
『ゴブリンスレイヤーＴＲＰＧ』Ｑ＆Ａ
作成：グループＳＮＥ

　ここでは『ゴブリンスレイヤーＴＲＰＧ』を遊ぶ上で間違いやすい点や、読者の皆様からお問い合わせがありましたルール

やデータに関係する質問についての回答と補足説明を記載しています。

　このＱ＆Ａの内容は複製したり、無償で配布したりしても構いません。ただし、ファイル名や内容を変更することは一切禁

止とします。

　ここに掲載されているＱ＆Ａの他にも、わかりにくい点や質問がありましたら、グループＳＮＥ（ webmaster@groupsne.

co.jp ）までお知らせくだされば幸いです。

　ただし、すでに掲載されているものと同様、あるいは非常に類似した内容の質問については、回答を控えさせていただく場

合があります。ご了承ください。

　また、記述の誤りなどの一部の質問に関しては「正誤表」にて対応されていただく場合もありますので、併せて「正誤表」

をご確認いただけましたら幸いです。

【最新更新日：2019 年９月 11 日 】

このＱ＆Ａには、更新日までに公開されていたＱ＆Ａも含まれています。

序章

・用語と基本則について

質問：
　行動不能、気絶、睡眠（⇒３１頁）の状態となったキャラクターは、回避などの攻撃に対する防御を行えますか？

回答：
　いいえ、行えません。武器攻撃に対しての回避も盾受けもできず、【受け身】を使用することもできません。
　ただし、抵抗系判定は妨げられないため、呪文の効果に対して抵抗することや、毒や病気などの体力抵抗判定を行わせる効
果や能力に抵抗することはできます。

質問：
　アイテムによって移動力にペナルティを受けた状態で、消耗によって移動力が半減したり、移動力を変化させる《巨大（ビッ
グ）》（⇒３１５頁）や《追風（テイルウィンド）》（⇒３５７頁）といった呪文を使われた場合、どのように計算すればよいで
しょう？

回答：
　すべての足し算と引き算（アイテムのペナルティなどの適用）を行ってから、かけ算（消耗、呪文の効果などによる修正）を行っ
てください。



第１章　キャラクター作成

・冒険者記録用紙の各項目について

質問：
　消耗ランクが上がることで受けるペナルティが、冒険記録用紙（⇒３８頁）と記入例（⇒４８頁）で異なります。どちらの
内容が正しいのでしょうか？
　もし冒険記録用紙の方が正しい場合、消耗ランク４では判定に－４のペナルティを受けますが、気絶している間に行える行
動は抵抗系判定のみとあります（⇒３２頁）。つまり抵抗系判定にのみ、ペナルティを受けるということになるのでしょうか？

回答：
　冒険記録用紙の方が正しいです（記入例を改めましたので、正誤表をご確認ください）。
　消耗ランク４の判定ペナルティについては、仰る通り、現状においては抵抗系判定にのみ影響します。

質問：
　消耗によるペナルティや、毒や病気などの効果によって、生命力が半分になる場合、同時に「生命力×２」の値も半分にな
りますか？
　また、「生命力×２」の値も半分になる場合、それによって負傷数が「生命力×２」以上になった場合、ＰＣは即座に死亡
しますか？

回答：
　はい、その通りです。消耗やその他の効果で生命力が減少したら、「ＰＣが耐えられる負傷数（＝生命力×２）」もそれに伴っ
て減少します。また、これによって、その時点で受けている負傷数が「生命力×２」以上になったら、そのＰＣは即座に死亡
します。

・キャラクター作成について

質問：
　種族ごとに能力値の合計値が違いますが、これは正しいのでしょうか？　たとえば、森人や圃人が他の種族よりも低くなっ
ています。

回答：
　はい、正しいです。それぞれの種族は、能力値、移動力、生得技能などの総合的評価によって、その種族の特質を表してい
るからです。

質問：
　野伏が「装備」欄に盾を持ち、実際には使っていない場合（両手に弓を持っているなど）、適正装備でないことによるペナルティ

（⇒９３頁）は発生しますか？

回答：
　発生します。盾という「防具」を「装備している」ためです。



質問：
　「能力値のランダム決定（⇒８１頁）」を行った場合、その種族が出せる最大値になったとしても、さらに第一能力値へのボー
ナス点（⇒８８頁）を加算できるのでしょうか？
　例えば、只人の体力点が４になったとき、ボーナス点を足して５にできるのでしょうか？

回答：
　はい、加算できます。

質問：
　「能力値のランダム決定（⇒８１頁）」で決定した能力値合計１５以下で出目を３として扱えるとありますが、この合計とい
うのは体力点～反射度で振った７つの１ｄ３の出目の合計でしょうか？　それともそれに種族ごとの＋１や－１と言った値を
加えたものでしょうか？

回答：
　後者の、種族ごとの修正を加えたものになります。

質問：
　呪文使用回数（⇒ 46 頁）が「０」でも呪文を覚えていれば、限界突破（オーバーキャスト）による呪文の発動は可能ですか？

回答：
　はい、可能です。

質問：
　適性装備の異なる職業（戦士と斥候や戦士と魔術師）を両方習得した場合、装備によるペナルティ（⇒９３頁）はどうなり
ますか？

回答：
　各職業ごとに、個別に影響を判断してください。
　例えば戦士と斥候を習得しているキャラクターが重鎧や「種別：重」の盾を装備している場合、斥候の職業レベルを「体力
点」や「技量点」が関係する判定の基準値に加えることができなくなります。一方、戦士の職業レベルを加える判定（「種別：
重」の両手剣による命中判定など）には、何の制限も受けません。
　同様に、戦士と魔術師を両方習得しているキャラクターでも、「種別：重」の鎧を装備していると真言呪文を行使できません。

質問：
　第１章「高レベルＰＣの作成」の「高レベル冒険者作成表」（⇒１１５頁）と、第２章「等級の昇格に必要な冒険者レベル
と達成数」の表（⇒２４０頁）では、冒険者レベルや依頼の達成数と等級の対応に違いがあります。どのように判断すればよ
いでしょうか？



回答：
　等級の昇格条件については、２４０頁の表を指標にしてください。ただし、ここに紹介されている昇格条件は、あくまでも
等級昇格に必要な最低条件です。通常は冒険者ギルドの審査などがあるため、もっと昇格が遅くなるものと考えられます。冒
険者（ＰＣ）の等級の昇格に関しては、最終的には冒険者ギルド（実際にはＧＭ）が判断してください。
　また、１１５頁にある「高レベル冒険者作成表」については、「等級の目安」の一部に誤りがありましたので「正誤表」に
て訂正いたしました。そちらもご確認ください。

第２章　基本ルール

・基本的なルールについて

質問：
　「手加減」（⇒１３２頁）を行って、命中判定の達成値ではなく、効力値を引き下げることもできるのでしょうか？
　命中判定の達成値を下げるとそもそも命中せず、しかし、命中すると達成値に応じた効力値によるダメージが発生するため、
手加減しきれないことがあるのですが……。

回答：
　いいえ、できません。「手加減」によって達成値を下げると、達成値によって導き出される効力値も、基本ルール上は、必
ず同時に下がってしまいます。
　ただし、ＧＭの判断で特殊な処理を行うことにしてもかまいません。たとえば、手加減の意思を明確にして攻撃すれば死亡
させることはない（負傷数が必ず「相手を死亡させる負傷数－１」に留まる）とすることもできます。

質問：
　応急手当判定（⇒１５５頁）は、【応急手当】を習得していなくとも行えますか？

回答：
　はい、可能です。

質問：
　手仕事判定（⇒１５６頁）と隠密判定（⇒１５７頁）の解説では、野伏レベルは野外でのみ適用できるとあります。また、
観察判定、第六感判定（⇒１６０頁）の解説には、野伏に対する制限は書かれていません。
　しかし、サンプルシナリオ１（『赤ちゃんを救え！』）の廃屋内部のシーン（⇒５４６頁以降）では、観察判定、第六感判定
に斥候レベルしか使えないかのように記述されています。観察判定、第六感判定にも、野外のみの制限は存在するのでしょう
か？
　また、Ｗｅｂ公開シナリオ（『ある冒険者の挑戦』）では、洞窟の内部でも野伏が手仕事判定、観察判定、第六感判定ができ
るように書かれていますが、野外とそれ以外の境界はどこでしょうか？

回答：
　観察判定、第六感判定は、野外であるか否かに関わらず、野伏の職業レベルを適用できます。サンプルシナリオの該当の記
述を「正誤表」にて訂正しておりますので、ご確認ください。
　また、その場所が「野外」であるかどうかは、主に植物や土などの自然物の多少によって、ＧＭが判断してください。目安
としては、天然の洞窟は基本的には「野外」、地面が石畳などで舗装されている場所や建物の中は「野外ではない」とみなします。



質問：
　怪物知識判定（⇒１５８頁）は、【怪物知識】（⇒２７２頁）を持っていないキャラクターでも行えますか？

回答：
　怪物知識判定は、【怪物知識】を習得していないキャラクターでも行うことができます。

質問：
　奇跡の《聖餐（エウカリスト）》（⇒３３７頁）に、「病気との達成値の較べ合い」とありますが、四方世界の病気とその達
成値の例を教えてください。

回答：
　病気とその達成値は、以下を目安として、最終的にはＧＭが決定してください。

病気とその達成値の目安

達成値 病気

１０ ただの風邪、栄養失調など一時的な不調など
１５ インフルエンザのような感染力の高い病気、蕁麻疹などの軽から中程度の不調
２０ 結核など治療が難しい感染症、胃潰瘍など明確に影響が出る病気など
３０ 狂犬病などの致命的な感染症、糖尿病などの慢性的な疾患

質問：
　いわゆる技能や職業がない状態でも、その能力値を元にして判定を行うことは可能でしょうか？

回答：
　はい、可能です。その場合は、対応する基本値がそのまま（あれば、状況などによるボーナス・ペナルティの修正を加えま
す）基準値になります。
　ただし、特定の職業や技能を習得していなければ行えない判定もあります。呪文行使判定や挑発判定などが、これにあたり
ます。例えば、呪文行使判定は呪文を使用可能な職業（呪文遣い系職業）を習得していなければ行えませんし、挑発判定は冒
険者技能【挑発】を習得していなければ行えません。

・因果点について

質問：
　「因果点の用途１．判定結果の向上」の「特殊状況での判定結果の向上」（⇒１６７頁）では『複数の対象に影響を与える呪
文や技能を使った場合～どれだけの対象がいたとしても、因果点を使用するのは命中判定や呪文行使判定を行った時の１回だ
けで構いません』とあります。
　もし、相手の防御判定や呪文抵抗判定によっては成功と失敗が同時に起こった場合は、どのように処理すればよいのでしょ
うか？
　また、《火球（ファイアボール）》（⇒３１６頁）のような範囲を対象にとる呪文の成功を大成功にした場合、魔法攻撃の範



囲は変わりますか？ その結果、対象が増えることはありますか？

回答：
　複数の対象との達成値の較べ合いの際に「判定結果の向上」を行う場合、「最も悪い結果」を参照してその結果を向上させ
るものとしてください。
　たとえば、【薙ぎ払い】（⇒２７２頁）によって複数の対象を攻撃した場合、その命中判定が「大成功」か「大失敗」なら、「判
定結果の向上」を行う余地はありません。しかし、それ以外の結果だった場合は、達成値を算出して、対象が行う防御判定の
達成値と較べ合いを行います。
　このとき、１体以上の防御判定が「成功」していたら、「最も悪い結果」は「失敗」になり、「判定結果の向上」では、これ
を「成功」にできます。この結果は、すべての防御判定に「成功」した対象に対して有効であるため、すべての対象に【薙ぎ
払い】による攻撃が命中したことになります。ただし、防御判定に「大成功」した対象には、この結果は適用されないことに
注意してください。
　もし、すべての対象が防御判定に「失敗」した場合、「最も悪い結果」は「成功」になるため、「判定結果の向上」によって、
これを「大成功」にすることができます。これによって、効力値が上昇するため、与えるダメージが増加します。また、対象
は「痛打表」（⇒２０１頁）の効果を受けます。
　また、《火球》のような、複数の対象に、同時に呪文抵抗を行わせる呪文の場合も、上記のように処理してください。これによっ
て「成功」を「大成功」にした場合は、効力値の上昇に伴って『半径』と『威力』も変化し、新たな対象が巻き込まれる可能
性があります。新たに巻き込まれた対象は、即座に呪文抵抗判定を行わなくてはなりません。
　ＧＭは、特定の対象１体との「達成値の較べ合い」に対して「判定結果の向上」を行うことを許可してもかまいません。こ
の場合、他の対象との「達成値の較べ合い」の結果が「失敗」だったとしても、同時に攻撃した（または呪文の対象とした）
特定の対象１体への結果を「成功」から「大成功」に向上させることができます。このようにして、特定の対象１体への判定
結果を向上させた場合、その対象にのみ影響を与える『威力』や『修正値』などは増加しますが、他の対象への『威力』や『半
径』などの全体に影響する数値は変化しません。『持続時間』も、《恐慌（パニック）》（⇒３１６頁）や《竜吠（ドラゴンロアー）》

（⇒３４６頁）のように対象にのみ影響する場合は変化しますが、《泥罠（スネア）》（⇒３５５頁）のように全体に影響する場
合は変化しません。

質問：
　敵を対象に呪文を行使し、難易度を上回ったとき、それを判定の「成功」とみなして因果点の「因果点の用途１．判定結果
の向上」（⇒１６７頁）を行って「大成功」にできますか？

回答：
　いいえ、できません。
　呪文行使判定に対して「判定結果の向上」を行う際には、対象が呪文抵抗力判定を行うことで、初めて判定結果が確定され
るものとします。このため、呪文行使判定の直後は、まだ結果が確定していないため、「判定結果の向上」を行うことはでき
ないのです。
　ただし、（「大失敗」ではなく）呪文行使判定の達成値が難易度を下回っていた場合、「失敗」が確定するため、これを「成功」
にすることが可能です。ただし、この場合、呪文の効果は「難易度よりも低い達成値で発動した」ことになり、達成値は変化
しません。また、１回の判定では、１回しか「判定結果の向上」を行えないため、対象の呪文抵抗判定の結果に対して、再度

「判定結果の向上」を行うことはできません。

質問：
「因果点の用途２．サイコロの振り直し」（⇒１６７頁）を使って、複数の敵への攻撃のダメージを振り直す場合、１回の因果
点の使用ですべての敵に対するダメージを振り直せますか？　それとも、敵１体ごとに因果点を使う必要がありますか？
　また、《力矢（マジックミサイル）》（⇒３２１頁）を１体に複数本発射した場合はどうでなりますか？



回答：
　複数の相手には個別にダメージを決定する（⇒２０５頁）ため、１体ごとに使う必要があります。
　《力矢》は、本来なら１本ずつダメージを決めるのが適切です。ただし、ＧＭはプレイを円滑に進めるため、１体に与えたダメー
ジは一度に決めることにしてもかまいません。そうしている場合、１体に対するダメージは一度に振り直せるものとします。

質問：
　因果点の用途「２．サイコロの振り直し（⇒１６７頁）」は「判定と祈念以外でサイコロを振ったとき」に使うとありますが、
これは『「判定」と「祈念以外」』、または『「判定と祈念（判定と祈念の両方）」以外』の、どちらの意味になるのでしょうか？
　また、例示されている「先制力の決定」は「先制判定」（⇒ 141 頁）という判定ではないでしょうか？

回答：
　後者の『「判定と祈念」以外』です。
　ご指摘の通り、先制力を決定するのは「先制判定」であり、例示として適当ではなかったため、記述の誤りとして「正誤表」
にて訂正し、削除させていただいております。

・戦闘ルールについて

質問：
　不意打ちチェック（⇒１７２頁）で使用する「隠密判定」と「第六感判定」には、それぞれに対応する技能として【隠密】と【第
六感】の２つがあります。
　この時、【機先】（⇒２４９頁）によるボーナスも得られると書かれていますが、たとえば「隠密判定」の場合は【隠密】と

【機先】の両方の技能のボーナスを得られるという意味でしょうか？

回答：
　はい。その通りです。
　隠密判定には、【隠密】と【機先】の両方の技能によるボーナスを合計して加算できます。同様に、第六感判定を行う場合には【第
六感】と【機先】の両方の技能によるボーナスを合算できます。
　ただし、不意打ちチェックで「不意打ち判定」を行う場合にのみ適用される特殊な処理ですので、その点は注意してください。

質問：
　１人が先行して最初のラウンドに不意打ちを行い、その後、全員が戦闘に参加する場合、最初のラウンドの継戦カウンター
は全員がチェックするのでしょうか？

回答：
　はい、全員がチェックします。

質問：
　仲間が呪文などによって逃げ出そうとしてしまう場合や、挑発されて敵に向かって行こうとしてしまう場合に、移動妨害判
定（⇒１４７頁）で仲間の移動を阻止することが可能でしょうか？
　可能な場合、移動妨害される側は「手加減なしの移動妨害への対抗判定」との「達成値の較べ合い」が適切でしょうか？



回答：
　移動妨害のルールに従って、仲間の移動を妨害することは可能です。その場合、逃亡宣言（⇒１８８頁）に対する阻止のルー
ルや移動妨害（⇒１８１頁）のルールに従って解決してください。
　このとき、移動妨害を受ける側は、「手加減なしの移動妨害への対抗判定」を行います。この移動妨害における「敵」と「味
方」は、その移動を「妨害したい」か「助けたい」かによって判断します。

質問：
　戦闘中に置いた、あるいは投げ捨てた松明（トーチ）（⇒３９８頁）を拾うのに、何か行動を消費する必要はありますか？

回答：
　主行動を使います。

質問：
「武器や盾の持ち替え」（⇒１９０頁）の「装備品」欄とは、冒険記録用紙に記載された「武器」「盾」のことであり、つまり
武器は３つ、盾は１つまで自由に持ち替え可能と考えてよいでしょうか？

回答：
　はい、その通りです。

質問：
　盾攻撃（⇒１９５頁）についての質問です。
①　盾攻撃の命中判定の基準値は「技量集中＋その盾を装備できる職業レベル＋【武器：戦槌】or【武器：格闘】によるボー
ナス」で求めるとありますが、「その盾を装備できる職業」とは呪文遣い系の職業も含みますか？ それとも、盾受け判定に適
用できる職業のみを指すのでしょうか？
②　盾攻撃の威力には、職業レベルは適用されますか？
③　武器としてのデータがある投火盾（ランタンシールド）、尖盾（スパイクシールド）（⇒３９０頁）も、命中判定は上記の
ルールに従いますか？

回答：
①　「その盾を装備できる職業」は、その盾を「戦槌」か「格闘」の武器として装備し、使用できる職業のことです。ただし、
同時に防具としても装備できる必要もあります。
②　はい。威力にも職業レベルは適用されます。
③　投火盾と尖盾で盾攻撃を行った場合、盾攻撃ではなく併記されているデータの武器として処理します。このため、たとえ
ば投火盾（ランタンシールド）による攻撃であれば、【武器：戦槌】や【武器：格闘】は適用できず、【武器：片手剣】を適用
します。また、武器としてのデータを使用せず、盾攻撃を行うこともできます。その場合は、盾攻撃のルールに従います。

質問：
　剣や槍などの投擲可能な武器を投擲（⇒１９６頁）した場合、命中判定、威力に職業レベルを適用できるかどうかは、どの
ように判断すればいいでしょうか？
　たとえば、「戦士レベル２、武道家レベル１」のキャラクターが槍を投擲した場合、槍に適正のある「戦士レベル２」が命
中基準値や威力に足されるのでしょうか？　それとも、投擲武器に適正のある「武道家レベル１」が命中基準値や威力に足さ



れるのでしょうか？

回答：
　武器を投擲する場合、職業レベルの適用については「投擲武器」として判断してください。このため、命中基準値や威力に
加算できるのは「武道家」「斥候」「野伏」の職業レベルだけです。
　仰っている例なら、「武道家レベル１」を命中基準値や威力に加算でき、「戦士レベル２」は加算できません。

質問：
　通常の武器や盾を投擲した場合や、飛刀（スローイングダガー）（⇒３８１頁）のような効果欄に「この武器は使用すると
失われます」と書かれていない投擲武器で攻撃した場合、武器は回収できるのでしょうか？　武器が回収できる場合は、「敵
の背後が崖であり、命中判定に失敗した」ような状況でも、回収は可能でしょうか？

回答：
　原則として、使用すると失われることが明記されていない武器（投石紐、投石杖、血滴子を除く）を投擲した場合、その武
器はいったん「装備」欄から失われ、対象に命中した場合は対象の周囲に、命中しなかった場合はどこか別の場所（おそらく
は対象の後方）に落下します。このため、落下した場所まで移動するなら、主行動を費やして回収することができます。そう
でないなら、戦闘終了後に回収できます。
　例にあるような特殊な状況では、武器が崖下に落下して拾えなくなる可能性があります。目安としては、投擲した武器が命
中しなかった場合、１ｄ６して「１～３」なら崖下に落下し、「４～６」なら対象付近の地面に落ちたことにすると良いでしょ
う。最終的には、ＧＭが判断してください。

質問：
　長剣（ロングソード）などのように、「片手・両手」の両方で使用でき、かつ「投擲適用」を持つ武器がありますが、両手
使用時のデータには「投擲適用」の効果がありません。こうした武器を両手で使用している際に投擲した場合、両手使用時の
データを適用できますか？

回答：
　いいえ、できません。近接武器や盾などを投擲する際には、片手で行っているものとして扱います。

質問：
　ある程度、装甲値が高いキャラクターの場合、弱いモブの攻撃ではまったくダメージを受けないことがあります。このとき、
回避で１ゾロを振って「痛打表」を振る可能性を排除するために回避しないという選択肢は可能でしょうか？

回答：
　防御することを放棄して、回避判定や盾受け判定を行わない（サイコロを振らない）ことは可能です。
　もし、ＰＣにダメージや消耗を与えられる敵が存在しないなら、ＧＭは時間を短縮するために、即座に一定のラウンドを経
過させた上で、敵が全滅あるいは逃亡したものとして、戦闘を終了させてかまいません。この場合、どの程度のラウンドを経
過させるか（＝継戦カウンターをいくつチェックするか）は、プレイヤーと相談して、ＧＭが決定してください。目安として
は、１ラウンドの間に、ＰＣ２人が１体の敵を倒せるものとして考えるとよいでしょう。
　また、ＧＭは、ＰＣが防御判定を放棄した場合は、「モブであっても命中判定でサイコロを振る」ことにしてもかまいません。
怪物の固定値は、２ｄ６の出目が「７」であったものと仮定して設定されています。このため、「（固定値－７）＋２ｄ６」に
よって命中判定を行うことができます。この結果により、モブの攻撃でもダメージが上昇したり、「痛打」が発生したりする
可能性が生じます。



質問：
　盾受け判定に大成功した場合でも、【拘束攻撃】（⇒２６４頁）などの効果は受けてしまいますか？

回答：
　いいえ、受けません。盾受け判定に大成功した場合、「攻撃を完全に防いだ」ことになるため、ダメージを含むその攻撃が
もたらすすべての効果を防ぐことができます。

質問：
　痛打表（⇒２０１頁）の「出目２」にある「攻撃を受けた者が怪物の場合、装甲値で軽減した後のダメージが２倍」の効果
は、その攻撃にのみ適用される効果ですか？　それとも、以降に受けるすべての攻撃に適用される効果なのでしょうか？

回答：
　前者です。その攻撃にのみ適用されます。

質問：
　痛打表（⇒２０１頁）の「出目４」にある「一時的に視覚が失われる」効果は、「魔法視覚」を持つ怪物には無効でしょうか？

回答：
　はい、無効です。

質問：
　痛打表（⇒２０１頁）による「骨折のペナルティ」「素手のダメージの半減」、「装甲値０」といった効果は、いつまで続くのでしょ
うか？　戦闘終了時に自動的に消えるのでしょうか？　あるいは、応急手当や呪文による回復が必要なのでしょうか？
　また、鎧が剥がれた場合には、（戦闘中には無理でしょうが）再度着用することができるのでしょうか？　あるいは、修理
などの何らかの処置が必要なのでしょうか？

回答：
　痛打表の効果のうち、骨折や鎧の脱落などの状態を変化させるものについては、戦闘が終了しても失われません。時間の定
められていない継続する効果については、以下のように判断してください。
　「出目２」による「骨折」は、生物であれば《小癒（ヒール）》（⇒３２８頁）の奇跡か、長期の療養によって治癒します。
生物以外なら、場合にもよりますが、長期の補修期間が必要となります。どの程度の補修期間が必要かは、ＧＭが決定してく
ださい。
　「出目３」による「攻撃に使用する部位の破壊」も「骨折」と同様に、《小癒》や療養によって回復するものとします。
　「出目５」によって脱落した鎧は、装甲値が０になってしまいます。これを修理するルールはありませんが、職人に頼めば
修理が可能としてもかまいません。このときの修理費用は、ＧＭが決定してください。目安としては「鎧の値段の 10 分の１」
程度が適当でしょう。怪物の場合は何によって装甲値を得ているか（⇒５７２頁）によって変わり、鎧によるものなら新しい
物を着用すればよく、甲殻や体毛は長期の休養によって治癒します。
　怪物がこれらの長期間に及ぶ被害を受けた場合は、「特殊能力『再生』を持つ」「容易に作り直せる」「手当てをする者がいる」
など何か理由があるなら、ＧＭの判断で回復を早めてもかまいません。



質問：
　敵からの攻撃などによって発生したダメージが装甲値などによって軽減した結果、０点になった場合、「適用ダメージを受
けた」ものとして扱います？　たとえば「０点のダメージを受けた結果、呪文維持判定が発生する」ことはあるのでしょうか？

回答：
　適用ダメージが０点になれば、「ダメージを受けなかった」ものとして扱います。このため、ダメージが０点だった場合は、
呪文維持判定は発生しません。ただし、ダメージを受けなかったとしても、攻撃は命中したことになります。このため、たと
えば【拘束攻撃】などの「攻撃が命中した場合」に発生する効果は受けてしまいます。

質問：
　ダンジョン内を歩いている時などの緊張状態にあるときに、時間の経過で継戦カウンターや消耗を行う目安などはあります
か？

回答：
　ルール上は、特に規定はありません。ＧＭが状況やシナリオに沿って判断してください。
　たとえば、３時間などのＧＭが定めた時間ごとに「魂魄持久」を基本値として魂魄抵抗判定（⇒１４９頁）を行い、失敗し
たら１点の消耗を受けるとすることもできます。
　継戦カウンターを扱う場合は、管理のしやすさを考慮して、ＰＣ全員の継戦カウンターを一律に変動させるようにしましょ
う。

質問：
　戦闘時に行動の順番をわざと遅らせたりなどといった、いわゆる「待機」などはないのでしょうか？

回答：
　自分の先制力（先制判定の達成値）を下げることで、より遅い行動順で行動することができます（１７７頁に記載がありま
す）。これは「手加減」（⇒１３２頁）のルールに基づく行為です。

質問：
　投擲武器でない武器を投擲（⇒１９６頁）する場合、ボーナスを加えられる技能は本来の武器のものでしょうか、それとも

【武器：投擲武器】でしょうか？　あるいは、どちらか好きな方を選べるのでしょうか？

回答：
　どちらか好きな方を選んでください。ただし、【盾】の技能や戦士の職業レベルを足すことはできません。

質問：
　戦闘中に、どのＰＣも行動せずにラウンドが終わった場合、継戦カウンターは蓄積しますか？

回答：
　蓄積します。ただし、複数の陣営が長時間睨みあうような場合は、ＧＭの判断で戦闘を中断してもよいでしょう。



・回復について

質問：
　継戦カウンター（⇒４７頁）の｛ ｝をチェックして消耗を受けた場合、その戦闘が終了した後で、休憩などで継戦カウン
ターが回復（⇒２１３頁）し、その直後にふたたび戦闘を行ったとします。このとき、再度、同じ｛ ｝にチェックを受けた
場合も、同様に消耗は発生するのでしょうか？

回答：
　はい、発生します。

質問：
　継戦カウンターの回復（⇒２１３頁）の効果を読む限り、３時間食べ続けたほうが眠るよりも効果が出てしまいます。
　何時間おきにしか効果を発揮しないなどという制限はないのでしょうか？

回答：
　食事の間隔に関しては、ＧＭが状況に応じて判断してください。
　通常はある程度（お腹が空くまで）の間隔を空けないと、回復効果はないとするべきでしょう。しかし、シナリオの進展状
況やＰＣたちの状態から「継戦カウンターを回復させないと全滅しそうだ」のような判断をした場合は、食事による回復を連
続して行えることにしてもかまいません。

・呪文のルールについて

質問：
　呪文を使用する場合、「対象を視認する必要がある」（⇒２２６頁）ということですが、範囲呪文の場合は円ならその中心点、
扇型ならその中央の直線を視認できていれば、使用できるものと考えてもよいでしょうか？

回答：
　ＧＭは、中心点や中央の直線が視認できているなら、呪文を使用できるものとしてもかまいません。ただし、このようにし
て呪文を使用した場合、「対象：すべて」であったとしても、視認できない対象は、効果の対象から除外できません。
　また、ＧＭは、より現実的に考えて、たとえば「暗闇の中で大雑把な地点に向かって呪文を使用する」ことを認めてもよい
でしょう。その場合も、視認できない対象を、効果の対象から除外することできないものとします。

質問：
　呪文に対する防御についての質問です。
　適用ダメージの計算式（⇒２０６頁）によると、武器攻撃や呪文によるダメージから、装甲値と盾受け値を引いた値が適用
ダメージになるとあります。
　それから考えると、「呪文によるダメージを盾受け値によって減らす」ことが可能であるように解釈できますが、それで正
しいでしょうか？
　また、類似の例として、《力矢 ( マジックミサイル )》（⇒３２１頁）には「呪文抵抗や回避は行えません」という記述があります。
この呪文にわざわざ回避ができないと書いてあるということは、他の呪文は回避できるということなのでしょうか？



回答：
　呪文に対しては、盾受け判定も回避判定もできません。
　呪文に対する防御は、基本的には呪文抵抗判定のみで行えます（ただし、それぞれの呪文によって、特殊な対応方法が設定
されていることもありますので、詳しくは呪文の記述を参照してください）。
　適用ダメージの計算式に入っている「盾受け値」は、武器による攻撃に盾受けが成功したときのみ適用してください。
　また、《力矢 ( マジックミサイル )》（⇒３２１頁）の記述は、他の呪文に対しては回避が行えることを意味するものではあ
りません。本来は、「呪文抵抗は行えません」という記述だけでも十分でしたが、防御手段がまったくないことを表すために、
念のために回避も不可能であることを明記させていただいたものです。

質問：
　同じ呪文の重ねがけは認められるのでしょうか？
　また、類似する効果を持つ呪文を重ねがけしたとき、それが「かけ算で修正をもたらす呪文」だった場合は、すべての修正
をかけ合わせてもよいのでしょうか？

回答：
　同じ呪文を重ねがけしても、どちらかしか効果を発揮しません。達成値が高い方（同値ならば、先にかけた方）を優先します。
　また、複数の「かけ算の修正をもたらす呪文」の効果が同時に適用されている場合、すべての修正をかけ合わせてください。

第３章　冒険者のためのデータ

・技能について

質問：
　暗闇を【暗視】（⇒２９２頁）で見た場合、色の識別などはできるのでしょうか？

回答：
　原則として、【暗視】では色彩を識別することはできないものとして扱ってください。ただし、種族や個体によって差異が
存在しますので、ＧＭは状況や必要に応じて、色彩を判別できるものとして扱ってもかまいません。

質問：
　呪文などによる範囲攻撃を受けた状態で、同じ攻撃を受けたキャラクターに対して【護衛】（⇒２５９頁）を使った場合、
その範囲攻撃の両方の影響を受けるのでしょうか？　それとも、１人分の効果だけを受けるのしょうか？　あるいは、範囲攻
撃に対しては【護衛】できないとするのでしょうか？
　また、１つの攻撃に対して、複数人が同じキャラクターに【護衛】を宣言した場合、だれの【護衛】を有効とすればよいの
でしょうか？

回答：
　範囲攻撃を受けている場合、もともと自分が受けていた攻撃と【護衛】の対象が受けるはずだった攻撃の両方の効果を受け
ます。その攻撃に対する呪文抵抗判定や（武器攻撃に対しての）盾受け判定は、その都度行います。
　また、習得段階が十分に高ければ、１つの攻撃に対して、同じキャラクターが何度も【護衛】を使い、複数の味方への攻撃
を肩代わりしてもかまいません。その場合は、肩代わりした回数だけの攻撃を引き受けることになります。
　また、複数人が同じキャラクターに【護衛】を宣言している場合、有効になる【護衛】の効果は、「護衛を受けている対象」



が選べるものとしてください。

質問：
　【護衛】（⇒２５９頁）を実行したキャラクターは盾受けや抵抗判定を行えるとありますが、盾受け判定は盾を保持していな
くても行えますか（通常は判定に成功してもそのままダメージを受けるため意味がありませんが、大成功を考慮すると選択肢
になり得ます）？

回答：
　いいえ、行えません。盾受けをする場合には盾を保持している必要があります。

質問：
　【斬落攻撃】（⇒２６４頁）や【見切り】（⇒２６９頁）は使用を任意で決められるのでしょうか？　それとも、習得した時点から、
ずっと効果が発揮され続けるのでしょうか？

回答：
　どちらの技能も、使用は任意に切り替えることができます。ただし、【斬落攻撃】なら命中判定、【見切り】なら回避判定を
行う前に、使用するかどうかを宣言してください。
　これらに限らず、攻撃や防御を強化するような技能（【強打攻撃・斬】【強打攻撃・殴】【刺突攻撃】【薙ぎ払い】【速射】【曲
射】など）は、それを使用する判定（命中判定や防御判定）を行う前に、その効果を使用するかどうかを選んでください。

質問：
　【拘束攻撃】（⇒２６４頁）を行った場合、ダメージは半分になるとありますが、半分になるのは装甲値の適用前（算出ダメー
ジが半減）ですか？　それとも、適用後（適用ダメージが半減）ですか？

回答：
　前者です。装甲値によって軽減される前に、算出ダメージが半分になります。

質問：
　鞭などを使って【拘束攻撃】（⇒２６４頁）を行い、敵を拘束したとします。その敵を拘束した状態のままで、次ラウンド
に別の敵を鞭で攻撃したり拘束したりすることはできますか？

回答：
　いいえ、できません。キャラクターを拘束している武器で、さらに攻撃を行うことはできません。
　その武器で、さらに攻撃したい場合は、自由行動で拘束を解いてください。ただし、投分銅（ボーラ）（⇒３８０頁）は手
元を離れるため、回収しなければ使えません。また、血滴子（フライング・ギロチン）（⇒３８２頁）は拘束を解いたうえで
引き戻す必要があります。

質問：
　【死角移動】（⇒２６７頁）には移動を伴いますが、近接距離内の目標に対してなら【二刀流】（⇒２７１頁）による２回攻



撃は可能でしょうか？

回答：
　いいえ、できません。【死角移動】による移動は、たとえ同じ地点に留まったとしても「移動した」ものとして扱われます。

質問：
　【二刀流】（⇒２７１頁）と【受け流し（習熟）】（⇒２６２頁）を習得し、曲刀を２本装備した場合、「曲刀の受け流し（＋１）
＋２本目の曲刀の受け流し（＋１）＋【受け流し（習熟）】（＋１）＝＋３」のボーナスを回避修正に得られるのでしょうか？　
それとも、「曲刀の受け流し（＋１）＋【受け流し】（＋１）＋二本目の曲刀の受け流し（＋１）＋【受け流し】（＋１）＝＋４」
のボーナスを得られるのでしょうか？

回答：
　前者が正しく、回避修正へのボーナスは＋３になります。このように「習得段階：習熟」以上の【受け流し】による追加ボー
ナスは、たとえ複数の「受け流し」効果を持つ武器を持っていたとしても、１回しか加算されません。

質問：
　【薙ぎ払い】（⇒２７２頁）は【強打攻撃・斬 or 殴】【斬落攻撃】【拘束攻撃】【発勁】と同時に使用できますか？

回答：
　はい、使用できます。ただし、それぞれの技能の使用条件は、そのすべてが満たされている必要があります。
　【拘束攻撃】と【薙ぎ払い】を同時に使用する場合、すべての対象を拘束できますが、自由行動で拘束を解くときはすべて
の拘束が解かれます。
　また、これと似たような効果を持つ他の技能も、同時に使用できないことが明記されている（【速射】と【狙撃】）、もしく
は同時に使用できる条件を満たしていない組み合わせ（【強打攻撃・斬】と【拘束攻撃】）を除き、同時に使用することができ
ます。

質問：
　【水の遣い手】と【風の遣い手】（⇒２７３頁）を習得して、両方の属性を持つ魔法（たとえば《吹雪（ブリザード）》など）
を使用した場合は、どうなりますか？

回答：
　両方の技能の効果が適用されます。「２ｄ６が○○以上で大成功する」効果は、より習得段階の高い方が有効です。また、ダメー
ジや負傷数の回復量へのボーナスは合算されます。

質問：
【呪文熟達：◯◯】や【◯◯の遣い手】（⇒いずれも２７３頁）などの「個別に習得しなければなりません」と明記された技能
は、◯◯の部分が異なれば複数習得できますか？　たとえば【呪文熟達：攻撃呪文】と【呪文熟達：付与呪文】を同時に習得
できますか？

回答：
　はい、可能です。



質問：
　【◯◯の遣い手】（⇒２７３頁）と複数の属性を持つ呪文についての質問です。
　複数の属性を持つ呪文を使用する際、複数の対応する【◯◯の遣い手】を「習熟」以上で習得していた場合、「その呪文に
よるダメージや回復量」のボーナスはすべて加算できるのでしょうか？
　たとえば、《吹雪（ブリザード）》（⇒３１８頁）を【水の遣い手（習熟）】と【風の遣い手（習熟）】の持ち主が使用した場合、
ダメージに＋２のボーナスを得られますか？
　同様に、《命水（アクアビット）》（⇒３４９頁）の呪文を【水の遣い手（習熟）】と【生命の遣い手（習熟）】の持ち主が使
用する場合は、負傷と消耗の回復量に＋２されるのでしょうか？

回答：
　複数の属性を持つ呪文を使用する場合、その呪文の属性に対応する【○○の遣い手（習熟）】を複数習得しているなら、そ
れらの【○○の遣い手】が持つ「呪文によるダメージや負傷数の回復量」のボーナスをすべて加算します。ただし、【○○の
遣い手】で、消耗の回復量を増加させることはできません。
　この点については、正誤表にて【○○の遣い手】の効果の表を改訂しておりますので、ご確認ください。

質問：
　【呪文増強・威力】（⇒２７４頁）についての質問です。
①　《火与（エンチャント・ファイア）》（⇒３００頁）のような、直接的な魔法攻撃以外でダメージを与える呪文にも適用さ
れますか？
②　《力与（エンチャント・ウェポン）》（⇒３００頁）や《祝福（ブレス）》（⇒３２９頁）のような、ダメージを増加させる
呪文にも適用されますか？
③　《力矢（マジックアロー）（⇒３２１頁）》の場合、「矢」１本ごとのダメージが増加するのでしょうか？

回答：
①　はい、適用されます。
②　いいえ、適用されません。これらの呪文の効果は、武器や攻撃の威力を上昇させるものであり、ダメージを与えるものと
しては扱いません。
③　はい。すべての「矢」について、その１本ごとのダメージをそれぞれ増加させます。

質問：
　【職人：木工】（⇒２８５頁）と【工作】（⇒２８８頁）による矢の加工（⇒２８６頁）は、どちらも「職人道具（木工）」（⇒
３９５頁）が必要ですか？

回答：
　【職人：木工】で矢を作成する場合、「職人道具（木工）」を持っていないなら作成できません。【工作】なら「職人道具（木
工）」を持っていなくても作成できますが、－４のペナルティ修正を受けます。このとき、【工作】では「職人道具」を使用で
きないため、「職人道具（木工）」を持っていてもペナルティは消えません。
　【職人：○○】は、専用の道具を用いることで、専門性の高い作業も行える技能であると考えてください。一方で、【工作】は「あ
り合わせの道具（職人が使用する専門的な道具ではなく、小刀などの冒険者なら誰でも持っていそうな日常的に使用される道
具類）」で素人造りのものを作成する技能です。両者を比べた場合、【職人：○○】で作成したもののほうが、耐久性や機能性、
デザイン性などの点で優れており、出来映え（達成値）によっては商品として販売しても問題ないものとなるでしょう。
　矢以外のものを作成した場合、その性能や価値についての詳細は、作成者であるＰＣの意図と達成値を踏まえた上で、ＧＭ



が決定してください。

質問：
　【受け流し】（⇒２６１頁）を「習熟」以上で習得していると、回避判定へのボーナスがｎ＋１、ｎ＋２などと更に上昇して
いきます。そして、習得段階が「達人」や「伝説」になると、両手に持っている武器と盾の「受け流し」効果を両方とも受け
る事ができます。
　このときに得られるボーナスは、武器と盾両方の「受け流し」効果を足したうえで習得段階による修正を加えたものですか？ 
それとも、それぞれの「受け流し」効果に習得段階による修正を加算したものですか？

回答：
　前者です。つまり、
　　武器の「受け流し」効果＋盾の「受け流し」効果＋習得段階によるボーナス
　となります。
　例えば【受け流し（達人）】を習得して「受け流し（＋１）」を持つ武器と盾をそれぞれ保持している場合は、「１＋１＋３」
でボーナスの合計は「＋５」となります。

質問：
　【竜の末裔】（⇒２９２頁）を習得している蜥蜴人の素手攻撃（⇒３７８頁）や、虎爪（バグナウ）（⇒３７９頁）・鉄拳（ア
イアンフィスト）（⇒３８０頁）を両手で使って【薙ぎ払い】（⇒２７２頁）はできますか？　また、これらの武器で両方の手
に「片手」の武器を持っていると考えて、【二刀流】（⇒２７１頁）の効果を使えますか？

回答：
　【薙ぎ払い】は、上記のどれでも可能です。
　【二刀流】に関しては、通常の武器と同様に判断してください。つまり、左右の手に、武器を１つずつ保持する必要があり
ます。このため、両手でしか使用できない鉄拳では【二刀流】の条件を満たせません。また、虎爪で【二刀流】をする場合は、
虎爪を左右の手に１つずつ、合計２つ保持している必要があります（両手で使用するには、１つ持っていれば十分です）。一方、
何も保持していない手なら素手攻撃を行えるため、素手攻撃での【二刀流】による攻撃は可能です。
　鉄拳も虎爪も、実際には両手に装着する２つを１セットとして購入するものです。このため、用法に従って両手に装着して
使用する場合は、１セットを購入するだけで問題ありません。一方、虎爪を【二刀流】で使用する場合は、２倍の値段がする
専用の虎爪を１セット購入して使用しなければならないと解釈するのがよいでしょう。

・呪文について

質問：
　《分身（アザーセルフ）》（⇒２９７頁）の呪文で生み出した分身を操作している間も、術者は自由に動けるのでしょうか？　
それとも、抵抗などしかできないのでしょうか？

回答：
　分身を操作している間も、術者の行動に制限はありません。
　分身は、命令を受けるまではいっさい行動もできませんが、命令を受けた後は術者と同じように行動することができます。
　呪文の効果の説明には「術者は次のラウンドから生み出した分身を操作できます。それまでの間でも回避判定や抵抗系判定
は行なえます」とありますが、これは分身の行動に関する説明です。分身が生み出されてから、分身の操作が始まって能動的
な行動が取れるようになるまでの間にも、回避判定や抵抗系判定だけは行えることを意味しています。



質問：
　《分身（アザーセルフ）》（⇒２９７頁）の呪文で分身に矢を渡せば、それを使用して攻撃することはできるのでしょうか？ 

回答：
　はい、可能です。

質問：
　《分身（アザーセルフ）》（⇒２９７頁）の呪文で作り出した分身は、呪文を使用できるのでしょうか？　使用できる場合、
呪文使用回数は、本体とは別々に管理するのでしょうか？　また、休息などによって、それぞれが呪文使用回数を回復させる
ことは可能でしょうか？

回答：
　はい、呪文を使用できます。呪文使用回数は、本体とは別に管理し、休息などによって回復させることも可能です。

質問：
　《分身（アザーセルフ）》（⇒２９７頁）は、すでに自分の分身を生み出している場合にも、再び使用することはできますか？
　また、分身が《分身》を使用することはできますか？

回答：
　同名の呪文の効果は重複しない（同時に効果を現さない）ため、１人のキャラクターが《分身》で生み出す分身は、同時に
１体しか維持できません。
　２体目の分身を作った場合、達成値が最も高いもの（同値なら先に創られたもの）だけが残ります。分身が《分身》を使用
した場合も、本体の分身を増やそうとしたものとして考え、同様に処理します。

質問：
　《火与（エンチャント・ファイヤ）》（⇒３００頁）を矢弾の必要な「弩弓」などの武器に使い、攻撃に効果をもたらすこと
は可能でしょうか？

回答：
　いいえ。できません。ただし、《力与（エンチャント・ウェポン）》（⇒３００頁）などと同様に、矢弾に《火与》をかけた場合は、
その矢弾を使用したときだけ、追加でダメージを与えることができます。
　呪文の解説も改めましたので、正誤表もご確認ください。

質問：
　《火与（エンチャント・ファイヤ）》（⇒３００頁）などの魔法のダメージは、呪文抵抗判定がないので、ダメージ半減も発
生しないと考えてよいのでしょうか？

回答：
　はい、ダメージは半減しません。



質問：
　《破裂（ガンビット）》（⇒３０２頁）の使い方について教えてください。
①　小石は、どこででも拾えるのでしょうか？　それとも、判定が必要でしょうか？
②　小石を持ち歩く場合は石弾袋が必要でしょうか？
③　小石を取り出したり、投げたりするのは、主行動でしょうか？　それとも、自由行動でできるのでしょうか？　
④　小石を投げる場合の射程は、どれくらいでしょうか？
⑤　小石の炸裂による魔法攻撃は、小石が命中したかどうかに関係なく行われるのでしょうか？
⑥　小石以外の物にもエネルギーを込めることは可能でしょうか？ もし他の物に付与できるなら、武器等に魔法をかけて敵
を攻撃した時は、魔法の威力に武器の威力も加算されるのでしょうか？
⑦　《破裂》をかけた小石を手に括りつけたり、鉄拳や鉄靴の表面に取り付けたりして相手を殴った場合、ダメージを増加さ
せることは可能でしょうか？

回答：
①　小石は、冒険前に出発する前なら、いつでも拾えます。冒険中はＧＭが判断してください。もし戦闘中に拾うなら、主行
動を費やし、「１ｄ６－１（【幸運】のボーナス）」個だけ拾って、収納できます。
②　小石を持ち運ぶのに、石弾袋に収納しておく必要はありません。しかし、石弾袋以外に収納していた場合、戦闘中に取り
出そうとすると主行動を使います。石弾袋に入れていた場合は、自由行動で取り出せるため、石弾袋に収納しておいたほうが
よいでしょう。
③　石弾袋に収納している小石は自由行動で取り出せますが、石弾袋以外に収納している場合は主行動を使います。
　また、小石を投げるのは主行動になります。
　このため、《破裂》を使用する場合は、石弾袋に収納している小石を自由行動で取り出し、主行動自由行動で《破裂》を使
用して小石にエネルギーを込め、次のラウンドに込めた後、主行動で小石を投げるのが最短の手順となります。（☆ 2019 年 9
月 12 日修正）
④　小石の射程は、投石（ストーン）（⇒３８０頁）と同様に「１０ｍ」です。ただし、投石紐（スリング）（⇒３８１頁）や
投石杖（スタッフスリング）（⇒３８２頁）を使って小石を投げる場合は、それぞれの武器の射程が適用されます。
⑤　はい、小石の炸裂による魔法攻撃は、小石が対象に命中したかどうかに関係なく行われます。このとき、小石自体のダメー
ジは考慮しません。このため、特殊な状況でない限り、《破裂》を付与した小石の命中判定は省略してかまいせん。
⑥　エネルギーを込められるのは小石のみであるため、小石以外の物に付与することはできません。石弾（ストーンブリット）

（⇒３９６頁）や宝石は、鉱物であるため、小石とみなすことができます。ただし、威力は変わりません。
⑦　例に挙げられているような方法（手や武器に小石を取り付ける）で、素手攻撃や武器による攻撃とともに小石をぶつけた
場合は、その攻撃によるダメージと、《破裂》によるダメージを別々に算出して与えるものとしてください。
　この呪文による攻撃は「対象：すべて」（⇒２９６頁）であるため、自分や武器を対象から除外することができます。しかし、
ＧＭは、「素手に小石を取り付けた場合は攻撃者もダメージを受ける」、また「小石を取り付けた武器は壊れて使用不能になっ
たり性能が低下（威力が下がるなど）する」としてもかまいません。この場合、ＧＭは予めそのような使い方をすれば不利益
があることを、プレイヤーに警告しておきましょう。
　また、上記のような使い方をした場合は、素手や武器による攻撃が外れたら魔法攻撃は保留される（小石が破裂しない）の
が自然でしょう。

質問：
《小鬼（クリエイト・ゴブリン）》（⇒３０４頁）の触媒である小鬼の歯や、《粘糸（スパイダーウェブ）》（⇒３０８頁）の触媒
である蜘蛛の巣などは、現地で採取して使用することは可能ですか？　精霊術の《石弾（ストーンブラスト）》（⇒３５５頁）
であれば、野外や洞窟内にあるような普通の小石や砂を触媒として使用してもよいのでしょうか？

回答：



　いずれについても、ＧＭが認めるなら可能です。
　蜘蛛の巣などの採取を認める場合、ＧＭは採取のために、ある程度の時間と、何らかの判定が必要であるとしたほうがよい
でしょう。そして、判定の達成値によって、採取できる個数（呪文何回分か）を決定するのが妥当です。
　たとえば、森を１時間探し回って観察判定を行い、その達成値が「１０以上」なら呪文１回分、「２０以上」なら「２回分」、「３０
以上」で３回分が、それぞれ手に入るとすることができます。ただし、そうした場合でも、一度、観察判定を行った場所では、
そのシナリオの間は、蜘蛛の巣（あるいは、その他の触媒に使用できるもの）は手に入らないとしてください。
　小鬼の歯や巨人の歯などの怪物から採れる触媒は、その怪物を１体倒すごとに、呪文１回分の触媒が手に入るとするとよい
でしょう。この場合、触媒を採取のための作業には数分が必要です。
　普通の小石や砂は、より簡単に入手できるでしょう。よほど特殊な場所でもない限りは、判定も必要ありません。

質問：
　「行動不能、気絶、睡眠」（⇒３１頁）の解説では、睡眠は「２ｄ３」時間の間持続するが、「２ｄ３」時間が「眠らせた効
果の持続時間」より短い場合は、（「２ｄ３」の結果を無視して）効果の持続時間が終わるまで眠り続けるとあります。
　一方、《惰眠（スリープ）》（⇒３０９頁）の効果による睡眠は、術者が「呪文維持」している間、持続するとあります。
　この場合、《惰眠》による睡眠は、どのように処理するのが適当でしょうか？　「呪文維持」をしていなくても、最低でも「２
ｄ３」時間は継続するということでしょうか？
　また、《惰眠》に対する呪文抵抗判定に失敗して眠った対象が、その後、「呪文維持」を継続している間に、何らかの出来事（ダ
メージを受けるなど）によって睡眠から目を覚めてしまった場合、それからは術者が「呪文維持」を行っても何の意味もない
のでしょうか？ 

回答：
　《惰眠》の呪文抵抗判定に失敗した対象は、その段階で「２ｄ３」して自然に眠り続ける時間を決定します。この場合、先
に決定した時間までは、「呪文維持」が途切れても眠り続けます。
　ダメージを受けるなどして、対象が自然な眠りから目覚めた場合、以後、「呪文維持」をし続けても意味がないというのは、
仰る通りです。

質問：
　《逆転（リバース）》（⇒３３４頁）には「対象が効果の適用を拒否した場合、２ｄ６を裏返すことはできませんが、その場
合も効果を失います」とありますが、術者が何らかの判定をして効果を使わなかった場合も、効果は失われてしまうのでしょ
うか？

回答：
　いいえ、効果は失われません。
　《逆転》は、事前に使用しておき、「２ｄ６の両方を裏返せる」効果の使用権を自分に付与しておく呪文です。この効果の使
用権は、１日の間維持されます。このため、術者は、《逆転》を使用してから１日の間、いつでもこの効果を使うことができます。
そして、効果を１回使用すると、その使用権は失われます。
　呪文の説明にある「対象が効果の適用を拒否した場合、２ｄ６を裏返すことはできませんが、その場合も効果を失います」は、
術者が「視認できるキャラクター１体」の判定結果に対して、「２ｄ６の両方を裏返せる」効果を使用した場合に、対象が効
果の適用を拒否でき、その場合も使用権は失われることを意味しています。このため、効果の適用を望まないキャラクターに
対しては、この効果を使用することはできません（使用しても意味がありません）。

質問：
　先日、精霊術にある《隧道（トンネル）》（⇒３５９頁）を敵の足元にて展開し、敵を落として倒すという案が出ました。そ



の場ではＧＭの判断に従って処理しましたが、いくつかの疑問点が生じました。
①　トンネルは「太さが半径２ｍまで」とありますが、形状は指定できるのでしょうか？
②　足元にトンネルを作られた怪物は、軽業判定に成功すれば落下を避けられるとし、飛行している怪物や巨大な怪物にも効
果がない（トンネルに落ちない）ものとしました。この裁定で問題ないでしょうか？　また、軽業判定の目標値は、どの程度
が適切でしょうか？
③　この呪文では、長さ 50 ｍものトンネルを作ることができ、状況が許せば「２５ｄ６」点もの落下ダメージ（⇒２０９頁）
を与えることができます。怪物の落下ダメージについて、より細かい裁定を教えてください。

回答：
①　いいえ。形状は指定できず、必ず円柱状になります。
②　問題はありません。追加するなら、こうした場合の軽業判定（あるいは、跳躍判定でも可）の基本値は「技量反射」を用
いるのが適当でしょう。怪物が軽業判定を行う場合は、「怪物の知能による達成値」を使用してください。この判定に成功したら、
穴の任意の縁に移動できます。
　また、判定の目標値は「６」が適当です。これは、「跳躍判定の目標値への修正」（⇒１５４頁）を参考に「半径２ｍの円の
中心から端まで跳躍する（＋４）、足場が悪い（＋２）」によって算出しています。このため、重い鎧を着用していたり、荷物
を持っていたりした場合にも、さらに目標値が上昇します。状況に応じて、ＧＭが判断してください。
③　「落下ダメージ」（⇒２０９頁）にある通りの手順で処理してください。このとき、怪物が跳躍判定や軽業判定を行う場合
は、「怪物の知能による達成値」を使用します。また移動方法が「飛行」の怪物は、飛行能力を失わない限り、落下すること
はありません。
　そして、《隧道》によって作り出されたのトンネルに落ちたなら、致命的なダメージを受けることになります。もし幸運に
もすぐ下に空間（洞窟や地下水脈、地下室など）があれば、そこでトンネルは途切れるため、落下距離は短縮されて、被るダ
メージも抑えられるでしょう。この場合、怪物は落下した先の洞窟や地下水脈を利用して逃亡してしまうかもしれません。シ
ナリオの都合（この場所で怪物が倒されては困る場合など）によっては、ＧＭはこうした状況を演出してもよいでしょう。

質問：
　特殊能力の「炎無効」を持つ怪物に《力球（パワーボール）》（⇒３５９頁）（火・風・空間属性）を使うと、どうなりますか？

回答：
　《力球（パワーボール）》は殴属性のダメージを発生させる呪文であるため、通常通りにダメージを与えます。

質問：
　《呼気（ブリ―ジング）》の呪文についての質問です。効力値１０～１９の「持続時間」には６ターンとありますが、６ラウ
ンドでしょうか？

回答：
　はい、「ターン」は「ラウンド」の誤りです。
　正誤表にて訂正しておりますので、ご確認ください。

・武器について

質問：
　紅玉の杖（ガーネットスタッフ）（⇒３７７頁）と真言呪文の発動体（⇒３９５頁）、もしくは錫杖（プリーストスタッフ⇒
３７７）と聖印（⇒３９５）を、両方使ってボーナスを重ねることはできますか？



回答：
　はい、可能です。

質問：
　「格闘武器」のうち、素手攻撃（⇒３７８頁）と鉄靴（サバトン）（⇒３７９頁）は、「装備」欄の「武器」枠を消費しない（＝
持ち替え可能な武器や盾の数を減らさない）のでしょうか？

回答：
　素手攻撃は枠を消費しませんが、鉄靴は「武器」枠を消費します。

質問：
　「格闘武器」のうち、拳に装備する武器（拳帯、虎爪、拳鍔、鉄拳）（⇒３７９、３７８頁）は、「装備」欄の「武器」枠のうち、
２つを消費するのでしょうか？　それとも、１つでしょうか？
　また、「虎爪での二刀流」に関する質問で回答されていた「虎爪を２セット購入して片手装備２つとして運用する」ケースでは、
どのように扱うのでしょうか？

回答：
　例に挙げられている「格闘武器」を装備した場合は、「武器」枠１つを消費します。
　２セットを装備して両手に持つ場合は、「武器」枠２つを消費します。

・防具について

質問：
　盾を持っている時に、左右の手に片手武器を１つづつ持ったり、両手用の武器を持つことは可能でしょうか？
　また、盾の大篭手（ガントレット）（⇒３８９頁）はデータ上は盾ですが、篭手なので片手がふさがっている事にはならず、
武器などを持つことはできますか？

回答：
　盾を持つ際には、片手がふさがるものとします。このため、例に挙げられているような持ち方はできません。
　また、大籠手（ガントレット）も盾なので、データ上は片手をふさぎます。このため、同じ手で武器を保持することはでき
ません。ただし、もしＧＭがこれを不自然であると考えるのなら、「大篭手を装備している手で武器を保持できる」ことにし
てもかまいません。その場合も、何らかのペナルティ（命中判定や盾受け判定に－２など）を受けるのが自然でしょう。

質問：
　「軽鎧」と「『軽』の鎧」の違いはなんでしょうか？
　斥候の適正装備にある「『軽』の鎧」は、重量が「軽」になっているならどの鎧でもよいのでしょうか？　

回答：
　「軽鎧」は、鎧を材質や防御性能などによって区別した時の分類名です。一方、「軽」はその鎧の重量に関する目安です。
　分類は、主に布で作られている「衣鎧」と、金属で作られている「金属鎧」、その中間としての主に木や革で作られている「軽



鎧」があります。
　これに対して、「軽」と「重」は、すべての装備品に共通する「重量を目安とした扱いやすさの指標」です。
　このため、「軽鎧」よりも「軽」のほうが範囲が広く、現状、鎧では「衣鎧」と「軽鎧」のすべてが含まれています。
　ご質問の職業の適正装備にある「『軽』の鎧」は、「重量の目安である『軽』を持つ鎧」という意味で、仰る通り、重量の目
安が「軽」になっていればどの鎧でも構いません。

質問：
　防具には、頭部の装備（兜、鉢金など）のデータが存在しませんが、ＰＣのデータには影響のない外見的なフレーバー装備
と解釈しても構わないでしょうか？
　たとえば、同じ革鎧（レザーアーマー）を装備している同じ装甲値のＰＣが３人いても、「ＰＣ１は、頭部に鉢金を装備し
ている」、「ＰＣ２は、何も装備していない」、「ＰＣ３は、金属製の兜を装備している」みたいな解釈は可能でしょうか？

回答：
　はい。可能です。
　ＰＣの外見などの「データ上の数値や効果として現れないもの」については、ＧＭの許可を得た上で、自由に設定してくだ
さい。

質問：
　武器や防具は、データ上の数値を変更しなければ、別の見た目の武器や防具として使用しても構わないでしょうか？
　たとえば、胸鎧（ブレストアーマー）をデータ的にはまったく同じ性能の「装甲が薄く本格的なモノより弱いが、軽く運動
性のある金属製の全身鎧（フルフェイスの兜も含む）」としたり、「大篭手（ガントレット）」と「拳刃（ジャマダハル）」を装
備して、「大篭手（ガントレット）に拳刃（ジャマダハル）が仕込んであり、攻撃時は刀身が仕掛けで出てくるとする武器」
としたりすることは可能でしょうか？
　また、防具のデータには主材質が書かれていますが、武器には主材質が書かれていません。プレイヤーが勝手に決めてもよ
いでしょうか？

回答：
　ＧＭの許可を得た上でなら、そのようにして遊んでいただいて問題ありません。
　材質についても、同様です。ただし、銀などの希少な素材を用いている場合、ＧＭは値段が高くなると判断してもかまいま
せん。

質問：
　魔法の武器や道具を手にしたとき、その魔法の内容などは即座にわかるのでしょうか？ それとも、魔法知識判定か博識判
定（⇒いずれも１５９頁）などを行い、識別する必要があるのでしょうか？

回答：
　「手に持てば即座に効果や使用方法がわかる」という特殊な設定を持つアイテムでない限り、手に持っただけでその効果や
使用方法がわかることはありません。
　このため、魔法の武器などの一般的ではないアイテムの効果や使用方法を知るためには判定を行わなくてはなりません。こ
のとき、どんな判定をしたかによって、得られる知識の種類や深さが変わります。
　原則として、武器や防具を含むアイテム類の効果や使用方法を知るためには、鑑定判定（⇒２７８頁）を行います。
　ただし、珍しい武器や防具、道具類については、博識判定（⇒１５９頁）でも基本的な性能や使用方法を知ることができて
もかまいません。また、魔法のアイテムについては、魔法知識判定（⇒１６０）によって、その効果を知ることができるでしょう。



　職人知識判定（⇒２８５頁）なら、似たような形状をしている一般的なアイテムの知識から、その効果や使用方法を類推し
たり、特に有名なアイテムなら知っていたりしてもかまいせん。しかし、有名でないアイテムに付与されている魔法の効果ま
ではわかりません。
　あるいは、《鑑定（ジャッジ）》（⇒３３５頁）の奇跡を使用すれば、確実にそのアイテムの効果や使用方法のすべてを知る
ことができます。
　なお、判定を行う場合の目標値の目安は、そのアイテムの珍しさが魔法の武器＋１程度なら１０、＋２程度なら１５、それ
以上に珍しく特殊なアイテムなら２０とするのが適当でしょう。

・冒険アイテムについて

質問：
　原作では、角灯（ランタン）（⇒３９８頁）を腰に付け、片手を空ける描写があります。ＴＲＰＧ版でも可能でしょうか？

回答：
　いいえ。ルール上は不可能です。しかし、ＧＭは、「武器」欄１つに角灯を記入させる、ダメージを受けるたびに１ｄ６して「１」
なら壊れるなどのペナルティを課した上で、これを認めてもかまいません。

質問：
　煙玉（⇒４０２頁）は、投げることによって効果を発揮するアイテムですが、射程などはどのように判断すればよいのでしょ
う？

回答：
　煙玉は、投石（ストーン）と同様に 10 ｍ以内の地点に投げられます。ただし、煙玉は狙った場所に的確に命中させなくて
は効果を発揮しないものではないため、原則として命中判定は不要です。しかし、状況や使い方が特殊であるために、ＧＭが
必要であると判断した場合には、命中判定を行わせてもかまいません。

質問：
　ロバや馬などの動物（⇒４０４頁）に、テントや矢筒などの移動力にペナルティのある荷物を運ばせた場合、ロバの移動力
は下がるでしょうか？　もし、下がらないのなら、どれくらいの量の荷物までなら、運ばせても移動力が下がらずに済むので
しょうか？

回答：
　これらの動物がどのくらいの荷物を運べるかは、ＧＭが判断します。原則としては、人間の大人１人と同程度の重さまで
なら移動力を低下させることなく運べるものと考えてください。これを数値で表すなら、「所持品の移動修正」を合計で「－
２０」まで無視できるとするのが妥当でしょう。これを越える荷物を運ぶ場合は、「移動修正の合計（マイナスではなく絶対値）
－２０」だけ移動力が低下するものとしてください。

第６章　怪物

質問：
　怪物（モンスター）を運用する際に、移動妨害判定（⇒１４７頁）のような「データに基準値や達成値が明記されていない



判定」を行う必要が生じた場合、どの数値を使用するのが適当でしょうか？

回答：
　「怪物の知能による達成値」（⇒５７０頁）を使用してください。この時、モブが多くて処理が煩雑になってしまう場合は、
２ｄ６を「７」として判定を省略してもかまいません。

質問：
　狼（ウルフ）（⇒３８５頁）などのモンスターが持つ特殊能力「群れ」は、具体的にどんなタイミングで使い、どのように
処理するのでしょうか？

回答：
　特殊能力「群れ」は、自分の手番で、他のキャラクター１体を対象として「支援効果を与える」と宣言することで、次の自
分の手番までの間、対象に支援効果を与えるものです。
　ただし、統率されてはいないため、行動順は変化しませんし、士気判定（モラルチェック）も免除されません。一方で、ボ
スが持つ特殊能力「統率ｎ」の上限にも影響を与えないという利点もあります。

質問：
　悪霊（ゴースト）（⇒６０４頁）の特殊能力「吸精」の記述には「抵抗に失敗すると～」とありますが、幽鬼が持つ同名の
特殊能力の記述から魂魄抵抗判定が適当だと思うのですが、正しいでしょうか？

回答：
　はい。「魂魄抵抗判定（魂魄反射）」を行ってください。
　悪霊の特殊能力「吸精」の記述については、正誤表にて訂正しておりますので、ご確認ください。

質問：
　怪物の攻撃の威力は、ダメージ効力表による修正を含んだものですか？

回答：
　いいえ。怪物が武器攻撃を行う際は、さらにダメージ効力表の修正を加えて、与えるダメージを決定します（５７１頁に記
載がありますので、ご確認ください）。

質問：
　蛇鶏（コカトリス）（⇒５８９頁）の「石化の嘴」、蛇王（バジリスク）（⇒５９３頁）の「石化の牙」について、質問があります。

　１．  この毒によって永久に減少した体力点や技量点は、解毒薬（アンチドーテ）（⇒４０７頁）や《解毒（キュア）》の奇
跡（⇒３２４頁）で回復しますか？

　２．  この効果で体力点や技量点が０になった際に発生する石化は、解毒薬（アンチドーテ）や《解毒（キュア）》の奇跡
で回復しますか？

　３． もともとの体力点や技量点が０のキャラクターがこの効果を受けた場合はどうなりますか？

回答：



　１． はい、回復します。ただし、何度もこの毒の効果を受けていた場合、１回の解毒では１点の能力値しか取り戻せません。
　２． はい。これらの解毒手段によって能力値が１以上になれば、石化から回復できます。
　３． 石化します。ただし、能力値が０未満に下がる事はありません（「正誤表」にて、特殊能力の効果に記述を加えました）。
解毒の際には、能力値を１点以上にすることはできませんが、その能力値に対して効果を及ぼしているこの毒の効果をすべて
取り除けば、石化から回復します。

質問：
　群昆虫（スウォーム）（⇒５９１頁）の「多勢に無勢」は、範囲に対する魔法攻撃にも有効ですか？

回答：
　はい、有効です。《火球（ファイアボール）》や《石弾（ストーンブラスト）》、《竜息（ドラゴンブレス）》のような範囲に対
する魔法攻撃を受けても、１回の攻撃では「１」点しかダメージを受けません。一方で、《力矢（マジックアロー）》によるエ
ネルギーの矢を複数受けた場合は、１本につき「１」点のダメージを受けます。

Ｗｅｂ公開シナリオ「ある冒険者たちの挑戦」について

質問：
　Ｗｅｂ公開シナリオ『ある冒険者たちの挑戦』に登場する「毒武器」による生命力の減少効果を受けた場合、「生命力×２」
も減少しますか？
　また、生命力の減少と継続ダメージは、１回の《解毒（キュア）》（⇒３２４頁）などで、まとめて両方とも取り除けますか？

回答：
　はい、その通りです。消耗やその他の効果で「生命力」が減少した場合、「ＰＣが耐えられる負傷数（＝生命力×２）」も同
時に減少します。
　また、この毒の効果は、１回の《解毒（キュア）》で両方をまとめて取り除けます。このとき、２回以上、この毒の効果を
受けていた場合は、そのうちの 1 回分だけを選んで取り除きます。








