
The Gods War:Glorantha(神々の戦争:グロランサ)

I. はじめに
The Gods Warは、宇宙の終わりか、もしくは、おそらくその新たな始まりの時の、ゲームの進行が速やかな非対称

性である戦略ゲームである。あなたとその友人は強力な根源の精霊の派閥の陣営の役割を果たし、宇宙の運命を

決定するために戦うのである。

このSandyのGods Warはグロランサ(Glorantha)の神話の領域に位置付けられるもので、この設定は1975年にGreg

Staffordによって最初にこの世界に紹介されたことに注意していただきたい。Gloranthaとその住民たちは、小説、グラ

フィックアート、ロールプレイングゲーム、ボードゲーム、コンピュータゲームで大きな位置を占めていた。1980年代

のゲーム・デザイナーとしての私の最初の常勤の仕事において、私はGloranthaのディベロップメントとエキスパンシ

ョンに濃密に関係しており、それは実際のところ私のキャリアを開始するのを助けてくれた。今やついに、私はGods

Warでこの伝説の設定に戻ってきた。私はこのゲームに取り組むのが好きであり、あなたもこれが好きになると希望

し、期待している。

II. Cthulhu Warsをよく知っているか？
我々は、Gods Warの多くのプレイヤーが我々の以前のゲームのCthulhu Warsに精通していると認識している。これ

らのゲームがいくつかの特徴を共有している一方で、Gods Warが多くの基本的な方向性で変わっているため、これ

はあてにならない。プレイを試みる前に、このルール小冊子の全体を読んで下さい。最も顕著な差異を以下に示し

ておく ：

・パワー・フェーズ

パワーはCthulhu Warsとはまったく異なる方法で蓄えられる。

・会議フェーズ

これがCthulhu Warsの破滅フェーズと同じ機能のいくつかを提供する一方で、それはより形式的で組織的で、宇宙ゲ

ーム・イベントを含む。

・建物

Cthulhu Warsのゲートとは異なり、それらの所有が移転可能になる前に、建物は特定の派閥に属しており、戦闘で征

服されなければならない。多くの建物はそれら自身の防御に貢献する。

・移動アクション

Gods Warでは、あなたは1ポイントのパワーで同じエリア(そしてそのエリアのみ)の何れかか全てのユニットを移動す

ることができる。

・戦闘後の敗走(退却)

Cthulhu Warsとは異なり、戦闘におけるあなたの敵は、あなたの「負傷」したすべてのユニットがどこに退却しなけれ

ばならないかを決定する。そして、それらのすべては同じ目的地に行かなければならない。また、あなたは敵ユニッ

トを含むエリアに行くことができる。おそらく、両陣営からの敗走させられたユニットが同じ場所において終わること

さえあり得る。

・征服/破壊

これは、戦闘後の後に発生し、戦闘エリアにおいて建物の運命を決定する新しいフェーズである。

III. セッ トアップ

III-A. 地図ボード

誰もが近付きやすいように、テーブルの中央に地図ボードを置きなさい。地図の中央のMagasta's Poolの上に、The

Spikeを置きなさい。Togaro Oceanの中にKylerelaタイルを置きなさい。

III-A-1. 陸地、海、他の地形

地表世界の地図の上では、全てのエリアは、陸地か海である。 「Sea(海 )」か 「Ocean(大洋)」 と名づけられたエリア

は、海エリアである。大地の世界の上の他の全てのエリアは、陸地エリアである。The SpikeとKylerelaは、大地の世界

の一部であって、陸地エリアである。地獄と天空サイドボードは、追加のエリアを含む。これらのエリアは陸地でも

海でもない。

多くの件について、陸地と海の間には差が存在しない。すべてのユニットは自由にどちらのエリアへでも移動す

ることが可能であり、建物は海やその他においても建設することができるこれがあなたにとって変に思われる場合、

我々の世界地図に描写される小さな何百もの島が存在することを思い出していただきたい。

多くの海岸の陸地エリアは、海を越えてそれらから他のエリアに導く矢印が表示されている。これらは移動につ

いて使用される。

III-B. テーブル上のセットアップ

・プレイヤーが簡単に手が届く位置に地獄と天空サイドボードを置きなさい。

・勝利トラックをすべてのプレイヤーが見え、少なくとも1人のプレイヤーの手の届く範囲に置きなさい(1人のプレイ

ヤーがトラックに接することができさえすれば、そのプレイヤーに全員の勝利ポイントを記録する仕事が「報いられ

る」ことになるかもしれない！)。

・プレイヤーが簡単に手が届く位置にサイコロを置きなさい。我々のグループでは、地図ボードのちょうど上にそれ

らを置いておく。

・ルーン ・デッキを十分にシャッフルする。プレイヤーが簡単に手が届く位置にそれをセットアップしなさい。
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・Magasta's Pool (地図の中央)を覆うようにThe Spikeの側を向けてThe Spikeタイルを置きなさい。

・Togaro Oceanの中にKylerelaタイルを置きなさい。それはいかなる陸地エリアにも触れないこと。

III-C. 帝国と帝国シート

それぞれのプレイヤーはこの時点で自分の帝国を選ぶ。あなたはパワー・マーカーをコーヒーカップに入れて、

中身を見ずにそれらを選ぶことによってランダムに選択することができる。しかし、単に大好きな帝国を選ぶことは

ゲームの精神を犯すことにはならない。後者の場合、我々は年齢が若いプレイヤーから選択を許すことによって論

争を解決することを勧める。

あなたの帝国シートをとりなさい、そして、あなたの前にそれを置きなさい。あなたの6枚のギフト ・タイル、あなた

の建物カウンター、あなたの帝国の定命のものと神のフィギュアを取り、あなたの帝国シートのわきにそれらを置く。

いくつかの派閥は、あなたの他のゲームのコマの近くに置くべき追加のカウンターを持っている(例えば、「混沌」は

Oblivion(忘却)トークンを得る)。全てのこれらのフィギュア、ギフト、建物とその他のカウンターは、あなたの帝国の

プールを作ることになる。

III-C-1. 帝国シート

あなたは、自分の帝国シートによって、その帝国の様々な状況を記録することになる。

・パワー・トラック

パワー・トラックには20までの値が示されている。あなたは20より高いパワーを持ってもよい。プレイヤーが21以上

のパワーに到着する場合、他の手段でそれを記録しなければならない。最も簡単なやり方は、あなたのパワー・マ

ーカーを「たたんでおく 」ことである。例えばあなたのパワーが22となった場合に、自分のパワー・マーカーを2のス

ペースに置いておき、それが本当は22であることを記憶しておく。その後、それが「0」の位置に達した時に、20の位

置へそれを戻すようにする。

III-C-2. プレイヤーのセットアップ

それぞれのプレイヤーは、(その帝国シート上で)自分の開始時のセットアップをチェックする。それぞれのプレイ

ヤーは、そこに指示されているように建物やユニットを置き、自分のパワー・マーカーを自分のパワー・トラック上

の6のスペースにセットアップする。勝利マーカーを勝利トラックの0のスペースに置きなさい。

天空プレイヤーに第一プレイヤー・マーカーを与えなさい。第一プレイヤーは、プレイの向きをそれで指示するこ

とができる。あなたは、Cthulhu Warsから第一プレイヤー・マーカーを使用するか、何らかの明確に指示を行うことが

できるフィギュアによって代替してもよい。

IV. ゲームの目標

それぞれのプレイヤーは、グロランサの世界の宇宙の力を表現する帝国をコントロールすることになる。あなた

のゴールは、影響力を高めること、ヒーロークエストを達成すること、ギフトを獲得すること、あなたの敵に打ち勝つ

ために蓄積した力を行使することである。最終的には、あなたは最も多くの勝利ポイント(詳細については、勝利:ゲ

ームの終了と勝利を参照)を得ること、つまりはあなたの宇宙における重要性と必要性の印を得ることによって勝

利する。

それぞれの帝国は、建物(ほとんどのプレイヤーにとっては神廟、神殿、ジグラット )とユニット (常命の手先、常命

の英雄、小神、大神)を含む。それぞれの帝国は、6枚のギフト ・タイル、1枚の帝国シート、2個のマーカー(1個は勝

利の記録で、もう1個はパワーの記録である)を持つ。いくつかの帝国には追加のカウンターがある。

全てのユニットとギフトはそれぞれの帝国に固有のものである。あなたがギフトを集めるほど、あなたのパワーとあ

なたのオプションは増える。帝国は全く異なるようにプレイされる。例えば「暗黒」では機能する戦略も、 「嵐 」には

効果的ではない。

V. ゲームをプレイする

V-A. プレイの手順

ゲームは三つの異なったフェーズを持ち、それぞれは次のフェーズに進む前に完了されなければならない。全て

のフェーズはサブ・フェーズを持ち、それは指定の順で行われる（時には、それらが同時に実行することができるこ

ともある)。プレイは、いずれかのプレイヤーが40勝利ポイントに到達するか、通過するまで、フェーズを繰り返し行

うことで続けられる。これが会議フェーズの間に発生する場合(最も一般的な状況)、そのゲームは会議フェーズの

終了時まで続けられ、その上で最終的なVPが加点される。それがアクション ・フェーズの間に発生した場合、その

ゲームはそれを引き起こしプレイヤーのアクションの終了時に終了する。すべてのプレイヤーは自分が保持してい

たルーンをその前にプレイする機会を得る。稀に、誰かがパワー・フェーズの間に40VPに達し、その場合に、最終

のポイントはパワー・フェーズの終了時に加点される。

プレイの手順は以下の通りである：

1. アクション ・フェーズ

a. 第一プレイヤーのアクション

b. 第二プレイヤーのアクション、以降、第三、第四のようにアクションを行う

c. 全てのプレイヤーのパワーが尽きるまで、順にプレイヤーのラウンドを繰り返しなさい

2. パワー・フェーズ

a. 建物と断片からパワーを獲得する

b. パワー・フェーズのギフトと能力を活性化する
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c. 最小限のパワー・セグメント

3. 会議フェーズ

a. 第一プレイヤーを決定する

b. 建物と断片から勝利ポイントを獲得する

c. 会議のギフトと能力を活性化する

d. 混沌の裂け目セグメント

e. 大和解セグメント

V-B. フェーズ1：アクション ・フェーズ

V-B-1. アクション

アクション ・フェーズの間、プレイヤーはユニットを移動し、ヒーロークエストを完遂し、ギフトを適用し、戦闘を宣

言し、それ以外の相互作用を行う。すべてのアクションは、そのアクションを行う前に消費されなければならないパ

ワーのコストを持っている(時には、0にまで低下することもある)。

第一プレイヤーはアクションを一つ選び、その一つのアクション(そのアクションだけ)を実行する。例えば、その

プレイヤーが神廟を建設することを選択する場合、ただ一つの神廟を建設し、その他は何もしない。そのプレイヤ

ーがユニットを召喚することを選択した場合、ただ1個の選択されたユニットのみを召喚し、その他は何もしない。

第一プレイヤーが自分のアクションを終える場合、プレイは次のプレイヤーに渡り、そのプレイヤーは今や自分

の選んだアクションを実行する。これは、テーブルを巡って続けられる。プレイが再び第一プレイヤーに渡った時、

そのプレイヤーは新しいアクションを行うことができる。すべてのプレイヤーがパワーを失うか、それ以上のアクシ

ョンを行うことができなくなるまで、プレイはこの方法で続けられる。その後でのみ、アクション ・フェーズは終了す

る。

ルーンを持つプレイヤーは、次のプレイヤーが自分のものをプレイする前に、あらゆるプレイヤーのアクション終

了後にそれをプレイすることができる。

重要：アクションを行うあなたの順番である時にあなたが0のパワーを持っている場合、あなたのターンはスキップ

される。あなたはコストが0のパワーのアクションを行うことさえできない！

あなたは自分の順番に1個のアクションを実行しなければならない。あなたは単に自分の順番をスキップすること

ができない。あなたのパワーが以前に0に低下した後、何らかの手段でパワーを獲得した場合、あなたは「復活 」し、

再び自分のターンにおいてアクションを行うことができる。

繰り返す：それがアクション・フェーズの間の自分の順番である時に、プレイヤーは1個だけのアクションを行う。し

かし、アクション・フェーズがテーブルを巡って続くなら、プレイヤーは複数のアクションを行うチャンスを持つ。これ

は、あなたが1回のアクションにおいて1個の建物を建設するかアップグレードし、1個のユニットを召喚し、移動の

ために一つのエリアを活性化し、一回の戦闘を宣言することができるということを意味する。

例：天空が第一プレイヤーである。天空の最初のアクションとして、Sea of Fogで1個の神廟を建設する。アクション ・

フェーズが天空に戻ってきた時に、自分の神廟を神殿にアップグレードする。天空は神廟を建設し、その後にただ

ちにそれをアップグレードすることができない。自分の順番に回って来る前に、他のプレイヤーがそのアクションを

行うのを待たなければならなかった。

アクション ・フェーズの間に実施できるアクション ：

1. 建物を建設するかアップグレードする

2. ユニットを召喚する

3. 移動

4. 戦闘と征服

5. ユニークなアクション

a. 建物を建設するかアップグレードする(コストは様々)

1個の神廟(Shrine)を建設するためには、すでに建物がないエリアを選び、そのエリアに神廟を置く(例外：混沌の巣)。

1個の神廟がすでに存在する場合、あなたはアクションとしてそれを1個の神殿(Temple)にアップグレードしてもよい。

通常、これは2パワーを支払い、選ばれた神廟を神殿と取り替えることによって行われる。同様に、1個の神殿は3

パワーで自分のジグラット(Ziggurat)にアップグレードされてもよい。通常の状況の下では、あなたはゼロから神殿や

ジグラットを建設することは許されない。それらは前段階の建物から常にアップグレードされる。

あなたが建物を建設するか、アップグレードするエリアにおいて、あなたは自分のユニットを必要としない。エリア

は空であっても、敵によって占められていてもよい。

所有に関係なく、一つの建物だけがそれぞれのエリアの中に存在することができる(例外：混沌の巣)。言い換える

と、そこに建設したことがある敵がそのエリアにいる場合、あなたは神廟をそこで建設することができない。

あなたは、自分のプール内で利用できるよりも多くの建物を建設することは許されない。例えば、あなたのジグラッ

トが地図上にある場合、あなたは新しいそれを建設することができない(あなたのプールにはジグラットがないので)。

建物が除去される時、それはプールに戻り、再び配置に使える。

混沌の巣(Chaos Nest)の例外事項混沌は敵の建物を含むエリア内に混沌の巣を建設することができる。この逆であ

ってもよい。混沌は二つの混沌の巣を同じエリアに建設することは許されない。混沌は巣を建物がないエリアに建

設してもよい。

いくつかのルーンと能力は、一つのエリア内に二つの通常の建物か二つの混沌の巣が存在することを許す。その
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ような場合、影響を受ける建物のうちの少なくとも一つが破壊されるまで、新しい建物はこの普通ではないエリアに

おいて建設することができない。しかし、そのような建物は依然として征服可能である。

b. ユニットの召喚(コストは可変)

ユニット (定命のものか神)を召喚することとは、あなたのプールからそれを取り出し、地図ボード上にそれを出す。

適当な量のパワーを支払い(ユニットのコスト)、あなたが建物を持ついずれかのエリアにそれを置くだけである(あ

なたは自分の建物を欠くエリアに通常ではユニットを置くことができない)。

大部分の大神(Greater Gods)は必要条件を持つ。例えば、多くの大神はプレイに加えるのに神殿を持つことをあなた

に要求する。しかし、あなたは神殿に神を置く必要はない。

建物のように、あなたは自分のプール内のフィギュアの数によって制限される。たとえば、 「嵐 」は4個を超える野蛮

人を持つことができない。あなたが特定のタイプの全てのユニットを召喚した場合、あなたはそれよりも多くを召喚

することができない。ユニットが殺されるか、破壊された時、それらはあなたのプールに戻され、あなたはそれらを

再び召喚することができる(例外：混沌のOblivion(忘却)ギフト )。

c. 移動(1個のエリアを活性化するためのコストは1)

移動するためには、1パワーを消費し、あなたが少なくとも1個のユニットを持つエリアを選ぶこと。エリア内のすべ

てのあなたのユニットは移動に関しては活性化され、隣接するエリアに移動されてもよい。それらは同じエリアへ移

動する必要がない。あなたはエリア内の全てのユニットを移動する必要はない。

あなたのユニットは敵ユニットの存在によって移動することを阻止されることがない。ユニット(定命のものと神々)

のみが移動アクションを実行してもよく、建物は実行することが許されない。海エリアは移動を妨害しない。

多くの帝国は、移動を修正する、影響を及ぼすか、置き換える特殊能力を持つ。

特殊な移動アクションの例外と追加：

・海の横断

多くの陸地エリアは海を通過するように印刷された矢印で互いが接続されている。これらは海エリアを飛び越すた

めに使用することができる。例えば、ユニットは、Brown Seaをとび越えてJrustelaからUmathelaまで直接、移動するた

めに海の横断を使用してもよい。

・天空(Skydome)サイドボード

The Spikeを加えて、地図の北と南端の陸地エリアには、「Skydome Entry(天空の入口)」と印刷されている。天空は地

表の世界より上の宇宙の一部である。それはHeavens(天国)とMoon(月)の二つのエリアから成る。両方のエリアは全

ての天空の入口に隣接している。

例:リッチーはEnmal Mountainsから天国へ手下を移動する(リッチーはその代わりに月へ移動することもできた)。彼の

次のアクションにおいて、この時に天国からAltinelaへ再び手下を移動した。このように、二つの移動アクションで、

彼は世界の向こう側に自分の手下を転送したことになる。

戦闘後の敗走は、天空へ、天空から、天空エリアの間で割り当てることができる。それらはあらゆる点で通常のエ

リアとみなされる。

・地獄(Hell)サイドボード

地図の西端の陸地エリアとMagasta's Pool(プレイ中となった時から)は、 「Hell Entry(地獄の入口)」と印刷されている。

地図の東端のGates of Dawnは、 「Hell Exit(地獄の出口)」と印刷されている。地獄は地表の世界の下の宇宙の一部で

ある。地獄を去ることは厄介なことで、しばしば不可能である。それは二つのエリア(内部の地獄と外部の地獄)から

成る。両方のエリアは、全ての地獄の入口と地獄の出口に隣接している。地獄の入口にいるユニットは、単純な移

動アクションによってどちらの地獄エリアにでも進入することができる。戦闘後に地獄の入口にいるユニットは、地

獄に敗走することができる。あなたは地獄から外へと敗走することは許されない。地獄において敗走するユニット

は常に、隣接する地獄エリア(すなわち、内部から外部へ、もし くはその逆)に移動しなければならない。地獄から出

ることは難しい。ユニットは許可を持たない限り、地獄を去るために移動アクションを使用することは許されない。

許可を与えるものは、すべての離れるユニットよりも高い戦闘力を持つその地獄のエリア内のユニットの存在とし

て定義される。建物は許可を与えることは許されない。

例：太陽神は地獄において戦闘力1を持つ。これは、戦闘力2以上をもついずれかのユニットは去るための許可を

太陽神に与えることができることを意味する。

許可を与えるユニットが他のプレイヤーに属している場合、そのプレイヤーが去ることを特に許さなければならない。

あなたが自分自身のユニットを使用する場合、許可は自動的に与えられる(しかし、許可を与えるユニットは去るこ

とができない。) 許可を得るためには、まず保有プレイヤーがそれを与えるかどうか、そのプレイヤーに尋ねなさい。

そのプレイヤーが同意する場合、地獄からあなたのユニットを移動するために1パワーを消費すること。そのプレイ

ヤーが許可を与えない場合、あなたは異なるアクションを行ってもよい。

あなたは移動アクションでない移動に類するギフトか能力を使用することによって許可抜きで地獄を去ってもよい

が、制限が適用される。例えば、嵐は許可抜きで地獄を出るためにTeleport(テレポート)を使用することができるが、

それは追加の1パワーのコストがかかる。第二の例では、天空は無償で地獄からユニットを持ってくるためにCall to

Justice(正義を呼ぶ声)を使用することができる。

Magasta's Poolがプレイに加えられた時点で、あなたは1勝利ポイントを消費することによって許可なしで地獄からユ

ニットを退出させてもよい。これらのユニットはGates of Dawnに普通の方法で登場する。あなたが許可を持つ場合、

VPコストを支払う必要はない。

・陸地と海エリア
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地表の世界には2種類のエリアがある。四つは海エリアである(Banthe Ocean, Sea of Fog, Togaro Ocean, Brown Sea)。その

他の全ての地表の世界のエリアは、The Spikeを含む陸地エリアである。(Magasta's Poolは 、それが出現した時、エリア

ではない。)陸地か海エリアを目標とする能力、ルーン、ギフトは、陸地や海でもないため天空か地獄エリアに影響

を及ぼさない。

・The Spike(スパイク)

スパイクは、天空に加えてすべての四つの海エリアに隣接する陸地エリアである。

・混沌の裂け目

The Spike(スパイク)が粉砕された時、これは出現する(The Spike(スパイク)を裏返す - 混沌の裂け目はその裏側であ

る)。ユニットは、混沌の裂け目の闘争の一部としてそこに置かれることによってのみ、混沌の裂け目に入ってもよ

い。それはエリアではない。

・Magasta's Pool

混沌の裂け目が閉じられた時に、それは地図から取り除かれ、Magasta's Poolが見えるようになる。Magasta's Poolはエ

リアでなく、全ての隣接する海が地獄の入口であることを示す。Magasta's Poolに進入するか敗走するユニットは直接、

どちらかの地獄エリアに行く。

・Kylerela

Kylerelaは浮遊する大陸であり、陸地エリアである。あなたが移動に関してKylerelaを活性化する場合、あなたは自分

のユニットに加えてKylerelaタイルを移動してもよい。Kylerelaに 「乗っている」ユニットは島が移動する前に上陸しても

よいし、移動した後に上陸してもよい(ユニットのうちのいくつかは前に上陸し、一方で、その他はその後まで上陸し

ない)。

あなたが何らかのユニットか建物をそこに持つ場合、あなたは移動に関してKylerelaを活性化してもよい。

・Kylerelaのドックと海の横断

Kylerelaの両端にはドックが示されている。Kylerelaは明白に海エリア内に留まらなければならないが、それが移動す

る時には、あなたはそのドックの一つが海の横断線の矢印の起源点に「接続」するようにそのタイルを置いてもよ

い。これを行うためには、ドックと海の横断が接触するようにKylerelaを配置しなさい。タイルのサイズが許すならば、

Kylerelaの二つのドックは異なるエリアに置くことができる。それは正確に合うものである必要はないが、それは両方

の矢印のはじまりに触れておく必要がある。Kylerelaのドックが接する全ての海の横断は同じ海エリアになければな

らない。Kylerelaがプレイの間、偶然に衝突した場合、それはその元の位置に戻されなければならない。Kylerela上の

ユニットは、それが位置する海におけるのと同様に、その港がドック入りしている一方か両方の土地エリアに隣接

しているとみなされる。Kylerelaが完全にか部分的に海の横断をカバーしている時、Kylerelaが離れるように移動する

まではその矢は存在しないものとみなされる。たとえKylerelaがその海の横断の起源のうちの一つにドックがない場

合でさえ、これは真実である。

例：Kylerelaは3人プレイヤー・ゲームにおいてその開始時の位置にあり、フランク(「嵐 」をプレイする)はそこに3個の

野蛮人と自分のチャンピオンをそこに持っている。フランクはKylerelaを活性化する。最初に、フランクは1個の野蛮

人をSea of Fogに移動する。そして、フランクはKylerelaをTogaro Oceanの方へ移動し、そのドックをGates of DawnとArtmali

Empireの間の海の横断の位置にそのドックを配置する。これはTogaro Ocean内の海の横断をブロックする。次にフラ

ンクはTogaro Oceanへ1個の野蛮人を動かし、最後の野蛮人とチャンピオンをArtmali Empireに移動させる(フランクは

その代わりにGates of Dawnにそれらの一方か両方を移動させることが可能であった)。このすべてが1パワーであ

る！

d. 戦闘と征服(コスト1)

戦闘は、あなた自身が敵ユニットを除去し、敵の建物を征服するか破壊するための最も一般的な方法である。あな

たが少なくとも1個のユニットを持ち、敵の帝国が少なくとも1個のユニットか建物を持つエリアを選び、1パワーを消

費し、戦闘を宣言しなさい。敵の複数の帝国の軍隊が存在する場合、ただ一つの帝国のみを交戦するものとして

選択する。存在する他の全ての帝国は、動くことのない傍観者である。

注意：たとえあなたの建物が戦闘効果を持つとしても、あなたがユニットを持たず建物のみを持っているエリアにお

いて、あなたは戦闘を開始することができない。あなたの敵がユニットを持たず建物のみを持っている場合、あなた

は戦闘を行うことができる。

単に敵ユニットを含むエリアへ移動することは戦闘を誘発しない！帝国同士が戦うことなく複数のターンの間、共

存してもよい。戦闘に関しては、海、陸地、異世界エリアの間に違いはない。

征服は別のアクションではないが、一方の陣営のユニットがエリア内に残り、他の陣営の建物のみがあるエリアに

おける戦闘の後、自動的に発生する。

・戦闘はどのように行われるか

全てのユニットは戦闘評価値(時には0)を持つ。いくつかの建物は戦闘効果を持ち、それは常にあなたの結果への

確かな加算から成る。それぞれの帝国は、そのエリア内の全ての自分のユニットについて戦闘評価値を合計する

ことによって、どれだけの数のサイコロを振るかについて決定する。それぞれのプレイヤーはこの時点で、それと同

数の6面体のサイコロを振る。戦闘は同時である！たとえあなた方が交替でサイコロを振るとしても、両方のプレイ

ヤーがサイコロを振り、結果を合計するまで、損害を負わせることはない。

あなたはたとえあなたが0個の戦闘サイコロを振ることになる戦闘を宣言してもよいが、建物が単独では戦闘を宣

言することができないことを思い出していただきたい。また、建物はサイコロを振らないが、それはなお結果を生む

ことができる－攻撃された時、単独の建物はこれらの結果を生じるだけである。

例：リッチーは、エリアに2個の亡霊(各1)、2個のトロール(各1)と1個のジグラットを持つ。彼の戦闘評価値の合計は
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4個のサイコロであり、それに無償の自分のジグラットによる1殺害を加える。

多くの大神は単純な計算を必要とする戦闘評価値を持つ。それが高い評価値を生じることがあるため、努力の価

値はある。

・結果

戦闘において振ったサイコロの目のそれぞれの6は、1回の殺害を得点する。それぞれの4か5は、1回の敗走を得

点する。(1～3の目であれば、何もなし)。その後に、あなたの建物のボーナスを自分の結果に加えなさい。例： 「嵐 」

の神殿は、1回の敗走をあなたの合計に加える。たとえ全てのあなたの戦闘のサイコロが失敗であったとしても、嵐

の神殿が参加する戦闘において、あなたは依然として1回の敗走を引き起こすことになる。

あなたの結果を自分の敵に示し、あなたの敵の結果を見ること。それぞれのプレイヤーは、以下のように、自分自

身に課される結果をどのように適用するかを決定する：

1) 最初に、あなたがこうむるそれぞれの殺害について、1個のユニット(あなたの選択)を取り除き、あなたのプール

にそれを戻しておきなさい。議論が必要なら、攻撃側は先に損害をこうむる。

2) 次に、殺害が満たされた後にあなたがまだユニットを残している場合、あなたがこうむるそれぞれの敗走につい

て、あなたのユニットの1個を選ぶ。あなたがユニットの選択をした後、あなたの敵はそのプレイヤーが選んだ隣接

するエリアに全てのあなたの敗走するユニットを退却させる。この場合でも、議論が必要なら、攻撃側は先に敗走

する。ユニットが戦闘の経過の間(たとえば、嵐の一回の戦闘を通じて)、複数回、敗走をこうむる場合、全てのユニ

ットは同じエリアに退却し続けなければならない。

a. あなたは敵ユニットによって占められるエリアに、ユニットを退却してもよい。実際、両陣営は、両者が希望する

場合、同じエリアに敗走させられたユニットを退却することができる。

3) 建物は戦闘効果を生み出すが、敗走と殺害の計算においては無視される。しかし、戦闘の終了時に、建物が保

護するユニットが持たない場合、それは征服か破壊することができる(q.v.) 。

・戦闘能力

いくつかのギフトと能力は戦闘効果を提供する。それは常に戦闘前、戦闘、戦闘後に分類される。これらの能力は

「アクション」ではない。それらはコストの点では無償でそれら自身のものである。例えば、 「混沌」のOblivion(忘却)

はパワーがかからず、混沌はこの機能のためにアクションとして課す必要がない。

何らかのコンフリクトの可能性がある時には、攻撃側は戦闘の手順のそれぞれの部分において先にすべての自分

の効果を実行し、防御側が続いて行う。直接、戦闘に参加していない帝国がその戦闘に影響を及ぼす能力を持っ

ている場合、その効果は手順において最後に発生する。

通常の状況下では、戦闘に参加する帝国のみが戦闘能力を使用することができる。例： 「嵐 」は、たとえそのユニッ

トが戦闘が行われるエリアに持っているとしても、自身が防御側も攻撃側でもない戦闘においてそのWhirlwind(旋風)

戦闘前ギフトを使用することができない。

・戦闘前効果

戦闘前効果は、戦闘のためのサイコロを振る前、戦闘が宣言された後(支払いが行われた後)に、発生する。例え

ば、これは天空のArrogance(傲慢)の引き金が引かれる時である。

備忘：攻撃側(戦闘を開始した帝国)は最初に自分の戦闘前効果を行い、これに防御側が続く。(例えば、攻撃する

「天空」のArrogance(傲慢)が 「嵐 」のチャンピオンを除外する場合、チャンピオンはSingle Combat(単独の戦闘)に使用

することができない。)

・戦闘効果

いくつかの戦闘能力は戦闘前でも戦闘後でもない。これは基本的に、それ自体がサイコロを振る間に起こることを

意味する。戦闘が同時であるため（たとえあなたが一度に実際にあなたのさいころもの帝国をならすとしても） 、先

に攻撃側というよりはむしろ、戦闘効果は常に同時に発生する。例えば、これは「暗黒」のHunger(飢餓)が発生する

時である。

・戦闘後効果

戦闘後効果は、サイコロが振られた後、殺害と敗走の結果が適用される時に発生する。戦闘前効果のように戦闘

後効果は、最初に攻撃側、次に防御側の順序で行われる。例えば、これは「混沌」のOblivion(忘却)が起こる時であ

る。

・征服と破壊

全て戦闘後効果を含む戦闘を解決した後に、建物の征服か破壊が発生することがある。征服が発生するには、戦

闘の当事者の一方が戦闘エリアの中に留まる1個以上のユニットを持ち、その一方でその敵が単独の建物のみを

持っていなければならない(敵がユニットを持たずに戦闘を開始したか、そのユニットのすべてが殺害されるか敗走

したかどうかに関係なく)。生き残ったユニットをもつ帝国は、敵の建物を征服するか、破壊するかのどちらかを選

択してもよい。

建物を征服するためには、それを除去し(所有者のプールに戻る)、それをあなた自身の同一の建物と置き換える

(すなわち、神廟なら神廟、神殿なら神殿)。あなたが敵の建物を同じタイプで置き換えることができない(例えば、あ

なたが自分のプールに神殿を持たない)場合、あなたはそれを破壊しなければならない(あなたは、建物を節約する

ことは許されない)。

敵の建物を破壊するには、それを除去し、所有者のプールにそれを戻すだけである。

いつものように、戦闘に参加していない帝国に属しているユニットは無視される。それらは建物を征服や破壊から

保護しないし、それらはそれを実行しない。同様に、エリア内の建物が戦闘に参加したどちらの帝国にも属してい

ない場合、それは征服されもしないし、破壊されもしない。

・単純な征服の例：
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リッチーは、アンジェラの護衛のいない神廟を含むエリアに1個のトロールを持つ。リッチーは1パワーを支払って、

戦闘を宣言する。リッチーはサイコロを振ることがない(彼はどのようにしても神廟を殺害することや敗走させること

ができない)。戦闘の「終了時」に、彼はアンジェラの単独の建物があるエリアに明らかにまだユニットを持つので、

アンジェラの神廟を自分のものと置き換えることによって征服する。

・複雑な戦闘の例：

アンジェラはAltinelaにおいてフランクを攻撃する。彼女は2個の野蛮人と嵐のチャンピオンを持つ。フランクは2個の

トロール、神殿、彼の女主人を持つ。両方のプレイヤーは全てで6個のギフトを持つ。戦闘前、アンジェラはその旋

風(Whirlwind)ギフトにより嵐の兄弟をテレポートした。。次に、彼女のチャンピオンはSingle Combat(単独の戦闘)ギフト

につき、他の誰かがサイコロを振る前に、先にそのサイコロを振る。チャンピオンは1と4を振り、そのためフランク

のユニットの1個は敗走する。フランクは1個のトロールを選び－アンジェラはそれを月に敗走させた。フランクは戦

闘前効果を持たない。残りの戦闘サイコロはその後に振られる。アンジェラの2個の野蛮人と嵐の兄弟は、それら

の間で3個のサイコロを振る。(彼女のチャンピオンのサイコロは既に解決されている） 。フランクの残りのトロール

はちょうど1個のサイコロを振る。彼女の女主人はHunger(飢餓)のギフトにより、サイコロを振らない。アンジェラの3

個のサイコロの目は4、4、5であり、3回の敗走をもたらす。フランクのトロールは6を出し、1回の殺害をもたらす。そ

れに加えて、彼の神殿は自動的な1回の敗走を加え、女主人から1回の殺害を加えるためにその「飢餓」のギフトを

使用する。これは合計で2回の殺害と1回の敗走の行使をフランクに与える。アンジェラは彼女の両方の野蛮人を

殺害することを選択した。彼女は敗走を受諾しなければならず、そのため自分のチャンピオンを敗走させ、フランク

はそれをFronelaに送った。この時点で、フランクは3回の敗走の結果を受諾しなければならない。彼の残りの両方の

ユニットは敗走し(「超過分」の敗走は無視される)。それらは月(Moon)に行かなければならず、そこには、彼の他のト

ロールも送り込まれている。アンジェラはまだ嵐の兄弟をGenert's Gardenに残しており、一方でフランクの神殿は単

独となり、これは征服を行うことができることを意味する。アンジェラは、それを破壊する代わりに、神殿を征服する

ことを選ぶ。フランクは彼の女主人に1回の殺害の代わりに2回の敗走を行うように選択することもできた。その場

合には、彼はアンジェラのユニットの全てをエリアから追い出し、自分の神殿を救済することになった。しかし、彼

はわずか1個の敵を殺害することを選んだ。

建物を征服するか、破壊するかはアクションが必要ではないことを思い出しなさい。あなたの敵が無防備の建物を

持つ時に、これは戦闘を生き残ったことにおける無償の結果である。

・深掘された混沌の巣(Imbedded Chaos Nest)の例外事項

深掘された巣(Imbedded Nest)が 「破壊」された時、その代わりに表返され、通常の混沌の巣になる。それゆえに、深

掘された巣を完全に破壊するには、二つのアクションを通じて二つの別個の攻撃を要する。

e. パス(コスト ：全ての残りのパワー)

まれな場合に、プレイヤーはいかなるアクションも行わずに現状を維持することを望んでもよい。そのような場合、

そのプレイヤーは全ての残りのパワーを失い、自分のターンを終える。

f. ユニークなアクション(コストは様々)

ゲームが続くにつれて、あなたはあなたに新しいアクションへのアクセスをするギフトを得る(例 ： 「天空」の

Sunspear(太陽の槍)ギフト)。い くつかの特殊能力もまたアクションである(例 ：Magna Materの Irruption(侵略))。これらは

あなたの帝国だけに限定される。

V-C. フェーズ2：パワー・フェーズ

あなた方がゲームの経験を積んだ後であれば、全てのプレイヤーは同時にこれを実行することができる。これが誰

かにとっての最初のゲームである場合、プレイヤーごとに行うことがそのプレイヤーの役に立つかもしれない。

このステップの間、プレイヤーはこのターンの後に消費するパワーを得る。獲得されるパワーにつき1ポイントづつ

帝国カードのパワー・ トラック上のパワー・ トークンを右側に移動しなさい。例えば、あなたが8パワーを集める場合、

「8」と印刷された場にパワー・トークンを置きなさい。

パワー・フェーズ

1. グロランサの後援：全てのプレイヤー(「混沌」を除く)は、1パワーを得る

2. 建物と断片からパワーを得る

3. パワー・フェーズのギフトと能力を活性化するい

4. 最小のパワー・セグメント

V-C-1. グロランサの後援(混沌の裂け目が開いていない場合)

この時点で、混沌の裂け目が開いていない限り、宇宙の女神、Arachne Solaraは全ての帝国(混沌を除く)に1パワー

を与える。(混沌の裂け目が開いている場合、グロランサの後援は誰にも与えられない。）

V-C-2. 建物と断片からパワーを得る

・建物からのパワーそれぞれのプレイヤーは、自分がプレイ中の建物のタイプにつき2パワーを得る。例えば、ある

プレイヤーが神廟と神殿を持つ場合、これは二つの建物のタイプであり、そのプレイヤーは4パワーを得る。あるプ

レイヤーが6個の神廟のみを持ち、他は何もない場合、そのプレイヤーは一つの建物のタイプのみを持ち、2パワー

を得るだけである。深掘された混沌の巣はこの点については混沌の巣に数えられる。
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・紋章の断片からのパワーあなたの帝国シートは断片に分割された大きな紋章を持っている。それぞれの断片は

二つのギフトのための余地を持つ。達成されたギフトを含むそれぞれの断片につき1パワーを得なさい。

プレイヤーがそれぞれの断片の中に少なくとも1個のギフトを持つ場合、プレイヤーは断片について最大3ポイント

までのパワーを得ることができる。 （見えない神(Invisible God)はこの方法で最高4パワーまでを得ることができる。 ）

V-C-3. パワー・フェーズのギフトと能力

多くの能力とギフトは、パワー・フェーズの間に活性化される。それぞれのプレイヤーはその時点で、自分自身のも

のについてチェックして、報酬を得るべきである。効果が衝突する場合に、これらの効果はプレイヤーの順で実行

される。（通常は衝突する可能性はない。 ）

例 ：フランクは3個の神廟と1個の神殿を持っている。混沌の裂け目が開いていないため、フランクはグロ

ランサの後援から1を得る。フランクは自分の二つの建物のタイプから4のパワーを得る。フランクは、第一の断片

による両方のヒーロークエストを終えており、第二の断片による一つを終えている。これにより、二つの断片にわた

って広がっていることから、フランクは自分の三つのギフトから2パワーを受け取る。パワー・フェーズのギフトと能

力セグメントの間に、フランクは、追加の2パワーを得ることを選んで、自分の太陽エネルギーのギフトを活性化す

る。フランクの最終的な合計は、1(グロランサ)+4(建物)+2(断片)+2(ギフト )=9である。

V-C-4. 最小限のパワー・セグメント

プレイヤーの最終的なパワーの合計が最大のパワーを持つプレイヤーの半分を下回る場合、下回ったプレイヤー

のパワーを最大のプレイヤーの半分のレベル(小数点以下は切り上げ)にセットする。例：破滅的なターンの後、リッ

チーは自身が3パワーしか得ていないことに気付いた。最大のパワーを持つプレイヤーは、アンジェラであり、13を

持っている。最小限のパワーのルールは、リッチーのパワーを7(アンジェラの合計の半分、小数点以下切り上げ)に

上昇させる。

V-D. フェーズ3：会議フェーズ

会議フェーズは神々の会議である。全てのプレイヤーは宇宙の律法を決定するために一堂に会する。第一プレイ

ヤーが決定され、勝利ポイントが獲得され、宇宙のパワーが活性化され、混沌の裂け目が争われ、大和解の判定

が選択される。

パワー・フェーズと会議フェーズの主な違いは、パワー・フェーズがプレイヤーの間の相互作用を通常では要求さ

れないということであり、会議フェーズではプレイヤーの間の相互作用が要求されるということである。

会議フェーズは複数のセグメントを持つ：

1. 第一プレイヤーを決定する

2. 建物と断片から勝利ポイントを獲得する

3. 会議フェーズのギフトと能力を活性化する

4. 混沌の裂け目セグメント

5. 大和解セグメント

V-D-1. 第一プレイヤーを決定する

第一プレイヤー・マーカーの現在の保有者は、最も大きいパワーを持つプレイヤーにそれを与える。複数のプレイ

ヤーが等しい最大のパワーを持つ場合、現在の第一プレイヤーは等しい最大のパワーを持つプレイヤーのうちの

誰がマーカーを受け取るかについて決定する。(現在の第一プレイヤー自身が等しい最大のパワーを持つプレイヤ

ーのうちにいる場合、自身を選択してもよい。) 混沌(Chaos)は第一プレイヤーとなることは許されず、この決定にお

いては無視される。

新しい第一プレイヤーは、自分の前にマーカーを置く。新しい第一プレイヤーは、それを時計回りの側か反時計回

りの側にセットするかを選択する。第一プレイヤーは、全てのアクション・ラウンドを含めて、次の第一プレイヤー決

定セグメントまで、プレイの順がどちらの側かを選択する。あなたは、あなたの第一プレイヤーのトークンとして他

の物(例えば、我々のカスタムメイドのArachne Solaraのフィギュア)を使用してもよい。そうする場合、あなたの後にそ

のターンを行うことを望むプレイヤーを明白に指示するようにする。例：第一プレイヤーが時計回りに第一プレイヤ

ー・トークンを置く場合、第一プレイヤーの後にアクションを行うプレイヤーはその左に座っている人である。第一プ

レイヤー・トークンの方向は、それぞれの第一プレイヤー決定フェーズに変更することができる。

V-D-2. 建物と断片から勝利ポイントを獲得する

このセグメントの間、プレイヤーは勝利ポイント(Victory Points:VP)を獲得する。パワーを獲得することと同様に、獲得

したそれぞれのVPについて1ポイントづつ勝利トラック上を右にプレイヤーのVPトークンを動かすこと。例えば、あ

なたが4VPを獲得する場合、4ポイントを追加した位置にそれを移動させること。VPは、ターンからターンへと蓄積さ

れ、まれにしか失われない(パワーと異なる)。

プレイヤーは同時にこのセグメントを実行することができる。ただし、勝利トラックの近くに座っているプレイヤーが

全員のために全てのマーカーを移動するならば、混乱がほとんどなくなるであろう。あなたの新しいVPの合計を担

当のプレイヤーに申告し、そのプレイヤーにマーカーを移動してもらうのである。

V-D-2-1 建物からの勝利ポイントあなたがプレイ中であるそれぞれの個々の建物について1VPを得る。例えば、あ

なたが1個の神廟と1個の神殿を持つ場合、これは2個の建物であり、あなたは2VPを得る。あなたが6個の神廟を持
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つ場合、6VPを得る。

記憶しておいていただきたい。いつでもプレイヤーが10VPを達成した場合、The Spikeはただちに破壊される。これは、

ターンの手順の後刻においてプレイヤーにThe Spike上の建物によるの将来のVPを失わせることになることがある。

V-D-2-2 断片による勝利ポイントあなたの紋章の上のそれぞれの完了された断片について一つの勝利ポイントを

獲得する。すなわち、二つのギフトによって。例：嵐の帝国のための断片の一つは、「敵の1個ユニットを殺す」と

「あなたのジグラットを配置する」の両方を持っている。これらの必要条件の両方をともに達成している場合、嵐は

会議フェーズにおいて1VPを得る。

プレイヤーがすべての三つの断片を満たしている場合、プレイヤーは断片について最大3VPを得ることができる。

(見えない神は、この方法で最大4VPを得ることができる。)

V-D-3. 会議フェーズのギフトと能力を活性化する

ほとんどのプレイヤーが少なくとも1個の会議のギフトか能力を持っており、参照に便利なように自分の帝国シート

に記録しておく。このセグメントの間、プレイヤーの順で、プレイヤーが利用可能なものを持っている場合、それぞ

れのプレイヤーは自分のギフトか能力を活性化する。帝国はプレイヤーの順でこれらを活性化する。すなわち、第

一プレイヤーから開始して、それから次のプレイヤーと交代で行う。

例：リッチーは、会議フェーズの最初の部分の間に6VPを集めた。現在、ギフトと能力が行使される時である。混沌

をプレイしているフランクは、リッチーの神殿を破壊するためにBlood Sacrifice(血の供犠)を使用した。しかし、リッチ

ーがその神殿について自分のVPを収集していたために、リッチーは何も失わない。

V-D-4. 混沌の裂け目の闘争

それが続く間、混沌裂け目の闘争はプレイに強烈な影響を及ぼす。しばしば、裂け目を閉じるには、複数の会議フ

ェーズかかる。時には、裂け目は、ゲームの残りの間、開いたまま存在する。

V-D-4-1 The Spikeの破壊

混沌の裂け目の闘争は、The Spikeが破壊された後、最初の会議フェーズに発生する。いずれかのプレイヤーが10

以上の勝利ポイントに達した時にただちに、The Spikeは破壊される。これが発生した時、以下のステップが行われ

る：

・The Spikeの全てのユニットと建物は破壊され、その所有者のプールに戻る。失われたユニットは、狂った神の合計

に対して殺害とは数えない(それらが戦闘やギフトによって殺されていないという理由で） 。

・混沌の裂け目を表示するために、スパイク・タイルのひっくり返しなさい。

・混沌のプレイヤーはこの時点で、一つのルーンに加えて、自分の大災害のギフトをとる。

V-D-4-2 混沌の裂け目の闘争

(裂け目が開いている時) The Spikeが破壊され、地図上に混沌の裂け目のタイルがある時から、あなたはそれぞれ

の会議フェーズの終了時に、混沌の裂け目の闘争を解決しなければならない。これは裂け目が閉じられるまで続く。

混沌の裂け目の争いを解決するために、以下のステップを実行する：

1. 混沌がゲームに参加中である場合、混沌は一つのルーンを受け取る。(これは、混沌がCatastrophe(大災害)のギ

フトを得た時に、The Spikeの破壊について受け取られる一つのルーンに加えられるものである。)

2. 混沌以外のすべてのプレイヤーは、ユニットか建物を選び、地図からそれを取り除き、混沌の裂け目にそれを配

置しなければならない。大神を裂け目に置くことは許されない。

3. 関与の選択：それぞれのプレイヤーはサイコロを1個取り、おわんの形にした手の下にそれを置き、自分が消費

したいと望むパワーの数の目を上へ向ける。(かくして、プレイヤーは最低1から最高6までサイコロをセットしなけれ

ばならない。)

4. プレイヤーの関与の公開：全てのプレイヤーは同時に自分のサイコロの目を公開する。プレイヤーの関与を得る

ためにそれらの値を合算する。混沌プレイヤーのサイコロの目を他のプレイヤーのサイコロの目の合計から減じな

さい。全てのプレイヤーはこの時点で、自分のパワーの合計をその数だけ減らす。プレイヤーが自分の利用できる

パワーより多くの値を示した場合、その貢献は0となり、そのプレイヤーはパワーを消費しない。それゆえ、5以下の

パワーをもつプレイヤーだけが、自分のサイコロの目をはあまりに高くセットすることによって、貢献に失敗するこ

とがありうる。することができることはありえない。

5. 最少のパワーで貢献したプレイヤー(混沌でさえ)は1VPを失う。 「最少」の該当者が複数いる時には、それらに該

当するすべてのプレイヤーが1VPを失う。

6. 合計の関与を決定する－プレイヤーの関与を裂け目にあるすべてのユニットと建物の合計のコストに加える。後

者の数はそれぞれのラウンドにおいて増加する。

7. 混沌の裂け目の強度を決定する：帝国の数(混沌を含めて)に等しい数のサイコロを振る。その合計はこのターン

の混沌の裂け目の強度である。

8. 成功についてチェックする ：合計の関与が混沌の裂け目の強度を上回る場合、プレイヤーは成功する！裂け目

は閉じられる！ボードから混沌の裂け目のタイルを取り除き、Magastaのプールを出現させる。プレイヤーの関与が

混沌の裂け目の強度より小さい場合、プレイヤーは失敗する。裂け目は続き、闘争は次の会議フェーズにも繰り返

される。

9. 混沌の裂け目が閉じられた場合、裂け目によって失われた全てのユニットはそれぞれのプレイヤーのプールに

戻る。

例：混沌、嵐、天空、暗黒がプレイ中である。混沌の裂け目セグメントの開始時に、混沌は自分のルーンを獲得し、

他のプレイヤーのそれぞれは地図から裂け目へと1個の神廟を捨てる(他のプレイヤーは他の何かを捨てることが
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できるが、神廟は安価で、建て替えるのが簡単である)。嵐、天空、暗黒はそれぞれ2、2、5の関与を公開し、これは

合計で9ポイントである。混沌は3を公開し、そのためプレイヤーの関与は9から3を引き、合計が6となる。嵐と天空

は同数の最少のパワーの寄与であったために、それぞれが1VPを失う。裂け目内の建物のコストは3であるので、こ

れは合計の関与に加えられ、それは9となる。混沌の裂け目の強度を決定するために4個のサイコロを振り、出た

目が1、2、2、4で、合計は9であった。混沌の裂け目の強度を合計の関与が上回っておらず、そのため裂け目は少

なくとももう1回のターンの間は開いたままである。

V-D-5. 大和解セグメント

いずれかのプレイヤーが20VPに達した場合、大和解セグメントが引き起こされる。混沌の裂け目が開いているなら

ば、大和解は混沌の裂け目の闘争の直後に起こる。大和解は、神々の戦争の誤りを直す神々の試みを表現してい

る。プレイヤーの順で、第一プレイヤーから始めて、それぞれのプレイヤーは、大和解の審判者となることを選択

する機会を持つ。「はい」と言った最初のプレイヤーが審判者となる。あるプレイヤーが審判者となることに同意す

る場合、そのプレイヤーがこのターンの審判者となり、以降のプレイヤーにはこの役割を得る機会は与えられない。

例：今は大和解セグメントである。天空が第一プレイヤーであるが、辞退した。嵐は順番では二番目のプレイヤー

であるが、審判者となることに同意した。混沌と暗黒(ターンの順では次以降となる)はこのターンの審判者となる機

会を得ることはなかった。この役割は嵐によってすでに勝ち取られている。

・妥協を立法化する

審判者は自分の合計のパワーの半分を消費する(あなたの都合のよいように小数点以下を処理する。つまり、11の

パワーをもつプレイヤーは結局6となる)。審判者はこの時点で5VPを得る。次に、審判者は他のプレイヤーを選び、

そのプレイヤーは4VPを得る。さらに、第三のプレイヤーは3VPを得るように、、最後のプレイヤーが自分のVPを受

け取るまで、受け取る順につき1だけ低下したものを受け取る。例えば、4人プレイヤー・ゲームにおいて、最後のプ

レイヤーは2VPを受け取る。6人以上のプレイヤーが参加するゲームにおいて、最後のプレイヤーは、0やマイナス

のVPを受け取ることがある。全てのプレイヤーが自分の報奨のVPを受け取るならば、妥協は終了し、審判も終了し、

プレイはアクション・フェーズに移る。

V-F. ヒーロークエスト、ギフト、能力

ギフトと能力は、あなたの帝国が特定の条件を満たすことによって得ることができる役に立つ効果である。獲得さ

れた時点から、それらはゲームを通じて有効のままである。それぞれの個々のギフトは非常にあなたの帝国を強化

する。あなたのゲーム戦略の主要な部分は、あなたがゲームの進行中にどのギフトを選択するかとどの順で獲得

するかに関連付けられている。

プレイヤーが選択したギフトは秘密ではなく、他のプレイヤーの要請で公開されなければならない。いくつかのゲー

ム・グループでは、ギフトを獲得した時点で、その名前を宣言しておくという習慣を守っている。(そして、新規のプ

レイヤーがいる場合、ギフトの内容を説明する。)

能力は一般にはあなたの帝国シートの右側にリストされている。すべての神廟ではない建物には能力がある。あな

たの帝国は全体として、常に役に立つ能力を持つが、あなたを衰弱させる能力のように機能するユニークな弱点を

併せて持つ。それに加えて、あらゆる個々の大神は能力を持つ。

V-F-1. ギフトと能力のタイプ

・継続中のギフトと能力これらはいつでも有効である。あなたはそれらを使用していると宣言する必要はない。それ

らはパワーのコストがない(それらにそうでないとの記述がない限りは） 。それらは「あなたがそれらをオフにするこ

とができない」ことを要求する。例えば、Lady of Diseaseの能力は常に「オン(有効)」であり、混沌を含む全てのプレイ

ヤーについて彼女がいるエリアにおいて戦闘を抑制する。

・アクションのギフトと能力これらは、あなたが行うことができる場合にのみ新しいアクションをあなたに付与する。

例えば、嵐がTeleportのギフトを持っているとする。それはボード上のどこへでも雷王(加えて一つの同伴者)を輸送

可能にする。これは移動アクションと同じものではないが、移動と同様の効果を持つ。アクションのギフトはカード

上に記載されたコストを持ち、あなたがそのアクションを行使するそれぞれの時に支払われなければならない。

・戦闘のギフトと能力多くのギフトは戦闘の間に活性化される。それらは戦闘のどの部分(戦闘前、戦闘、戦闘後)

で有効になるかが記載されている。ほとんどの戦闘のギフトは、特定のユニットが戦闘に存在する時にだけ活性化

される。例えば、空のArrogance(傲慢)のギフトは、その皇帝の存在を要求する。戦闘のギフトは、その記述が述べて

いない限り、使用するためのパワーの消費を要しない。

あなたは戦闘のギフトや能力を使用することを要求されない。しかし、デフォルトはそれを使用することである。

・パワー・フェーズのギフト通常、パワー・フェーズに活性化されるギフトは、あなたがそれにリストされた必要条件

を満たす場合、あなたに追加のパワーか他の利益を提供する。たとえば、暗黒の大神はNocturnal Raids(夜襲)ギフト

を持っており、Hellmotherがプレイ中である時には、地獄において彼女の子供である無償のトロールを産み落とさせ

る。

・会議フェーズのギフトいくつかのギフトや能力は、会議フェーズの間に誘発される。これは意外なことではなく、会

議のギフトは会議フェーズのギフトと能力のセグメントに活性化される。

・ギフトを得る （ヒーロークエストを達成する）あなたの帝国シート上には「ヒーロークエスト 」とラベルが付けられた

任務のリストがある。それは三つの断片に分類される(Invisible Godについては四つ)。あなたの帝国シート上にリスト

されたヒーロークエストの必要条件のうちの一つを達成した時にただちに、あなたは自分が選んだギフトを取り、そ

のヒーロークエストの上にそれを置いてもよい(個々のギフトは個々のヒーロークエストとは結びつけられていない)。

１０



たとえ必要条件がもはや真でないとしても、あなたはそのギフトを失うことはない。

例1：天空は、 「あなたのジグラットを置きなさい」と述べる必要条件を持っている。このイベントが起こるとただちに、

天空はギフトを一つ得て、それを自分の帝国シートのそのスロットに置く。後にそのジグラットが破壊されたとして

も、天空はそのギフトを保持する。天空がジグラットを再建したとしても、追加のギフトを得ることはない。

たとえ必要条件が他のプレイヤーのターンの間に満たされたとしても、あなたはギフトを得る。

例2：暗黒がすでにルーンを一つ持っている時に、天空は一つのルーンを得た。これは、嵐の「少なくとも2人の敵プ

レイヤーがルーンを持つ」という必要条件を満たしており、そのため嵐は自分のアクションでなくてもただちにギフト

を得る。

V-G. 帝国の能力と弱点

それぞれの帝国は、ユニークなそれ独自の能力のセットを持っている。これらは、あなたの帝国だけが実行するこ

とができる進行中の効果か新しい特別なアクションである可能性がある。これらは必ずしもギフトとして得られるわ

けではない。ゲームの開始時に利用可能なものもある(ただし、それらを使用するか有効にするには条件や制限が

存在することがある)。

四つの基本的なタイプが存在する：

1. 帝国のユニークな能力

2. 帝国の弱点

3. 建物の能力

4. 大神の能力

V-G-1. 帝国のユニークな能力

これは、あなたの帝国に内在する宇宙の力を表現している。あなたは必ずしもギフトとしてそれを得るわけではな

い。それは常に利用可能であり、進行中である場合、常に有効である。

V-G.2. 帝国の弱点

これは宇宙の突出した(負の)特徴を表現している。あなたの弱点は、通常では除くことができない、進行中の効果

である。

V-G-3. 建物の能力

神廟を除く全ての建物に能力がある(神廟には能力がない)。一般的に、あなたの建物の能力は、あなたの神廟を

除く建物のすべてを通じて類似であるか同一である。

V-G-4. 大神の能力

全ての大神は能力を持っている。これらは、その大神に適用される効果か(しばしば)新しいアクションであるか、そ

の大神がプレイに登場時に一回、利用可能になるものである。例えば、混沌のIrruptionはMagna Materがプレイに登場

した時に発動するが、彼女はIrruptionアクションが発生するエリアにいる必要がない。これらは大神のそれぞれに固

有である。例えば、混沌の帝国は３柱の大神を持ち、固有の三つの大神の能力(神ごとに一つ)を持つ。

V-H. ルーンとギフト

ルーンは、あなたの帝国による秘密の力の練達を象徴している。それらは個々の帝国にとって異なる方法で収集さ

れ、時には他のプレイヤーのアクションか効果によって得られることもある。

V-H-1. ルーンを得る

あなたがルーンを得た時には、デッキからルーンを一つ引き(それを他のプレイヤーに公開することなく)、自分の帝

国シート上に裏返したまま置きなさい。あなたは自由に自分自身のルーンを調べてもよい。いくつかのルーンは勝

利ポイントを提供する。他のものはあなたに特別なボーナスを提供する。いくつかはその両方を行う。

V-H-2. ルーンを公開する

ルーンが公開された時、その効果を活性化し、そのルーンを捨てること。複数のプレイヤーがルーンの使用を希望

する場合、プレイヤーがその使用を宣言した順序で、次々にそれを行う。(タイの場合には、プレイヤーの順に従う

こと。)

い くつかの場合には、ルーンは一時的な進行中の効果を持ち、地図に置かれることがあり、効果が完了した後、捨

てられることがある(備忘のためにあなたの帝国シートに表を向けてそれらを残しておく)。

ルーンが捨てられた時には、ルーン・デッキの隣に捨て札用の置き場にそれらを表を向けて置いておく。それらは

再び決して引かれることはない。ルーンが尽きてしまうという可能性の低いイベントでは、ルーンはこれ以上再び引

かれることはない。何も残っていない時にプレイヤーがルーンを「得る 」場合、そのプレイヤーはその代わりに1VP

を得る。

・アクション・フェーズの間のルーン

いずれかのプレイヤーのアクションが完了された後、たとえそれがあなたのターンでなくとも、たとえあなたが0のパ

ワーしか持っていないとしても、ほとんどのルーンは公開されてもよい。

例：ガイは2個の弓兵を持ち、彼のアクションはフランクに対する戦闘である。戦闘サイコロを振った後、ガイはフラ
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ンクの単独でいる建物があるエリアにユニットを残したことにより、それを征服することができる。ガイは高笑いしな

がら、フランクの神殿を取り替えるために手を伸ばす。フランクは自分の神殿を救うためにエリアにユニットを置く

ためにLifeルーンを公開したいと希望した。しかし、フランクはガイの戦闘アクションが完了後まで、これを行うこと

ができず、それまでには、彼の神殿はすでに征服されている。

いくつかのルーンは「戦闘ルーン」である。これらはあらゆる戦闘の間に公開することができる(必ずしも、あなたが

参加する戦闘である必要はない)。単にあなたが戦闘の適切な部分(すなわち戦闘前、戦闘中、戦闘後)の間に、ル

ーンを公開すると宣言するだけである。あなたが戦闘の外で戦闘ルーンを公開した場合、あなたは依然としてそれ

が与えるあらゆるVPを受け取ってもよいが、あなたは他のあらゆる利益も失う。

・会議フェーズの間のルーン

ルーンはこれらのフェーズのいつでも公開されてもよい。戦闘のルーンがこの時に公開される場合、それにはその

VPボーナス(存在する場合)を除いて効果がない。

・ゲームの終了時のルーン

あなたは常に、ゲームの終了の前に勝利ポイントのために全てのルーン文字を公開してもよい。

VI. 勝利 ：ゲームの終了と勝利

プレイヤーのマーカーが勝利トラックの40に達するか、超えた時に、そのゲームは終了する。全てのプレイヤー

は、終了の前にルーンを公開することができる。大部分のゲームは、しばしば会議フェーズの大和解の間に終了す

る。たとえ誰かが大和解の前に40+勝利ポイントに到達していたとしても、それが会議フェーズである場合、得点が

比較される前に、ゲームはフェーズの終了まで続行される。

時々、プレイヤーが40の合計に到達するために勝利ポイントについてルーンを公開した時には、ゲームはアクショ

ン ・フェーズで終わることがある。これが発生した場合、他の全てのプレイヤーもまた、最初に宣言したプレイヤー

に対抗する試みとして、自分のルーンを公開してもよい。この場合、プレイヤーが40勝利ポイントに到達するアクシ

ョンの終了後、ゲームは終了し、いかなる追加のアクションも行われない。

プレイヤーがパワー・フェーズの間に40勝利ポイントへの到達を達成した場合、ゲームはそのパワー・フェーズの

終了の時点で終わる。

あらゆる場合において、最も多くの勝利ポイントをもつプレイヤーが最終的な勝者である。2人のプレイヤーが最も

多くの勝利ポイントを持つという点でタイである場合、それらのプレイヤーは勝利を分け合うことになる。

・序盤のゲームでは、あなたのパワーの基盤を増やすことに集中しなさい。高いパワーは、あなたにより多くの選

択肢を与え、機会を作ることになる。

・自分が何をすべきかがよくわからない場合、自分のヒーロークエストを見なさい。あなたがヒーロークエストを達

成することによって新しいギフトを得ようと努力する限り、あなたは悪くなることがない。

・全てのギフトは何らかの方法であなたを強化してくれる。時には、あなたは戦略としてターボチャージャーのよう

に(コンボのように)それらを組み合わせて使用することができる。

・大神は死ぬことがあるため(その後にそれを再召喚しなければならない)、あなたが他のユニットによってそれを保

護することができる前にはそれを出さないこと。

・混沌の裂け目を閉じることは試みる価値があるかもしれない。それはあなたのユニットや建物を救ってくれるし、

各ラウンドのパワーの流出を防ぐことになるかもしれない。そして、混沌の裂け目が開いている間は、混沌が各会

議フェーズにつき一つの無償のルーンを得ることも思い出していただきたい！

VI-A. ゲームを離れるプレイヤー

時には、プレイヤーはゲームを未完了のままにして離れなければならないことがある。Gods Warにおいて、これを管

理する方法をここに示しておく。

・最初に、第一プレイヤーから開始して、テーブルのプレイ順に、各プレイヤーに、そのプレイヤーが帝国を変更し、

新しいコントロールされていない帝国を引き継ぎたいかどうかを尋ねなさい。引き継ぐ意思を示した場合には、その

プレイヤーはそうする。そして、そのプレイヤーの旧帝国はコントロールされていない帝国になる。

・地図上全てのコントロールされていない帝国のユニットと建物は、手つかずのまま残される。

・各ターンにコントロールされていない帝国のパワーと勝利ポイントを追加し続けること。

・混沌の裂け目の間、その帝国は常に3パワーを宣言する。その帝国は裂け目にユニットを寄与しない。

・コントロールされていない帝国は大和解の審判者となることがない。

・コントロールされていない帝国は、それぞれのターンのその最初のアクションとして、常にパスし、そのパワーを0

に落とす。

・コントロールされていない帝国が攻撃される場合、(この戦闘の当事者であない)最少のVPを持つプレイヤーはそ

のユニットを一時的にコントロールし、すべての必要な選択(どこに敵ユニットを退却させるといったこと)を行う。最

少のVPを持つプレイヤーが複数いる時には、ターン順で最後に行動するプレイヤーがこの責任を引き受ける。

VII. プレイヤーのためのヒント

VII-A. 一般的なヒント

一回のゲームのプレイは、序盤のゲームと終盤のゲームの二つの主要な段階に分けることができる。

・最初の2回の一連のターンである序盤のゲームでは、パワーの基盤を建設することを試み、一つか二つのギフト

を得て、少数のユニットを召喚しておく。あなたは最初のターンの終了時までには二つの種類の建物を望むことに

なる(例外：混沌)。序盤のゲームにおける戦闘は、しばしば、ヒーロークエストの必要条件に焦点があてられ、戦略
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的というよりむしろ機会主義的である。この時点では、幅(初期のVPのリードのための多数の神廟)よりもむしろ深さ

(パワーのために、建物の多様性)を通常ならば選ぶことになる。

・中盤のゲーム、これはほとんどのエリアが建物を含んだ時点から始まる。本気の軍の動員を開始し始めること。

ギフトに焦点をあて、地図上の拠点を維持しなさい。勝利ポイントの点であまり落伍しないように。

・終盤のゲーム、これはあなたが大神を召喚した時点から始まり、あなたのベルトには3～4個のギフトを持っている

ことであろう。混沌裂け目は開き、おそらくは閉じられていることだろう。この時点で、戦闘の目的は変わっている

～あなたは自分の領域を広げる代わりに、敵の勝利ポイントの獲得が少なくなるように、敵の建物を減らそうとす

る。一人のプレイヤーが勝利ポイントの点で突出している場合、あなたは他の帝国と結んでその帝国に対抗するよ

うにすること。あなたが突出するプレイヤーである場合、そのような同盟を解体するように努力すること。

VII-B. 「混沌(Chaos) 」 をプレイする

あなたが原因かどうかは関係なく、混沌は破壊にふけることになる。あなたのギフトの半分は、他の人々の活動に

よって得られる。あなたの安価な神は致命的である。あなたが一つだけの建物のタイプを持つため、混沌はパワー

の点では低い可能性があるが、混沌はまた根絶するのが難しい。

ゲームが進むにつれ、あなたのギフトと能力はあなたの敵の戦力を弱らせることになる。あなたは、それらのため

に多くの軽い方法でより過酷なゲームを行う。 I Fought We Won(我は我らが勝利のために戦う)は、あなたの敵を弱め

つつ、あなたを助ける。Blood Sacrifice(血の犠牲)は脅えさせ、不快にさせる。疫病の女主人(Lady of Disease)のための

特注品である。Oblivion(忘却)は、ゆっくり敵の帝国を侵食する。あなたの毒は時間とともに蓄積されるので、あなた

は迅速な勝利を満たすことはないが、襲撃行を経験することは面白い。

あなたのギフトのいくつかは序盤に取った時に最高のものであるので、あなたは序盤のゲームにおいて慎重にそ

れらの間からどれかを選択しなければならない。Irruption(侵入)の追加のパワーと防御は時間とともに次第に最良

のものとなる。Oblivion(忘却)は序盤のゲームであるほど効果的である－後になると、プレイヤーは失うユニットを選

べるようになる。そしてもちろん、I Fought We Won(我は我らが勝利のために戦う)は常に選択肢としてある。あなたの

最初のギフトは、いくつかのターンの間、あなたの戦略を決定することになるだろう。

あなたがIrruption(侵入)を持つまで、Broosの召喚を待つ気になっているなら、これは弱気の賭けである。序盤に登場

した少数のBroosはあなたの敵を弱め、敵の神廟を一掃することができる。あなたは自分の混沌の巣を防御する必

要がない。それにもかかわらず、それらは安い。それらが破壊されるままにまかせ、直後に新しいものを置きなさい。

できるだけ多くの混沌の巣をプレイ中であるように維持しなさい。あなたの6個に対してあなたの敵が10個の建物を

持つことを忘れないように。そのため、あなたは常にあなたの敵を取り除かなければならない。さもないと、あなた

は勝利ポイントの点でおくれをとることになる。

あなたは中盤から終盤のゲームにおいてその最大戦力に達した時点で、恐ろしい損害を敵に負わせることができ

るようになる。あなたは大神で侵略し、Oblivion(忘却)を使って次の会議フェーズで敵の貴重な建物かユニットをむさ

ぼり喰うと脅迫することができる。混沌の裂け目はそれが発生した第2か第3のターンにおいてあなたのために生産

し(あなたの敵を傷つけ)始める。この時点で、一つのIrruption(侵入)は、実際に波乱を引き起こすことができる。あな

たの大神を注意深く配置することで、Blood Sacrifice(血の犠牲)の効果を最大に発揮することができる。

中盤か終盤のゲームでは、エリアを掃蕩するために時宜を得たUnholy Trio(罪深いトリオ)の使用を行い、思い切って

Mad Godを送り込みなさい。あなたがエリアを掃蕩しようとする時に、命中を吸収するためにMad Godに1～2のbrooを

随伴させて確実なものとすること。

・Blood Sacrifice(血の犠牲)→序盤にこのギフトを取り、これを使用せよ！Lady of Disease(病気の女性)は常に敵の建物

のある位置にいなければならない。忘却とともに倍の効果で使用すれば最高である。

・Catastrophe(大災害)→何も悩む必要はない。文字通りのものである。

・ I Fought We Won(我は我らが勝利のために戦う)→あなたがパワーに困っている場合、これは助けになる。ただし、し

ばしば、これは混沌にとって何も考えていない最初の選択となってしまうため、それを選択する前にOblivion(忘却)か

Imbed(深掘)を選択した方がより望ましいかどうかよく考えなさい。

・ Imbed(深掘)→深掘された巣は掘り返すことが驚くほど困難で、追加のパワーは時間とともに有益になる。

・Oblivion(忘却)→このギフトの長所は、あなたが敵ユニットをゲームから取り除くことではなく、あなたがそうすると

いう恐怖が敵を麻痺させることである。

・Unholy Trio(罪深い三重奏)→敵と戦闘する時に最高である。また、Mad God召喚へのジャンプスタートでもある。

VII-B-1. 混沌を妨害する

混沌に対しては、領地を基礎として打撃を与えるのが最も簡単である。ゲームのかなり終盤まで、混沌はちょうど

一つのエリア(Magna Materがいる位置)において、効果的な戦闘を戦うことができる。これは、混沌をその周辺に沿っ

て攻撃を受けやすいものにする。あらゆるターンに混沌の巣のうちの一つを根絶しなさい。終盤のゲームでは、Mad

God(狂った神)は止められない。しかし、混沌が勝利ポイントで遅れをとった場合、それは問題にならない。混沌の

裂け目を最小限の入札で継続させてしまうという罠に陥らないように。あなたが追加のパワーを本当に必要として

いるか、あなたが他のプレイヤーの離脱させる計画を確実なものにしたいのではない限り、それを閉じる試みはよ

い教義となる。

VII-B-2. 混沌 ：エピローグ

「そいつらは、狂った昆虫の氾濫のように丘を越えて殺到した。悪臭がそいつらから立ち昇り、その悪臭は我々の

戦士たちを窒息させた。ブルーは残忍であった。ただし、それを殺すこと自体はたやすいことであった。なぜなら、
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やつらはその女神のためにのみ血を求め、それ自身の死を全く気にかけなかったからである。それでも、やつらは

殺到し続け、致命的な負傷を負ったものでさえ我々を虐殺した。やつらの神さえ同じであった－巨大な宇宙的存在

が我々の戦列へよろめきながら不器用な突撃をかけ、死を我々の軍に撒き散らしたばかりでなく、それ自身の兵た

ちもその蹄の下にかけて粉砕した。 」

Sandy Petersen

VII-C. 「暗黒(Darkness) 」 をプレイする

暗黒は捕食者であり、腐肉漁りである。あなたは、敵が強いところでそれを打倒するよりむしろ、弱点を嗅ぎつけて

それを活用する。四つの建物のタイプを持つあなたはあらゆる帝国の中で最も高いパワーとVPの可能性を秘めて

いる。しかし、その可能性にまで達するには高いコストがかかる。地獄から打つあなたの能力は奇襲攻撃となり、

地獄において隠れるあなたの能力は報復を避けることになる。序盤から、あなたは自分の大きなヒーロークエスト

のために他の派閥からそのトロフィーを獲得しなければならない。MistressのHunger(飢餓)はこの事についてはとても

役に立つ。

終盤のゲームにおいて、Fear(恐怖)とPsychopomp(魂の導き手)のコンボは、地図全体に渡って荒れ狂い、ほとんど戦

いを探し求めることなくあなたに報酬を与えてくれる。Spectral Form(非実体化)とHellmother(地獄の母)のNocturnal

Raids(夜襲)は、あなたがこれらの戦闘のすべてで生き残ることを支援する。

初心者に共通するミスは、地獄において、暗黒の神殿やジグラットを建築することである。これはその建物の特別

な力をあなたから奪うことになる。地上にあなたの視線を維持しなさい！地獄を避難所として取り扱い、作戦の基

地として取り扱わないこと。

天空は、あなたを説得して地獄からSun God(太陽神)を脱出させようとするかもしれない。しかし、真実は、彼を解放

することができるあなたの唯一のユニットはHellmotherであり、通常であれば彼女は他に行うべきことがある。

・Ancestor Worship(先祖礼拝)→中盤から終盤のゲームで最高である。Castle of Lead(鉛の城)は、長い目で見れば、ジ

グラットより安く、多くのパワーをあなたに与えてくれる。しかし、このギフトのためには、依然として、Castle of

Lead(鉛の城)の前にあなたのジグラットを置くことが必要である。

・Black Market(闇市場)→あなたは、このギフトの価値を最大に発揮するためには、狡猾でなければならない。常にあ

なた自身でルーンを「買う 」必要はない。その代わりに、そのルーンを直接あなたを傷つけるのに使用しそうにない

プレイヤーを買い手として選びなさい。

・Fear(恐怖)→通常、あなたはあなたの犠牲者を地獄に行かせる一方で、時には相互の利益のためにそれらを関心

があるエリアへ移動させることもある。

・Psychopomp(魂の導き手)→あなたの敵をいらいらさせ、終盤のゲームのあなたの襲撃を促進する面白いギフト。

・Hunger(飢餓)→あなたが他のすべての帝国からユニットか建物を除去するのに必要であるならこれをプレイするた

め、しばしば、あなたの最初のギフトとなる。

・Spectral Form(非実体化)→あなたの軍の他のユニットを守るための能力としてあなたに亡霊を与える。

VII-C-1. 「暗黒 」を妨害する

暗黒は不快の原因であるが、機会主義的である。第二ターンの早い段階で、彼女はあなたが第一ターンに建設し

たその貴重な神殿を破壊するために、地図上のどこにでも4個のトロールを送り込むことができる。そのため、それ

を無防備のままにしないこと！一般に、慣用句とは逆だが、あなたの最高の攻撃は良い防御である。彼女が襲撃

してくる場合には、重要な建物に防御を付けておくか、即時の復讐を構えておく。彼女はより容易い餌食に向きを

変えるかもしれない。暗黒は戦闘サイコロに関しては弱いため、中規模から大規模な軍は彼女に対して効果的で

ある。

VII-C-2. 暗黒 ：エピローグ

「我々は大きな城内でこだまする彼女の声を聞くことができたが、それが何を言っているかがわからなかった。彼女

が城壁を這い上がると、我々は仰天した。Cragspider the Firewitchは美と恐怖の両方を備えていた。彼女の髪と手は

魔法の力で輝いており、彼女は我々に貢物として我々の捕虜を引き渡せと命令した。恥になるとしても従わないこ

とはあまりに恐ろしいことであった。我々は彼女が出した命令通りに行った。」

Sandy Petersen

VII-D. 「天空(Sky) 」をプレイする

あなたの最も重要な最初の懸念は、Sun God(太陽神)を地獄から脱出させることである。幸いにも、あなたは他のプ

レイヤーに提供するための三つの異なる賄賂を持っている。他の帝国があなたの神を解放する場合、直接それら

に利益を与えるヒーロークエストの必要条件が二つとルーンが一つである。あなたが選んだ同盟者があなたを裏切

る場合、あなたはいざという時にそれらの必要条件を再プレイし、あなたが同様に利益を得るためにNoblesse

Oblige(高貴なるものの義務)を使用することができる。あなたはまた、あなたのライバルに暴力を行使するためにCall

to Justice(正義を呼ぶ声)を使うことができる。

あなたの帝国は、調整、将来の予想、外交、貴族階級に重点を置いている。あなたは、手に負えない敵の帝国に

報いるか、懲らしめるためにアメとムチの両方を身につけている。あなたの建物は特に破壊するのが困難であり、

内側で支援するごく少数の弓兵とともに行使されるShanasseはあなたの敵に対してほとんど克服できない障害をつ

くることができる。残念なことに、あなたは攻撃において他の派閥ほど強力ではないが、少しだけ計画することで、

あなたは曙(Dawn)を使って止められない不意の征服をうまくやることができる！
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・Arrogance(傲慢)→防御と攻撃の両方について素晴らしいものである。これとともにあるなら、あなたの皇帝はゲー

ムにおける最高のユニットのうちの一つである。

・Call to Justice(正義を呼ぶ声)→例えば、英雄を誘拐することによってあなた自身のユニットを移動するか、戦闘計

画を台無しにするために、他のプレイヤーの対応を強要するために使用することができる。太陽神が地獄にいる間、

あなたは自分の各ターンにあなたの重要な敵を引きずり込まなければならない。暗黒でさえ、亡霊やMistressを地獄

から引きずり出されることによって不快にさせられる。その一方で。・Noblesse Oblige(高貴なるものの義務)→あなた

がパワーに不足していない限り、一回のターンごとにこれを行うこと。4パワーで、あなたは1VPと2個のルーンを得

て、他プレイヤーに強い影響を与える。それらはあなたの好意を得るために競うことになるだろう。あなたはまた、

あなたの敵の一つを引き受けてもらうために、より弱い派閥を後援することができる。

・Shanasse(シャナッセ)→あなたの弓兵のための素晴らしい位置はSkydomeである。そこでは、彼らは世界の多くをそ

の矢でおおうことができる。

・Solar Power(太陽パワー)→太陽神が地獄から出てしまった時から、終わることのない喜びの源泉となる。終盤のゲ

ームでは、これはしばしばパワーの点で採鉱に使用されるものとなり、Noblesse Oblige(高貴なるものの義務)のコスト

を相殺する。

・Sunspear(太陽の槍)→フェニックスを召喚するものではない。常に、Sunspearを通してフェニックスを置きなさい。そ

れは、敵の攻撃を粉砕するばかりでなく、同じ くらいあなた自分の攻撃の準備となる。

VII-D-1. 天空を妨害する

天空は地獄を逃れるために高い代償を支払うことになる。天空の建物は神殿のレベルにアップグレードされてしま

うと一掃するのが困難で、そのため生き残った神廟を取っておかないと、後にその代償を払うことになる。天空は

危険なレベルまで達するのに時間がかかり、しばしば大軍をもつ余裕がないので、天空に対して序盤のリードを利

用しなさい。地図上の全てのエリアが建物で満たされる場合、太陽が足場を得ることは困難になる(例えば、暗黒

や混沌とは異なる。それらは常にニッチを見つけることができる)。

VII-D-2. 天空 ：エピローグ「ゆっくりと、死の神はその顔を上げた。幽霊は前に進み、叫んだ、「すべてのものの支配

者を解放するために、ついに奴らがやって来た」 。我々のチャンピオンは地獄の鍵を持ち、大きな石の錠の下へと

歩んだ。扉が動き始め、突然、ホール全体が光で塗りつぶされた。文字通り、死の神は燃え出していた。大気は灼

熱の鳥と喜びの矢の雨で満たされ、賛歌が夜明け(最初の夜明け)に向けてわきあがった。」

Sandy Petersen

VII-E. 「嵐(Storm) 」をプレイする

嵐は古典的な暴れ者である。あなたは嵐を出し抜くことはできるが、常にそれを制圧することはできない。あなたは

潜在的な良い攻撃能力を持っているが、ギフトについては遅咲きである。あなたがギフトを前進させることが可能

になるには、しばしば他のプレイヤーの前進を待たなければならない。

あなたの移動はこのゲームにおいて最高であり、はるかに抜きんでている。あなたの神殿は地図を飛び越えた打

撃を可能とし、その一方で、Whirlwind(旋風)とTeleport(テレポート)は自分の軍隊の集結を可能にする。

序盤から中盤のゲームでは、建物よりむしろ軍隊を招集することに集中しなさい。もちろん、あなたはパワーの生

産を維持するために十分な建物を必要とするが、征服に注力するために、建物の建設はより遅くまで待ちなさい。

序盤には下位を維持しておくことによって、あなたはあなたの軍隊を強めるための追加パワーを発生させる

(Inferiority Complex(下位のコンプレックス)を持つことに感謝)。

終盤のゲームでは、あなたはあらゆるものをつぎ込む必要がある－あらゆる嵐の勝利はいらいらがつのる後から

来た者の勝利である！終盤では、ついにCourage(勇気)と Insurgency(反乱)をコンボとすることで利益を得ることができ

るようになり、あなたの敵を打ちのめしながら、ルーンを得て、神殿を静かに置く。

・Courage(勇気)→あなたが敵の大集団を狙うことを奨励する。幸いにも、あなたは最終的に戦闘を耐えぬくのに必

要なツールを持っている。それでも、あなたがそれらのツールを手にする前には、これは序盤に達成するには良い

ヒーロークエストではない。

・ Insurgency(反乱)→これがまた、鉛の城や混沌の巣のような特殊な建物すら変換することができることを記憶してお

いていただきたい。それはまた、あなたが敵によって神殿を失った時に、あなたが容易にそれを取り戻すことができ

ることを意味する。

・Single Combat(単独の戦闘)→あなたを危険な組合せである柔軟で予測できないものにする。

・Teleport(テレポート)→敵を誘拐し、戦闘に増援を加えることに役に立つ。

・Weather Control(天候制御)→あなたは、あなたの帝国をジャンプ・スタートするための序盤のギフトとしてか、終盤

のゲーム・ターンのスーパー・チャージャーとして使用するために、これを取ることができる。他の1回使用のギフト

とは異なって、あなたがこれを取った瞬間にその引き金が引かれることを記憶しておいていただきたい。

・Whirlwind(旋風)→建物の守備隊としてStormbrothersを配置させ、それでも、重要な戦闘のために利用可能な状態に

おいている。

VII-E-1. 嵐を妨害する

嵐を撃破することの鍵は、嵐が序盤のゲームにおいて勝利ポイントに関してあなたに大きなリードを許してしまうと

いうことである。あなたの課題は、嵐がゲームの終了時に追いつくことができないほど、あなたのリードを堅実なも

のにすることである。雷帝Orlanthが出現する前に、あなたがリードを維持することができるならば、あなたは序盤の

戦闘において嵐を刈り取っておくことができる。
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VII-E-1. 嵐 ：エピローグ

「雨は豪雨となり、落雷はあまりにも頻繁だった。その落雷はあたかも雷の頭を持つものが炎の足で歩むかのよう

に思われた。そして、ケルムおじは叫び声をあげ、嵐の目を指し示した－人も動物も大気中を舞い上がり－乱暴に、

荒れ狂って雲を通して自分自身を投げ捨てていた。この光景より抜きん出て、雲の頂は巨大な怒り狂う顔をつくり

始めた。」

Sandy Petersen

VIII. 用語集

・エリア(Area)－地図かサイドボード上のユニットや建物を含むことができる場所。

・攻撃側(Attacker)-ち ょうど戦闘を宣言したところの帝国

・戦闘能力/効果(Battle Ability/Effect)-ギフトか特殊能力を通じて得られる。それらは戦闘前、戦闘、戦闘後に再分類

される。

・建物(Bulding)－あなたの帝国の礼拝所。建物は殺されたり、敗走することができないが、破壊されたり、征服され

ることがある。

・征服(Conquest)－戦闘の後、敵の建物を自分のものと取り替えるプロセス。詳細については戦闘のルールを参照。

・防御側(Defender)－宣言していない戦闘に参加する帝国。

・除去(Eliminated)－ユニットはさまざまな方法で破壊可能である。ユニットがボードから取り除かれる時、それはあな

たのプールに戻り、いくつかの例外はあるが再び召喚することができる。

・帝国(Empire)－グロランサの覇権をかけて争う国もしくは神々。ゲームにおいて、あなたはこれらの帝国のうちの

一つを指揮する。

・敵(Enemy)－他のプレイヤーによってコントロールされるユニットまたは帝国。すなわち、あなたではない。

・第一プレイヤー(First Player)－第一プレイヤー・マーカーを持つプレイヤー。

・断片(Fragment)－あなたのエレメントの紋章の三つのセグメント(見えない神については四つのセグメント)。それぞ

れの断片は二つのギフトのためのスロットを持つ。あなたは、断片の中にギフトを持つことによってパワーや勝利

ポイントさえ得ることができる。

・地獄(Hell)－黄泉の国。サイドボード上の二つの隣接したエリアから成る。

・ヒーロー(Hero)－ほとんどの帝国はヒーローを持ち、これは特に役に立つユニークな死の定めを持ったユニットで

ある。全てのヒーローは、それらをさらに強化する戦闘タイプのギフトと関連している。

・ヒーロークエスト(Heroquest)－プレイヤーが自分のギフトのうちの一つを得るために達成しなければならない任務。

・ギフト(Gift)－プレイヤーがヒーロークエストを達成した時に、プレイヤーによって受け取られる特殊能力。それぞ

れのギフトは、特定の帝国に固有である。

・神(God)－不死の精霊で、あなたの帝国の一部である。小神と大神に再分類される。

・紋章(Emblem)－あなたのシートの右側の大きなルーン、ギフトのためのスロットが示されており、三つの断片に再

分割される(見えない神については四つ)。

・断片(Fragment)－あなたの紋章の三つの部分のうちの一つ。達成されたギフトは、断片のうちの一つに登場する。

断片がそれぞれ1個か2個のギフトを含む時、それはパワー・フェーズと会議フェーズの間に、それぞれ1ポイントの

パワーと1ポイントの勝利ポイントをかせぐことができる。

・大神(Greater God)－強大な存在。あなたの帝国の支配者。ほとんどの帝国はちょうど一柱だけの大神を持つ。

・地獄(Hell)－地下世界を表現するサイドボード。ここにいるユニットは、死といまだ生まれていないものの間の、世

界の下にいる。それは内部と外部に再分割される。

・ヒーロー(Hero)－手先よりも上位にたち、特殊な注記を持つ。全てのヒーローは、それらと関連する役に立つ戦闘

ギフトを持つ。

・ギフト－ユニークな新しい効果。ヒーロークエストを達成することによってあなたの帝国のために得ることができる。

・ヒーロークエスト(Heroquest)－ギフトを選択し、獲得するために、あなたが実行しなければならない任務。

・殺害(Kill)－これは主として、戦闘のサイコロを振って得られた「殺害」の結果によって生み出される。一般的には、

他の手段によって破壊されたユニットは、 「殺害された」というよりも 「除去された」と呼ばれる。

・陸地(Land)－ 「海(Sea) 」か 「大洋(Ocean) 」の名をつけられていない地表世界上のエリア。

・小神(Lesser God)－小さな力を持つ不滅の精霊。全ての小神は、それらをさらに有効なものにするギフトと関連して

いる。

・マガスタのプール(Magasta's Pool)－混沌の裂け目が閉じる時点においてのみ見えるようになる地図の中央の部分。

・手先(Minion)－死すべき定めのもの。神々の信者。あなたの帝国の支持者。全ての派閥に死すべき定めのものが

いる。それは通常1の戦闘を持ち、あなたの最も安価なユニットである。

・死すべき定めのもの(Mortal)－あなたの帝国のこの世のメンバー、手先とヒーローに再分類される。

・進行中(Ongoing)－その条件が満たされる限り、永久に効力を有するギフトや能力。

・パワー(Power)－プレイヤーがアクションを行い、臨時の他の任務を実行することを可能にするために消費される

ポイント。それらはパワー・トラックの上で記録される。

・ルーン(Rune)－特殊な１回だけの強化のために、いずれかのアクションの後やパワー・フェーズか会議フェーズの

間に公開することができるカード。

・海(Sea)－ 「Sea(海)」または「Ocean(大洋)」と名付けられる地表世界上のエリア。

・サイドボード(Sideboard)－地図の付属物。

・天空(Skydome)－世界より上の天空のドーム。サイドボード上で二つの隣接したエリア（天国と月）から成る。
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・地表世界(Surface World)－ゲームボードの主要部分。

・ユニット(Unit)－すべての死すべき定めのものと神(しかし、建物はそうではない)

・勝利ポイント(Victory Points)－勝利トラック上で記録される。これらは特定のゲーム・イベントを誘発し、同様にゲー

ムの終了を誘発し、最終的に誰が勝利したかを決定する。

・VP－勝利ポイント(Victory Points)の省略形

IX. 頻出の質問と回答

Q. The spike(スパイク)がパワー・フェーズの間に粉砕される時に、私は先にその上にある建物から自分のパワーを

計算するのか？

A. 通常はそうである。建物による基本のパワーはギフトや能力が発動する前に得られるためである(通常、VPsを受

け取った時にThe spikeが粉砕される可能性がある)。このリスクがある場合、あなたは段階的にターンを実施しなけ

ればならないかもしれない。

Q. 私が戦闘の結果としてギフトを得る場合、それが実施される時はいつか？例えば、私が最後に必要とされた敵

を殺害した結果として、暗黒のギフトを得て、Spectral Form(非実体化)の獲得を選択する場合、私はただちに私の亡

霊たちについてそれを使用することができるか？

A. 戦闘から得られるギフトは戦闘が完了した後に得られる。これはそれらが得られた戦闘においてはそれらを使用

することができないことを意味する。

Q. 単独の建物が攻撃され、それが全ての攻撃側を殺害するか、敗走させる場合、どうなるか？それは依然として、

征服されるか破壊されるのか？

A. いいえ、戦闘終了後に敵ユニットがそのエリアの中に残らないためである。

Q. あなたが神殿かジグラットを持たない限り、いくつかの大神は召喚することができない。それらの神は神殿かジ

グラットで召喚する必要があるか？

A. いいえ。それらは神廟で召喚することができる。あなたは、地図上のどこかに神殿が存在している必要があるだ

けである。

Q. エリア内の私のユニットが合計で0の戦闘サイコロしかない場合、私は戦闘を宣言することができるか？

A. はい。単独でいる建物が戦闘を宣言してはならないことを除く。

Q. 混沌の裂け目が開く前に、混沌はCatastrophe(大災害)ギフトを取ることができるか？

A. いいえ。

Q. Catastrophe(大災害)のためのヒーロークエストの必要条件は、私が1個のルーンを取ることと述べている。次に、

混沌裂け目の闘争の開始時に、そこでも私が1個のルーンをを取ることと述べている。これは、同じルーンであって

もよいか？

A. いいえ。混沌はスパイクが粉砕された時に、1個のルーンを得て、その後、もう1個のルーンを混沌の裂け目セグ

メントの開始時に得る。これは、混沌がスパイクの破壊から最低2個のルーンを得ることを意味する。その後、裂け

目が開いている時のそれぞれの以降の会議フェーズにさらに1個を得る。

Q. 私は同一のエリアに二つの混沌の巣を置くことができるか？

A. いいえ。もちろんできない。通常の制限は、エリアにつき1個の混沌の巣と1個の通常の建物である。これが特定

のルーンと能力の手段によって侵害される一方で、あなたは(1) 他のいかなる混沌の巣が存在せず、なおかつ(2)

他のプレイヤーに属している0個か1個の建物が存在するエリアにおいてのみ、混沌の巣を建設することができる。

かくして、変化のルーンが一つのエリアにおいて2個の神廟を作り出す場合、あなたはまたそのエリアに混沌の巣

を加えることができない。

Q. Magna Materが地獄を出ているか、他のユニットに地獄を出る許可を与えた場合、彼女の戦闘値を決定するにはど

うすればいいか？

A. それが必要である瞬間に、1d6のみを振ること。戦闘値を決定するために、この結果を使用すること。それは、瞬

間から瞬間に変化するものである。例えば、あるプレイヤーがMagna Materに地獄を去るための許可を求めたとする。

彼女について振って出た目は1であった。これはそのユニットが去るのを許すのには十分なものではなかった。そう

して、その代わりに彼は彼女を攻撃する。彼女はこの時点で、戦闘における彼女の合計値を決定するために5を振

った。

Q. ユニットが殺害された後、Mad God(狂った神)のマーカーはいつ増加するか？

A. ただちに。そのため、戦闘前に殺害されたユニットは、戦闘に関して彼の戦闘力を改善するかもしれない。

Q. 二柱の混沌の大神が同じエリアにいる場合、それはそのエリアにおいて二回のBlood Sacrifice(血の犠牲)を使用

することができるか？
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A. はい。しかし、それらは二つの異なる帝国を目標としなければならない(そのエリア内に両方がいること)。また、

忘却がプレイ中である場合、両方のそれらの帝国はOblivion(忘却)の影響を受けることがある。

Q. 混沌が太陽神に対して1回の殺害を得点し、忘却が活動中である場合、天空の神は、太陽神が永久にゲームか

ら取り除かれるか、太陽神が地獄に戻るだけかを決定する必要があるか？

A. 太陽神は殺害されることがなく、彼は忘却の効力を免れる。

Q. Insurgency(反乱)、いくつかのルーン、その他の能力によって、混沌以外の二人のプレイヤーが一つのエリア内に

建物を持つ場合、混沌は混沌の巣をそこで建設することができるか？

A. いいえ、巣が「一人のプレイヤーの建物」のみを含むエリアにおいて建設することができるからである。

Q. 深掘された混沌の巣はどのようなものか？嵐は、深掘された混沌の巣を神殿に置き換えるために、その

Insurgency(反乱)のギフトを使用することができるか？建物を即座に破壊する他の方法(例えばMoonburn)はどうか？

A. Insurgency(反乱)は深掘された混沌の巣を破壊することはないが、それを征服するため、その巣は神殿と置き換え

られる。一般的に、戦闘以外で建物を除去する方法(Moonburnを含む)は、深掘された巣を通常の巣と置き換えるだ

けである。注目すべき例外は、その巣が何かと置き換えられる時である。

Q. 暗黒が建物を征服する(それを破壊する代わりに)場合、彼女はその建物を取り、関連するヒーロークエストのた

めにそれを彼女の帝国シートに置くことができるか？

A. いいえ. 建物はこのヒーロークエストに数えるためには破壊されなければならない。

Q. 暗黒が太陽神に対して1回の殺害を得点し、これが彼女が殺害した最初の天空のユニットである場合、彼女はそ

のヒーロークエストが達成されるまで、彼女の帝国シート上に太陽神を置くことができるか？

A. いいえ. 彼女は単に太陽神を地獄の方へ移動するだけである。彼女はこのヒーロークエストのために異なる天空

のユニットか建物を破壊する必要がある。

Q. 太陽神が地獄から地表世界まで移動する時にのみ、太陽神のDawn(夜明け)の能力は使用する機会を得るか？

A. いいえ、移動の起点となる場所に関係なく、太陽神が地獄の外のエリアへ移動するあらゆる時に発現する。例え

ば、彼がElf JungleからEnmal Mountainsまで移動する場合、それは誘発される。

Q. Shanasseは建物の征服か破壊についてどのような効果を及ぼすか？

A. 何もなし。Shanasseによって隣接するエリアから戦う弓兵は征服から自分の建物を防御せず、それは建物を征服

することができない。

Q. Shanasseは地獄から外に射撃し、地獄の中に射撃するのに使用することができるか？

A. はい。ただし、弓兵が移動することが可能なエリアの中にのみである。例えば、地獄の中の弓兵はGates of Dawn

を撃つことができる(しかし、他のいかなる地表世界のエリアはできない)。Brithosの弓兵は地獄の中に射撃すること

ができる。

Q. 太陽がSunspear(太陽の槍)を使用する時に、それは彼が成功したSunspear(太陽の槍)のエリアに1個のフェニック

スを置くことが「できる」と述べている。これは、必須か？

A. いいえ。彼はSunspear(太陽の槍)を使用してもよいが、フェニックスを置くことを拒否してもよい。しかし、彼は

Sunspear(太陽の槍)を使用するためには、そのプール内にフェニックスを持たなければならない。

Q. 私が太陽神に対して1回の殺害を得点した場合、彼はそのNightfall(黄昏)の能力によってただちに再登場する。こ

れは、ゲームのルール上は「殺害」とカウントされるか？

A. いいえ。かくして、それは、嵐の「戦闘において一柱の敵の神を殺害する」 、混沌の「1回の戦闘において2個のユ

ニットを殺害する」ことについて1回の殺害として数えられることはなく、また、狂った神の戦闘における増分値を増

やすこともない。

Q. 天空は、他の自分のユニットを節約するために、1回の殺害の目標を故意に太陽神とすることができるかに(太

陽神はそれからNightfall(黄昏)によって再登場する)？

A. 彼は、確かにそうすることができる。

Q. 天空がDawn(夜明け)を使用して太陽神を移動する時、天空は地獄から他の天空のユニットを移動することがで

きるか？もしそうであるならば、それらのユニットは地獄を去る許可を必要とするのか？

A. 地獄の中の彼のユニットのどれでも去る許可を必要とする。しかし、Magasta's Poolがプレイに加わった後、彼が両

方の地獄のエリアにユニットを持つ場合、彼は両方のエリアで許可を受けるために合計で1VPを消費する必要があ

るだけであるDawn(夜明け)によって両方のそれらを移動する)。

Q. どのように、天空の帝国のArrogance(傲慢)は、建物の征服に影響を及ぼすか？
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A. 戦闘の後、免除されたユニットは征服と破壊の後に「帰還する」ため、存在する建物は、免除されたユニットの存

在に関係なく、征服されることができる。さらに、建物は免除されたユニットによって征服されることができない。例

えば、皇帝(単独で)が1個のユニットによって守備された神廟を攻撃した場合、皇帝は敵ユニットを免除することが

可能で、その後、自動的に神廟を征服し、免除されたユニットが帰還する。

Q. 嵐のヒーローが亡霊(それに加えて他の暗黒のユニット)と対決し、Single Combat(単独の戦闘)の間に、結果(殺害

か敗走)を負わせる場合、暗黒は自分の亡霊にそれを負わせることを選ぶことができるか？そして、もしそうする場

合、Spectral Form(非実体化)のルールの下で何が起こるか？

A. 亡霊が結果を受け取る場合、それはその結果をこうむる。戦闘の残りを続行する前に、それは一つの命中を吸

収しなければならない。このように、一回の敗走はそれを戦闘前に退却することを強制し、一回の殺害はそれを殺

害する。しかし、チャンピオンがそれらを振り出した場合、亡霊は二つの結果を吸収することができる。

Q. 嵐が1個ユニットを戦闘から敗走させるためにSingle Combat(単独の戦闘)を使用し、後に、混沌がすべての敗走を

殺害に変換するためにそのUnholy Trio(罪深い三重奏)のギフトを行使する場合、以前に敗走したユニットに何が発

生するか？

A. そのユニットは後の結果から免れて、殺害されない。

Q. 実際にサイコロを振らないユニットは、嵐のCourage(勇気)のギフトに数えるか？例えば、Hunger(飢餓)を使用する

暗黒の女主人？

A. 嵐は敵が+3優越した戦闘の合計で開始する戦闘においてそれによる報酬を得る。どれだけの数のサイコロが戦

闘において実際に振られるかとは関係ない。もう一つの例を選ぶとすれば、天空の皇帝が戦闘から彼自身のユニ

ットの一つを免除するためにArrogance(傲慢)を使用する場合、たとえこれが天空の戦闘の合計を3を下回るようにし

たとしても、嵐は依然としてそのCourage(勇気)によるルーンを得ることになるだろう。

Q. 私がパワー・フェーズか会議フェーズの間にルーンをプレイしたいと望む場合、私はこれをいつ合法的にプレイ

するのか？

A. 他のプレイヤーが「アクション」を行っていない間も、イベントの手順は依然として存在する。それぞれのイベント

の後、あなたはそれをすることができる。例えば、パワー・フェーズの最初の部分では、あらゆるプレイヤーは自分

の建物についてパワーを得る。あなたは、そのセグメントの直後にルーンをプレイすることができる。その後、あら

ゆるプレイヤーは、順に、パワー・フェーズのギフトと能力を行使する機会を得る。いずれか1人のプレイヤーがそ

のギフトか能力を使用した直後に、あなたは一つのルーンをプレイすることができる。会議フェーズについても同じ

手順に従う。

Q. 私は建物と混沌の巣を交換するためにChange(変化)のルーンを使用することができるか？これは、同じエリアに

二つの混沌の巣か二つの通常の建物が存在することを可能にするのか？

A. はい。そして、はい。これは、結局、ルールの例外をもたらすChange(変化)の典型である。

Q. Plant(植物 )のルーンは、 「私が1個の建物をアップグレードするか1個の建物を置くことができる 」 と書かれている。

私は1個の神殿かジグラットを 「置く 」ことができるか？

A. いいえ。しかし、あなたはそれにアップグレードすることができる。あなたはまた、混沌の巣を深掘された混沌の

巣にアップグレードすることができる。たとえあなたがそのギフトをもっていなくとも可能である。

Q. Fate(運命)のルーンを使用するプレイヤーがまた、最少のVPをもつプレイヤーである場合、そのプレイヤーは結

局3VPを得ることになるか？

A. はい。

Q. プレイヤーがIllusion(幻影)のルーンでInfinity(無限)のルーンをコピーする場合、何が起こるか？

A. Infinity(無限)をプレイしたプレイヤーは2回のアクションを得て、その後、Illusion(幻影)をプレイしたプレイヤーは1回

のアクションを実行する(順序を外して、追加の1回のアクションを得る)。それから、ゲームは通常のアクション ・フェ

ーズの回転に戻る。

Q. 飢餓(Hunger)のルーンによってあなたが3ポイントのパワーを得ることに同意したプレイヤーは、それらのポイント

を失うか？

A. いいえ。

Q. Illusion(幻影)のルーンかChaosium(ケイオシウム)のルーンがMonster(怪物)かDragon(ドラゴン)のルーンを複製するの

に使用された場合、何が起こるのか？

A. 我々は2個の別々の怪物とドラゴンのトークンをちょうどこの目的のために提供している。それぞれのトークンの

うちの1個は明るい色が付けられており、もう一方は暗い色が付けられている。これにより、プレイヤー個々のトー

クンを分別することができる。
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Q. 混沌はSpirit(スピリット )のルーンを使用することができるか？

A. はい。ただし、混沌がる「小神」を全く持っていないため、混沌に1VPが与えられる。

Q. Law(法)のルーンはどのような特性であるか？

A. ユーザーは単に合法なアクションを指定する。例えば「移動」、 「戦闘」、 「召喚」、その他である。ユーザーは例

えば「Sunspear(太陽の槍)」のような派閥に固有のアクションを選んでもよいが、もちろん、その派閥のみが影響を受

ける。

Q. Monster(怪物)かDragon(ドラゴン)のルーンによって作られたユニットの理論上のコストはいくらになるか？私はそ

れを混沌の裂け目に置くことができるか？

A. そのコストは0である。できる。それは裂け目に入ることができるが、そのパワー・コストが0であるため、それは

裂け目を閉じることには全く貢献しない。

Q. Truth(真実)のルーンの特性はどのようなものか？

A. ユーザーが望むのと同じように明確である。例えば、ユーザーは目標が移動することだけを知っておくだけでも

よいし、あるいは、「私はGenert's Gardenに雷帝とそのチャンピオンをTeleport(テレポート)することを計画している。 」

というように、ユーザーが指定する目標を強制してもよい。そのターンにおいて、可能であれば、述べられたアクシ

ョンは実行されなければならない。そのアクションが不可能である場合(例えば、戦闘が命令されており、その帝国

の手番がやってくる頃には、その帝国には敵と共有するエリアにユニットをもっていない)、このルーンを無視するこ

と。Truth(真実)のルーンの目標は、そのルーンがプレイされる時に可能なアクションを述べなければならない。

X. ルール・オメガ(最終的な疑問)
我々は、全ての可能なルール上の質問に対応し、我々の可能な限りゲームをGloranthaに忠実になるようにするた

めに、1年以上を一所懸命に費やした。とはいえ、我々は単なる人間であり、かくのごとく、誤りを犯しやすいもので

ある。あなた方がいくつかの能力、ギフト、ルーンについて対立に直面し、答えを我々のFAQ(もし くは、我々のオン

ラインのウェブサイトFAQ)で見つけることができない場合、我々は要望された結果について投票で解決することを

プレイヤーにおすすめする。ゲームの所有者はおそらく、何らかのボーナスを得なければならない(あるいは、ゲー

ムの所有者の票は倍に数えられる)。結局、Glorantha:Gods Warはあなた方のゲームである。あなたがハウス・ルール

を追加することを強要されると感じるならば、これを我々の祝福だと思って追加していただきたい。

XI. クレジット

デザイン－Sandy Petersen

アート－Rich Fleider

デ ィベロップメント－Ben Donges, Arthur Petersen, Lincoln Petersen

レイアウト、追加のアート－？

フィギュア原型彫刻－？

プレイテスト実施及びディベロップメント－Frank Bauroth, Kyle Beasley, Nick Brooke, Jonathan Cohen,

David Coon, Peter Dannenberg, Angela Fleider, Bryan Hehmann, Guy Hoyle, Chris Lemens, Rick Meints,

"Almost Evil" Ed McDonald, Shovaen Patel, Spencer Petersen, Rick Porter, Jeff Richard, Neil Robinson,

David Scott, Paul Slusser, Lori Wilson
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