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本文書には『ウォークライ』のあらゆるエラッタおよびデザイ
ナーズ・コメンタリーが以下のような区分けで収録されている:

1.	 コアブック
2.	 バトルプラン・カード
3.	 アビリティカード＆ファイターカード

エラッタはあらゆる誤記を修正するためのものであり、デザ
イナーズ・コメンタリーは多く寄せられた質問への答えを
提供し、ルールがどのような意図でデザインされたものな
のかを説明するものである。

この文書は定期的にアップデートが行われる。この文章に
変更が加えられた場合、前のバージョンからの変更点は赤
字で強調される。タイトルに「リヴィジョン2」などと記載
されている場合、それはその言語限定のアップデートであ
り、翻訳上の問題に対する修正などが含まれている。

1. コアブック 
エラッタ 
35 ページ – 総則ルール, 距離の測定
第二段落を以下のように変更する :
“通常、2体間の距離については三次元的な直線距離を用
いるが、時にルールの中で水平距離（もしくは垂直距離）
のみを用いると明記されている場合もある。

ルールが垂直距離のみを使用する場合、その距離は0.5mv
ごとに切り上げされる。例えば、2点間の垂直距離が2.6mv
であり、ルールがこれら2点間の垂直距離を使用するもの
である場合、そのルール上、これら2点間の垂直距離は
3mvであるものとして扱われる。なお、距離の切り上げが
行われるのはこの場合のみであり、切り下げが行われるこ
とはない。

プレイヤーは距離の測定を好きなタイミングで自由に行うこ
とが可能である”

36 ページ – バトルの準備 , ウォーバンド
第四項目を以下のように変更する :
‘4.		ウォーバンドにはリーダーの刻印（ ）を持つファイター
を必ず1体編入する必要があり、リーダーの刻印（ ）
を持つファイターを2体以上編入することはできない。

36 ページ (J) – バトルの準備 , バトルグループ
第三文を以下のように変更する :
“各バトルグループには最低1体のファイターを編入する必
要があり、ウォーバンドの総兵数の半分を超えた兵数を1
つのバトルグループに編入することはできない。”

37ページ – バトルの準備 , 財宝の運搬
第二段落を以下のように変更する :
“財宝を運搬しているファイターはアクションを使用して財
宝を落とす事ができる（39ページのアクション・ルールを
参照）。財宝を運搬しているファイターが戦闘不能になった
場合（44ページを参照）、そのファイターのミニチュアを戦
場から取り除く前に自動的に財宝を落とす。いずれの場合
も、財宝を運搬していたファイター側のプレイヤーは、そ
のファイターから水平方向に1mv以内かつ垂直方向にファ
イターと同じ高さ以下で、なおかつそのファイターから射線
が通っているプラットフォームか戦場の地面の一点を指定
し、指定された地点に財宝トークンを配置すること。”

40 ページ – アビリティ, 共通アビリティ
共通アビリティ『猛攻』を以下のように変更する :
“［ダブル］ 猛攻:	このファイターの命令終了時まで、このファ
イターが行う攻撃アクション（【射程】3以下のものに限る）
の【攻撃回数】は+1の修正を受ける。”

41ページ (J) – 移動アクション
「移動アクションを行う際の一般的な制限」の第四項目第
一文を以下のように変更する：
“ファイターが移動アクションを開始する際、このファイター
の1mv以内に敵ファイターが存在するならば、そのファイ
ターは移動アクション開始時に最も近くに居る敵ファイター
に可能な限り接近した位置 (あるいは移動開始前より接近
した位置 )で移動アクションを終了しなければならない。”

46 ページ – 地形 , 特殊地形 , 障害物
第二段落を以下のように変更する :
‘攻撃側のファイターと攻撃対象のファイターのベース同士
を最短距離で結ぶ直線が障害物を通過している場合、そ
の攻撃アクションの攻撃対象ファイターは遮蔽物による
ボーナスを得る。ただし、ファイター同士の距離が1mvよ
り遠く離れている場合、攻撃アクションを行う側のファイ
ターの 0.5mv以内に存在する障害物部分は上記のルール
にカウントされない（これは長射程の武器を持つファイター
が曲がり角に潜んだり、近くの地形の隙間から敵を狙い撃
つ状況を表したものだ）。’

エラッタ&デザイナーズ・コメンタリー
2019年9月

®

™



2ウォークライ – エラッタ＆デザイナーズ・コメンタリー

64 ページ – キャンペーン, ウォーバンド・ロスター , ファイターの追加
第四項目を以下のように変更する :
‘4.		ウォーバンド・ロスターにはリーダーの刻印（ ）を持
つファイターを必ず1体編入する必要があり、リーダー
の刻印（ ）を持つファイターを2体以上編入すること
はできない。

76 ページ – バトルプラン表 B, バトルプラン 3: 焼き討ちと略奪
勝利条件を以下のように変更する :
“準備優先権を持つプレイヤーから順番に、各プレイヤーは
1個ずつ作戦目標を配置していき、各プレイヤーがそれぞ
れ 3個の作戦目標を配置し終わるまでこれを続ける。各作
戦目標は、戦場の端および他の作戦目標から4mvより遠
く離れているような戦場の任意の地点に配置可能である。

第 2バトルラウンド以降の各バトルラウンド終了時、プレイ
ヤーは自身が確保している作戦目標のうち、その作戦目標
の3mv以内に敵ファイターが1体も存在しないような作戦
目標を何個でも『焼き払う』事が可能である。焼き払われ
た作戦目標はバトルから取り除かれる。

このバトルは第四バトルラウンド終了後に終了する。バトル
終了時、最も多くの作戦目標を焼き払っていたプレイヤー
が勝者となる。”

77ページ – バトルプラン表 B, バトルプラン 6: 隠されし財宝
項目名を『褒賞』に変更し、勝利条件を以下のように変更する :
“プレイヤー間でロールオフを行い、ロールオフの勝者と
なったプレイヤーは戦場の中心から水平方向に1mv以内
の地点に財宝トークンを1個配置する。

このバトルは第 4バトルラウンド終了後に終了する。バト
ル終了時、財宝トークンを運搬中のファイター側のプレイ
ヤーが勝者となる。”

93 ページ (J) – 第一コンバージェンス , 勝利条件
『高所を求めて』を『高所を目指せ』に変更する。

95 ページ (J) – 第一コンバージェンス , 勝利条件
『高所の利』を『高所を目指せ』に変更する。

105 ページ (J) – 最終コンバージェンス , 勝利条件 
109 ページ (J) – 最終コンバージェンス , 勝利条件 
113 ページ (J) – 第二コンバージェンス , 勝利条件 
117ページ (J) – 第一コンバージェンス , 勝利条件 
121ページ (J) – 第一コンバージェンス , 勝利条件 
123 ページ (J) – 最終コンバージェンス , 勝利条件
『容赦なし』を『情け無用』に変更する。

115 ページ (J) – 最終コンバージェンス , 勝利条件
『分断し、殺戮せよ』を『分断し、殲滅せよ』に変更する。

160 ページ (J) – ウォーバンド・ロスター , キャンペーン進行状況
画像を以下のように修正する:

デザイナーズ・コメンタリー 
Q: 他の味方ファイターに追加アクションを行わせるような
アビリティを使用する場合、その追加アクションはどのタ
イミングで解決される？
A:	ただちに解決される。

Q: ファイターが壁を登っている途中の地点で移動アク
ションを終了し、2 回目のアクションとしてその一から攻
撃アクションを行うことはできる？
A:	できる。ただしその場合、命令終了時にそのファイター
は落下したとみなされる（『コアブック』42ページ）

Q: 戦闘不能状態のファイターを復帰させるアビリティを使
用する場合、復帰したファイターがそのバトルラウンド中
にすでに命令を解決していた場合、そのファイターに再び
命令を行なうことはできる？
A:	できない。1つのバトルラウンド中に1対のファイター
が 2回以上命令を受けることはできない（『コアブック』39
ページ）。同様に、待機状態のファイターが戦闘不能となり、
そのバトルラウンド中に戦場へと復帰した場合、そのファイ
ターは待機状態であるとみなされる（『コアブック』45ペー
ジ）。

2. バトルプラン・カード 
エラッタ 
勝利条件カード
焼き討ちと略奪
勝利条件を以下のように変更する :
“準備優先権を持つプレイヤーから順番に、各プレイヤーは
1個ずつ作戦目標を配置していき、各プレイヤーがそれぞ
れ 3個の作戦目標を配置し終わるまでこれを続ける。各作
戦目標は、戦場の端および他の作戦目標から4mvより遠
く離れているような戦場の任意の地点に配置可能である。

第 2バトルラウンド以降の各バトルラウンド終了時、プレイ
ヤーは自身が確保している作戦目標のうち、その作戦目標
の3mv以内に敵ファイターが1体も存在しないような作戦
目標を何個でも『焼き払う』事が可能である。焼き払われ
た作戦目標はバトルから取り除かれる。

このバトルは第四バトルラウンド終了後に終了する。バトル
終了時、最も多くの作戦目標を焼き払っていたプレイヤー
が勝者となる。”
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富を確保せよ
ルール文を以下のように変更する :
“プレイヤー間でロールオフを行い、このロールオフの勝者
がどちらのプレイヤーが攻撃側となり、どちらが防衛側と
なるかを決定する。

防衛側プレイヤーは戦場の中心から水平方向に3mv以内
であるような一に財宝トークンを1個配置する。

第 4バトルラウンド終了時、防衛側ファイターが財宝トー
クンを運搬しているならば、防衛側の勝利となる。それ以
外の場合、攻撃側の勝利となる。”

財宝を盗め
ルール文を以下のように変更する :
“プレイヤー間でロールオフを行い、このロールオフの勝者
がどちらのプレイヤーが攻撃側となり、どちらが防衛側と
なるかを決定する。第1バトルラウンドの戦闘フェイズ開
始時、防衛側プレイヤーは自軍内のファイターを1体選択
せよ。選択されたファイターが財宝を運搬しているとみな
される。その際は、戦場に存在するファイターのみ選択可
能である。

第4バトルラウンド終了時に財宝を運搬しているファイター
側のプレイヤーが、このバトルの勝者となる。財宝が戦場
に置かれている場合、攻撃側の勝利となる。

褒賞
ルール文を以下のように変更する :
“プレイヤー間でロールオフを行い、ロールオフの勝者と
なったプレイヤーは戦場の中心から水平方向に1mv以内
の地点に財宝トークンを1個配置する。

このバトルは第 4バトルラウンド終了後に終了する。バト
ル終了時、財宝トークンを運搬中のファイター側のプレイ
ヤーが勝者となる。”

デザイナーズ・コメンタリー 
Q: 地形配置の関係で達成不可能な勝利条件カードを引い
てしまった場合、例えば『Corpsewrack Mausoleum』
付属の地形カードを使用している状態で『高所を求めて』
をドローした場合、どのようにすればいい？
A:	そのような場合は別の勝利条件カードをドローするこ
と。そのバトルがコンバージェンス・バトルである場合、対
戦相手と合意の上でその物語に最も合致した勝利条件カー
ドを選択すること。

3. アビリティカード＆ファイターカード 
エラッタ 
共通アビリティ
アビリティカード
共通アビリティ『猛攻』を以下のように変更する :
“［ダブル］ 猛攻:	このファイターの命令終了時まで、このファ
イターが行う攻撃アクション（【射程】3以下のものに限る）
の【攻撃回数】は+1の修正を受ける。”

サイファーロード
アビリティカード (J)
アビリティ『回転宙返りからの一撃』を以下のように変更する :
“［クアッド］回転宙返りからの一撃 :この命令の終了時ま
で、このファイターは移動アクションの際に飛行可能である
とみなされる。しかし、飛行の際、このファイターは3mv
を越えて垂直方向に登ることはできない。さらに、このファ
イターは追加の移動アクションを行い、その後、追加の攻
撃アクションを行える。”

ボーンスプリッター
アビリティカード
アビリティ『矢の雨』を以下のように変更する :
“［トリプル］矢の雨 :この命令中にこのファイターが次に行
う攻撃アクションは、3mvより遠くにいる敵ファイターが対
象である場合、【攻撃回数】にこのアビリティの発動出目
の半分（端数切り上げ）に等しいプラス修正を受ける。”

ナイトホーント
アビリティカード
アビリティ『凍りつく軍勢』を以下のように変更する :
“［ダブル］凍りつく軍勢 :このファイターの3mv以内に『下
僕』	( ) の刻印を持ち、なおかつ射線の通っている味方
ファイターが1体存在する場合にのみ発動可能。発動した
場合、このファイターの命令の終了時まで、このファイター
が行う攻撃アクションの【攻撃回数】と【攻撃力】は+1の
修正を受ける。


