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 本マニュアルの概要 

 使用範囲について 

本マニュアルは創作団体・悠久衛星が制作するトレーディングカードゲーム『フラグメントディグレイ

ン』のゲームプレイ・ルール進行等に使用します。 

本マニュアルはフラグメントディグレインのプレイ及びそれに関する営業・大会・販促等に使用する事

とし、無断改変等はしないでください。 

※無段改変等によって生じた損害やトラブルにつきましては一切責任を負いかねます。 

 

本マニュアルに関して不明点がある場合は各種リンクのお問い合わせフォームからご連絡をお願いしま

す。 

 サポート言語について 

本マニュアルは日本語サポート用になります。 

上記お問い合わせフォームは日本専用となりますので、海外の方はお住いの国のサポート窓口へお問い

合わせください。 

  



 

 ゲーム概要 

 フラグメントディグレインとは 

 

フラグメントディグレインは 2 人で対戦する TCG（トレーディングカードゲーム）です。 

お互いゲーム開始時に選んだリーダーとデッキを盤面で戦わせ、相手のリーダーの HPを先に０にした

方が勝利となります。 

ボードゲーム要素である『盤面』と、カードゲーム要素である『デッキ』を組み合わせることで、より

奥深い戦術を楽しむことが出来ます。 

 

ゲームの雰囲気は YouTube の動画でも確認できます。 

  

https://www.youtube.com/channel/UC--YygFNGK9xy7hENdQrFVw


 

 ゲーム開始に必要なもの 

ゲームを始めるためには以下のものが 2 人分必要です。 

⚫ リーダー 

⚫ デッキ 

⚫ プレイシート 

初めてプレイされる方は上記がすべて含まれている『構築済みデッキ』がオススメです。 

2 人分のリーダー・デッキ・プレイシート全てが含まれていますのですぐにゲームを遊ぶことができま

す。 

 

↑構築済みデッキ内容物 

 製品の購入について 

製品のご購入は公式通販サイトまたは公式サイトの「販売」ページを参照ください。 

https://fdr.booth.pm/item_lists/nevTNPj8
https://fdr.booth.pm/items/1000687
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%97%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%84%e3%82%a1%e3%83%bc/


 公式コミュニティについて 

ルールのご質問やネット対戦など、ユーザー同士の交流の場としてコミュニティを設置しています。 

詳細は以下URL を参照ください。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/community/ 

  

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/community/


 事前準備 

ゲームを始める前に以下のものを準備してください。 

リーダーとデッキの情報はカード情報を参照ください。 

 リーダー 

自分の分身となるリーダーを 1 体用意します。 

リーダーカードの詳細はこちらを参照してください。 

 デッキ 

リーダー以外で構築された 40~60 枚のカードの束です。 

詳細はデッキの組み方を参照ください。 

 プレイシート 

ゲームを遊ぶためのプレイシートです。 

製品に同梱されている A3 サイズのものを 2 枚ご用意ください。 

プレイシートの代わりにプレイマットをご使用いただくこともできます。 

※プレイシートの見方はこちら 

 

プレイシート利用時の注意点 

プレイシートは常にアップデートされますので、公式サイトの最新版をご確認お願いします。 

※市場の製品に同梱されているプレイシートが古い場合がありますので、プレイシート記載のバージョ

ンをご確認ください 

  

https://fdr.booth.pm/items/1000746


  



 カード情報 

 カードの種類 

カードには以下の 4 種類が存在します。 

リーダー ユニット アドイン トリガー 

    

自分の分身となるカー

ド。デッキに入れずに

１枚用意する。 

ゲームの要となり相手

と戦う銀色カード。ゲ

ート上に残り続ける。 

戦いをサポートする使

い切りの青色カード。 

相手の行動を妨害する

赤色のカード。手札か

らは使用できない。 

 カードのサイズ 

本ゲームのカードサイズは「63mm×88mm」となっています。 

カードの保護には公式スリーブまたは同等サイズのものをご使用ください。 

https://fdr.booth.pm/items/1000687


 カードの見方 

 



  



 デッキの組み方 

ゲームをプレイするために必要なデッキについて解説します 

 デッキとは 

デッキとはリーダー以外のカード（ユニット・アドイン・トリガー）で構築されたカードの束です。 

40 枚～60 枚の範囲で自由にデッキを組むことが出来ます。 

同じカードを入れられる枚数 

デッキに同じカードは 3枚までしか入れることはできません。 

禁止・制限カードについて 

禁止・制限カードに指定されているものはその指定枚数以上入れることはできません。 

最新の禁止制限カードリストは以下を参照ください。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/limit/ 

多言語カードについて 

日本国内においては、他言語のカード（中国語や英語等）も使用することができます。 

その場合は裏面デザインが異なりますので、スリーブ等を使用して識別できないようにしてください。 

  

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/limit/


 プレイシートの見方 

ゲームで使用するプレイシートの見方について解説します。 



  



 ゲーム開始準備 

デッキをプレイシートの７番の場所に置き、以下の手順を左から順番に行いゲーム開始準備をしてくだ

さい。 

 

 先攻・後攻 1ターン目の制約について 

先攻・後攻１ターン目に限り以下の制限がかかります。 

先攻１ターン目 ⚫ メインフェイズに手札からカードを 1 枚しか出せない 

⚫ 相手リーダーにバトルダメージ・効果ダメージを与えられない 

後攻 1 ターン目 ⚫ 相手リーダーにバトルダメージ・効果ダメージを与えられない 

お互い 1ターン目は相手リーダーにダメージを与えることはできません。 

ただし、HPを減らす効果や自分のリーダーへダメージを与える効果は使用する事ができます。 

 

 ターンの進め方 

ゲーム開始準備が終わり次第、先攻側からターンを進めます。 

ターンは以下６つのフェイズを順番に進め、すべてのフェイズが終了すれば対戦相手のターンへと変わ

ります。 

 

 ドローフェイズ 

デッキからカードを 1枚ドロー（※）します。 ※デッキの上のカードを 1 枚手札に加えること 

この時デッキからカードをドローできなかった場合、自分はそのウェイブに敗北します。 



 チャージフェイズ 

自分のリーダー・ユニット・デバイスがセンターゲートを支配している場合、その数だけ自分の BP を

チャージします。 

チャージできる場合は可能な限りチャージしなければなりません。 

 

 リーダーフェイズ 

リーダースキルを使用するフェイズです。 

自分のリーダーがフリーズしていない場合に 1 度だけ任意のリーダースキルとその使用に必要な BP を

消費することでリーダースキルを宣言できます。 

リーダースキルの宣言手順 

リーダースキルは以下の手順で使用が可能です。 

1. 使用したいリーダースキルを１つ選択する 

2. 記載されたチャージＢＰを消費し、自分リーダーをフリーズさせる 

3. リーダースキルの使用を宣言する。 

リーダースキルはチャージＢＰを消費してから使用を宣言します。 

ＢＰを消費できない場合、そのリーダースキルを宣言する事自体ができません。 

 

  



 メインフェイズ 

カードを使用する重要なフェイズです。 

 

  



 バトルフェイズ 

 



バトルが無効になる場合について 

ユニットが攻撃・反撃宣言した際、その処理までにチェイス等で以下状況が発生するとそのバトルは無

効となります。 

1 攻撃宣言したユニットが現在支配しているゲートから離れた時 

2 攻撃宣言した・された対象の片方または両方が現在のゲートから移動した時 

3 攻撃宣言したユニットの影響範囲が変更され選択したゲートに攻撃できなくなり、更に相手の反撃

宣言がなかった、または影響範囲が変更された時（反撃宣言があった場合は反撃宣言のダメージ処

理は行われ、その場合バトルは無効にはなりません） 

バトルが無効になった場合でも攻撃宣言したユニットの行動は終了となり、そのターン再度攻撃宣言す

ることはできません。 

バトルが無効になった場合『バトルした時～できる』などの効果は条件を満たしませんが、『攻撃宣言/

反撃宣言した時～できる』などの条件は満たすことができます。 

３の場合バトル自体は無効になりませんが攻撃宣言は行ったため、そのユニットの行動は終了となりま

す。 

 エンドフェイズ 

エンドフェイズは自分のターンを終了するフェイズです。 

エンドフェイズが終了した後で以下のターン終了時の処理を行い、相手ターンへ移行します。 

 

ターン終了時の処理 

エンドフェイズ終了後に以下の処理をお互いが同時に行います。 

その後、相手ターンへ移行します。 

 

※後述する『チェイス』はターン終了時の処理に行うことはできません。（宣伝を伴わない処理） 

※この処理はエンドフェイズ中に行うのではなく、エンドフェイズ終了後に行う点にご注意ください。 



例えば、この処理で以下の手札調整（７枚以上手札がある時６枚になるようフラグメントに送る）を行

い A というカードをフラグメントに送ったとします。 

この時、その Aが「このカードがフラグメントに送られたターンのエンドフェイズ時に宣言できる」と

いう効果を持っていたとしても、手札調整をした時点でエンドフェイズは終了した後ですのでこの効果

を宣言できません。 

  



 

 チェイスについて 

本ゲームの重要な駆け引きであるチェイスについて解説します。 

 チェイスとは 

チェイスはあらゆる宣言に対しその宣言が処理される前に他の宣言をすることで、『その宣言より先に

他の宣言を処理させること』をいいます。 

最初の宣言をチェイス Aとし、次に行った宣言をチェイス B、更に宣言を行うとチェイス C と順番に増

えていきます。 

この場合チェイスは A→B→C と順番に宣言されましたが、効果処理時はこの逆の C→B→A と逆の順で

処理していきます。 

 

A で宣言されるものの一例 

⚫ 各フェイズを開始/終了する宣言 

⚫ 手札からユニットを使用して生成した際の宣言 

⚫ 攻撃宣言/移動宣言（移動開始前）/移動完了宣言（ゲートを支配する前の宣言） 

B 以降に宣言されるものの一例 

⚫ 相手の攻撃宣言に対して使用できるトリガー 

⚫ 相手の移動完了宣言に対して使用できるトリガー（機帝国式－高性能地雷等） 

 



チェイスをするタイミング 

チェイスは「宣言する行為全て」に対し「宣言できるカード」でのみ行えます。 

その宣言が処理される前にチェイスすることを相手に伝え、チェイスできるカードを宣言（使用/効果

の発動）をします。 

 

カードの持つ永続効果や割込み効果は宣言そのものを行わないため、チェイスすることもチェイスされ

ることもありません。 

チェイスができるカード 

任意でチェイスできるカードは以下の３種類のみとなります。 

1. クイックの特性を持つカード ※《シルバーバレット》等 

2. トリガー全般 

3. １と２以外で「～した時宣言できる/される」と特別に記載されている任意/強制効果 

同じタイミングで複数の効果が発生する場合の処理 

同じタイミングで複数の効果が宣言された場合は『同時に複数の処理が発生した場合』の処理に従い順

番に処理していきます。 

また、以下とは別にカード効果や一連の処理が完了した時点で処理終了宣言がターンプレイヤー側で必

ず行われ、その時点でチェイスがなければ改めてターンプレイヤーが別の行動をとることができます。 

 チェイス宣言タイミングリスト 

チェイスはあらゆる『宣言』に対してチェイスができるカードを宣言することで発生します。 

宣言できるタイミングは以下の通りになります。 

フェイズ No. 宣言の種類 タイミング 

ドローフェイズ 

1 フェイズ開始宣言 ドロ―前にチェイスする時 

2 ドロー処理終了宣言 ドロー直後にチェイスする時 

3 フェイズ終了宣言 チャージフェイズ前にチェイスする時 

チャージフェイズ 

4 フェイズ開始宣言 チャージ前にチェイスする時 

5 チャージ処理終了宣言 チャージ後にチェイスする時 

6 フェイズ終了宣言 リーダーフェイズ前にチェイスする時 

リーダーフェイズ 7 フェイズ開始宣言 リーダースキル使用前にチェイスする時 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/
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リーダースキル使用宣言 リーダースキルの使用に対しチェイスす

る時 

⚫ スキルを使用する場合はこのタイ

ミングで BP を消費～リーダーフリ

ーズまでの一連の流れを行って使

用を宣言する。 

⚫ スキルを使用しない場合はスキル

を使用しないことを宣言する。 

どちらの場合も相手はチェイス可能 

9 フェイズ終了宣言 メインフェイズ前にチェイスする時 

メインフェイズ 

10 
フェイズ開始宣言 メインフェイズ開始時にチェイスする場

合 

11 
手札からカードを出した際のカ

ード使用及び生成宣言 

カードの使用、生成（生成時の効果宣言

含む）に対してチェイスする時 

12 
手札からカードを出した際のロ

ックセット完了宣言 

カードがロックセットされた時にチェイ

スする時 

13 

アクティブセット状態のカード

の使用及び生成宣言 

アクティブセットのカードの使用、生成

（生成時の効果宣言含む）に対してチェ

イスするとき 

14 フェイズ終了宣言 バトルフェイズ前にチェイスする時 

バトルフェイズ 

15 フェイズ開始宣言 バトルフェイズ開始時にチェイスする時 

16 
移動宣言（移動先を指定） ユニットやリーダーが移動する前にチェ

イスする時 

17 
移動完了宣言 ユニットやリーダーが移動し、ゲートを

支配する前にチェイスする時 

18 
宣言 ユニットやリーダーがゲートを支配した

際にチェイスする時 

19 
攻撃・反撃宣言（対象を指

定） 

ユニットの攻撃宣言及び反撃宣言に

対してチェイスする時 

20 
バトル処理終了宣言 ⚫ バトルした対象がダメージを受

けた後にチェイスするとき 



⚫ バトルした対象の HP が０にな

り破壊されフラグメントに送ら

れた場合にチェイスする時 

⚫ バトルせず移動のみで行動を終

了した場合にチェイスする時 

21 フェイズ終了宣言 エンドフェイズ前にチェイスする時 

エンドフェイズ 
22 

フェイズ開始宣言 エンドフェイズ開始時にチェイスす

る時 

23 フェイズ終了宣言 ターン終了前にチェイスする時 

そのほか共通 

24 

チェイス処理終了宣言 一連のチェイスの処理が終わり、タ

ーンプレイヤーがフェイズを進める

前にチェイスする時 

ただし、チェイスの最中に新たな処

理が発生していた場合はそれらの宣

言で新たにチェイスを組みなおす。

（それらのチェイスがすべて終わる

までチェイス処理終了宣言は行われ

ない） 

詳しくはチェイス途中で生成した場

合等の処理を参照 

 

このタイミングでチェイスされた場

合はそのチェイス処理解決後改めて

チェイス処理終了宣言を行い、お互

いチェイスしなくなるまでこの宣言

を繰り返す。 

   

上記以外にもカードテキストにて『～した時宣言できる/される』と記載された任意/強制効果は、通常

チェイスできないタイミングでも効果を宣言できます。 

例えば、ターン終了時のHP 回復時には通常チェイスはできませんが、『HP が回復した時宣言できる』

と書かれたカードであればそのタイミングでチェイスできます。 

その場合はターンプレイヤーに先にチェイスする権利があるため、相手ターンに自分がチェイスしたい



場合は『このタイミングでチェイスしますが宜しいですか？』と確認し、相手が権利を放棄した場合に

改めて自分からチェイスできます。 

 チェイス途中で生成した場合等の処理 

チェイスの途中で生成されたユニットやデバイスは、そのチェイスの処理がすべて終わった後のチェイ

ス処理終了宣言のタイミングで新たなチェイスを組んで生成宣言を行います。 

このチェイスの生成宣言の処理を終了した時点で初めてゲートを支配しますので、このタイミングが終

わるまではゲートを支配していない扱いとなります。 

 チェイスのカードの処理について 

チェイスを組んだカードは、ユニット・デバイス・インストール・クラッキング等ゲートに存在し続け

るものを除いて処理後すぐにフラグメントに送られます。 

逆に、チェイスの処理前にカードの効果によってそのカードがゲート上に存在しなくなった場合、不発

となって処理をせずにチェイスを進めます。 

 バトルフェイズ時のチェイスについて 

バトルフェイズは攻撃宣言の後はバトル処理終了時までチェイスできません。 

よって、以下のタイミングでチェイスすることはできません。 

攻撃宣言完了後 攻撃宣言が終わった後で相手の影響範囲を変更する効果等をチェイス

してバトルを無効にすることはできません。 

ダメージ処理前 ダメージを処理する前に、ダメージを受けない効果等をチェイスする

ことはできません。 

ダメージ処理後 ダメージを受けた直後に HPを回復させる効果等をチェイスすること

はできません。 

バトル処理後 ユニットやデバイスが破壊されることが確定し、フラグメントへ送ら

れる前にチェイスすることはできません。 

 

  



 特性について 

カードには特性と呼ばれる特殊な仕様を持つものがあります。 

 特性の種類 

アクティブ 

そのターン生成されたユニットでもすぐにバトルが行えます。 

基本的に生成時のみ持つ特性であり、生成後にアクティブ特性が消滅しても問題なくバトルを行えま

す。 

次のテキストはアクティブ特性と似ていますがアクティブ特性としては扱いません。 

⚫ そのターンでもバトルに参加できる《先陣のグラディエーター》等 

⚫ そのターンでも相手ユニット（リーダー等）に攻撃できる 《カザミドリの L ブラスター》等 

⚫ そのターンでも攻撃宣言できる 《強襲するスカイジェム》等 

アクティブセットから使用したユニットはすべてアクティブ特性を持つ扱いとなり、《奇襲戦術》の対

象になります。 

クイック 

アクティブセットされている場合のみトリガーのように相手ターンで使用（チェイスも可能）できるよ

うになります。 

ゼロ 

特殊なカードが持つ特性で、以下の特徴があります。 

1. ゼロの特性を持つカードでしかコストにできない。 

2. ゼロの特性を持つカードの効果でしかロストできない。 

3. この１と２はあらゆる効果で無効化されない。 

インストール 

ゲートを支配しているカード（リーダー・ユニット・デバイス）に装着でき、装着されている限り効果

が継続されます。 

⚫ リーダー・ユニット・デバイスを対象にする効果です。 

⚫ 同一の対象には 1枚しか装着できません。 

2 枚目が装着される場合は 1枚目の装着されたカードをルールによって破壊します。 

⚫ 対象が移動した場合、その対象と一緒にインストールされたカードも移動します。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%85%88%e9%99%a3%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%82%ab%e3%82%b6%e3%83%9f%e3%83%89%e3%83%aa%e3%81%aer%ef%bc%8d%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%bc%b7%e8%a5%b2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%a0/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e5%a5%87%e8%a5%b2%e6%88%a6%e8%a1%93/


⚫ インストールされたカードはユニット・アドイン・トリガーのいずれでもなく「インストールされ

ているカード」として扱います。 

⚫ 使用したゲートと別のゲートに存在する対象に装着することもできます。 

装着できる対象は個々のカードに記載されています。 

※カード効果等で「インストールされているアドイン」等“元々のカードの種類が指定”されていれば、

それに従います。 

 

クラッキング 

ゲート自体に装着でき、装着している限り効果が継続されます。 

⚫ ゲートを対象にする効果です。 

⚫ 同一のゲートには 1 枚しか装着できません。 

2 枚目が装着された場合は１枚目の装着されたカードをルールによって破壊します。 

⚫ クラッキングされたカードはユニット・アドイン・トリガーのいずれでもなく「クラッキングされ

ているカード」として扱います。 

⚫ 使用したゲートと別のゲートに装着することもできます。 

装着できる対象は個々のカードに記載されています。 

 「～特性を持つカード」という効果テキストについて 

《世界樹の共鳴》等は「デバイス特性を持つアドイン」を生成する効果を持ちます。 

この「特性を持つ」という効果は、カードテキスト一番上に「特性/～～」と書かれているものを差

し、《毒海蟲－セルヴァ》等のように「～された時に『インストール特性をもって』」と記載されている

場合は「～特性を持つカード」の対象とはなりません。 

※効果によってインストール特性を持つが、元々はその特性を持っていない扱いとなります 

 

  

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%a8%b9%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%b3%b4/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e6%af%92%e6%b5%b7%e8%9f%b2%ef%bc%8d%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a1/


 その他のルール 

 リーダーに対する『ゲートから離れる』処理について 

リーダーはその役割上、ゲートから離れる処理を一切受け付けません。 

ただし、テキストに「リーダーを破壊する」等と記載がある場合はそれに従います。 

リーダーがゲートを離れる・リーダーの HP が０になった側はそのウェイブに敗北します。 

 １つのゲートに出せる枚数について 

１つのゲートには以下の通り最大５枚までカードが存在できます。 

ただし、センターゲートはルール上カードをセットできないため、以下【５】は対象外となります。 

 

基本的に同じ番号のカードは２枚以上存在できません。 

また、【３】【４】に関しては新しいものが装着されれば元々装着されていたカードはルールによって破

壊されます。 

 不発と無効について 

カードを使用したり発動した後、実際の効果処理時に状況が変わっているとカードの効果が不発になっ

てり無効になる場合があります。 

不発と無効の違いについて 

正しく処理が行われなければ不発となり、正しく処理が行われたが他のカードの効果で効果が適用でき

なければ無効となります。 

 

不発 正しい処理が行われず効果が適用されなかった 

⚫ 効果処理時に使用したカードがゲート上に表で存在しない 



⚫ 効果処理時に対象が存在しない等で効果処理できなかった 

無効 正しい処理を行ったが効果が適用されなかった 

⚫ カードの効果を無効にする効果を受けた 

 

カードの効果を不発にできるカード一例 

《バネトラップ》 

センターゲートに生成されたコスト 3以下のユニットの使用宣言（生成時の効果発動宣言）に対してチ

ェイスし、その対象を手札に戻すことができる。 

効果処理時にはその対象はゲート上に存在しないため効果が不発になる。 

《デッドリロード》 

効果発動宣言時、対象として選択された自分のカードに対してチェイスし、その自分のカードを破壊す

る。 

効果処理時にその対象が存在しないため効果が不発になる。 

《銀の剣閃》 

相手がユニットやカードの効果を使用した時にチェイスしてその対象を破壊することで、チェイス処理

時にゲート上に存在しないため効果が不発になる。 

 手札からカードを出す・使用・生成・ロックセットについて 

手札からカードを出す・使用・生成・ロックセットに関する範囲は以下の通りです。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%83%90%e3%83%8d%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%83%87%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e9%8a%80%e3%81%ae%e5%89%a3%e9%96%83/


 

⚫ 効果による生成は「使用」としては扱いません。 

⚫ アクティブセットの使用は「１ターンに２枚まで手札からカードを出せる」には制限されません。 

⚫ カードのコストは「使用」以外では支払いません。 

特に《銀の右腕》などカードの「使用」をカウントするカードの場合は上記関係にご注意ください。 

 ゲートの支配・移動・生成に関する処理 

ゲートへカードを移動・生成する際の処理と、その後のゲートの支配について記載します。 

ゲートの支配とは 

リーダー・ユニット・デバイス等のHP を持つカードがゲートに留まるとそのゲートを『支配』しま

す。 

支配されたゲートの場所によって以下の制約が発生します。 

自分のゲート ⚫ 特に無し 

センターゲート ⚫ 相手はそのゲートで手札からカードを使用できない 

相手のゲート ⚫ 相手はそのゲートで手札からカードを使用できない 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/de2-ot/%e9%8a%80%e3%81%ae%e5%8f%b3%e8%85%95/


⚫ そのゲートにアクティブセットされていたカードはロックセットとな

り、ゲートが支配されている限りアクティブセットにならない 

ゲートの支配方法 

ゲートの支配は生成による支配と移動による支配が存在します。 

生成によるゲートの支配 

ユニットやデバイスを生成した時点ではまだゲートを支配していません。 

この段階でチェイス等によりその対象が破壊されればゲートは支配されないままとなります。 

生成完了時に何も処理がなければ、そのまま自動的にそのゲートを支配します。 

移動によるゲートの支配 

ユニット・デバイス・リーダー等がバトルフェイズや効果で移動した時、その時点ではまだゲートを支

配していません。 

移動が完了し移動先のゲートを支配するまで移動前と移動後のどちらのゲートも支配していない状態と

なります。 

※元々対象のゲートは移動した段階で支配されていない状態となります。 

 

移動完了の段階でチェイス等によりその対象が破壊されれば、ゲートは支配されないままとなります。 

移動完了後に何も処理がなければ、そのまま自動的に移動先のゲートを支配します。 

相手が自分のアクティブセットカード上に移動・生成する場合 

アクティブセットがあるゲートが相手に支配されるとルールによりロックセットとなります。 

ただし前述の通り、移動・生成完了～支配まではチェイスするタイミングがありますので、そのアクテ

ィブセットが使用可能であればこのタイミングで使用できます。 

使用しない場合はそのままゲートが支配され自動的にロックセットになり、以降はアクティブセットに

なるまで使用ができません。 

 チェイス処理中の支配について 

チェイスの処理中に効果でユニット・デバイスを生成したり効果で移動した場合、そのチェイスをすべ

て処理した後で生成完了のタイミングが発生します。 

チェイスの途中でゲートを支配することはありません。 ※テキストに明記されている場合を除く 



逆にチェイス中相手のアクティブセットカード上にユニットを生成したとしても、そのチェイス解決後

に改めて生成完了のタイミングがあるため、相手はそのアクティブセットのカードを使用するチャンス

があります。 

 ゲート上に存在するという扱いについて 

ゲートを支配している・していないに関わらず、表側でカードがあればそれは『存在する』という扱い

になります。 

⚫ ゲートを支配していなくてもOK 

⚫ 生成された瞬間から『ゲート上に存在する』扱いになる 

⚫ ロック/アクティブセットされている場合は存在する扱いにならない 

それぞれの扱いと処理は以下図を参照ください。 

ユニットの状態/扱い 
ゲート上に 

存在するカード 

ゲート上に 

存在するユニット 

ゲートを支配 

しているユニット 

インストールとして装着 〇 ✕ ✕ 

クラッキングとして装着 〇 ✕ ✕ 

使用した 〇 〇 ✕ 

生成した 〇 〇 ✕ 

生成が完了した 〇 〇 〇 

移動宣言した 〇 〇 〇 

移動宣言終了前 〇 〇 ✕ 

移動宣言終了後 〇 〇 〇 

ロック/アクティブセット 〇 ✕ ✕ 

 相手に支配されロックセットになったカードについて 

相手に自分のゲートを支配されると、そのゲートにあったアクティブセットのカードはロックセット状

態になります。 

そのゲートが相手に支配されている限り、そのカードはロックセットされたままとなりターン終了時の

処理でもアクティブセットになりません。 

 

そのゲートを支配しているリーダー・ユニット・デバイスを破壊・移動させた場合、そのセットカード



は即座にアクティブセットにはなりません。 

そのロックセットされたカードはターン終了時の処理でアクティブセットとなります。 

相手にゲートを支配された際の処理まとめ 

⚫ 相手に支配されたアクティブセットのカードはロックセットとなる 

⚫ ゲートが支配されている限りそのカードはロックセットのままとなり使用できない 

⚫ そのゲートが支配されなくなってもすぐにアクティブセットには戻らず、ターン終了時の処理で他

のロックセットされたカードと同じようにアクティブセットにする 

 

 ＨＰを回復させる効果について 

《ヒーリングファクター》等、ＨＰを回復させる効果はその対象の最大ＨＰを超えて回復することはで

きません。 

最大ＨＰ２０００・現在ＨＰ１３００のカードにＨＰ１０００回復の効果を発動した場合、その対象の

ＨＰは２０００になります。（２３００にはならない） 

ＨＰが満タン（ダメージを受けていない）の対象に使用した場合 

ＨＰを回復させる効果はその対象のＨＰが最大値の場合でも使用できます。 

その場合は「回復する効果を使用したが回復しなかった」という処理となります。※不発ではない 

 最大HPがアップ・ダウンする際の現在HPの処理 

カードの中にはＨＰをアップ・ダウンさせる効果があります。 

※最大ＨＰをアップ・ＨＰをアップのどちらの表記も最大ＨＰをアップさせる効果です 

主に以下の特徴を持ちます。 

最大ＨＰアップの効果処理 

《ナイトシールド》は装着されているユニットの最大 HPをアップさせる効果があります。 

例えば、《ショートレンジマテリー》に《ナイトシールド》を装着した場合は以下の通りになります。 

 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/


 

装着している状態でダメージを受ける場合 

カードの効果等で最大 HP が上昇している場合、ダメージは上昇分から処理します。 

例えば上記の状態で１０００ダメージを受けた場合、以下の通りになります。 

 

ターン終了にはルールにより HPが最大値（１４００＋５００＝１９００）まで回復します。 



ダメージを受けた状態で装着カードが外れた場合 

装着カードによって最大HP がアップしており、かつその状態でダメージを受けている場合に装着カー

ドが破壊された場合は以下の通り処理します。 

 

上記の場合、《ショートレンジマテリー》の HPは９００のままとなります。 

《ナイトシールド》のアップ分５００が減ることはありません。 

よって、装着カードが破壊されたことで HP が０になりユニットが破壊されることは起こりません。 

 

※《サンダークラック》は「最大ＨＰを１０００アップさせ、更にＨＰを１０００回復させる」効果を

持ちますが、これを最大ＨＰ３０００・現在ＨＰ２００の対象に使用した場合、最大ＨＰ４０００・現

在ＨＰ２２００（最大ＨＰアップ分の１０００＋回復効果の１０００＝２０００）となります。 

ダメージを受けている状態で装着した場合 

ダメージを受けている状態で最大 HPアップのカードを装着した場合アップ分の数値だけカードのHP

が回復します。 

例えば以下の場合、装着前はダメージを受けていたので HP１３００（最大 HP１４００）ですが、装

着後は HP１８００（最大 HP１９００）になります。 

この状態で《ナイトシールド》が外れた場合、《ショートレンジマテリー》の HP は１４００のまま

（元々の最大値）になります。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc/


 

最大ＨＰ５００アップの効果は「最大値をアップさせてその数値分のＨＰを回復させる効果」ととらえ

ることができます。 

HPが全回の状態で装着カードが外れる場合 

元々の最大 HP１５００のユニットに《ナイトシールド》を装着しており、最大 HP が２０００になっ

ていたとします。 

この状態で《ナイトシールド》が外れた場合、最大 HP２０００から、元々の最大 HP１５００に戻り

ます。 

HP は常に最大 HP を超えることはありません。 

このHPの処理は効果として扱わない 

上記の HP の処理は装着カード以外（《監視官－EIJI》等）でも発生します。 

いずれにおいても、この効果で HP がアップする・回復する行為は『カードの効果ではなくルールによ

る処理』として扱います。 

よって、HPが回復したとき～、HPが減少したとき～といった事を条件とするカードをこのタイミン

グで使用する事はできません。 

最大ＨＰアップのまとめ 

⚫ 最大ＨＰがアップするとその数値分現在ＨＰも回復する 

⚫ 最大ＨＰがアップしている状態で元々のＨＰ以上のダメージを受け、その後最大ＨＰアップの効果

が無効になってもその対象のＨＰは０にならない 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e7%9b%a3%e8%a6%96%e5%ae%98%ef%bc%8d%ef%bd%85%ef%bd%89%ef%bd%8a%ef%bd%89/


⚫ 最大ＨＰがアップしている状態でその効果が無くなった時、現在ＨＰは元々の最大ＨＰに戻る（常

に最大ＨＰを超えることはできない） 

最大ＨＰアップのインストールを装着→外す→装着と繰り返した場合 

最大 HP２０００・現在HP１００のユニットが存在するとします。その対象に最大 HP５００アップの

効果を適用した場合、最大 HP２５００・現在 HP６００となります。 

この状態でこの効果が無くなった場合、最大 HP２０００・現在 HP６００となります。 

この状態で更に最大 HP５００アップを適用した場合、最大 HP２５００・現在 HP１１００となりま

す。 

このように最大 HP 増加分現在 HP が回復するルールを利用し、繰り返すことで最終的に最大 HP２５

００・現在 HP２５００まで回復させることも可能です。 

最大ＨＰダウンの処理について 

最大ＨＰがダウンすることで現在ＨＰがダウン後の最大ＨＰを上回る場合、ダウン後の最大ＨＰになる

ようＨＰが減らされます。 

 ダメージによる破壊について 

HP が０になることでの破壊を「ダメージによる破壊」といいます。 

ダメージによる破壊は以下の３種類が存在します。 

バトルダメージ ユニットの攻撃・反撃宣言によるバトル処理で

発生するダメージ 

効果ダメージ 《パルスカノン》等、カードの効果で発生する

ダメージ 

HP を減らす（支払う） カードのコストまたは効果で HP を減らすこと

で発生。 

HP を半分にする等、固定の数値にするものも

これに該当します。 

 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%8e%e3%83%b3/


 

⚫ 「ダメージを受けない」という効果ではバトルダメージ・効果ダメージを防ぎます。 

⚫ 「HP が減らない」という効果では、バトルダメージ・効果ダメージ・HP を減らす処理すべてを

防ぐことができます。 

⚫ 「ダメージでは破壊されない」という効果では、すべてのダメージは受けますがＨＰが１より減る

ことはありません（※ターン終了時にルールによってユニット・デバイスは全回復します） 

 手札から生成された時～できる（する）効果の処理 

《フラグメント・ソーサリー》等は、手札から生成された時に宣言できる効果を持っています。 

この時の処理は以下の通りになります。 

1. 手札から《フラグメント・ソーサリー》を使用して生成 

2. 生成時に発動できる任意効果を宣言し、効果発動のためのコストを支払う 

3. 相手にチェイスがないかの確認。なければ自分のチェイスの確認 

4. 効果処理時、《フラグメント・ソーサリー》がゲート上に存在していれば効果を適用する 

通常の使用であれば１～２は続けて行われます。（カードの使用宣言と生成時の効果発動宣言が１つに

まとまって行われる） 

その後、相手→自分の順にチェイスの確認を行い、お互い処理がなければ４で効果を適用します。 

３のチェイスの際、例えば《バネトラップ》等で《フラグメント・ソーサリー》がゲート上から離れて

しまった場合、効果は不発となります。 

※詳細は『不発と無効について』の項目も参照ください。 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc/


 特定のタイミングで任意に発動できる効果について 

《黒曜石の共鳴》等、特定のタイミングで宣言無しに適用される効果についてはお互いそのタイミング

でチェイスの権利を放棄した最後に処理します。 

「エンドフェイズ時にこの効果を処理したいのですが、チェイスはありますか？」と相手に確認し、相

手が何もチェイスしなければその効果を適用してください。 

この時複数のタイミングがある場合は「エンドフェイズ時に２つの効果があり、先にこの効果を適用し

ますがいいですか？」というように、どちらの効果を適用するかは自分が決定できます。 

ただしその効果処理が（宣言をしない効果であっても）任意か強制かで優先順位が変わり、その優先順

位を無視することはできません。 

※詳しくは『同時に複数の処理が発生した場合の対応』【１】～【４】を参照ください。 

 ゲートを離れる・離れないの判定 

ゲートを離れる・離れないの判定は以下の表を参照ください。 

破壊されたカードは通常フラグメントに送られますが、《毒海蟲－セルヴァ》等は破壊後フラグメント

に送らずユニットに装着されるため、その場合は破壊されたがゲートから離れない扱いとなります。 

 

 自分のインストールカードを相手に装着する場合の処理 

相手のカードに装着する場合カードの向きはそのままで相手に装着します。 

これにより、同じカードでも装着された対象によって影響範囲が異なり、効果が異なることがありま

す。 

 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/hod/%e9%bb%92%e6%9b%9c%e7%9f%b3%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%b3%b4/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e6%af%92%e6%b5%b7%e8%9f%b2%ef%bc%8d%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%83%b4%e3%82%a1/


 

 同時に複数の処理が発生した場合の対応 

生成時の効果を持つカードを同時に生成したり、割込み効果を持つカードが同時に条件を満たした場合

は以下の通りチェイスを組んで処理をします。 

優先順位は以下の通りです。 

【１】ターンプレイヤーの強制効果 

【２】相手プレイヤーの強制効果 

【３】ターンプレイヤーの任意効果 

【４】相手プレイヤーの任意効果 

数字の少ない順から順番にチェイスを組んで処理していきます。 

なお、【３】と【４】は任意効果のため発動しないことも可能です。 

ただし【４】の任意効果が発動された後で【３】の任意効果を発動することはできません。 



参考事例 

《執行のダークストーン》と《粛清のダークストーン》の処理  

相手のエンドフェイズ時に宣言できるこの 2 枚のカードはどちらも相手のターンで自分が適用しなけれ

ばいけない強制効果です。 

そのためどちらも【２：相手プレイヤーの強制効果】になります。 

この場合自分は《執行のダークストーン》《粛清のダークストーン》の好きな方を宣言して先に処理で

きます。 

ただし別々に処理するためこの 2枚でチェイスを組むわけではありません。 

《バッドシグナル》と《執行のダークストーン》の処理  

どちらも相手のエンドフェイズ時ですが、《バットシグナル》は任意効果のため【４】相手プレイヤー

の任意効果となり、《執行のダークストーン》は【２：相手プレイヤーの強制効果】となります。 

この場合は優先順の高い【２：相手プレイヤーの強制効果】から必ず処理する必要があり、先に《バッ

ドシグナル》の処理をすることはできません。 

 相手のデッキ・手札を確認する効果の処理 

《ラストチャンス》等の相手のデッキを確認する効果処理は厳密に定義をしていません。 

以下●を参考にし、両者が納得する方法で進行してください。 

⚫ 実際に相手のデッキを見せてもらう 

⚫ 相手に申告してもらう 

⚫ ジャッジに確認を委ねる 

 ルールによる破壊について 

破壊には「正しい処理で破壊される場合」と「ルールを守るために破壊される場合」が存在します。 

ルールによる破壊は「破壊された時～できる」「破壊されない」などの効果対象外となり、いかなる手

段をもっても防ぐことはできません。 

ルールによる破壊が起こる事例 

⚫ すでにインストールカードを装着している対象に新しいインストールカードを装着し、元々装着さ

れていたカードをルールによって破壊した 

⚫ 自分のユニットがセンターゲートまたは相手のゲート上で「同一ゲートにロックセットする」効果

を受けたが、セットは自分のゲート以外行えないためルールによって破壊された 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e7%b2%9b%e6%b8%85%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e7%b2%9b%e6%b8%85%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/hod/%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/hod/%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/hod/%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/card-list/hod/%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9/


ルールによる破壊とは扱わない場合 

カードの効果でユニットを生成しようとしたゲートにチェイスで他のユニット・デバイス等を生成さ

れ、効果処理時ユニットを生成できなかった場合は「効果の不発」として扱います。本来生成されるユ

ニットが破壊される事はありません。 

 消滅に関する処理 

消滅はもともとそのモノが「存在しなかった扱い」となります。 

 

特性の消滅 その特性を持っていない扱いとなります。 

例えば《緑の魔女》の場合アクティブ特性を消滅させる効果を持ちますが、

この効果が適用されている状態でアクティブセットのカードを表にしてもア

クティブ特性を持っていない扱いとなり、そのターンのバトルができませ

ん。 

よってこの時に《奇襲戦術》等を使用することはできません。 

ゲートの消滅 そのゲートが存在しない扱いとなり、カードを出すことや移動する事などす

べての行為ができなくなります。 

 

この効果によりセンターゲートが消滅した場合「センターゲートは２つ」と

して扱い、この２箇所が支配された場合《エンダーリセット》を使用するこ

とができます。 

 

  

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/unit/%e7%b7%91%e3%81%ae%e9%ad%94%e5%a5%b3/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e5%a5%87%e8%a5%b2%e6%88%a6%e8%a1%93/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/


 カード効果の分類について 

カードの効果は大きく分けて以下の種類があります。 

使用時 ※ そのカードを使用（手札またはアクティブセット状態から）した時のみ処理さ

れる効果 

任意 ※ 発動できる条件を満たしたとき、発動する・しないを自分が選択できる効果。 

強制 ※ 発動できる条件を満たしたとき、必ず発動される効果。 

永続 そのカードが常に持ち続けている効果。 

割込み その条件を満たしたとき、処理中でも宣言無しに介入できる効果 

※詳細は割込み効果についてを参照 

※の効果は宣言を伴うため『チェイス』することができます。 

永続・割込みは宣言を伴わないためチェイスすることはできません。 

 割込み効果について 

カードテキストに記載された効果分類である割込み処理について解説します。 

効果分類についてはカード効果の分類についてを参照ください。 

割込み効果とは 

割込み効果とは、その条件を満たした時点で今行っている処理の途中であっても優先して処理を行える

効果となります。 

 

カードの『使用』としては扱わない 

通常、カードを使用する場合は使用宣言が生じ、宣言が生じれば必ずチェイスの対象となります。 

しかし割込み効果はカードの使用としては扱わないため、割込み効果にカードをチェイスすることはで

きません。 

効果の『発動』としては扱わない 

すでに表側になっているカードの効果等を発動する場合は発動宣言が生じ、宣言が生じれば必ずチェイ

スの対象となります。 

割込み効果はカードの発動としては扱わないため、割込み効果にカードをチェイスすることはできませ

ん。 



効果の『適用』としては扱う 

カードの『使用』と効果の『発動』として扱いませんが、効果の『適用』としては扱います。 

そのため、効果を無効にするカードの影響は受け、この場合効果は適用したが無効化されたという処理

になります。 

 

参考事例：《エネルギータンク》が《エンダーリセット》に破壊された場合 

以下に割込み効果の処理を参考に記載します。 

通常の処理（割込み効果無し） 

《エンダーリセット》の効果ですべてのカードを破壊しカードを 3枚ドロー 

エネルギータンクが破壊されていた場合 

《エンダーリセット》の効果ですべてのカードを破壊し【破壊された《エネルギータンク》の効果でカ

ードを２枚ドローした後で】カードを 3 枚ドロー。 

  

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%af/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/trigger/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/type/add-in/%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%af/


 

 ペナルティについて 

ゲームプレイに支障をきたす行為を行った場合はその内容により罰則が適用されます。 

悪質な場合はイベントへの参加をお断りする場合もありますので、ルールを守りお互い楽しくプレイで

きるよう心がけてください。 

  



 

 β版との互換性について 

 β版とは 

２０１７年１２月２９日に販売されたβデッキは新フォーマットと互換性があります。 

スリーブ等で裏面の違いが区別できないようにしてお遊びください。 

※効果処理が異なるものについては最新版テキストに従ってください。 

 

  



 各種リンク 

 

項目 URL QR コード 

公式サイト https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/  

公式通販サイト https://fdr.booth.pm/  

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC--

YygFNGK9xy7hENdQrFVw 

 

LINE スタンプ https://store.line.me/stickershop/author/933982/ja  

ユーザーコミュ

ニティ 

https://eternity-

satellite.com/flagment_dig_rayn/community/ 

 

Twitter https://twitter.com/et_satellite  

お問い合わせフ

ォーム 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAIb6r6J-

TMhla9U5vwBtLvi1LqPpmlRJClovJ5KinfvMaHQ/viewform 

 

 

https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/
https://fdr.booth.pm/
https://www.youtube.com/channel/UC--YygFNGK9xy7hENdQrFVw
https://www.youtube.com/channel/UC--YygFNGK9xy7hENdQrFVw
https://store.line.me/stickershop/author/933982/ja
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/community/
https://eternity-satellite.com/flagment_dig_rayn/community/
https://twitter.com/et_satellite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAIb6r6J-TMhla9U5vwBtLvi1LqPpmlRJClovJ5KinfvMaHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAIb6r6J-TMhla9U5vwBtLvi1LqPpmlRJClovJ5KinfvMaHQ/viewform
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