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イントロダクション 
 あなたはエキサイティングなゲーム世界に足を踏み出

している。ディスクウォーズ（DISKWARS）であなたは
荒々しくスピード感に満ちた楽しみを得ることができる。 
 この新しいゲームにより、あなたは友人と長期間にわた

る戦役や小さな散兵戦といった、叙事詩中の戦闘の一場面

を再現することができる。 
 また、ディスクウォーズは２人以上の複数プレイヤーで

プレイすることもでき、このようなときはさらにより大き

な軍隊、モンスターおよび多くのスペルを導入できる。 
 
このルールは？ 
 このルールブックにはこれまで出版されたディスクウ

ォーズシリーズのルール、細則およびエラッタが記載され

ている。該当するルールによって、より簡便にプレイする

ことができる。 
 
ゲームに必要なもの 
 ディスクウォーズをプレイするために、プレイヤーはい

くつかのアーミーを編成するディスク、カウンターおよび

１人の対戦相手が必要となる。このレギオン（LEGION）
ボックスにはプレイヤーが必要になる全てのカウンター

および２つ分のアーミーが含まれている。片方のアーミー

は対戦相手の分である。 
 
 さらにプレイヤーはインチ目盛りの定規（クイックスタ

ートルールに印刷されている）およびプレイする場所が必

要である。テーブルクロスを敷いたテーブルが最適であろ

う。 
 
ゲームで勝利するには 
 ディスクウォーズではいくつかの異なるシナリオが用

意されており、それぞれ勝利条件が設定されている。この

ルールブックの最後にいくつかのシナリオを収録してい

る。また、さらに自分自身でシナリオを作成しても良い。 
 
ディスクの概要 
 ディスクウォーズには３種のディスクが登場する。 
 
１）ランドディスク 
 ランドディスクはディスクウォーズで最も大きなディ

スクで、場所を表している。シナリオによりさまざまな場

所を使用することができる。 
 

２）スペルディスク 
 ディスクウォーズでは３１種の異なるスペルが登場す

る。これらの小さいディスクはスペルキャスター技能をも

つクリーチャーディスクによって使用される。（スペルの

詳細についてはこのルールブックの“アクション：スペル

を唱える”参照のこと） 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）クリーチャーディスク 
 ディスクウォーズの中でも最も多数を占め最も重要な

ディスクである。これらのディスクは歩兵、騎兵および射

手の集団を表す。また、個々の英雄、魔法使いおよび危険

なモンスターを表すこともある。プレイヤーはこれらのデ

ィスクの中から自分のアーミーを編成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移動値 
（Movement）

ディスクの記述 
（名前、ファクション、ス

キル、属性および特殊能力

を含む）

アーミーポイント値 
(Army Point Value) 

クリーチャーディスク（Creature Disk）

攻撃値 
（Attack Value） 

防御値 
（Defense Value） 耐久値 

（Toughness Value） 

スペルディスク（Spell Disk） 

スペルの名称 

スペルレベル 

スペルのアーミーコスト 



DISKWARS LEGIONS ー3ー 
重要：このルールのなかで“ディスク（Disk）”とはクリ
ーチャーディスクのことを指す。ランドディスクおよびス

ペルディスクは“ランド（Land）”、“スペル（Spell）”と
区別する。 
 
ゲームの用意 
ディスクウォーズを開始する前にプレイヤーはプレイす

るシナリオを決定しなければならない（シナリオ一覧はル

ールの最後にある）。さらに、プレイヤーは各自のアーミ

ーの規模を決定する。 
 
 アーミーの規模はアーミーポイントの合計値により決

まる。ゲーム開始前、プレイヤーはどのくらいのアーミーゲーム開始前、プレイヤーはどのくらいのアーミーゲーム開始前、プレイヤーはどのくらいのアーミーゲーム開始前、プレイヤーはどのくらいのアーミー

ポイントを使うかをプレイヤー間で合意しなけばならなポイントを使うかをプレイヤー間で合意しなけばならなポイントを使うかをプレイヤー間で合意しなけばならなポイントを使うかをプレイヤー間で合意しなけばならな

い。い。い。い。これはどのくらいのアーミーをプレイヤーが登場させ

たいかによって決まる。 
 
 各クリーチャーディスクおよびスペルディスクにはア

ーミーポイント値が決められている。（例：エルブンバー

ドは５のアーミーポイントを持つ。つまり、エルブンバー

ド 10枚のアーミーはアーミーポイントは 50となる。）レ
ギオンボックスセットの各アーミーは 150 ポイントで編
制されている。 
 
 プレイヤーは合意したアーミーポイントまでであれば

そのアーミーにユニットおよびスペルを加えることがで

きる。 
 
例：ブリアン、ジェシカおよびジムはディスクウォーズを

開始しようとしていた。“Battlegnash”シナリオを選択
し、アーミーポイントは各 40ポイントとした。そこで各
プレイヤー密かに自分のクリチャーディスクおよびスペ

ルを集めた。各プレイヤー40 ポイントを超えないように
ディスクとスペルを選んだ。 
 
注：合意したアーミーポイントより小さくなっても構わな

い。 
 
プレイする場所 
 ディスクウォーズは水平な場所でプレイできる。単色の

テーブルクロスを敷いた広いテーブルでプレイすること

を勧める。あまりにも滑らかすぎる表面はテーブル上を滑

ってしまい、プレイしずらいため勧められない。2-4人プ
レイではテーブルクロスを敷いたダイニングルームのテ

ーブルが理想的であろう。 
 
ゲームを開始する 
 全てのプレイヤーが自分のアーミーを編制したらそれ

らのクリーチャーディスとスペルをそれぞれ増援スタッ

クおよびスペルブックに分けなければならない。 
 
・増援スタック 
 全てのプレイヤーのクリーチャーディスクは 1 つのス
タック（山）に重ねられなければならない。このスタックこのスタックこのスタックこのスタック

の順番は非常に重要である。の順番は非常に重要である。の順番は非常に重要である。の順番は非常に重要である。ゲーム中、プレイヤーが増援

を受け取るとき、常に増援スタック一番上から登場する。

一旦ゲームが開始された後にその順番を変更することは

できない。増援スタックの順番は注意深く計画してほしい。 
 
 プレイヤーは他のプレイヤーの増援スタックを見るこ

とはできない。ただし、増援スタックの一番上のディスク

のみ見ることができる。 
 
・スペルブック 
 プレイヤーが自分のアーミーにスペルを用意したとき、

それらは別のスタックに置かれる。このスタックの一番上

には敵にそれらのスペルが見られないようにスペルブッスペルブッスペルブッスペルブッ

クカウンタークカウンタークカウンタークカウンター（各アーミーセットに含まれている）を置く。

このスペルディスクのスタックを“スペルブック

（Spellbook）”と呼ぶ。スペルブック内のスペルはどの順
番で使用しても良いため、ディスクの順番は重要でない。 
 
 増援スタックおよびスペルブックはテーブル上のゲー

ムに影響を与えない位置に置く。これらのスタックはゲー

ム上の障害物とはならず、クリーチャーディスクの移動先

にこのスタックがあるようなときは移動させなければな

らない。 
 
初期セットアップ 
 初期セットアップはプレイするシナリオによって決ま

っている。たいていのシナリオではランドディスクが“ス

ターティングエリア”となる。シナリオにより６つのディ

スクが置かれる。ここではシナリオ“Tide of War”の２
人プレイで様子を記す。 
 
 たいていのシナリオでは、ゲーム開始前に “スターテ
ィングディスク”の数だけディスクを配置することができ

る。プレイヤーは増援スタックの上からその数だけディス
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クを取り、スターティングエリアに触れるように置く。下

記に配置の例を示す（増援が登場したときも度魚用の手順

で置く）。 
 
 下記の例ではスターティングエリアに６つのスターテ

ィングディスクを配置している。スターティングディスク

および増援ディスクはそれぞれを重ねて配置しても良が、

それは後述するようにあまり良い方法とはいえない。加え

て、クリーチャーディスクはゲームの目的（イラストで示

されている“Doom Hill”のように）に近づけて置いたほ
うが良いであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゲームのプレイ 
 プレイヤーはイニシャルユニットを配置した後、ゲーム

を始めることができる。 
 ディスクウォーズは１人のプレイヤーがシナリオの勝

利条件を達成して勝利するまでラウンドを繰り返しプレ

イする。ラウンドは下記の５つのセグメントから構成され

る。 
 
１）増援セグメント（最初のラウンドは省略する） 
２）活性化セグメント 
３）射撃セグメント 
４）戦闘セグメント。 
５）カウンター除去セグメント 
 
増援セグメント 
 各ラウンドの開始時、プレイヤーは増援スタックの一番

上のディスクから増援を受け取り、スターティングエリア

に触れるように配置することができる。増援の数はシナリ

オにより各ターン毎に決まっている。増援は敵ディスクに

接するように配置することはできないので注意してほし

い。 
 
 最初のラウンドは増援を配置することはない。 

初期セットアップ 
テーブル 

増援スタック 

プレイヤー１ 

スターティングエリア 

プレイヤー２ 

スターティングエリア 

スペルブック 

増援スタック スペルブック 

初期セットアップ（プレイヤー２） 

ゲームの目標 

クリーチャーディスク 
スターティングエリア 
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活性化セグメント 
 ゲームの中でこのセグメントが最も長く、複雑なセグメ

ントである。 
 活性化セグメント、プレイヤーは自分のクリチャーディ

スクを 3枚ずつ活性化していく。これは全てのプレイヤー
が十分に活性化を行ってしまい活性化が必要なくなるか、

あるいは全てのプレイヤーが自分のディスクを全ての活

性化しきるまで続く。 
 
活性化 
 全てのディスクは 1 ラウンド 1 回活性化することがで
きる。活性化したとき、ディスクは下記の 3つの中から 1
つの行動を行うことができる。 
 
１）移動 
２）特殊能力の活性化（SA） 
３）スペルを唱える 
 
 活性化し、上記の行動を終えたディスクの上に直ちに活

性化マーカーを置く。活性化マーカーはそのディスクが活

性化したことを表示する。活性化をまだ行っておらず、活

性化マーカーの置かれていないディスクは“非活性状態

（unactivated）ディスク”と呼ぶ。すでに活性化マーカ
ーの置かれたディスクを活性化させることはできない。デ

ィスクウォーズのアーミーセットには多くの活性化マー

カーが含まれている。 
 
注：つまり、活性化されたディスクには活性化マーカーが

置かれ、そのディスクは行動を行うことができなくなる。 
 
特別ルール： 
 他のディスクに載られたディスクは活性化（移動、呪文

の詠唱および特殊能力の使用）することができない。たと

え、同じアーミーに属するディスク同士であっても、この

ルールは適用される。このとき、下のディスクは上のディ

スクに“釘付け（Pinned）”されたと呼ぶ。 
 
活性化の順番 
 ゲーム開始する前にプレイヤーはランダムな方法で活

性化における先攻プレイヤーを決める。先攻プレイヤーが

先に活性化する。先攻プレイヤーは自分のユニット 3枚を
活性化させる。次にそのプレイヤーの左隣のプレイヤーが

自分のユニット 3枚を活性化させるというように、各プレ
イヤーが時計回りに活性化を行っていく。全てのプレイヤ

ーが十分に活性化を行ってしまい活性化が必要なくなる

か、あるいは全てのプレイヤーが自分のディスクを全ての

活性化しきるまで続く。 
 
 プレイヤーは自分の活性化ターン 3 枚のディスクを活
性化させなければならない。もし、2222 枚以下枚以下枚以下枚以下のディスクを

活性化したとき、そのプレイヤーはその活性化セグメント

それ以上のディスクを活性化する活性化する活性化する活性化することはできないことはできないことはできないことはできない。 
 
 次のラウンド、先攻プレイヤーは直ちにそのプレイヤー

の左隣のプレイヤーに移る。 
 
例：ジョージ、ローラおよびボブ（この順番に座っている）

がディスクウォーズをプレイしている。活性化セグメント

の開始時、全てのプレイヤーがテーブル上に 9枚のディス
クを保持していた。 
 ジョージは先攻プレイヤーであった。ジョージは 3枚の
ディスクを活性化した。次にローラが 3枚のディスクを活
性化し、さたにボブが 3枚のディスクを活性化した。全て
のプレイヤーが 3枚ずつディスクを活性化した。 
 次に先攻プレイヤーのジョージは非活性状態の残りの

ディスクの中から 3枚のディスクを活性化した。同様にロ
ーラ、ボブと活性化を行った。 
 全てのプレイヤーが 6枚のディスクを活性化し、テーブ
ルには各自それぞれ 3 枚の非活性状態のディスクが残っ
た。 
 まず、先攻プレイヤーであるジョージが残りの非活性状

態のディスクを活性化するか決める。ジョージはこの活性

化セグメントにさらにディスクの活性化を行わないこと

にした。ジョージの宣言の後、ローラが残りの 3枚のディ
スクを活性化し、ボブも残り 3枚のディスクを活性化した。 
 
 ローラとボブはもうディスクを活性化できない。また、

ジョージもこのターン残り 3 枚のディスクを活性化する
ことはできない。全てのプレイヤーが活性化を終えた後、

活性化セグメントは終わる。もし、1人でも活性化できる
ディスクを持っているプレイヤーがいれば、すでに活性化

を終えているプレイヤーを除いて活性化セグメントを続

ける。 
 
アクション：移動 
 １以上の移動値（Movement Value）を持つディスクは
プレイングエリアを移動することができる。移動は下記の

手順で行う。 
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 移動するため、ディスクを活性化したとき、プレイヤー

はそのディスクの縁をつけたまま移動値の数まで好きな

方向に裏返す（フリップする：FLIP）。つまり、移動値３
のディスクは 3回フリップすることができる。移動は自分
の移動値未満の回数フリップするだけでも良いが、自分の

移動値を超えてフリップすることはできない。1回のフリ
ップではちょうどディスクの直径分だけ移動しなければ

ならない。 
 
 移動値３のエルブンアーチャーを例にとる。活性化セグ

メント開始時にＡの位置にいるとする。活性化セグメント

中、プレイヤーは移動させるためにそのディスクを活性化

した。最初のフリップでＢの位置に移動し、反対の面が表

になった。このフリップが 1移動分である。このディスク
はまだ 2移動分残っており、次のフリップでＣにさらにフ
リップしてＤの位置に移動した。このディスクはこれ以上

移動できないため、活性化は終了する。プレイヤーは活性

化マーカーをそのディスクの上に置いた。 
 
移動の細則 
・ディスクは他のディスクの上にのった時、そのディスク

がたとえ味方のアーミーであっても直ちに移動を止めな

ければならない。もし活性化し敵のディスクにのった状態

で移動を終えたとき、そのディスクは攻撃（ATTACK）
を行ったとみなす。 
 
・他のディスクが上にのっているディスクは移動（あるい

はその他の活性化）を行うことができない。他のディスク

が上にのっており移動できないディスクは“釘付け状態

（PINNED）”であるとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飛行ディスク 
・飛行能力を持っているディスクは飛

行シンボルによって示されている。そ

のようなディスクは味方および敵の

ディスクの上を停止せずに通過する

ことができる。飛行ディスクは“飛行

中（flies over）”に通過したディスク
とは接触（touching）したとはみなさない。 
ただし、移動を終了した時点で他のディスクの上にいたと

きは、通常とおり接触あるいは釘付けしているとみなす。 
・飛行ディスクは敵の飛行ディスクの上を通過することは

できず、通常の移動と同様に接触した後に移動を終えなけ

ればならない。その後、敵の飛行ディスクを攻撃すること

になる。 
・飛行ディスクは自分の移動時以外は“着陸（Landed）”
しているとみなす。つまり、他の飛行能力を持たないディ

スクは他の飛行ディスクをいつでも攻撃することができ

る。 
 
アクション：特殊能力 
 移動やスペルを唱える以外にディスクは特殊能力（SA）
を使用するために活性化することがある。特殊能力はディ

スクの種類により異なる。ディスクによっては特殊能力を

持つものと持たないものもある。 
 
特殊能力の読み方 
 特殊能力はディスク上に記載されており、下記のような

略号が使用されている。 
 
A=Activate/Activation/Activated：活性化する/活性化/活

性化された 
UA=Unactivated：非活性状態の（活性化マーカーののっ

ていないディスク） 
M=Movement Value：移動値 
AT=Attack Value：攻撃値 
D= Defense Value：防御値 
T= Toughness Value：耐久値 
 
 例えばエルブンバードの特殊能力は“SA: A to give any 
UA Disk within 12’’ +3M this round”と記されている。 
 これは“活性化することでこのラウンド中、12 インチ
以内の非活性化状態のディスクの移動値を 3追加する”と
読む。つまり、プレイヤーはエルブンバードを活性化して

1 枚のディスク（12 インチ以内の）の移動値をこのラウ

移動の例 

活性化マーカー 
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ンド 3増加させることができる。 
 
アクション：スペルを唱える 
 スペルはディスクウォーズの重要な要素の１つである。

強力な魔法使いによるクレバーな企みは常に戦場に不確

定な要素を持ち込む。プレイヤーは自分の精鋭が破壊され

るような、あるいは綿密な計画を破壊するような邪悪な呪

文が対戦相手のスペルブック内に用意されているか知る

ことかとはできない。 
 
 スペルはスペルキャスタースペルキャスタースペルキャスタースペルキャスター能力を持ったディスクによ

って唱えられる（cast）。スペルを唱えることは特殊能力
（SA）ではない。活性化セグメント中、スペルキャスタ
ーは活性化することによりスペル１つ１つ１つ１つを唱える。ディスク

が呪文を唱えた後、ディスクの上に活性化マーカーが置か

れ、使用された呪文ディスクは除去される。全てのスペル

はそのプレイヤーのスペルブックから使われる。スペルキ

ャスター自身はスペルブックを持たない。 
 
 スペルの効果はスペルごとにさまざまである。このルー

ルブック内にスペルの詳細を記した“マスタースペルブッ

ク”がある。 
 
 各スペルディスクにはスペルの名前名前名前名前、レベルレベルレベルレベルおよびアーアーアーアー

ミーポイントミーポイントミーポイントミーポイントの 3つの要素が記されている。 
 
・名前 
 スペルの名前によりディスクを見分ける。各スペルは各

自“マスタースペルブック”に記載されている効果を持つ。 
 
例：ジョンは自分の 2 レベルスペルキャスターを使って
“ファイヤーボール（fireball）”を唱えた。ジョンは“マ
スタースペルブック”より、その呪文の効果を確認した。

その呪文を効果をプレイングエリア上で処理した。呪文を

唱えた後、そのディスクは“使用済み（used）”となり、
再び使用できない。ジョンはそのディスクをゲームから除

いた。 
 
・スペルレベル 
 全てのスペルキャスターが同じ能力と言うわけではな

い。ディスクウォーズではスペルキャスターは 3種（レベレベレベレベ
ルルルル IIII、レベ、レベ、レベ、レベ IIIIIIII およびレベルおよびレベルおよびレベルおよびレベル IIIIIIIIIIII）存在する。各スペルディ
スクにはその呪文を唱えるのに必要なレベルが記されて

いる。 

 
 レベル Iスペルキャスターはレベル Iスペルしか唱える
ことができない（ファイヤーボールはレベル II スペルの
ため、レベル１スペルキャスターは使用できない）。レベ

ル IIスペルキャスターはレベル Iおよびレベル IIスペル
を唱えることができる。レベル IIIスペルキャスターは強
力であり、全てのスペルを唱えることができる。 
 
例：ジョンは３つのレベル II スペルをスペルブックに残
していた。不運にも、ジョンは自分のレベル II スペルキ
ャスターを殺されてしまった。ジョンはプレイングエリア

上に自分のレベル Iスペルキャスターを残していたが、も
う残ったスペルを唱えることはできなくなった。 
 
・アーミーポイントコスト 
 各スペルディスクはそれぞれアーミーポイントが決ま

っており、各プレイヤーのアーミーポイントの合計に加算

される。つまり、スペルブックにスペルディスクを加えす

ぎると、編制できるクリーチャーディスクが減ってしまう

ことになる。スペルブックにどのようにスペルを加えても

構わない。 
 ただ、プレイヤーのスペルキャスターが殺されてしまえ

ばスペルブックのスペルは用済みなってしまうことに注

意してほしい（また、スペルのレベルが手持ちのスペルキ

ャスターのレベルを上回っていては意味が無い）。 
 
スペルの細則 
・いくつかのスペルは他のディスクにダメージを与える。

そのダメージによりディスクが殺されたとき、直ちにその

ディスクをプレイから除く。殺すのに十分なダメージを与

えられなかったとき、そのスペルディスクを目標のディス

クの上に残す。このダメージはそのラウンドの射撃および

戦闘セグメントで目標ディスクが被ったダメージに累積

する。 
 
例：スペルキャスターはファイヤーボールをマイティード

ラゴン（mighty Dragon）に対して放った。ドラゴンのタ
フネスは“９”、ファイヤーボールの与えるダメージは“６”

であり、ドラゴンに損傷（Wound）マーカーを置くには
不十分なダメージであった。ファイヤーボールスペルディ

スクはドラゴンの上に置かれた。しかし、ドラゴンに損傷

を与えるにはさらに“３”ダメージを与えなければならな

い。 
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・全てのスペルは使用後、“使い捨て（spent）”となる。
つまり、使用後スペルディスクはプレイから除かれ、スペ

ルブックに戻らない（スペルブックにスペルが無いとき、

そのプレイヤーのスペルキャスターはスペルを唱えるこ

とはできない）。 
 
・Rain of Steelのようにいくつかのスペルは射撃と同様
に扱うが、射撃とは定義しない。射撃の影響を受けないよ

うな目標にも効果を与える。 
 
・スペルキャスターはたとえ目標が非活性の目標と限定さ

れていても、自分自身に呪文の効果を及ぼすことはできる。 
 
射撃（missile）セグメント 
 活性化セグメントの後、プレイヤーは射撃（射撃（射撃（射撃（missilemissilemissilemissile））））
スキルをもつディスクにより離れた位置から攻撃を行う

ことができる。ディスク上の記述およびこのルールにより、

射撃能力をもつディスクは射手：アーチャー（Archer）
として使用することができる。射撃は特殊能力（SA）と
はみなさない。 
 
 活性化マーカーの置かれているディスクは射撃を行う活性化マーカーの置かれているディスクは射撃を行う活性化マーカーの置かれているディスクは射撃を行う活性化マーカーの置かれているディスクは射撃を行う

ことはできない。ことはできない。ことはできない。ことはできない。つまり、活性化セグメントに活性化した

ディスクはその後の射撃セグメントに射撃を行うことは

できない。 
 
 ディスクウォーズにはその特性により、

下記の通り 4種の射撃武器：ミサイルが
ある。 
 
ミサイル（Missiles） 射程 ダメージ 
矢（Arrow）  12” 2 
ボルト（Bolt）  12” 3 
ファイヤーボール（Fireball） 6” 4 
岩石（Boulder）  6” 5 
 
 岩石以外の全てのミサイル（Missiles）カウンターはデ
ィスクウォーズの各アーミーセットに含まれている。 
 
どのように射撃するか 
 先攻プレイヤーから順に各プレイヤーは非活性状態の

アーチャーディスクから射撃を全て行い、射撃を行ったデ

ィスクに活性化マーカーを置いていく。全てのプレイヤー

が射撃を行うまで時計回りに射撃を行っていく（プレイヤ

ーは射撃を行わないことにしても良い）。 
 
 射手ディスクは下記の基準を満たすものが射撃できる。 
 
１）アーチャーディスクに活性化マーカーが置かれていな

い。 
２）アーチャーディスクに射程内に目標がいる。 
３）アーチャーディスクが釘付けされていない。 
４）アーチャーディスクが敵のディスクを釘付けしていな

い。 
 
射程（Range） 
 前項の表の示されたように、それぞれのミサイルは異な

る射程を持つ。たとえは矢の射程は 12”で 2ダメージ（ダ
メージの説明参照）を与える。つまり、プレイヤーは敵の

ディスクまでの距離を定規で測り、12”以内であれば
“Missile: ARROW(2)”の能力を適用できる。 
 
 アーチャーの目標を宣言するまでの目標までの距離を

測ることはできないことに注意してほしい。目標を宣言し

た後、目標までの距離を測ることができる。もし、目標ま

での距離が射程の外であったとき、アーチャーディスクは

射撃をすることがでず、目標を変更することもできない。

ディスクの射程内に目標が無いとき、そのディスクは射撃

を行えない。味方のディスクを目標とすることはできない。 
 
ミサイルの数 
 どれくらいの数のミサイルを撃つことができるかは、そ

のディスクに記されている。射撃能力が記された箇所の

（ ）内に数字が記されている。この数値は射撃でどのく

らいのミサイルを撃てるかを示している。 
 
例：エルブンアーチャーには“Missile: ARROW(3)”と記
されている。これはエルブンアーチャーは矢を３つ撃つこ

とができることを意味する。 
 
ミサイルを撃つ 
 “射撃”に使用するミサイルカウンターを未使用のディ

スクの上に載せる。プレイヤーは目標のディスクの 1フィ
ート上（あるいはそれ以上の高さ）で水平にこのミサイル

カウンターを載せたまま未使用のディスクを静止させる

（イラスト参照）。次にプレイヤーはそのディスクをアー

チャーがミサイルを放った方向にひっくり返す。これによ

り、ミサイルカウンターはプレイエリア上に落下する。ミ
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サイルカウンターが最終的に上に載っているディスクが

ダメージを受ける。ミサイルの種類により受けるダメージ

は異なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・射撃において、そのディスクが持つ全てのミサイルを落

下させなければならない。 
 
・ミサイルが跳ねて、味方ディスクに落下したとき、その

ディスクはダメージを受ける。これは“誤射”とみなす。 
 
・もし、ミサイルカウンターがすでにミサイルカウンター

が置かれている目標の上に落ち、すでに置かれているミサ

イルカウンターを目標の外に弾き飛ばしたとき、ミサイル

カウンターは戻され両方のミサイルカウンターがディス

クの上に置きなおされる。 
 
・命中しなかったミサイルディスクはプレイングエリアが

紛らわしくなるので取り除く。 
 
・複数のミサイルカウンターが載っているディスクは全て

のダメージを受ける。 
 
例外：ディスクが他のディスクと一部重なっており、両方

のディスクにミサイルカウンタが載っているとき、そのダ

メージは上のディスクにのみ適用する。 
 
・ミサイルカウンターが跳ねたり、転がったりして本来の

射程を超えても通常通りにダメージを適用する。例えば、

跳ね返って矢が 15”先のディスクに載ったとき、そのディ
スクにもダメージを適用する。 
 
・意図的に射程外にミサイルを転がそうとするのを防止す

るため、厚紙で作った筒あるいはそれに類似したものを使

ってミサイルを落とさせることができる。 
 
・Rain of Steelのようないくつかのスペルはミサイルと
同様の手順で処理するが、ミサイルとして扱わない。これ

らのスペルにミサイルや射撃に対する耐性は効果を発揮

しない。 
 
例ではミサイルカウンター“A”および“E”はダメージ
を与えない。“C”および“D”はともに敵ディスク２に対
してダメージを与える。“B”は敵ディスク１および敵デ
ィスク２両方にダメージを与える。ただ、ディスク１がデ

ィスク２の上に載っていたとき、“B”が両方に接触して
いてもディスク１が上にいるため、ディスク１にのみダメ

ージを与える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミサイルの損害 
 ディスクが自分のタフネス（Toughness）値と同じかそ
れ以上のダメージを受けたとき、そのディスクは損傷

（Wound）を１つ受ける。たいていのディスクは損傷を
１つ受けるだけで破壊される。全てのプレイヤーの射撃が

終わった後、破壊されたディスクを取り除く。 

ミサイルを落とすときの例 

ミサイルカウンター 

未使用ディスク 

クリーチャーディスク 

１）ミサイルカウンター敵ディスク

の上１フィートの位置に置く。 

２）ディスクをひっくり返し、ミ

サイルカウンターを下の目

標となったクリーチャーデ

ィスクの上に落とす。 

ミサイルカウンター 

未使用ディスク 

クリーチャーディスク 

ミサイル命中の例 
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損傷と損傷カウンター 
 ほとんどのディスクは損傷を１つ

だけ受ける可能性があり、それにより

殺される。死んだディスクはゲームか死んだディスクはゲームか死んだディスクはゲームか死んだディスクはゲームか

ら除かれ、プレイに再び投入されるこら除かれ、プレイに再び投入されるこら除かれ、プレイに再び投入されるこら除かれ、プレイに再び投入されるこ

とはない。とはない。とはない。とはない。いくつかのディスクは複数

の損傷を受けることができる（そのディスクに記載されて

いる）。そのようなディスクが自分のタフネスと等しいか

それ以上のダメージを受けたとき、そのディスクに損傷カ

ウンターが置かれる。損傷カウンターはディスクウォーズ

の各アーミーセットに含まれている。 
 
 もし、ディスクが自分のタフネスの２倍あるいはそれ以

上のダメージを受けたとき、そのディスクには２つの損傷

カウンターが置かれる。タフネスの３倍でも、損傷カウン

ター３つというように同様に処理する。 
 
 すでに、損傷を１つ受けているディスクが損傷を受け、

そのディスクが損傷２つまで耐えられるディスクであっ

たとき、そのディスクは直ちに除去される。 
 
注：スペルのダメージおよびミサイルのダメージと異なり、

損傷カウンターはそのディスクが死ぬか回復の魔法を受

けない限りそのまま残る。損傷カウンターはカウンター除

去セグメントでのぞかれることはない。 
 
 全てのプレイヤーが射撃セグメントでの射撃を終了し

た後、死んだディスクを除く。ディスクにダメージを与え

たものの、殺すまでには至っていないミサイルカウンター

はそのままディスクに残る。これらのダメージはスペルに

よるものおよび戦闘セグメントでのダメージに累積する。 
 
 全てのプレイヤーが射撃を終えた後、戦闘セグメントが

始まる。 
 
戦闘セグメント 
 ２つの敵対するディスクが接触しているとき、それらの

ディスクは戦闘を行わなければならない。“ほんの少し”

だけ接触あるいは“大部分”が接触していても特に違いは

なく、両方とも戦闘するとする。 
 
 ディスクウォーズでの戦闘は至って簡単であるが、若干

複雑な状況が発生することがある。 

 
 戦闘の基本ルールとして、相手のディスクの上に載って

いる方を攻撃側（Attacker）、下にいる方を防御側
（Defender）とする。攻撃しているときは攻撃値
（ Attacker Value）、防御しているときは防御値
（Defender Value）を使用する。 
 
 一番単純な戦闘は２つのディスクがそれぞれ攻撃側お

よび防御側となり、それらのディスクがその他のディスク

に接触していない場合である。そのような例を次に示す。 
    
 例では攻撃側（プレイヤーA）が攻撃値“３”で攻撃を
行い、防御側（プレイヤーB）が防御値“２”で防御して
いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
戦闘の処理 
 戦闘は攻撃値あるいは防御値と相手の耐久値

（Toughness Value）を比較することにより行う。攻撃値
あるいは防御値があいての耐久値と同じあるいは超えて

いるとき、相手は損傷を１つ受ける。たいていの場合、１

つ損傷はそのディスクを代わりに破壊することで処理す

る（すでに記したように、いくつかのクリーチャーディス

クは複数の損傷を受けることができる）。 
 例えば、攻撃値“３”の攻撃側が耐久値“３”の防御側

に攻撃したとする。防御側は損傷を 1つ受け、殺される。
防御側の防御値は“２”で攻撃側の耐久値は“４”未満で

あった。つまり、この戦闘では攻撃側が防御側のディスクつまり、この戦闘では攻撃側が防御側のディスクつまり、この戦闘では攻撃側が防御側のディスクつまり、この戦闘では攻撃側が防御側のディスク

を破壊するであろう。を破壊するであろう。を破壊するであろう。を破壊するであろう。 
 
 それぞれの戦闘を処理した後、直ちに破壊されたディス

クをゲームから除く。 
 
 ディスクウォーズの戦闘においてディスクの破壊は同

時に起こる。例えば上記の例で、防御側の防御値が“４”
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以上であったとき、両方のディスクが損傷を１つ受け同時

にゲームから除かれる。 
 
キャリーオーバーダメージ 
 活性化セグメントや射撃セグメントにおいてスペルや

射撃により被ったダメージは戦闘セグメントに持ち越さ

れる（carried over）。そこで、耐久値“４”のディスクが
射撃フェイズにボルトカウンター（ダメージ３）の命中を

受けているとき、さらに１ポイントのダメージを追加で受

けるだけで損傷を負うことになる。つまり、このようなデ

ィスクは攻撃値１のディスクによる攻撃でも破壊するこ

とができる。 
 
複数の戦闘 
 いくつかのディスクがお互いに重なり合っているとき、

下記のルールにより対応する。 
 
１）戦闘は上から下（TOP DOWN）に解決する。 
２）ディスクは自分の攻撃値を１枚のディスクにのみ適用

する。 
３）ダメージは戦闘から戦闘に累積していく。 
 
 下記に複数戦闘の状況を再現した。これらの例でディス

クウォーズにおけるほとんどの戦闘に対応できるだろう。 
 
複数攻撃＃１（原則：戦闘は常に上から下に
適用していく） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の例でプレイヤーA はプレイヤーB のディスク#1
を攻撃した。その後の活性化で、プレイヤーB は#2 のデ
ィスクでプレイヤーAのディスクを攻撃した。 
 
処理：戦闘は常に上から下に解決する。そこでまず、プレ

イヤーB の#2 ディスクとプレイヤーA のディスク間の戦
闘を行う。この例でのプレイヤーB の#2 ディスクの攻撃
値はプレイヤーAのディスクの耐久値と等しく、プレイヤ
ーA のディスクの防御値はプレイヤーB の#2 ディスクの
耐久値と等しい。 
結果：プレイヤー結果：プレイヤー結果：プレイヤー結果：プレイヤーAAAA のディスクおよびプレイヤーのディスクおよびプレイヤーのディスクおよびプレイヤーのディスクおよびプレイヤーBBBB のののの#2#2#2#2
ディスクは共に殺され、プレイヤーディスクは共に殺され、プレイヤーディスクは共に殺され、プレイヤーディスクは共に殺され、プレイヤーBBBB のののの####１ディスクの戦１ディスクの戦１ディスクの戦１ディスクの戦

闘は行われない。闘は行われない。闘は行われない。闘は行われない。    
 
複数攻撃＃２（原則：複数戦闘は下に） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の例では 3人のプレイヤーいる。プレイヤーAはプ
レイヤーBを攻撃した。その後の活性化で、プレイヤーC
はプレイヤーA のディスクを攻撃した。（たとえプレイヤ
ーC のディスクがプレイヤーB のディスクに接触してい
ても、プレイヤーＡのディスクが両者の間に存在するため、

プレイヤーＣはプレイヤーＢを攻撃することはできな

い。） 
 
処理：プレイヤーＣはプレイヤーＡのディスクに攻撃した。

プレイヤーＡのディスクは破壊され、プレイヤーＣのディ

スクは生き残った。プレイヤーＡのディスクはゲームから

除かれ、現在プレイヤーＣのディスクはプレイヤーＢのデ

ィスクのすぐ上にいる（間のディスクが無くなったため、

単にそのまま下に下りただけである）。1 ラウンドに１つ
のディスクが攻撃値を適用するのは 1回だけであるので、
されに戦闘が発生することはない。（プレイヤーＢのディ

スクはプレイヤーＣのディスクに釘付けされており、次の

活性化セグメントにプレイヤーＣのディスクが移動しな

ければ、次の戦闘セグメント両方のディスク間で戦闘とな

る。） 
 
注：もし、プレイヤーのＢのディスクがさらにその下の他

のディスクを攻撃しているとき、その戦闘は実施される
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（たとえ、プレイヤーＣの攻撃を行ってしまったディスク

を載せていても）。 
 
複数攻撃＃３（原則：持ち越しダメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 先の例のように異なるプレイヤーの 3 枚のディスクに
よる戦闘である。 
 
処理：攻撃は上から開始される。プレイヤーＣはプレイヤ

ーＡのディスクを攻撃する。プレイヤーＣのディスクは破

壊され、プレイヤーＡのディスクは生き残った。プレイヤ

ーＣのディスクはゲームから除かれた。 
 現在、プレイヤーＡのディスクがプレイヤーＣのディス

クを攻撃している。しかし、プレイヤーＡのディスクは戦

闘セグメントの終了時までプレイヤーＣのディスクの攻

撃値“２”の効果が適用される（持ち越しダメージと呼ぶ）。 
 そこでプレイヤーA のディスクは２以上のダメージを
受けると、耐久値“４”に応じたダメージとなる。つまり、

プレイヤーA とプレイヤーB のディスク間の戦闘では両
方のディスクが破壊される（プレイヤーＡのディスクの攻

撃値はプレイヤーＢの耐久値を超えており、プレイヤーＢ

の防御値と持ち越しダメージ“２”を足した値はプレイヤ

ーＡのディスクの耐久値以上であった）。 
最終的な結果：３枚全てのディスクが破壊され、ゲームか最終的な結果：３枚全てのディスクが破壊され、ゲームか最終的な結果：３枚全てのディスクが破壊され、ゲームか最終的な結果：３枚全てのディスクが破壊され、ゲームか

ら除かれる。ら除かれる。ら除かれる。ら除かれる。    
 
複数攻撃＃４（原則：複合攻撃） 
 

 上記の例ではプレイヤーＡおよびプレイヤーＣが共に

プレイヤーＢのディスクを攻撃している。 
 
処理：上に載っているディスクが複数あり、それらがテー

ブルから同じ高さであるとき、複合攻撃（Combined 
Attack）となる。２つのディスクの攻撃値を合わせたもの
（2+3=5）が防御側の耐久値を超えている。ここで防御側
は自分の防御値を攻撃してきたディスクのうちどちらに

適用するか決めなければならない決めなければならない決めなければならない決めなければならない（防御値は１つの目標に

しか適用できないため、両方に防御値を分割することはで

きない）。プレイヤーＢは防御値をプレイヤーＢに適用す

ることにした（プレイヤーＡのディスクの耐久値が高すぎ

るため）。 
最終的な結果：プレイヤーＢおよびプレイヤーＣのディス

クは殺されゲームから除かれた。プレイヤーＡのディスク

は戦闘に生き残った。 
 
例外：スワッシュバックラー（スワッシュバックラー（スワッシュバックラー（スワッシュバックラー（SwashbucklerSwashbucklerSwashbucklerSwashbuckler））））スキルを
もつディスクは１つの戦闘において自分の攻撃値および

防御値を何枚のディスクに対しても適用することができ

る。 
 
注：複数のディスクで１つのディスクを攻撃するとき、攻

撃するディスクが互いに敵のアーミーの属していてもそ

の攻撃値を合計しなければならない。シナリオによっては、

どちらの攻撃により相手を殺したかを知ることが必要に

なるため、ともて重要となる。複合攻撃で防御側のディス

クを殺したものの、攻撃側プレイヤーのうちどちらが戦果

を得るか決めることができないとき、より高い攻撃値のデ

ィスクのほうが戦果を得る。攻撃値が等しいとき、より防

御値の高いプレイヤーが戦果を得、それも等しいときは耐

久値を比べる。それらの能力がすべて等しいとき、戦果は

得られない。 
 
例外：ファーストブローファーストブローファーストブローファーストブロー(First Blow)(First Blow)(First Blow)(First Blow)の能力を持つディス
クは他のディスクと複合攻撃を行えない。 
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複数攻撃＃５（原則：複数の防御側） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この例ではプレイヤーB はプレイヤーA およびプレイ
ヤーC両方のディスクに対して攻撃を行った。プレイヤー
B のディスクはスワッシュバックラーの能力を持ってい
る訳ではないので、攻撃値を片方の防御側にしか適用でき

ない。しかし、防御側は両方の防御値を合計して攻撃側に

適用することができる。 
 
処理：プレイヤーBのディスクはスワッシュバックラーで
はないため、攻撃値“５”を A のディスクに対してのみ
適用した。プレイヤーA および C はそれぞれの防御値を
合計（2+2=4）したところ、Bの耐久値と等しいことから
プレイヤーBのディスクは攻撃により破壊された。 
最終的な処理：防御していたプレイヤー最終的な処理：防御していたプレイヤー最終的な処理：防御していたプレイヤー最終的な処理：防御していたプレイヤーAAAA のディスクと攻のディスクと攻のディスクと攻のディスクと攻

撃したプレ撃したプレ撃したプレ撃したプレイヤーイヤーイヤーイヤーBBBB のディスクが破壊され、プレイヤーのディスクが破壊され、プレイヤーのディスクが破壊され、プレイヤーのディスクが破壊され、プレイヤーBBBB
のディスクが生き残った。のディスクが生き残った。のディスクが生き残った。のディスクが生き残った。    
 もし、複数のディスクの防御により、攻撃側のディスク

が破壊されたとき、攻撃側ディスクを殺したことによる戦

果は防御してたうち最も防御値の大きなディスクのもの

となる。 
 
戦闘の順番 
 戦闘セグメントの開始時、複数の敵対するディスクが接

触しているとき（それにより、戦闘セグメントに戦闘を行

う）、それらを“バトルスタック（Battle Stack）”と呼ぶ。
バトルスタックは単に１枚のディスクが他のディスクを

攻撃したもの以外にも、複数の攻撃側や防御側により離れ

た位置での戦闘含むものまで指す。 
 
 戦闘フェイズの開始時、先攻プレイヤーは最初に戦闘を

処理するバトルスタックを決める。そのバトルすタックの

戦闘が完了した後、次の順番のプレイヤーが２番目に戦闘

を処理するスタックを決める。以下、同様に戦闘を処理し

ていく。 
 

カウンター除去セグメント 
 戦闘セグメント終了後、戦場のディスクの上に置かれて

いる全てのミサイル、スペルおよび活性化カウンターミサイル、スペルおよび活性化カウンターミサイル、スペルおよび活性化カウンターミサイル、スペルおよび活性化カウンターを取

り除く。損傷カウンターのみはこのセグメント後もそのま

ま残る。 
 
 持ち越しダメージは活性化セグメントからその戦闘セ

グメントの間の１ラウンドのみ適用されることに注意し

てほしい。（損傷を除き）持ち越しダメージはカウンター

除去セグメントの後に残らない。 
 
例：ジョンは２本の矢カウンターを受けた耐久値“６”の

ディスクを保持していた。つまり、このディスクは戦闘セ

グメントに２ポイント以上のダメージを受ければ破壊さ

れてしまう。しかし、このディスクは攻撃を受けることな

くカウンター除去セグメントを迎えることができた。ジョ

ンは矢カウンター２つの除き、そのディスクを完全な耐久

値“６”に戻した。 
 
新たなラウンド 
 カウンター除去セグメントの後、各プレイヤーは次のラ

ウンド始めるための準備をする。プレイヤーはシナリオで

勝利条件を満たすまでこのラウンドを繰り返すことにな

る。現在の先攻プレイヤーの左隣のプレイヤーが次の先攻

プレイヤーとなる。 
 
その他の重要なルール 
ルールの矛盾 
 ディスクの記述や特殊能力がルールブックのルールと

矛盾を起こすとき、ディスクの記述や特殊能力が常に優先

される。 
 
バーサークカウンター 
 バーサーク能力をもつディスクが前

のラウンドに攻撃を行っていたとき、

攻撃値、防御値、耐久値に＋２のボー

ナスを受ける。バーサークカウンター

（Moon Over Thelgrimエキスパンシ
ョンに含まれる）はこのラウンドにバーサークしたディス

クを表示するのに使かう。カウンター除去セグメントに戦

闘セグメントで攻撃を行ったバーサーク能力をもつディ

スクにバーサークカウンターを置く。バーサークカウンタ

ーが置かれているディスクが次のラウンドに攻撃を行わ

なかったとき、カウンター除去セグメントにバーサークカ
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ウンターは除かれる。次のラウンドに攻撃をおこなったと

き、バーサークカウンターはそのまま残る。 
 
修正 
 ディスクの能力値は自分の能力、他のスペルおよび他の

ディスクにより修正を受ける。 “Receive +2 AT when 
attacking an Evil Disk.（エビルディスクを攻撃するとき
AT を+2 する）”というディスクを例にする。これは、エ
ビルのアライメントをもつ敵ディスクを釘付けしている

とき、そのディスクの攻撃値は 2増加することを意味する。 
 
 特別な記述の無い限り、全ての修正は累積する。なお、

基本値は全ての修正を適用したのちに変更される。例えば、

Dwarven Blacksmith を活性化し、Dunearr Regiment
の防御値を+3（２から５に増加）したが、Dark Sucker
に攻撃を受けたとき、Dunearr Regimentの最終的な防御
値は０になる。 
 ディスクの基本値が“-”の能力は修正を受けることは
無い。 
 
 ディスクの能力が修正を受けたとき、修正後の能力値が

その能力値として使われる。 
例：活性化セグメント、Elven WarderがVampireディス
クを攻撃した。Vampire の能力は“Vampire に接触して
いる全てのディスクは T が-2 される”であることから、
Elven Warderの耐久値は４から２に減少した。このセグ
メント中、後で Firebolg’s the Giantが Elven Warderを
攻撃した。Firebolg’s the Giantの能力により、耐久値３
以下のディスクを“直ちに破壊する”ことができる。Elven 
Warderは耐久値が４であり、通常は破壊されることはな
い。しかし、Vampireによる修正が適用されているため、
現在の耐久値は２である。そこで Elven Warder は
Firebolg’s the Giantにより直ちに破壊されてしまった。 
 
距離測定 
 ディスクウォーズのプレイでは、時として距離を測る必

要がある。大抵は１フィート（１２インチ）あるいは 1/2
フィート（6インチ）である。ディスク間の距離を測ると
き、片方のディスクの端からもう片方のディスクの端を測

る。指定された距離内に両方のディスクの一部でもあると

き、“レンジ内（in range）”とする。射撃目標を決めると
きとディスクの移動先を決めるときはあらかじめ距離を

測ることができないことに注意してほしい。 
 

スキル 
 下記のスキルをディスクウォーズでは使用することが

できる。このルールで触れているスキルはすでに公表され

たスキルであり、それ以外のものは初出時に定義される。 
 
ファーストブロー（Fist Blow）「先制攻撃」 
 いくつかのディスクはファーストブロースキルを持っ

ている。攻撃側ディスクがこのスキルを持っているとき、

防御側の防御値を適用する前に攻撃側の攻撃値を適用で

きる。例えば、攻撃値４、防御値２、耐久値３のディスク

が攻撃値２、防御値３、耐久値２のディスクを攻撃したと

き、通常両方のディスクがともに破壊される。しかし、攻

撃側ディスクがファーストブローを持っていたならば、防

御側の防御値を適用する前に防御側ディスクを殺すこと

ができる。 （もし、防御側がファーストブローによる攻

撃を実施しても、通常通り防御値を適用するだけである。） 
 もし、複数のディスクによる攻撃の中にファーストブロ

ーによる攻撃が含まれていたとき、ファーストブロースキ

ルを使用することはできない。ただ、そのディスクのプレ

イヤーが攻撃を統合しないことにしたとき、ファーストブ

ロースキルを使用できる。ただし、そのとき攻撃は別々に

処理し、防御側はそれぞれの攻撃毎に防御を行う。 
 もし、ファーストブロースキルを持つディスクが他のフ

ァーストブロースキルをもつディスクと複合攻撃を行っ

たとき、両方のディスクがファーストブロースキルを使用

することができる。ただし、そのような場合でもファース

トブロースキルを持っていないディスクと複合攻撃を行

うことはできない。 
 
スワッシュバックラー（Swashbuckler）「向こう見ず」 

 いくつかのディスクはスワッシュバックラースキルを

持っている。このスキルを持っているディスクが攻撃して

いる全ての防御側ディスクに攻撃値をそのまま適用する

ことができる。また、複数のディスクから攻撃されたとき、

全ての攻撃側ディスクの防御値をそのまま適用できる。 
例：２つのディスクがスワッシュバックラースキルを持つ

ディスクを攻撃した。通常防御側ディスクは攻撃側ディス

ク１つに対してのみ防御値を適用できるが、この場合両方

の攻撃側ディスクに防御値を適用し、両方のディスクを攻

撃するチャンスがある。 
 
バーサーク（Berserk）「凶暴化」 
  いくつかのディスクはバーサークスキルを持ってい

る。このスキルを持っているディスクは前のラウンド、攻
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撃に参加していたとき、そのディスクの攻撃値、防御値お

よび耐久値を+2 する。そのディスクが前のラウンド攻撃
を行っていなかったとき、通常通りの A,Dおよび T を使
う。つまり、バーサーカーディスクは毎ラウンド攻撃を持

続したほうが有利である。バーサークによる修正は累積し

ないことに注意してほしい。 
例：オークディスク“Tribemen from Ulc”はバーサーク
スキルを持っている。通常は A(5)、D(3)および T(4)であ
る。前のラウンド敵のディスクを攻撃していたならば、能

力は A(7)、D(5)および T(6)と、大変危険存在になる 
 
ミサイル（Missile）「射撃」 
 射撃スキルを持っているディスクは射撃セグメントに

ミサイルを射撃できる。射撃できるミサイルの種類と数は

ディスクに記されている。射撃についての詳細は“射撃セ

グメント”の章を参照のこと。 
 
リアニメート（Reanimate）「蘇り」 
 リアニメートスキルを持っているディスクは、破壊され

てもプレイから除かれず、そのプレイヤーの増援スタック

の一番下に置かれる。増援セグメント通常の増援としてプ

レイに戻ってくる。 
 
スペルキャスター（Spellcaster） 
 スペルキャスタースキルを持つディスクのみがスペル

を唱えることができる。スペルおよびスペルキャスターに

はそれぞれレベルが定められれており、スペルキャスター

は自軍のスペルブック内の自分のレベル以下のスペルを

唱えることができる。 
 スペルについての詳細は“行動：スペルを唱える”参照

のこと。 
 
飛行（Flying） 
 飛行シンボルを持つディスクのみが飛行スキルを持つ。

移動中、これらのディスクは味方および敵ディスクに接触

しても移動を止めなくて良い。だだし、飛行スキルをもつ

敵ディスクに接触したときには移動を止めなければなら

ない。飛行スキルについての詳細は“行動：移動”を参照

のこと。 
 
レージ（Rage）「激怒」 
 レージスキルを持つディスクは敵に対して危険なまで

に張り切っている。このようなディスクがラウンド開始時

の位置から 6”以上移動しなかったり、攻撃するために活

性化しなかったとき、戦闘セグメントの開始時、そのディ

スクは損傷を１つ受ける。 
 
アーミーの編制 
 レギオンボックスセット内にはすでに編制されたアー

ミーが含まれている。しかし、プレイヤーは自分自身が独

自のアーミーを編制することができる。下記のそのルール

を示す。 
 
 ディスクウォーズでアーミーを編制するとき、ディスク

の属性のうち３点に注意しなければならない。それはアラ

イメント（alignment）、ファクション：種族（faction）
およびユニーク（unique）であるかどうかである。 
 
アライメント（alignment）：ディスクウォーズにおいて
はグッド（good）、ニュートラル（Neutral）、エビル（Evil）
の３つのアライメントが存在する。これらのアライメント

はディスクの縁の色で確認できる。 
 
 グリーン＝グッド 
 ブルー ＝ニュートラル 
 レッド ＝エビル 
 
グッドディスクはエビルディスクのいるアーミーに存在

できない。 
エビルディスクはグッドディスクのいるアーミーに存在

できない。 
ニュートラルディスクはどのようなアライメントのディ

スクがいるアーミーにも存在できる。 
 
ファクション：ディスクウォーズには１０の異なるファク

ションが存在する。それはElves, Uthuk Y’llan, Dwarves, 
Undead, Knights, Accolytes, Dragonkin, Mahkim, 
K’Rythおよび Orcである。クリーチャーディスクは各自
が属するファクションが記されている。いくつかのクリー

チャーディスクはファクションを持たない。アーミーを編

制するとき、プレイヤーは特定のファクションを基本に置

かなければならない。全アーミーポイント（ただし、スペ

ルを除く）の 50%以上が 1 種類のファクションに属する
ディスクでなければならない。 
 つまり、100ポイントのアーミーでは最低 50ポイント
分を 1 種類のファクションのディスクで編制しなければ
ならない。さらにそれらは同じアライメントか同じアライ

メントにニュートラルを含んだものでなければならない。 
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 スペルディスクを使用するとき、上記の判断を行う前に

合計のアーミーポイントからスペルディスクのアーミー

ポイントを引く。そこで 150ポイントのうち、30ポイン
ト分がスペルディスクであったなら、1種類のファクショ
ンに属するディスクが最低 60ポイント存在しなければな
らない。また、その他のファクションのディスクは 60ポ
イントまで存在させられる可能性がある。 
 
例：ジムは 100ポイントでDwarvenアーミーを編制した。
25ポイントをスペルディスク、残りの 75ポイントをクリ
ーチャーディスクとした。38ポイントは Dwarvenディス
クでなければならない。また、37 ポイントまで別のファ
クションに属しており、グッドかニュートラルのディスク

を編制に加えることができる。 
 
ユニーク（Unique）： “ユニーク（Unique）”と記され
たディスクがいくつか存在する。プレイヤーはその種類の

ディスクを自分のアーミー中 1 枚のみ存在させられる。
（Da’Roul Bonesplicerは“Unique”ディスクであり、プ
レイヤーは 2枚のDa’Roul Bonesplicerを自分のアーミー
の加えることはできない。） 
 
リミテッド（Limited）：“リミテッド（Limited）”と記さ
れたディスクがいくつか存在する。これらのディスクをリ

ミテッドナンバーを超える数、自分のアーミーに存在させ

ることはできない。（例えば The Uthuk Sperman は
Limited:3である。プレイヤーは The Uthuk Spermanを
3 枚を超えた数をアーミーに存在させることはできな
い。） 
 
チャンピオンディスク（Champion Disk）：チャンピオン
ディスクはアーミーに加えることのできる特別なクリー

チャーディスクである。チャンピオンディスクは縁がゴー

ルドになっている（これはアライメントではない）。各チ

ャンピオンはディスクウォーズのファクションのどれか

１つに属している。 
 プレイヤーがチャンピオンディスクをアーミーに加え

たいとき、残りのディスクはチャンピオンと同じファクシ

ョンあるいはファクションに属していないディスクでな

ければならない。チャンピオンディスクは他のファクショ

ンのアーミーに存在できない。 
 
例：ドナは数枚の Elfと Knightを加えた Dwarfのアーミ

ーを持っており、Dwarfのチャンピオン Varik Longbeard
をアーミーに加えよう考えた。そのためには、アーミーか

ら Elfと Knightのディスクを除かなければならない。 
 
２人以上のプレイヤーが全く同じディスクをアーミーに

加えていたとき、そのディスクが誰のものか判別するのが

難しくなる。そこでプレイヤーは最初に自分のディスクの

縁にイニシャルやマーク等の目印を付けることができる。

あるいは交戦しそうなディスクに色付の小さい札を貼る

ことで持ち主を区別することができる（このようなとき、

3M のカラーPOST-IT は ”旗 (Flags)"として役立つ。
POST-IT はディスクに傷や汚れを与えることなく取り除
け、再利用できる）。 
 
付録１ 定義 
Ambush／奇襲 
 ディスクが Ambush を行ったとき、ディスクの持ち主
はテーブルからそのディスクを持ち上げ、目標のディスク

の上に置く（Ambush するディスクは目標の上に重なる
（接触する）ように置かれなければならない、しかし

Ambush するディスクと目標の間に他のディスクはいて
はいけない）。もし、目標に接触する場所がないときは

Ambushできない。Ambushは“攻撃（Attack）”ではな
いが、敵ディスクの上に置かれた Ambush ディスクは攻
撃しているとみなされることに注意してほしい。 
 
Archer／射手 
射撃（ミサイル）スキルを持つディスクを“Archer”と
称す。これには矢（Arrow）、ボルト（Bolt）、ファイヤー
ボール（Fireball）および岩石（Boulder）の射撃が含ま
れる。 
 
Attack／攻撃 
プレイヤーが敵ディスクの上で移動を終えようとディス

クを活性化したとき、攻撃が発生する。 
 
Attacking／攻撃している 
敵ディスクの上に重なっており、戦闘セグメント中に自分

の攻撃値を適用しているとき、攻撃している（Attacking）
状態とする。 
 
Attributes／属性 
いくつかのディスクは特殊能力やスキルではなく、使用す

るために活性化する必要の無い特質を持つものがある。こ
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れを属性（Attributes）と呼ぶ。例えば、Physical Adept
の属性は“活性化していなければ、ダメージを与えること

はできない。”属性は自分に不利働くこともある。別の例

として、Ru Airgliderの属性を挙げる。これは“敵飛行デ
ィスクに接触したら直ちに破壊される”というものである。 
 
Berserking／凶暴化 
 Berserkスキルを持つディスクが“Berserking”を宣言
したとき、攻撃値、防御値および耐久値に+2 のボーナス
を得ることができる。Berserkスキルを持つディスクが他
のディスクを攻撃しても次のラウンドにならなければ

“Berserking”しているとはみなされないことに注意し
てほしい。 
 
Burrow／穴掘り 
 ディスクが敵ディスクを Burrowしようとするとき、そ
のディスクの持ち主はテーブルからそのディスクを取り、

指定された範囲内の目標ディスクの下に置く。テーブル上

の直接置かれている（つまり、ディスクの下に他のディス

クがいない）ディスクのみが Burrowの目標となる。例え
ば、ディスク A がディスク B を攻撃しているとき、ディ
スク A は Burrowの目標にならないが、その下にいるデ
ィスク B は Burrowの目標となる。このとき、ランドデ
ィスクはテーブルの表面と同じとみなす。そこで、ランド

ディスクにのっているディスクも Burrowの目標となる。 
 あるディスクが目標ディスクに Burrowしたとき、目標
のディスクに加えてその他のディスクの下になっても良

い。 
 Burrowは攻撃ではない。しかし、Burrowしたディス
クのすぐ上に存在するディスクはあたかも Burrow した
ディスクを攻撃して（さらに釘付けして）いるかのように

みなす。Burrowしたのち、Burrowしたディスクは釘付
け状態となるため、再び活性化することはできない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champion／チャンピオン 
 “チャンピオン（Champion）”の属性をもち（縁がゴ

ールドの）ディスクは他のファクションのディスクのいる

アーミーに存在できない。 
 
Combat／戦闘 
 いくつかのディスクで“戦闘において（in Combat）”
あるいは“戦闘中に（during Combat）”という言い回し
が使われているものがある。これは常に戦闘セグメント中

のこととして扱う。 
 
Enslave／奴隷にする 
 いくつかのディスクは他のディスクを奴隷にする

（Enslave）能力をもつものがある。これらのディスクは
他のディスクを“Enslaved（奴隷状態）”にすることがで
きる。 
 
Enslaved／奴隷状態 
 奴隷状態（Enslaved）になったディスクは奴隷状態に
したディスクの持ち主のコントロール化となる。シナリオ

によっては勝利するためには一定のアーミーポイント分

のディスクを殺さなければならないが、奴隷状態にしても

そのディスクは殺されたディスクとして数えない。奴隷状

態のディスクが殺されたとき、そのディスクの破壊による

ポイントを得ることはできない。 
 
Fireball／ファイヤーボール 
 ディスクやスペルに“Fireball”と記されているとき、
これは通常射撃のファイヤーボールあるいはスペルのフ

ァイヤーボールを意味する。これらについては射撃および

スペルを参照してほしい。 
 
Immune／耐性 
 ゲームでの要素、射撃やスペルなどに“耐性（Immune）”
を持つディスクが存在する。これらのディスクはそれらの

要素の目標にはなるが、それらの要素の影響を受けない。

例えば射撃に耐性を持つディスクはあるアーチャーから

の矢の目標となり、命中を受けることはあるが、それによ

りダメージを受けることはない。また、スペルに耐性を持

つディスクはスペルの目標となったり、スペルの効果範囲

に存在できるが、（たとえ、それが味方のスペルキャスタ

ーのスペルであっても）スペルの影響は受けない。 
 （Reflectや Earthhandのような）いくつかのスペルは
ディスクの能力値、属性あるいはスキルを修正する。スペ

ルに耐性のあるディスクはこれらのスペルの影響を受け

ることはないが、これらのスペルによって修正された他の

Burrow の目標の例 

下記の例では白いディスクが Burrow の目標となる。 

テーブル 
ランドディスク 
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ディスクの能力値による効果は受ける。例えば、Rhoq 
Lophramは自分自身に” Earthhand”を唱え、耐久値を+6、
合計 9 とした。通常、Varik（5AT）は Rhoq（3T）を殺
すことができるが、このスペルのため十分なダメージを与

えられないことになる。 
 スペルに耐性をもつディスクもプレイに登場していな

いときは、（Convertや Resurrectのような）スペルの影
響は受ける。 
 
Instant Blow／インスタントブロー 
 “Instant Blow”能力は１つあるいは複数の目標のディ
スクに累積できないダメージを直ちに与える。Instant 
Blowのダメージを受けても損傷を受けなかったり、殺さ
れなかったりしたディスクは単に何の効果も受けなかっ

たとする。超過したり、使われなかった Instant Blowダ
メージはその後で受けるスペル、射撃、特殊能力、他の

Instant Blowおよび戦闘でのダメージに累積しない。 
例：レイヤは Instant Blow (3)の Bansheeを活性化し、
耐久値５の Suza Mancrusherに対して Instant Blowを
加えた。Instant Blowダメージ３より Suza Mancrusher
の耐久値５が大きいことから効果なしとなり、目標に

Instant Blowダメージは残らなかった。もし、スペルに
より Suza Mancrusher が２ダメージを受けていたなら
Instant Blowにより追加の３ダメージで損傷を受けてい
た。 
 戦闘ダメージは戦闘セグメント中にのみ適用される。そ

こで、戦闘セグメント中に Instant Blowを受けたディス
クは戦闘によるダメージをすでに受けているとみなし、

Instant Blowダメージを加える。しかし、その戦闘セグ
メント以降に受けたダメージは後で受けるダメージとな

る。 
例：GodStone Drake（T6）が Helspanth’s Brood（5D,2T）
に攻撃したとき、Drake は Brood を殺し、5 ポイントの
防御ダメージを受けた。Brood は死んだとき、Drake に
Instant Blow(4)を与え、これはすでに Drakeに与えられ
ていた 5 ポイントの防御ダメージに追加された。Drake
は合計 9 ポイントのダメージを受けたため死んでしまっ
た。 
 
Limited／制限 
 ディスクに“Limited（制限）”属性を持っているとき、
そのディスクは“Limited”の後に記された数値分を超え
て、同じアーミー内にディスクを存在させることはできな

い。 

 
Pin/Pinned/Pinning／釘付け 
 あるディスクが他のディスクの上に重なったとき、すく

上のディスクは下のディスクを“釘付けした（Pinning）”
とする。下のディスクは“釘付けされた（Pinned）”とす
る（もし、釘付けされたディスクが敵のディスクであった

とき、釘付けしたディスクは“攻撃した（Attacking）”こ
とになる）。 
 釘付けされたディスクは活性化することはできない。釘

付けされたアーチャーは射撃セグメントに射撃できない。 
 
Skills／スキル 
 いくつかのディスクは特殊な行動を行うことができる。

主なスキルとして、“射撃（Missile）”や“スペルキャス
ター（Spellcaster）”がある。その他のスキルとして
Berserk、Swashbucler、Fist Blowおよび Reanimateが
ある。 
 
Sacrifice／犠牲 
 このディスクはディスクの持ち主によりプレイから除

くことができる。これによりたいてい特殊能力やその他の

効果を使用することができる。ディスクを殺すことにより

ポイントを得ることのできるシナリオで、Sacrifice によ
り除かれたディスクはポイントとならないことに注意し

てほしい。 
 
Special Abilities／特殊能力 
 いくつかのディスクは特殊能力（Special Abilities：SA
と略す）を持っている。特殊能力は活性化されることによ

り、活性化セグメント中に効果を発揮する。 
 
Touching／接触する 
 あるディスクが他のディスクの上に重なったとき、２つ

のディスクは互いに接触している（Touching）とする。
もし、2つのディスクの間に別のディスクが挟まっていた
とき、それらは接触しているとはみなさない。 
 例１でディスク A はディスク B に接触しているが、デ
ィスク C には接触していない（また、攻撃していない）。
例２でディスク AはディスクBおよびディスク C両方に
接触している。 
 飛行ディスクは移動中に自分が“通り越した（flying 
over）”ディスクには接触していないことに注意してほし
い。 
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Transform／変容 
 アーミーポイント値の欄が“Ｔ”となっているディスク

はコスト無しでアーミーに加えることができる。しかし、

これらのディスクは増援スタックに加えることはできな

い。これらのディスクは他のディスクがそのディスクに

Transformしたときのみ、登場させることができる。 
 新たなディスクに Transform したとき、新たなディス
クを元のディスクの上に Ambush させる。元のディスク
に付いていた損傷、スペル、ミサイルあるいはその他のカ

ウンターは新たなディスクに引き継がれる。元のディスク

はプレイから除かれ脇に置かれる（増援スタック内では無

い）。アーミーポイント値がTのディスクが殺されたとき、
元のディスクのアーミーポイント同じ価値とみなす。 
例：カールはWerx LycanthropeとWerx Werewolfを自
分のアーミーに加えた。アーミーコスト８の Werx 
Lycanthropeを増援スタックに加え、アーミーコストの記
されていないWerx Werewolfは脇に置いた。 
 その後、Werx Werewolfに Transformするため Werx 
Lycanthropeを活性化した。カールはWerx Werewolfを
Werx Lycanthrope を釘付けするように置き、Werx 
Lycanthrope をプレイから除き、脇においた。Werx 
Lycanthrope は損傷を１つ受けていたため、カールは
Werx Werewolf に損傷マーカー１つを置いた。Werx 
Lycanthrope は活性化カウンターを持つことになるため、
Werx Werewolfも同様に活性化が終わっている。 
 
Unique／ユニーク 
 もしディスクが“Unique”属性をもつとき、同じアー
ミー内にそのディスクを複数存在させることはできない。 
 
Wounds／損傷 
 ディスクは自分の耐久値と同じかそれを超えるダメー

ジを受けたとき、損傷を１つ受ける。たいていのディスク

は損傷１つで破壊されるが、なかには複数の損傷を受ける

ことができるディスクも存在する。これらのディスクには

損傷シンボル（Wounds Symbol）が記されている。損傷
シンボルに記されている数値はそのディスクを殺すのに

必要な損傷の数である。損傷を受けたディスクは損傷マー

カー１つをディスクに置く。損傷マーカーの数が殺すのに

必要な損傷数となったとき、そのディスクは直ちに破壊さ

れる。 
 
付録２ 地形（Terrain）ディスクルール 
 
 常に戦場は同じとは限らない。下記の地形効果ルールは

ランドディスクによりシナリオに多様性を与えるもので

ある。ランドディスクは他のディスクウォーズエキスパン

ションに含まれている。プレイヤーは単に望む地形の地形

効果を使うことができる。 
 
森林（Forest）： 
 この深い森林は通過するものに安全を与えが、それは対

価を要求する。非飛行ディスクは森林に侵入したとき、移

動を停止しなければならない。森林から移動を開始するデ

ィスクの移動値は１に減少する。森林にいる全てのディス

クは射撃からのダメージに耐性を得る。また、森林は射撃

を遮る。 
 
湖（Lake）： 
 この大きな湖を横切って行軍する有効な方法はなく、そ

の周囲を周るしかない。湖ディスクは非飛行ディスクにと

って移動不可の障害となる。非飛行ディスクは湖に侵入す

るような移動を行うために活性化することはできない。飛

行ディスクは湖を通過して移動するために活性化するこ

とができる。しかし、湖で移動を終えることはできない。

飛行ディスクも非飛行ディスクもスペルやディスクのス

キル、属性や特殊能力などにより湖に移動させられること

はない。 
 
山（Mountain）： 
 山は敵に対して天然の障害となり、侵略を効果的に防ぐ

ことができる。移動中に山に進入したディスクは移動を止

めなければならない。山から移動を開始する非飛行ディス

クがそれ以上に山の中に進むことはできない。非飛行ディ

スクは山で飛行ディスクに攻撃するために活性化するこ

とはできない。山にいるディスクはスペルやその他のディ

スクのスキル、属性、特殊能力により移動させられること

はない。山は射撃を妨害する。 

例２ 

例１ 
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遺跡（Ruins）： 
 戦闘により何度も持ち主の替わり、崩れかかけた古代の

塔や要塞があたり一面に広がっている。遺跡にいるアーチ

ャーディスクは射程が 6”増加する。遺跡にいる全てのデ
ィスクは防御値が２増加する。遺跡は射撃を妨害する。 
 
切立った渓谷（Scarred Valley）： 
 戦闘において物理的な影響を及ぼすことはない。ただ、

時々危険な魔法の影響を打ち消す領域となる。 
 切立った渓谷にいるあるいは切立った渓谷から 6”以内
のディスクはスペルに対して耐性を得る。耐性を得たディ

スクはスペルの目標となったり、相手がスペルを唱えるた

めに活性化することはできない。しかし、切立った渓谷か

ら 6”以内で停止ないかぎり、ファイヤーボールのように
切立った渓谷を通過するスペルを妨げることはない。 
 
善なる寺院（Good Temple） 
 この神聖な地域は澄み切って穏やかなオアシスを囲む

ように寺院が点在している。グッドのディスクが善なる寺

院にいるとき攻撃値、防御値および耐久値に+1 のボーナ
スを得る。エビルのディスクが善なる寺院にいるとき攻撃

値、防御値および耐久値に-1 のペナルティーを被る。ニ
ュートラルのディスクはここでは影響を受けない。Moon 
Over Thelgrim エキスパンションではこのディスクは寺

院１つが描かれているので注意してほしい。シナリオを始

める前に、プレイヤーは善なる寺院か邪悪な寺院か決めて

おかなければならない。 
 
邪悪な寺院（Evil Temple） 
 この領域は完璧な闇に覆われており、中は人骨に覆われ

汚された土地である。エビルのディスクが邪悪な寺院にい

るとき攻撃値、防御値および耐久値に+1 のボーナスを得
る。グッドのディスクが邪悪な寺院にいるとき攻撃値、防

御値および耐久値に-1 のペナルティーを被る。ニュート
ラルのディスクはここでは影響を受けない。Moon Over 
Thelgrimエキスパンションではこのディスクは寺院１つ
が描かれているので注意してほしい。シナリオを始める前

に、プレイヤーは善なる寺院か邪悪な寺院か決めておかな

ければならない。 
 
洞窟地帯（Caven Terrain） 
 飛行ディスクは洞窟地帯に移動するために活性化する

ことはできない。洞窟地帯にいるディスクは Ambush さ

れることはない。洞窟地帯にいる全てのディスクは

Swashbucklerの特典を失う。洞窟地帯にいる全てのディ
スクは射撃の目標となることはない。ただし、同じ洞窟地

帯にいるアーチャーについては射撃の目標となる。 
 
砂漠地帯（Desert Terrain） 
 移動値３以下のディスクおよび耐久値３以下のディス

クが砂漠地帯に進入したとき、そこで停止しなければなら

ない。 
 
R’Karg Nest Terrain 
 “Ring of Fire”シナリオのように、各プレイヤーが地
形ディスクの確保が目標のシナリオで、R’Karg Nest 
Terrainをプレイに加えることはできない。R’Karg Nest 
Terrainにいる非飛行スペルキャスターは直ちに破壊され
る。カウンター除去セグメント、各プレイヤーはプレイに

加えられている R’Karg Nest Terrain ごとに、R’Karg 
Nest Terrainにいるかあるいは R’Karg Nest Terrain か
ら 3”以内のディスク１つに Instant Blow(3)を与えること
ができる。 
 
湿地帯（Swamp Terrain） 
 湿地帯に進入した非飛行ディスクはそこで移動を止め

なければならない。湿地帯で移動を開始した非飛行ディス

クは移動値が 1減少する。 
 
村落（Village Terrain） 
 村落にいるディスクを攻撃したとき、そのディスクの攻

撃値を-2 する。村落にいるディスクを射撃したとき、そ
のアーチャーのミサイル値は-1される。 
 
・地形と移動 
 地形に“接触（touching）”していないディスクはその
地形“に（in））”いるとする。言い換えると、地形の周囲
内に存在するディスクはその地形“に（in）”いるとみな
す。先に地形の周囲を横切ったとき、そのディスクは地形

の“中に（into）”進入したとする。地形ディスクはプレ
イエリアの一部とみなし、地形ディスク上にのっているデ

ィスクは別の層（Layer）にいる訳ではない。 
 
地形ディスクと移動の例 
 この例でディスク A-Dは全ての地形ディスク“に（in）”
いる。また、ディスク Aは地形の“中に（into）”いるが、
ディスク Dはディスク Cに接触しているだけで、地形に
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接触していないため、地形ディスク“に（in）”いるだけ
の状態である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・プレイ中の地形の使用 
 ディスクウォーズにおいて地形ディスクはさまざまな

用途に使用される。いくつかのシナリオではある種の地形

を得ることが求められる。別のシナリオでは一定数の地形

ディスクを得ることが求められる。（ルールの最後にある

シナリオ参照のこと） 
 
 シナリオ関わらずプレイヤーは下記のガイドラインに

従って地形ディスクを使用できる。 
 
１）アーミーの規模を決めるとき、プレイヤーはどのくら

いの地形ディスクを導入するか決定することができる。 
 

２）初期セットアップ後、各プレイヤーは時計回りにラン

ダムに１枚ずつの地形ディスクを選に配置していく。地形

ディスクは他のランドディスク、スタートエリアおよびプ

レイエリアの端から 6”以上離した位置に置かれる。 
例外：他の地形ディスクであっても、同じタイプであれば

6”以内に置いても構わない。例えば森林ディスクかえら 6”
以内に湖ディスクは置けないが、森林ディスクであれば置

くことができる。 
 
３）全てのプレイヤーが自分の地形ディスクを配置するま

で地形の配置を続けていく。 
 
例：バリー、クーパーおよびジェイソンは地形ディスクを

使用することにした。各プレイヤー100ポイントのアーミ
ーと 3つずつの地形ディスクを持つことにした。 
 クーパーが先攻プレイヤーであり、遺跡ディスクをスタ

ートエリアから 12”の位置に配置した。次にジェイソンの
手番となり、森林ディスクを自分とクーパーの間に置いた。

最後にバリーが切立った渓谷ディスクをテーブルの中央

で他のディスクから離れた位置に配置した。各プレイヤー

それぞれ自分の 3 つのディスクのうちの１つを配置し終
わった。次にクーパーから全ての地形ディスクを配置する

まで同様に地形ディスクを配置していく。 
 
・地形と射撃 
 いくつかのディスクは射撃を“障害（Barriers）”とな
る。もし、アーチャーと目標を結ぶ直線上に障害ディスク

が存在していたとき、アーチャーは射撃を行えない。つま

り、障害ディスクはアーチャーが目標に対して“視線（Line 
of Sight）”を引くのを妨げることにより、射撃を妨害する。 
 
 アーチャーディスクあるいは目標が障害ディスクに接

触しているとき、障害ディスクは射撃を妨害しない。 

地形ディスクと移動 

この例では、ディスクＡ～Ｄは全て地形“に（in）”

いる。また、ディスクＡは地形の“中に（into）”

にいるが、ディスク Dはディスク Cに接触してお

り、直接地形ディスクに接触していないため、地

形にいるだけである。 

地形ディスクの周囲 
地形ディスク 

障害ディスク 

この例ではディスク A～Ｅは全ての射

手の射程内にいるとする。ディスクＡと

Ｅは射撃の目標とすることができるが、

ＣとＤは目標とならない。ディスクＢは

障害ディスクの上にいるが、このとき障

害ディスクはミサイルを遮らないので

Ｂは目標となる。 射手ディスク 障害地形ディスク 

射線 

射線 
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 プレイヤーは障害ディスクの背後に目標がいるかどう

か確認する前に射撃目標を宣言しておかなければならな

い。障害となるのは主に地形ディスクであるが、クリチャ

ーディスクやその他のディスクの中にも障害ディスクと

なるものがある。 
 
・地形とスタートエリア 
 ランドディスクはたいていシナリオで“スタートエリア

（starting area）”として使われる。特別なシナリオを除
きスタートエリアとして使用するランドディスクは地形

ディスクとしてはみなさず、地形効果を持たない。 
 
付録４ マスタースペルブック 
 
1レベルスペル 
 
Alternation 
ポイントコスト：３ 
効果：12”以内ディスク１つを目標とする。目標ディスク
の攻撃値および防御値はこのラウンドの残りの期間、入れ

替わる（効果が残っていることを示すため、スペルディス

クを目標ディスクの上に置く）。 
 
Call to Arm 
ポイントコスト：３ 
効果：直ちに自分の増援スタックの上から２枚のディスク

を増援として登場させる。これらの増援は自分のスタート

エリアに接触して配置する。これらの増援は登場した活性

化セグメントに活性化することができる。 
 
Carapace 
ポイントコスト：２ 
効果：１枚のディスクが目標となる。このラウンドの残り

の期間、目標のディスクは Instant Blowに耐性を得る（効
果が残っていることを示すため、スペルディスクを目標デ

ィスクの上に置く）。 
 
Feet of Clay 
ポイントコスト：３ 
効果：１枚のディスクが目標となる。このラウンドの残り

の期間、目標および目標から 6”以内の全てのディスクは
移動値が-2される。 
 

Flight 
ポイントコスト：５ 
スペルキャスターから 12”以内の 1枚のディスクが目標と
なる。目標のディスクはラウンドの残りの期間、飛行スキ

ルを得る（効果が残っていることを示すため、スペルディ

スクを目標ディスクの上に置く）。 
 
Hard Earth 
ポイントコスト：３ 
効果：このラウンドの残りの期間、スペルキャスターから

12”以内では Burrow されることはない。また、Burrow
を行えない。 
 
Heal 
ポイントコスト：２ 
効果：スペルキャスターから 12”以内のディスク 1枚にの
っている損傷カウンター１つを直ちに取り除く。 
 
Hold 
ポイントコスト：３ 
効果：12”以内にいる目標のディスク１つは今回の活性化
セグメントに活性化することはできない（ただし、他の理

由によって活性化されることはありえる）。 
 
Incite 
ポイントコスト：６ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の全ての Berserkス
キルを持つディスクは直ちに“Berserk”する（+2ボーナ
スを得る）。それらのディスクには Berserkカウンターを
置く。このスペルにより Berserk したディスクが元に戻
っても、再び通常通り Berserkすることができる。 
 
Liquid Shield 
ポイントコスト：４ 
効果：ディスク 1 枚を選ぶ。目標となったディスクから
12”以内の全てのディスクはファイヤーボール（射撃およ
び呪文）に対して耐性を得る。 
 
Magical Wall 
ポイントコスト：２ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の何もないスペース
にこのスペルディスクを置く。このディスクは打ち破るこ

とのできない壁となる。（たとえスペルに耐性を持ってい

ても）ディスクはこのスペルディスクに接触することはで
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きない。飛行ディスクは移動中このディスクに接触するこ

とはできるが、移動終了時には退かなければならない。こ

の壁は射撃に対して障害となる。12”以内のエリアにこの
壁が 3つ以上存在してはならない。（プレイアリア上にこ
の壁が存在することを示すため、このディスクを残す。カ

ウンター除去セグメント中もこのディスクは除かれな

い。） 
 
Mirage 
ポイントコスト：５ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の自軍ディスクを目
標とする。このラウンド射撃により目標が命中を受けたと

き、目標から 6”以内のほかのディスクにミサイルカウン
ターを置き換えることができ、それにより目標のディスク

は射撃のダメージを受けずに済む。 
 
Reflect 
ポイントコスト：５ 
効果：12”以内の釘付けされていないディスクが目標とな
る。戦闘セグメント中、目標の防御値は攻撃してくる敵の

攻撃値の合計分有利な修正を受ける。例えば、目標のディ

スクが攻撃値４で攻撃を受けたとき、防御値に+4 の修正
を受ける。攻撃値２および攻撃値３の２つのディスクから

攻撃を受けたとき、防御値に+5 の修正を受ける（効果が
残っていることを示すため、スペルディスクを目標ディス

クの上に置く）。 
 
Sap 
ポイントコスト：４ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の全ての敵ディスク
はこのラウンドの残りの期間、耐久値に-1 の修正を受け
る。このスペルによって耐久値が１未満になることはない

（効果が残っていることを示すため、スペルディスクをス

ペルキャスターの上に置く）。 
 
Shield 
ポイントコスト：３ 
効果：スペルキャスターから 12”以内にいる目標ディスク
はこのラウンドの残りの期間、耐久値に+3 の修正を受け
る（効果が残っていることを示すため、スペルディスクを

目標ディスクの上に置く）。 
 
Sure Aim 
ポイントコスト：４ 

効果：目標となった 6”以内のアーチャーはこのターン、
射撃を全て自動的に命中させることができる。 
つまり、射撃セグメント、このアーチャーの持ち主は射程

内の目標の単にミサイルカウンターを置くことができる

（効果が残っていることを示すため、スペルディスクを目

標ディスクの上に置く）。 
 
Speed 
ポイントコスト：２ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の目標ディスク１つ
はこの活性化セグメント中、移動値を+3する。（効果が残
っていることを示すため、スペルディスクを目標ディスク

の上に置く）。 
 
Ward 
ポイントコスト：３ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の目標ディスク１つ
はこのラウンド中、射撃に対して耐性を得る（効果が残っ

ていることを示すため、スペルディスクを目標ディスクの

上に置く）。 
 
Zip 
ポイントコスト：４ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の全てのディスクは
この活性化セグメント中、移動値を+2する。（効果が残っ
ていることを示すため、スペルディスクをスペルキャスタ

ーの上に置く）。 
 
レベル２スペル 
 
Calm 
ポイントコスト：５ 
効果：スペルキャスターから 12”以内で Berserkスキルを
持ち、Berserk している（+2 ボーナスを受けている）全
てのディスクは Berserk 状態ではなくなる。このスペル
の効果を受けたディスクであっても、その後は通常通り

Berserkすることができる。 
 
Charm 
ポイントコスト：７ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の非活性化状態で釘
付けされていない敵ディスク１つが目標となる。あたかも

そのディスクの持ち主のように目標ディスクの特殊能力

を使い、使用後目標ディスクに活性化マーカーを置く。 
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例：Elven Warderの特殊能力は 6”以内の敵ディスクを好
きな方向に 1 回だけフリップすることができるというも
のである。スペルキャスターが“Charm”を敵 Elven 
Warder唱えたとき、スペルキャスターの持ち主は Elven 
Warderから 6”以内にいる自分のディスク（Elven Warder
にとっての敵）1枚を 
好きな方向にフリップすることができる。 
 
Control 
ポイントコスト：８ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の非活性状態の敵デ
ィスク１つが目標となる。目標ディスクに移動の行動を行

わせることができる（スペルキャスターの持ち主が敵ディ

スクを動かす）。移動後、敵ディスクに活性化マーカーを

置く。敵ディスクをテーブルの外に移動させることはでき

ない。 
 
Drain The Mind 
ポイントコスト：５ 
効果：非活性化状態の敵ディスク１つを目標とする。目標

となったディスクはこのラウンド特殊能力を使用するこ

とはできない。（効果が残っていることを示すため、スペ

ルディスクを目標ディスクの上に置く）。 
 
Earthhand 
ポイントコスト：５ 
効果：このラウンド中、スペルキャスターの耐久値を“+6”
する（効果が残っていることを示すため、スペルディスク

をスペルキャスターディスクの上に置く）。 
 
Embrace 
ポイントコスト：７ 
効果：このターン、スペルキャスターおよびスペルキャス

ターが接触しているディスクはダメージを被ることはな

い（効果が残っていることを示すため、スペルディスクを

スペルキャスターディスクの上に置く。 
 
Evil Ward 
ポイントコスト：４ 
効果：このラウンドの残りの期間、Evil ディスクは攻撃
するために活性化することとはできない（効果が残ってい

ることを示すため、スペルディスクを目標ディスクの上に

置く）。 
 

Fate 
ポイントコスト：５ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の戦闘あるいは釘付
状態にある２つのディスクを選び、攻撃と防御の位置を入

れ替える。 
 
Fireball 
ポイントコスト：５ 
効果：スペルディスクをスペルキャスターから真直ぐに好

きな距離だけ、テーブル上を滑らせながら引きずっていく。

スペルディスクが最初に接触したディスクは直ちに“６”

ポイントの攻撃を受ける。目標のディスクが死んだときは

直ちに取り除く（ダメージを負ったことを示すためスペル

ディスクをその目標の上に置く）。 
 
Forcewave 
ポイントコスト：７ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の全ての釘付けされ
ていないディスクはスペルキャスターから 1 フィリップ
分遠ざけられる（ディスクはそれぞれの持ち主がフリップ

する）。最も耐久値の小さいディスクから順にフリップし

ていく。耐久値が等しいときはランダムに順番を決める。

（元の位置よりスペルキャスターから遠ざかるようにデ

ィスクをフリップしなければならない。） 
 
Freeze 
ポイントコスト：５ 
効果：目標となった敵プレイヤーは次の活性化ターン、３

枚のディスクを活性化することはできない（そのプレイヤ

ーの手番はとばされる）。２ターン続けて Frozen を受け
ることはない。 
 
Gate 
ポイントコスト：４ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の空いた場所にこの
スペルディスクを置く。この Gateスペルディスクに接触
したディスク（スペルに耐性のあるものは除く）はプレイ

に登場しているほかのGateディスクに ambushすること
ができる。カウンター除去セグメントにこのスペルディス

クは除去されない。 
 
Good Ward 
ポイントコスト：４ 
効果：このラウンドの残りの期間、good ディスクは攻撃
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するために活性化することとはできない（効果が残ってい

ることを示すため、スペルディスクを目標ディスクの上に

置く）。 
 
Invisibility 
ポイントコスト：５ 
効果：このラウンドの残りの期間、目標となった非活性状

態のディスクは移動の以外では活性化できず、攻撃を行う

ことはできない。他のディスクもこの目標ディスクを攻撃

するために活性化することはできない。戦闘セグメント中、

目標のディスクは攻撃してくるディスクからのダメージ

に対して耐性を得る。目標のディスクは射撃の目標とはな

らないが、ダメージ自体は通常通り受ける。（効果が残っ

ていることを示すため、スペルディスクを目標ディスクの

上に置く。） 
 
Mind Block 
ポイントコスト：４ 
効果：スペルキャスターから 12”以内のスペルキャスター
２つに活性化マーカーを置く。 
 
Repel 
ポイントコスト：５ 
効果：12”以内の非活性状態で釘付けされていないディス
クが目標となる。このラウンド他のディスクはそのディス

クの上に移動したり、飛行により乗り越えることができな

い。目標のディスクには活性化マーカーが置かれる（効果

が残っていることを示すため、スペルディスクを目標ディ

スクの上に置く）。 
 
Summon 
ポイントコスト：５ 
効果：直ちに増援スタックの中からすきなディスクを 1
枚取りスペルキャスターに接触するように置く。

Summon されたディスクはこのラウンドに移動すること
ができる。 
 
Sky ward 
ポイントコスト：６ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の全ての飛行ディス
クに活性化マーカーを置く。 
 
Twister 
ポイントコスト：６ 

効果：スペルキャスターから 12”以内の被活性状態で釘付
けされていないディスク１つを目標とする。目標から 6”
以内の被活性状態で釘付けされていない敵ディスク３つ

を選ぶ。目標とそのあとで選んだディスクを目標がもとも

といた位置から 12”以内で高さ 18”のところから（ミサイ
ルのように）落下させる。落下したディスクが（湖のよう

に）最初から存在できない位置に落ちたときは落下をやり

直す。 
 
Vigor 
ポイントコスト：６ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の自軍ディスクにの
っている活性化マーカー１つを取り除く。 
目標となったディスクはこの活性化セグメント再び活性

化することができる。 
 
レベル３スペル 
 
Banish 
ポイントコスト：９ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の敵ディスク１つを
目標とする。そのディスクは直ちに自分の増援スタックの

底に戻される。 
 
Coercion 
ポイントコスト：６ 
効果：目標となったプレイヤーは直ちに自分の手番と同様

に 3回の活性化を行う。目標プレイヤーが２回以下しか活
性化しなかったとき、このラウンドそのプレイヤーは再び

活性化することはできない。 
 
Convert 
ポイントコスト：８ 
効果：敵増援スタックの一番底のディスクを取る。このデ

ィスクのA,DおよびTの値の合計が 11以下であったとき、
自分の増援スタックの一番上に置き、スペルを使ったプレ

イヤーはこのディスクを支配する。このときアライメント

に関しては無視する。 
 もし、能力値の合計が 11を超えているとき、敵プレイ
ヤーは直ちにそのディスクを直ちにスターティングエリ

アに配置することができる（ゲーム終了時そのディスクを

敵プレや－に返すことを忘れないでほしい）。 
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Disarm 
ポイントコスト：９ 
効果：スペルキャスターから 12”以内のディスク１つを目
標とする。その戦闘セグメントの間、目標ディスクと目標

ディスクが接触している全てのディスクの攻撃値および

防御値は 0になる。 
 
Death ball 
ポイントコスト：１０ 
効果：プレイエリアから 1フィート遠ざかり、このディス
クをプレイングエリアの上に投げる。このスペルディスク

が上にのったディスクは Instant Blow“７”を受ける。
このときプレイヤーはスペルディスクを再び取り、同じよ

うに投げる。スペルディスクがクリーチャーディスクに命

中しなくなるまで、これを繰り返す。（ディスクは上に向

かって投げ上げなければならない。） 
 
Depletion 
ポイントコスト：８ 
効果：敵の増援スタックの上から 2番目のディスクを取り
除く。このディスクは破壊されゲームから除かれる。 
 
Displacement 
ポイントコスト：７ 
効果：攻撃に参加しておらず攻撃されてもいない自軍ディ

スク 2枚を選び、ディスクの位置を交換する。ただし、ス
ペルキャスターから 6”以内に選んだうちのどちらかのデ
ィスクが存在していなければならない。 
 
Dust to Dust 
ポイントコスト：８ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の Reanimateスキル
を持つ全てのディスクは直ちにプレイから除かれる。除か

れたディスクは増援スタックに戻ることはない。 
 
Foresight 
ポイントコスト：７ 
効果：このラウンドの残りの期間、スペルキャスターの側

は各ターン２、３あるいは４枚のディスクを活性化するこ

とができる。2枚のディスクを活性化したときのみ、次の
ターンもディスクの活性化を続けることができる（効果が

残っていることを示すため、スペルディスクをスペルキャ

スターディスクの上に置く）。 
 

Imbue 
ポイントコスト：８ 
効果：このラウンドの残りの期間、目標のディスクはレベ

ル IIIスペルキャスターの能力を得てスペルキャスターと
なる（効果が残っていることを示すため、スペルディスク

を目標ディスクの上に置く）。 
 
Mass Hold 
ポイントコスト：１０ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の 5 枚までのディス
クを選び、直ちに活性化マーカーを置く。 
 
Mass V igor 
ポイントコスト：８ 
効果：スペルキャスターから 6”以内の 3 枚までのディス
クの全ての活性化マーカーを取り除く。 
 
Paralyze 
ポイントコスト：８ 
効果：12”以内の目標ディスクはどのような理由であって
も活性化することができない。この効果はスペルキャスタ

ーが効果範囲から出るか、殺されるまで続く。スペルキャ

スターが目標から 12”以上はなれたとき効果を失う。（こ
のスペルは効果を上記のように効果失うまで持続する。効

果を失うまで目標の上にこのスペルディスクは残る。） 
 
Powerbolt 
ポイントコスト：１０ 
効果：スペルキャスターから 6”以内のディスク 1 つを選
ぶ。そのディスクが接触している全てのディスクは直ちに

Instant Blow"5”を受ける。破壊されたディスクは直ちに
取り除く。 
 
Quake 
ポイントコスト：８ 
効果：スペルキャスターから 12”以内の地形（terrain）デ
ィスク２つをプレイヤーの望む方向にフリップする。この

スペルはスターティングエリアおよび他のディスクが接

触しているディスクには適用できない。また、他のディス

クに接触するように地形ディスクをフリップすることは

できない。 
 
Rain of Steel 
ポイントコスト：１０ 
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効果：スペルキャスターの持ち主は直ちにアロー（Arrow）
カウンター10 個をスペルキャスターから 12”以内の地点
から落とす。落とす高さはテーブルから 24”の高さである。
破壊されたディスクは直ちに除かれる。 
 
Resurrect 
ポイントコスト：１０ 
効果：すでに殺されたディスクが蘇る。蘇ったディスクは

スペルキャスターを釘付けするように置かれ、さらに活性

化マーカーを蘇ったディスクの上に置く。スペルキャスタ

ーは直ちに損傷１つを受ける。スペルキャスターが損傷に

より破壊されたときは直ちに取り除く。 
 
Surge 
ポイントコスト：１０ 
効果：このスペルは他のプレイヤーのターン中、非活性状このスペルは他のプレイヤーのターン中、非活性状このスペルは他のプレイヤーのターン中、非活性状このスペルは他のプレイヤーのターン中、非活性状

態のレベル３スペルキャスターによって唱えられる。態のレベル３スペルキャスターによって唱えられる。態のレベル３スペルキャスターによって唱えられる。態のレベル３スペルキャスターによって唱えられる。 
 これにより敵が唱えたスペルは無効化される。両方のス

ペルディスクは除去される。Surgeを唱えたスペルキャス
ターには活性化マーカーが置かれる。Surgeで他の Surge
を無効化することはできない。 
 
Teleport 
ポイントコスト：７ 
効果：釘付けされていない自軍のディスクを元の場所から

12”以内の場所に移動させる。 
 
付録５ シナリオ 
 
 ディスクウォーズために下記の 4シナリオを用意した。
これらのシナリオは単なる提案であり、プレイヤーは自由

にディスクウォーズのシナリオを作成してほしい。他の多

くのシナリオについては www.diskwars.com で見ること
ができる。 
 
ランドディスク 
 シナリオによっては多くのランドディスクが必要にな

るものもある。ランドディスクが足りないときは紙を切り

抜いて自作してほしい。 
 
シナリオ１：“Tide of War” 
プレイヤー数：２ 
増援：６ 
スターティングディスク：６ 

セットアップ：プレイヤーは互いに 18”離れた位置にスタ
ーティングエリア（ランドディスク）を置く。スターティ

ングディスクはスタートエリアに置かれる（このルールブ

ックの最初の図参照のこと）。 
勝利条件：6ラウンド終了時にゲームは終わる。ゲームが
終わったとき、各プレイヤーは自分のアーミーが殺した敵

ディスクアーミーポイント毎に１勝利ポイントを得る。各

プレイヤーは自分のディスクが敵のスターティングエリ

アに接触している毎に 20ポイントを得る。最も多くの勝
利ポイントを得たプレイヤーが勝利する。 
 
シナリオ２：“In Harm Way” 
プレイヤー数：２ 
増援：無し（ゲーム開始時、各プレイヤーは自分のアーミ

ー全てをスターティングエリアに配置する。） 
セットアップ：テーブルの中央にランドディスク１つを置

く。各プレイヤーの拠点となるランドのディスクをそれぞ

れ中央のディスクから 2フィート離して置く（3つのラン
ドディスクを繋ぐと 4フィートの直線になるようにする）。
各プレイヤーは 1 度に 1 枚ずつ交互に自分のアーミーを
配置していく。ディスクは各プレイヤーの拠点の前方の幅

6”のセットアップエリアに配置しなければならない（図参
照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勝利条件：プレイヤーは下記の２つの勝利条件のうちどち

らかを達成できれば勝利する。 
１）中央のランドディスクを連続した 2回カウンター除去
セグメントにおいて単独で支配している（単独で支配とは

敵のディスクがそのランドディスクに接触していないこ

とを意味する）。カウンター除去セグメントの単独支配が

“In Harm Way” 

プレイヤー２ 

プレイヤー１ 

２フィート 

２フィート 

セットアップエリア 

セットアップエリア 
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2回目のであったとき、ゲームは直ちに終了する。 
２）敵の拠点ディスクに自分のディスクを接触させ、それ

ら単独あるいは複数ディスクの攻撃値の合計が“８”以上

であればそのときゲームは終了する。 
 
シナリオ３“Doom Hill” 
プレイヤー数：何人でも 
増援：６（最初のターンは無し） 
スターティングディスク：６ 
セットアップ：テーブルの中央にランドディスクを置く。

各プレイヤー中央のランドディスクから 2 フィート離れ
た位置をスターティングエリア（ランドディスク）とする。

スターティングエリアはそれぞれ互いに等しい距離を保

つように置く。 
勝利条件：カウンター除去セグメント、プレイヤーは中央

のランドディスクを単独で占領し、敵 25アーミーポイン
ト分を殺していれば直ちに勝利する。（勝利するのに必要

なアーミーポイント数は戦闘の規模により修正する。） 
 
シナリオ４：“Battlegnash” 
プレイヤー数：何人でも 
増援：６（最初のターンは無し） 
スターティングディスク：６ 
セットアップ：“Doom Hill”と同じ。 
勝利条件：カウンター除去セグメントの後、ポイントにお

いて最も近い敵より 25アーミーポイント以上多くの敵を
破壊しているプレイヤーが直ちに勝利する。単独で中央の

ランドディスクを占領していたときは破壊したアーミー

ポイントに 10を加えて計算する（勝利条件となるアーミ
ーポイントは戦闘の規模によって修正してほしい）。 
 
シナリオ５：“Siege” 
プレイヤー数：２（1人が攻撃側もう一人が防御側となる） 
増援：６（最初のターンは無し） 
スターティングディスク：６（攻撃側）、１２（防御側、

スターティングエリアから 6”以内に配置する） 
セットアップ：防御側は 4枚の地形ディスクを選び、スタ
ーティングエリアの 12”以内に配置する。防御側がスター
ティングエリアおよび地形ディスクを配置した後、攻撃側

が防御側の地形ディスクから 24”以上離れた位置にスタ
ーティングディスクを置く。攻撃側は地形ディスクを持た

ない。 
勝利条件：防御側は 8ラウンド目のカウンター除去セグメ
ントまで、スターティングエリアを単独で支配していれば

勝利する。攻撃側はカウンター除去セグメント中に防御側

のスターティングエリアに自軍のディスクが 1 枚でも接
触していれば勝利する。 
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