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 本書は、トレーディングカードゲーム「プロジェクトレヴォリ

ューション」の詳細なルールを記した「総合ルール」です。 

 「総合ルール」は、トライアルデッキに同封されている基本的

なルールを理解している上級者向けのためのルールです。初心者

には不必要なほど詳細なルールですから、ゲームを始める前に全

てを理解し、覚える必要はありません。大会などで詳細なルール

の裁定が必要になった場合や、ルールの処理に困った場合に参照

してください。ＰＲＬＬＰ（プロジェクトレヴォリューションＬ

ＬＰ）が認定する大会は最新の「総合ルール」に従って裁定が行

われます。 

 

 本書は以下の構成からなります。 

 

序文 総合ルールの意義 

１．総合ルールの目的 

２．総合ルールの適用 

３．総合ルールの更新 

 

第１部デュエルの原則 

１章 プロジェクトレヴォリューションの基本原則 

２章 数値とエネルギー・シンボル 

３章 コストの支払い 

 

第２部 デュエルの定義 

１章 デュエルの定義に関する原則 

２章 カードの表記とデータ 

３章 レベルと色 

４章 種別 

５章 イラスト 

６章 カード名 

７章 スターアイコン・リバーススターアイコン 

８章 キーワードアイコン 

９章 スキルタイトル 

１０章 テキスト 

１１章 ムーブアイコン 

１２章 トリガーアイコン 

１３章 属性 

１４章 ＢＰ 

１５章 ＳＰ 

１６章 レアリティ 

１７章 カード番号 

１８章 イラストレーター表記 

１９章 権利表記 

２０章 種別の詳細 

２１章 ゾーン 

２２章 ゾーン以外の場所 

２３章 公開情報と非公開情報 

 ２４章 カードの状態参照 

 

第３部 デュエルの進行 

１章 デュエルの準備 

２章 デュエルの開始 

３章 デュエルの終了 

４章 デュエルの進行に関する原則 

５章 リリースフェイズ 

６章 ドローフェイズ 

７章 エネルギーフェイズ 

８章 メインフェイズ 

９章 スマッシュフェイズ 

１０章 リカバリーフェイズ 

１１章 バトル 

１２章 第１バトルステップ 

１３章 第１ダメージステップ 

１４章 第２バトルステップ 

１５章 第２ダメージステップ 

１６章 バトル終了ステップ 

１７章 スマッシュ判定 

 １８章 回復ステップ 

 １９章 希望ステップ 

 ２０章 確定ステップ 

 

第４部 デュエルの処理 

１章 能力と効果 

２章 起動型能力 

３章 誘発型能力 

４章 常在型能力 

５章 優先権 

６章 カードのプレイ、トラップの発動、起動型能力の起動 

７章 誘発型能力の誘発 

８章 カード、トラップ、起動型能力、誘発型能力の解決 

９章 カード、起動型能力、誘発型能力の無効化 

１０章 効果 

１１章 単発効果 

１２章 継続効果 

１３章 置換効果 

１４章 ルールエフェクト 

１５章 無限ループ 

１６章 不適正な行動の取り消し 

 

第５部 キーワード能力 

１章 夢 

２章 勇気 

３章 希望 

４章 信頼 

５章 友情 

６章 根性 

７章 決意 

８章 元気 

９章 気合 

１０章 才気 
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序文 総合ルールの意義 

 

１．総合ルールの目的 

 

 総合ルールとは、ＰＲＬＬＰが定めた、プロジェクトレヴォリ

ューションのルールをより詳しく記載したものです。 

 総合ルールは競技としての細やかな判断基準の明記が目的で

作られており、いたずらにゲームを複雑にするためのものではあ

りません。 

 プレイヤーは必ずしも総合ルールをすべて理解する必要はあ

りません。ただし、総合ルールが存在することを理解し、総合ル

ールによる結果を遵守しなければなりません。 

 ジャッジは、正しい裁定を下すことができるよう、総合ルール

を理解しなければなりません。 

 



２．総合ルールの適用 

 

 総合ルールはＰＲＬＬＰが認定する大会に適用されます。 

 認定されていない大会や友達同士での対戦などで用いる場合

は、主催者、及びプレイヤー同士で、どのルールを採用するか事

前に確認してください。 

 

３．総合ルールの更新 

 

 ＰＲＬＬＰは総合ルールの修正・明確化・その他の変更を予告

無く行う場合があります。 

 

第１部 デュエルの原則 

 

第１章 プロジェクトレヴォリューションの基本原則 

 

１. カードのテキストと総合ルールが矛盾している場合は、カー

ドのテキストが優先されます。カードのテキストは、その特定の

状況に適用されるルールだけを変更します。ただし、注釈文やス

キルタイトルはテキストの一部ではないためルールを変更する

ことはなく、矛盾する記載があっても総合ルールが優先されます。

また、このルールの例外として、プレイヤーはカードのテキスト

に関わらず、いつでも投了することができます。 

 

【例】プレイされてスクエアに置かれるユニットは、通常フリー

ズ状態でスクエアに置かれます。しかし、「根性」という能力が

テキストに書かれたユニットは、その能力がルールよりも優先さ

れ、リリース状態で置かれます。 

 

２. 何かが「できる」という効果と、それが「できない」という

効果が同時に存在して矛盾する場合、「できない」という効果が

優先されます。 

 

【例】あなたは、「あなたはカードを引くことができない。」とい

う能力を持つユニットをバトルスペースのスクエアに出してい

ます。あなたは、「カードを２枚引く。」という能力を持つカード

をプレイしても、カードを引くことができません。 

 

３. カードのテキストが不可能な行動を要求していた場合、その

行動は実行されません。 

 

【例】バトルスペースに相手のユニットがない時に、あなたは、

「登場した時、敵を１枚選び、4000ダメージ！」という能力を持

つユニットをスクエアに置きました。この能力が要求する行動は

不可能であるため、その行動は実行されません。 

 

４. 両方のプレイヤーが同時に行動する場合、まず、そのターン

のプレイヤー（以下、アクティブプレイヤーと呼びます）が必要

な選択をすべて行い、次に、非アクティブプレイヤーが必要な選

択をすべて行い、最後に、同時に行動が行われます。 

 

【例】アクティブプレイヤーであるあなたが、「それぞれのプレ

イヤーは味方を１枚選び、捨札に置く」という効果のストラテジ

ーをプレイしました。まず、あなたがあなたの支配するユニット

を１枚選び、次に（その選択を確認した後）、相手が相手の支配

するユニットを１枚選び、最後に、その２枚のユニットが同時に

持ち主の捨札に置かれます。 

 

５. 優先権 

カードのプレイやトラップの発動、能力の起動、特別な行動をす

ることのできる選択権です。優先権を持たないプレイヤーはカー

ドのプレイやトラップの発動、能力の起動、特別な行動を行えま

せん。優先権はカードや能力が解決された時、バンクに誘発型能

力が入った時、フェイズとステップが始まった時、特別な行動を

行った時に非アクティブプレイヤーに発生します。非アクティブ

プレイヤーが優先権を放棄してはじめてアクティブプレイヤー

が優先権を得ます。プレイヤーが連続して優先権を放棄すると以

下の順番でバンクにある能力を解決します。まず、アクティブプ

レイヤーの支配する能力をアクティブプレイヤーが１つ選び解

決します。そうする時、バンクにアクティブプレイヤーの支配す

る能力が無い場合は、バンクにある非アクティブプレイヤーの支

配する能力を非アクティブプレイヤーが１つ選び解決します。バ

ンクが空の時にプレイヤーが連続して優先権を放棄するとフェ

イズやステップを終了します。またプレイヤーが優先権を得る時

にルールエフェクトをチェックして解決し、それから誘発型能力

がバンクへ入ります。 

 

第２章 数値とエネルギー・シンボル 

 

１. プロジェクトレヴォリューションのデュエルでは、整数だけ

を使用します。分数や小数は使用しません。プレイヤーが数値を

決定する場合、整数を選ばなければなりません。カードや能力に

よって分数や少数が発生する場合、そのカードや能力に規定がな

ければ、小数点以下を切り上げて使用します。 

 

２. ユニットのＢＰやＳＰ、ダメージの総量などがマイナスの数

値になった場合、その数値が変更される時以外は０として扱いま

す。その数値が変更される時には、マイナスになった数値を元に

計算します。定義することができない変数は０として扱います。 

 

【例】ＳＰ1000 のユニットに、「ターンの終わりまで、ＳＰを－

2000 する。」という効果のストラテジーがプレイされました。そ

のターンにそのユニットがスマッシュしても、ＳＰは０として扱

われ、相手プレイヤーにダメージを与えることはできません。も

ちろん、ＳＰが－1000 として扱われて、ダメージが回復すること

もありません。ただし、そのターンにそのユニットのＳＰを変更

して 3000 にするためには、ＳＰを＋4000 する効果が必要になり

ます。 

 

【例】あなたはスクエアにユニットを出していません。あなたが、

「あなたは、自分のユニットのＳＰのうち１番高い数と同じダメ

ージを受ける。」というストラテジーをプレイしました。この数

値は定義できませんから０として扱います。 

 

３. プロジェクトレヴォリューションには、<赤>・<黒>・<青>・

<白>・<緑>・<無色>の６つのエネルギー・シンボルが存在します。

<赤>・<黒>・<青>・<白>・<緑>は、色付きのエネルギー・シンボ

ルです。<無色>は、無色のエネルギー・シンボルです。 

 

３－１. レベルや［ ］でくくられたテキストに書かれているエ

ネルギー・シンボルとそれに付された数字は、そのカードや能力

をプレイまたは発動または起動するための条件を表します。その

カードや能力をプレイまたは発動または起動するためには、以下

の２つの条件を満たしている必要があります（２つの条件を満た

すことを「レベルを満たす」と呼びます）。 

 

●そのエネルギー・シンボルが色付きならば、そのカードや能力

をプレイまたは発動または起動しようとしているプレイヤーの

エネルギーゾーンに、そのエネルギー・シンボルと同じ色のカー

ド（レベルに同じエネルギー・シンボルが書かれているカード）

が１枚以上ある必要があります。 

 

●そのカードや能力をプレイまたは発動または起動しようとし

ているプレイヤーのエネルギーゾーンに、そのエネルギー・シン

ボルに付された数字以上の枚数のカードがある必要があります。 

 

３－２．レベルや［ ］でくくられたテキストに書かれているエ

ネルギー・シンボルは、そのカードや能力をプレイまたは発動ま

たは起動するために、コストとして支払うエネルギーの色を表し

ます（例外：コストとしてエネルギーの支払いが不要な能力。「希

望」など）。レベルや［ ］でくくられたテキストに色付きのエ

ネルギー・シンボルが書かれているカードや能力をプレイまたは

発動または起動するにあたり、そのプレイヤーは自分のエネルギ

ーゾーンにある、コストとして指定されたエネルギー・シンボル



と同じ色付きのエネルギー・シンボルがレベルに書かれているカ

ードを１枚フリーズすることで、コストを支払わなければなりま

せん。レベルに無色のエネルギー・シンボルが書かれているカー

ドや能力をプレイまたは発動または起動するにあたり、そのプレ

イヤーは自分のエネルギーゾーンにある、レベルに任意の色のエ

ネルギー・シンボルが書かれているカードを１枚フリーズするこ

とで、コストを支払わなければなりません。 

 

３－３．プランをする場合など規定された例外を除いて、たとえ

無色のコストであっても、スマッシュゾーンにあるカードでエネ

ルギーを支払うことはできません。限定戦などで、スマッシュゾ

ーンにあるカードがあらゆる色のエネルギーとして支払うこと

ができるルールを採用している場合に限り、スマッシュゾーンに

あるカードを１枚フリーズすることで、あらゆる色のカードのコ

ストを支払うことができます。 

 

３－４. エネルギー・シンボルに付して書かれている０は、０エ

ネルギーを意味します。コストを必要としないカードや起動型能

力のコストとして書かれます。コストを必要としないカードや起

動型能力は、誘発型能力のように自動的に誘発されるわけではな

く、あくまで通常のカードや起動型能力と同様にプレイまたは起

動されます。 

 

第３章 コストの支払い 

 

１．ルールやカードのテキストによって、コストの支払いが要求

される場合があります。 

 

１－１．ルールやカードのテキストが、コストとしてカードのゾ

ーン移動や向きの変化を要求している場合、特別な記載がない限

り、そのコストを支払うプレイヤーのゾーンにあるカードか、そ

のコストを支払うプレイヤーが支配しているカードでしか支払

うことができません。 

 

１－２．ルールやカードのテキストが、コストとしてカード以外

の何かを要求している場合、特別な記載がない限り、そのコスト

を支払うプレイヤーの支配している物か、そのコストを支払うプ

レイヤーができる行動でしか支払うことができません。 

 

第２部 デュエルの定義 

 

第１章 デュエルの定義に関する原則 

 

１. ルールやカードのテキストに「カード」と書かれている場合、

表・裏ともに正常な正式なプロジェクトレヴォリューションのカ

ードを指します。 

 

【例】裏面がプロジェクトレヴォリューションのカードと同じ名

刺は、カードではありません。 

 

【例】デッキに入るカードは全て裏から見て区別のつかない状態

でなければなりません。箔押しや磨耗などによって裏から見て他

と判別の付くカードは、裏から見分けの付かない不透明のスリー

ブに入れて使用して下さい。 

 

１－１. カードの「持ち主」は、デッキにそのカードを入れてゲ

ームを始めたプレイヤーです。 

 

２. カードのテキストは、最新の「プロジェクトレヴォリューシ

ョン 公式カードリスト」のテキストを使用します。 

 

３．１回の対戦を「デュエル」と呼びます。 

 

３－１．複数のデュエルで勝敗を決定する場合、そのひとまとま

りのデュエルを「マッチ」と呼びます。 

 

４. 「プレイヤー」とは、デュエルをしている２人を指します。

「相手」とは、プレイヤーの対戦相手のプレイヤーを指します。

「アクティブプレイヤー」とは、進行中のターンを進めているプ

レイヤーを指します。「非アクティブプレイヤー」とは、「アクテ

ィブプレイヤー」の「相手」を指します。 

 

５. 「能力」とは、テキストによって決められたカードが行うこ

と、または行えることを指します。能力には、大きく分けて起動

型能力、誘発型能力、常在型能力があります。 

 

５－１. バンクにある誘発型能力の「持ち主」は、その能力が誘

発した時にその能力の発生源を支配していたプレイヤーです。バ

ンクにある能力の「支配者」は、その能力が誘発したときにその

能力の発生源を支配していたプレイヤーです。 

 

第２章 カードの表記とデータ 

 

１. カードには、レベル、種別、イラスト、カード名、スターア

イコン、キーワードアイコン、スキルタイトル、テキスト、ムー

ブアイコン、トリガーアイコン、属性、ＢＰ、ＳＰ、レアリティ、

カード番号、イラストレーター表記、権利表記が書かれています。 

 

２. カードの「データ」とは、レベル、種別、カード名、スター

アイコン、テキスト、ムーブアイコン、トリガーアイコン、属性、

ＢＰ、ＳＰを指します。それ以外の情報はデータではありません。 

 

【例】「デ・ジ・キャラット」がフリーズしているかリリースし 

ているかは、「デ・ジ・キャラット」のデータではありません。 

 

３．すべてのゾーンにあるカードはカードのデータをすべて持ち

ます。 

 

【例】トラップゾーンに裏向きで置かれているユニットは、ルー

ルによって「トラップ」として扱われますが、非公開情報である

カードの表側の情報を参照する場合には、依然として「ユニット」

であり、ＢＰなどのデータをすべて持ちます。 

 

第３章 レベルと色 

 

１．カードのレベルは、カードの左上に書かれているレベルシン

ボルに付されている数字で表されます。 

 

２．カードの色はレベルに含まれるエネルギー・シンボルの色と

同じです。カードの背景や枠の色には関係ありません。 

 

３．レベルに色付きのエネルギー・シンボルが含まれていないカ

ードは無色です。 

 

４．プロジェクトレヴォリューションの色とは、赤、黒、青、白、

緑の５色を指します。 

 

５．プレイヤーが色を選ぶ場合、上記の５色の中から選ばなけれ

ばなりません。 

 

第４章 種別 

 

１. カードの種別は、カードの右上に書かれています。 

 

２. カードの種別には、ユニット、ストラテジー、トラップ、超

必殺ストラテジー！があります。 

 

２－１．超必殺ストラテジー！はストラテジーとして扱います。 

 

第５章 イラスト 

 

１. イラストはゲームを盛り上げるための要素であり、ゲーム上

の意味を持ちません。 

 



第６章 カード名 

 

１. カード名は、イラストの下に書かれています。 

 

１－１．カード名には（ ）でくくられた文が含まれる場合があ

ります。（ ）でくくられた文はカード名の一部とみなします。

そのため、（ ）でくくられている箇所のみが違うカード同士で

も同名のカードとはみなしません。 

 

【例】「大佛はずむ（♂）」と「大佛はずむ」は同名のカードと

はみなしません。 

 

【例】「天狐空幻（♂）」と「天狐空幻（♀）」は同名のカード

とはみなしません。 

 

１－２．カード名には読み仮名が振られている場合があります。

読み仮名は、カード名の読み方を手助けするためのものであり、

カード名の一部とはみなしません。 

 

【例】「桑田美名人」のカード名には「くわたみなと」という読

み仮名が振られていますが、読み仮名はカード名の一部とはみな

さないので、「みゆき＆かがみ」の効果で能力を与えることはで

きません。 

 

２．同じカード名のカードは、デッキに４枚までしか入れること

ができません。 

 

第７章 スターアイコン・リバーススターアイコン 

 

１. スターアイコン・リバーススターアイコンは、カード名の左

に書かれています。 

 

２．ひとつのデッキには、スターアイコンが 15個以下になるよ

うにカードを選ばなければなりません。 

 

３．デッキに入っているリバーススターアイコン１個につき、ス

ターアイコンの上限が１個増えます。ひとつのデッキには、リバ

ーススターアイコンを無制限に入れることができます。 

 

【例】デッキの中にリバーススターアイコンが１個入っています。

そのデッキにはスターアイコンを 16個入れることができます。 

 

４．スターアイコンに数字が書かれている場合があります。その

場合は、その数字分のスターを持つカードとしてあつかいます。 

 

５．リバーススターアイコンはスターアイコンではありません。 

 

【例】リバーススターアイコンを持つユニットに「目からビーム」

（BR01043）をプレイしました。リバーススターアイコンはスタ

ーアイコンではないので、そのユニットには 5000 のダメージし

か与えられません。 

 

第８章 キーワードアイコン 

 

１. キーワードアイコンは、カード名の右に書かれています。 

 

２. キーワードアイコンは、カードを見た時に、どのような能力

を持っているのかをわかりやすくするためのもので、ゲーム上の

意味を持ちません。 

 

第９章 スキルタイトル 

 

カード名の下の文章欄に、【 】でくくられたスキルタイトルが

含まれます。スキルタイトルは、ゲームを盛り上げるための要素

であり、ゲーム上の意味を持ちません。 

 

第 10 章 テキスト 

 

１. テキストは、カード名の下にあるスキルタイトルの下に書か

れています。テキストは、そのカードの能力を定義します。 

 

２. テキストには（ ）でくくられた注釈文が含まれる場合があ

ります。注釈文は、カードの理解を手助けするための省略された

解説文であり、テキストの一部とはみなしません。そのため、注

釈文が総合ルールと矛盾することがあった場合、総合ルールを優

先します。 

 

３. ユニットのテキストは、通常、スクエアに置かれている間有

効になります。ただしカードテキストに特定のゾーンにある時に

有効となることが書かれていた場合はこれに限りません。 

 

３－１. ストラテジー・超必殺ストラテジー！のテキストは、通

常、解決された時に効果を発揮します。ただしカードテキストに

特定のゾーンにある時に有効となることが書かれていた場合は

これに限りません。 

 

３－２. トラップの《 》でくくられている発動条件に関するテ

キストは、通常、トラップゾーンに裏向きで置かれている間有効

になります。トラップの発動条件に関する以外のテキストは、通

常、発動して解決された時に効果を発揮します。ただしカードテ

キストに特定のゾーンにある時に有効となることが書かれてい

た場合はこれに限りません。 

 

３－３. カード自身をルールによって指定されたゾーン以外の

ゾーンからプレイまたは発動することを認めるテキストは、その

カードが該当するゾーンにある間有効になります。 

 

３－４. カード自身のプレイまたは発動のルールを変更するテ

キストは、そのカードがプレイまたは発動できるゾーンにある間

有効になります。 

 

３－５. カード自身のレベルの増加、減少などを行うテキストは、

そのカードがプレイまたは起動できるゾーンにある間有効にな

ります。 

 

３－６. カード自身のコストの増加、減少、代替などを行うテキ

ストは、そのカードがプレイまたは起動できるゾーンにある間有

効になります。 

 

４．テキストの主語が省略されている場合、文意から明確に他の

主語が想定されない場合、「あなたは」が主語になります。 

 

第 11 章 ムーブアイコン 

 

１. ユニットのムーブアイコンは、テキストの右に書かれていま

す。 

 

２. ユニットは、ムーブアイコンに書かれている矢印の方向に移

動することができます。 

 

第 12 章 トリガーアイコン 

 

１. トラップのトリガーアイコンは、テキストの左に書かれてい

ます。 

 

２. トリガーアイコンはトラップの発動条件の一部を表します。 

 

第 13 章 属性 

 

１．属性にはメーカーシンボル、メディアシンボル、詳細属性の

３種類が含まれます。 

 

１－１．カードのメーカーシンボルは、カードの下中央の左に書

かれています。メーカーシンボルで示されたメーカー名を「ブロ



ック」と呼びます。 

 

１－１－１.「メディアワークス」（ＭＷ）のメーカーシンボル

は「アスキー・メディアワークス」（ＡＭＷ）のメーカーシンボ

ルとして扱います。 

 

１－２.カードのメディアシンボルは、カードの下中央、メーカ

ーシンボルの右に書かれています。 

 

１－３．ａ．ユニットの詳細属性は、カードの下中央、メディア

シンボルの右に書かれています。 

 

１－３．ｂ．ストラテジー・超必殺ストラテジー！やトラップの

詳細属性は、カードの下右端に書かれています。 

 

２. カードは複数の詳細属性を持つことがあります。複数の詳細

属性が書かれている場合、それぞれの詳細属性の間が縦線（｜）

で区切られています。 

【例】詳細属性が「ゲーマーズ｜♀」であるユニットは、ゲーマ

ーズと♀というふたつの詳細属性を持っています。 

 

３. カードの属性が変更される場合、指定された属性だけが変更

されます。指定されていない属性はそのまま残ります。 

 

４. カードに新たな属性を加える場合は、それまで持っていた属

性はすべて残ります。 

 

５. 属性を選ぶ効果があった場合、必ず、存在するものの中から

１つだけ選ばなければなりません。（存在する属性を確認するた

めには、最新の「プロジェクト レヴォリューション 公式カード

リスト」を参照してください）。 

 

第 14 章 ＢＰ（バトルＢＰ） 

 

１. ユニットのＢＰは、カードの左下に書かれている数字です。 

 

第 15 章 ＳＰ（スマッシュＢＰ） 

 

１. ユニットのＳＰは、カードの右下に書かれている数字です。 

 

第 16 章 レアリティ 

 

１. カードのレアリティは、カードの外枠の左下に、アルファベ

ット１文字で書かれています。ゲーム上の意味を持ちません。 

 

第 17 章 カード番号 

 

１. カード番号は、レアリティの右に「ブロック番号＋通番」の

形式で書かれています。ゲーム上の意味を持ちません。 

 

第 18 章 イラストレーター表記 

 

１. イラストレーターの表記は、カードの外枠の右下に記されて

います。ゲーム上の意味を持ちません。 

 

第 19 章 権利表記 

 

１. カードの権利表記は、カードの外枠の右下、イラストレータ

ー表記の右に書かれています。ゲーム上の意味を持ちません。 

 

第 20 章 種別の詳細 

 

１. ユニット 

 

１－１. プレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェイズの

間、バンクが空で優先権を持っている時に、ユニットを手札から

（または能力「夢」を持つユニットをプランゾーンから）プレイ

することができます。 

 

１－２. ユニットをプレイするためには、そのカードのレベルと

同じ枚数以上のカードが自分のエネルギーゾーンにあり、１枚以

上のそのカードと同じ色のカードが自分のエネルギーゾーンに

ある必要があります。 

 

【例】レベル４で赤いカードである「アプリコット・桜葉」をプ

レイする場合、自分のエネルギーゾーンに赤いカードを１枚以上

含む４枚以上のカードがある必要があります。 

 

１－３．ユニットをプレイするプレイヤーは、そのユニットと同

じ色の自分のエネルギーを１枚フリーズすることでコストを支

払い、自分のユニットのない味方エリアまたは中央エリアのスク

エアを指定します。プレイされたユニットはバンクを使用せず、

即座に解決されます。 

 

１－４. プレイされたユニットが解決されたら、プレイしたプレ

イヤーはそのユニットを自分の支配下で、指定したスクエアにフ

リーズ状態で置きます。 

 

１－４．ａ．プレイされたユニットがスクエアに置かれることを

「登場する」と表現します。スクエアにユニットがあることを「ス

クエアにいる」と表現します。スクエアにある自分のユニットを

「味方」、相手のユニットを「敵」と表現します。スクエアにあ

るユニットから見た支配者が同じユニットを「仲間」と表現しま

す。スクエアにあるユニットから見た上下左右に接するスクエア

にあるユニットを「隣のユニット」と表現します。スクエアにあ

るユニットから見た斜めに接するスクエアにあるユニットは「隣

のユニット」ではありません。 

 

１－５. 指定したスクエアが中央エリアのスクエアだった場合、

プレイされたユニットがスクエアに置かれた時、バトルが発生し

なかったならば、そのユニットはルールエフェクトによって捨札

に置かれます。指定したスクエアが中央エリアのスクエアだった

場合、プレイされたユニットがスクエアに置かれた時、バトルが

発生したならば、そのユニットはそのバトル終了時にルールエフ

ェクトによって捨札に置かれます。 

 

１－６. ユニットはバトルスペースのスクエアに置かれている

時、書かれているテキストが有効になります。 

 

【例】「フォルテ・シュトーレン」の能力は「フォルテ・シュト

ーレン」がバトルスペースのスクエアに置かれている間のみ有効

です。プランゾーンや捨札に置かれていても意味を成しません。 

 

１－７．ユニットに「プレイできない」という能力が書かれてい

た場合、それはユニットとしてプレイする時にのみ効果を発揮し

ます。「プレイできない」という能力が書かれているユニットを

トラップとしてプレイする場合には効果を発揮しません。 

 

１－８．同時に複数のユニットが異なるスクエアに置かれる場合、

置かれる順番はアクティブプレイヤーが決定します。 

 

２. ストラテジー・超必殺ストラテジー！ 

 

２－１. プレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェイズの

間、バンクが空で優先権を持っている時に、ストラテジー・超必

殺ストラテジー！を手札から（または能力「夢」を持つストラテ

ジー・超必殺ストラテジー！をプランゾーンから）プレイするこ

とができます。 

 

２－２. ストラテジー・超必殺ストラテジー！をプレイするため

には、そのカードのレベルと同じ枚数以上のカードが自分のエネ

ルギーゾーンにあり、１枚以上のそのカードと同じ色のカードが

自分のエネルギーゾーンにある必要があります。 

 



【例】レベル３で赤いカードである「目からビーム」をプレイす

る場合、自分のエネルギーゾーンに赤いカードを１枚以上含む３

枚以上のカードがある必要があります。 

 

２－３．ストラテジー・超必殺ストラテジー！をプレイするプレ

イヤーは、そのストラテジー・超必殺ストラテジー！と同じ色の

自分のエネルギーを１枚フリーズすることでコストを支払いま

す。プレイされたストラテジー・超必殺ストラテジー！はバンク

を使用せず、即座に解決されます。 

 

２－４. プレイされたストラテジー・超必殺ストラテジー！は解

決されている間、リゾルブゾーンに置かれ、テキストに書かれて

いる効果が実行された後、リゾルブゾーンにあるなら、持ち主の

捨札に置かれます。 

 

２－５．ストラテジー・超必殺ストラテジー！に「プレイできな

い」という能力が書かれていた場合、それはストラテジー・超必

殺ストラテジー！としてプレイする時にのみ効果を発揮します。

「プレイできない」という能力が書かれているストラテジー・超

必殺ストラテジー！をトラップとしてプレイする場合には効果

を発揮しません。 

 

２－６．超必殺ストラテジー！はストラテジーとして扱います。 

 

 

３. トラップ 

 

３－１. プレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェイズの

間、バンクが空で優先権を持っている時に、自分のトラップゾー

ンにカードがなければ、トラップまたはトラップ以外のカードを、

トラップとして手札から非公開のままプレイすることができま

す。夢のあるカードであっても、プランゾーンからプレイしてト

ラップゾーンに置くことはできません。 

 

３－２. トラップとしてカードをプレイするためには、レベルを

満たす必要はありません。また、トラップとしてカードをプレイ

するためには、コストを支払う必要はありません。 

 

３－３．トラップとしてプレイされたカードはバンクを使用せず、

即座に解決されます。 

 

３－４. トラップとしてプレイされたカードが解決されたら、プ

レイしたプレイヤーは、そのカードを自分の支配下で、自分のト

ラップゾーンにリリース状態で裏向きに置きます。 

 

３－５．トラップゾーンにあるカードはトラップ以外のカードで

あっても、トラップゾーンに置かれている時、「トラップ」と呼

ばれます。 

 

３－６. トラップゾーンにあるカードは、トラップゾーンに裏向

きで置かれている時、トラップの発動条件として書かれているテ

キストやトリガーアイコンが有効になります。スクエアが描かれ

ているトリガーアイコンの赤く塗られているスクエアに、相手の

ユニットが置かれることを「侵入される」と表現します。 

 

３－７．プレイヤーは自分のトラップゾーンにあるカードの表側

をいつでも見ることができます。プレイヤーは相手のトラップゾ

ーンに裏向きで置かれているカードの表側を見ることはできま

せん。 

 

３－８． プレイヤーは、自分のメインフェイズ中に限らずいつ

でも、トラップの発動条件が満たされた後、同じイベントで起動

条件を満たした勇気を起動するか優先権をパスするまで、優先権

を持った時に、そのトラップを発動する権利を得ます。ただし、

トラップの発動条件が満たされた後、優先権を得る時に「バトル」

または「スマッシュ判定」が発生した場合、その「バトル」また

は「スマッシュ判定」が終了するまでそのトラップを発動する権

利は発生しません。プレイヤーは、トラップを発動する権利を獲

得した後同じイベントで起動条件を満たした勇気を起動するか

１度でも優先権をパスすると、再びトラップの発動条件を満たす

まで、トラップを発動する権利を失います。 

 

３－８．ａ．トラップゾーンにあるカードのトリガーアイコンに

スクエアが書かれている場合、赤く塗られて指定されたスクエア

でトラップの発動条件が満たされて権利を得た後、同じイベント

で起動条件を満たした勇気を起動するか優先権をパスするまで、

優先権を持った時に、そのトラップを発動することができます。 

 

３－８．ｂ. トラップゾーンにあるカードのトリガーアイコンに

スクエアが書かれていない場合、スクエアに関りなく、トラップ

の発動条件が満たされて権利を得た後、同じイベントで起動条件

を満たした勇気を起動するか優先権をパスするまで、優先権を持

った時に、そのトラップを発動することができます。 

 

３－９. トラップを発動するためには、そのカードのレベルと同

じ枚数以上のカードが自分のエネルギーゾーンにあり、１枚以上

のそのカードと同じ色のカードが自分のエネルギーゾーンにあ

る必要があります。 

 

【例】レベル４で赤いカードである「クロノクエイク」を発動す

る場合、自分のエネルギーゾーンに赤いカードを１枚以上含む４

枚以上のカードがある必要があります。 

 

３－10．トラップを発動するプレイヤーは、そのトラップと同じ

色の自分のエネルギーを１枚フリーズすることでコストを支払

います。発動されたトラップはバンクを使用せず、即座に解決さ

れます。 

 

３－11. 発動されたトラップは解決されている間、リゾルブゾー

ンに置かれ、テキストに書かれている効果が実行された後、リゾ

ルブゾーンにあるなら、持ち主の捨札に置かれます。 

 

３－12．プレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェイズの

間、バンクが空で優先権を持っている時に、トラップゾーンにあ

るカードを自分の捨札に置くことができます。この行動を「トラ

ップの廃棄」と表現します。 

 

３－13．トラップの廃棄にはバンクを使用せず、即座に解決され

ます。 

 

３－14．同時に複数のトラップが異なるトラップゾーンに置かれ

る場合、置かれる順番はアクティブプレイヤーが決定します。 

 

第 21 章 ゾーン 

 

１. 「ゾーン」とは、カードや能力がデュエル中に存在すること

ができる場所を指します。基本的なゾーンには、山札、プランゾ

ーン、手札、捨札、エネルギーゾーン、スマッシュゾーン、スク

エア、トラップゾーン、リムーブゾーン、バンク、リゾルブゾー

ン、パートナーゾーンの 12 種類が存在します。山札、プランゾ

ーン、手札、捨札、エネルギーゾーン、スマッシュゾーン、トラ

ップゾーン、リムーブゾーン、パートナーゾーンはプレイヤーご

とに存在するゾーンです。スクエア、バンク、リゾルブゾーンは

両方のプレイヤーが共有するゾーンです。 

 

１－１．スクエアはそれぞれが単独のゾーンです。バトルスペー

ス、ライン、右ライン、中央ライン、左ライン、エリア、味方エ

リア、中央エリア、敵エリアは、いくつかのスクエアをまとめて

グループとしてとらえた場所の呼び方であり、ゾーンではありま

せん。 

 

１－２. カードが、持ち主以外の山札、プランゾーン、手札、捨

札、エネルギーゾーン、スマッシュゾーン、トラップゾーン、リ

ムーブゾーンに動かされる場合、その代わりに持ち主の該当する



ゾーンに動かされます。 

 

１－３. 山札、プランゾーン、捨札にあるカードの順番は、効果

またはルールによらない限り、並べ替えることはできません。そ

れ以外のゾーンにあるカードは、その持ち主が望む通りに並べ替

えることができますが、リリースしているかフリーズしているか、

またその総数などデュエルに必要な情報が明確になるようにし

なければなりません。 

 

１－４. 「スクエアからスクエア」以外のゾーン移動をしたカー

ドは、新しいカードとして扱われます。そのため、以前のゾーン

に関連した効果は失われます。 

 

【例】「ハイパー化」によってＢＰが＋3000 され、1000 のダメ

ージを受けた「デ・ジ・キャラット」が、隣のスクエアに移動し

ました。移動した後も、ＢＰは＋3000 されダメージを1000 受け

たままです。 

 

【例】「ハイパー化」によってＢＰが＋3000 され、1000 のダメ

ージを受けた「デ・ジ・キャラット」が、「敵を１枚選び、エネ

ルギーゾーンにリリースして置く」という効果によってエネルギ

ーゾーンに置かれました。ＢＰが＋3000 された効果やダメージ

は失われます。 

 

１－５. 特定のゾーン移動を以下のように表現する場合があり

ます。「自分の山札の１番上(上からＸ枚)のカードを手札に加え

る」ことを「カードを１枚(Ｘ枚)引く」と表現する場合がありま

す。「手札にあるカードを捨札に置く」ことを「捨てる」と表現

する場合があります。「スクエアにあるカードを捨札に置く」こ

とを「破壊する」と表現する場合があります。「自分の山札を１

回（Ｘ回まで）プランする」ことを「１回(Ｘ回まで)プランする」

と表現する場合があります。 

 

 

１－５．ａ．複数枚のカードを引く場合、それは１枚ずつその枚

数回カードを引くことを表します。 

 

１－５．ｂ．「カードをＸ枚まで引く」とあった場合、１枚引く

ごとに次のカードを引くかどうかを選ぶことができます。 

 

１－５．ｃ．複数回のプランをする場合、それは１回ずつその回

数プランすることを表します。 

 

１－５．ｄ．「Ｘ回までプランする」とあった場合、１回プラン

するごとにさらにプランするかどうかを選ぶことができます。 

 

１－６．特定の選択ルールを使用する時のみ存在するゾーンがあ

ります。選択ルールに関しましては総合ルール第３部第１章「デ

ュエルの準備 ３」をご参照下さい。 

 

【例】パートナーゾーンはパートナーバトルでのみ存在します。 

 

２. 山札 

 

２－１. デュエル開始時に、各プレイヤーのデッキはそのプレイ

ヤーの山札になります。 

 

２－２. それぞれの山札は、１つにまとめられ裏向きに重ねて置

かれます。プレイヤーは山札のカードの内容を見たり、その順序

を変化させたりしてはいけません。 

 

２－３. プレイヤーはいつでも、それぞれのプレイヤーの山札の

枚数を数えることができます。 

 

２－４. 同時に複数枚のカードを同じ山札の上または下に置く

場合、それらのカードの持ち主が置く順番を決めます。そのプレ

イヤーは、置いた順番を相手に教える必要はありません。 

 

３. プランゾーン 

 

３－１. 山札の１番上のカードが表向きの場合、それをプランゾ

ーンと呼びます。プランゾーンにあるカードは、同時に山札の１

番上にあるカードとしても扱われます。山札の１番上のカードが

裏向きの場合、プランゾーンはありません。デュエル開始時には、

各プレイヤーのプランゾーンはありません。 

 

３－２．プランゾーンにあるカードをプランと呼びます。 

 

３－３. プランゾーンにあるカードが他のゾーンに動かされた

場合、プランゾーンはなくなり、次に現れる山札の１番上のカー

ドは裏向きのままになります。ただし、プランゾーンにあるカー

ドとプランゾーン以外にあるカードを入れ替える場合、プランゾ

ーンはなくなることなく、プランゾーン以外からプランゾーンに

置かれるカードは表向きで山札の上に置かれます。 

 

【例】あなたのプランゾーンにカードがある状態で、あなたがカ

ードを１枚引く場合、プランゾーンにあるカードを手札に加え、

次に現れる山札の１番上のカードは裏向きのままになります。 

 

【例】あなたのプランゾーンにカードがある状態で、あなたが

2000 ダメージを受けた場合、プランゾーンにあるカードを含めて

山札の上から２枚のカードを（希望のチェックをした上で）スマ

ッシュゾーンに裏向きのリリース状態で置き、次に現れる山札の

１番上のカードは裏向きのままになります。 

 

３－４. プランゾーンにカードがある状態で、そのプランゾーン

のある山札の上に別のカードが置かれる場合、まず、すでにプラ

ンゾーンにあるカードを裏向きにし、その後、新しく置かれるカ

ードを山札の上に裏向きで置きます。プランゾーンにカードがあ

る状態で、そのプランゾーンに別のカードが表向きで置かれる場

合、まず、すでにプランゾーンにあるカードを裏向きにし、その

後、新しく置かれるカードを山札の上にプランゾーンとして表向

きで置きます。 

 

３－５. プランゾーンにカードがある状態で、そのプランゾーン

のある山札をシャッフルする場合、プランゾーンにあるカードを

裏向きにした後、山札をシャッフルします。シャッフルした後は、

プランゾーンはなくなり、山札の１番上のカードは裏向きのまま

です。 

 

３－６．プランゾーンにカードがある状態で、そのプランゾーン

のある山札を見てカードの順番を操作する場合、プランゾーンに

あるカードを裏向きにした後、カードの順番を操作します。カー

ドの順番を操作した後は、プランゾーンはなくなり、山札の１番

上のカードは裏向きのままです。 

 

４. 手札 

 

４－１. 手札は、プレイヤーが引いてまだプレイしていないカー

ドを持つ場所です。デュエルの開始時に、それぞれのプレイヤー

は５枚の手札を引きます。 

 

４－２. 手札の枚数に上限はありません。 

 

４－３. プレイヤーは自分の手札を便利なように並べ、見ること

ができます。自分の手札を置く場合には、スマッシュゾーンにあ

るカードなど他のゾーンのカードと明確に区別ができるように

しなければなりません。相手の手札を見ることはできませんが、

いつでも相手の手札の枚数を数えることができます。 

 

５. 捨札 

 

５－１. 破壊されたスクエアにあるユニットや、廃棄されたトラ

ップ、解決が終わったり無効化されたストラテジーやトラップは



持ち主の捨札の一番上に置かれます。デュエル開始時には、それ

ぞれのプレイヤーの捨札は空です。 

 

５－２. それぞれの捨札は、１つにまとめられ表向きに重ねて置

かれなければなりません。プレイヤーは、すべての捨札のカード

をいつでも見ることができます。プレイヤーは、捨札にあるカー

ドの順番を変えることはできません。 

 

５－３. 同時に複数枚のカードを捨札に置く場合、それらのカー

ドの持ち主が置く順番を決めます。 

 

６. エネルギーゾーン 

 

６－１. プレイヤーがカードや能力をプレイまたは発動または

起動するための条件を満たし、コストを支払うために使用するエ

ネルギーを生み出すためにカードを置くゾーンをエネルギーゾ

ーンと呼びます。デュエルの開始時には、それぞれのプレイヤー

のエネルギーゾーンは空です。 

 

６－２．エネルギーゾーンにあるカードをエネルギーと呼びます。 

 

６－３. エネルギーゾーンのカードは常に表向きで、完全に重ね

ず常に何枚あるか全てのプレイヤーがわかるように並べて置か

れなければなりません。プレイヤーは両方のエネルギーゾーンに

あるカードを見ることができます。エネルギーゾーンにカードが

置かれる時、通常はリリース状態で表向きに置かれます。 

 

６－４. プレイヤーは自分のエネルギーゾーンにあるカードを

便利なように並べ替えることができます。ただし、他のプレイヤ

ーに何色のカードが何枚あり、それぞれがフリーズ状態なのかリ

リース状態なのかなど、デュエルに必要な情報がはっきりわかる

ようにしなければなりません。また、他のゾーンにあるカードと

はっきり区別できるように置かなければなりません。 

 

６－５. プレイヤーはコストを支払う時に、エネルギーゾーンの

カードをフリーズすることができます。コストを支払う時以外に、

エネルギーゾーンのカードをフリーズしてエネルギーを出して

おいたり、先払いしたりすることはできません。 

 

７. スマッシュゾーン 

 

７－１. プレイヤーがスマッシュされた時に山札からカードを

移動するゾーンをスマッシュゾーンと呼びます。デュエルの開始

時には、それぞれのプレイヤーのスマッシュゾーンは空です。 

 

７－２．スマッシュゾーンにある裏向きのカードをスマッシュと

呼びます。 

 

７－３. スマッシュゾーンのカードは原則として裏向きで、完全

に重ねず常に何枚あるか全てのプレイヤーがわかるように並べ

て置かれなければなりません。プレイヤーはどちらのスマッシュ

ゾーンであっても裏向きに置かれているカードの表側を見るこ

とはできません。プレイヤーはいつでも、両方のスマッシュゾー

ンにあるカードの枚数を数えることができます。プレイヤーがダ

メージを受けたことによってスマッシュゾーンにカードが置か

れる時、希望のチェックのために表向きで置かれ、チェックをし

て必要ならば解決した後、裏返されます。それ以外でスマッシュ

ゾーンにカードが置かれる時、通常は裏向きで置かれます。スマ

ッシュゾーンにカードが置かれる時、通常はリリース状態で置か

れます。 

 

７－４. プレイヤーは自分のスマッシュゾーンにあるカードを

便利なように並べ変えることができます。ただし、他のプレイヤ

ーにカードが何枚あり、それぞれがフリーズ状態なのかリリース

状態なのかなど、デュエルに必要な情報がはっきりわかるように

しなければなりません。また、他のゾーンにあるカードとはっき

り区別できるように置かなければなりません。 

 

７－５. プレイヤーはプランするためのコストを支払う時に、ス

マッシュゾーンのカードをフリーズすることができます。また、

限定戦などで、スマッシュゾーンにあるカードがあらゆる色のエ

ネルギーとして支払うことができるルールを採用している場合

に限り、スマッシュゾーンにあるカードを１枚フリーズすること

で、あらゆる色のカードのコストを支払うことができます。コス

トを支払う時以外に、スマッシュゾーンのカードをフリーズして

エネルギーを出しておいたり、先払いしたりすることはできませ

ん。 

 

８. スクエア 

 

８－１. デュエルの主要なかけひきの舞台になるゾーンです。両

方のプレイヤーが共有するバトルスペースの９つのスクエアが

あり、プレイされたユニットが置かれます。デュエルの開始時に

は、すべてのスクエアは空です。 

 

８－２．スクエアにユニットがあることを「スクエアにいる」と

表現します。スクエアにある自分のユニットを「味方」、相手の

ユニットを「敵」と表現します。スクエアにあるユニットから見

た支配者が同じユニットを「仲間」と表現します。スクエアにあ

るユニットから見た上下左右に接するスクエアにあるユニット

を「隣のユニット」と表現します。スクエアにあるユニットから

見た斜めに接するスクエアにあるユニットは「隣のユニット」で

はありません。 

 

８－３．スクエアにあるユニットは、常に表向きで置かれます。

ユニットが、スクエア以外のゾーンからスクエアに置かれた時、

通常はフリーズ状態で置かれます。ユニットがスクエアからスク

エアに置かれた時、通常はフリーズ／リリース状態は変更されま

せん。 

 

８－４．ユニット以外のカードがスクエアに置かれた時、そのカ

ードはルールによって捨札に置かれます。 

 

８－５. カードに特別な記載がない限り、カードや能力はスクエ

アとスクエアにあるカードとトラップゾーンにあるカードにだ

け影響を与えます。 

 

８－６. 「スクエアからスクエア」以外のゾーン移動をしたカー

ドは、新しいカードとして扱われます。そのため、以前のゾーン

に関連した効果は失われます。しかし、「スクエアからスクエア」

へのゾーン移動をしたカードは、引き続き同じカードとして扱わ

れます。 

 

８－７．バトルスペースのスクエアそれぞれに接している上下左

右のスクエアを「隣のスクエア」と表現します。バトルスペース

のスクエアそれぞれの斜めに接しているスクエアは「隣のスクエ

ア」ではありません。 

 

９．トラップゾーン 

 

９－１. プレイヤーがプレイしたトラップが置かれるゾーンで

す。デュエルの開始時には、それぞれのプレイヤーのトラップゾ

ーンは空です。 

 

９－２．トラップゾーンにあるカードはトラップ以外のカードで

あっても、トラップゾーンに置かれている時、「トラップ」と呼

ばれます。 

 

９－３．プレイヤーは自分のトラップゾーンにあるカードの表側

をいつでも見ることができます。プレイヤーは相手のトラップゾ

ーンに裏向きで置かれているカードの表側を見ることはできま

せん。トラップゾーンにカードが置かれた時、通常はリリース状

態で置かれます。 

 



10. リムーブゾーン 

 

10－１. 何らかの効果によって、カードがゲームから取り除かれ

ることがあります。それらのカードはリムーブゾーンに置かれま

す。 

 

10－２. リムーブゾーンにあるカードは通常は表向きで置かれ

ます。それは捨札と同様に１つにまとめられ表向きに重ねて置か

れなければなりません。プレイヤーはいつでも、表向きでリムー

ブゾーンに置かれた全てのカードを見ることができます。 

 

10－３．コレクションのカードはゲーム外にあるカードであって、

リムーブゾーンにあるカードではありません。 

 

11. バンク 

 

11－１. 誘発型能力が誘発したら、その能力がバンクに入れられ

ます。 

 

11－２. バンクは、バンクに入れられた能力を記録しています。

新しく能力がバンクに入れられた時、その能力はすでにバンクに

あったすべての能力と同列に扱われます。 

 

11－３. バンクに能力が入っている場合、両方のプレイヤーが優

先権を放棄すると、アクティブプレイヤーはバンクにある自分が

支配している能力を１つ選び、解決します。そうする時、バンク

にアクティブプレイヤーが支配する能力がなければ、非アクティ

ブプレイヤーは自分の支配する能力を１つ選び、解決します。 

 

12. リゾルブゾーン 

 

12－１. プレイされたストラテジー・超必殺ストラテジー！と発

動されたトラップが、解決されている間置かれるゾーンがリゾル

ブゾーンです。 

 

12－２. リゾルブゾーンにあるカードは表向きで置かれます。 

 

12－３. プレイされたストラテジー・超必殺ストラテジー！や発

動されたトラップが解決され効果を発揮した後、リゾルブゾーン

にあるカードは、持ち主の捨札に置かれます。 

 

13．パートナーゾーン 

 

13－１．選択ルールです。大会主催者が大会形式に「パートナー

バトル」を選択した場合、またはフリープレイで双方のプレイヤ

ーが同意して「パートナーバトル」を選択した場合にのみ使用す

るゾーンです。選択ルールに関しましては総合ルール第３部第１

章「デュエルの準備 ３」をご参照下さい。 

 

13－２．プレイヤーが用意したパートナーアバターが置かれるゾ

ーンです。パートナーアバターはデュエルの開始時から終わりま

で、このゾーンに置かれたままになります。 

 

第 22 章 ゾーン以外の場所 

 

１. いくつかのスクエアをグループとしてとらえた場所を、以下

のように表現することがあります。バトルスペース、ライン、左

ライン、中央ライン、右ライン、エリア、味方エリア、中央エリ

ア、敵エリア。これらの場所はゾーンではありません。 

 

２. バトルスペースとは、ユニットを置くことができるスクエア

の集まりを指します。バトルスペースは両方のプレイヤーで共有

され、９つのスクエアで構成されています。 

 

３. ラインとは、プレイヤーから見て縦１列のスクエアの集まり

を指します。ラインは、バトルスペースのスクエア３つで構成さ

れています。 

 

４. あるプレイヤーから見て、左側のラインを左ライン、中央の

ラインを中央ライン、右側のラインを右ラインと呼びます。ある

プレイヤーの右ラインは、相手の左ラインとなります。同様に、

あるプレイヤーの左ラインは、相手の右ラインになります。 

 

４－１．ルールが左ライン、中央ライン、右ラインを指定する場

合、そのルールに従って行動するプレイヤーから見てそのライン

を判断します。カードや能力が同様の指定をする場合、カードや

能力の支配者から見てそのラインを判断します。 

 

５. エリアとは、プレイヤーから見て横１列のバトルスペースの

スクエアの集まりを指します。エリアは、バトルスペースのスク

エア３つで構成されています。 

 

６. あるプレイヤーから見て、１番手前のエリアを味方エリア、

中央のエリアを中央エリア、１番遠いエリアを敵エリアと呼びま

す。あるプレイヤーの味方エリアは、相手の敵エリアとなります。

同様に、あるプレイヤーの敵エリアは、相手の味方エリアになり

ます。 

 

６－１. ルールが味方エリア、中央エリア、敵エリアを指定する

場合、そのルールに従って行動するプレイヤーから見てそのライ

ンを判断します。カードや能力が同様の指定をする場合、カード

や能力の支配者から見てそのエリアを判断します。 

 

【例】あなたが味方エリアにユニットをプレイしようとしていま

す。その場合の味方エリアとは、あなたから見た味方エリアにな

ります。 

 

【例】あなたが「このカードが味方エリアに置かれた時、あなた

は１枚引く」というテキストを持つユニットをプレイしようとし

ています。このユニットの支配者であるあなたから見て味方エリ

アのスクエアに、このユニットが置かれた時に能力が誘発します。 

 

第 23 章 公開情報と非公開情報 

 

１.公開情報 

 

１－１.ゲーム中の情報で、全てのプレイヤーにわかるようにな

っている情報を公開情報と言います。例えばスクエア、エネルギ

ーゾーン、プランゾーン、リムーブゾーンにあるカード、トラッ

プゾーンにある表向きのカードは公開情報です。捨札のカードは

１つにまとめられ表向きに重ねて置かれなければなりませんが

公開情報です。またプレイヤーの手札や捨札の枚数は公開情報で

す。相手プレイヤーに公開情報を尋ねられた時にそれを偽っては

なりません。 

 

２.非公開情報 

 

２－１.ゲーム中の情報で、全てのプレイヤーにはわからないよ

うになっている情報を非公開情報と言います。例えば手札や山札、

トラップゾーンにある裏向きのカードは非公開情報です。なんら

かの効果で非公開情報のカードが公開された場合、それは公開さ

れている間は公開情報になります。 

 

３.なんらかの効果が非公開情報の特定の一部を公開情報にする

ように求めている時、その効果の支配者は非公開情報の中からそ

の特定の一部を見つけられなかったことを選ぶことができます。 

 

【例】あなたは「影の月」の効果で山札の中を見ています。その

時、レベル４以下のユニットが山の中にあったとしても、それは

非公開情報なので見つからなかったことにしてスクエアに出さ

ないことを選べます。 

 

第 24 章 カードの状態 

 



１. バトルスペースのスクエア、トラップゾーン、エネルギーゾ

ーン、スマッシュゾーンの各カードは、リリース状態かフリーズ

状態かのいずれかです。リリース状態のカードは縦向きに置くこ

とで、フリーズ状態のカードは横向きに置くことで示します。リ

リース状態のカードをフリーズ状態にすることを「フリーズす

る」と呼び、フリーズ状態のカードをリリース状態にすることを

「リリースする」と呼びます。 

 

１－１. リリース状態のカードをリリースしたり、フリーズ状態

のカードをフリーズしたりすることはできません。 

 

１－２．カードに特別な記載がない限り、「向き」とはリリース

状態／フリーズ状態を指します。 

【例】「同盟締結（敵か味方を２枚選び、向きを変えずに入れ替

える。）」によってユニット２体を入れ替えました。入れ替えた時、

それらのユニットは入れ替える前とリリース状態／フリーズ状

態を変更せずにスクエアに置かれます。 

 

１－３．カードの表側（イラストが描かれている面）が見えてい

るカードは「表向き」と表現されます。カードの表側（イラスト

が描かれている面）が見えていないカードは「裏向き」と表現さ

れます。 

 

第３部 デュエルの進行 

 

第１章 デュエルの準備 

 

１．１回の勝負をデュエルと呼びます。 

 

２．複数のデュエルで勝敗を決定する場合、そのひとまとまりの

デュエルをマッチと呼びます。 

 

３．プロジェクトレヴォリューションにはあらかじめ選択可能な

ルールがあります。選択可能なルールには「構築戦」、「パートナ

ーバトル」、「限定戦」があります。 

 

３－１. 事前に自分のデッキを構築し、それを使用するデュエル

を構築戦と呼びます。構築戦で使用するデッキは、60 枚以上で

構成されます。構築戦で使用するデッキには、同じ日本語版のカ

ード名を持つカードは、４枚までしか入れることができません。

また、構築戦で使用するデッキには、カードのスターアイコンは、

合計 15 個までしか入れることができません。詳細はフロアルー

ルをご参照ください。 

 

３－２．パートナーバトルは構築戦の一種です。そのため構築戦

のルールをすべて使用します。パートナーバトルとは、その名の

とおり好きなカード名を１つ指定して自分のパートナーとし、そ

のパートナーを最大限に活躍させることができるデュエルです。

パートナーに指定された味方はＢＰが＋1000 されます。詳細はフ

ロアルールをご参照ください。 

 

３－２－１．パートナーバトルではパートナーアバターを用意し

ます。パートナーアバターとは、あなたのデッキの中で、パート

ナーとして戦う特別なカード（パートナーカード）を明示する物

のことです。パートナーアバターはカード以外のものでもかまい

ません。また、パートナーアバターは名前がはっきり分かるよう

にしなくてはなりません。もし、パートナーアバターの名前が見

えるところに書かれていない場合は、名前を書いた紙など名前が

分かるものと一緒に用意しなくてはなりません。  

 

３－３. 決められた数の未開封のブースター・パックやストラク

チャー・デッキを開封し、それらの中に含まれているカードでデ

ッキを構築し、それを使用するデュエルを限定戦と呼びます。限

定戦で使用するデッキは、40枚以上で構成されます。限定戦で使

用するデッキには、同じ日本語版のカード名を持つカードを、枚

数制限なし、かつスターアイコンの個数制限なしに入れることが

できます。詳細はフロアルールをご参照ください。 

 

４. デュエルを始める時、それぞれのプレイヤーは自分のデッキ

をシャッフルし、カードが不規則な順番になるようにします。（カ

ードの順番を自分の思い通りに並べてはいけません。）その後、

相手のデッキをシャッフルすることができます。このデッキは、

ゲームの間「山札」として扱われます。 

 

４－１．パートナーバトルの場合、デッキをシャッフルした後、

それぞれのプレイヤーはパートナーアバターをパートナーゾー

ンに置くことができます。 

 

５. デッキをシャッフルした後（パートナーバトルの場合、パー

トナーアバターをパートナーゾーンに置いた後）、ランダムな方

法で先攻・後攻を決定します。例えば、じゃんけんで勝った方が

先手と決めてから、じゃんけんをするのが代表的な方法です。（じ

ゃんけんで勝った方が先攻・後攻を決める方法は、プレイヤーの

意志が介入しているため不適切です。）マッチの２本目以降のデ

ュエルでは、直前のデュエルで負けたプレイヤーが先攻・後攻を

決定します。直前のデュエルが引き分けだった場合は、直前のデ

ュエルと同じ先攻・後攻になります。 

 

６. 先攻・後攻が決まった後、それぞれのプレイヤーは５枚の手

札を引きます。引いたカードが気に入らなくても、引きなおしを

することはできません。 

 

第２章 デュエルの開始 

 

１.ジャッジか主催者の合図により試合を開始します。 

 

２. 先攻のプレイヤーは、第１ターンのドローフェイズを飛ばし

ます。 

 

第３章 デュエルの終了 

 

１. プレイヤーのスマッシュ（スマッシュゾーンにある「裏向き

の」カード）が７枚以上になったら、そのプレイヤーは次に優先

権が発生したときに、ルールエフェクトとしてデュエルに敗北し、

相手プレイヤーが勝利します。 

 

２. プレイヤーの山札にあるカードが０枚以下になったら、その

プレイヤーは次に優先権が発生したときに、ルールエフェクトと

してデュエルに敗北し、相手プレイヤーが勝利します。 

 

３. プレイヤーが勝利または敗北した場合や、デュエルが引き分

けになった場合、そのデュエルは即座に終了します。 

 

４. 両方のプレイヤーが同時に敗北した場合や、同時に勝利した

場合は、デュエルは引き分けになります。 

 

５. プレイヤーが勝利と敗北の条件を同時に満たした場合は、そ

のプレイヤーは敗北します。 

 

６. デュエル中、ある行為が無限に繰り返されてゲームが進まな

くなるループが発生し、それを止める方法がない場合、デュエル

は引き分けになります。プレイヤーの選択によってループを止め

ることができる場合は、ゲームは引き分けになりません。 

 

７. プレイヤーはいつでも投了することができます。投了したプ

レイヤーは敗北し、相手プレイヤーが勝利します。投了はルール

エフェクトではありません。投了はいかなる場合にもただちに効

果を発揮し、デュエルは終了します。 

 

８．引き分けが許容できる大会形式（スイスドロー戦など）にお

いてマッチに制限時間がある場合、ジャッジか主催者の合図によ

り制限時間を終了します。さらに追加１ターン制を適用されてい

る場合は制限時間終了の合図のあったターンと次のターンを行

い、勝利や敗北の条件が満たされなかった場合そのデュエルは引



き分けになります。 

 

９．引き分けが許容できる大会形式（スイスドロー戦など）にお

いてマッチに制限時間がある場合、ジャッジか主催者の合図によ

り制限時間を終了します。デュエルとデュエルとの間に制限時間

終了の合図がされた場合、次のデュエルは行われません。 

 

１０．引き分けが許容できない大会形式（シングルエリミネーシ

ョン戦など）においてマッチに制限時間がある場合、ジャッジか

主催者の合図により制限時間を終了します。さらに追加１ターン

制を適用されている場合は制限時間終了の合図のあったターン

と次のターンを行い、勝利や敗北の条件が満たされなかった場合

お互いのスマッシュゾーンにあるカードの枚数を数え、少ない方

が勝ち、多い方が負けになります。スマッシュゾーンにあるカー

ドの枚数が等しい場合はさらに追加の１ターンを行い、スマッシ

ュゾーンに置かれているカード数に差異が付いた時点でその数

の少ない方がそのデュエルの勝利、多い方は敗北となります。 

 

１１．引き分けが許容できない大会形式（シングルエリミネーシ

ョン戦など）においてマッチに制限時間がある場合、ジャッジか

主催者の合図により制限時間を終了します。デュエルとデュエル

の間に制限時間終了の合図がされた場合、現在のスコアで勝敗を

決定します。さらにスコアが引き分けとなっている場合は次のデ

ュエルを行い、スマッシュゾーンに置かれているカードの枚数に

差異が付いた時点でその数の少ない方がそのデュエルの勝利、多

い方は敗北となります。 

 

第４章 デュエルの進行に関する原則 

 

１. デュエルは、先攻のプレイヤーから交互に、自分のターンを

行うことで進行します。アクティブプレイヤーのターンが終了し

たら、アクティブプレイヤーが交代して次のターンに移ります。 

 

２. ターンは、リリースフェイズ、ドローフェイズ、エネルギー

フェイズ、メインフェイズ、スマッシュフェイズ、リカバリーフ

ェイズという６つの連続するフェイズで構成されます。それぞれ

のフェイズは、何も起こらない場合でも存在します。デュエル中

に支配者の異なる複数のユニットが同じスクエアに置かれた時、

バトルという複数のステップで構成される特別な処理が発生し

ます。また、デュエル中にプレイヤーが 1000 以上のダメージを

受けた時、スマッシュ判定という複数のステップで構成される特

別な処理が発生します。 

 

３. プレイヤーは、自分または相手のターンの間、条件を満たし

た後優先権をパスするまで、優先権を持った時に、後述する１項

～２項の行動を行うことができます。これらの行動はバンクを使

用しません。 

 

３－１．トラップの発動 

プレイヤーは、自分のメインフェイズ中に限らずいつでも、トラ

ップの発動条件が満たされた後、同じイベントで起動条件を満た

した勇気を起動するか優先権をパスするまで、優先権を持った時

に、そのトラップを発動する権利を得ます。ただし、トラップの

発動条件が満たされた後、優先権を得る時に「バトル」または「ス

マッシュ判定」が発生した場合、その「バトル」または「スマッ

シュ判定」が終了するまでそのトラップを発動する権利は発生し

ません。プレイヤーは、トラップを発動する権利を獲得した後同

じイベントで起動条件を満たした勇気を起動するか１度でも優

先権をパスすると、再びトラップの発動条件を満たすまで、トラ

ップを発動する権利を失います。 

 

３－２．勇気の起動 

「勇気－Ｘ」を持つカードを手札に持つプレイヤーは、自分のメ

インフェイズ中に限らずいつでも、「相手のユニットが味方エリ

アか中央エリアに置かれた時、このカードと同じ色のカードがあ

なたのエネルギーゾーンにあり、かつこのカードのレベルと同じ

かそれ以上の枚数のカードがあなたのエネルギーゾーンにある

ならば」という「勇気－Ｘ」の起動条件が満たされた後、優先権

をパスするまで、優先権を持った時に、「このカードを公開し、

コストとしてこのカードと同じ色のエネルギーを１支払い、この

カードを捨札にすることで、その味方エリアか中央エリアに置か

れた相手のユニットにＸダメージを与えることができる。」とい

う能力を起動する権利を得ます。ただし、「勇気－Ｘ」の起動条

件が満たされた後、優先権を得る時に「バトル」または「スマッ

シュ判定」が発生した場合、その「バトル」または「スマッシュ

判定」が終了するまでその「勇気－Ｘ」を起動する権利は発生し

ません。プレイヤーは、「勇気－Ｘ」を起動する権利を獲得した

後１度でも優先権をパスすると、再び「勇気－Ｘ」の起動条件を

満たすまで、「勇気－Ｘ」を起動する権利を失います。 

 

【例】相手のユニットが中央エリアのスクエアに移動してきまし

た。あなたの手札には２枚の「謎ゲマ」があります。２枚の「謎

ゲマ」の勇気の起動条件が同時に満たされたため、優先権をパス

しない限り、あなたは「謎ゲマ」の勇気を連続して２回起動する

ことができます。 

 

【例】相手のユニットが中央エリアのスクエアに移動してきまし

た。あなたのトラップゾーンには「偵察プローブ」があり、あな

たの手札には「謎ゲマ」があります。「偵察プローブ」の発動条

件と「謎ゲマ」の勇気の起動条件が同時に満たされたため、優先

権をパスしない限り、あなたは「偵察プローブ」を発動し、次に

「謎ゲマ」の勇気を起動することができます。先に「謎ゲマ」の

勇気を起動した場合は、「偵察プローブ」を発動することはでき

ません。 

 

【例】「スクエアに置かれた時、カードを１枚引く」という能力

を持つ相手のユニットが中央エリアのスクエアに移動してきま

した。あなたのトラップゾーンには「偵察プローブ」があり、あ

なたの手札には「謎ゲマ」があります。まず、ユニットの能力が

誘発してバンクに入れられます。「偵察プローブ」の発動条件と

「謎ゲマ」の勇気の起動条件が同時に満たされたため、優先権を

パスしない限り、あなたは「偵察プローブ」を発動し、次に「謎

ゲマ」の勇気を起動することができます。両方のプレイヤーが優

先権をパスしたら、バンクにある能力が解決されます。 

 

【例】「スクエアに置かれた時、カードを１枚引く」という能力

を持つ相手のユニットが、あなたのユニットのいる中央エリアの

スクエアに移動してきました。あなたのトラップゾーンには「偵

察プローブ」があり、あなたの手札には「謎ゲマ」があります。

まず、ルールエフェクトであるバトルが発生すると同時に、ユニ

ットの能力が誘発してバンクに入ることが予約され、ルールエフ

ェクトであるバトルが解決されます。次に、ユニットの能力が誘

発してバンクに入れられます。「偵察プローブ」の発動条件と「謎

ゲマ」の勇気の起動条件が同時に満たされたため、優先権をパス

しない限り、あなたは「偵察プローブ」を発動し、次に「謎ゲマ」

の勇気を起動することができます。両方のプレイヤーが優先権を

パスしたら、バンクにある能力が解決されます。 

 

４. バンクが空で、両方のプレイヤーが連続して優先権を放棄し

た時に、それがバトルまたはスマッシュ判定中でなければ、進行

中のフェイズが終了します。バンクが空で、両方のプレイヤーが

連続して優先権を放棄した時に、それがバトルまたはスマッシュ

判定中ならば、進行中のステップが終了します。 

 

５. ルールや効果によって、ターン、フェイズ、ステップがとば

された場合、そのターン、フェイズ、ステップが存在しないもの

としてデュエルを進めます。 

 

６. すべてのフェイズが終了したら、そのターンは終了し、アク

ティブプレイヤーが交代して次のターンに移ります。全てのステ

ップが終了したら、そのバトルは終了します。 

 

第５章 リリースフェイズ 

 



１. まず、アクティブプレイヤーは、自分が支配するすべてのフ

リーズ状態の、スクエアにあるカード、トラップゾーンにあるカ

ード、エネルギーゾーンにあるカード、スマッシュゾーンにある

カードをリリースします。この特別な行動はバンクを使用しませ

ん。次に、「ターンの始め」に誘発する能力と、「リリースフェイ

ズの始め」に誘発する能力、「リリースした時」に誘発する能力

をすべてバンクに入れます。その後、非アクティブプレイヤーに

優先権が発生します。 

 

２. プレイヤーは、自分または相手のリリースフェイズ中の発動

または起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラップ

を発動するか勇気を起動することができます。 

 

第６章 ドローフェイズ 

 

１－１. まず、アクティブプレイヤーはカードを１枚引きます。

この特別な行動はバンクを使用しません。次に、「ドローフェイ

ズの始め」に誘発する能力と、「カードを引いた時」に誘発する

能力をすべてバンクに入れます。その後、非アクティブプレイヤ

ーに優先権が発生します。 

 

１－２. 先攻プレイヤーの第１ターンは、このフェイズをとばし

ます。 

 

２. プレイヤーは、自分または相手のドローフェイズ中の発動ま

たは起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラップを

発動するか勇気を起動することができます。 

 

第７章 エネルギーフェイズ 

 

１. まず、「エネルギーフェイズの始め」に誘発する能力をすべ

てバンクに入れ、非アクティブプレイヤーに優先権が発生します。

それらを解決した後、アクティブプレイヤーは、バンクが空で、

優先権を持っている時に、自分の手札を１枚選んで、持ち主のエ

ネルギーゾーンに表向きにリリース状態で置くことができます。

この特別な行動はバンクを使用しません。 

 

２. プレイヤーは、自分または相手のエネルギーフェイズ中の発

動または起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラッ

プを発動するか勇気を起動することができます。 

 

第８章 メインフェイズ 

 

１. まず、「メインフェイズの始め」に誘発する能力をすべてバ

ンクに入れます。その後、非アクティブプレイヤーが優先権を獲

得し、優先権を持つプレイヤーがカードや能力をプレイまたは起

動できるようになります。通常、カードのプレイや能力の起動は

メインフェイズにしか行うことができません。 

 

２. アクティブプレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェ

イズの間、バンクが空で優先権を持っている時に、後述する１項

～６項の行動を行うことができます。これらの行動はバンクを使

用しません。 

 

２－１. アクティブプレイヤーは、使用コストを支払って、自分

の手札にあるカードをプレイできます。 

 

２－２. アクティブプレイヤーは、起動コストを支払って、カー

ドの起動型能力を起動できます。 

 

２－３. アクティブプレイヤーは、コストとして自分のエネルギ

ーかスマッシュを１枚フリーズして、効果として自分の山札の１

番上のカードを表返すことができます。プレイヤーは、コストと

してエネルギーかスマッシュを１枚フリーズして、効果として自

分のプランゾーンにあるカードを捨札に置き、次の山札の１番上

にあるカードを表返すことができます。これらの行動のどちらか

を行うことを、「プランする」と呼びます。「プランする」ことは

起動型能力です。 

 

２－４. アクティブプレイヤーは、使用コストを支払って、自分

のプランゾーンにある能力「夢」を持つカードをプレイできます。 

 

２－５. アクティブプレイヤーは、バトルスペースのスクエアに

あるリリース状態の自分の支配するユニットを、そのユニットの

移動アイコンの矢印のある方向と同じ方向に接している隣のス

クエアに、リリース状態で置くことができます。この行動を「ユ

ニットを移動する」と呼びます。移動アイコンがあれば、上下左

右斜めいずれの方向にも移動できます。ユニットの移動は起動型

能力です。 

 

※Ｑ＆Ａや雑誌の記事などの文章で、ユニットが移動能力以外の

効果によってスクエアからスクエアへ置かれることを便宜的に

「移動する」と表現されることがあります。しかしそれは移動能

力を起動したわけではないので、移動能力の起動によって誘発す

る能力や効果の影響を受けないことに注意して下さい。 

 

２－６．アクティブプレイヤーは、自分のトラップゾーンにある

カードを捨札に置くことかできます。この行動を「トラップの廃

棄」と表現します。 

 

３. プレイヤーは、自分または相手のメインフェイズ中の発動ま

たは起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラップを

発動するか勇気を起動することができます。 

 

第９章 スマッシュフェイズ 

 

１. まず、「スマッシュフェイズの始め」に誘発する能力をすべ

てバンクに入れ、非アクティブプレイヤーに優先権が発生します。

それらを解決した後、アクティブプレイヤーは、バンクが空で、

優先権を持っている時に、以下の(1)～(2)の行動を好きな順番で

好きな回数行うことができます。(1)～(2)の行動をスマッシュす

ると言います。これらの特別な行動はバンクを使用しません。 

 

(1) アクティブプレイヤーは、中央エリアにある自分のユニット

を１枚選んでフリーズできます。そうした場合、相手にそのユニ

ットのＳＰと同じダメージを与えます。 

 

(2) アクティブプレイヤーは、敵エリアにある自分のユニットを

１枚選んでフリーズできます。そうした場合、相手にそのユニッ

トのＳＰ＋500 のダメージを与えます。 

 

２. プレイヤーは、自分または相手のスマッシュフェイズ中の発

動または起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラッ

プを発動するか勇気を起動することができます。 

 

第 10 章 リカバリーフェイズ 

 

１. まず、すべてのカードとすべてのプレイヤーに与えられてい

るダメージが取り除かれ、同時に「ターンの終わりまで」の効果

と「このターンの間」の効果が終了します。この特別な行動はバ

ンクを使用しません。次に、「リカバリーフェイズの始め」に誘

発する能力をすべてバンクに入れます。その後、非アクティブプ

レイヤーに優先権が発生します。 

 

２. プレイヤーは、自分または相手のリカバリーフェイズ中の発

動または起動する権利を得ている間、コストを支払って、トラッ

プを発動するか勇気を起動することができます。 

 

３. バンクが空でプレイヤーが互いに連続して優先権を放棄し

た時に「ターンの終わり」に誘発する能力をすべてバンクに乗せ

ます。 

 

４. その後、バンクが空でプレイヤーが互いに連続して優先権を

放棄した時に、１～３の間に何らかの誘発イベントやルールエフ



ェクトが発生していた場合、再び１からの手順を繰り返します。

誘発イベントやルールエフェクトが発生していない場合、リカバ

リーフェイズは終了します。 

 

５．「リカバリーフェイズの始め」及び「ターンの終わり」に誘

発する能力は、そのターン中に１度だけ誘発します。 

 

第 11 章 バトル 

 

１. 支配者の異なる２つのユニットが同一のスクエアに置かれ

た場合、「バトル」という特別な手順が発生します。バトルはル

ールエフェクトであり、バンクを使用しません。 

 

１－１. バトルの発生以外のルールエフェクトは、バトル発生の

ルールエフェクトに優先して解決されます。バトル発生以外のル

ールエフェクトによって、バトルを発生させるユニットの一方あ

るいは両方がそのスクエアから別のゾーンに移動する場合には、

バトル発生のルールエフェクトは解決されず、バトルは発生しま

せん。 

 

【例】スクエアに「このカードと同じラインにあるすべての敵の

ＢＰを－1000 」という能力を持つあなたのユニットが置かれて

います。相手がそのユニットがあるスクエアに、ＢＰ1000 のユ

ニットをプレイしました。相手のユニットがスクエアに置かれた

時、「バトルの発生」と「ＢＰが０以下のユニットが捨札に置か

れる」という２つのルールエフェクトが同時に条件を満たします。

この場合、バトルは発生しません。 

 

１－２．バトルが発生した時にそのスクエアに置かれていたユニ

ットはバトル終了時まで「バトルをしているユニット」と呼ばれ

ます。バトルが発生した後、バトルが終了する前にそのスクエア

に置かれたユニットもバトル終了時まで「バトルをしているユニ

ット」となります。 

 

１－３．何らかの理由で複数のスクエアで同時にバトルが発生す

る事がありえます。この場合、複数のスクエアでのバトルに於い

て同時にステップが進行します。 

 

２. バンクに誘発型能力が入っている状態や能力が誘発してバ

ンクに入ることが予約されている状態でバトルが発生した場合、

そのバンクやバンクに入ることが予約されている能力は「バトル

によって待機中のバンク」となり、待機中のバンクを解決する前

にそのバトルを開始します。バンクを待機させたバトルが終了す

るまで、バトルによって待機中のバンクは存在しないものとして

扱い、解決することもそのバンクに誘発型能力を入れることもで

きなくなります。バトル中に誘発した能力は、別の新しいバンク

によって解決されます。バンクを待機させたバトルが終了した後、

そのバトルによって待機していたバンクは通常のバンクに戻っ

て処理されます。 

 

【例】あなたは相手のユニットがいるスクエアに「アニス・アジ

ート」（登場した時、敵を１枚まで選び、3000 ダメージ！）をプ

レイました。「アニス・アジート」が登場した時に、その能力が

誘発することが予約され、同時にルールエフェクトによってバト

ルが発生します。「アニス・アジート」の能力は誘発することが

予約された状態で待機中のバンクとなります。バトルが終了され

た時点で、そのバトルによって待機中のバンクは通常の状態に戻

り、「アニス・アジート」の能力がバンクに入って解決されます。 

 

２－１．バトル中のバトル 

バトル中にバトルが発生した場合、最初に発生したバトルは「待

機中のバトル」となり、待機中のバトルを解決する前に、新しく

発生したバトルを処理します。新しく発生したバトルを処理した

後、そのバトルによって待機していたバトルは通常のバトルに戻

って残りの手順が処理されます。 

 

２－２．バトル中のスマッシュ判定 

バトル中にスマッシュ判定が発生した場合、バトルは「待機中の

バトル」となり、待機中のバトルを解決する前に、スマッシュ判

定を処理します。スマッシュ判定を処理した後、そのバトルによ

って待機していたバトルは通常のバトルに戻って残りの手順が

処理されます。 

 

３. バトルは、第１バトルステップ、第 1ダメージステップ、第

２バトルステップ、第２ダメージステップ、バトル終了ステップ

という５つの連続するステップで構成されます。それぞれのステ

ップは、何も起こらない場合でも存在します。 

 

４. バトルの間、バトルが発生したスクエアに後から置かれたユ

ニットを「攻撃したユニット」と言い、バトルが発生したスクエ

アに先に置かれていたユニットを「攻撃されたユニット」と言い

ます。 

 

【例】あなたは相手の「ブラックゲマゲマ団団員」の置かれてい

るスクエアに、「蘭花・フランソワーズ」（このカードが攻撃した

時、ターンの終わりまで、このカードのＢＰを＋2000）をプレイ

し、バトルが発生しました。後から置かれた「蘭花フランソワー

ズ」が攻撃したユニットになり、その能力が誘発します。 

 

４－１．バトル中に新しいバトルが発生した場合、あるユニット

が「攻撃したユニット」であり「攻撃されたユニット」であるこ

とがありえます。 

 

５．トラップゾーンにあるカードの発動条件または手札にある

「勇気－Ｘ」の起動条件が満たされた後、優先権を得る時にバト

ルまたはスマッシュ判定が発生した場合、そのスマッシュ判定が

終了するまでそのトラップまたは「勇気－Ｘ」を発動または起動

する権利は発生しません。 

 

第 12 章 第１バトルステップ 

 

１.「バトルの始め」、「第１バトルステップの始め」、「攻撃した

時」または「攻撃された時」に誘発する能力をすべてバンクに入

れます。その後、非アクティブプレイヤーが優先権を獲得します。 

 

第 13 章 第１ダメージステップ 

 

１．支配者の異なる２つのユニットが同一のスクエアにあるなら

ば、能力「元気」を持つユニットのこの時点でのＢＰと同じ数字

のダメージが、この時点で同じスクエアに置かれている相手のユ

ニットに与えられます。この効果を「バトルダメージの応酬」と

呼び、この効果よって与えられるダメージを「バトルダメージ」

と呼びます。この時、バトルを発生させたユニットの一方あるい

は両方が、そのスクエアから別のゾーンに移動していた場合はバ

トルダメージは発生しません。その後、非アクティブプレイヤー

が優先権を獲得します。 

 

２. バトルダメージの応酬は、ひとかたまりの効果として解決さ

れます。両方のユニットが能力「元気」を持っている場合、両方

のダメージが同時に与えられます。 

 

第 14 章 第２バトルステップ 

 

１.「第２バトルステップの始め」に誘発する能力をすべてバン

クに入れます。その後、非アクティブプレイヤーが優先権を獲得

します。 

 

第 15 章 第２ダメージステップ 

 

１．支配者の異なる２つのユニットが同一のスクエアにあるなら

ば、第１ダメージステップでダメージを与えていないユニットの

この時点でのＢＰと同じ数字のダメージが、この時点で同じスク

エアに置かれている相手のユニットに与えられます。この効果を

「バトルダメージの応酬」と呼び、この効果よって与えられるダ



メージを「バトルダメージ」と呼びます。この時、バトルを発生

させたユニットの一方あるいは両方が、そのスクエアから別のゾ

ーンに移動していた場合、バトルダメージは発生しません。その

後、非アクティブプレイヤーが優先権を獲得します。 

 

２. バトルダメージの応酬は、ひとかたまりの効果として解決さ

れます。両方のユニットが第 1ダメージステップでダメージを与

えていない場合、両方のダメージが同時に与えられます。 

 

第 16 章 バトル終了ステップ 

 

１. まず、バトルの勝敗を判定し、バトルの勝敗によって誘発す

る能力と「バトル終了ステップの始め」に誘発する能力をすべて

バンクに乗せます。その後、非アクティブプレイヤーが優先権を

獲得します。 

 

１－１. バトルの勝敗は以下のように判定します。バトル終了ス

テップの開始時に、いずれかひとつのユニットだけがバトルを行

っているスクエアに置かれている場合、そのユニットがバトルの

勝者となります。バトル終了ステップの開始時に、両方のユニッ

トがバトルを行っているスクエアに置かれている場合と、両方の

ユニットがそのスクエアに置かれていない場合は、そのバトルは

引き分けとなります。 

 

【例】あなたの「デ・ジ・キャラット」（このカードがバトルに

勝った時、相手に 1000 ダメージ！）と相手のユニットがバトル

をしています。第１バトルステップにあなたのトラップが発動し、

相手のユニットが手札に戻されました。バトル終了ステップには

「デ・ジ・キャラット」だけが残っているため、「デ・ジ・キャ

ラット」が勝者となり能力が誘発します。 

 

２－１. バトルの勝敗が決定した後、バンクが空で両方のプレイ

ヤーが連続して優先権を放棄した時に、両方のユニットがバトル

の行われているスクエアに置かれていれば、攻撃側のユニットは

ルールエフェクトによって捨札に置かれます。 

 

２－２. バトルの勝敗が決定した後、バンクが空で両方のプレイ

ヤーが連続して優先権を放棄した時に、中央エリアにプレイした

ユニットがいずれかのスクエアに置かれていれば、ルールエフェ

クトによって捨札に置かれます。 

 

２－３. バトルの勝敗が決定した後、バンクが空で両方のプレイ

ヤーが連続して優先権を放棄した時に、上記２つのルールエフェ

クトを解決した後、「バトルの終わりに」と書かれた能力が誘発

します。 

 

３.その後でバンクが空で互いのプレイヤーが連続して優先権を

放棄しバトル終了ステップは終了します。その終了と共に、「バ

トルの終わりまで」の効果と「このバトルの間」の効果が終了し

ます。 

 

４. バトル終了ステップが終わった後、バトルが終了し、そのバ

トルによって待機していたバンク（及びバンクに乗ることが予約

されている能力）は通常のバンクに戻って処理されます。 

 

第 17 章 スマッシュ判定 

 

１．プレイヤーがダメージを受けた時、受けたダメージが合計

1000 以上ならば「スマッシュ判定」という特別な手順が発生しま

す。スマッシュ判定はルールエフェクトであり、バンクを使用し

ません。 

 

２. バンクに誘発型能力が入っている状態や能力が誘発してバ

ンクに入ることが予約されている状態でスマッシュ判定が発生

した場合、そのバンクやバンクに入ることが予約されている能力

は「スマッシュ判定によって待機中のバンク」となり、待機中の

バンクを解決する前にそのスマッシュ判定を開始します。バンク

を待機させたスマッシュ判定が終了するまで、スマッシュ判定に

よって待機中のバンクは存在しないものとして扱い、解決するこ

ともそのバンクに誘発型能力を入れることもできなくなります。

スマッシュ判定中に誘発した能力は、別の新しいバンクによって

解決されます。バンクを待機させたスマッシュ判定が終了した後、

そのスマッシュ判定によって待機中のバンクは通常のバンクに

戻って処理されます。 

 

２－１．スマッシュ判定中のバトル 

スマッシュ判定中にバトルが発生した場合、スマッシュ判定は

「待機中のスマッシュ判定」となり、待機中のスマッシュ判定を

解決する前に、バトルを処理します。スマッシュ判定を待機させ

たバトルを処理した後、待機中のスマッシュ判定は通常のスマッ

シュ判定に戻って残りの手順が処理されます。 

 

２－２．スマッシュ判定中のスマッシュ判定 

スマッシュ判定中にスマッシュ判定が発生した場合、先に発生し

たスマッシュ判定は「待機中のスマッシュ判定」となり、待機中

のスマッシュ判定を処理する前に、後から発生したスマッシュ判

定を処理します。後から発生したスマッシュ判定を処理した後、

そのスマッシュ判定によって待機中のスマッシュ判定は通常の

スマッシュ判定に戻って残りの手順が処理されます。 

 

３. スマッシュ判定は、１回の「回復ステップ」と、受けたダメ

ージ 1000 ごとに１回繰り返される「希望ステップ」と「確定ス

テップ」という複数の連続するステップで構成されます。「希望

ステップ」と「確定ステップ」が複数回発生して区別が必要な場

合、繰り返した回数によって、「第１希望ステップ」のように表

現する場合があります。それぞれのステップは、何も起こらない

場合でも存在します。 

 

【例】あなたは 2000 のダメージを受けました。この時に発生す

るスマッシュ判定は、「回復ステップ → 第１希望ステップ 

→ 第１確定ステップ → 第２希望ステップ → 第２確定

ステップ」という手順で処理される５つのステップで構成されま

す。 

 

【例】あなたは 2000のダメージを受け、相手は1000のダメージ

を受けました。この時にスマッシュ判定が２つ発生し、同時に処

理されます。あなたは 2000 のダメージを受けているので、あな

たのスマッシュ判定は「回復ステップ → 第１希望ステップ 

→ 第１確定ステップ → 第２希望ステップ → 第２確定

ステップ」という手順で処理されます。相手は 1000 のダメージ

を受けているので、あいてのスマッシュ判定は「回復ステップ 

→ 第１希望ステップ → 第１確定ステップ」という手順で処

理されます。回復ステップと第１希望ステップと第 1確定ステッ

プは両方のプレイヤーに存在しているので、同時に処理していき

ます。 

 

４．トラップゾーンにあるカードの発動条件または手札にある

「勇気－Ｘ」の起動条件が満たされた後、優先権を得る時にスマ

ッシュ判定が発生した場合、そのスマッシュ判定が終了するまで

そのトラップまたは「勇気－Ｘ」を発動または起動する権利は発

生しません。 

 

第 18 章 回復ステップ 

 

１．プレイヤーが受けたダメージを、この時に発生した「希望ス

テップ」の回数１回につき 1000 回復します。その後、非アクテ

ィブプレイヤーに優先権が発生します。 

 

１－１．複数のプレイヤーが同時にダメージを受けた場合、それ

ぞれのプレイヤーは受けたダメージを、この時に発生した自分の

「希望ステップ」の回数１回につき 1000 回復します。その後、

非アクティブプレイヤーに優先権が発生します。 

 

第 19 章 希望ステップ 



 

１．ダメージを受けたプレイヤーは、自分の山札の１番上のカー

ドを、自分のスマッシュゾーンにリリース状態で表向きに置きま

す。「スマッシュゾーンに表向きで置かれているカード」はスマ

ッシュではなく、「スマッシュゾーンに裏向きで置かれているカ

ード」のみスマッシュとして扱います。スマッシュゾーンに表向

きで置かれたカードが能力「希望」を持っている場合、そのカー

ドの支配者のエネルギーゾーンにそのカードと同じ色のカード

があり、かつそのプレイヤーのエネルギーゾーンに希望を持つカ

ードのレベル以上の枚数のカードがあるならば、「希望」の効果

を解決します。「希望」は特別な行動であり、解決にはバンクを

使用しません。その後、非アクティブプレイヤーに優先権が発生

します。 

 

１－１．ダメージを受けたプレイヤーが複数いる場合、それぞれ

のプレイヤーは、同時に自分の山札の１番上のカードを、自分の

スマッシュゾーンにリリース状態で表向きに置きます。 

 

１－２．複数プレイヤーのカードが同時にスマッシュゾーンに表

向きで置かれた時、複数のカードが能力「希望」を持っている場

合、アクティブプレイヤーの「希望」の効果から先に解決します。 

 

第 20 章 確定ステップ 

 

１．ダメージを受けたプレイヤーのスマッシュゾーンに表向きで

置かれているカードを裏返します。裏向きにスマッシュゾーンに

置かれているカードはスマッシュとして扱います。その後、非ア

クティブプレイヤーに優先権が発生します。 

 

１－１．ダメージを受けたプレイヤーが複数いる場合、ダメージ

を受けたプレイヤーのスマッシュゾーンに表向きで置かれてい

るカードを同時に裏返します。 

 

【例】相手のスマッシュは６です。あなたは中央エリアにあるＳ

Ｐ1000のユニットでスマッシュしました。相手のスマッシュが７

になり、確定ステップで優先権が発生した時点でルールエフェク

トがチェックされ、相手が敗北します。 

 

【例】相手のスマッシュは６です。あなたは敵エリアにあるＳＰ

0 のユニットでスマッシュして、相手に 500 のダメージを与えま

した。続いて、敵エリアにあるＳＰ1000のユニットでスマッシュ

して、相手に合計 2000 のダメージを与えました。希望ステップ

と確定ステップを２回繰り返すスマッシュ判定が行われますが、

第１確定ステップで優先権が発生した時点でルールエフェクト

がチェックされ、スマッシュが７ある相手が敗北します。 

 

【例】相手のスマッシュは６です。あなたは中央エリアにあるＳ

Ｐ1000のユニットでスマッシュしました。希望ステップで、相手

の「あなたは自分のスマッシュを１枚選び、捨札に置く」という

効果の希望が発生し解決されました。確定ステップで優先権が発

生した時点では相手のスマッシュは６なので、デュエルは続行し

ます。 

 

【例】あなたも相手もスマッシュは６です。あなたは中央エリア

にあるＳＰ1000のユニットでスマッシュしました。希望ステップ

で相手の「相手に 1000 ダメージ！」という効果の希望が発生し

解決され、あなたは 1000 ダメージを受けました。希望ステップ

で優先権が発生した時点で、ルールエフェクトによって新しいス

マッシュ判定が発生し、先に発生していたスマッシュ判定は待機

中になります。そのまま、特に何もなければ、後から発生したス

マッシュ判定が処理され、その確定ステップの優先権が発生した

時点で、スマッシュが７あるあなたが敗北します。 

 

【例】あなたも相手もスマッシュは６で 500のダメージを受けて

います。あなたが「ナーガ」（登場した時、すべてのプレイヤー

に 500 ダメージ！）をプレイしました。お互いが同時に 1000 ダ

メージを受けた場合「スマッシュ判定」というルールエフェクト

が２つ発生し、同時に処理されます。ルールエフェクトが同時に

起こった場合は同時に解決するので、このスマッシュ判定も同時

に解決していきます。まず、回復ステップであなたも相手も1000

回復します。次に希望ステップでお互いの山札を表向きで置いて

希望のチェックをします。希望があればその解決をしますが、お

互いのプレイヤーの希望がある場合はアクティブプレイヤーか

ら希望を解決します。そして確定ステップでお互いのカードが裏

向きになり、ここでお互いのスマッシュが７枚なら引き分けにな

ります。 

 

第４部 デュエルの処理 

 

第１章 能力と効果 

 

１. 「能力」とは、テキストによって決められた、カードが行う

ことまたは行えることを指します。カードまたは「能力」の指示

によって生み出された結果を「効果」と呼びます。 

 

２. 能力には大きくわけて、起動型能力、誘発型能力、常在型能

力の３つがあります。効果には大きくわけて、単発効果、継続効

果の２つがあります。 

 

３. カードは複数の能力を持つことがあります。テキストが改行

されている場合、その前後の能力はそれぞれ別の能力として扱い

ます。 

 

４. テキストに書かれているコストは、カードの能力の一部です。 

 

５. バンクに入れられた能力は、その能力が書かれているカード

とは独立して存在します。そのため、能力が書かれているカード

がゾーンを移動しても、バンクに乗った能力には影響を与えませ

ん。 

 

【例】あなたは「アニス・アジート」(登場した時、敵を１枚選

び、3000 ダメージ！)をプレイし、その能力がバンクに入りまし

た。それが解決される前に、相手のトラップが発動し、「アニス・

アジート」が捨札に置かれました。「アニス・アジート」がスク

エアに残っていなくても、問題なくバンクにある能力は解決され

ます。 

 

６. 能力がバンクに入る時または解決される時に特定のゾーン

にあるカードの情報を参照する場合、そのカードがすでに「スク

エアからスクエア」以外のゾーンの移動を行っていたならば、そ

のカードのゾーンを移動する直前の情報を参照します。 

 

【例】あなたは「このカードが登場した時、同じラインにいる敵

全員に 1000 ダメージ！」という効果を持つユニットを味方エリ

アにプレイし、その能力がバンクに入りました。それが解決され

る前に、相手のトラップが発動し、そのカードが手札に戻されま

した。能力を解決する時には、そのカードはすでに「スクエアか

らスクエア」以外のゾーン移動をしているため、ゾーン移動する

直前に「カードが置かれていた場所」を参照して、同じラインの

スクエアを決定します。 

 

第２章 起動型能力 

 

１. カードの起動型能力は、テキストに「［コスト］ 効果」とい

う書式で書かれています。起動型能力をプレイするプレイヤーは、

［ ］でくくられたコストをすべて支払わなければなりません。 

 

２. カードの起動型能力は、特にカードに記載がない限り、その

カードの支配者だけが起動することできます。 

 

３. ルールによって認められた起動型能力として、「プランする」、

「ユニットを移動する」があります。 

 

４. プレイヤーは、バトル中以外の自分のメインフェイズの間で



バンクが空で優先権を持っている時に、起動型能力を起動できま

す。 

 

５．起動型能力はバンクを使用しません。 

 

第３章 誘発型能力 

 

１. カードの誘発型能力は、テキストに「～の始めに」「～の終

わりに」「～した時」という語句を含む文章で書かれています。

これらの語句は、「誘発イベント」と呼ばれます。 

 

【例】「ナノナノ・プティング」（登場した時、自分のスマッシュ

を１枚選び、捨札に置く。）の能力は誘発型能力です。 

 

２. カードの誘発型能力は、誘発イベントが満たされるたびに、

誘発イベントの後に書かれている効果を発揮する能力を自動的

に誘発します。誘発した能力は、誘発した時には何も起こらず、

次にいずれかのプレイヤーが優先権を獲得した時に、バンクに入

れられます。 

 

３. カードの誘発型能力には、テキストに「～時、～ならば、～

する」という表現で書かれた条件付誘発型能力があります。「～

ならば」という語句を誘発条件と呼びます。条件付誘発型能力は、

誘発イベントが発生した時に、誘発条件を満たしている場合にの

み誘発します。また、条件付誘発型能力は、その解決時に、誘発

条件を満たしていない場合には、無効化されます。 

 

４. カード、起動型能力、誘発型能力によって作成された誘発型

能力は、特別に規定された期限がなければ、次に誘発イベントが

起こった時に１度だけ誘発します。「リカバリーフェイズの始め」

及び「ターン終わり」に誘発する能力を除くカード、起動型能力、

誘発型能力によって作成された誘発型能力は、特別に規定された

期限があれば、定められた期限まで、誘発イベントが起きるたび

に何度でも誘発します。「リカバリーフェイズの始め」及び「タ

ーン終わり」に誘発する能力を除く常在型能力によって作成され

た誘発型能力は、常在型能力が存在する限り、誘発イベントが起

きるたびに何度でも誘発します。「リカバリーフェイズの始め」

及び「ターン終わり」に誘発する能力は、そのターン中に１度だ

け誘発します。 

 

４－１. カード、起動型能力、誘発型能力によって作成された誘

発型能力のうち、特定のカードに影響を与える誘発型能力は、誘

発型能力が作成された後、誘発イベントが満たされる前に、その

カードが「スクエアからスクエア」以外のゾーン移動をした場合、

消滅します。 

 

第４章 常在型能力 

 

１. カードの常在型能力は、テキストに書かれている継続効果を

常に発生させ続けます。常在型効果は、カードに特別の記載がな

い限り、カードがスクエアに置かれている時にのみ効果を発揮し

ます。「第２部 第 10 章 第３節 第１項～第３項」に上げられた

能力は、このルールの例外になります。 

 

【例】「タクト・マイヤーズ」（他のムーンエンジェル隊の味方の

ＢＰを＋1000）の能力は、常在型能力です。 

 

２. 常在型能力はスクエアに置かれているカードへ即座に適用

されます。これは、そのカードが「スクエアからスクエア」以外

のゾーン移動をした際にも適用されます。そのカードが常在型能

力の適用されるゾーンに、その適用前の状態で置かれることはあ

りません。 

 

３. 常在型能力はバンクを使用しません。 

 

第５章 優先権 

 

１. 「優先権」とは、プレイヤーがカードをプレイしたり能力を

起動したりする権利を指します。 

 

２. 非アクティブプレイヤーは、フェイズやステップの開始時に、

そのフェイズやステップの「始め」に誘発する能力がバンクに入

れられた後で、優先権を獲得します。優先権を持つプレイヤーは、

カードのプレイやトラップの発動、能力の起動を行うか、特別な

行動を行うか、優先権を放棄することができます。カードや能力

が解決されるか、能力をバンクへ入れるか、特別な行動を行った

場合、その後、非アクティブプレイヤーが優先権を獲得します。

優先権を放棄した場合、両方のプレイヤーが連続して優先権を放

棄していなければ、相手が優先権を獲得します。両方のプレイヤ

ーが連続して優先権を放棄した場合、バンクにアクティブプレイ

ヤーの支配する能力があれば、アクティブプレイヤーはバンクに

ある自分の支配する能力を１つ選んで解決します。両方のプレイ

ヤーが連続して優先権を放棄した場合、バンクに非アクティブプ

レイヤーの支配する能力だけがあるならば、非アクティブプレイ

ヤーはバンクにある自分の支配する能力を１つ選んで解決しま

す。両方のプレイヤーが連続して優先権を放棄した場合、バンク

が空ならば、原則としてそのターンやフェイズを終了します。両

方のプレイヤーが連続して優先権を放棄した場合、バンクが空で、

リカバリーフェイズやバトル終了ステップならば、特別な手順の

処理を行います。 

 

３. どちらかのプレイヤーが優先権を獲得する場合、まず、すべ

てのルールエフェクトが同時に発生し解決されます。次にルール

エフェクトの解決によって、新しいルールエフェクトが発生する

ならば、それらが同時に発生し解決されます。この手順をルール

エフェクトが発生しなくなるまで繰り返します。その後、それま

でに誘発していた誘発型能力がバンクに入れられます。新しいル

ールエフェクトや誘発型能力が発生しなくなるまで、この手順を

繰り返した後、優先権を獲得したプレイヤーは、カードをプレイ

するか、トラップを発動するか、能力を起動するか、特別な行動

を行うか、優先権を放棄することかできます。 

 

第６章 カードのプレイ、トラップの発動、起動型能力の起動 

 

１. カードやトラップ、起動型能力は、以下の手順に従ってプレ

イ、発動または起動されます。 

 

１－１. プレイヤーは、プレイするカードや発動するトラップ、

起動する起動型能力を宣言します。それが手札などの非公開情報

を公開する行動である場合、そのカードを公開します。 

 

１－２. カードやトラップや能力が、選択可能な追加コストや代

替コストなどを持っている場合、プレイヤーはそのどれをどの方

法で支払うかを選択します。カードやトラップや能力が、変数を

含む使用コストを持っている場合、プレイヤーは変数の値を決定

します。 

 

１－３. プレイヤーは選択したすべてのコストを支払います。 

 

１－４. カードやトラップや起動型能力はバンクに入らず、直ち

に解決されます。 

 

１－５ ここまでの手順が完了した時点で、カードやトラップや

能力が、プレイまたは発動または起動されたことになります。カ

ードやトラップや能力がプレイまたは発動または起動された時

に誘発する能力は、この時点で誘発します。その後、非アクティ

ブプレイヤーは優先権を獲得します。 

 

２. ユニットの移動は、以下の手順に従って行われ解決されます。 

 

２－１. プレイヤーは、移動するユニットと、移動先のスクエア

を指定して、ユニットの移動を宣言します。移動するユニットは、

そのプレイヤーが支配するリリース状態のユニットでなければ

なりません。移動先のスクエアは、移動するユニットが置かれて



いるスクエアに接している移動するユニットのムーブアイコン

のある方向にあるバトルスペースのスクエアで、同じプレイヤー

が支配している他のユニットのないスクエアでなければなりま

せん。 

 

２－２. ユニットの移動が、選択可能な追加コストや代替コスト

などを持っている場合、プレイヤーはそのどれをどの方法で支払

うかを選択します。ユニットの移動が、変数を含む使用コストを

持っている場合、プレイヤーは変数の値を決定します。 

 

２－３. プレイヤーはすべてのコストを支払います。 

 

２－４．ユニットの移動はバンクに入らず、ただちに解決されま

す。 

 

２－５. ここまでの手順が完了した時点で、ユニットの移動が起

動されたことになります。ユニットの移動が起動された時に誘発

する能力は、この時点で誘発します。その後、非アクティブプレ

イヤーは優先権を獲得します。 

 

第７章 誘発型能力の誘発 

 

１. 誘発型能力は起動されず、誘発イベントが満たされた時に自

動的に誘発します。そのため、カードのプレイやトラップの発動、

起動型能力の起動ができない時でも誘発することがあります。誘

発型能力の支配者は、誘発型能力の発生源の支配者です。 

 

２. 誘発型能力が誘発した時には何も起こりません。誘発型能力

が誘発した後、次に、どちらかのプレイヤーが優先権を獲得した

時に、まず、すべてのルールエフェクトをチェックして解決した

後、（新しいルールエフェクトの発生も誘発型能力の誘発もなく

なるまで、ルールエフェクトのチェックと解決、誘発型能力の誘

発を繰り返した後）、誘発していた誘発型能力がすべて自動的に

バンクに入ります。その後、（新しいルールエフェクトの発生も

誘発型能力の誘発もなくなるまで、ルールエフェクトのチェック

と解決から誘発型能力をバンクに入るまでの手順を繰り返した

後）、非アクティブプレイヤーが優先権を獲得します。 

 

３. 複数の誘発型能力が誘発した場合、すべて同時にバンクに入

ります。 

 

４. 誘発型能力がバンクに入れられた時、能力の支配者は以下の

手順に従って必要な選択を行います。適正な選択ができない場合

は、誘発型能力はバンクから取り除かれます。 

 

４－１. 誘発型能力が、選択可能な追加コストや代替コストなど

を持っている場合、プレイヤーはそのどれをどの方法で支払うか

を選択します。誘発型能力が、変数を含む使用コストを持ってい

る場合、プレイヤーは変数の値を決定します。 

 

４－２. 誘発型能力がコストを持っている場合、プレイヤーはす

べてのコストを支払います。 

 

５. 「～した時、～してもよい」というように行動をするかどう

か選択できる誘発型効果が存在します。この誘発型能力が誘発し

た場合、能力の支配者が行動をする気があるかどうかに関係なく、

自動的にバンクに入れられます。行動をするかどうかの選択は、

能力を解決する時に行います。 

 

６. 誘発型能力は、誘発イベントが満たされるたびに、１度だけ

誘発します。 

 

【例】あなたの「あなたのユニットがスクエアから捨札に置かれ

た時、あなたは１枚引く」という能力を持つユニットＡと、別の

ユニットが２枚スクエアに置かれています。別のユニット２枚が

同時に破壊されました。ユニットＡの能力は２回誘発イベントを

満たしているため、２回誘発します。 

 

７. 誘発型能力は、誘発イベントが実際に満たされた場合にのみ

誘発します。置換効果によって誘発イベントが満たされなくなる

場合には誘発しません。 

 

【例】あなたの「あなたのユニットが捨札に置かれる時、かわり

にエネルギーゾーンにリリースして置く」という能力を持つユニ

ットＡと「このカードがスクエアから捨札に置かれた時、１枚引

く」という能力を持つユニットＢがスクエアに置かれています。

ユニットＢが破壊されました。ユニットＡの置換効果によって、

ユニットＢの誘発イベントは満たされなくなるため、カードを引

くことはできません。 

 

８. 条件付誘発型能力（「～した時、～ならば」と書かれた誘発

型能力）は、誘発イベントの一部として、誘発条件が満たされて

いるかどうかをチェックします。誘発条件が満たされていない場

合、条件付誘発型能力は誘発しません。また、条件付誘発型能力

は、解決時にも誘発条件が満たされているかどうかをチェックし、

満たされていない場合、条件付誘発型能力は無効化されます。 

 

９. 「スクエアに置かれた時」に誘発する能力は、スクエアから

別のスクエアに置かれた時にも誘発します。 

 

10. カードが「スクエアからスクエア」以外のゾーン移動をした

時に誘発する能力は、その誘発イベントが起きた時同時にその能

力を持つカード自身がゾーン移動をした場合、ゾーン移動をする

直前の情報を確認して誘発します。「ユニットのテキストは、通

常、スクエアに置かれている間有効になります。」というルール

のために、誘発しなくなることはありません。 

 

【例】あなたの「このカードがスクエアから捨札に置かれた時、

１枚引く」という能力を持つユニットがスクエアから捨札に置か

れました。誘発イベントが満たされた時には、このユニットはス

クエアに置かれていませんが、ゾーン移動をする直前の情報を確

認して効果が誘発し、あなたはカードを１枚引きます。 

 

第８章 カード、トラップ、起動型能力、誘発型能力の解決 

 

１. カードやトラップや起動型能力は、プレイまたは発動または

起動された時、バンクに乗らずに即座に解決されます。 

 

１－１．両方のプレイヤーが連続して優先権を放棄した時、バン

クにある誘発型能力が解決されます。バンクにアクティブプレイ

ヤーの能力がある場合、アクティブプレイヤーは自分の支配する

誘発型能力を１つ選んで解決します。バンクにアクティブプレイ

ヤーの能力がなく、非アクティブプレイヤーの能力がある場合、

非アクティブプレイヤーは自分の支配する誘発型能力を１つ選

んで解決します。 

 

２. プレイされたカード、発動されたトラップ、起動型能力、誘

発型能力は、以下の手順で解決されます。 

 

２－１. プレイされたストラテジー・超必殺ストラテジー！、発

動されたトラップは、プレイされたゾーンを離れ、リゾルブゾー

ンに置かれます。 

 

２－２. カードや能力の支配者は、カードや能力のテキストに書

かれている順番の通りにその指示に従います。 

 

２－３. カードや能力のテキストが、カードや能力をプレイまた

は発動または起動または誘発する時に宣言していない選択を必

要とする場合、テキストが指定したプレイヤーは、カードや能力

を解決する時に宣言を行います。プレイヤーは、テキストの指定

に合わない選択や、不可能な選択を選ぶことはできません。 

 

２－４. カードや能力のテキストが、両方のプレイヤーに同時に

選択や行動をすることを要求する場合、まず、アクティブプレイ



ヤーがすべての選択や行動を任意の順番で宣言し、次にその内容

を知った上で、非アクティブプレイヤーがすべての選択や行動を

任意の順番で宣言し、最後に宣言した行動が同時に実行されます。

スペルや能力のテキストが、いくつかの段落に分かれている場合、

その段落ごとに選択や行動の宣言と実行を行います。 

 

２－５. 誘発型能力を解決する時に特定のゾーンにあるカード

の情報を必要とする場合、誘発型能力がバンクに入った後、誘発

型能力が解決される前に、そのカードが「スクエアからスクエア」

以外のゾーン移動をしていた場合、ゾーン移動をする直前の情報

を使用します。 

 

２－６. カードや能力によって変数を含む効果が発生する場合、

その値は解決時に１度だけ決定され、その後変化することはあり

ません。 

 

２－７. プレイされたユニットはその解決の最後に、プレイされ

たゾーンからそのカードをプレイしたプレイヤーの支配下で指

定されたスクエアに置かれます。プレイされたストラテジー・超

必殺ストラテジー！は、そのカードの解決の最後に、リゾルブゾ

ーンにあるなら、リゾルブゾーンから持ち主の捨札に置かれます。

プレイされたトラップはその解決の最後に、プレイされたゾーン

からそのカードをプレイしたプレイヤーの支配下でそのプレイ

ヤーのトラップゾーンに置かれます。発動されたトラップは、そ

のカードの解決の最後に、リゾルブゾーンにあるなら、リゾルブ

ゾーンから持ち主の捨札に置かれます。誘発型能力はその解決の

最後に、バンクから取り除かれ消滅します。 

 

３. 移動されたユニットは、その解決の最後に、指定されたスク

エアにリリース状態で置かれます。 

 

４. カードやトラップや起動型能力は、カードや能力の解決中に

はプレイまたは発動または起動できません。誘発型能力は、カー

ドや能力の解決中にも誘発しますが、解決が終了し、どちらかの

プレイヤーが優先権を獲得するまでバンクに入ることはありま

せん。ルールエフェクトは、カードや能力の解決中にはチェック

されません。 

 

第９章 カード、起動型能力、誘発型能力の無効化 

 

１. 無効化されたカード、起動型能力、誘発型能力は解決されず、

効果は発生しません。 

 

２. 無効化されたカードは、持ち主の捨札に置かれます。無効化

された起動型能力、誘発型能力は、消滅します。 

 

３. 無効化されたカード、起動型能力、誘発型能力のために支払

われたコストは、払い戻されません。 

 

第 10 章 効果 

 

１. カードまたは能力の指示によって生み出された結果を「効

果」と呼びます。カード、起動型能力、誘発型能力は、１つ以上

の単発効果や継続効果を生み出します。常在型能力は、１つ以上

の継続効果を生み出します。また、ルールによって特別な効果が

生み出される場合があります。これをルールエフェクトと呼びま

す。 

 

２. 効果のすべてが不可能なことを要求している場合、その効果

は実行されません。効果の一部が不可能なことを要求している場

合、可能な部分をできるかぎり実行します。 

 

【例】あなたは「相手は自分の手札を２枚選んで捨てる」という

効果を持つストラテジーをプレイしました。相手の手札が１枚も

なければ、この効果は実行されません。相手の手札が１枚だけな

らば、その１枚だけが持ち主の捨札に置かれます。 

 

第 11 章 単発効果 

 

１. 単発効果は、何らかの影響を１回だけ生み出して、その時点

で終了します。 

 

第 12 章 継続効果 

 

１. 継続効果は、効果が終了するまで、何らかの影響を生み出し

続けます。 

 

２. 特定のゾーンにあるカードのデータを変える継続効果があ

る場合、指定されたゾーンに置かれるカードはデータを変更され

た状態でそのゾーンに置かれます。 

 

【例】あなたは、自分の「タクト・マイヤーズ」（他の「ムーン

エンジェル隊」の味方のＢＰを＋1000。）がスクエアにある状況

で、「ミント・ブラマンシュ」をプレイしました。「ミント・ブラ

マンシュ」は、ＢＰ5000 のユニットとしてスクエアに置かれま

す。 

 

３. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動型能

力、誘発型能力による継続効果 

 

３－１. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動

型能力、誘発型能力が生み出した継続効果は、そのテキストが指

定する期間継続します。テキストが期間を指定していない場合、

そのデュエルが終わるまで継続します。 

 

３－２. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動

型能力、誘発型能力が生み出した、カードのデータや支配者を変

更する継続効果は、その継続効果が発生した時点で影響を受けな

かったカードには影響を与えません。ストラテジー・超必殺スト

ラテジー！、トラップ、起動型能力、誘発型能力が生み出した、

カードのデータや支配者を変更しない継続効果は、その継続効果

が発生した時点で影響を受けなかったカードにも影響を与えま

す。（常在型能力が生み出した継続効果は、効果の内容に関係な

く、その継続効果が発生した時点で影響を受けなかったカードに

も影響を与えます。） 

 

【例】「ターンの終わりまで、すべての味方のＢＰを＋2000」と

いうストラテジーの効果は、カードのデータを変更するストラテ

ジーが生み出す継続効果です。そのため、このストラテジーが解

決した時点で、スクエアにあるすべてのユニットに影響を与えま

す。このストラテジーが解決された後、スクエアに置かれたユニ

ットには影響を与えません。 

 

【例】「ターンの終わりまで、スクエアにあるすべてのユニット

は移動できない」というストラテジーの効果は、カードのデータ

や支配者を変更していないストラテジーの生み出す継続効果で

す。そのため、このストラテジーの効果は、このストラテジーが

解決された時点よりも後で、ターン終了時までに、スクエアに置

かれたユニットにも影響を与えます。 

 

３－３. ストラテジー・超必殺ストラテジー！やトラップや起動

型能力や誘発型能力によって変数を含む継続効果が発生する場

合、その値は解決時に１度だけ決定され、その後変化することは

ありません。 

 

４. 常在型能力による継続効果 

 

４－１. 常在型能力の生み出す継続効果は、その効果を生み出す

能力を持つカードが、その能力を発揮するために必要なゾーンに

置かれている間ずっと継続します。 

 

【例】「タクト・マイヤーズ」（他の「ムーンエンジェル隊」の味

方のＢＰを＋1000。）の効果は、スクエアにある間ずっと継続し

ます。 



 

４－２. 常在型能力が生み出した継続効果は、効果の内容に関係

なく、その継続効果が発生した時点で影響を受けなかったカード

にも影響を与えます。 

 

【例】「タクト・マイヤーズ」（他の「ムーンエンジェル隊」の味

方のＢＰを＋1000。）の効果は、常在型能力が生み出す継続効果

です。そのため、この効果は、「タクト・マイヤーズ」がスクエ

アに置かれこの効果が発生した後で、スクエアに置かれた味方に

も影響を与えます。 

 

５. 継続効果の相互作用 

 

５－１. 複数の継続効果が相互に影響を与え合う場合、以下のル

ールに従って処理します。 

 

５－２. 継続効果には以下の種類が存在します。別の種類に属す

る複数の継続効果が相互に影響を与え合う場合、以下の種類順に

適用します。 

 

(1)カードの支配者を変更する継続効果、(2)カードのテキストを

変更する継続効果、(3)カードの種別または属性を変更する継続

効果、(4)一般的な継続効果、(5)カードのＢＰやＳＰを変更する

継続効果。 

 

【例】：「タクト・マイヤーズ」と、「あなたのユニットの属性に

「ムーンエンジェル隊」を加える。」という継続効果が存在しま

す。この２つがスクエアに置かれた順番に関係なく、両方の影響

を受けるユニットは、まず属性に「ムーンエンジェル隊」を加え、

次にＢＰを＋1000 されます。 

 

５－３. 同じ種類に属する複数の継続効果が相互に影響を与え

合う場合、まず、その効果を発生させる能力を持つカード自身の

データを変化させる効果を最初に適用し、次に、それ以外の効果

を適用します。 

 

５－４. 効果Ａが、その効果と同じ種類の効果Ｂを適用すると、

効果が発生するかどうかや効果の内容が変わってしまう場合、

「効果Ａは効果Ｂに依存している」と表現します。効果Ａが効果

Ｂに依存していない場合、「効果Ａは効果Ｂから独立している」

と表現します。同じ種類に属する複数の継続効果が相互に影響を

与え合う場合、その効果のひとつが別の効果に依存しているなら

ば、独立している効果を先に適用します。同じ種類に属する複数

の継続効果が相互に影響を与え合う場合、効果が互いに依存しあ

って独立している効果が無ければ、あるいは、すべての効果が独

立しているならば、効果が発生した順番に適用します。 

 

５－５. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動

型能力、誘発型能力によって生み出された継続効果は、それを生

み出したスペルや能力が解決された時に発生します。常在型能力

によって生み出された継続効果は、それを生み出したカードが、

それを生み出すために必要なゾーンに置かれた時に発生します。 

 

第 13 章 置換効果 

 

１. 置換効果を生み出す能力のテキストは、「～する時、かわり

に～」という語句を含む文章で書かれています。この「～する時」

という語句は、「置換イベント」と呼ばれます。 

 

２. 置換効果は、置換イベントが起きるまで待ち、置換イベント

を「かわりに」の後に指定されている別のイベントに置き換えま

す。 

 

３. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動型能

力、誘発型能力によって生み出された置換効果は、特別に規定さ

れた期限がなければ、次に置換イベントが起こる時に１度だけ置

換します。ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起

動型能力、誘発型能力によって生み出された置換効果は、特別に

規定された期限があれば、定められた期限まで、置換イベントが

起きるたびに何度でも置換します。常在型効果によって生み出さ

れた置換効果は、常在型効果が存在する限り、置換イベントが起

きる度に何度でも置換します。 

 

４. 置換効果が置換イベントを置き換えた場合、置き換えられた

置換イベントは起きたことになりません。 

 

【例】あなたの「あなたのユニットが捨札に置かれる時、かわり

にエネルギーゾーンにリリースして置く」という能力を持つユニ

ットＡと「このカードがスクエアから捨札に置かれた時、１枚引

く」という能力を持つユニットＢがスクエアに置かれています。

ユニットＢが破壊されました。ユニットＡの置換効果によって、

ユニットＢの誘発イベントは満たされなくなるため、カードを引

くことはできません。 

 

５. カード、起動型能力、誘発型能力のコストを支払おうとし、

そのコストの支払いに含まれるイベントが置換効果によって置

き換えられた場合も、そのカード、起動型能力、誘発型能力のコ

ストは支払われたことになります。 

 

【例】あなたの「あなたのユニットが捨札に置かれる時、かわり

にエネルギーゾーンにリリースして置く」という継続効果があり

ます。あなたのユニットが持つ「［このユニットを捨札に置く］

カードを１枚引く」という起動型能力を起動しました。コストの

支払いによって、はそのユニット廃棄されますが、継続効果の置

換効果によって捨札に置かれるかわりにエネルギーゾーンに置

かれます。この場合も、コストは支払ったことになります。 

 

５－１．スペルや能力が効果として何らかの行動をともなう時、

その行動が置換されたとしてもそれは行われたものとみなしま

す。 

 

６. 置換効果は、自分自身を繰り返し置換することはありません。

置換イベント１回につき、１回だけ置換します。 

 

７. 置換効果の相互作用 

 

７－１. ストラテジー・超必殺ストラテジー！、トラップ、起動

型能力、誘発型能力が、その解決時に、生み出した効果自身を置

換することがあります。この効果を「自己置換効果」と呼びます。

複数の置換効果がひとつの置換イベントを置き換えようとする

場合、まず、自己置換効果を適用し、次に、それ以外の置換効果

を適用します。 

 

７－２. 複数の置換効果がカードまたはプレイヤーに影響を与

えるひとつの置換イベントを置き換えようとする場合、まず、自

己置換効果を適用し、次に、影響を受けるカードの支配者または

影響を受けるプレイヤーが、残りの置換効果を適用する順番を選

択します。なお、先に適用した置換効果によって、後に適用する

置換効果が適用できなくなる場合があります。 

 

第 14 章 ルールエフェクト 

 

１. ルールエフェクトとは、後述する条件が満たされた時に、ル

ールによって発生する特殊な効果です。ルールエフェクトは、ど

ちらのプレイヤーにも支配されません。 

 

２. どちらかのプレイヤーが優先権を獲得するにあたり、まず、

すべてのルールエフェクトをチェックして解決します。次に（新

しいルールエフェクトの発生も誘発型能力の誘発もなくなるま

で、ルールエフェクトのチェックと解決、誘発型能力の誘発を繰

り返した後）、誘発していた誘発型能力がすべて自動的にバンク

に入れられます。その後（新しいルールエフェクトの発生も誘発

型能力の誘発もなくなるまで、ルールエフェクトのチェックと解

決から誘発型能力をバンクに入れるまでの手順を繰り返した後）、



優先権を獲得すべきプレイヤーが優先権を獲得します。 

 

３. ルールエフェクトは、カード、起動型能力、誘発型能力の解

決中に発生したことはチェックしません。 

 

４. ルールエフェクトには、以下のものがあります。 

 

４－１. スマッシュゾーンにある裏向きのカードが７枚以上の

プレイヤーはデュエルに敗北します。 

 

４－２. 山札にあるカードが０枚以下のプレイヤーはデュエル

に敗北します。 

 

４－３．バトルスペースのスクエアに置かれたユニット以外のカ

ードは捨札に置かれます。 

 

４－４. コントローラーの異なる２つのユニットが同一のスク

エアに置かれた時、バトルが発生します。 

 

４－４－１．バトル発生のルールエフェクトは、他のルールエ 

フェクトよりも後で処理されます。同時に他のルールエフェク 

トが発生している場合や、他のルールエフェクトを解決した結 

果新たなルールエフェクトが発生した場合、発生している他の 

すべてのルールエフェクトの解決が終わらないうちは、バトル 

発生のルールエフェクトの解決は行いません。 

 

４－４－２．バトルの発生と同時に発生するルールエフェクト 

によって、バトルを発生させるユニットの一方あるいは両方が 

そのスクエアから別のゾーンに移動する場合には、バトルは発 

生しません（３部１１章１－１を参照）。 

 

４－５. バトルスペースのスクエアにあるＢＰが０以下のユニ

ットは持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－６. バトルスペースのスクエアにあるＢＰと同じかそれ以

上のダメージを受けたユニットは、持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－７. ユニットがあるバトルスペースのスクエアに、そのユニ

ットと同じプレイヤーが支配しているユニットが置かれた時、そ

のスクエアに後から置かれたユニットはすべて持ち主の捨札に

置かれます。ひとつのバトルスペースのスクエアに、同じプレイ

ヤーが支配している複数のユニットが同時に置かれた時、それら

のユニットはすべて持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－８. カードがあるトラップゾーンに、別のカードが置かれた

時、後から置かれたカードはすべて持ち主の捨札に置かれます。

ひとつのトラップゾーンに、同じプレイヤーがコントロールして

いる複数のカードが同時に置かれた時、それらのカードはすべて

持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－９. 中央エリアのスクエアを指定してユニットがプレイさ

れスクエアに置かれた時、バトルが発生しなければ、そのユニッ

トは持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－10. 中央エリアのスクエアを指定してユニットがプレイさ

れスクエアに置かれた時、バトルが発生したならば、そのバトル

終了時に、そのユニットは持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－11. バトル終了時に、両方のユニットがスクエアにあるなら

ば、攻撃側のユニット（そのスクエアに後から置かれたユニット）

は持ち主の捨札に置かれます。 

 

４－12．プレイヤーが 1000 以上のダメージを受けると、スマッ

シュ判定が発生します。 

 

４－13. 制限時間試合制と追加ターン制を採用しているシング

ルエリミネーションで追加ターンを終えても勝負がつかなかっ

た場合、スマッシュゾーンに置かれているカードの枚数の多い方

が負け、少ない方が勝ちになります。 

 

４－14. 制限時間試合制と追加ターン制を採用しているシング

ルエリミネーションで追加ターンを終えても勝負がつかず、スマ

ッシュゾーンに置かれているカードの枚数が互いに等しい場合、

その数に差が付いた時点で少ない方が勝ち、多い方が負けになり

ます。 

 

第 15 章 無限ループ 

 

１. 「無限ループ」とは、ある行為が無限に繰り返されてゲーム

が進まなくことを指します。無限ループが発生し、プレイヤーの

選択によってそれを止めることができない場合、デュエルは引き

分けになります。プレイヤーの選択によってループを止めること

ができる場合は、ゲームは引き分けにならず、以下の処理に従い

ます。 

 

２. 「無限ループ」が含む「無限ループを止める選択が可能な行

動」をすべてひとりのプレイヤーが支配している場合、そのプレ

イヤーがループの回数を選択します。選択された回数ループを繰

り返した後、ループを終了し、ゲームを続行します。 

 

３. 「無限ループ」が含む「無限ループを止める選択が可能な行

動」を両方のプレイヤーが支配している場合、無限ループを続け

るために両方のプレイヤーの行動が必要ならば、まず、アクティ

ブプレイヤーがループの回数を選択します。次に、非アクティブ

プレイヤーが、アクティブプレイヤーが選んだ回数と同じかそれ

よりも少ない回数を選択します。同じ回数を選択した場合、選択

した回数ループを繰り返した後、非アクティブプレイヤーの行動

を最後にループが終了し、ゲームを続行します。少ない回数を選

択した場合、非アクティブプレイヤーが選択した回数ループを繰

り返した後、アクティブプレイヤーの行動を最後にループが終了

し、ゲームを続行します。 

 

４. 「無限ループ」が含む「無限ループを止める選択が可能な行

動」を両方のプレイヤーが支配している場合、無限ループを続け

るために一方のプレイヤーの行動だけが必要ならば、まず、アク

ティブプレイヤーがループの回数を選択します。次に、非アクテ

ィブプレイヤーが、アクティブプレイヤーが選んだ回数と同じか

それよりも多い回数を選択します。いずれの場合も、非アクティ

ブ・プレイヤーが選択した回数ループを繰り返した後、非アクテ

ィブプレイヤーの行動を最後にループが終了し、ゲームを続行し

ます。 

 

第 16 章 不適正な行動の取り消し 

 

１. ある行動を開始した後、その行動がルールや効果によって行

うことができないことが判明した場合、その行動は行われなかっ

たことになり、支払われたコストは払い戻されます。これを不適

正な行動の取り消しと呼びます。不適正な行動の取り消しで、能

力が誘発したり効果が発生したりすることはありません。 

 

２. 不適正な行動を取り消すとデュエルに重大な影響を与える

場合には、不適正な行動を取り消すことはできません。デュエル

に重大な影響を与える場合の例としては、不適正な行動によって

山札の順番が入れ替わってしまった場合、不適正な行動によって

本来知ることができない情報を知ってしまった場合、不適正な行

動の後巻き戻せないほどデュエルが進行している場合などがあ

げられます。不適正な行動が取り消せない場合、それがジャッジ

のいる大会ならばジャッジの判断によって処理を決定します。そ

れがジャッジのいる大会でないならば、両方のプレイヤーの合意

によって処理を決定します。 

 

３. 不適正な行動を取り消した場合、優先権を持っていたプレイ

ヤーが再び優先権を獲得します。 

 



第５部 キーワード能力 

 

第１章 夢 

 

１．「夢」は、プランゾーンにある時に効果を発揮し、カードを

プレイする時の「カードをプレイできるゾーンに関するルール」

を変更する常在型能力です。 

 

１－１．「夢」は他のプレイする時のルールを変更する一部の能

力と併用することができます。 

 

【例】「夢」は「決意」と併用することができます。 

 

【例】「夢」は「未来」と併用することができます。 

 

【例】「夢」はプランゾーンにある時に効果を発揮する能力なの

で、捨札にある時に効果を発揮する「愛」と併用することができ

ません。 

 

２．「夢」は、「このカードは、プランゾーンからプレイできる。」

という能力です。 

 

第２章 勇気 

 

１．「勇気」は、手札にある時に効果を発揮する常在型能力であ

り、同時に、条件を満たした時に起動できる起動型能力です。 

 

２．「勇気－Ｘ」を持つカードを手札に持つプレイヤーは、自分

のメインフェイズ中に限らずいつでも、「相手のユニットが味方

エリアか中央エリアに置かれた時、このカードと同じ色のカード

があなたのエネルギーゾーンにあり、かつこのカードのレベルと

同じかそれ以上の枚数のカードがあなたのエネルギーゾーンに

あるならば」という「勇気－Ｘ」の起動条件が満たされた後、優

先権をパスするまで、優先権を持った時に、「このカードを公開

し、コストとしてこのカードと同じ色のエネルギーを１支払い、

このカードを捨札にすることで、その味方エリアか中央エリアに

置かれた相手のユニットにＸダメージを与えることができる。」

という能力を起動する権利を得ます。ただし、「勇気－Ｘ」の起

動条件が満たされた後、優先権を得る時に「バトル」または「ス

マッシュ判定」が発生した場合、その「バトル」または「スマッ

シュ判定」が終了するまでその「勇気－Ｘ」を起動する権利は発

生しません。プレイヤーは、「勇気－Ｘ」を起動する権利を獲得

した後１度でも優先権をパスすると、再び「勇気－Ｘ」の起動条

件を満たすまで、「勇気－Ｘ」を起動する権利を失います。 

 

３．同一のイベントによって、複数の勇気を起動することができ

ます。 

 

４．同一のイベントによって、トラップを発動し、勇気を起動す

ることができます。ただし、一度勇気を起動すると、同じイベン

トによってトラップを発動することはできません。 

 

第３章 希望 

 

１．「希望」は、スマッシュゾーンに表向きで置かれた時に発生

する特別な能力です。「希望」はバンクを使用せず、ただちに解

決されます。 

 

２．「希望―［効果］」は、「このカードがスマッシュゾーンに表

向きで置かれた時、このカードと同じ色のカードがあなたのエネ

ルギーゾーンにあり、かつこのカードのレベルと同じかそれ以上

の枚数のカードがあなたのエネルギーゾーンにあるならば、指定

された効果を発揮する」という特別な能力です。 

 

３．希望の発動には、特別の記載がない限りコストは必要ありま

せん。 

 

第４章 信頼 

 

１．「信頼」は常在型能力です。 

 

２．「信頼」は、「相手は、このカードの左右に接するスクエアに

自分のユニットを移動することができない」という能力です。 

 

３．「信頼」によって、ユニットのプレイやカードや能力による

ゾーン移動が制限されることはありません。 

 

第５章 友情 

 

１．「友情」は常在型能力です。 

 

２．「友情－Ｘ」は、「このカードの上下左右の隣のスクエアにあ

るすべての味方のＢＰ＋Ｘ」という能力です。 

 

３．「友情」は斜めに接しているスクエアには影響を与えません。 

 

第６章 根性 

 

１．「根性」は、ユニットがスクエアに置かれる時の状態を置換

する常在型能力です。 

 

２．「根性」は、「このカードが登場する時、フリーズ状態のかわ

りにリリース状態でスクエアに置かれる。」という能力です。 

 

３．「根性」は、プレイされてスクエアに置かれる時にのみ効果

を発揮します。カードや能力の効果によってスクエアに置かれる

時には効果を発揮しません。 

 

第７章 決意 

 

１．「決意」は、手札やプランゾーンなどプレイできるゾーンに

ある時、または捨札など本来プレイできないゾーンでプレイでき

る状態にある時に効果を発揮し、ユニットをプレイする時の「ス

クエアに関するルール」を変更する常在型能力です。 

 

１－１．「決意」は他のプレイする時のルールを変更する一部の

能力と併用することができます 

 

【例】「決意」は「夢」と併用することができます。 

 

【例】「決意」は「未来」と併用することができます。 

 

【例】「決意」は中央エリアのスクエアに味方エリアであるかの

ようにプレイできる能力なので、「このカードが捨札にある状態

で、捨札にあるこのカード以外のカードがＸ枚以上あるなら、通

常のコストに加えて、捨札にあるこのカード以外のカードをすべ

てゲームから取り除くという追加コストを支払い、捨札から味方

エリアにプレイできる」という能力である「愛」と併用すること

ができます。 

 

２．「決意」は、「あなたは、このカードを中央エリアのスクエア

に味方エリアであるかのようにプレイできる」という能力です。

この能力を使用した場合、そのユニットは味方エリアにプレイさ

れた時と同じ扱いをするため、中央エリアにプレイした時のルー

ルエフェクトによって捨札に置かれることはありません。 

 

３．「決意」は使用しないことを選択して、ユニットを中央エリ

アにプレイすることができます。この能力を使用しなかった場合、

そのユニットは、中央エリアにプレイした時のルールエフェクト

で捨札に置かれます。 

 

第８章 元気 

 

１．「元気」は、バトルでダメージを与えるステップを変更する



常在型能力です。 

 

２．「元気」は、「このカードは、第１ダメージステップにダメー

ジを与える」という能力です。 

 

第９章 気合 

 

１．「気合」は、登場した時に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「気合」は、「このカードが登場した時、あなたは 1000 ダメ

ージを受ける」という能力です。 

 

３．「気合」の効果によって、スマッシュ判定が発生します。 

 

第 10 章 才気 

 

１．「才気」は、登場した時に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「才気」は、「このカードが登場した時、相手は手札を１枚選

んで捨てる」という能力です。 

 

第 11 章 真剣 

 

１．「真剣」は、登場した時に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「真剣」は「このカードが登場した時、あなたは自分のエネ

ルギーを１枚選んでフリーズする」という能力です。 

 

３．「真剣」が誘発したときにリリースしている自分のエネルギ

ーが存在している場合、リリースしているエネルギーを１枚選び、

フリーズしなければなりません。もし存在しない場合、この効果

は無視されます。 

 

第 12 章 奇跡 

 

１．「奇跡」は常在型能力です。 

 

２．「奇跡」は「相手は能力や効果でこのユニットを選ぶことは

できない」という能力です。 

 

３．「奇跡」を持つカードは、カードのテキストに「選び」また

は「選ぶ」などの表記が書かれている、相手にユニットの選択権

のある相手のカードの能力や効果には選ばれません。 

 

【例】「バカモン!!」（敵を１枚選び、8000 ダメージ！）はユニッ

トを選んで効果を与えるカードです。そのため、このカードを使

ったプレイヤーは「奇跡」を持つ敵を選ぶことはできません。 

 

【例】「エンジェルスラップ」（エリアを 1つ選び、そのエリアに

いる敵全員に 6000 ダメージ！）はユニットを選んで効果を与え

るカードではありません。そのため、このカードを使ったプレイ

ヤーは「奇跡」を持つ敵にもダメージを与えることができます。 

 

【例】「死ねにょ」（侵入してきた敵をスマッシュゾーンにリリー

スして置く。）はユニットを選んでスマッシュゾーンに置くカー

ドではありません。そのため、このカードを使ったプレイヤーは

「奇跡」を持つ敵をスマッシュゾーンに置くことができます。 

 

【例】「スペルキャスター」（勇気 6000（迎撃6000ダメージ！））

の持つ「勇気」はユニットを選んでダメージを与える能力ではあ

りません。そのため、このカードを使ったプレイヤーは「奇跡」

を持つ敵にダメージを与えることができます。 

 

【例】「最後の戦い」（相手は味方を 1枚選び、残りの味方を捨札

に置く。あなたは味方を 1 枚選び、残りの味方を捨札に置く。）

はそれぞれのプレイヤーが自分の味方を選ぶ能力なので、このカ

ードを使われたプレイヤーは「奇跡」を持つ味方を選ぶことがで

きます。 

 

第 13 章 魅力 

 

１．「魅力」は、常在型能力であり、同時に、条件を満たした時

に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「魅力」は「このカードがバトルダメージによって捨札に置

かれた時、あなたは山札からカードを１枚引く」という能力です。 

 

【例】「魅力」を持っているユニットが敵のいる中央エリアに登

場しバトルに勝った場合、バトル終了時に捨札に置かれますが、

そのユニットはバトルダメージによって捨札に置かれたわけで

はないので、カードを引くことは出来ません。 

 

【例】「魅力」を持っているユニットが勇気のダメージによって

捨札に置かれた場合、そのユニットはバトルダメージによって捨

札に置かれたわけではないので、カードを引くことは出来ません。 

 

【例】「魅力」を持っているユニットがバトルダメージを受け、

そのあと勇気のダメージによって捨札に置かれた場合、そのユニ

ットはバトルダメージによって捨札に置かれたわけではないの

で、カードを引くことは出来ません。 

 

第 14 章 未来 

 

１．「未来」は、手札やプランゾーンなどプレイできるゾーンに

ある時に効果を発揮し、カードをプレイする時の「コストや条件

に関するルール」を変更する常在型能力です。 

 

１－１．「未来」は他のプレイする時のルールを変更する一部の

能力と併用することができます 

 

【例】「未来」は「夢」と併用することができます。 

 

【例】「未来」は「決意」と併用することができます。 

 

【例】「未来」は「愛」と併用することができます。 

 

２．「未来－Ｘ」は、「このカードをプレイする時、レベルを満た

し、通常のコストを支払う代わりに、このカードと同じ色のレベ

ルＸ以上のユニットをフリーズすることにより、プレイできる」

という能力です。 

 

３．「未来」を使用してカードをプレイするためには、レベルを

満たす必要はありません。また、「未来」を使用してカードをプ

レイするためには、通常のコストを支払うことは出来ません。 

 

４．「未来」は、カードや能力の効果によってユニットをスクエ

アに置く時には、コストや条件を変更する効果を発揮することは

できません。 

 

第 15 章 幸運 

 

１．「幸運」は、プランゾーンにある時に有効になる起動型能力

です。 

 

２．「幸運－Ｘ」は、「このカードがプランゾーンにある状態で、

このカードと同じ色のカードがあなたのエネルギーゾーンにあ

り、かつＸ枚以上のカードがあなたのエネルギーゾーンにあるな

らば、このカードをコストとしてプランゾーンから捨札に置き、

指定された効果を発揮してもよい」という能力です。 

 

第 16 章 経験 

 

１．「経験」は、条件を満たした時に効果を発揮する常在型能力

です。 



 

１－１．ユニットの「経験」は特別な記載がない限り、スクエア

に置かれている時に効果を発揮します。 

 

１－２．ストラテジー・超必殺ストラテジー！の「経験」は特別

な記載がない限り、プレイできるゾーンとリゾルブゾーンで効果

を発揮します。 

 

１－３．トラップの「経験」は特別な記載がない限り、トラップ

ゾーンとリゾルブゾーンで効果を発揮します。 

 

２．「経験－Ｘ」は、「Ｘ枚以上のカードがあなたの捨札にあるな

らば、このカードは指定された能力を得る」という能力です。 

 

【例】「経験」で「登場した時」の能力を持つカードが、「経験」

を満たしていない状態で中央エリアに登場し、ルールエフェクト

で捨札に置かれた場合、そうして捨札に置かれたカードで「経験」

の条件を満たしたとしても、登場した時点では「経験」で指定さ

れた能力は有効になっていないので、「経験」の「登場した時」

の能力が誘発することはありません。 

 

【例】「経験」で「登場した時」の能力を持つカードが、「経験」

を満たしている状態で登場し、能力の効果がバンクに入った場合、

バンク内にある間に「経験」の条件を満たさなくなったとしても、

「登場した時」の効果はすでにバンクに入っているので、効果が

無効になることはありません。 

 

【例】あなたの捨札が19枚の時、あなたの「クローディア」（Ｂ

Ｐ4000 経験 20（捨札が 20枚以上なら能力を得る）『このカード

のＢＰを＋4000。』）があなたの「クラストブレイカー」（《侵入さ

れた時》全員に 5500 ダメージ！）でダメージを受けました。「Ｂ

Ｐ以上のダメージを受けているユニットを破壊する」などのルー

ルエフェクトはいずれかのプレイヤーが優先権を得た時にチェ

ックします。優先権はカードや能力が解決された時、バンクに誘

発型能力が入った時、フェイズとステップが始まった時、特別な

行動を行った時に非アクティブプレイヤーに発生しますが、非ア

クティブプレイヤーが優先権を得て、ルールエフェクトをチェッ

クする前に、発動したあなたの「クラストブレイカー」が捨札に

置かれます。そうして置かれた「クラストブレイカー」であなた

の捨札が 20枚になり、「クローディア」は「経験」を満たしたこ

とになりＢＰが上がります。その後、「クラストブレイカー」の

効果を解決したことにより、非アクティブプレイヤーに優先権が

発生し、ルールエフェクトのチェックが行われますが、「クロー

ディア」のＢＰは＋4000されているので、捨札に置かれることな

く、スクエアに残ります。 

 

【例】あなたは「砂漠の国の月の光」（レベル６以上の味方を１

枚選び、リリースする。 経験 20（捨札が 20 枚以上なら能力を

得る）『レベル６以上の味方を１枚選び、リリースする。』）をプ

レイしました。あなたの捨札は 19枚で、「砂漠の国の月の光」が

捨札に置かれれば、ちょうど 20 枚になります。しかし、ストラ

テジーは効果を解決した後で捨札に置かれるので、「砂漠の国の

月の光」が捨札に置かれる時にはすでに効果は解決されています。

ですので、このカードの「経験」の能力は有効になりません。 

 

第 17 章 努力 

 

１．「努力」は、常在型能力であり、同時に、条件を満たした時

に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「努力」は、「自分のターンの始めに自分の山札の１番上のカ

ードを捨札に置く」という能力です。 

 

３．「努力」をもつ味方が複数いる場合、自分のターンの始めに

複数回誘発します。 

 

第 18 章 愛 

 

１．「愛」は、捨札にある時に効果を発揮し、カードをプレイす

る時の「カードをプレイできるゾーンに関するルール」と「コス

トや条件に関するルール」を変更する常在型能力です。 

 

１－１．「愛」は他のプレイする時のルールを変更する一部の能

力と併用することができます。 

 

【例】「愛」は捨札にある時に効果を発揮する能力なので、プラ

ンゾーンにある時に効果を発揮する「夢」と併用することができ

ません。 

 

【例】「愛」は捨札から味方エリアにプレイできる能力なので、「あ

なたは、このカードを中央エリアのスクエアに味方エリアである

かのようにプレイできる」という能力である「決意」と併用する

ことができます。 

 

【例】「愛」は「未来」と併用することができます。 

 

２．「愛－Ｘ」は「このカードが捨札にある状態で、あなたの捨

札にあるこのカード以外のカードがＸ枚以上あるなら、通常のコ

ストに加えて、あなたの捨札にあるこのカード以外のカードをす

べてゲームから取り除くという追加コストを支払い、捨札から味

方エリアにプレイできる」という能力です。 

 

３．「愛」は、捨札からプレイできる能力なので、カードをプレ

イするための、通常の条件を満たし、かつ通常のコストを支払う

必要があります。 

 

【例】エネルギーが５枚ある状態で、レベル７の「愛」を持つカ

ードはプレイできません。また、プレイする時に同じ色のエネル

ギーをフリーズしなければ「愛」を持つカードはプレイできませ

ん。 

 

第 19 章 親切 

 

１．「親切」は起動型能力です。 

 

２．「親切－色」は「エネルギーをコストとして１枚フリーズす

ると以下の効果を発揮する。『このターンの間にあなたが指定さ

れた色のユニットをプレイするにあたり、そのユニットのレベル

を－１した状態でプレイしてもよい。』ただし、この能力は１タ

ーンに１回しか起動できない。」という能力です。 

 

【例】エネルギーが６枚しかない状態で「親切」を起動しました。

本来ならレベル６以下のユニットしかプレイできませんが、「親

切」の効果により、レベル７以下のユニットがプレイできるよう

になります。 

 

【例】エネルギーが５枚しかない状態で２枚のユニットの「親切」

をそれぞれ起動しました。本来ならレベル５以下のユニットしか

プレイできませんが、「親切」の効果により、レベル７以下のユ

ニットがプレイできるようになります。 

 

第 20 章 苦労 

 

１．「苦労」はプランでめくれた時に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「苦労」は「このカードがプランでめくれた時、指定された

効果を発揮する」という能力です。 

 

第 21 章 変 

 

１．「変」は常在型能力です。 

 

２．「変」は効果を発揮しません。 

 



第 22章 超必殺技 

 

１．「超必殺技」は、カードの効果です。 

 

１－１．ストラテジーの「超必殺技」はプレイした時にリゾルブ

ゾーンで効果を発揮します。 

 

１－２．トラップの「超必殺技」は発動した時にリゾルブゾーン

で効果を発揮します。 

 

２．「超必殺技」は「このカードをゲームから取り除き、さらに

自分の山札と自分の捨札にあるこのカードと同名のカードを好

きな枚数選び、ゲームから取り除く。その山札をシャッフルする。

その後、指定された効果を発揮する」という能力です。 

 

第 23 章 約束 

１．「約束」は、登場した時に誘発する誘発型能力です。 

 

２．「約束－○○」は「このカードが登場した時、あなたは自分

の山札の上から３枚見て、○○で指定された条件に合うカードを

１枚まで選び、味方エリアにフリーズして置く。残りのカードと

山札をシャッフルする。」という能力です。 
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