
FOKKER

(和訳ルール)



導入

WWI に於ける複葉機のドックファイト。

Sopwith Camel の乗り込んで、幾つかの Albatrosse を破壊する。

プレイヤーあたり 1 機の飛行機。

ボード

ヘクスマップを使用する。

マップには雲を伴った空か、WWI に於ける戦場を描くことを推奨する。

コマ

各プレーヤーは、WWI 時代の戦闘機 1 機を飛行させる。

機種または形状あるいはコマは、地図の 1 スペースにフィットしていなければならない。

6 面体ダイスが必要。

デッキ

プレイヤーは共通のデッキを分け合う。

デッキは 52 枚の特有なカードを持つ。

高度

それらには、6 ステップの高度がある(1-6)。

飛行機の高度を記録するために 6 面体ダイスを使用する。

地面は高度= 0 と考える。

弾薬

飛行機は最大で 12 回の射撃ができる。

弾薬を記録するためにダイスを使う。

準備

飛行機は、地図の相対する端に中央向きにして開始する。

飛行機は 1D6 の高度で開始する。

飛行機は速力=3 から開始する。

プレーヤーは、各々 2 枚のカードで開始する。

ターンの順番

全てのラウンドの間、各プレーヤーはターンを交互に行う。

各ラウンドの初めに、各プレーヤーはターンの順番を決定する。1D6 の中で一番高いダイスの目から。

同数は振り直し。

2 プレイヤーゲームではターンの順番は一定に保たれる。

各ターンは 2 つのフェイズを持つ: 

1. ドローフェイズ

2. 移動フェイズ

2a. 射撃セグメント

2b. 観測手射撃セグメント

ドローフェイズ

共通デッキから 2 枚のカードを引く。

最大の手持ち=6 枚

余分なカードは捨て札する。

デッキが尽きたなら、捨て札をシャッフルし、それを使う。

自身のターンに一度、2 枚のカードを捨て札して 1 枚のカードを引ける。

移動フェイズ

飛行機は、その速力と同じ数のスペースを移動させなければならない。

速力の範囲は 0 から 6 である。

飛行機の速力をダイスを使って記録する。



自身の移動の間、いつでも 1 アーク(ヘクスサイドまたは 60 度)向きを自由に変えることができる。

移動の間、いつでも高度を 1 ステップ自由に増加(上昇)、あるいは低下(降下)させることができる。

移動の間、いつでも 1 だけ速力を自由に増減することができる。

移動の間、いつでも追加の移動を得るために、手札から移動カードを捨て札することができる。

ターンあたりプレイすることができる移動カードの枚数は、飛行機のタイプで決定される。

各タイプの移動カードで許される移動の説明：

左旋回: 自身の向きを 1 アークだけ左に変える。高度を 1 ステップ低下させることができる。

右旋回: 自身の向きを 1 アークだけ右に変える。高度を 1 ステップ低下させることができる。

左急旋回: 自身の向きを 1 アーク左に、そして速力を+1 変える。高度を 1 ステップ低下させることができる。

右急旋回: 自身の向きを 1 アーク右に、そして速力を+1 変える。高度を 1 ステップ低下させることができる。

直進: 速力+1、あるいは-1 変化させる。高度を 1 ステップ増加、または低下させることができる。

左スライド: 自身の飛行機を、前方左側で 1 アークの位置にあるスペースに移動。飛行機の向きは変えないこと。高度を

1 ステップ低下させることができる。

右スライド: 自身の飛行機を、前方右側で 1 アークの位置にあるスペースに移動。飛行機の向きは変えないこと。高度を

1 ステップ低下させることができる。

インメルマン(ループ): 後方の 4 つのスペースを移動する。飛行機の向きは変えないこと。高度を 1 ステップ増加、または

低下させることができる。ループを行うためには 5+の速力を持たなければならない。最終の速度=0 または 1 なら、相手

側は失速カードをプレイすることができる。失速したなら、回復カードをプレイしなければならない。あるいは直ちに 2 ス

テップ高度を下げる。これで 0 ステップ以下に置かれるのであれば衝突する。

全てのプレイされたカードは捨て札される。

2 機の飛行機が、同じヘクスで同じ高度なら衝突する。

射撃セグメント

このセグメントは、移動フェイズの一部である。

移動フェイズの間、如何なる時点でも、このセグメントを取得できる。

攻撃のための射撃カードを捨て札しなければならない。

相手側が、直線で前方の 6 スペース内にあるなら、相手側は 1D6-5 でヒットを受ける。

相手側が、直線で前方の 5 スペース内にあるなら、相手側は 1D6-4 でヒットを受ける。

相手側が、直線で前方の 4 スペース内にあるなら、相手側は 1D6-3 でヒットを受ける。

相手側が、直線で前方の 3 スペース内にあるなら、相手側は 1D6-2 でヒットを受ける。

相手側が、直線で前方の 2 スペース内にあるなら、相手側は 1D6-1 でヒットを受ける。

相手側が、直線で前方の 1 スペース内であるなら、相手側は 1D6 でヒットを受ける。

目標は同じ高度、または 1 ステップ下方でなければならない。

6 以上のヒットを受けた飛行機は撃墜となる。

目標側プレーヤーは、攻撃を避けるために回復カードを捨て札することができる。

攻撃側は、命中した相手側に対して失速カードをプレイすることができる。

飛行機は 1ポイント以上のヒットを受ける度に、損害ダイス判定のために 1D6 をする。

ダイスの目が 1 であれば、クリチカルヒット表上で 1D6 を振る。

観測手射撃セグメント

このセグメントは移動フェイズの一部である。

移動フェイズの間、如何なる時点でも、このセグメントを取得できる。

飛行機が観測手を備えているなら、観測手に攻撃をさせるために射撃カードをプレイする。

観測手は、飛行機の後方 60 度のアーク内に攻撃する。

相手側が、後方の 3 スペースであるなら、相手側は 1D6-4 でヒットを受ける。

相手側が、後方の 2 スペースであるなら、相手側は 1D6-3 でヒットを受ける。

相手側が、直線で後方の 1 スペースであるなら、相手側は 1D6-1 でヒットを受ける。

目標は同じ高度、あるいは 1 ステップ上方でなければならない。

6 以上のヒットを受けた飛行機は撃墜となる。

目標側プレーヤーは、攻撃を避けるために回復カードを捨て札することができる。

攻撃側は、命中した相手側に対して失速カードをプレイすることができる。

飛行機は 1ポイント以上のヒットを受ける度に、損害ダイス判定のために 1D6 をする。

ダイスの目が 1 であれば、クリチカルヒット表上で 1D6 を振る: 



クリチカルヒット表

1D6 命中 注釈

1 パイロット死亡 存在するなら観測手が最初に死亡する。

2 エンジン損傷 最大速度-2

3 燃料タンク貫通 飛行機は 2D6 ターン以内に着陸しなければならない。

4 ケーブル切断 操縦性-1

5 操縦不能 手札-2

6 支柱損傷 もはや飛行機は上昇、またはループ不可。

カードリスト

カード # タイプ

Left 左旋回 6 M

Right 右旋回 6 M

Slide Left 左スライド 3 M

Slide Right 右スライド 3 M

Forward 直進 9 M

Hard Left 左急旋回 3 M

Hard Right 右急旋回 3 M

Immelman インメルマン 3 M

Stall 失速 3 -

Recover 回復 3 -

Shoot 射撃 9 -

Ace エース 1 -

注釈: 

M = 移動カード

エースカードは、失速以外の他のタイプの如何なるカードとして使うことができる。

航空機のタイプ

名称 陣営 操縦性 観測手

Sopwith Camel ソッピースキャメル 連合軍 2 無し

Bristol F2b ブリストル F2b 連合軍 1 有り

Fokker D-V11 フォッカー D-V11 ドイツ軍 2 無し

Albatros C-V アルバトロス C-V ドイツ軍 1 有り

操縦性は、飛行機が、その移動ターンに使うことができる移動カードの枚数である。

観測手を伴っている飛行機は最大速度は 5 まで。

観測手を伴わない飛行機は最大速度は 6 まで。

エース

エースパイロットは操作性+1 を得られる。

エースは 5+で撃墜できる。

空中の障害

それらには、雲と気球が含まれる。

マップ上で、それらを表示するカウンターを使用する。

雲と気球の高度を表示する。



雲

雲は 1 つ以上のヘクスを占めることができる。

飛行機は雲に入る、あるいは通過して移動することができる。

飛行機は雲の中へ、あるいは通して射撃はできない。

気球

気球は 1 ヘクスを占める。

飛行機は気球を撃墜できる(それらは 1ヒットで破壊)。

気球内へ移動した飛行機は衝突する。

地上攻撃

地上ユニットは移動しない。

地図上で地上ユニットを表示するカウンターを使う。

ライフルは、1 ヘクスの射程と 1 ステップの高度を持つ。

機関銃は、1 ヘクスの射程と 2 ステップの高度を持つ。

高射砲は、3 ヘクスの射程と 6 ステップの高度を持つ。

敵機が、自軍地上ユニットの射程内の 1 つに来たなら、自身の射撃フェイスに損傷を与えるために、射撃カードを捨て

札する: 

ライフルは 1D6-5 で損害を与える。

機関銃は 1D6-4 で損害を与える。

高射砲は 1D6-2 で損害を与える。

勝利

相手側を撃墜すること。

他のシナリオでの目標は、以下を含めることができる: 

気球の撃墜、視認任務、空中撮影、塹壕掃射/爆撃、宣伝ビラを散布など。

カウンターセット

セットされる以下のカウンターとカードは、Janne Thorne によって作成された: 

jan.thorne@mail.bip.net

Janne は、Blitz、Cannonade & Midwayのセットも作成している。



(ボードの流用例)

Richthofen's War (The Avalon Hill Game Company, 1972) 

Aces High (World Wide Wargames, 1980) 



(ユニットの配置例)

(訳者注)

1. 使用するボードはルールに指示が無い。プレイヤー間で合意が得られた適当なへクスマップを使用するものとする。

2. “左スライド”とは 60 度の向き、左前方 1へクスに移動することをいう。”右スライド”も方向が右以外は同じ。但し、旋回

と異なり、機首の方向を変えてはいけない。

3. “衝突”は即墜落とみなす。両陣営の飛行機が衝突し墜落して、他に稼動機が存在しなければゲームは引き分け。

4. クリチカルヒットでパイロットが死亡した場合、その時点で墜落となり該当するプレイヤーは敗北する(提案: 死亡では

無く”負傷”とみなしエンジン損傷以下のペナルティーを全て適用しゲームを続行できるものとする。但し、観測手は元

ルール通り、即死亡とする)。

5. クリチカルヒットで燃料タンク貫通となった場合、着陸までは通常通り行動できるものとみなす。よって、その間に相手

側を撃墜し無事着陸できれば、該当するプレイヤーは勝利する(かもしれない)。

6. 着陸する場合、そのターン中に高度レベルが 0 になるよう直進のみで移動を行う。

7. エースパイロットルールはエースカードに関係なく、シナリオの指示で適用されるものとする。

8. 空中の障害(雲、気球)は、プレーヤーが合意したら導入できる。

a) 雲は無作為に位置決定できる方法で配置する。範囲はボード全域。

b) 気球は、一方の陣営が所有するものとする。ボードの半分から所持する陣営の側の何れかに配置する。

9. 地上部隊は、空中の障害と同じく合意により導入される。導入方法は上記 8-b)項と同じ。

10. 空中の障害、地上部隊を導入する場合は、所有していない陣営が不利になり易いので、非所有陣営の機数を増や

すなどバランスを考慮したローカルルールを導入すべき。

11. 地上部隊の”高度”とは、どの高度レベルまで対空射撃が届くかという数値である(明確化)。

12. ボードの流用例として”Richthofen's War”と”Aces High”のボードを挙げておく。


