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オフィシャルエラッタ&FAQ, バージョン1.4a

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。”

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

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 な々局面で行われる（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

™

™

™
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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”

22&30 ページ – ガード
ルール文の末尾に以下の文章を追加する：
“すでに守備状態であるファイターが、さらに「守備態勢に
入る」アクションを行うことはできない”

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。”

カード名 
『最期の一撃』（#81）（墳墓の守り手エキスパンション収録）

の名前を『フェイタルストライク』に変更する。

『死体漁り』（#353）（墳墓の守り手エキスパンション収録）
の名前を『スカヴェンジャー』に変更する。

原則として、カード番号の異なるカードは別々のカードと見
なされ、同一のデッキに編入することが可能である。

牙を剥く大地 (#357)
ルール文を以下のように変更する：
“次の命令の間、移動アクションを行った、または押し出し
や後退を受けたあらゆるファイターは、1 ポイントのダメージ
を受ける。”

FAQ
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: リロールはどのタイミングで解決される？
A: ルールによってリロールが指示された場合、特別な記載
がない限りロールの直後にリロールが行われる。例えばファ
イターが攻撃アクションを行い、攻撃側と攻撃対象側の双
方がそれぞれ 1 個のダイスをリロールできる能力を有してい
た場合、まず攻撃側プレイヤーがロールを行い、そのロー
ルしたダイスのうち1 個について（望むならば）リロールを
行なう。次に攻撃対象側プレイヤーがロールを行い、その
ロールしたダイスのうち1 個について（望むならば）リロー
ルを行なう。攻撃側プレイヤーが、攻撃対象側の防御ロー
ルを待ってからリロールを行なうかどうか決定することはでき
ないのだ。

Q: ダイス 1 個をリロールするルールが複数適用されている
場合、どのように解決される？
A: 特定の 1 個のダイスを 2 回以上リロールすることはでき
ない。しかしながら、例えばファイターが攻撃アクションを
行う際に攻撃ロールのダイス1個をリロールできるようなルー
ルが 2 つ適用されていたとして、その攻撃ロールでダイス
を 2 個以上ロールするならば、プレイヤーはそのロールのう
ち2 個のダイスをリロールできる。その際、これらはそれぞ
れ異なるルールの適用であるため、まず攻撃ロールを行い、
次にロールした中から1 個のダイスをリロールし、さらにま
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にボーナスをもたらすようなカードは、2 ヘックス以内にい
る相手に対して発動した【射程】3 の攻撃アクションにも
ボーナスをもたらす？
A: もたらさない。【射程】は攻撃アクションの能力値を指し
ており、攻撃側ファイターと攻撃対象ファイターの間の距離
は、能力値自体に影響を与えるわけではないからだ。

Q: 攻撃アクションにおいて、攻撃側ファイターの攻撃ロー
ルの成功出目が 1 個の のみであり、防御側ファイター
の防御ロールの成功出目も1 個の のみであった場合、
その攻撃アクションはどのように扱われる？
A: この攻撃アクションの攻撃ロール合計値と防御ロール合
計値は同一であり、この攻撃アクションは失敗となる。ただ
し攻撃側ファイターは 1 個以上の成功出目を出しているた
め、攻撃側ファイターのプレイヤーが望むならば、攻撃対象
ファイターに後退を強いることができる。

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: 『暗殺』(No.237) や『多正面戦闘』(No.275) において、
「自軍側ウォーバンドが敵ファイターにダメージを与えた /
敵ファイターを戦闘不能にした」というのはどのような状況
を指す？
A: 「自軍側ウォーバンド」とは自軍側ファイターと自軍側
カードを指す。すなわち自軍側の策略カード（『死に際の一
撃』(No.316) や『仕掛け罠』(No.369)、『牙を剥く大地』
(No.357) など）によって敵ファイターにダメージを与えたり、
敵ファイターを戦闘不能にした場合、それも自軍側ウォーバ
ンドによるものと見なされる。

Q: 『大攻勢』(No.271) や『絶妙な力加減』(No.284) に
おいて、「ファイターが敵ファイターにダメージを与えた /
敵ファイターを戦闘不能にした」というのはどのような状況
を指す？
A: 「ファイターが与えたダメージ」とは、自らの行ったあら
ゆる攻撃アクション（これには『優れた腕力』(No.391) や、

『稲妻の如き衝撃波』(No.56) による周囲のファイターへ
の追加ダメージ、『えぐり込み』(No.372) の追加ダメージ
など、強化カードや策略カードによるダメージボーナスも含
まれる）によって与えられたダメージを指す。『死に際の一
撃』(No.316) や『仕掛け罠』(No.369)、『牙を剥く大地』
(No.357)など、策略によって直接与えられたダメージは、ファ
イター（およびその攻撃アクション）によって与えられたダメー
ジにはカウントされない。

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: 戦場の端に向けて後退を強いられた時、『逃げ場なし！』
は発動する？

だリロールされていないダイスの中から1 個をリロールするこ
と。

Q: 空白ヘックスとは？
A: 空白ヘックスは、ヘックス上にファイターがおらず、なお
かつ封鎖ヘックスでもないようなヘックスのことである。

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: 『前進撃』(No.234) などで参照されている「敵軍側テ
リトリー」は何を指しているの？
A: これは、自軍側テリトリーでも中立テリトリーでもないよう
なヘックスを指す。

Q: 「遠ざかるように」ってどういう意味 ?
A: ルールでファイター（あるいは目標物）を、ヘックス（も
しくはファイターや目標物）から「遠ざかるように」移動さ
せるもしくは押し出すよう指示された場合、これはこの移動
や押し出しの最終到達地点が、その移動や押し出しが開始
された地点よりも、そのヘックス（もしくはファイターや目標
物）から遠い位置であるようにしなければならないということ
を意味する。この距離はヘックス単位で測られる（封鎖ヘッ
クスも通り抜ける形での最短距離）。

Q: 強化カードを敵ファイターに適用できる？
A: できない。

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（【射程】が 1 もしくは 2 のものに限る）」
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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: 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）

Q: 目標カードの中には「全てのファイター」「生き残って
いる全てのファイター」「全ての目標物」といった表現があ
るけど、中には（5 体以上）みたいな括弧書きがついてい
るものもある。そのような場合、括弧書きの中の条件だけ
満たせばその目標は達成できるの？　それとも全ての条件
を満たさないとダメ？
A: 条件全体を満たさなければ目標の達成は行えない。例え
ば『死者の行進』の場合、生き残っている全てのファイター
が直前のアクションフェイズにおいて移動アクションを行って
おり、なおかつこの時点で 5 体以上の味方ファイターが生
き残っているならば、この目標は達成される。

Q: 「手札の目標カードを 1 枚破棄し、目標デッキの一番上
から目標カードを 1 枚引く。」命令によって「この目標はた
だちに達成される」系の目標カードを引き、さらにその目
標カードの達成条件がその時点で満たされていた場合、こ
の目標カードを達成することはできる？　（例えば、『血の
神にさらなる血を！』(No.002) をドローした時、そのアク
ションフェイズ中すでに自軍側ファイターのうち 3 体が突撃
アクションを行っていた場合、このカードを達成できる？）
A: できる。

ガレクの略奪団 – ファイターカード
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 – 策略カード
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、

A: その通りだ。戦場の周囲に存在する不完全ヘックスへと
移動することはできず、それゆえファイターは後退を強いら
れた際にこれらのヘックスへ移動することはできない。よって

『逃げ場なし！』が発動することとなるだろう。

Q: 『吹き飛ばし』による押し出しは後退を強いられたこと
による押し出しと同じ方向でなければならない？
A: その通りだ。

Q. 自軍ファイターの突撃アクション中に何らかの事態が発
生し、この突撃を解決できなくなった場合（リアクションに
よって敵が移動し、自軍ファイターの攻撃アクション射程か
ら外れてしまうなど）、その場合もこの自軍ファイターは突
撃アクションを行ったものとして扱われる？
A. その通りだ。

Q: 追加のアクションをもたらすような策略はどのように解
決される？
A: 策略カードの中にはファイターに追加のアクションを行わ
せるものがある。これらの解決され方には 2 種類存在する。
片方は特定のアクションを行わせるもの（例えば、『準備完了』

「リアクション：アクションフェイズ中にこのプレイヤーがファ
イターに強化カードを適用した直後に発動可能。発動した
場合、このファイターは 1 回の移動アクションもしくは攻撃ア
クションを行う」）であり、もう片方はアクションの内容が指
定されていないものである（例えば『時の牢獄』「ファイター
を選択せよ。そのファイターはただちに 1 回のアクションを
行える。……」）。これらのカードを使用する場合、アクショ
ンと命令の違いに注意しよう。突撃アクションを行ったファ
イターはそのラウンド中さらなる命令を受けることはできない
が、これらの策略カードがもたらすのはあくまで追加のアク
ションであり、この制限の対象外なのである。

策略のルール文でアクションの種類が指定されている場合、
ファイターはたとえ通常のゲーム進行ではそのアクションを
行えない状態であってもそのアクションを行える。例えば『準
備完了』の場合、対象のファイターはたとえこのラウンド中
に移動アクションや突撃アクションを行っていたとしても移動
アクションを行える。

策略のルール分で「アクションを行う」とだけ書かれ、その
内容が指定されていない場合、そのファイターは通常のゲー
ム進行で行えないようなアクションを行うことはできない。例
えば『時の牢獄』の場合、その対象としてこのラウンド中に
すでに移動アクションを行ったファイターを指定したならば、
そのファイターは移動アクションおよび突撃アクションを行う
ことはできないのだ（1 つのラウンド中に 2 回以上の移動ア
クションを行うことはできず、突撃アクションは常に移動アク
ションを含んでいるものとみなされる）。しかしながら、たと
えこのファイターがこのラウンド中に突撃アクションを行って
いたとしても、策略によってこのファイターに攻撃アクションや

「守備態勢に入る」といったアクションを行わせることはで
きる。

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？
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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 – 強化カード
必殺の反撃 (#52)
Q: 複数のファイターを対象とするような攻撃アクションを
行っている最中の敵ファイターに対して『必殺の反撃』を
発動し、これによってその敵ファイターが戦闘不能となるか
押し出されるかして、その敵ファイターの他の攻撃対象が
攻撃範囲から外れてしまった場合、その攻撃アクションは
どのように解決される？
A: その攻撃アクションのさらなる解決が不可能である以上、
その攻撃アクションはそれ以上解決されること無く終了する。

Q: If I use Fatal Riposte and Steelheart has an 
Attack action that targets all adjacent fighters (e.g. 
his Mighty Swing) can I use that Attack action 
rather than an Attack action that only targets the 
attacker?　『必殺の反撃』をスティールハートに適用し、
さらにスティールハードが『薙ぎ払い』などの隣接するファ
イター全てを対象とする攻撃アクションを有している場合、

『必殺の反撃』によってこれらの攻撃アクションを発動す
ることはできる？
A: リアクションのトリガーとなったファイターが攻撃対象の
中に含まれているならば、可能だ。

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。

正義の一撃 (#57)
Q: 自軍側ファイターが『正義の一撃』攻撃アクションを行い、

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。

無感覚 (#16)
Q: 『無感覚』の効果が適用されているファイターが、その
命令中に合計で 2 ポイント以上のダメージを受けることは
ある（『仕掛け罠』(No.369) や『牙を剥く大地』(No.357)
の効果などによって）？
A: ない。

流血よりの復活 (#18)
Q: 自軍のファイターに『魂の牢獄』が適用されており、な
おかつ手札に『流血よりの復活』が存在するならば、プレ
イヤーはその両方を使用できる？
A: 『魂の牢獄』は攻撃アクションの最中に発動するリアク
ションカードであり、『流血よりの復活』は攻撃アクション完
了後に発動する。攻撃アクションの最中に『魂の牢獄』を
発動し、なおかつロールに失敗した場合、その攻撃アクショ
ンの完了直後に『流血よりの復活』を発動できる（発動条
件を満たしているならば）。

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。

Q: アンガラッドの『受け流しからの一撃』や『シールドバッ
シュ』の発動条件を考える上で、「敵の攻撃アクションが
成功したかどうか」はどのタイミングで判定されるの？　ア
ンガラッドが後退を強いられる前？　それとも後？
A: 前だ。攻撃ロールと防御ロールを比較した際にその攻撃
アクションが失敗しているならば（すなわちその対象が『逃
げ場なし！』であるかどうかが判定される前のタイミングで）
これらのリアクションを発動できる。

Q: アンガラッドの『受け流しからの一撃』を他の攻撃アク
ションと同様に能動的に発動することはできる？　それとも
リアクションとして発動することしかできない？
A: 他の攻撃アクションと同様に能動的に発動することがで
きる。

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
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A: できない。

Q: 自軍の『アイアンスカルの野郎ども』のファイターのう
ち 1 体が、敵軍側の攻撃アクションによって 2 ダメージを
受け、対戦相手がリアクションとして続けて発動した『仕
掛け罠』によってさらに 1 ポイントのダメージを受けた場合、

『死んでることにも気付かぬマヌケ』を達成することはでき
る？

A: できない。『仕掛け罠』によるダメージは、『攻撃アクショ
ンによってもたらされたダメージ』にはカウントされない。

アイアンスカルの野郎ども – 策略
賢くて強ええ (#101)
Q: 敵ファイターが行う突撃アクションの一部として行われ
た移動アクションへのリアクションとして『当意即妙』を発
動し、さらに『当意即妙』によって行われた自軍側ファイ
ターの移動アクションへのリアクションとして『賢くて強え
え』を発動することはできる？
A: できる。

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。

スパイトクロウの群鼠
Q: スパイトクロウの群鼠の奮起条件はどのように判定され
る？
A: スパイトクロウの群鼠の各ファイターは、策略の対象とし
て選択されたタイミングで奮起する。その際は、「ファイター
を選択せよ」とルール文に書かれているような策略のみが
対象となり、そうした策略の解決中にこのファイターを選択
することで、そのファイターは奮起条件を満たしたこととなる
のだ。例えば『混乱』を発動した場合、プレイヤーは互い
に隣接した 2 体のファイターを選択する。この中にスパイト
クロウの群鼠のファイターが含まれているならば、そのファイ
ターは奮起するのである。一方で『死に対する嫌悪』を発
動した場合、その対象として押し出された味方ファイターは
奮起しない（「選択」の文言がないため）。同様に、『地震』
を発動したとしても、ファイターを選択したわけではないため、
スパイトクロウの群鼠のファイターが奮起することはない。

スパイトクロウの群鼠 – 策略
醜い押し付け (#160)
Q: スパイトクロウの群鼠のファイターを奮起させる目的で、
隣接しているファイターの存在しないファイターに対して『醜
い押し付け』を発動することはできる？
A: できる。

スパイトクロウの群鼠 – 強化
使い捨ての雑兵 (#167)
Q: 『使い捨ての雑兵』んいよって自軍のファイターを戦場
から取り除いた場合、対戦相手は栄誉点を獲得する？
A: しない。しかしながら、その時点よりそのファイターはあ
らゆる意味で戦闘不能状態にあるものとして扱われる（例え
ば戦闘不能となったファイターの人数を数える際や、どのファ

攻撃対象が敵軍側リーダーだったとする。この攻撃アクショ
ンが失敗した場合、子の自軍側ファイターはリアクションと
してもう1 回この攻撃アクションを行えるけど、この 2 回目
の攻撃アクションに失敗した場合も（新たに行われた攻撃ア
クションの失敗として）、再度このリアクションを発動できる？
A: できる（対戦相手がこの攻撃アクションに対してリアクショ
ンを発動しなければだが）。

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。

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 – 目標カード
死んでることにも気付かぬマヌケ (#96)
Q: 自軍の『アイアンスカルの野郎ども』のファイターのう
ち 1 体が、敵軍側の攻撃アクションによって 3 ダメージを
受けた場合、対戦相手がリアクションとして続けて発動した

『仕掛け罠』によってこのファイターが戦闘不能となる前に
『死んでることにも気付かぬマヌケ』を達成することはでき
る？
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以上が攻撃範囲外となるような位置へと移動してしまった場
合、この攻撃アクションはその時点で終了する。

Q: 『こっそり不意討チ』の効果によって、射程内に敵の存
在しない自軍ファイターに攻撃アクションを行わせることは
できる？
A: できる。ただし 1 ヘックス分の押し出しによって攻撃対
象への射線と射程条件が満たされる場合のみである。『こっ
そり不意討チ』による1 ヘックス分の押し出しをもってしても
攻撃アクションを実行可能なヘックスへと移動することがで
きない場合、『こっそり不意討チ』を発動することはできない。

何らかの理由により（リアクションによる押し出しなど）、本
来であれば攻撃可能なヘックスへと押し出された後もこの
ファイターの攻撃アクション射程内に敵ファイターが存在し
ない場合、その攻撃アクションは行われず（成功とも失敗と
も見なされない）、その命令はこの時点で終了する。その際
は、攻撃アクションによって発動するリアクションは発動でき
ず、目標カードの条件を考える上での攻撃アクション実行回
数にもカウントされない（実行されていないため）

共通カード – 目標
征服 (#247)
Q: 自軍のファイター全員が戦闘不能である場合、『征服』
は達成できる？
A: できない。

封じ込め (#248)
Q: 敵ファイター全員が戦闘不能である場合、『封じ込め』
は達成できる？
A: できない。

完璧な一撃 (#273)
Q: 『仕掛け罠』や『えぐり込み』から与えられたダメージ
によって『完璧な一撃』を達成することはできる？
A: 『仕掛け罠』によって『完璧な一撃』を達成することは
可能だ（このリアクションは直接ダメージをもたらすため）。
しかし『えぐり込み』によって『完璧な一撃』を達成するこ
とはできない（このリアクションは直接ダメージを与えるので
はなく、あくまで攻撃アクションの『ダメージ値』を高めるも
のであるため）。

共通カード – 策略
冷酷なる嘲笑 (#312)
Q: 『冷酷なる嘲笑』がファイターに適用された場合、ファ
イターを奮起させる効果を持つ策略カード（『我、天啓を
得たり』など）によってそのファイターを奮起させることは
できる？
A: できない。

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。

地震 (#321)
Q: 『地震』を発動した際の押し出しはどのように解決される？
A: 方向を選び、全てのファイターをその方向に同時に押し
出す。その方向に押し出すことが不可能なファイター（押し

イターがすくリッチのアクションによって戦場に再配置可能
であるかを考える際など）。

逃ゲろ！ (#169)
Q: 強化カード『逃ゲろ！』のアクションによって、スクリッ
チおよびそれに隣接するファイター 1 体が移動アクション
を行う場合、これらのファイターにすでに移動トークンや突
撃トークンが置かれていたとしても発動できる？
A: できる。ただし強化カード上のアクションを行うための条
件は満たされている必要がある（スクリッチがこのフェイズ
中にまだ突撃アクションを行っていないか、もしくは突撃アク
ションを行ったかどうかに関わりなくアクションを行えるよう
な状態にある）。

Q: スクリッチに隣接している味方ファイターが存在しない
場合にも逃ゲろ！』のアクションは発動できる？
A: できない。

縦横無尽 (#170)
Q: 『縦横無尽』を適用したファイターが突撃アクションを
行った場合、このファイターを 2 回押し出すことができる？
A: できる。その際は、移動アクションの完了後に 1 回、攻
撃アクションの完了後に 1 回、このリアクションを発動する
こと（対戦相手が先にリアクションを発動した場合は除く）。
しかしその場合も、突撃アクション内の移動アクションは必
ず攻撃アクションの範囲内で（押し出し前に）完了しなけれ
ばならないことに注意しよう。これが不可能である場合、突
撃アクションを行うことはできない。同様に、突撃アクショ
ン内の移動アクションの完了後に発動した押し出しによって、
自軍のファイターの攻撃アクション範囲内に敵ファイターが
存在しなくなってしまった場合、その攻撃アクションは行え
ないということに注意しよう。

Q: 『縦横無尽』が適用されたファイターが複数のファイター
を対象とする攻撃アクションを行った場合、対戦相手が先
にリアクションを行わなかったならば、この攻撃アクション
内の個々の攻撃アクションの後にそれぞれこのファイターの
押し出しを行える？
A: 行える。ただし、この攻撃アクションの対象となるのはあ
くまで攻撃アクション開始時に隣接していた敵ファイターの
みであり、敵ファイターに攻撃アクションを行うためには、そ
れらの敵ファイターに隣接している必要がある。押し出しに
よって、これらの（まだ攻撃を解決していない）敵ファイター
のうち1 体以上が攻撃範囲外となるような位置へと移動して
しまった場合、この攻撃アクションはその時点で終了する。

こっソり不意討チ (#171)
Q: 『こっそり不意討チ』が適用されたファイターが複数の
ファイターを対象とする攻撃アクションを行った場合、この
攻撃アクション内の個々の攻撃アクションの直前にそれぞ
れこのファイターの押し出しを行える？
A: 行える。ただし、この攻撃アクションの対象となるのはあ
くまで攻撃アクション開始時（最初の攻撃アクションを行う
前に『こっそり不意討チ』の押し出しを行ったならば、その
押し出しの後）に隣接していた敵ファイターのみであり、敵
ファイターに攻撃アクションを行うためには、それらの敵ファ
イターに隣接している必要がある。押し出しによって、これ
らの（まだ攻撃を解決していない）敵ファイターのうち1 体
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クションに対して発動することは可能？
A: 可能だ。『ラストチャンス』は攻撃アクションの最中に発
動し、その攻撃アクションによるダメージを無効化する。攻
撃アクションはダメージを与えた場合にのみ成功したとみな
されるため、この攻撃アクションは失敗したものとみなされる。
それゆえ、『攻撃アクションの直後、この攻撃アクションが
失敗していた場合』に該当するため、プレイヤーはこの攻撃
アクションの完了後に『死霊術師の厳命』をリアクションと
して発動できる。

Q: ラストチャンスのルール文に書かれている『通常の成功
出目』ってどういう意味？　これはファイターの現在の状況
による成功出目（援護やアップグレード、策略）を指すの？　
それともファイターカードに書かれている『防御力』属性
を指すの？
A: 単純にそのファイターのファイターカードに書かれている
防御属性を指す。例えばこのファイターの防御属性が だっ
た場合、 、 以外の出目が出れば『ラストチャンス』の
効果が発動する。

Q: 自軍側ファイターの攻撃アクションによって敵ファイター
が戦闘不能となるはずのところを、『魂の牢獄』や『ラストチャ
ンス』によって戦闘不能にならなかった場合、この敵ファイ
ターに後退を強いることはできる？
A: できる。

Q: 自軍側ファイターが攻撃アクションによってダメージを
受け、さらに対戦相手が発動した『仕掛け罠』によって追
加で1ダメージを受けた場合（これにより戦闘不能になる）、
この自軍側ファイターについて『ラストチャンス』を発動す
ることはできる？
A: できない。『ラストチャンス』は攻撃アクションによってファ
イターが戦闘不能になった場合に発動できるが、『仕掛け
罠』は攻撃アクションではない。

Q: 同一の攻撃アクション中に、『ラストチャンス』を『最
後の悪あがき』や『魂の牢獄』と併用することはできる？
A: できない。

強靭なる一振り (#339)
Q: 『強靭なる一振り』の効果によって『影硝子の剣』を複
数のファイターに対して発動した場合、どのように解決され
る？
A: この攻撃アクションを各ファイターに対して 1 体ずつ順番
に解決していく（順番は攻撃側プレイヤーが選択する）。最
初にこの攻撃アクションが成功した時点でこの強化カードは
破棄され、それゆえ残りの対象に対してこの攻撃アクション
を解決することはできない。

Q:  『強靭なる一振り』の効果によって『ディーモンウェポン』
を複数のファイターに対して発動した場合、どのように解決
される？
A: このファイターは各攻撃アクションの直前にそれぞれ 1 ダ
メージを受ける。よってまず最初に 1 ダメージを受け、その
後（このファイターが生き残っているならば）最初の攻撃ア
クションを行う。そしてさらに 1 ダメージを受け、その後（こ
のファイターが生き残っているならば）2 体目に対する攻撃
アクションを行う。このファイターが戦闘不能となった場合、

出し先のヘックスが封鎖ヘックスである。押し出し先のヘッ
クスが押し出し不可能なファイターによって占有されている。
押し出し先が戦場の端の不完全ヘックスである。何らかの
ルールによってそのファイターが押し出されない状態にある）
は押し出されない。戦場に存在するファイターの数が多いな
どして、全てのファイターのミニチュアを同時に押し出すこと
が難しい場合は、1 体ずつ動かしても構わないが、その場
合もゲームルール上はすべての押し出しが同時に行われたも
のとみなされる（例えば『地震』および『地震』の押し出
しに対するリアクションは、『地震』による押し出しが全て完
了したタイミングでのみ行える）。

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。

Q: 『強引なる拒絶』を、リアクションとして発動する策略に
対して発動することはできる？
A: できる。『強引なる拒絶』の発動条件は対戦相手による
策略の発動であり、対象となる策略の発動タイミングとは異
なるタイミングで発動したものとみなされる。

憤怒の力 (#327)
Q: 『憤怒の力』を発動した場合、攻撃ダイスのリロールは
どのように行うの？
A: その攻撃アクションでロールされた攻撃ダイスを好きな数
だけリロールできる。1 個でも、発動側のプレイヤーが望む
特定の個数でも、あるいは全部リロールしても構わない。

隠れ道 (#331)
Q: 『隠れ道』のルールには、対象のファイターは「移動ア
クションを行ったものとして扱われる」とあるけれど、これ
は『当意即妙』や『賢くて強ええ』、『死者の行進』の発
動条件や達成条件に影響する？
A: 『隠れ道』の対象となったファイターは、以降このラウン
ドの終了時まで「すでに移動アクションを行った」ものとし
て扱われる（これによって以降このラウンド内でこのファイ
ターが行えるアクションは制限されるだろう）。しかし『隠れ
道』は移動アクションではない（そしていかなるアクションで
もない）。すなわち『隠れ道』によって『当意即妙』や『賢
くて強ええ』が発動することはなく（リアクションの発動トリ
ガーとなるアクションが存在しないからだ）、『隠れ道』によっ
て『走破』を達成することもできない（移動アクションでは
ないからだ）。しかしながら、『隠れ道』の対象となったファ
イターはこのラウンド中に移動アクションを行ったものとして
扱われるため、『死者の行進』の達成条件を考える上では
カウントされる。

試行錯誤 (#333)
Q: 手札にパワーカードを 1 枚も持っていない場合でも『試
行錯誤』を発動できる？
A: できる。

ラストチャンス (#336)
Q: 『ラストチャンス』と『死霊術師の厳命』を同じ攻撃ア
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できないファイター（突撃アクションを行ったため）に対して
（あくまで自軍側の命令手番中に）命令を行うことができる
ようにするためのカードである。自軍側の命令手番終了後の
パワーステップでこのカードを発動した場合、いかなる効果
も持つことはない。

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。

Q: 『牙を剥く大地』の効果中に、ファイターが『吹き飛ばし』
特性を持つ攻撃アクションによって後退を強いられた場合、
受けるダメージは何ポイント？
A: 1 ポイントだ。

Q: 『牙を剥く大地』の効果中にファイターが移動と押し出
しの両方を行った場合、このファイターは何ポイントのダ
メージを受ける。
A: このファイターは、この命令中に最初に行った移動およ
び押し出しの完了後に 1 ポイントのダメージを受け、それ以
降この命令中にこのファイターが移動したり押し出しを受け
たとしてもさらなるダメージを受けることはない。

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。

残りの攻撃対象に対する攻撃アクションは行われない。

人違い (#341)
Q: スパイトクロウの群鼠のファイターが策略の対象として
選択され、しかしそのファイター側のプレイヤーが『人違い』
によって別のファイターを選択させた場合、どのファイター
が奮起するの？
A: 『人違い』によって選ばれたファイターのみが奮起する。

Q: 対戦相手が『混乱』を発動し、その対象として対戦相
手側のファイター 1 体と、こちら側のファイター 1 体を選択
した場合、『人違い』によってファイターのペアそのものを
選択し直すことはできる？
A: できない。『人違い』によって選択できるのは他の味方ファ
イター 1 体だけであり（元の策略によって選択された味方
ファイター 1 体の代わりとなる）、上記の状況の場合は、『混
乱』によって選択された敵ファイターに隣接している必要が
ある。

一瞬の狂気 (#342)
Q:  『一瞬の狂気』を発動した場合、選択された敵ファイ
ターは、その策略の効果中、味方ファイターとなるの？
A: そうではない。

Q: 『一瞬の狂気』の対象として選択した敵ファイターに強
化カード『首狩人』が適用されていた場合、このファイター
が他のファイターを戦闘不能にしたならば、自軍は追加の
栄誉点を獲得できる？
A: できない。

私の番だ (#343)
Q: 自軍のファイターが『ディーモンウェポン』を使用し、
それによってダメージを受けた場合、このダメージに対して

『私の番だ』を発動することはできる？　もしできるなら、
どのような順番で解決される？
A: 発動できる。その場合は、攻撃アクション『ディーモンウェ
ポン』が解決された後で『私の番だ』を発動すること。

Q: 『牙を剥く大地』の効果が有効になっている自軍側の命
令において、自軍側ファイターが突撃アクションを行った
場合、これによってもたらされるダメージに対して『私の番
だ』を発動することはできる？　もしできるなら、どのよう
に解決される？
A: 発動できる。その場合は突撃アクションの一部である移
動アクションの終了後（『牙を剥く大地』がこのファイターに
ダメージを与えた後）に『私の番だ』を発動する。そして『私
の番だ』の効果を解決し、その後で（まだ可能であるならば）
突撃アクションの一部である攻撃アクションを解決する。

跳ね返り (#349)
Q: 『跳ね返り』によるダメージは、誰によってもたらされた
ものとみなされる？
A: 『跳ね返り』を発動した側のプレイヤーのウォーバンドに
よってもたらされたダメージとみなされる。

衰えぬ勢い (#354) 
Q: このカードの効果によって、対戦相手側の命令手番中
に、味方ファイターに対して命令を行うことはできる？
A: できない。このカードは、通常ならば命令を行うことが
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A: できる。『仕掛け罠』の発動条件は「ファイターが後退
を強いられた直後」であり、攻撃アクションが成功したかど
うかの判定時に発動するリアクションとは発動条件が異なる
のだ。

共通カード – 強化
カトフレインの遺構
Q: 『カトフレインの遺構』系カードが 4 枚以上適用されて
いる自軍側ファイターが突撃アクションを行った場合、自
軍は『パワーカードを 2 枚ドローする』リアクションを何
回発動できる？
A: このリアクションはこのファイターのアクションが完了する
たびに発動可能である（対戦相手が同一のタイミングでリア
クションを発動した場合は除く）、それゆえこのファイターが
突撃アクションを行った場合はこのリアクションを、移動ア
クション終了後と攻撃アクション終了後に 1 回ずつ、合計 2
回発動可能だ。なおこのファイターが、複数のファイターを
攻撃対象とする攻撃アクションを行った場合、この攻撃アク
ションの一部である各攻撃アクションの終了後にこのリアク
ションを初動できる。

Q: ファイターに守備態勢を取らせた場合、これは『パワー
カードを 2 枚ドローする』リアクションの発動条件を考え
る上でのファイターのアクションにカウントされる？
A: される。

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。

Q: 『ディーモンウェポン』によって発動可能となる攻撃アク
ションを行う際、攻撃側ファイターが受ける 1 ダメージは
誰によってもたらされたものとみなされる？
A: その攻撃を行うファイターだ。

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。

魂の牢獄 (#420)
Q: 攻撃側プレイヤーが『えぐり込み』を発動していた場合
にも『魂の牢獄』は発動できる？
A: できる。『えぐり込み』は攻撃アクションの成功が確定し

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。

精神の翼 (#361)
Q: 『精神の翼』は、突撃アクションの一部として行われる
移動アクションにも【移動力】ボーナスをもたらす？
A: もたらす。

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。

仕掛け罠 (#369)
Q: 『仕掛け罠』の効果によってファイターが戦闘不能にな
る場合、それは後退の前と後のどちらのタイミングで発生
したものとみなされる？
A: 後退の後だ。

Q: 成功しなかった攻撃アクションによってファイターが後
退を強いられ、この後退によって『仕掛け罠』が発生し、
このファイターにダメージを与えた場合、この攻撃アクショ
ンは成功したものとみなされる？
A: 見なされない。このダメージはあくまで策略カードによっ
てもたらされたものであり、攻撃アクションによってもたらさ
れたものではない。

Q: 自軍側ファイターが攻撃アクションを行い、ダイスロー
ルの結果、攻撃アクションは成功となりダメージが与えら
れることとなった。このタイミングで対戦相手が『跳ね返り』
を発動しようとしたが、ロールに失敗して何の効果ももたら
さなかった。そのため攻撃アクションの解決は継続され、
自軍側ファイターは敵軍側ファイターにダメージを与え、さ
らにこの敵軍側ファイターに後退を強いた。このタイミング
で自軍は『仕掛け罠』をリアクションとして発動できる？
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時に行われる先攻決めのロールオフの前と後のどちらで発
動する？
A: ロールオフの後で発動する。『道化のチャーム』が適用
されているファイターが複数のウォーバンドに存在する場合、

『解決の順番』ルールに従ってアビリティの解決順を決める
こと。

吸血武器 (#435)
Q: 『吸血武器』が適用されている自軍側ファイターが戦闘
不能になるタイミングで、自軍が『最後の悪あがき』を発
動し、『最後の悪あがき』によって行われた攻撃アクション
によってこの自軍側ファイターが敵ファイター 1 体を戦闘不
能にした場合、この自軍側ファイターからはダメージトーク
ンが 1 個取り除かれることになるわけだけれども、何が起
こる？
A: 『最後の悪あがき』によって行われた攻撃アクションの終
了後、そのファイターのファイターカード上にあるダメージトー
クンの個数が、そのファイターの【生命力】より少なかった
場合、そのファイターは戦闘不能とはならず、対戦相手は栄
誉点を得られない。

たタイミングで発動し、その攻撃アクションの与えるダメージ
を増大させる。一方『魂の牢獄』はファイターが戦闘不能
となるタイミングで発動し、この時点ですでにダメージ値は
確定しており、そのため『えぐり込み』の効果はすでに完了
しているのである。

Q: 自軍側ファイターの攻撃アクションによって敵ファイター
が戦闘不能となるはずのところを、『魂の牢獄』や『ラストチャ
ンス』によって戦闘不能にならなかった場合、この敵ファイ
ターに後退を強いることはできる？
A: できる。

Q: 同一の攻撃アクション中に、『ラストチャンス』を『最
後の悪あがき』や『魂の牢獄』と併用することはできる？
A: できない。

疾走撃 (#423)
Q：『疾走撃』はどのように解決される？
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）。

道化のチャーム (#432)
Q: 『道化のチャーム』の効果は、アクションフェイズ開始


