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はじめに
　『ダウン・イン・フレイムズ』は第二
次世界大戦中の空戦を再現するカード
ゲームです。プレイヤーは戦闘機に乗り、
敵機を火

ダウン ・ イ ン ・ フ レ イ ム ズ
達磨にして撃墜することを目指

します。もちろん、敵機もあなたの後ろ
につこうとするから要注意！　手持ちの
カードを使って敵を攻撃したり、敵を翻
弄する機動をしたり、あるいは敵機の射
撃をかわしたり、常に冷徹な判断が求め
られます。『ダウン・イン・フレイムズ』
の空へようこそ！

セットアップ
　ゲームで使うカードには「アクション・
カード（手札として使います）」と「戦
闘機カード（テーブルの上に置きます）」
の 2種類があります。

左はアクション・カー
ド（エース）、右は航
空機（戦闘機）カード
（BF-109Eエーミー
ル）です。

カードの準備
　110枚のアクション・カードをシャッ
フルしてドロー・デッキをつくり、裏返
しにしてテーブル中央に置きます。あな
たと対戦相手は、対戦する年と勝利点
（VP）を決めます。

初対戦はイギリス軍のスピットファイアIとドイツ
軍のBF-109Eの組み合わせがよいでしょう。

　その後、2人は同時に、また秘密裏に
配備年とVPが超えない機体を選び、同
時に公開します。

　戦闘機カードを自分の手前に置き、基
本性能と同数のアクション・カードをド
ロー・デッキから引いて手札にします。
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高度の選択

　手札のアクション・カードを確認した
上で、自分の機体の開始時高度を「超低
空」「低空」「中空」の中からひとつ、秘
密裏に決めます。全員が決めたら同時に
公開します。
　どちらが先攻かをじゃんけんなどで決
め、先攻、後攻の順番で「ターン」を行
います。敵機を撃墜するか、両プレイヤー
が 6回ずつターンを終えるとゲーム終
了です。両プレイヤーが 1回ずつター
ンを終えると、1「ラウンド」が完了し
たことになります。

多人数プレイ
　以下のルールは対戦形式を前提にして
いますが、多人数プレイも可能です。選
択ルールを参照してください。

勝利条件
　相手を撃墜したプレイヤーが勝利しま
す。6ラウンドが終わっても両機とも撃
墜されなかったら、敵機により多くの
ヒットを与えたプレイヤーの勝利です。

戦闘機カード
　戦闘機カードは乗機を表します。

国籍
配備年

名称

速力
基本性能
特別な能力

耐久力

ターン前馬力
ターン後馬力

火力
連射性能
勝利点

　国籍と配備年：国籍と配備された年（西
暦）を示します。第二次世界大戦は枢軸
国（ドイツと日本）と連合国（イギリス、
ソ連、ポーランド、アメリカ）の戦いで
した。歴史的な戦いを再現したいなら、
枢軸国と連合国の機体で空中戦を行って
ください。
　名称：戦闘機の名称と型式です。
　速力：自分のターンの高速空戦機動手
順で、自機の速力と敵機の速力を比較し
ます。詳細は高速空戦機動手順を参照し
てください。
　基本性能：ターン前／ターン後ドロー・
カード手順でカードを引く時、手札枚数
が基本性能を超えてはなりません。

P-39Dの基本性能は5です。
手札に5枚ある時はカードを
引けません。手札が4枚なら
1枚だけカードを引けます。



3

　馬力：2つの数字があります。左は自
分のターン開始時に引けるカードの枚
数、右は自分のターンが終わった後で引
けるカードの枚数です。手札枚数が基本
性能を超える時は、そのぶんのカードは
引けません。
　連射性能：1ターンに中位の時に使用
できる連射数の上限です。優位なら＋1、
追尾なら＋ 3の修正がつきます。

P-47Dの連射性能は2です。
優位なら3連射、追尾位置な
ら5連射できます。

　火力：攻撃時に敵機に与えたヒットに
この値を加算します。

La-7の火力は+1です。「照
準」を使って敵機に1ヒット
を与えたら、+1して2ヒット
与えることになります。

　耐久力（主
エア・フレーム

桁）：この値と同数のヒッ
トを受けるとカードを裏返します（損傷
面）。既に損傷面の時は撃墜されます。

P.11cは2ヒットを受けると損傷面になります。合
計4ヒット以上を受けると撃墜されます。

特別な能力
　後部機銃：自分のアクション手順中、
自機に対して優位または追尾に位置の敵
機を後部機銃で射撃できます。この時は
火力を使用できません。

Bf-110Cは「照準」か「逆光
襲撃」を使用することで優位
または追尾位置にいる敵機
に対して、後部機銃で1連射
できます。

　次の攻撃時にヒットを追加する戦術
カードを使っていれば、後部機銃の射撃
でもヒットが追加されます。
例：Bf-110Cのプレイヤーが次の攻撃でヒッ
トに+1するカードを使用し、後部機銃で射撃
しました。この時は+1の修正がつきます。

　ターボチャージャー：開始時高度で「高
空」が選択可能です。また馬力修正では、
高空を中空に、超高空を高空にします。
　高運動性：自分のターンのアクション
手順につき 1回、アクション・カード 1
枚（何でも可能）を「シザース」として
使い、自機の相対位置を劣位から優位に
変更できます。敵機は出されたカードを
シザースとしてリアクションできます。
例：ポーランド軍P.11cは高運動性機です。「照
準」カードを「シザース」として使い、相対
位置を劣位から優位に変更できます。

　リアクション時に高運動性を使って、
何かのアクション・カードで敵のシアー
ズ機動に対抗することはできません。
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　弾幕射撃：自分のターンのアクション
手順で「照準」または「逆光襲撃」のカー
ドを「戦術：このターンの次の攻撃時＋
1ヒット」として使えます。
例：スピットファイア Iは弾幕射撃能力を持ち
ます。「照準」2枚を使えば、このターンの次
の攻撃で2ヒットが追加されます。

　爆撃力：キャンペーンで使用します。
　勝利点：空戦のバランス調整と勝敗判
定で使用します。
例：ポーランド軍P.11cのVPは3です。P.11c
を撃墜すれば3VPを得ます。

プレイの手順
　プレイヤーは自分の手番に以下のこと
を順番に行います。
1.	 ターン前ドロー・カード
2.	 高度調整
3.	 高速空戦機動
4.	 アクション
5.	 捨て札
6.	 ターン後ドロー・カード

ターン前ドロー・カード
　自機のターン前馬力と同数のカードを
ドローします（引きます）。手札枚数が
基本性能を超えてはなりません。

P.11cのターン前馬力は1で
す。ターン前ドロー・カード
手順開始時に手札が4枚あ
ると、カードを引くことができ
ません。

高度調整
　プレイヤーは自機の高度を維持する
か、上昇または降下できます。詳細は高
度ルールを参照。

高速空戦機動
　速力優勢を得るため、敵機 1機を選
びます。その敵機は同高度にいるもので
なければなりません。

アクション
　自機と同高度の敵機 1機を選び、優
位または追尾位置を取ろうとします。そ
のためにプレイヤーはアクションを、相
手はリアクションを行い、手札からカー
ドを使用します。アクション、リアクショ
ンの回数に上限はありません。
　プレイヤーは途中で優位／追尾位置を
取るのを諦めることができます。その時
は中
ニュートラル
位に戻ります。

　プレイヤーはこの手順中、複数の敵機
に対してカードを使用できます。

捨て札
　手札の中から何枚でもカードを捨てる
ことができます。

ターン後ドロー・カード
　自機のターン後馬力と同数のカードを
引きます。手札枚数が基本性能を超えて
はなりません。
例：ポーランド軍 P.11cのターン後馬力は「0」
なので、デッキからカードを引くことはできま
せん。
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戦闘機の損傷
　耐久力以上のヒットを受けると「損傷
状態」になります。カードを裏返して損
傷面にします（戦闘機が煙を吹いていま
す）。損傷面では性能が低下します。損
傷により基本性能が低下し、手札の枚数
を超えたとしても、超過分を直ちに捨て
る必要はありません。
　損傷面の耐久力以上のヒットを受けた
戦闘機は撃墜されます。カードをゲーム
から取り除き、手札のアクション・カー
ド全てが捨て札になります。

　ヒット数を記録するた
め、ヒット・マーカーを戦
闘機カードの上に置きま
す。損傷面になっても、ヒッ

ト・マーカーはそのまま引き継がれます。
ヒット・マーカーの合計が損傷面の耐久
力以上になると撃墜です。

例：ポーランド軍 P.11cが「照準」で1ヒッ
トを受け、その後 1ヒットを受けました。計 2
ヒットとなり、損傷面にします。2ヒット・マー
カーはそのまま引き継がれるので、あと2ヒッ
トを受けると撃墜されることになります。

勝利点
　敵機を撃墜するとそのカードに印刷
されたVPを得ます。敵機が損傷状態で
ゲームを終えれば、VPの半分（端数切
り捨て）を得ます。
例：ポーランド軍P.11c（3VP）が損傷面でゲー
ムを終えました。この時、相手は1VPを獲得
します。

アクション・カード
　各アクション・カードはそれぞれ複数
の使い方ができます。敵機を攻撃する、
あるいはその他の目的のために自機の位
置を調整したり（空

マニ ュ ー バ ー
戦機動）、相手が使

用するカードに対するリアクションを行
います。使用する時、その使い方を明言
します。

空戦機動値

カード名

連射数
アクション内容

リアクション時の効果
アクションで使用可能
リアクションで使用可能

　アクション・カードには、「攻撃」「リ
アクション」とその両方の性格を持つ 3
種類が存在します。
　カード左下のバーの色（赤または青色）
でカードの使用時期がわかります。

攻撃カード（赤色バー ×2）
　自分のターンに敵機に対し
て使うカードです。リアク

ションには使えません。

リアクション・カード（青色
バー ×2）
　自機に対して使われた相

手のカードに対応するためのカードで
す。対応できるカードは決まっています
（カード記載の説明参照）。リアクション
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により、アクションとリアクションの連
鎖が発生することがあります。

攻撃リアクション・カード（赤
＆青色バー）
　攻撃にも相手のカードの対

応にも使用できるカードです。
例：あなたが「照準」を使用したとします。
相手はそれに対して「バレル・ロール」で対
抗します。あなたは「ヨーヨー」で対抗します。
相手は「バーティカル・ロール」で対抗しま
す。あなたはそれに対抗するカードを持ってい
なかったら、「照準」カードはキャンセルされ
ます。

「空戦機動」カード
　ほとんどのカードは自分のターン中に
空戦機動として使用できます。空戦機動
により、自機と敵機との相対位置を変更
します。相対位置を変化できる量はカー
ド左上に印刷されています。この値以下
なら、好きなだけ相対位置を変化できま
す。カード使用時にどれだけの量を変化
させるのか宣言します。

「逆光襲撃」を空戦機動で使用すれば3以下の空
戦機動値を得ます。「ヨーヨー」を空戦機動で使用
すれば1の空戦機動値を得ます。空戦機動に使用
すると、その他の効果は使用できません（カードの
名称も関係なくなります）。

　自分が空戦機動カードをプレイした
ら、相手はカードを使用することでリア
クションできます。
例：あなたが空戦機動に「エース」を使用し
ました。相手は空戦機動にリアクション可能な
「急旋回」で対抗できます。

戦術カード
　「攻撃対象」「リアクション」の箇所に
「戦術」と印刷されたカードがあります。
戦術カードは自機に対して使用します。
相手はこのカードに対してリアクション
を行えません。

自分のターンに敵からの攻
撃を受けにくくするため「回
避機動」を戦術で使用しまし
た。この戦術に対し、相手は
対抗（リアクション）すること
ができません。

　攻撃対象に書かれた戦術は自分のター
ンのアクション手順に使用できます。リ
アクションに書かれた戦術はリアクショ
ン時に使用できます。

「＋1」ヒット・カード
　このターンの次の攻撃に＋ 1ヒット
を与える効果の戦術があります。この
カードは「照準」または「逆光襲撃」と
一緒に使用します。
例：「照準」を使って1ヒットを与えます。同
時に「急旋回」と「ヨーヨー」を使えば、3ヒッ
トを与えることになります。



7

カード・プレイ
　まず、あなたがカード 1枚を使用す
ることでアクションを起こします。相手
は、適切な「リアクション」を持つカー
ドがあれば、それを使って対抗できます。

例：あなたは「照準」を使用しました。相手は「リ
アクション」に「照準」を持つ「バレル・ロール」
で対抗できます。しかし「シザース」では「照
準」に対抗できません。

　相手がリアクションしたら、あなたは
それに対して対抗できます。リアクショ
ンできるカードがなくなるまでカードの
対抗は続きます。
　アクションを起こしたプレイヤーが最
後に対抗カードを出したのであれば、最
初に起こしたアクションは成功します。
相手が最後に対抗カードを出したのであ
れば、最初に起こしたアクションはキャ
ンセルされます。
　アクション解決後、そのアクションに
関して使われた全てのカードは捨て札に
なります。あなたは新たなアクションを
起こすことが可能です。
例：あなたは「照準」を使用します。相手は
対抗できるカードを持っていませんでした。「照
準」カードの指示に従い敵機にヒットが与えら
れます。
　あなたは劣位であり、優位の敵機に「バレル・
ロール」を使って中位にしたいと思いました。
相手は「ヨーヨー」を使い、あなたはそれに
対抗できるカードを持っていなかったため、「バ
レル・ロール」はキャンセルされました。
　中位であるあなたは「エース」を空戦機動
カードに使用します。空戦機動値は「4」です
が、2あれば追尾できるので「2」と宣言します。
相手は「急旋回」で対抗します。

あなたはそれに「シザース」で対抗します。
相手は「シザース」で対抗します。あなたは「バ
レル・ロール」で対抗しました。相手はそれ
に対抗するカードを持っていないため、2段階
の空戦機動に成功し、敵機の追尾位置につき
ました。

アクション・カードの詳細
　エース：自機に対して使
用されたあらゆるカード
（エースを含む）に対抗可
能。空戦機動カードとして
使用した時は最大 4段階、

位置を変更できます。
　バレル・ロール：劣位ま
たは被追尾の自機を中位に
します。「バレル・ロール」
「空戦機動」「シザース」「照
準」に対するリアクション

で使用できます。「空戦機動」には使用
できません。

　回避機動：アクションと
して自機に対して使用しま
す。次の自分のターンまで、
この機体に対する「照準」
または「逆光襲撃」の連射

コストが 1増えます。また相手が自機
に対して「照準」「逆光襲撃」アクショ
ンを成功させた時（または自身が「性能
限界突破」を使用した時）に使用できま
す。その場合、受けたヒットが 2減少
します。値 2の空戦機動カードとして
も使用できます。
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　照準：アクションに成功
すれば敵機にヒットを与え
ます。カードの使用には 1
以上の連射数を使用しま
す。また 1-3 の値を持つ

空戦機動カードとしても使用できます。
カードには副題がついていますが、リア
クション時には副題は無視します。
例：「照準」「照準（燃料タンク）」「照準（ジ
ンキング）に対して「バレル・ロール」でリア
クションできます。

　照準（燃料タンク）：敵機
はヒットを受けませんが、
この攻撃を防げないと撃墜
されます。「回避機動」で
撃墜は回避できません。
　照準（ジンキング）：「照
準」「逆光襲撃」に対する
リアクションで使用できま
す。

　逆光襲撃：「照準」同様
に使用します（デッキ内の
枚数は少なめです）。空戦
機動カードとして使用すれ
ば 3 段階の相対位置変更

が可能です。
　性能限界突破：自機に対
していつでも使用できま
す。自機は 1 ヒットを受
けますがデッキからカード
3枚を引きます。空戦機動

カードとして使用すれば 1段階の相対
位置変更が可能です。

　シザース：アクションに
成功すれば劣位の自機を優
位に変更します。「シザー
ス」「ヨーヨー」「急旋回」
へのリアクションで使用で

きます。空戦機動カードとして使用すれ
ば 1段階の相対位置変更が可能です。

　急旋回：自機に対するア
クションとして使用すれ
ば、このターンの次の攻撃
で追加 1 ヒットを与えま
す。「急旋回」「空戦機動」

「バレル・ロール」「照準」へのリアクショ
ンで使用できます。空戦機動カードとし
ては使用できません。

　バーティカル・ロール：
自機に対するアクションと
して使用すれば、高度を 1
段階上げるまたは下げるこ
とができます。「バーティ

カル・ロール」「逆光襲撃」「照準」「ヨー
ヨー」へのリアクションで使用できます。
空戦機動カードとして使用すれば 2段
階の相対位置変更が可能です。

　ヨーヨー：自機に対する
アクションとして使用すれ
ば、このターンの次の攻撃
で追加 1 ヒットを与えま
す。「ヨーヨー」「急旋回」「シ

ザース」「バレル・ロール」「バーティカ
ル・ロール」へのリアクションで使用で
きます。空戦機動カードとして使用すれ
ば 1段階の相対位置変更が可能です。
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自機と敵機とは図のように5種類の相対位置を取ることになります。

中位
ゲーム開始時は全機が中位の
状態です。自機と敵機の機首を
向け合います。中位では連射性
能に修正はありません。
例：プレイヤーのスピットファイ
ア I は中位の状態なので、
Bf-109Eに対して2の連射性
能を持ちます。

優位
自機の機首を敵機の側面に向
けます。優位にある時、連射性
能が1増えます。
例：プレイヤーのスピットファイ
アIはBf-109Eに対して優位の
位置にあるので、連射性能が1
増えます（計3）。

追尾
自機の機首を敵機の背後に向
けます。追尾位置にある時、連
射性能が3増えます。
例：プレイヤーのスピットファイ
アIはBf-109Eに対して追尾の
位置にあるので、連射性能が3
増えます（計5）。

劣位
敵機の機首を自機の側面に向けます。自機
は優位にある敵機に対し、「照準」「逆光襲
撃」で攻撃することはできません。

被追尾
敵機の機首を自機の背後に向けます。自機
は追尾している敵機に対し、「照準」「逆光襲
撃」で攻撃することはできません。

自機と敵機の相対位置
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相対位置
　自機と敵機の位置は「相対位置」で表
します。同高度の敵機とのみ相対位置を
決める必要があります。両者のカードの
向きにより相対位置を表示します。
　中位：敵機と交戦状態にない戦闘機の
状態を中位と呼びます。
　交

エ ン ゲ ー ジ
戦状態：敵機と自機との相対位置が

「優位」「追尾」「劣位」「被追尾」のいず
れかの時、交戦状態です。自機は同時に
1機の敵に対してのみ優位または追尾を
取れます。
　自機は同時に 2機以下の敵に対して
劣位になります。同様に 1機の敵に対
してのみ被追尾になります。中位機が敵
機に対して優位／追尾位置につこうとす
る時、その場所が空いていなければなり
ません。

例：2機のBf-109Eがスピットファイアに対して優
位の位置についています。3機目が交戦状態にな
るのであれば、（1）中位からスピットファイアを攻
撃する、または（2）2以上の空戦機動を使ってス
ピットファイアに対して追尾位置を取らなければ
なりません（優位の位置が2カ所とも塞がっている
ため）。

　敵機に対して自機が優位／追尾位置に
ついている時、別の敵機を目標にするた
めには、前の敵機に対して持っていた相
対位置を捨てなければなりません。
例：Bf-109Gグスタフが P-47Dを追尾して
います。グスタフは「照準」でP-47Dを撃ち
ました。その後グスタフはその相対位置を捨て
てP-51Dに対して空戦機動を行い、「逆光襲
撃」で射撃しました。さらに「バレル・ロール」
を使って高度を変え、P-51Dに対する相対位
置も捨てました。

速力による機動
　速力は高速空戦機動手順で使用しま
す。自機が被追尾、劣位、中位の時、同
高度にいる敵機と速力を比較します。自
機の速力が敵機より 1優っているごと
にフリーで（カード使用なしに）1段階
の空戦機動を行えます。手札から値 1
の空戦機動カードを使用したのと同じよ
うに処理します。
例：Bf-109Eエーミール（速力2）がグラジエー
ターII（速力1）と空戦を行っています。エーミー
ルはグラジエーターに対して値 1の空戦機動
を行えます。
　P-51D（速力3）がKi.27九七式戦闘機（速
力1）と空戦を行ったら、P51Dは九七戦に
対して値 1の空戦機動を2回行えることにな
ります。

　自機が敵機に対して追尾／優位にある
時、被追尾／劣位の敵機との速力を比較
します。その相対位置を捨てれば、別の
敵機との速力を比較できます。
　速力差によって行える空戦機動は速力
を比較した敵機にのみ使えます。別の敵
機に使用することはできません。
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高度

　「超低空」「低空」「中空」「高空」「超高空」
の 5段階の高度が存在します。

馬力への影響
●超低空：ターン前馬力＋ 1、ターン後
馬力＋ 1
●低空：ターン前馬力＋ 1
●中空：影響なし
●高空：ターン前馬力−1
●超高空：ターン前馬力−1、ターン後
馬力−1

高度変更
　自分のターンの高度調整手順で、自機
の高度を維持するか、1レベル上昇また
は降下するかを決めます。必要に応じて
高度マーカーを交換して置きます。
　1レベル上昇すると手札からアクショ
ン・カードを 1枚捨てます。これは上
昇により運動エネルギーが損なわれるこ
とを表しています。
例：手札 5枚を持っていて、高度調整手順に
1レベル上昇すると、手札を1枚捨てて4枚
にします。手札 0枚の時は上昇できません。

　1レベル降下するとデッキからカード
1枚を得ます。これは運動エネルギーを
獲得したことを表しています。

例：手札 6枚を持っていて、基本性能 6の機
体が高度調整手順に1レベル降下しました。
手札が7枚になりますが、手札 1枚が追加さ
れます。

失速
　馬力 0で高度修正のために−1になる
時は、直ちに手札 1枚を捨てなければ
なりません（手札がない時は高度を 1
レベル落として 1枚を得ます）。
　カードを捨てなければならないアク
ション（上昇など）で手札にカードがな
い時、そのアクションは実行できません。

高度変更に対するリアクション
　自機が敵機に対して追尾／優位にあっ
て、敵機が高度変更した時、それに応じ
て自機の高度を変更できます。
　優位にある時は手札 1枚を捨てると
直ちに高度を変更します。追尾なら手札
を捨てる必要なく高度を変更します。
　それに加えて上昇なら手札から 1枚
を捨て、降下なら 1枚を引きます。

例：劣位の戦闘機が自分のターンに上昇します
（高度調整手順または「バーティカル・ロール」
の使用）。優位の戦闘機がこれに追随するには
カード1枚を捨てなければなりません。その後、
両機は上昇したことによってカード1枚を捨て
なければなりません。
　被追尾戦闘機が自分のターンに降下しまし
た。追尾機がこれに追随するのにカードを捨て
る必要はありません。その後、両機は降下し
たことによってカード1枚を得ます。
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相対位置の連鎖
　複数の戦闘機の相対位置が連鎖するこ
とがあります。連鎖の先頭にいる機体か
ら後ろにいる機体の順番で、高度を変更
するかどうかを決めます。

例：P-51Dが高度を変更したら、Bf-109Gが追従
するかどうかを決めます。高度を変更して現在の
相対位置を保持するなら、今度はP-47Dが高度
を変更するかどうかを決めます。Bf-109Gが高度
を変更しないとP-51Dに対する追尾位置を失い
ますが、P-47DはBf-109Gに対して優位の位置
を保持したままです。

爆撃機
　戦闘機と異なり、爆
撃機は敵機からの攻撃
を受けた時にリアク
ションします。爆撃機
には「基本性能」「馬力」
「連射性能」「火力」が
ありません。その代わ

り機銃防御と機銃支援の値を持ちます。
　爆撃機は戦闘機同様「速力」を持ち、
戦闘機による高速空戦機動を判定する時
に使用します。

爆撃機の高度
　爆撃機カードに飛行する高度が印刷さ
れています。任務中に高度を変更するこ
とはありません。

爆撃フォーメイション
　任務開始時、自分の爆撃機で編隊を組
みます。全機同じ向きに揃え、縦か横に
必ず 1機以上の同高度を飛行する別の
爆撃機を置きます（下図の例参照）。
　任務中、爆撃機は編隊を崩すことがで
きません。爆撃機が撃墜されるなどで穴
が空いた時は、敵戦闘機がその場所を利
用可能になります。
　高度の異なる爆撃機は異なる編隊に属
します。

#1

#2

#3
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爆撃機に対する攻撃
　高速空戦機動またはアクション手順
で、攻撃したい敵爆撃機を決めます。自
分で目標を決めたい時は速力 1ポイン
トまたは空戦機動値 1以上のアクショ
ン・カード 1枚を捨てます。そうしな
い時は相手（爆撃機側）が目標を決めま
す。最後列に1機だけ爆撃機がいる時は、
コストなしでそれを目標にできます。

例：編隊 #3の場合、コストなしで最後列の
Do-17Zを目標にできます。編隊内のそれ以
外の爆撃機を目標にしたい時は速力1または
空戦機動値 1以上のカード1枚を捨てます。

　戦闘機は通常通り、中位、優位、追尾
の位置にいる時、爆撃機を攻撃できます。
編隊内の爆撃機の位置により、攻撃する
戦闘機が一部の相対位置につけないこと
があります。戦闘機は常に中位から爆撃
機を攻撃できます。
　爆撃機に対する最後の攻撃を終えた戦
闘機は、爆撃機との関係性が中位に戻り
ます。戦闘機との空戦と異なり、爆撃機
との相対位置を継続できません。

速力
　高速空戦機動手順中、戦闘機に対して
行うのと同様、速力をもって目標の選択、
及び空戦機動を行えます。速力が 1上
回っていれば目標を選択でき、さらに上
回っていれば 1につき相対位置を 1段
階変更できます。

例：速力3の戦闘機に対し、同高度に爆撃機
2機（前後）の編隊（速力1）がいます。戦
闘機は後ろの爆撃機を目標にし、速力2ポイ
ントを使って追尾位置につきました。
　2×2の4機の爆撃機編隊を攻撃します。目
標選択にコストを使いませんでした。相手は左
前方の爆撃機を指定しました。速力1ポイン
トを使って優位を取りましたが、後方に爆撃
機がいるため、追尾位置は取れません。

空戦機動カード
　高速空戦機動同様、空戦機動カードを
使って爆撃機との相対位置を決めること
ができます。空戦機動値 1を使って目
標を決め、残りの値で相対位置を変更す
るわけです。
例：戦闘機が敵爆撃編隊に対して速力が1大
きければ、その1ポイントを使って目標を選定
できます。空戦機動 1のカードを使って優位
を取り、さらに空戦機動 1のカードを使って
追尾位置につきます。
　空戦機動 3のカードを使用します。1ポイ
ントで目標を決め、残りの2ポイントで追尾位
置につきます。

このフォーメイションの時、後
方の爆撃機を撃墜してからで
ないと、先頭の爆撃機に対し
て追尾位置につけません。
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爆撃機の機銃座
　戦闘機と異なり、爆撃機用の手札はあ
りません。その代わり、攻撃を受けた時
にはデッキからカードを引いて一時的な
手札とします。戦闘機による攻撃が終
わったら、その時点で残っている爆撃機
用の手札全てを捨てます。
　敵戦闘機が自分の爆撃機を攻撃しよう
とした最初の時点で、その爆撃機の機銃
防御＋縦横に接する全ての爆撃機の機銃
支援の値と同数のカードをデッキから引
いて手札にします。
例：B-24Dリベレーターが前後にいる編隊で
後ろを攻撃した時、爆撃機は5（自身の機銃
防御）＋2（前方の機銃支援）＝7枚の手札
を引きます。
　横一列 3機の Ju-87Bスツーカを攻撃する
時、端を目標にした時は手札 3枚、真ん中を
攻撃した時は手札 4枚が引かれます。

爆撃機のアクション・カード
　爆撃機用の手札は、
戦闘機のアクションに
対するリアクションと
して 1 枚ずつ使用で
きます。爆撃機が使用
できるのは「照準」「逆
光襲撃」、＋ 1ヒット
を与えるカード、燃料
タンク停止（燃料タン
クへの被弾を無効化）
のカードです。

例：横並びのB-24Dリベレーター 2機をBf-
109Eエーミールで攻撃します。速度差は1
ありますが、どちらも同条件の目標なので相手
に目標を決めてもらいます。爆撃機側は7枚
の手札を得ます。また目標選定に対して対抗
することはできません。速度差1ポイントを使っ
て優位を取ろうとします。爆撃機は「逆光襲
撃」で対抗します。戦闘機は「バーティカル・
ロール」で対抗します。エーミールは爆撃機
に対して優位を取りました。次に「ヨーヨー」
を値 1の空戦機動カードとして使い、追尾位
置を取ろうとします。爆撃機は「照準● 2連
射、2ヒット」のカードで対抗します。戦闘機
側に防御カードがないため、2ヒットを受けま
す。最後に戦闘機が「照準●3連射、3ヒッ
ト」を使用します。爆撃機はヒットを受けますが、
「照準● 2連射、2ヒット」を使い、戦闘機
はさらにヒットを受けます。爆撃機はまだ「照
準」を持っていましたが、戦闘機側のアクショ
ンが終わったため、それを使用することはでき
ません。

爆撃機のリアクション制限
　爆撃機のカードに対して戦闘機がリア
クションした時、そのカードに対抗する
ことはできません。

例：戦闘機が爆撃機に「逆光襲撃」を使用し
ました。爆撃機は「照準」で対抗して戦闘機
にヒットを与えました。戦闘機は「急旋回」で
ヒットをかわしました。爆撃機は「急旋回」に
対抗してカードを出すことができません。

　爆撃機は「爆撃機：」と書かれた効果
しか使用できません。

例：「照準（ジャンキング）」には「爆撃機：
−1ヒット」の効果があります。爆撃機がこの
カードを使っても「照準」「逆光襲撃」に対抗
することはできません。
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爆撃機ヒット軽減カード
　爆撃機が使用できる
カードの中には爆撃機
に対するヒットを軽減
する、または燃料タン
クへの攻撃を無効にす
るものがあります。戦
闘機は、自身に対する

ヒットに対抗してカードを出せますが、
爆撃機に対するヒットの軽減または燃料
タンクへの攻撃無効に対抗してカードを
使用することはできません。

例：戦闘機が「照準、3ヒット」と「急旋回」
2枚（追加 2ヒット）を爆撃機に使用しました。
爆撃機は「照準、1ヒット。爆撃機：−1ヒッ
ト」を使用します。爆撃機は4ヒットを受け、
戦闘機も1ヒットを受けます（戦闘機はこのヒッ
トに対してはリアクション可能です）。

爆撃機＋1ヒット・カード
　「爆撃機：＋ 1ヒッ
ト」のカードは「照準」
「逆光襲撃」とともに
使用します。

例：爆撃機が「急旋回」2枚と「逆光襲撃」
1枚を引きました。戦闘機が爆撃機に対する
空戦機動を試みた時、戦闘機は「逆光襲撃」
を回避できないと「急旋回」による＋2修正
つきの「逆光襲撃」を受けることになります。

爆装戦闘機
　戦闘機は爆装できます。
キャンペーン・マップで戦
闘機が目標に向かっている
時は爆装しています。爆装

戦闘機は爆撃機として扱います。ターン
前馬力を機銃防御、ターン後馬力を機銃
支援の値とします。爆装マーカーをカー
ドの上に置き、爆装していることを示し
ます。
　高度は通常通り決めます。爆装戦闘機
は任務中、高度を変更できません。爆装
戦闘機と同高度に爆撃機がある時は同じ
編隊を組みます。
　爆撃機側のプレイヤーが望めば、任務
ターンの開始時に爆装戦闘機の爆弾を投
棄できます。以後、その戦闘機は編隊か
ら離れ、爆装マーカーを取り除き、直ち
にその戦闘機の基本性能と同数のカード
を引いて手札とします。以後、任務が終
了するまで戦闘機として扱います。

キャンペーン・プレイ
　「キャンペーン」とは、第二次大戦中
に行われた航空作戦を、複数回の連続す
る空戦で再現するものです。キャンペー
ンの間、1人が枢軸国を、相手が連合国
を受け持ちます。どのキャンペーンをプ
レイするか、キャンペーン・シートを選
んでください。

プレイヤー・ログ（ルールブック巻末）
　キャンペーン名と任務情報をプレイ
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ヤー・ログに記録します。コピーしてお
使いください。

キャンペーンの期間
　各キャンペーンは 1回以上の任務で
構成されます。各キャンペーンで必要な
任務、及び各任務のターン数はキャン
ペーン・シートに記載されています。

例：「ポーランド1939」は全部で4回の任務
を行い、各任務は6ターン行います。

主導権の決定
　最初の任務はど
ちらが主導権を持
つのか明記されて

います。2回目以降の任務は、前任務の
目標の状態に基づいて主導権側が決まり
ます。目標の状態は「無傷」「損傷」「破
壊」のいずれかです。

攻勢方向（矢
印）
　キャンペー
ン・マップ上、
赤色の矢印は
枢軸軍、青色
の矢印は連合

軍の攻勢方向を示します。矢印によりど
こから、どこへ向けて攻勢が行われるの
かが示されます。

最初の任務
　「スタート」の記載がある矢印が最初
の任務になります。
例：「ポーランド1939」では枢軸軍は#1、
#2、#3、#4、#6の 5つから最初の任務を
選びます。

　敵地奥深くへ侵攻する任務ほど高い
VPを得られます。

航空機アイコン
　矢印につけられたアイコンは、その任
務で自動的に登場する爆撃機です。アイ
コン 1つにつき 1機が登場します。両
プレイヤーはオプションでその任務に登
場する機体を追加できます。防御側は「迎
撃機：」欄に表示されている戦闘機を迎
撃機として自動的に受け取れます。その
キャンペーンで使用できる機種はシート
下部に記載されています。

複数機の飛行
　複数機を飛行させる時は選択ルールを
参照してください。

目標の支配
　攻撃任務終了
時、目標の状態が
損傷（ダメージ）
または破壊なら、

プレイヤーはその目標を「支配」したこ
とになり、そこから伸びる自軍の矢印に
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従って任務を行えるようになります。目
標を損傷または破壊したらマーカーを置
いてそのことを表示します。以後、その
目標を攻撃することはできません。
　目標が無傷の時はその目標を支配でき
ません。そこから先の任務は行えません。
その後の任務で主導権を取れば、その目
標に対する任務を遂行可能になります。
　枢軸軍、連合軍とも複数の目標を攻撃
できます。どちらかが支配する目標を他
方が攻撃することができます。支配下の
目標が攻撃され、損傷または破壊した時
は、古い支配マーカーを取り除いて新し
い支配マーカーを置きます。

主導権
　自分の攻撃任務で目標の破壊に成功す
れば、主導権を持ったままで次の任務を
選択します。無傷または損傷なら、次の
任務は相手が主導権を持ちます。

目標の爆撃値とVP

攻撃を行う爆撃機
目標番号
目標シンボル

損傷／破壊に必要な
爆撃力
高射砲値

　目標には損傷／破壊するために必要な
爆撃力が記載されています。スラッシュ
の左が損傷に必要な爆撃力、右が破壊に
必要な爆撃力です。損傷に必要な爆撃力
未満の時は無傷になります。

例：飛行場の爆撃値が「5/10」の時、爆撃
した爆撃機の爆撃力合計が0-4は無傷、5-9
なら損傷、10以上なら破壊になります。

目標のタイプ
　各キャンペーンに登場する目標には
様々な種類があります。

　戦車：移動中、または友軍と
戦闘中の機甲部隊を表します。
　歩兵：移動中、または友軍と
戦闘中の歩兵部隊を表します。
　工場：重要な生産工場です。

　橋梁：道路または鉄道網上に
存在する重要な橋です。
　飛行場：戦闘機または爆撃機
隊が使用する飛行場です。
　輸送船：重要な軍需物資を輸
送する輸送船です。
　航空母艦：空母機動部隊です。

　鉄道線：鉄道網の重要地点を
表しています。

オプション
　各プレイヤーは各任務で 1つだけオ
プションを選べます。また各オプション
はキャンペーン中に 1回だけ選べます。
　以下、キャンペーン中に選択できるオ
プションの内容です。各キャンペーンで
選択できるオプションはシートに記載さ
れています。一部のオプションはルール
に反する内容ですが、その場合はオプ
ションを優先適用します。
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　高度：任務開始時、自分の全ての爆撃
機の高度を通常より 1レベル上または
下にします。
　爆撃力：全ての敵爆撃機の爆撃力から
1を引く、または全ての自軍爆撃機の爆
撃力に 1を加えます。
　機銃防御：全ての敵爆撃機の機銃防御
値から 1を引く、または全ての自軍爆
撃機の機銃防御値に 1を加えます。
　戦闘機／爆撃機：プレイヤーは指示さ
れた数の戦闘機または爆撃機をその任務
に追加できます。オプションで追加され
た戦闘機は爆装していません。
例：「スピットファイア	I×1」ならスピットファ
イア	Iを1機、受け取ります。

　高射砲：敵の高射砲値を減ずる、また
は自軍の高射砲値を増やします。
　燃料：任務の最終ラウンドを始める前
に敵戦闘機を全て取り除きます。
　後部機銃：全ての敵機の後部機銃値か
ら 1を引く、または自軍機の後部機銃
値に 1を加えます。
　遅延：敵戦闘機は通常通り高度を決め、
最初のカードを受け取りますが、第 1
ラウンドには何もできません。また、あ
らゆる行動の対象にもなりません。
　搭乗員名：航空機名に続く括弧内は搭
乗員の名前です。マーカーを使用してく
ださい。搭乗員の乗機を撃墜したら、そ
の搭乗員のVPも獲得します。
　減点：このオプションを使用すると自
分のVPが減じられます。
　加点：このオプションを使用すると自
分のVPが加算されます。

　物資不足：任務開始時、全ての敵機に
1ヒットを与えます。
　太陽を背に：任務開始時、自軍の全戦
闘機に追加でカードが与えられます。
　支援：自軍の全爆撃機の機銃支援値を
1増やします。または敵の全爆撃機の機
銃支援値を 1減じます。
　重要任務：この任務で自軍が獲得した
VPは 2倍になります。
　強風：任務開始時に、指定された数だ
けターン数を増やすか減らすかを決めま
す。

高射砲の配備パターンの選択
　任務開始時、両プレイヤーが選択した
オプションを公開した後で、防御側はそ
の任務における高射砲の配備パターンを
密かに選択します。任務終了時、攻撃側
は生き残った爆撃機の爆撃パターンを決
めます。高射砲は爆撃機が爆撃する前に
ヒットを与えます。
　高射砲のパターンには「分散」「通常」
「密集」の 3つがあります。

　分散：全ての爆撃機に高射
砲値の半分のヒットを与えま
す。
　通常：全ての爆撃機に高射
砲値と同数のヒットを与えま
す。ただし爆撃機が通常また

は密集爆撃パターンをとった時に限定さ
れます。

　密集：全ての爆撃機に高射
砲値の 2倍のヒットを与え
ます。ただし爆撃機が密集爆
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撃パターンをとった時に限定されます。

例：目標の高射砲値が2、分散配備パターン
を選択したら、全ての爆撃機は1ヒットを受け
ます。
　目標の高射砲値が2、通常配備パターンを
選択したら、爆撃機が分散爆撃パターンの時
はヒットを受けません。通常または密集爆撃パ
ターンなら2ヒットを受けます。
　目標の高射砲値が2、密集配備パターンを
選択したら、爆撃機が分散または通常爆撃パ
ターンの時はヒットを受けません。密集爆撃パ
ターンなら4ヒットを受けます。

　高射砲の配備パターンを決めたら、裏
面を見せないようにマーカーをキャン
ペーン・マップの上に置きます。任務が
終了し、攻撃側が爆撃パターンを決めた
後で高射砲の配備パターンを明らかにし
ます。
　高射砲値または爆撃力に対する修正を
適用した後で、半減（分散の場合）また
は 2倍（密集の場合）します。

例：任務のオプションで高射砲値が＋2され
ました。目標の高射砲値は2です。分散配備
なら2ヒット、通常配備なら4ヒット、密集
配備なら8ヒットを与えます。

任務の解決
　爆撃機と爆装戦闘機の例外を除き、
キャンペーンにおける任務は空中戦と同
じように解決します。主導権を持ってい
る側が、その任務では先攻になります。
　攻撃側の全機が撃墜されたらその時点
で任務終了です。防御側の全機が撃墜さ
れるか最終ターンが終了したら爆撃パ
ターン手順へ移行します。

爆撃パターンの選択
　目標に到達した＝撃墜されなかった爆
撃機各機の爆撃パターンを決めます。爆
撃は同時に、目標に対してのみ行われま
す。損傷した爆撃機はカードに書かれて
いる通り、爆撃力が低下することに注意
してください。

　通常：通常爆撃パターンを
選択した爆撃機はカード記載
の爆撃力と同数を目標に対し

て使用します。
例：B5N2九七式艦上攻撃機が通常爆撃パ
ターンを行うと14爆撃力を使用します。損傷
状態なら8爆撃力に低下します。

　密集：密集爆撃パターンを
選択した爆撃機はカード記載
の爆撃力の 2倍を目標に対

して使用します。
例：B5N2九七式艦上攻撃機が密集爆撃パ
ターンを行うと28爆撃力を使用します。損傷
状態なら16爆撃力を使用します。

　分散：分散爆撃パターンを
選択した爆撃機はカード記載
の爆撃力の半分を目標に対し

て使用します。
例：B5N2九七式艦上攻撃機が分散爆撃パ
ターンを行うと7爆撃力を使用します。損傷
状態なら4爆撃力を使用します。

高射砲の処理
　攻撃側は爆撃機の爆撃パターンを宣言
したら、防御側は高射砲の配備パターン
を明らかにします。
　爆撃パターンと配備パターンの組み合
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わせに従い、爆撃機にヒットを与えます。
高射砲の射撃を阻止したり回避したりす
ることはできません。
例：B5N2九七式艦上攻撃機が無傷のまま、
高射砲値 2の目標に到達しました（14 爆撃
力）。攻撃側は通常爆撃パターンを選択しまし
た。防御側が高射砲の配備パターンを明らか
にしたところ、分散配備を選択していました。
九七式艦上攻撃機は1ヒットを受け、14 爆
撃力が使用されます。

目標に対する爆撃
　高射砲によるヒットを爆撃機に適用
し、爆撃機が爆撃力を使用したら任務完
了となります。

任務の成否
　目標が無傷なら、攻撃側の VP は 0、
防御側はその目標が破壊された時のVP
を獲得します。
　目標が損傷したら、攻撃側は損傷に必
要な爆撃力と同数のVPを獲得し、防御
側はVPを得られません。
　目標を破壊したら、攻撃側は破壊に必
要な爆撃力と同数のVPを獲得し、防御
側はVPを得られません。
　また、両プレイヤーは敵機を撃墜、損
傷させることでVPを獲得します。

例：連合軍は任務中にBf-110Cを撃墜しま
した。これにより10VPを獲得します。
　連合軍は目標を破壊しました。その目標を
破壊するのに必要な爆撃力をVPとして獲得し
ます。これは敵機撃墜によるVP（10VP）に
加算されます。

勝利点の記録
　キャンペーンの勝敗（後述）は全ての
任務が終了した後で判定されます。任務
が終わるたび、両プレイヤーがその任務
で獲得した VPを計算し、連合軍の VP
から枢軸軍のVPを引いたものをキャン
ペーン・ログに記録していきます。
例：枢軸軍が敵戦闘機 1機を撃墜（3VP）、
目標を破壊（10VP）したことで計 13VPを
獲得しました。連合軍は枢軸軍戦闘機 2機を
撃墜して20VPを獲得しました。この任務で
は連合軍が7VP上回っています。
　枢軸軍が任務中に30VPを獲得し連合軍が
20VPを得た場合、合計は -10VPになります。

キャンペーンの勝敗
　最後の任務が完了すると、それまで両
軍が獲得したVPを比較し、キャンペー
ン・マップの勝敗表を参照して結果を判
定します。

例：昼間爆撃 1944キャンペーン終了時、連
合軍の総 VPは 180、枢軸軍は60でした。
その差は120で、勝敗表を参照すると「連合
軍辛勝」の結果になりました。

選択ルール
僚機
　友軍戦闘機 2機を使って長機（リー
ダー）／僚機（ウィングマン）の編隊を
組むことができます。1機を長機、もう
1機を僚機に指定してください。僚機の
ターン開始時に長機と異なる高度にいた
ら、長機に近づくように高度を調整しな
ければなりません。長機が敵機と交戦状
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態（追尾、優位、劣位、被追尾）になれば、
僚機はその敵機に対してしかカードを使
用できません。長機はターン前馬力に＋
1し、僚機はターン後馬力に＋1します。

チーム戦
　3人以上でゲームをすることも可能で
す。両チームのVP合計が同じになるよ
うに編成してください。主導権を持って
いるチームから先に、チームごと交互に
1人ずつターンを行います。チーム内で
は、誰から先にターンを行うのか自由に
決めることができます。
例：枢軸軍 2人、連合軍 3人のチーム戦で
す。主導権側の枢軸軍が各ラウンドの先攻に
なります。まず、枢軸軍の1人がターンを行
います。次に連合軍の1人がターンを行いま
す。続いて枢軸軍の残りの1人がターンを行
います。最後に残った連合軍の2人が、任意
の順番で1人ずつターンを行います。
　チーム内の順番を固定する必要はあり
ません。ラウンドごとに変更できます。

例：次のラウンドも枢軸軍が先攻です。しか
し前のラウンドで最初にターンを行ったプレイ
ヤーがこのラウンドも先にターンを行う必要は
ありません。

複数機の飛行
　1人で複数機を操ることが可能です。
その場合でも各機は 1人のプレイヤー
が操っているものとして、独立した手札
を用意します。

　誰がどの機体を受け持って
いるのか明確にするために
数字マーカーを使用します。

同じ番号が 2個用意されているので、1
個を航空機カードの上に、同じ番号を持
つもう1個を受け持っているプレイヤー
の手元に置きます。

　数字マーカーの裏面の数
字は白抜きになっています。
ターンを終えた航空機カード

に置かれているマーカーを裏返してその
ことを表示します。

また、未行動／行動
済マーカーを使って
どの航空機がターン

を終えたのか表示することもできます。
　複数の敵機と交戦状態にある時、自機
が使用するカードは、そのうちのどの敵
機に対して使用するのか宣言しなければ
なりません。

例：プレイヤーが「シザース」を使用した時、
敵機 2機が自機の優位についていました。プ
レイヤーはどちらの敵機に対してカードを使う
のか決めなければなりません。対象にならな
かった敵機に対しては「シザース」の影響は
ありません。

異なる敵機に対する連射
　プレイヤーの各機は、1ターンに 1回
だけカード記載の連射性能を使用できま
す。また何機の敵機に対して優位／追尾
位置についたとしても、1ターンにつき
優位につくことで 1、追尾することでさ
らに 2、連射数を得ます。連射数は、カー
ド記載のもの、優位について得られたも
の、追尾することで得られたもの、の順
番で使用します。1ターンの間にカード
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記載の値＋ 3を超える連射数を用いる
ことはできません。

例：プレイヤーの戦闘機の連射性能は「0」
です。優位につくことで＋1されました。「照
準」で1連射を行います。その後、その目標
の相対位置を捨てました（連射性能 0）。新た
な目標に対して優位についたとしても、既にこ
のターンの優位による修正を得ているため、射
撃することはできません。追尾位置につければ、
＋2の修正がついて2連射が可能です。追尾
による修正も使ったら、このターンの間には射
撃することができません。

バトルロイヤル
　敵味方の区別なく、多人数で空戦を行
えます。各ラウンド、ランダムにプレイ
の順番を決めます。

太平洋／ヨーロッパ戦域の違い
　アクション・カード 110 枚のうち、
55 枚は太平洋戦域、残る 55 枚はヨー
ロッパ戦域を表すものです。このゲー
ムを 2セット用意して太平洋戦域だけ
110 枚、ヨーロッパ戦域だけ 110 枚の
デッキをつくり、ヒストリカルにゲーム
を楽しめます。

ラージ・デッキ
　このゲームを複数所有している場合、
アクション・カードを数セットぶん組み
合わせて、1デッキの枚数を増やすこと
が可能です。

ラージ・キャンペーン
　キャンペーンの規模を拡大してプレイ

することもできます。キャンペーン開始
時に拡大率（通常の 2倍にする、3倍に
するなど）を決めます。各任務で受け取
る航空機、迎撃機、オプションで得られ
る航空機、損傷／破壊値を、その係数だ
け乗じます。任務完了後に獲得したVP
をその係数で割ります（端数切り捨て）。
例：「ポーランド1939」キャンペーンを3倍
の規模でプレイすることにしました。最初の任
務で枢軸軍は目標 #3の飛行場を攻撃するこ
とにします。また枢軸軍はオプション#1を、
連合軍はオプション#2を選びました。
　通常のキャンペーンなら枢軸軍はスツーカを
1機とBf-110Cを1機、連合軍はP.11cを
2機（1機はオプション、もう1機は迎撃機）
を受け取り、枢軸軍戦闘機は第 1ターンは不
在です。目標は4爆撃力で損傷、8で破壊さ
れます。
　3倍規模のキャンペーンなので、枢軸軍は
スツーカを3機、Bf-110Cを3 機、連合軍
はP.11cを6 機受け取ります。第 1ターン、
枢軸軍戦闘機は不在です。目標は12爆撃力
で損傷、24で破壊されます。
　いずれの場合も高射砲値は2です。任務終
了時、枢軸軍が 30VP、連合軍が 13VPを
獲得していたらそれぞれ3で割って10VPと
4VPとして計算します（-6VP）。

バランス調整VPと戦闘機のVP
　通常の空戦（キャンペーンは関係なし）
で、敵機より自機のVPが低い時、その
差のVPを得た状態でゲームを開始しま
す。
例：空戦開始時、枢軸軍戦闘機のVPは10、
連合軍は12でした。枢軸軍は2VPを獲得し
た状態で空戦を開始します。
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開始時の高度ボーナス
　超低空で開始する戦闘機は追加で 2
枚のカードを持ちます。低空で開始する
戦闘機は追加で 1枚のカードを持ちま
す。この修正は、爆弾を投棄した戦闘機
が最初にカードを受け取る時にも適用し
ます。

撃墜王
　空戦で機体を決める際、同国籍または
ジェネリック（灰色の旗）のパイロット
を選ぶことができます。ジェネリックの
パイロットは機体の国籍を問わず使用で
きます。旗の下の数字がパイロットの
VP で、機体の VP と同様に扱います。
パイロット・マーカーに記載された能力
値の意味は次の通りです。
　A+1（または +2）：乗機の耐久力を
両面とも 1（または 2）増やします。
例：スピットファイア	Iは 3ヒットで損傷、6ヒッ
トで撃墜されます。「A+1」のスキルがあれば
4ヒットで損傷、7ヒットで撃墜になります。

　Ag：無傷の状態なら、高運動性でな
い機体でも高運動性の特徴を持ちます。

　AP1（または 2）：空戦開
始時に 1 個（または 2 個）
のエース・マーカーを受け取

ります。このマーカーを使用すればカー
ドの「エース」同様の効果を得られます。
　B+1：乗機の連射性能が 1増えます。
　Cl：上昇時に捨て札にするカード数
が通常より 1枚少なくなります。
　Di：降下時に得られるカード数が通
常より 1枚多くなります。

　F+1：乗機の火力が 1増えます。
　H+1/+1：乗機のターン前馬力／ター
ン後馬力がそれぞれ 1増えます。
　H+0/+1：乗機のターン後馬力が 1
増えます。
　M(0)1：空戦機動「0」のカードを空
戦機動「1」として使用できます。
　P+1（または +2）：乗機の基本性能
を 1（または 2）増やします。
　Re：「性能限界突破」を使っても乗機
はヒットを受けません。
　S+1：乗機の速力が 1増えます。
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空戦の例

　この例では 1943 年の太平洋上空、
米海兵隊の F4Uコルセアと日本海軍の
A6M5零戦五二型との空戦を扱います。
　空戦開始時、両機の相対位置は中位で
す。両機とも、基本性能と同数のカード
を手札にします（ともに 7枚）。両機は
密かに開始時の高度を決めます。最初に
選べるのは超低空、低空、中空のいずれ
かです。選んだ高度マーカーを同時に明
かします。両機とも中空でした。両機と
も空戦が始まったら降下も上昇も自由に
できる高度域に属しています。
　ランダムな方法で先攻を決めます。こ
の時はコルセアが先攻になりました。

第1ターン：コルセア
　プレイの手順を振り返りましょう。
　　●　ドロー・カード
　　●　高度調整
　　●　高速空戦機動
　　●　アクション
　　●　捨て札
　　●　ドロー・カード
　私（コルセアのパイロット）はカード
を引けません。既に基本性能と同数の手

札を持っているためです。
　まず高度の調整を行えます。中空に
留まるか、1レベル降下して低空に行く
か、1レベル上昇して高空に行くか。ア
クションは同高度の敵機に対してのみ行
えるので、中空に留まることにしました。
　次は高速空戦機動手順。コルセアの速
力は 3で、零戦の速力（2）を 1上回っ
ているため、1ポイントの高速空戦機動
を行えます。この空戦機動のためにカー
ドを使う必要はありません。
　「速力が 1優っているので、1ポイン
トの空戦機動をします」と言います。
　それに対して彼（零戦のパイロット）
は「急旋回」を使って対抗します。
　「急旋回」カードの「リアクション：」
の項目に「空戦機動」と書かれているた
め、このように対抗可能です。
　そこで私は手札の中に、「急旋回」に
対抗できるカードがないか探します。
　「ヨーヨー」がありました。「ヨーヨー」
で「急旋回」に対抗します。
　彼は「ヨーヨー」への対抗を諦めまし
た。「どうぞ、空戦機動をしてください」
　これまで使用されたカードを全て捨て
札にし、零戦を 90度横に向け、コルセ
アが優位を取ったことを示します。
　コルセアは零戦に対して「優位」であ
り、零戦はコルセアに対して「劣位」で
す。私は彼に対して追加 1連射を得て、
彼は私を攻撃できない状態です。
　次にアクション手順に移ります。
　「シザース」を「空戦機動：1」とし
て使うことにします。「空戦機動 1で後
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ろを取ります」
　カードは「シザース」ですが、ここで
は「空戦機動」で使用したため、カード
の名称は関係ありません。
　彼は「急旋回」で「空戦機動」に対抗
しました。
　そこで私は自分の「急旋回」で彼の「急
旋回」に対抗します。
　彼は「シザース」で対抗します。
　私は手持ちのカードでそれに対抗でき
ましたが、しませんでした。敵機を攻撃
したかったので、全てのカードをリアク
ションに使うわけにはいきません。
　それまでに出されたカードは全て捨て
札となり、両機の相対位置は変わりませ
ん。
　私は 2連射まで行えます（コルセア
固有の 1連射＋優位による 1連射）。手
元には「照準● 1連射：1ヒット」と「照
準● 2連射：3ヒット」があります。2
枚とも使用することはできないので、「照
準● 2連射：3ヒット」を使用します。
　3ヒットを与えれば零戦は損傷面にな
るので、この攻撃は彼にとって深刻です。
　彼は「エース」を使用しました。「エー
ス」は枚数が少なく、対抗するのは困難
です。他の「エース」のみ対抗可能です。
　私は対抗できず、「照準」は無効にな
りました。
　この時点で残った「照準」で空戦機動
を行うこともできましたが（既に 2連
射しているので射撃には使用できませ
ん）、キープしておくことにしました。
　以上で私のターンのアクション手順は

終了です。
　次に任意の手札を捨てます。今の手札
は 3枚、ターン後馬力は 3であり、合
わせて基本性能以下の 6枚にしかなら
ず、手札を捨てる意味がありません。
　デッキからターン後馬力と同数の 3
枚のカードを引きます。
　以上で私の第 1ターンが終わりまし
た。敵機に対して優位であり、手札は 6
枚と、まずまずの出足です。

第1ターン：零戦
　彼は手札 3枚しか持たないため、デッ
キから 2枚（零戦のターン前馬力）を
引きます。これで手札は 5枚です。
　高度調整手順で上昇することで劣位か
ら脱しようとします。中空高度マーカー
を高空高度マーカーに変更し、カードを
1枚捨てます。高度を 1レベル上げる
たび、手札からカード 1枚を捨てなけ
ればなりません。これは上昇することで
運動エネルギーが失われることを表して
います。
　高空高度マーカーには「-1/-0」と記
されています。これは高空にいる航空機
はターン前馬力が 1低下するという意
味です。ターン後馬力は修正ありません。
　私は難しい選択に迫られました。中空
に留まって優位を失うか、彼に合わせて
高度を変えるか。上昇するならカードを
1枚捨て、優位を保持するためにさらに
1枚捨てなければなりません。追尾中で
あれば、追加のカードを捨てる必要はあ
りません（上昇による 1枚は捨てなけ
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ればなりません）。
　私は彼を追いかけて上昇し、優位を保
つことにしました。高度マーカーを高空
に変更し、「バーティカル・ロール」と「バ
レル・ロール」を捨てました。
　次に速力を比較します。私のほうが速
いため、高速空戦機動は行えません。
　アクション手順が始まります。「照準」
を「シザース」として使います。「高運
動性」を持つ零戦は、劣位にある時、任
意のカード 1枚を「シザース」として
使用することができます。「シザース」
によって、劣位から優位に相対位置を変
更することが可能です。
　私は「シザース」で対抗しました。
　彼は「ヨーヨー」で対抗します。
　私は「ヨーヨー」に対抗するカードを
持っていませんでした。それまで使われ
たカードは全て捨て札となり、彼の「シ
ザース」は成功します。そして私のコル
セアは劣位となり、彼の零戦が優位にな

ります！　まずい！
　彼は 1連射可能です（零戦の連射性
能 0＋優位による 1）。彼は「急旋回」
を自機に使い、次の攻撃に +1ヒットの
修正を与えることにしました。これは自
機に対するアクション（戦術）なので、
私は対抗することができません。
　彼は最後の1枚である「照準●1連射：
1ヒット」を使用します。しかし実際に
はカードの 1ヒット＋零戦の火力＋「急
旋回」のボーナスがあるので、1連射で
3ヒットが与えられます。
　私は「バレル・ロール」で対抗しました。
　彼は手札がないため、これに対抗でき
ません。
　最後に彼はカードを 2枚引きました。

　以上で彼のターンが終わり、第 1ラ
ウンド終了となります。優位を取られて
いるので、私はすぐに手を打たなければ
なりません。
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ポーランド1939
　1939 年 9 月 1 日、ドイツが「電撃
戦」をもってポーランドに侵攻したこと
で第二次世界大戦が始まりました。電撃
戦とは、航空支援を受けた機甲部隊が敵
地奥深くへ侵攻、敵中枢を叩く作戦です。
ポーランド軍は勇敢に戦いましたが、9
月 28日に降伏しました。

オプション
枢軸軍（主導権）
迎撃機：Bf-110C×1
1.	 Bf-110C×1
2.	 Bf-109E×1
3.	 Bf-109E×1（メルダース）
4.	 Bf-110C×1	&
	 爆撃力：各機 +/-2
5.	 Bf-109E×1	&	Bf-110C×1	&
	 減点：-10VP
連合軍
迎撃機：P.11c×1
1.	 P.11c（スカルスキ）×1	&
	 高度：爆撃機の高度 1段階調整
2.	 P.11c×1	&
	 遅延：敵戦闘機第 1ターン不在
3.	 P.11c×1	&
	 太陽を背に：ゲーム開始時、自軍戦
闘機カード 1枚追加

4.	 P.11c×1	＆
	 燃料：敵戦闘機最終ターン不在
	 重要任務：獲得VP×2
5.	 P.11c×1	&
	 高射砲：+/-2	&	加点：+5VP

バトル・オブ・ブリテン
　1940年 7月、ドイツによるヨーロッ
パ支配に対抗しているのはイギリスだけ
でした。それから 3カ月の間、ドイツ
空軍はイギリスを屈服させるべく大航空
作戦を展開しましたが、イギリス空軍が
これに立ちはだかりました。

オプション
枢軸軍（主導権）
1.	 Bf-110C×1	&		支援：+/-1
2.	 Bf-109E×2（ガーラント）
3.	 Bf-109E×1	&		Bf-110C×1
4.	 Bf-110C×1	&
	 物資不足：任務開始時全ての敵機に
1ヒット

5.	 Bf-109E×1
6.	 Bf-110C×1	&	高射砲：+/-2
7.	 Bf-109E×1
連合軍
迎撃機：スピットファイア	I×1
1.	 スピットファイア	I×1（バーダー）
2.	 ハリケーン	I×1	＆
	 燃料：敵戦闘機最終ターン不在
3.	 ハリケーン	I×1	＆
	 重要任務：獲得VP×2
4.	 スピットファイア	I×1
5.	 ハリケーン	I×1	＆
	 遅延：敵戦闘機第 1ターン不在
6.	 ハリケーン	I×1（タック）
7.	 ハリケーン	I×1	＆
	 スピットファイア	I×1	&
	 減点：-10VP

キャンペーン解説
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ミッドウェイ海戦
　太平洋戦争の転回点となったのが、日
本軍とアメリカ軍の空母機動部隊が激突
したミッドウェイ海戦です。1942 年 6
月 4 日から 7日、2つの海軍大国の運
命は、両軍合わせて 7隻の空母にかかっ
ていました。

オプション
枢軸軍（主導権）
迎撃機：A6M2×1
1.	 強風：任務ターン +/-2
2.	 A6M2×1（杉田庄一）
3.	 A6M2×1
4.	 A6M2×1	&
	 燃料：敵戦闘機は最終ターン不在
5.	 A6M2×1
連合軍
迎撃機：F4F×1（目標がミッドウェイ
島飛行場の時は F2A×1）

1.	 F4F×1	&	爆撃力：+/-2
2.	 F4F×1	（マカスキー）&
	 機銃防御：+/-1
3.	 F4F×1	&
	 遅延：敵戦闘機は第 1ターン不在
4.	 F4F×1	&
	 燃料：敵戦闘機は最終ターン不在
5.	 強風：任務ターン +/-2	&
	 爆撃力：+/-4

スターリングラードの戦い
　工業都市であるスターリングラード
は、ソ連に侵攻した枢軸軍の目標のひ
とつでした。同市をめぐる戦闘は 1942
年に始まり、翌年 2月まで続きました。
その間、凄惨な市街戦が展開されました。

オプション
枢軸軍（主導権）
迎撃機：Bf-109E×1
1.	 Fw-190A3×1
2.	 Bf-109F×2（グラーフ）
3.	 Bf-109E×1	&	物資不足：任務開始
時、全ての敵機に 1ヒット

4.	 Bf-109F×1	&	爆撃力：+/-2
5.	 Bf-109F×1
6.	 Fw-190A3×1
7.	 Bf-109F×1	&	Bf-110C×1
8.	 Bf-110C×1	&	遅延：敵戦闘機第 1
ターン不在

連合軍
迎撃機：Yak-1×1
1.	 Yak-1×1	& 強風：任務ターン +/-2
2.	 Yak-1×1	＆	高射砲：+/-2
3.	 MiG-3×1	&	Yak-1×1（ラヴリンネンコフ）
4.	 Yak-1×1	＆
	 強風：任務ターン +/-2
5.	 MiG-3×1	&	高射砲：+/-2
6.	 Yak-1×1	＆	物資不足：任務開始時
全ての敵機に 1ヒット

7.	 Yak-1×1	＆	物資不足：任務開始時
全ての敵機に 1ヒット

8.	 Yak-1×1	&	MiG-3×1

キャンペーン解説
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ガダルカナル
　ソロモン諸島の戦いは 1942 年 8 月
7 日に始まり、翌年 2月 9日に終了し
ました。その間、日米の陸海空軍は、重
要な島々の支配権をめぐって激突しまし
た。アメリカ軍の最終目標は日本軍の拠
点ラバウルを孤立・殲滅することでした。

オプション
枢軸軍
迎撃機：A6M2×1
1.	 A6M5×1（坂井三郎）
2.	 A6M2×1	&	Ki.43×1
3.	 Ki.43×1	&	高射砲：+/-2
4.	 A6M2×1	&	A6M5×1	&
	 Ki.43	×1	&	減点：-5VP
5.	 A6M2×1	&	A6M5×1
6.	 Ki.43×2	&
	 遅延：敵戦闘機第 1ターン不在
7.	 強風：任務ターン +/-3
連合軍（主導権）
迎撃機：F4F×1
1.	 F4U-1A×1（ボイントン）
2.	 F4U-1A×1	＆	物資不足：任務開始
時全ての敵機に 1ヒット

3.	 F4F×1	＆	爆撃力：+/-4
4.	 F4U-1A×1	&	F4F×1
5.	 F4U-1A×1
6.	 F4F×1
7.	 強風：任務ターン +/-2

昼間爆撃1944
　1944年、ヨーロッパ上空の戦いはク
ライマックスを迎えました。イギリスの
基地を飛び立った爆撃機の大編隊はドイ
ツの工業地帯を爆撃、第三帝国は最優秀
の戦闘機と搭乗員をこの迎撃に充てたの
でした。

オプション
枢軸軍
迎撃機：Bf-109K×1
1.	 Me-410×1	&	Bf-109G×1（ヴィルケ）
2.	 Bf-109K×1（ノボトニー）
3.	 Fw-190A3×2
4.	 Bf-109G×1	&	Me-262×1
5.	 Me-410×1	&	Fw-190A3×2
6.	 Bf-109K×1	&	高射砲：+/-4
7.	 Bf-109K×1	&
	 遅延：敵戦闘機第 1ターン不在
8.	 Me-262×2	&	減点：-15VP
	 太陽を背に：自軍戦闘機カード +2
連合軍（主導権）
迎撃機：なし
1.	 P-51D×1	&	P-47D×1
2.	 スピットファイアXIVc×2
3.	 P-47D×2（ジームケ）
4.	 P-51D×2（ウィスナー）
5.	 高射砲：+/-2	&	強風：任務ターン
+/-3	&	加点：+20VP

6.	 P-38L×1	&	支援：+/-1
7.	 P-38L×1	&	スピットファイアXIVc×1
8.	 モスキートVI×1	&
	 強風：任務ターン +/-2

キャンペーン解説



VP差枢軸軍
VP

連合軍
VP

目標の
状態

爆撃
パターン

高射砲
パターン

枢軸軍
オプション

連合軍
オプション

目標
番号主導権キャンペーン名

（任務回数）

任務の手順
 1. 攻撃側は標的を選択
 2. 両プレイヤーは密かにオプションを選択
 3. オプションを公開
 4. 防御側は密かに高射砲配備パターンを選択
 5. 任務の解決
 6. 攻撃側は爆撃パターンを選択
 7. 高射砲による爆撃機の迎撃
 8. 爆撃の実行
 9. 標的の状態の決定
 10. 勝利点の記録

ターンの手順
 1. ターン前カード・ドロー
 2. 高度調整
 3. 高速空戦機動
 4. アクション
 5. 捨て札
 6. ターン後カード・ドロー

高射砲配備パターン
分散： ヒット数＝高射砲値×1/2
通常： ヒット数＝高射砲値×1
 （通常／密集爆撃パターンのみ有効）
密集： ヒット数＝高射砲値×2
 （密集爆撃パターンのみ有効）

爆撃パターン
分散： ヒット数＝爆撃力×1/2
通常： ヒット数＝爆撃力×1
密集： ヒット数＝爆撃力×2

爆撃目標の状態
無傷： 爆撃力合計＜目標の損傷値
 ●防御側は目標の破壊値と同数のVP獲得
 ●防御側は主導権を得る
損傷： 爆撃力合計≧目標の損傷値
 ●攻撃側は目標の損傷値と同数のVP獲得
 ●攻撃側は目標を支配
 ●防御側は主導権を得る
破壊： 爆撃力合計≧目標の破壊値
 ●攻撃側は目標の破壊値と同数のVP獲得
 ●攻撃側は目標を支配
 ●攻撃側は主導権を保持




