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オフィシャル・エラッタ&FAQ, バージョン1.2a

16ページ – 目標物トークンの配置 
第2段落を以下のように変更する： 
“裏面を上にした状態で目標物トークンをシャッフルし、戦場の脇
に置いておく。最初にゲームボードを選択したプレイヤーが目標
物トークンのうち1つを手に取り（反対側は見ないこと）、裏面の
まま戦場の完全ヘックス（初期配置ヘックス、封鎖ヘックス、戦場
の端ヘックス（戦場の一番端にある完全ヘックス）は不可）に配
置する。同様の手順でプレイヤーは交互に残りの目標物トークン
を配置していくが、目標物トークンの2ヘックス以内に他の目標物
トークンを配置することはできない。最後の目標物トークンも同
様の手順で配置されるが、最後の目標物トークン（および上記の
制限に従って配置することが不可能な目標物トークン）に限り、
戦場の端ヘックスにも配置することが可能である。全ての目標物
トークンが配置し終わったら、全て表面を上にし、数字の描かれ
た面が見えるようにすること。”

17 ページ – 強化カード
一文目を以下のように変更する： 
“強化カードは左上の角に歯車の紋章が描かれている(1)。”

17 ページ – ファイターの配置
この段落の末尾に以下の文章を追加する： 
“この時点での配置でも、あるいはゲーム途中での配置でも、すで
に他のファイターが存在するヘックスにファイターを配置することは
できない。”

20 ページ – 決定的成功
この枠内の最終段落の末尾に以下の文章を追加する： 
“この攻撃アクションが成功した場合、この攻撃アクションはクリティ
カルヒットしたものとして扱われる。”

21ページ – 戦闘不能
第1段落を以下のように変更する：
“ファイターが受けているダメージの数（ファイターのファイター
カード上に置かれているダメージトークンの数）がそのファイター
の【生命力】以上となった場合、そのファイターは『戦闘不能』
状態となる。そのファイターのミニチュアとトークンを戦場から取
り除き、ファイターカード上のトークンも全て取り除くこと。その
際相手側プレイヤーは 1 ポイントの栄誉点（30 ページ）を獲得
する。栄誉点トークンを1 個手元に加えること”

25 ページ – 第 1 ラウンド、終了フェイズ
最終段落を以下のように変更する： 
“双方のプレイヤーが以下の手順を完了したら、目標物トークン以
外のすべてのトークンが戦場から取り除かれ、第 2ラウンドが始ま
る（つまりダメージトークンや栄誉点トークンは取り除かれない）。”

27 ページ – 多人数でのゲーム
以下のセクションを追加する： 
解決の順番 
同時に発動可能な能力を2 人以上のプレイヤーが有している場合、
ロールオフ（下記参照）を行うこと。ロールオフの勝者がまず自身
が発動可能な能力を 1 個解決し、続いてロールオフの敗者が能

我々はルールの作成に万全を期しているが、それでもミスが紛れ込
んだり、あるいはルールの解決手順が不明確であったりすることも
ある。このドキュメントではルールの訂正を行うとともに、プレイヤー
から多く寄せられた質問に対して回答する。このアップデートは継
続的に行われるため、それぞれのオフィシャルアップデートにはバー
ジョン番号が振られている：変更が行われるたびにこのバージョン
番号も上書きされ、以前のバージョンからの最新の変更点につい
ては赤色で強調される。バージョン番号の数字の後にアルファベッ
トが振られている場合、例えばバージョン1.1aなどと書かれてい
る場合、これはその言語独自のバージョンであることを表し、翻訳
上の不具合や誤記についての訂正が追加されている。

エラッタ
14 ページ – ゲーム手順
以下のセクションを追加する：
解決の順番 
1 人のプレイヤーが、同時（アクションフェイズ開始時など）に複
数の能力を発動可能である場合、それらの効果を解決する順番は
そのプレイヤーが好きに決めてよい。同時に発動可能な能力を双
方のプレイヤーが有している場合、ロールオフ（下記参照）を行う
こと。ロールオフの勝者がまず自身が発動可能な能力を 1 個解決
し、続いてロールオフの敗者が能力を 1 個解決する。そしてすべて
の効果が能力し終わるまでこの順番で交互に能力の解決を繰り返
すこと。この手順の中でこれ以上能力を発動しないことを選択する
ことも可能だが、その場合は以降このタイミングにおいてはこれ以
上能力を発動することはできない（つまり能力発動の手番を 1 回
飛ばすためにこれを利用することはできない）。

注意すべきは、リアクションに関しては異なるルールが適用される
ということだ。同じ発動タイミングを有するリアクション・カードは
多く存在するが、しかし 1 つのタイミングで発動可能なリアクション
は 1 個だけだ（24 ページ参照）。

14 ページ – リロールとロールオフ
第二段落を以下のように変更する：
“ロールオフは様々な局面で行われる（例えばどちらが先にボード
を置くか、など）。ルールでロールオフを行うよう指示された場合、
各プレイヤーはそれぞれ 4 個のダイスを手に取り、これをロール
する。そして4個のダイスのうち何個が決定的成功（  の出目）だっ
たかを数えること。最も多くの を出したプレイヤーがそのロー
ルオフの勝者となる。最も多くの を出したプレイヤーが複数存
在した場合、あるいはどのプレイヤーも を出さなかった場合、
同点首位のプレイヤー同士のロール結果を見比べ、 を出した個
数を数えること。同点首位のプレイヤーの中で最も多くの を出
したプレイヤーが勝者となる。 の数も等しかった場合、 の個
数でも同点首位だったプレイヤー同士のロール結果を見比べ、
を出した個数を数えること。 の個数でも同点首位だったプレイ
ヤーの中で、最も多くの を出したプレイヤーが勝者となる。こ
の時点でなお同点首位が発生した場合、 の個数でも同点首位
だったプレイヤー同士で再度ロールオフを行い、決着するまでこ
れを繰り返すこと。”
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力を 1 個解決する（同時に発動可能な能力を 3 人あるいは 4 人
のプレイヤーが有している場合、敗者同士でさらにロールオフを行
なって 2 位、3 位、4 位を決定し、その順番に能力を解決する）。
そしてこのタイミングで発動可能なすべての能力が解決し終わるま
でこの順番で交互に能力の解決を繰り返すこと。プレイヤーはこの
手順の中でこれ以上効果を発動しないことを選択することも可能だ
が、その場合は以降このタイミングにおいてはこれ以上効果を発動
することはできない（つまり効果発動の手番を 1 回飛ばすためにこ
れを利用することはできない）。

31 ページ – ロールオフ
文章を以下のように変更する： 
“ルールでロールオフを行うよう指示された場合、各プレイヤーは
それぞれ 4 個のダイスを手に取り、これをロールする。そして4
個のダイスのうち何個が決定的成功（  の出目）だったかを数
えること。最も多くの を出したプレイヤーがそのロールオフの勝
者となる。最も多くの を出したプレイヤーが複数存在した場合、
あるいはどのプレイヤーも を出さなかった場合、同点首位のプ
レイヤー同士のロール結果を見比べ、 を出した個数を数えるこ
と。同点首位のプレイヤーの中で最も多くの を出したプレイヤー
が勝者となる。 の数も等しかった場合、 の個数でも同点首
位だったプレイヤー同士のロール結果を見比べ、 を出した個数
を数えること。 の個数でも同点首位だったプレイヤーの中で、
最も多くの を出したプレイヤーが勝者となる。この時点でなお
同点首位が発生した場合、 の個数でも同点首位だったプレイ
ヤー同士で再度ロールオフを行い、決着するまでこれを繰り返す
こと。”

FAQs
全般
Q:デッキ構築時の「同じカードを2枚以上入れてはいけない」って
どのような制限なの？　異なるアートワークが描かれた『回復薬
』を1枚ずつ合計2枚デッキに入れることは可能？
A: 「同一のカード」は同じ名前を持つカードを指す。パワーデッ
キおよび目標デッキに、同じ名前を持つカードを1 枚までしか入
れることはできない。例えば 1 つのデッキに『回復薬』を 2 枚以
上入れることはできないのだ。場合によっては日本語版と英語版
の違いによって名前が異なっている場合もあるが、その場合もそ
れらは同一のカードとして扱われる。例えば日本語版の『回復薬』
と英語版の『Healing Potion』は同一のカードであり、1 つのデッ
キに両方を入れることはできない。

Q：廃棄したカードの山は、表面を上にして積む？　それとも裏面を
上にして積む？ 
A：表面を上にして積むこと。廃棄されたカードはいわゆる「公開情
報」であり、対戦相手から問い合わせがあった場合は廃棄カードの
山の中にどのようなカードが存在するかを開示する必要がある。

Q：ヘックスに目標物トークンが置かれている場合、そのヘックスは
占有されていると見なされる？ 
A:見なされない。

Q: 戦場の端は射線を遮る？ 
A: 遮らない。射線は封鎖ヘックスによって遮られるが、戦場の端
によって遮られることはない。しかしながら、攻撃アクションの射程
を測定する場合は、完全ヘックスのみを辿って距離を測ること。

Q: 突撃アクションを行なっておらず、適切な対象が存在するなら
ば、1 回のアクションフェイズ中、1 体のファイターに攻撃アクショ
ンの命令を複数回出すことも可能？ 
A: その通りだ。

Q: 突撃アクションを行なったファイターに、『守備態勢に入る』の
命令を出すことはできる？ 
A: できない。突撃アクションを行なったファイターに対しては、そ
のフェイズ中一切の命令を行うことができない。

Q：ファイターが移動済み（突撃済み / 守備態勢）の状態で戦闘
不能になり、そのアクションフェイズ中に戦場へ復帰した場合、そ

のファイターは移動済み（突撃済み / 守備態勢）として扱われる？ 
A：その通りだ。

Q: 移動アクション中のファイターの移動可能距離に変更を加える
ようなカード（『死の舞踏』(#71) など）は、突撃アクション中の
移動にも影響を与える？ 
A: 与える。突撃アクションは移動アクションと攻撃アクションを
組み合わせたものだ。突撃アクション中に行われる移動アクショ
ンは、通常の移動アクションと同様の手順で行われ、同様の修
正が加えられる。

Q: 攻撃アクションの攻撃ダイスで 2 個以上の成功出目を出した場
合、ダメージを複数回与えられる？ 
A: そうではない。成功出目を何個出そうとも、1 回の攻撃アクショ
ンで与えられるダメージは 1 回分だけだ。

Q：ファイターが後退を強いられた場合、その後退は攻撃アクション
の一部として処理される？　それとも新しい別個のアクションとみな
される？ 
A：攻撃アクションによってファイターが後退を強いられた場合、そ
の後退はその攻撃アクションの枠内で行われたものとみなす（ファイ
ターの後退が解決されるまで、その攻撃アクションはまだ続いている
とみなされる）。

Q：ファイターが命令の一部として 1 回のアクションを行い、その
アクションの終了が命令の終了でもある場合（例えばこのファイター
が単純に 1 回の移動アクションを行なった場合など）、プレイヤー
は「アクションの終了後」のリアクションと「命令の終了後」のリ
アクションの両方を発動できる？ 
A：そうではない。アクションの終了と命令の終了は同時に発生す
るため、そのタイミングで発動できるリアクションは 1 個だけだ。こ
のリアクションは「アクションの終了後」と「命令の終了後」のど
ちらでもかまわない。

Q:対戦相手と自分の両方が同じタイミングで策略を発動しようと
した場合（双方が『混乱』を使用しようとした場合など）、エラッ
タに記載されている解決の順番ルールが適用される？ 
A:そうではない。パワーステップは独自の解決順番ルールを持ち
、各プレイヤーにそれぞれ策略の発動チャンスがある。そしてその
順番はプレイヤーの命令順によって決まる（22ページ参照）。

Q:対戦相手と自分の両方が同じタイミングでリアクションを発動
しようとした場合（双方が『殺戮の興奮』を使用しようとした場合
など）、エラッタに記載されている解決の順番ルールが適用され
る？ 
A:そうではない。リアクションの発動権は、次に命令を行うプレイ
ヤーから順番に回っていく（24ページ参照）

ガレクの略奪団 – ファイター
Q：ガレクの略奪団の奮起条件を考える上で、どのファイターが対象
となる？
A：ただ単に「ファイター」とだけ書かれている場合、特に敵味方など
の指定がされていなければ、敵ファイターと味方ファイターの双方
が対象となる。ガレクの悪鬼どもは、3体のファイターが戦闘不能状
態になっている場合に奮起する。注意すべきは、戦場に復帰したファ
イターはもはや戦闘不能としては扱われず、奮起条件を考える上で
はカウントされない。

ガレクの略奪団 – 策略
血の雨 (#11)
Q：『血の雨』が発動した場合、 属性の攻撃アクションが、 属性
ではなく  属性を持っているものとして扱われるの？　それ以外の
効果はある？ 
A：この策略は攻撃アクションの属性を変更するものである。次の命
令の間、あらゆる攻撃アクションは、たとえ通常は 属性を持つ攻撃
アクションだったとしても、  属性を（そして  属性のみを）持つもの
として扱われるのだ。
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都を献ぜよ (#60)  
Q:目標物トークンが（策略『冒涜』などにより）戦場から取り除
かれた場合、戦場に残っている目標物トークンをすべて確保すれ
ば『都を献ぜよ』は達成できる？ 
A:その通りだ。

墳墓の守り手 – 策略
死霊術師の厳命 (#77)
Q：『死霊術師の厳命』は、攻撃アクションに失敗したファイターが

「その攻撃アクションをもう一度行」えるようにするものだけど、“刈
り取る者”の『大鎌の横薙ぎ』のように複数の敵を対象とした攻撃ア
クションの場合はどのように処理される？ 
A:複数の敵を対象とする攻撃アクションは、複数回の攻撃アクショ
ンを1個ずつ順番に処理しているものとして扱われ、それぞれの攻撃
アクションが、その対象がダメージを受けたかどうかによって個別に
成否が判定される。もし『大鎌の横薙ぎ』の中で行われた複数回の
攻撃アクションのうち1つが失敗した場合、プレイヤーは『死霊術師
の厳命』を発動することが可能であり、これによって同じファイター
に対してこの（ファイター個別に対する）攻撃アクションをもう1回行
うことが可能となる。

アイアンスカルの野郎ども – 策略
親分に続け！ (#103)
Q：『親分に続け！』はまだ移動や突撃アクションを行なっていない
ファイターに効果を及ぼすけど、これは「このフェイズ中にまだ」って
こと？　それとも「ゲーム全体を通じてまだ」ってこと？ 
A：フェイズ中だ。

共通カード – 策略
挟み討ち (#319)
Q：『挟み討ち』を『高貴なる物腰』や『殺っちまえ！』と併用した場合、
1体のファイターが2体分より多く援護を行うことはできる？
A：できない。

強引なる拒絶 (#324)
Q：『強引なる拒絶』を、『白昼堂々の盗み』や『回復薬』など、失敗の
可能性（あるいは成功度）が存在する策略に対して発動する場合、
これは対象の策略の成否（ないし成功度）が判定された後で発動
できる？ 
A：そうではない。このカードは対象の策略の成否が判定される前の
タイミングで発動しなければならない。

降り注ぐ鏡片 (#355)
Q：『降り注ぐ鏡片』は、ファイターの居ないヘックスであれば目標物
トークンの置かれたヘックスに対しても発動できる？ 
A：できる。

牙を剥く大地 (#357)
Q：『牙を剥く大地』でファイターがダメージを受けるのは移動前と移
動後のどっちのタイミング？　このダメージによってファイターが戦
闘不能になった場合、移動元のヘックスと移動先のヘックスのどち
らで発生したものとみなされる？ 
A：移動後に発生する。このダメージによってファイターが戦闘不能
になった場合、それは移動先のヘックスで発生したものとして扱わ
れる。

Q:『牙を剥く大地』が発動した次の命令において、アイアンスカル
の野郎どもの奮起状態でないファイターが突撃アクションを行っ
た場合、そのファイターは突撃アクションがすべて終わった後でダ
メージを受ける（そして奮起する）の？　それとも移動アクション
と攻撃アクションの間でダメージを受ける？
A: そのファイターは移動アクションの終了後、攻撃アクションの
前のタイミングでダメージを受ける（そして奮起する）。

Q：『牙を剥く大地』の効果でファイターが戦闘不能になった場合、
栄誉点を獲得するのはどのプレイヤー？ 
A：2人で行うゲームの場合、片方のプレイヤー側のファイターが戦
闘不能になったら対戦相手が栄誉点を獲得する。3-4人で行うゲー
ムの場合、『牙を剥く大地』を発動したプレイヤー以外のプレイヤー

ガレクの略奪団 – 強化
終わりなき進撃(#23)
Q：この強化カードの効果はガレクを押し出すの？　それとも攻撃
側ファイターを押し出すの？ 
A：ガレクを（好きな方向に）押し出す。

スティールハートの勇士たち – ファイターカード 
アンガラッド・ブライトシールド 
Q: アンガラッド・ブライトシールドが攻撃され、防御ダイスロール
の出目によって奮起した場合、その攻撃アクションが失敗した場合
は『受け流しからの一撃』を発動できる？ 
A: できない。彼女が奮起するのはその攻撃アクションの終了後で
あり、『受け流しからの一撃』を発動可能なタイミングはすでに過
ぎているのだ。

スティールハートの勇士たち – 目標カード 
シグマーの砦 (#37) 
Q: 自軍側ファイターのうち1 体がダメージを受け、その後で全回
復した（そしてそれ以外のファイターはダメージを受けなかった）
場合、『シグマーの砦』を達成できる？ 
A: できない。

Q: アクションフェイズ開始時に自軍側ファイターが全滅していた場
合、続く終了フェイズで『シグマーの砦』を達成できる？ 
A: できる。

スティールハートの勇士たち – 策略
疲れ知らずの猛攻 (#45)
Q：複数の敵を対象とする攻撃アクション（セヴェリン・スティール
ハートの『薙ぎ払い』など）に対して『疲れ知らずの猛攻』はどのよう
に機能する？ 
A：複数の敵を対象とする攻撃アクションは、複数回の攻撃アクショ
ンを1個ずつ順番に処理しているものとして扱われ、それぞれの攻撃
アクションが、その対象がダメージを受けたかどうかによって個別に
成否が判定される。もし『薙ぎ払い』の中で行われた複数回の攻撃
アクションのうち1つが失敗した場合、プレイヤーは『疲れ知らずの
猛攻』を発動することが可能であり（最後の攻撃アクション終了後に
発動したのでない限り、これはその時点で行われていた『薙ぎ払い』
に割り込む形となる）これによって同じファイターに対して攻撃アク
ションをもう1回行うことが可能となる。追加の攻撃アクションとして

『薙ぎ払い』を行うことも可能であり、この『薙ぎ払い』で他のファイ
ターを巻き込むことも可能である。リアクションの結果として発生し
たこの追加の攻撃アクションを解決し終えたら、中断されていた『薙
ぎ払い』の処理が再開される（攻撃が可能な状態であるならば）。

スティールハートの勇士たち – 強化
稲妻の如き衝撃波 (#56)
Q：「このファイターがクリティカルヒットを出した場合」の「このファイ
ター」ってオブリンのこと？ 
A：その通りだ。

墳墓の守り手 – ファイター
Q:墳墓総監は、同じファイターを2回復帰させることによっても奮
起できる？
A:墳墓総監は、同じファイターを2回戦場に復帰させた場合も奮
起する（ファイターカード上のアクションでも、策略『安息なき死
者』でも構わない）。

Q:墳墓の守り手と対戦する場合、戦場に復帰したファイターを2
回目や3回目に戦闘不能にした場合も、そのたびに1ポイントの栄
誉点を獲得できる？ 
A:その通りだ。

墳墓の守り手 – 目標カード
終わりなき戦い (#59)
Q:1つのフェイズに同じファイターを2回復帰させた場合も『終わ
りなき戦い』を達成できる？　それとも異なるファイターじゃない
と達成できない？
A:同じファイターを2回復帰させた場合もこの目標は達成される
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A:この強化が適用されている、攻撃アクションを行うことが可能
なファイターをまず選択する（この時点で【射程】内に敵ファイター
が存在する必要はない）。次にこのファイターを1ヘックス押し出
し（リアクションとして）、その後でこのファイターは『疾走撃』攻
撃アクションを行う。

『疾走撃』のリアクションとして発生する1ヘックスの押し出しによ
り、攻撃対象に対する射線と射程の条件が満たされるならば、発
動時点で射程内に敵ファイターが存在しなくとも、あるいは射線
の通っている敵ファイターが存在しなくとも『疾走撃』は発動可能
である。

押し出しに対するリアクションなどにより、押し出し後も『疾走撃
』の射程内に敵ファイターが存在しなかった場合、この攻撃アク
ションは行われず（成功とも失敗ともみなされない）、この命令は
終了する。攻撃アクションをきっかけに発動するリアクションを発
動することはできない（攻撃アクションが行われていないため）、
さらに『流血をもたらせ』のような目標カードの達成条件にも加え
られることはない（攻撃アクションが行われていないため）。

『疾走撃』によって突撃アクションの仕組みが変わることはない。
突撃アクション内の移動アクション終了時、そのファイターは射
線が通っており、さらに攻撃アクションのうち1 個の射程内にい
る適切な攻撃対象を有していなければならない。

渾身の一撃 (#431) 
Q: 自軍のファイターに『渾身の一撃』を付与した場合、複数体
のファイターを攻撃対象とするような攻撃アクションに対してこの
効果で追加の攻撃ダイスを得ることはできる？　その場合はどの
ように効果を解決すればいい？ 
A: 複数体のファイターを攻撃対象とするような攻撃アクションに
対しても、この強化カードの効果によって追加の攻撃ダイスを得
ることは可能だ。しかしその場合は最初に解決される攻撃アク
ションに対してのみ、追加の攻撃ダイスが与えられる（言い換え
るならば、その攻撃アクションの最初の攻撃対象 1 体に対しての
み、追加の攻撃ダイスを使用できる）。

に属するファイターがこの効果で戦闘不能になった場合、『牙を剥く
大地』を発動したプレイヤーが栄誉点を獲得する。『牙を剥く大地』
を発動したプレイヤー自身のファイターがこの効果で戦闘不能に
なった場合、どのプレイヤーも栄誉点を得られない。

逃げ去る断片 (#359)
Q：『逃げ去る断片』によって、目標物を初期配置ヘックスに移動させ
ることは可能？ 
A：可能だ。その場合もそのヘックスは初期配置ヘックスとして扱わ
れ続ける。

Q：『逃げ去る断片』によって、目標物を封鎖ヘックスに移動させるこ
とは可能？ 
A：可能だ

全力疾走 (#363)
Q：能力値に修正を加える際は、掛け算が足し算より先に行われる
の？　たとえば、【移動力】3のファイターに『優れた脚力』を適用する
と【移動力】が+1されるけど、このファイターに『全力疾走』を発動し
た場合、このファイターが動けるヘックス数は7ヘックス？　それとも
8ヘックス？ 
A：掛け算（および割り算）は足し算（および引き算）よりも先に行わ
れる。上の例ならば、そのファイターが動けるのは7ヘックスまでだ。

時の牢獄 (#368)
Q：『時の牢獄』の説明文には『このカードを発動したプレイヤーは
次の命令をパスする』とあるけど、これは次の命令で『パス』を行わな
ければならないということ？　それとも命令機会自体がスキップされ
て、ターンの順番も変わるってこと？ 
A:『時の牢獄』を発動した場合、そのプレイヤーのファイター1体
は追加のアクション（命令ではない）を1回行える。このアクショ
ンはパワーステップ中に発生し、このアクションによって命令トー
クンが裏返されることはない。この追加アクションによって、ファ
イターに通常行えないアクションを行わせることはできない（この
フェイズ中すでに移動アクションを行ったファイターに突撃アク
ションを行わせるなど）。このアクションが解決されたら、中断さ
れていたパワーステップが再開される。このプレイヤーは、次に
回ってきた命令ターンにおいて『パス』を選択せねばならない。
『パス』の選択後、通常通りパワーステップが発生する。『時の牢
獄』がターンの順番を変えることはない。

共通カード – 強化
祝福されし鎧 (#377)
Q：『祝福されし鎧』が適用されているファイターが攻撃の対象と
なった場合、 で回復が発生するかどうか別個にダイスを1個ロー
ルするの？　それとも防御ロールを参照するの？　もし巧者だとし
たら、複数の  を出した場合はダメージが複数回復する？ 
A：このカードはファイターの防御ロールに使用したダイスを参照し、
そのロールで  を出したダイスの個数に等しい数のダメージが取り
除かれる。

ディーモンウェポン (#382)
Q：『ディーモンウェポン』で攻撃する場合、使用者はどのタイミング
でダメージを受けるの？
A：『ディーモンウェポン』による攻撃アクションを行う前にダメージ
が発生する。

影硝子を呼ぶ者 (#416)
Q:双方のウォーバンドに、『影硝子を呼ぶ者』が適用されたファ
イターが居た場合、アクションフェイズ開始時、どちらの効果が先
に適用される？
A:これらのアップグレードは同時に解決され、すなわちその効
果の発動順を決定するにあたってはエラッタ内の『解決の順番』
ルールを使用すること。

疾走撃 (#423)
Q：『疾走撃』はどのように解決される？


