武器マニュアル

おめでとう！君は新たな武器を手に入れた。このマニュアルには、その正しい使用法が解説されている。

このページには武器の共通ルールが記載されている。裏側にはパワーアップが記載されている。

中のページには、3 箇所の出現ポイントのうち1つで君が拾うであろう武器の詳細な説明が記載されている。

もしも君が新規プレイヤーにゲームを教示する場合には：

1. アクション、ダメージ、マーク、得点計算のルールを説明する。

2. ゲームのスタート時に配置された9 枚の各武器について説明する。
3. パワーアップについて説明する。
4. プレイ開始！

私ならステップ2 は飛ばして、新規プレイヤーが自分の武器を
初めて撃つ時に、何ができるのか自分で発見させるわ。
いいじゃない？ どうせトレーニングだし。

5. 新たな武器が配置される度に、その説明をする。

もしも君自身も初めてこのゲームをプレイする場合には、君が各武器の表記内容を理解するためには、このページに記載されたルールを理解しておく必要があるだろう。

カードの各部表記
リロード・コスト

自分から何が「見えている」のか？
リロード・コスト

武器の約半数は、自分から「見えている」相手プレイヤーを目標とする。これはどのような状況を意味するか？

» プレイヤーからは、自分と同じ〈部屋〉内に居る他のプレイヤー全員が「見えている」。
» もしも自分が居るスペースにドアがある場合には、そのドアを通して向こうの〈部屋〉内の全てのスペースに居る
プレイヤー全員も「見えている」状態にある。

これは次のように想像してくれ：部屋の中には陰に身を隠せる物は一切無く、そのため、君は同じ部屋内の全員を見
ることができる。また、君はドアを開けて部屋を覗き込み、その部屋内の全員を見ることもできる。だがしかし、相
手のターンには、君は覗いていた首を引っ込めドアを閉じてしまうので、部屋内の相手は自らがドアの前に居ない限
りは、反対に君の方を見ることはできない。

通常効果

オプション効果のコスト

通常モード

はたして君が、誰かが居るスペースを通してその向こうを撃つことができるのかどうか、とか、自分が居るスペース
にある複数のドアの向こうを同時に撃つことができるのか、といったようなことを心配する必要は無い。君には可能
だ。君のキャラクターは、その武器が許す限り全ての目標を撃てるだけの技を備えているのだ。

特殊射撃モードのコスト

オプション効果

特殊射撃モード

通常効果：武器をこの効果で使用する場合は、弾薬を一切消費しない。

オプション効果：通常効果に加えて、武器をこの効果で使用できる。この効果を得る場合、

プレイヤーは弾薬を支払わなければならない場合がある。

通常モード：名称は異なるが〈通常効果〉に同じ。武器をこの効果で使用する場合は、弾薬を
消費しない。

特殊射撃モード：通常モードの代わりに、武器をこのモードで使用できる。プレイヤーはどちら

か一方を選択する。このモードを使用する場合、プレイヤーは弾薬を支払わなければならない
場合がある。

いくつかの大原則
» このゲームにおいては、自分がどのスペースに居るかが問題であり、スペース内での位置
や向きは関係無い。

» 他のフィギュアの背後に隠れることはできない。

» 自分自身の武器によりダメージを受けることは一切無い。

» もしも何らかの効果により目標に一定数のダメージが与えられる場合には、プレイヤーは
与えるダメージの数を故意に減らすことはできない。

» もしも何らかの効果によりプレイヤーが複数の目標を選択できる場合には、プレイヤーは

望むなら最大個数より少ない数の目標を選択してよい；しかしながら、何らかの効果により
【ある場所に居る全員にダメージを与える】場合には、プレイヤーはその中から特定の【ダ
メージを受けない目標】を指定することはできない。

» もしも武器が“1 移動距離に居る” 目標に効果を与える場合、それは、距離を数える際にド
アは通過するが、壁は通過できないことを意味する。

《ドーザー》からは上図の 3つの部屋内の全てが同時に「見えている」。

《スプロッグ》からは《：D=ストラクタ=0R》と《ドーザー》が「見えている」。
《：D=ストラクタ=0R》からは《ドーザー》と《スプロッグ》が「見えている」。

《バンシー》からは誰も見えていないが、
《ドーザー》からは彼女が「見えている」。

自動ロック式ライフル

エレクトロサイズ

さらに、マーク1 個を与える。

える。

別の目標 1つに、マーク1 個を与える。

つを与える。

通常効果：自分から「見えている」目標 1つに、2ダメージを与え、
“セカンドロック” 追加：自分から「見えている」が、通常効果とは

マシンガン

通常モード：自分と同じスペースに居る、他の各プレイヤーに1ダメージずつを与
“死神刃”モード：自分と同じスペースに居る、他の各プレイヤーに2ダメージず

牽引ビーム

通常モード：目標 1つを0 〜 2スペース移動させ、自分から「見えている」スペース

通常効果：自分から「見えている」目標 1つ、または、2つを選び、
それぞれに1ダメージずつを与える。

に移動させる。さらに、目標に1ダメージを与える。

“マシンガンタレット” 追加：通常効果の目標のうち、“フォーカス
ショット”の目標ではない1つに追加で1ダメージを与える。および
/または、通常効果の目標以外の、自分から「見えている」目標 1
つに1ダメージを与える。

できる。目標の移動を終了するスペースは自分から「見えている」必要があり、移

“フォーカスショット”追加：通常効果の目標のうち1つに追加で1
ダメージを与える。

注意：プレイヤーが両方のオプションを使用して追加ダメージを2
回与える場合には、それぞれ別の目標に1 ポイントずつ与えなけ
ればならない。もしも自分から「見えている」目標が2 個だけの場
合、両方のオプション効果を使用した際には、双方の目標に2 ポ
イントずつのダメージを与えることになる。もしも目標 1つだけに
対して通常効果を使用した場合でも、“マシンガンタレット” を使用
してその目標に追加の1ダメージを与えることはできる。

T.H.O.R.

通常効果：自分から「見えている」目標 1つに、2ダメージを与える。
“連鎖雷撃” 追加：通常効果の目標から「見えている」2 番目の目
標 1つに、1ダメージを与える。

“高圧電撃” 追加：2 番目の目標から「見えている」3 番目の目標 1

つに、2ダメージを与える。まず先に“連鎖雷撃” を追加しない限

り、この効果を使用することはできない。

注意：このカードはプレイヤーが効果を使用する順番に制限がある

（ほとんどのカードは制限が無い）。また、各目標は全て異なるプ
レイヤーでなければならない点にも注意すること。

“パニッシャー”モード：自分から0 〜 2 移動距離に居る目標 1つを選ぶ。目標を
自分と同じスペースに移動させて、さらに、目標に3ダメージを与える。

注意：プレイヤーは自分から「見えている」状態にない目標でも移動させることが
動完了後にダメージを与える。移動は一方向の制限は無く、途中で方向を変えて

もよい。

ヴォーテックスカノン

通常効果：自分から「見えている」スペース1つを選ぶ。そのスペースに居る目標
1つ、または、そのスペースから1 移動距離に居る目標 1つを選ぶ。目標を、選ん
だスペースに移動させて、さらに2ダメージを与える。

“ブラックホール弾” 追加：通常効果の目標以外で、
【選んだスペースに居る、ま
たは、そのスペースから1 移動距離に居る】別々の目標 2つを選ぶ。その目標 2つ
を、選んだスペースに移動させて、それぞれに1ダメージずつを与える。

注意：3つの目標は全て異なるプレイヤーの必要があるが、移動前は同じスペー
スに居てもかまわない。目標は全て同じスペースで移動を終了する。目標はプレ
イヤーから「見えている」必要は無い。プレイヤーは自分から「見えている」スペー
スに対して射撃を行い、目標は全てそこに吸い込まれるのだ。

劫火銃

通常モード：自分が現在居る部屋以外の、自分から「見えている」部屋 1つを選ぶ。

その部屋内に居る全員に1ダメージずつを与える。

“焦熱”モード：自分からちょうど1 移動距離にあるスペース1つを選ぶ。そのスペ

ースに居る全員に1ダメージずつを与え、さらに、マーク1 個ずつを与える。

プラズマガン

通常効果：自分から「見えている」目標 1つに、2ダメージを与える。
“フェイズグライド” 追加：1 〜 2スペース移動する。この効果は、
通常効果の前後どちらで使用してもよい。

“溜め撃ち” 追加：目標に追加で1ダメージを与える。

注意：“フェイズグライド” は弾薬コストがかからない。プレイヤー
はこのカードをプレイする時点では目標が「見えている」必要が無

い。例えば、プレイヤーは 2スペース移動し、それによって「見え

ている」状態になった目標を撃つことができる。プレイヤーは先に

熱源追尾ミサイル

効果：自分から「見えている」状態にない目標 1つを選び、3ダメージを与える。
注意：つまり、この武器は自分からは見えない目標にしか撃つことができない。

1スペース移動し、撃ってからさらに1スペース移動する、という行
動はできない。

ウィスパー

効果：自分から「見えている」目標 1つに、3ダメージを与え、さら

に、マーク1 個を与える。目標は自分から最低でも2 移動距離は

ヘリオン

注意：例えば、プレイヤーが2 × 2の部屋内に居る場合には、自

る目標 1つに1ダメージを与える。次に、目標、および、同じスペースに居る全員

スペースの目標は撃つことができる。もしもプレイヤーがこの部屋

“ナノ発信機”モード：自分から「見えている」が、自分から最低でも1 移動距離は

離れている必要がある。

分に隣接するスペースの目標を撃つことはできないが、斜め前の

の外でドアの前に居る場合には、部屋内の、ドアをはさんで自分

の直前に居る目標を撃つことはできないが、部屋内の他のスペー

スに居る目標は撃つことができる。

通常モード：自分から「見えている」が、自分から最低でも1 移動距離は離れてい

にマーク1 個ずつを与える。

離れている目標 1つに1ダメージを与える。次に、目標、および、同じスペースに
居る全員にマーク2 個ずつを与える。

火炎放射器

ZX-2

ば、同じ方向に並んでもう1 移動距離離れた2 番目のスペース１つを選ぶ。プレイヤーは選

ージを与え、さらに、マーク 2 個を与える。

きる。

でを選び、それぞれにマーク1 個ずつを与える。

2ダメージずつを与え、さらに2 番目のスペースに居る全員に1ダメージずつを与える。

い点を忘れずに。

通常モード：自分からちょうど1 移動距離にあるスペース1つを選び、さらに、可能であれ
んだ各スペースごとに目標 1つずつを指定して、各目標に1ダメージずつを与えることがで

“バーベキュー”モード：上記と同様にスペース2つを選ぶ。最初のスペースに居る全員に
注意：この武器は、自分と同じスペースに居るプレイヤーにはダメージを与えることができ

通常モード：自分から「見えている」目標 1つに、1ダメ
“スキャナー”モード：自分から「見えている」目標 3つま
注意：3つの目標は別々の3つの部屋に居てもかまわな

ない。しかしながら、この武器は自分から「見えている」状態にない目標にダメージを与え

ることができる場合がある － 火炎は壁を通過することはできないが、ドアを通過すること

はできる。[これは、直線状に火炎弾が伸びて、縦横十字方向のどれか1 方向に2スペー

ス先まで届くと考えてくれ。]

グレネードランチャー

ショットガン

ペース移動させてもよい。

メージを与える。もしも望むなら、次に、その目標を1

通常効果：自分から「見えている」目標 1つに、1ダメージを与える。次に、その目標を1ス
“グレネード連射” 追加：自分から「見えている」スペース1つに居るプレイヤー全員に1ダ

メージずつを与える。この効果は、通常効果による移動の前後どちらで使用してもよい。

注意：例えば、プレイヤーは目標を撃ち、その目標を他の目標が居るスペースに移動させ

て、それから最初の目標を含む全員にダメージを与えることができる。または、同じスペー

通常モード：自分と同じスペースに居る目標 1つに、3ダ

スペース移動させてもよい。

“ロングバレル”モード：自分からちょうど1 移動距離に

あるスペース1つに居る目標 1つに2ダメージを与える。

スに居る中で主目標に合計 2ダメージを、他の各目標に1ダメージずつを与え、それから

主目標を移動させることもできる。または、孤立している目標 1つに1ダメージを与え、さ

らに別のスペースに居る全員に1ダメージずつを与えることもできる。もしも自分が居るス

ペースを目標とした場合には、プレイヤー自身は移動させられることも、ダメージを受ける

こともない。

ロケットランチャー

パワーグローブ

ージを与える。次に、その目標を1スペース移動させてもよい。

1つに居る、目標 1つを選ぶ。そのスペースに移動し、目

通常効果：自分から「見えている」が、自分と同じスペースには居ない目標 1つに、2ダメ
“ロケットジャンプ” 追加：1スペースまたは 2スペース移動する。この効果は、通常効果

の前後どちらで使用してもよい。

“破片弾頭” 追加：通常効果の処理中に、移動前の目標と同じスペースに居るプレイヤー

全員に1ダメージずつを与える － これには、目標自身も含まれる（たとえ移動させる場合

でも）。

注意：もしも通常効果の前に“ロケットジャンプ” を使用した場合には、プレイヤーは移動
後のスペースのみを基点として目標選択の条件を判定する。プレイヤーは誰かと一緒に居

るスペースから移動してから、元のスペースに居る相手を撃つこともできる。もしも“破片

弾頭” を使用する場合には、プレイヤーは目標を移動させる前に、目標と同じスペースに居

る全員にダメージを与える － 結果、目標は合計 3ダメージを受けることになる。

レールガン

通常モード：縦横十字方向の内どれか1 方向を選び、その方向に居る目標 1つを指定する。
目標に3ダメージを与える。

“貫通”モード：縦横十字方向の内どれか1 方向を選び、その方向に居る目標 1つ、また
は、2つを指定する。各目標に2ダメージずつを与える。

注意：重要な点は、プレイヤーは壁を無視して直線状に射撃できることだ。プレイヤーは
特に壁の反対側に居る目標を撃つ理由は無い － なんなら自分と同じスペースに居る相手

を撃つこともできる － それでも、壁を通過して撃つのは楽しいに違いない。縦横十字に4

方向だけに撃つことができる。[ 自分の真正面に壁かドアがある位置に立って、その方向に

通常モード：自分からちょうど1移動距離にあるスペース
標に1ダメージを与え、さらに、マーク2 個を与える。

“ロケットフィスト”モード：自分からちょうど1 移動距離

にあるスペース1つを選ぶ。そのスペースに移動する。そ

のスペースに居る目標1つに2ダメージを与えてよい。も

しも望むなら、同じ方向にもう1スペース移動してもよい

（ただしルールに従って移動が可能な場合に限る）。同

様に、移動先のスペースに居る目標 1つに2ダメージを
与えてよい。

解説：“ロケットフィスト”モードの使用は、プレイヤーが

真っ直ぐに2スペース飛行し、そのスペースごとに1 人ず

つパンチすることを意味する。

ショックウェイブ

通常モード：それぞれ異なるスペースに居る目標を合計
3つまで選ぶ（ただし各スペースは自分からちょうど1 移

動距離になければならない）。各目標に1ダメージずつ

を与える。

“津波”モード：自分からちょうど1 移動距離に居る全て

の目標に1ダメージずつを与える。

射撃するところを想像してくれ。]（自分と同じスペースを含む）その方向のスペース1つに居

る相手は誰でも、目標に指定することができる。“貫通”モードを使用する場合、2つの目標
は同じスペースに居ても、別々のスペースに居てもかまわない。

サイバーブレイド

スレッジハンマー

“影走り” 追加：通常効果の前または後に、1スペース移動する。

メージを与える。

える。“影走り” は、この効果の前後どちらで使用してもよい。

ダメージを与える。次に、目標を一方向に0 〜 2スペー

通常効果：自分と同じスペースに居る目標 1つに、2ダメージを与える。
“膾斬り” 追加：自分と同じスペースに居る、通常効果と別の目標 1つに、2ダメージを与

通常モード：自分と同じスペースに居る目標 1つに、2ダ
“粉砕”モード：自分と同じスペースに居る目標 1つに、3

注意：プレイヤーは全ての効果を組み合わせることで、移動先のスペースで2 人を斬る；1

ス移動させる（途中で方向は変えられない）。

る。

動はできない点を忘れずに。

人を斬ってから移動し、別の1 人を斬る；2 人を斬ってから移動する、のいずれも可能とな

注意：ドアを通過して移動はできるが、壁を通過して移

パワーアップ

各パワーアップ・カードには主に2 種類の使用法があります。プレイヤーは弾薬コストを支払う必要がある場合に、弾薬キューブで支払う代わりにカードを捨て札とすることで、表記されているキューブを支払うことができ
ます。または、プレイヤーはカードをプレイすることで、そのカードの特殊効果を使用することができます。
（プレイしたカードは捨て札となる）。注意：プレイヤーは単にパワーアップ・カードを捨て札としてキューブを獲得
することはできません － プレイヤーは、コストを支払う必要がある場合にのみ、カードで支払うことができます。
プレイヤーが同時に手札に持てるパワーアップ・カードは最大 3 枚までです。プレイヤーは使用条件が満たされれば、手札を全て同じアクションでプレイしてもかまいません。

自分が1つ以上の目標にダメージを与える時点で、このカ
ードをプレイすることができる。いずれかの色の弾薬キュ
ーブ1 個を支払う。目標のうち1つを選び、追加で1ダメ
ージを与える。注意：マークを与えただけの目標に対し
て、このカードを使用して追加ダメージを与えることはで
きない。

自分のターンにおいて、いずれかのアクションの前後どち
らでも、このカードをプレイしてよい。他のプレイヤー 1 人
のフィギュアを選び、それを一方向に1 〜 2スペース移動
させる。
（プレイヤーはこのカードを使用することで、自分
のターン終了時に再出現したフィギュアを移動させること
はできない。それには間に合わない）。

自分から「見えている」状態のプレ
イヤーからのダメージを受けた時
点で、このカードをプレイすること
ができる。そのプレイヤーにマーク
1 個を与える。

“アドレナリン”ルール早見表

セットアップ

各ボードの使用する面をどちらか選択し、ゲームボードを組み立てる。

2〜3ページの図に従いゲームをセットアップする。

最初のターンに自分のフィギュアを出現させる

1. パワーアップ・カード2枚を引く。

c. 相手を撃つ

I. 自分の手札から武器カード1枚をプレイする。
（最低6ダメージを
受けていれば、その前に1スペース移動してもよい）
。

II. カードの効果をどのように使用するか宣言する。

III. 効果を発生させる。オプション効果や特殊射撃モードを使用す
る場合は、コストを支払う。

2. 1枚を選んで手札に加える。

3. 残りのパワーアップ1枚を捨て札として、自分の最初のターンを開始
する。そのカードの色が自分の出現ポイントを決定する。

IV. この時点で武器は弾薬切れとなる。カードは自分の前に表向き
に置いておく。

2. リロード

a. プレイヤーは、自分の〈弾薬切れ〉の武器から、望む枚数をリロード

ターン

できる。

1. プレイヤーはアクション2つを実行する：

b. リロードする場合は、リロード・コストを支払ってカードを手札に戻

a. 走り回る

す。この時点で武器は〈装填済み〉となる。

I. 1〜3スペース移動する。

b. アイテムを拾う

I. 望むなら1スペース移動する
（最低3ダメージを受けていれば2
スペースまで移動する）
。

II. 自分が居るスペースにあるアイテムを拾う。

－ 弾薬を拾う場合は、弾薬タイルを取り上げる。表記のキュー
ブを自分のボード上に移動する。タイルを捨て札とする。

» タイルにパワーアップが表記されている場合は、自分が
既に3枚持っている場合を除いて、カード1枚を引く。

－ 武器を拾う場合は、カードを取り上げる。リロード・コストを

支払うが、一番上に表記されているキューブは無料。カード

を自分の手札に加える。この武器は装填済み。

» もしもこの時点で持っている武器が4枚になった場合は、
拾った新たな武器カードが配置されていたスペースに、

カード1枚を捨て札としなければならない。
〈装填済み〉
と

〈弾薬切れ〉のどちらの武器でも捨て札とできる。

3. キルショットを受けている各ボードを得点計算する。

a. 初弾命中：最初にダメージを与えたプレイヤーは1ポイント獲得。

b. ダメージを与えたプレイヤー全員にポイントが分配される：

I. 与えたダメージが最も多いプレイヤーが最も多いポイントを獲

得する。与えたダメージが2番目に多いプレイヤーが2番目に

多いポイントを獲得、以下同様に。

II. 同点の場合は先にダメージを与えたプレイヤーの方を上位とす
る。

III. ポイントの初期値は8、6、4、2。

IV. ボード上に配置されたスカルで表示されるように、キルショット
を受ける度にポイントの価値が減少する。

c. キルショット・トークンをキルショット・トラック上に移動させる。

d. オーバーキルがある場合は、
オーバーキル・トークンをキルショット・
トラック上に移動させる。オーバーキルを受けたプレイヤーは、そ
れを与えた相手プレイヤーにマーク1個を与える。

e. キルショット・トラックからスカル1個を取り、それを、死亡したプレ
イヤーボードの、現時点で最も高いポイント数値を隠すように配置

する。

自分のターンにおいて、いずれかのアクションの前後どち
らでも、このカードをプレイしてよい。自分のフィギュアを
取り上げて、それをボード上のどこでも望むスペースに配
置する。
（プレイヤーはこのカードを、自分のターン終了時
に再出現したフィギュアの位置を確認してから使用するこ
とはできない。それでは遅すぎる）。

f. 死亡したプレイヤーは再出現（リスポーン）する：
I. パワーアップ・カード1枚を引く。

II. 手札からパワーアップ・カード1枚を捨て札とする。
III. その場所に再出現する。

最後の奮戦

1. キルショット・トラックから最後のスカルが取り除かれた時点で、
〈最後
の奮戦〉が開始される。

2. ダメージを受けていないプレイヤーは全員、
自分のボードを裏返す。こ
れらのボードは価値が少ない状態となる。

3. 〈最後の奮戦〉を開始させたプレイヤーを含むプレイヤー全員は、もう
1ターンずつプレイする。プレイヤー全員は自分のアクション・タイルを
裏返して、
〈最後の奮戦〉面を表にする。

a. スタートプレイヤーより先にプレイするプレイヤーは、以下から選ん
でアクション2つを実行する：
I. 4スペースまで移動する。

II. 2スペースまで移動して、それからアイテムを拾う。

III. 1スペースまで移動して、リロードし、それから相手を撃つ。

b. スタートプレイヤー、および、スタートプレイヤーより後にプレイする
プレイヤーは、以下から選んでアクション1つを実行する：
I. 3スペースまで移動して、それからアイテムを拾う。

II. 2スペースまで移動して、リロードし、それから相手を撃つ。

4. 〈最後の奮戦〉中にキルショットを受けたプレイヤーボードは裏返して、
得点“2-1-1-1”面を表にする。

最終得点計算

1. ダメージを受けている各プレイヤーボードを得点計算する。

2. プレイヤーボードの得点計算と同様に、キルショット・トラックでも多く
ダメージを与えた順に得点計算する。

3. ポイントが最も多いプレイヤーが勝者となる。

4. 同点の場合は、キルショット・トラックでより多いダメージを与えた方の
プレイヤーが勝者となる。
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