
A game of WW1 aerial combat by Stephen Tavener

はじめに (by Stephen Tavener)

基本セット(2人用)には以下のものが含まれます:

− 1辺が6マスの六角形ボード (2パッド)
− 赤の戦闘機ダイス6個、緑の戦闘機ダイス6個
− 白い雲 16個
− キャリングケース

それぞれの拡張(追加プレイヤー)には同色の戦闘機ダイ
ス5個が含まれます。

ダイスについて

ダイスの各面は特定の高度と方向を持った戦闘機を表し
ています。

戦闘機を移動する時は、まず戦闘機を機首の方向へ移動
して、次に60°まで回転させます。

(ダイスにおける)戦闘機の並びですが、上昇(後述)する
場合、通常はダイスを単に前方回転させれば高度も上昇
します。(例外は高度が2から3になる時で、これについ
てはすいません！)　初めてゲームをプレイする前には
適宜ステッカーを貼ってください。

戦闘機ステッカーの貼り方。機首が戦闘機の向きを表す。
ステッカーの戦闘機の色はダイスの色と一致させること。

2人プレイの準備

プレイヤーはボードの対辺を選びます。これが開始時の
マスです(最初の数手番を参照)。

自分の色の戦闘機6機を取ります。全ての戦闘機は開始
時点ではボード外にあります。

各自 雲を8個ずつ取ります。緑プレイヤーから始めて、
ボード上に交互に雲を置いていきます。雲を2マスより
大きくしないでください。

ヒント: 初回のゲームではボード上の全ての行と列をブ
ロックするようにしてみてください。長くはっきりとし
た視線はちょっとした油断が致命的になる可能性があり
ます。

考えられる雲のパターンの例を見てください。

緑プレイヤーからゲームを始めます。

初期配置例

遊び方

移動の基本的なコンセプト

戦闘機

戦闘機には2つの基本的な属性があります。

− 高度: 0～5の範囲をとることができます(これは
ダイス上の数字で表されます) 。

− 方向: 戦闘機は常に現在のヘックスのいずれか
1辺を向いていなければなりません。これが次
のステップで進む方向です。 

移動のルール

− 戦闘機は同じマスを占有したり高度に関わらず
互いを通過したりすることはできません。

− 雲は移動を妨げることはありませんが、戦闘を
妨げます。

− 一旦ボードに配置された戦闘機はプレイエリア
から出ることはできません。

− 戦闘機が最大高度5の場合、それ以上 上昇する
ことはできません。  
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Crosshairs (クロスヘアーズ) は、アブストラクト戦略
ゲームとウォーゲームにまたがるゲームです。

私はランダム要素や非公開要素のないゲームで第一次世
界大戦の空中戦のエッセンスをとらえようとしました。
思い込みを捨ててさあご一緒に。戦闘はシンプルです。
戦闘機が敵の戦闘機2機の視線に入ったら、その戦闘機
は撃墜されます。自分の戦闘機が1機にまで減ったら、
敵を撃墜することができなくなって負けです。

多人数プレイ用のルールは拡張に含まれる別のルール
ブックに記載されています。

内容物



移動順

戦闘機が全てボード上に配置されたら、プレイヤーは各
手番で自分の全戦闘機を移動させなければなりません。
戦闘機の移動順に制限はありません。ただし1つの戦闘
機は別の戦闘機の移動を開始する前に移動を終えなけれ
ばなりません。

移動

各手番では、1つの戦闘機は以下のアクションのうち1つ
だけを実行しなければなりません。アクションの要素は
指定された順序で実行する必要があります。

注: 戦闘機は各ステップで高度が下げられる限り、任意
の順序で何回でも急降下や急襲を行うことができます。

(d) 墜落

戦闘機が移動も下降もできない場合は、地面に墜落して
ゲームから取り除かれます。

注: これは戦闘機の高度が0～1 かつ 前方に移動できない
場合のみ発生するため、その時に急降下は不可能です。
戦闘機はプレイエリアから出ることはできず他の戦闘機
が占有しているマスに移動することもできないことを忘
れないでください。

戦闘

射線

− 戦闘機は直線的に前方へのみ撃てます。
− 射程距離に制限はありません。
− 他の戦闘機を通過して撃つことはできません。
− 雲の中へ撃ったり、雲を通過して撃ったり、

雲の中から撃つことはできません。

十字線による撃墜

戦闘機が2機以上の敵機の射線上にあると撃墜されるこ
とがあります。撃墜された戦闘機はゲームから取り除か
れます(これ以上使用しません)。

以下の場合に撃つことができます:

− 手番開始時
− それぞれの移動後。これには、一連の下降に
おける個々の操縦も含みます。 

以下の場合には撃つことができません:

− 相手の手番中
− 操縦の一部分である移動と回転の間
− 味方の戦闘機 

注:

− 撃つ際に高度は関係ありません。
− 撃つのは任意です(しかし、ごく稀な状況を除き

撃つことをおすすめします)。
− 戦闘機を撃墜した場合、さらに撃つことができ

るようになった戦闘機がないか、すぐに再確認
してください。 

移動と戦闘の例:
高度5の戦闘機(左)は高度2まで下降して3マス移動し、

緑の戦闘機に照準を合わせる。これによって緑の戦闘機
は赤の戦闘機2機の射線上にあり、赤プレイヤーは緑の

戦闘機を撃墜する。

(a) 上昇

- (必須) 戦闘機の高度を1上げます。これにはダイ
スの上面を(通常は前に回転させて)変えます。

- (必須) 前方へ1マス移動させます。
- (任意) 60°回転させます。

(b) 水平飛行

- (必須) 前方へ1～2マス移動させます。
- (任意) 60°回転させます。

(c) 下降

戦闘機の下降では、それぞれ高度を下げながら一連の操
縦を行います。各操縦は以下から構成されます:

- 急降下 (移動を伴わない回転)
o (必須) 戦闘機の高度を2下げます。
o (任意) 60°回転させます。

- 急襲
o (必須) 戦闘機の高度を1下げます。
o (必須) 前方へ1マス移動させます。
o (任意) 60°回転させます。 
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ゲーム終了

全ての戦闘機は開始時点ではボード外にあります。

ボード上に戦闘機を配置する時は、自分の任意の開始マ
スに高度0で置いて任意の方向に向けます。この手番で
再度動かすことはできません。

− 1手番目: 緑は戦闘機を1機動かします。
− 2手番目: 赤は戦闘機を2機動かします。
− 3手番目: 緑は戦闘機を3機動かします。
− 4手番目: 赤は戦闘機を4機動かします。
− 5手番目: 緑は戦闘機を5機動かします。
− 6手番目以降: 各手番全ての戦闘機を動かします。 

最初の数手番では、戦闘機を再度動かせるようになる

高度は力なり

高度があるほど移動と攻撃の選択肢が増えます。これ以
上行うことがなければ、ほとんどの場合は上昇が正しい
手です。

自分の低い高度の戦闘機と相手の高い高度の戦闘機を交
換しようとしてください。

戦闘機の高度は急襲でどこまで移動できるかを示してい
ますが、いつでも最低2マスは移動できること(水平飛行)
を忘れないでください。

雲の陰を効果的に使用する

攻撃の選択肢を最大限増やすために自分の戦闘機をボー
ド上のひらけたラインに配置し、もう一方では雲の陰を
利用して自分の戦闘機に対する2本目の直線上にいる相
手を防ぎましょう。

雲の中にいる戦闘機からは攻撃できません。これは妨害
のチャンスです。雲の中にいる相手の前に戦闘機を置け
ば、相手の高度を2下げさせることを強制できます(急降
下)。

事前の計画

この手番では良いポジションにあるかもしれませんが、
次の手番では自分の各戦闘機は移動しなければなりませ
ん。自分の戦闘機の最終的な方向が次の手番の選択肢に
大きな影響を与えます。

早すぎる交戦はしない

最初の交戦が決定打になることがあります。攻撃を開始
する前にボードの端をまわって高度を稼ぐのは良い方法
です。

分割と攻略

自分の戦闘機を2つのグループに分けることによって、
攻撃の選択肢を最大化できることがよくあります。

多人数プレイではいくつかのオプションがあります。
それらに関わらず以下の追加ルールが適用されます:

• 味方を撃つことはできない: 同じチームの2人が互い
に撃つことはできません。

• 敵対的な射撃: 戦闘機が敵の戦闘機2機の十字線上に
ある場合、その戦闘機は撃墜されます。これは2機が
異なるチームであっても適用されます。

• 手番の完遂: 各プレイヤーは次のプレイヤー(それが
チーム仲間であったとしても)が戦闘機を移動する前
に、任意の順序で自分の全戦闘機を移動させなけれ
ばなりません。

• 近くの仲間: 特に明記されていない限り、ゲーム開始
時にチームメンバーはボード上の隣接する辺から開
始しなければなりません。

• 遠くの敵: 特に明記されていない限り、ゲーム開始時
に敵プレイヤーは可能な限り離れていなければなり
ません。

• 雲の配置: プレイヤーは、ゲーム開始前にボード上へ
順番に雲を置いていきます。雲を2マスより大きくし
ないでください。 

ゲームの種類

1人 対 2人

1人のプレイヤー(A)は戦闘機を5機取り、他の2人のプレ
イヤー(BとCのチーム)はそれぞれ戦闘機を3機ずつ取りま
す。プレイヤーはボード周りに等間隔に配置されます。
手番順は以下の通りです:

• Aは戦闘機を1機動かします。
• BとCは戦闘機を1機ずつ動かします。
• Aは戦闘機を3機動かします。
• BとCは戦闘機を2機ずつ動かします。 

この時点から、各プレイヤーは自分の手番で自分の戦闘
機を全て動かします。

1人 対 3人

1人のプレイヤー(A)は戦闘機を5機取り、他の3人のプレ
イヤー(B, C, Dのチーム)はそれぞれ戦闘機を2機ずつ取り
ます。手番順は以下の通りです:

• Aは戦闘機を2機動かします。
• B, C, Dは1機ずつ動かします。
• Aは戦闘機を4機動かします。 

この時点から、各プレイヤーは自分の手番で自分の戦闘
機を全て動かします。
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自分の戦闘機が1機にまで減ったプレイヤーはゲームか
ら脱落します。残るプレイヤー(あるいはチーム)が1人
になったら、そのプレイヤー(チーム)の勝ちです。

最初の数手番

前に自分の戦闘機を全て配置する必要はありません。

多人数ルール

戦略のヒント



2人 対 2人

各プレイヤーは戦闘機を5機取ります。手番順は以下の
通りです:

• AとB(チーム1)は戦闘機を1機ずつ動かします。
• CとD(チーム2)は戦闘機を2機ずつ動かします。
• AとB(チーム1)は戦闘機を3機ずつ動かします。 

多人数プレイでのバリアント

Crosshairs is © Stephen Tavener, 2010.

Thanks  to  Hank  Panethiere  for  suggesting  the  name
Crosshairs,  otherwise  you  may  have  been  playing
'Camel Fokkers' or 'Spad Fokkers' instead.

Thanks to my long-suffering play testers, especially John
Bickell, Graeme Forbes, Clive Palmer, and Nigel Buckle.

Thanks  to  Rosie  Tavener,  Nigel  Buckle,  John  Bickell,
Russ Williams and Clive Palmer for proofreading.
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この時点から、各プレイヤーは自分の手番で自分の戦闘
機を全て動かします。

全員と自由に交戦

各プレイヤーは戦闘機を5機持って始めます。連携はあ
りません。戦闘機が撃墜されたら、手番プレイヤーはそ
の戦闘機ダイスを取ります。これは1点になります。プ
レイヤーの戦闘機が1機にまで減った場合、そのプレイ
ヤーはゲームから脱落します。手番プレイヤーはその
残った1機を追加の勝利点として取ります。

残るプレイヤーが1人だけになった時、最も得点の高い
プレイヤーの勝ちです。

死の輪舞

各プレイヤーは戦闘機を4機持って始めます。攻撃を行
う戦闘機の少なくとも1機が、攻撃対象の戦闘機の右隣
のプレイヤーの戦闘機である場合のみ、戦闘機は撃墜さ
れます。左隣のプレイヤーを最初に脱落させた(戦闘機を
1機にまで減らさせた)プレイヤーの勝ちです。

ハンデキャップルール: あるプレイヤーが他プレイヤー
より経験が少ない/弱い場合、そのプレイヤーのいくつか
の戦闘機をボード上に配置する際に、高度を1か2にして
配置することができます。

乱気流: プレイヤーが雲に入ったら直ちに高度が1下が
ります。

隠れた攻撃: プレイヤーは雲から攻撃することができま
すが、雲の中へ攻撃したり雲を通過して攻撃したりする
ことはできません。

クレジット




