均割合スコアをめいめいのプ

レーヤーに出すために４で割られる。

プレーヤーの割合スコアは、３か４ゲームを通して、両者の平

均スコアではなく、そのプレーヤーだけの平均割合スコアと足

すことを忘れないこと。目的が無効になるので。

審査官は次に、めいめいのプレーヤーの平均割合スコアをした

の一環表に比べる。

• 両者の個人平均割合スコアが得点の４０－５９％なら、

両者は同一ランクのプレーヤーとされる。

• 敗者の個人平均割合スコアが得点の２０－３９－％なら、

そのプレーヤーは、１つ下のランクに下げられる移行に

あり、勝利者の個人平均割合スコアが６０－７９％なら、

そのプレーヤーは、１つ上のランクに上げられる移行に

あり、大砲/カタパルトは勝利者のゲームポイント価値

に１点しか入れられない。(勝利者に取られた大砲/カタ
パルトの駒だけがこのような影響を受け、GPV＝ゲーム

ポイント価値にだけ影響をおよぼす)。
• 敗者の個人平均割合スコアが得点のO－１９％なら、そ

のプレーヤーは２つ下のランクを下げられる移行にあり、

その敗者は、捕虜にされた全部の駒の＋１のハンディ

キャップ換算ポイントを貰う。勝利者の個人平均割合ス

コアが得点の８0－９５％ならそのプレーヤーは、２つ



上のランクに上げられる移行にあり、騎兵は１点だけ勝

者のゲームポイント価値に点数を入れる。(勝利者に捕

虜にされた騎兵駒だけがこれによって影響され、又GPV
だけに影響が及ぶ)。

• 勝者の個人平均割合スコアが得点の９６－１00%なら、

そのプレーヤーは、３つ上のランクを上げられる移行に

あり、ハンディキャップの理由で、この試合は誤った組

み合わせとみなされ、指揮駒は５ポイントだけを勝利者

のゲームポイント価値にいれる。（勝利者に捕虜にされ

た指揮駒だけがこれによって影響され、又GPVだけに影

響がおよぶ）。



移行決定

移行はおのおののプレーヤーに、次の４人中の３人の勝負相手

の試合をそのプレーヤーの試合と比べる事によって決定される。

移行ランクの獲得はそのプレーヤーの現在ランクに対して比べ

られる。

もしそのプレーヤーが同じペースで比較的同じランクに対して

競技をしているならそのプレーヤーの移行ランクはその人の新

しい現在ランクとなる。

もしそのプレーヤーが、現在ランクで競技し、ランクが変わら

ずに射れば、移行ランクは放棄される。

例：

プレーヤーAがプレーヤーBに勝ち、 移行ランクの３になって

プレーヤーBは移行ランクの１になった。両者の現在ランクは、

試合をやる前は２だった。

プレーヤーAは、後４試合で次の結果になる。

第一試合：移行ランクを持っている３ランクのプレーヤーに負

ける。１の損失。

第２試合：移行ランクを持っている３ランクのプレーヤーに勝

つ。３の獲得。

第３試合；移行ランクを持っていない５ランクのプレーヤーに

負ける。２の損失。

第４試合：移行ランクを持っている４ランクのプレーヤーに勝

つ。１の損失。

第一試合の結果とプレーヤーAとプレーヤBの最初のゲームの結

果はお互いに帳消しになる。

第２試合でプレーヤーAは３ランクの勝負相手に対して＋２の移

行ランクになる。(これはプレーヤーAが５ランクのプレーヤー

より２ランク高く試合をしたことになる。

第３試合で５ランクの相手に対抗する時、プレーヤーAは、－２

の移行ランクになり、これはプレーヤーAが２ランクか５ランク

より低く試合をしたことになる。

第４試合でプレーヤーAはランク４の相手にゲームポイントの得

点で買ったが、割合スコアでは負けた。これでプレーヤーAは、



ランク４の相手に対抗して－１の移行ランクになる。

第４試合でプレーヤーAは３ランク並に競技したので、第５試合

でプレーヤーAは３ランクより低く、第２試合は組み合わせの誤

り(これでプレーヤーAは+３の獲得)
そこでプレーヤーAのランクは、ランク２からランク３に１つ増

加される。

プレーヤーAが第一試合で３ランクの相手に負けて、４試全部合

続けて負けたとしても、第一試合後の３試合は、勝利とされ、

プレーヤーAは２ランクよりは良いが４ランクほどは良くない事

になる。

こので、プレーヤーAの新しいランクは即３ランクへと切り替え

られる。

然しプレーヤーBのゲームには迫力がなくどの結果も２ランクか

ら上下しないことを示している。

（競技大会のゲームポイント価値で同点になるチャンピョンは

競技を比べられるために勝ち/負けの記録を用意しておく。もし

まだ同点なら、ポイント価値によって勝つまで再試合をする。



ゲームーポイント

前にも述べたように、ランキングポイントはゲームポイントか

ら独立している。ランキングポイントはランクを決める為で、

ゲームポイントは、ハンディキャップを使って、誰が試合に勝

つかを決める。下のハンディキャップは、ゲーム終了の時、ラ

ンキングポイント価値を計算しプレーヤーが貰う他のどのハン

ディキャップポイント換算にも適応でき、ゲームーポイントの

合計に足すことも引く事も足すこともできる。(ランキングポイ

ント価値計算記入を参照)。
この表は、プレーヤー同士を対抗して、そのランクを比べて、

それに適切なハンディキャップをゲームーポイントの合計に適

応する。

ロングボード競技大会ハンディキャップガイド

     低ランク          ランク     　　 高ランク

   プレーヤー            差異      　 プレーヤー

   + 0 ポイント 4           - 4 ポイント

   + 6 ポイント 5           - 8 ポイント

  +12 ポイント  6          -12 ポイント

  +18 ポイント 7          -16 ポイント

  +24 ポイント 8+          -20 ポイント

競技大会には試合勝利と競技大会チャンピョン(協議大会の前に

決められている)を決めるために設定されているゲームーポイン

ト価値がある。競技大会チャンピョンの同点は、ポイント価値

によって決められる。

試合勝利は、絶対に１８１ポイント以下に、又は２４０ポイン

ト以上に設定されない。(ハンディキャッププレーヤーは１試合

の第３ゲーム１８１ポイントで、まだ勝つことが可能。

カンニングと代役プレーヤー：

カンニングをして見つかったとき、そのプレーヤーはその競技

大会から外され、自動的にマイナスポイント価値でゲームに負

ける。マイナスポイント価値＝そのゲームの最高(ロングゲーム

で－６０点で１試合でー２４０点)。その上今後の正式な競技大



会から除名される可能性があることを記録される。(もし常習犯

なら)。
その勝負相手は、使える最高ポイント価値で自動的にそのゲー

ムーに勝つが、最高価値で試合には勝たない。その代わりに、

その勝利者は、再試合をするために、同格の新しいプレーヤー

と組み合わせをしなければならない。この新しいプレーヤーは

代役プレーヤーと呼ばれる。もしこの代役プレーヤーが既にそ

の競技大会で試合をし、勝敗が決まっているなら、このゲーム

はプレーヤーの競技大会スコアに対抗勘定されない。その代わ

り、そのスコアはカンニングをしたプレーヤーに適用する。

この様な場合、もし既に次ぎの段階に行く資格のある代役プレー

ヤーがカンニングをしたプレーヤーに対して負けると、両者は

それでも次の段階に進む。(このゲームは代役プレーヤーの競技

大会のランクに影響しない)。同様に、釣り合わない段階は（プ

レーヤーに誰も勝負相手がいないこと）同格の代役プレーヤー

を選んで対戦することになる。



ショートボード競技大会規則：

ショートボード競技大会の規則は、ショーとボードゲームの最

高ポイント価値が１６ポイントと言うことを除いては同じ。(大
将ー８ポイント、大砲/カタパルトー３ポイント、２－３個の射

てと兵士駒計５個－５ポイント＝１６ポイント。

この様にどの最高ゲーム点もロングボードの６０ポイント価値

からこの１６点に換算される。ショートボード試合の技術上勝

利の最低ポイント価値は、絶対４９以下又は６４以上に設定し

てはならない。（ロングボードの１８１と２４０ポイントの代

わりに）。

このポイント換算の理由で、ハンディキャップガイドも換算さ

れる。

ショートボード競技大会ハンディキャップガイド

   低ランク 　   ランク            高ランク

 プレーヤー    　  差異          プレーヤー

+ 0 ポイント 4          - 1 ポイント

+ 1 ポイント 5          - 2 ポイント

+ 2 ポイント 6          - 3 ポイント

+ 4 ポイント 7          - 4 ポイント

+ 6 ポイント 8+          - 5 ポイント

よく見ると、ハンディキャップのポイント換算価値はロング

ボードと同じ割合の様子を保っている。ほかの全部のポイント

価値は正式なゲームに適用するために上で示される様に、換算

されなければならない。ロングボードでもショートボードで

も）そのほか、競技大会規則そのものは同じに留まる。

最後にひとつ：ロングボードとショートボードの競技大会ラン

キングは、数々の理由で、別個に留まらなければならない。そ

の理由の１つは、プレーヤーが１つの形式のゲームでは優れて

いても、その次が芳しくなければ、ポイント価値が違い、プ

レーヤー全員は協議大会の両セットはやらない。



第１１章
危機の説明

危機はどの順番も、一回りし終わった後に定められる。それは

どの駒にも使えるという条件がある。しかし、これは指揮駒に

使うときにだけ重要とされる。

プレーヤーの順番が終わった後、指揮駒を危機に落ち入れる動

きをしてはならない。

１つだけの例外：挑戦者の順番が勝負相手の順番の前にあるの

で、捕虜とされた指揮駒はその１勝負が終わるまで、そこに留

まることになる。それから挑戦者の指揮駒は、相手の指揮駒に

よって倒されるという危機に陥ったとしても、その相手を倒せ

る領域に入ることができる。しかし、その場合、相手の指揮駒

は、挑戦者の指揮駒を危機に落とし入れるただひとつの指揮駒

でなければならない。

これは、自滅キングが戦場を支配するのをを防ぐためのもので

ある。

しかし、これは、指揮駒が危機から脱出しなければならないこ

とではない。もし　指揮駒が危機状態に入っていても、危機か

ら脱出しなければならない必要条件はない。

その上に、指揮駒は暗殺駒を捜し、それを暴露するだけのため

に危機に入ってはならない。もし指揮駒が暗殺駒を捜そうとし

た後に、危機に留まるか否かという疑問があるなら、危機は暗

殺駒が暴露される前に、規則によって無効とされなければなら

ない。もし動きと探し当てが規則違反なら、その暗殺駒は暴露

されないでおく。

もし、そのプレーヤーに、規則違反の動きしか残っていないの

なら、その試合は、直ちに終わりとなり、ポイントが記録され

る。（もし適用できるなら）。



規則上の動き

例１

例１では勝負相手が上で、挑戦者が下に示されている。挑戦者

はそれらの指揮駒を勝負相手の大将と騎士駒２個を倒すために

動かした。例１が例２につながる動きであるならそれは規則上

の動きとなる。なぜなら、見てのとおり、挑戦者の指揮隊を危

機に落とし入れることのできるのは勝負相手の倒されかけてい

る大将だけである。

例２

勝負相手に対しても、その大将駒を使わないのは、規則上で良

いことになっているが、挑戦者が危機に入った後、攻撃してい

ないのであれば反則になる。



例3

見ての通り、挑戦者は騎士駒２個を動かし、勝負相手の大将駒

を危機に入れた。勝負相手が出来るただ一つの規則上の動きは、

大将を元に戻すか、何もしないでいるかになる。もし、勝負相

手が、大将を使って騎士駒を攻撃すると、勝負相手は、故意に

自分を危機に陥らせることになる。もし大将が何もしないのな

ら、勝負相手は、余分な動きを使い、勝利か安全を確保しよう

としていると見られる。このアイディアは、本当の戦争では、

囚われた大将は捕虜として生きる。もう一方では、騎士を倒す

大将は捕虜にはされず、必ずといっていいほど復讐され倒され

る。これは、自滅の動きになる。



反則上の動き

例4

これは挑戦者によっての反則の動きである。挑戦者が勝負相手

の大将を倒せる間、その挑戦者は両方の指揮隊を倒されること

になる。１隊は大将によって、そしてもう１隊は生き残った騎

士によって。これは自滅の動きで、やってはならない。

例5

例５では、隠されている暗殺駒（xの印のついている）を探せる

かもしれないために、挑戦者がそのキングを騎士駒の真横に動

かしている。キングにとって、挑戦者は暗殺駒がどこにあるか

が分からないので、騎士を倒すことは規則上の動きになる。し

かし、騎士隊がキングを危機に落とし入れたために、キングが

暗殺駒を捜すのであれば、それは反則となる。隠されている暗

殺駒は、敵を危機に入れることはしないのを忘れないように。

敵の隊を取ることはできるが、暗殺駒は暴露されなければ、敵

の隊を危機に陥入れることはできない。



最後の注意

これらの規則は完全である。（私の知っている限りで）。した

がって、このパンフレットの中に何かの規則がなかったら、そ

の規則は存在しないことになる!

例：規則のどこにも、プレーヤーが、駒を動かした後にその手

を駒から離すと、そのプレーヤーの番が終わってしまうとは書

かれていない。実際、規則のどこにも、駒が１度動かされて、

プレーヤーがその駒から手を離したら、駒は元の場所に戻せな

いとは書かれていない。

実際、プレーヤーの番は当人が宣言するときか、タイマーの時

間切れになったときに終わる。　

(タイマーは、特に競技試合などのときに使うことを許される)。
これで終わり

駒はいつでも順番中のはじめに、その駒が進み始めた元の場所

に戻ることができる。それから、プレーヤーの順番が終わって

いない限り、どの位置にでも動かすことができる。

楽しんでください !




