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聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争イミテーションズイミテーションズイミテーションズイミテーションズ    

ルールブックルールブックルールブックルールブック Ver1.4Ver1.4Ver1.4Ver1.4    
 

＜＜＜＜聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争イミテーションイミテーションイミテーションイミテーションズズズズ＞＞＞＞    

かつて魔術師たちが互いの願望をかけて殺し合った儀式があった。 

英霊を召喚して行われたその戦いは人智を凌駕し、大いなる奇蹟を成就させる。 

以後、その儀式は摸倣され、複製され、幾度となく繰り返された。 

その儀式の名は聖杯戦争。 

これはその１つ。 

ただし、その形を大きく歪められた聖杯戦争。 

人から人へと、伝説が語り継がれることでその在り様が混濁した。 

ゆえに本来の役割は失われ、 

それどころか無関係の者すら戦いの渦に巻き込まれている。 

汝、最強を証明し、その手に聖杯を掴め。 

 

＜＜＜＜ゲームのゲームのゲームのゲームの説明説明説明説明＞＞＞＞    

ある魔術師が、無限の願望機「聖杯」を手に入れるための「聖杯戦争」をカードの形に凝縮して再現す

ることに成功しました。 

このカードゲームの勝者は（ほかの参加者が罰ゲームとして叶えてくれる程度の）いかなる願いも叶え

ることができるのです。しかし、ゲームには２名以上の参加者（プレイヤー）が存在していなければなり

ません。 

貴方は招かれた「聖杯戦争」の参加者の１人。さあ、与えられたカードという名の運命（フェイト）を

操り、この聖杯戦争を勝ち抜いてください。 

 

＜＜＜＜プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー人数人数人数人数＞＞＞＞    

２人から５人（推奨４人） 

 

＜＜＜＜本作本作本作本作ののののカードカードカードカード枚数枚数枚数枚数＞＞＞＞    

５３枚＝５２枚がキャラクターカード、１枚が聖杯カードです。 

 

＜＜＜＜基本基本基本基本ルールルールルールルール＞＞＞＞    

下記のルールはプレイしている間、基本的に適用されます。 

    

・・・・聖杯所有聖杯所有聖杯所有聖杯所有によるイニシアチブによるイニシアチブによるイニシアチブによるイニシアチブ    

ゲーム中に「聖杯」を所有しているプレイヤーのサーヴァントの戦闘力は常に＋１されます。聖杯を

所有することは勝者に近づくことを意味し、他のプレイヤーから狙われることにはなりますが、戦争の

イニシアチブが握れるのです。 

 

・・・・攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側のアドバンテージのアドバンテージのアドバンテージのアドバンテージ    

戦闘を仕掛けたプレイヤーはその戦闘に限り、自身のサーヴァントの戦闘力が＋１されます。戦いを

仕掛けた側はその戦いにおけるアドバンテージを得ることができるのです。 
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＜＜＜＜キャラクターカードキャラクターカードキャラクターカードキャラクターカード＞＞＞＞    

キャラクターとも呼称されます。カードは、３つの面を持っています。カードを縦に見たときの上部に

ある「外装」と下部にある「マスター」、そして９０度右に傾けたときの「正体」です。 

すべてのカードは、１人のプレイヤーにつき、１枚ずつ場札に配置することができます。１度に２枚以

上を配置することはできません。 

 

１１１１．．．．外装外装外装外装    

キャラクターの「外観（名前とＴＹＰＥ）」と「基本の戦闘力」です。「衛宮士郎」などのキャラク

ター名はカードの効果の対象となる場合があります。また、付箋状の「魔術師」などの表示は「ＴＹ

ＰＥ」と呼ばれ、キャラクターカードの種別を表します。 

この聖杯戦争は、再現された紛い物であるため、キャラクターの外見と中身が一致していません。

「正体」と２枚１セットで「サーヴァント」として扱われます。 

 

２２２２．．．．正体正体正体正体    

キャラクターの「正体」の効果です。「アルトリア」などのキャラクター名（真名）はカードの効果

の対象となる場合があります。 

この聖杯戦争は、再現された紛い物であるため、キャラクターの外見と中身が一致していません。

「外装」と２枚１セットで「サーヴァント」として扱われます。 

 

３３３３．．．．マスターマスターマスターマスター    

サーヴァントを支援するキャラクターとその「マスター」としての効果とその名称です。サーヴァ

ントが前線に立って戦うキャラクターであるのに対して「マスター」は支援を担当するサポート要員

になります。１枚で「マスター」として成立します。 

なお、マスターのキャラクターカードの「名前」は外装と正体の双方が適用されます。 

 

 

＜＜＜＜聖杯聖杯聖杯聖杯カードカードカードカード＝＝＝＝聖杯聖杯聖杯聖杯＞＞＞＞    

聖杯戦争で倒されたサーヴァントが蓄積されるモノ、それが「聖杯」です。「聖杯」に７体のサーヴァン

トが生け贄として捧げられたとき、聖杯は顕現し、奇蹟は起こります（つまり勝者のプレイヤーが完全な

る勝利を収めたことになります）。 

聖杯を所有しているプレイヤーのサーヴァントは、戦闘力が常に＋１されます。これは戦争のイニシア

チブを握ることになるためのボーナスです（「聖杯所有によるイニシアチブ」）。 
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＜＜＜＜場札場札場札場札のののの配置例配置例配置例配置例＞＞＞＞    

２枚から３枚のカードを以下のように重ねて配

置します。なお、マスターカードは重ねずに横に

配置する形でもかまいません。 

    

・・・・サーヴァントのサーヴァントのサーヴァントのサーヴァントの正体正体正体正体がががが不明不明不明不明（（（（裏裏裏裏））））でででで、、、、マスターマスターマスターマスター

不不不不明明明明（（（（未配置未配置未配置未配置））））のののの場合場合場合場合    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・サーヴァントの・サーヴァントの・サーヴァントの・サーヴァントの正体正体正体正体がががが不明不明不明不明（（（（裏裏裏裏））））でででで、、、、マスターマスターマスターマスター

判明判明判明判明（（（（配置配置配置配置））））のののの場合場合場合場合    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（マスターのキャラクターカードは「遠坂凛」） 

    

※※※※このこのこのこの配置例配置例配置例配置例でのマスターについてでのマスターについてでのマスターについてでのマスターについて    

マスターのキャラクターカードの「名称」が隠

されていますが、カードの効果などによって名称

が指定されている場合には対象となります。 

    

・・・・サーヴァントのサーヴァントのサーヴァントのサーヴァントの正体正体正体正体がががが判明判明判明判明（（（（表表表表））））でででで、、、、マスターマスターマスターマスター

不明不明不明不明（（（（未配置未配置未配置未配置））））のののの場合場合場合場合    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・サーヴァントの・サーヴァントの・サーヴァントの・サーヴァントの正体正体正体正体がががが判明判明判明判明（（（（表表表表））））でででで、、、、マスターマスターマスターマスター

判明判明判明判明（（（（配置配置配置配置））））のののの場合場合場合場合    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（マスターのキャラクターカードは「遠坂凛」） 
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＜＜＜＜カードのカードのカードのカードの状態状態状態状態・・・・場所場所場所場所についてについてについてについて＞＞＞＞    

 

・・・・手札手札手札手札    

プレイヤーが所有するキャラクターカードです。基本的には他のプレイヤーからその種類を隠してプ

レイします。場札に配置したり、代償の条件によって捨てられたりします。 

元来の聖杯戦争は「７騎のサーヴァント」が争った戦いでしたが、この紛い物の聖杯戦争ではその事

実が歪んでおり、参加者１名が「７騎のキャラクター」を操って戦うものに変化しています。 

 

・・・・場札場札場札場札    

すべてのプレイヤーは手札から「場」にカードを配置することができます。１度に配置できるカード

は１つの在り方（外装、正体、マスター）につき、１枚までに限られます。 

なお、外装と正体の場札は必ず配置しておかなくてはなりません。これができない場合、ゲームの終

了条件の 1 つが満たされることになります。 

 

・・・・山札山札山札山札    

初期の手札として配布されたキャラクターカードの残りの山です。プレイ中は各参加者の中央に裏向

きで置かれます。ここにカードが残っている限り、ドローを行うことが可能です。 

 

・・・・捨捨捨捨てててて山山山山    

何らかの結果によってゲームから脱落したカードを集めておく山です。カードの効果の中には捨て山

に存在するカードを対象とするものがあります。すべての参加者は何のカードが捨て山に送られている

のかをいつでも確認することが可能です。 

 

・・・・聖杯聖杯聖杯聖杯（（（（聖杯聖杯聖杯聖杯のののの座座座座））））    

戦闘に敗北したキャラクターカードが生け贄として捧げられる場所です。プレイ中は聖杯カードとセ

ットにしてまとめておくことでこれを表します。すべての参加者は何枚のカードが捧げられているのか

をいつでも確認することが可能です。 

聖杯に７体以上のキャラクターカードが捧げられていた場合、ゲームの終了条件の 1 つが満たされる

ことになります。 

 

＜＜＜＜カードのカードのカードのカードの効果効果効果効果についてについてについてについて＞＞＞＞    

カードの効果にはそれが発動される条件が設定されています。カードの効果は他のルールに比べて優先

度の高いルールになり、ルールの矛盾が発生した場合にはカードの効果が優先されます。 

基本的には１度の戦闘で１回だけ使用することができます。ただし「任意」と「代償Ｘ」のみとくに注

意書きの無い限り、何度でも使用することが可能です。 

 

＜＜＜＜カードのカードのカードのカードの効果効果効果効果のののの発動条件発動条件発動条件発動条件＞＞＞＞    

 

・・・・［［［［任意任意任意任意］］］］    

この条件は、コントローラーのプレイヤーが戦闘時に効果を発揮するかどうかを選択することがで

きます。宣言された場合には必ず効果を発揮します。たとえ効果発動タイミングに配置状態でなくな

っていたとしても効果を発揮します。この発動条件は、とくに注意書きされていない限り、１度の戦

闘で何回でも使用することができます。 
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・・・・［［［［常時常時常時常時］］］］    

この条件は、カードが表になっていて配置状態であるのなら常に効果を発揮します。何らかの理由

でカードが取り除かれた場合には即座に効果が無くなります。 

 

・・・・［［［［開示開示開示開示］］］］    

正体専用の条件です。この条件は、裏の状態で配置していたカードが何らかの理由で表になった＝

開示された戦闘でのみ効果を発揮します。カードが開示された戦闘であれば、たとえ効果発動タイミ

ングのときに配置状態でなくなっていたとしても効果を発揮します。 

 

・・・・［［［［配置配置配置配置］］］］    

マスター専用の条件です。この条件は、カードを配置した戦闘でのみ効果を発揮します。カードが

配置された戦闘であれば、たとえ効果発動タイミングに配置状態でなくなっていたとしても効果を発

揮します。 

 

・・・・［［［［代償代償代償代償ＸＸＸＸ枚枚枚枚］］］］    

この条件は、コントローラーのプレイヤーが代償として手札をＸ枚捨てた戦闘でのみ効果を発揮し

ます。代償を支払うタイミングは効果宣言タイミングになります。この発動条件は、とくに注意書き

されていない限り、１度の戦闘で何回でも使用することができます。 

 

・・・・［［［［聖杯所有聖杯所有聖杯所有聖杯所有○○○○］］］］またはまたはまたはまたは［［［［聖杯所有聖杯所有聖杯所有聖杯所有××××］］］］    

この条件は、コントローラーのプレイヤーが「聖杯」を所有しているかどうかで効果が発動される

かどうかが決定されます。「聖杯所有○」の場合は、「聖杯」を所有している状態でそのカードが配置

されている間、常に効果を発揮します。「聖杯所有×」の場合は、「聖杯」を所有していない状態でそ

のカードが配置されている間、常に効果を発揮します。 

 

・・・・［［［［破棄破棄破棄破棄］］］］    

この条件は、その条件の効果を持つカードをコントローラーのプレイヤーが破棄した＝捨て山に送

ることで効果を発揮します。効果宣言タイミングで宣言し、効果発動タイミングで適用します。 

 

・・・・［Ｘ］［Ｘ］［Ｘ］［Ｘ］    

外装またはマスターが「Ｘ」のカードの場合、効果を発揮します。この条件は、カードが表になって

いて配置状態であるのなら常に効果を発揮します。何らかの理由でカードが取り除かれた場合には即座

に効果が無くなります。 

    

・・・・［［［［対対対対【Ｘ】【Ｘ】【Ｘ】【Ｘ】］］］］    

この条件は、対戦相手の外装の「ＴＹＰＥ」が【Ｘ】であったのなら常に効果を発揮します。この条

件は、カードが表になっていて配置状態であるのなら常に効果を発揮します。何らかの理由でカードが

取り除かれた場合には即座に効果が無くなります。 

 

・・・・［［［［敗北敗北敗北敗北］］］］    

この条件は、サーヴァントが敗北して「外装カード」が「聖杯」に移動する時点で効果を発揮しま

す。復活の効果で「聖杯」への移動がキャンセルされた場合には効果は発揮されません。また、抹殺

の効果で「外装」を「捨て山」に送ることになる場合にも効果は発揮されません。 
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＜＜＜＜共通表記共通表記共通表記共通表記ののののカードのカードのカードのカードの効果効果効果効果＞＞＞＞    

カードにはさまざまな効果がありますが、共通の表記がされているものも存在します。 

 

・・・・必殺必殺必殺必殺またはまたはまたはまたは必殺必殺必殺必殺ＸＸＸＸ    

必殺の効果が発揮されたとき、戦闘力の比べ合いをせずに、対決で対戦相手を敗北させることがで

きます。何らかの効果で自身も同時に敗北した場合には引き分けになります。必殺Ｘは、対戦相手の

戦闘力がＸ以下の場合にのみ同様の効果を発揮します。 

 

・・・・抹殺抹殺抹殺抹殺    

抹殺の効果が発揮されたとき、戦闘力の比べ合いをせずに、対決で対戦相手を敗北させることがで

きます。ただし、敗者の「外装」は通常の場合とは異なり、「捨て山」へと送られます。抹殺は効果対

象を完全に殺してしまうので「聖杯」に蓄積されないのです。何らかの効果で自身も同時に敗北した

場合には引き分けになります。 

 

・・・・吸収吸収吸収吸収    

吸収の効果が発揮されたとき、対決に勝利することで対戦相手の「外装」を聖杯に送るのではなく、

奪うことができます。奪ったカードは自身の手札に加えてください。自身が敗北した場合には効果を

発揮しません。 

 

・・・・復活復活復活復活    

復活の効果が発揮されたとき、戦闘で敗北しても自分の「外装カード」を「聖杯」に送らずに場札

に配置し続けることができます。つまりキャラクターの死亡（脱落）をキャンセルします。 

復活は「外装」が「聖杯」に送られる時点で使用を宣言して効果を発揮することができます。注意

が必要なのは「外装」を「捨て山」に送ることになる「抹殺」の効果はキャンセルできないというこ

とです。 

 

・・・・戦闘力戦闘力戦闘力戦闘力±±±±ＸＸＸＸ    

この効果が発揮されたとき、自身のサーヴァントの戦闘力が±Ｘされます。 

 

・・・・戦闘力戦闘力戦闘力戦闘力＝Ｘ＝Ｘ＝Ｘ＝Ｘ    

この効果が発揮されたとき、自身のサーヴァントの戦闘力はＸの値に変更されます。この効果は「戦

闘力±Ｘ／対戦相手の戦闘力±Ｘ」の効果が発揮された後に適用されます。ただし、上限が定められて

いた場合にはその上限の値までに留まります。 

 

・・・・対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手のののの戦闘力戦闘力戦闘力戦闘力±±±±ＸＸＸＸ    

この効果が発揮されたとき、対戦相手のサーヴァントの戦闘力が±Ｘされます。この効果は戦闘中の

み有効です。 

 

・・・・手札手札手札手札にににに戻戻戻戻るるるる／／／／手札手札手札手札にににに戻戻戻戻すすすす    

カードの効果の発動条件が満たされた場合、前者はそのカードを、後者は特定のカードを手札に戻し

ます。一時的に手札上限を超過して手札を得ることができますが、その場合には即座に７枚になるよう

にディスカードしなくてはなりません。 
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＜＜＜＜特殊特殊特殊特殊なカードのなカードのなカードのなカードの効果効果効果効果についてについてについてについて＞＞＞＞    

カードの中には特殊なルール適用をするものも多く存在します。このルールパートにその指針を記して

おきますのでプレイの際に困った場合には参考にしてください。 

 

・・・・入入入入れれれれ替替替替わるわるわるわる    

この効果が発揮されたとき、この効果を持つカードは、聖杯の座・自身の場札・自身の手札・捨て山

に存在する対象のカードと入れ替わります。 

入れ替わったカードは条件が満たされているのならその効果を発揮します。条件が［任意］［代償Ｘ］

の場合は効果を発揮させることが可能になります。 

 

・・・・カードをカードをカードをカードを引引引引くくくく／／／／カードをカードをカードをカードを手手手手にににに入入入入れるれるれるれる    

特定の場所からカードを手札に入れます。たとえば、カードの効果に「カードを引く」とある場合に

は山札からドローしてください。一時的に手札上限を超過して手札を得ることができますが、その場合

にはドロー後すぐに手札が７枚になるようにディスカードしなくてはなりません。 

詳細はカードごとに異なります。なお、ランダムという文言が効果にあった場合、カードを裏向きに

してシャッフルし、種類が分からない状態で選んでください。 

 

・・・・対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手のののの正体正体正体正体をををを無効化無効化無効化無効化するするするする／／／／対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手のマスターをのマスターをのマスターをのマスターを無効化無効化無効化無効化するするするする    

対戦相手のカードの効果を無効化します。無効化されたカードの効果は発揮されません。 

 

・このマスター・このマスター・このマスター・このマスター効果効果効果効果はははは無効化無効化無効化無効化されないされないされないされない／／／／このマスターこのマスターこのマスターこのマスター効果効果効果効果をををを無効化無効化無効化無効化されなくするされなくするされなくするされなくする    

この効果が発揮されたとき、カードの効果は無効化されなくなります。 

 

・・・・正体正体正体正体のののの代償代償代償代償をををを１１１１枚軽減枚軽減枚軽減枚軽減するするするする    

この効果が発揮されたとき、正体が持つ【代償Ｘ】のカードの効果は代償が１枚軽減されます。ただ

し、代償は０枚にはなりません。最低でも１枚は捨てなくてはならないことに注意してください。 

 

・・・・仕切仕切仕切仕切りりりり直直直直しししし（（（（逃走逃走逃走逃走））））    

この効果は「抹殺」「対戦相手の正体を無効化する／対戦相手のマスターを無効化する」を除くすべて

のカードの効果よりも優先して発揮されます。この効果が発揮されたとき、外装をはじめとする自分の

場札のカードすべてを手札へと戻します。戦闘そのものには敗北したことになって終了し、聖杯カード

を所有していた場合には「聖杯の所有者の変更」が発生して聖杯カードを奪われます。 

 

・・・・聖杯聖杯聖杯聖杯をををを所持所持所持所持しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして扱扱扱扱うううう    

この効果が発揮されているとき、そのカードのコントローラーは「聖杯」を所持しているものとして

扱われます。そのため、戦闘力＋１のボーナスを得ることができますが、この効果だけで「勝利宣言」

を行うことはできません。 

 

・聖杯効果聖杯効果聖杯効果聖杯効果をををを得得得得られないられないられないられない（（（（不所持不所持不所持不所持のののの扱扱扱扱いいいい））））    

この効果が発揮されているとき、そのカードのコントローラーは「聖杯」を所持していたとしても不

所持として扱われます。ただし、聖杯（聖杯の座）に７枚以上のキャラクターカードが捧げられていた

場合には「勝利宣言」を行って「勝者」となることができます。 
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＜＜＜＜ゲームのゲームのゲームのゲームの手順手順手順手順＞＞＞＞    

まずは、ジャンケンなどでプレイヤーの中から一人の監督役（他のゲームで言うところの「親」にあた

ります）を選出してください。監督役は「聖杯」の最初の所有者になります。ゲーム終了時にこの「聖杯」

を持っているプレイヤーが「勝者」となります。 

監督役は山札をシャッフルし、ランダムかつ裏向きの状態で各プレイヤーに７枚ずつ配布してください。

この７枚が各プレイヤーの最初の手札になります。そして、監督役から時計回りに「外装」と「正体」を

裏向きにして場札として配置します。すべてのプレイヤーが配置を終えたのなら監督役の合図で「外装」

だけを一斉に開示します。 

監督役の左隣のプレイヤーから時計回りの順に手番を得ます。手番を得たプレイヤーは以下の１つを行

うことが可能です。 

 

１１１１．．．．戦闘戦闘戦闘戦闘をををを挑挑挑挑むむむむ    

戦闘を挑んだプレイヤーはサーヴァントの戦闘力に＋１のアドバンテージを得ます。戦闘の詳細に

ついては後述の「戦闘について」を参照してください。 

 

２２２２．．．．ドロードロードロードロー（（（（山札山札山札山札からからからから２２２２枚枚枚枚のカードをのカードをのカードをのカードを引引引引くくくく））））するするするする    

手札の上限は常に７枚です。これを超過するように手札を引くことはできません。手札が６枚ある

状態でドローした場合には引けるカードは１枚のみになります。手札が７枚ある状態ではドローする

ことはできません。 

 

３３３３．．．．再配置再配置再配置再配置するするするする    

自分の場札（配置済みの外装・正体・マスターのカード）を回収して、外装カード（表）と正体カ

ード（裏）を再び配置します。回収した段階で手札が７枚を超過した場合には、即座に手札が７枚に

なるようにディスカードしなくてはなりません。 

 

ゲームの終了条件（Ｐ１０参照）が満たされるまで手番は時計回りで移り続けます。ゲームの終了条件

が満たされた場合には勝ち点の計算（Ｐ１０参照）を行ってください。 
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＜＜＜＜戦闘戦闘戦闘戦闘についてについてについてについて＞＞＞＞    

他のプレイヤー１名を指名して「自分の場札」で「相手の場札」に戦闘を挑むことができます。戦闘の

手順は以下の通りです。 

 

１１１１．．．．正体正体正体正体開示開示開示開示タイミングタイミングタイミングタイミング    

戦闘に参加しているプレイヤーは、自分の場札の「正体」を開示することができます。攻撃側→防

御側の順番で開示するかどうかの宣言を行ってください。開示そのものは一斉に行います。 

正体の効果の内、条件が満たされているものは効果を発揮します。ただし、条件が「開示」のカー

ドは開示された戦闘でしか効果を発揮しません。 

 

２２２２．．．．マスターマスターマスターマスター配置配置配置配置タイミングタイミングタイミングタイミング    

戦闘に参加しているプレイヤーは、手札を「マスター」として１枚まで場札に配置することができ

ます。攻撃側→防御側の順番で配置するかどうかの宣言を行ってください。配置そのものは一斉に行

います。 

マスターの効果の内、条件が満たされているものは効果を発揮します。ただし、条件が「配置」の

カードは開示された戦闘でしか効果を発揮しません。 

 

３３３３．．．．効果宣言効果宣言効果宣言効果宣言タイミングタイミングタイミングタイミング    

カードの効果の内、条件が「任意」「代償Ｘ枚」「破棄」のものを使用するかどうかを宣言するタイ

ミングです。効果の宣言は、攻撃側→防御側の順番で行ってください。 

 

４４４４．．．．効果発動効果発動効果発動効果発動タイミングタイミングタイミングタイミング    

条件を満たしている効果と使用が宣言された効果はすべて同時に発揮されます。効果そのものは「同

時」に発生するものとして扱いますが、順番が必要な場合には、攻撃側→防御側の順に適用します。 

攻撃側、防御側のどちらかまたは双方にまだ使用可能な「場札の効果」が残っていてそれを使用し

たいのであれば手順は効果宣言タイミングに戻ります。そうでなければ次へと進みます。 

 

５５５５．．．．対決対決対決対決！！！！    

戦闘力＝「外装」の数値に「正体」と「マスター」の効果、聖杯所有によるイニシアチブの修正＋

１、攻撃側のアドバンテージによる修正＋１を合算した値を比べ合います。 

戦闘力の大きかった側のプレイヤーが戦闘に勝利したことになります。数値で劣っていた側のプレ

イヤーは、敗北したことになり、自分の場札の「外装」を「聖杯」に送ります。引き分けだった場合

には、双方が敗北の扱いとなり、両者ともに「外装」を「聖杯」に送ります。 

自身の場札の開示されている状態の「正体」と、配置されている状態の「マスター」のキャラクタ

ーカードは、自分の「外装」が「聖杯」か「捨て山」に移動するときには、同時に「捨て山」に送ら

れます。自身の場札の開示されていない状態の「正体」のキャラクターカードは、戦闘で敗北するな

どして「外装」が「聖杯」か「捨て山」に移動したとき、コントローラーの手札に戻ります。 

 

６６６６．．．．聖杯聖杯聖杯聖杯のののの所有者所有者所有者所有者のののの変更変更変更変更    

敗者となったプレイヤーが「聖杯カード」を保有していた場合、勝者となったプレイヤーに「聖杯

カード」の所有が移ります。また、「聖杯カード」を保有していたプレイヤーとその対戦相手が共に敗

北した「引き分け」の場合には、戦闘の直前に「聖杯カード」を所有していたプレイヤーの左隣のプ

レイヤーに「聖杯カード」の所有が移ります。 
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＜＜＜＜ディスカードについてディスカードについてディスカードについてディスカードについて＞＞＞＞    

ドローする、の項目でも述べているように「手札の上限は常に７枚」です。もしも手札の枚数が７枚を

超過した場合には７枚になるようにその場でディスカード（カードを捨てる）をしなくてはなりません。 

 

＜＜＜＜場札場札場札場札がががが「「「「聖杯聖杯聖杯聖杯」」」」またはまたはまたはまたは「「「「捨捨捨捨てててて山山山山」」」」にににに移動移動移動移動してしてしてして未配置状態未配置状態未配置状態未配置状態になったときになったときになったときになったとき＞＞＞＞    

自分の場札が未配置状態のプレイヤーは、新たな「外装」を手札から場札に表向きで配置します。複数

のプレイヤーが配置することになった場合には１度裏向きで配置してから一斉に開示します。続いて「正

体」を裏向きで配置してください。この２枚の配置が行えないプレイヤーが１名でもいたときにも、ゲー

ムは終了になります。 

 

＜＜＜＜ゲームのゲームのゲームのゲームの終了条件終了条件終了条件終了条件＞＞＞＞    

以下の条件のいずれかが満たされた時点で「聖杯」を所有しているプレイヤーが「勝利宣言」すること

が可能になります。勝利宣言したプレイヤーは「勝者」になり、ゲームの１プレイは終了します。 

 

１１１１．．．．参加者参加者参加者参加者のののの誰誰誰誰かがかがかがかが「「「「外装外装外装外装」」」」とととと「「「「正体正体正体正体」」」」のカードをのカードをのカードをのカードを配置配置配置配置できなかったときできなかったときできなかったときできなかったとき    

聖杯顕現の儀式は不完全に終わりました。聖杯に捧げられているキャラクターカードは７枚未満に

なるため、この戦争で発生した勝ち点は少ないものになるでしょう。 

 

２２２２．「．「．「．「聖杯聖杯聖杯聖杯（（（（聖杯聖杯聖杯聖杯のののの座座座座）」）」）」）」にににに「「「「キャラクターカードキャラクターカードキャラクターカードキャラクターカード」」」」がががが７７７７枚以上揃枚以上揃枚以上揃枚以上揃ったときったときったときったとき    

願望機「聖杯」は勝者の前に顕現します。聖杯に捧げられたキャラクターカードは７枚以上になる

ため、この戦争で発生した勝ち点は多くなります。 

 

＜＜＜＜勝勝勝勝ちちちち点点点点のののの獲得獲得獲得獲得＞＞＞＞ 

ゲームが終了したとき、その時点で「聖杯」を所有しているプレイヤーがそのゲームの「勝者」となり

ます。「勝者」は「聖杯」に蓄積されているキャラクターカードの「外装」の数値（基本の戦闘力）を合計

してください。その合計した数値を「勝ち点」として得ることができます。 

 

＜＜＜＜ゲームのゲームのゲームのゲームの勝敗勝敗勝敗勝敗のののの付付付付けけけけ方方方方についてについてについてについてのののの補足補足補足補足＞＞＞＞    

１回のプレイで一人の勝者を決定するよりも、複数回のプレイで勝ち点の合計を競い合って順位を決定

することを推奨します。特定の回数をプレイするか、誰かが目標点に到達した時点の勝ち点で順位を決定

するのがスタンダードな方法です。 

参加者の人数に等しい回数、参加者の人数×１０の目標点が目安になります。プレイ開始時に参加者で

相談して決定してください。 
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＜＜＜＜カードカードカードカード一覧一覧一覧一覧＞＞＞＞    
 

 

 

『Fate/stay night』 

（イラスト：らいの） 

 

No.----- 聖杯 

 

No.F-001 衛宮士郎 

No.F-002 遠坂凜 

No.F-003 間桐桜 

No.F-004 間桐慎二 

No.F-005 イリヤ 

No.F-006 葛木宗一郎 

No.F-007 藤村大河 

No.F-008 衛宮切嗣 

No.F-009 言峰綺礼 

No.F-010 柳洞一成 

No.F-011 美綴綾子 

No.F-012 間桐臓硯 

No.F-013 蒔寺楓 

No.F-014 氷室鐘 

No.F-015 三枝由紀香 

No.F-016 セラ 

No.F-017 リーゼリット 

No.F-018 アーチャー（エミヤ） 

No.F-019 ランサー（クー・フーリン） 

No.F-020 セイバー（アルトリア） 

No.F-021 バーサーカー（ヘラクレス） 

No.F-022 ライダー（メドゥーサ） 

No.F-023 アサシン（佐々木小次郎） 

No.F-024 キャスター（メディア） 

No.F-025 アーチャー（ギルガメッシュ） 

No.F-026 アサシン（ハサン） 

No.F-027 黒い影（この世すべての悪） 

 

 

 

『月姫／ＰＬＵＳ＋ＤＩＳＣ／歌月十夜』 

（イラスト：ギネイ） 

 

No.T-001 遠野志貴 

No.T-002 アルクェイド 

No.T-003 シエル（エレイシア） 

No.T-004 遠野秋葉 

No.T-005 翡翠 

No.T-006 琥珀 

No.T-007 弓塚さつき 

No.T-008 乾有彦 

No.T-009 青崎青子 

No.T-010 ネロ・カオス 

No.T-011 ロア 

No.T-012 遠野四季（遠野シキ） 

No.T-013 瀬尾晶 

No.T-014 レン 

 

『空の境界』 

（イラスト：らいの） 

 

No.K-001 両儀式 

No.K-002 黒桐幹也 

No.K-003 青崎橙子 

No.K-004 荒耶宗蓮 

No.K-005 臙条巴 

No.K-006 アルバ 

No.K-007 巫条霧絵 

No.K-008 浅上藤乃 

No.K-009 玄霧皐月 

No.K-010 白純里緒 

No.K-011 黒桐鮮花 
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聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争聖杯戦争イミテーションズイミテーションズイミテーションズイミテーションズ    

イージィイージィイージィイージィサマリサマリサマリサマリ    
 

手番中手番中手番中手番中にににに１１１１回回回回だけだけだけだけ可能可能可能可能なななな行動行動行動行動のののの一覧一覧一覧一覧    

１．戦闘戦闘戦闘戦闘をををを挑挑挑挑むむむむ／任意のプレイヤーを指定して戦闘を挑む。 

２．ドローするドローするドローするドローする／山札から２枚のカードをドローする。 

３．再配置再配置再配置再配置するするするする／自分の場札を回収して外装と正体（裏）を再び配置する。 

 

ゲームのゲームのゲームのゲームの流流流流れれれれ    

１．手番が円環となって回るようにプレイヤー全員が座り、監督役（親）を選出する。 

２．監督役が聖杯の最初の保有者になり、すべてのカードをシャッフルして山札をつくる。 

３．監督役がすべての参加者に７枚ずつ最初の手札を配布する。 

４．すべてのプレイヤーは外装と正体（裏）を配置する。 

５．監督役の左隣のプレイヤーが最初の手番を得る。 

６．手番を得たプレイヤーは１つの行動を選択して実行する。 

７．行動したプレイヤーの手番は終了し、その左隣のプレイヤーに手番が移る。 

８．ゲームの終了条件が満たされるまで６、７を繰り返す。 

 

ゲームのゲームのゲームのゲームの終了条件終了条件終了条件終了条件    

１．参加者の誰かが「外装」と「正体」のカードを配置できなかったとき 

２．「聖杯（聖杯の座）」に「キャラクターカード」が７枚以上揃ったとき 

    

勝者勝者勝者勝者とととと勝勝勝勝ちちちち点点点点    

勝 者：ゲームの終了条件が満たされたとき、その時点で聖杯を保有しているプレイヤーが勝者となる。 

勝ち点：勝者は、聖杯に蓄積されているカードの基本の戦闘力の合計に等しい勝ち点を得る。 

 

戦闘戦闘戦闘戦闘のののの手順手順手順手順    

１．正体開示正体開示正体開示正体開示タイミングタイミングタイミングタイミング    

攻撃側→防御側の順番で開示するかどうかの宣言。開示そのものは一斉に行う。    

２．マスターマスターマスターマスター配置配置配置配置タイミングタイミングタイミングタイミング    

攻撃側→防御側の順番で配置するかどうかの宣言。配置そのものは一斉に行う。 

３．効果宣言効果宣言効果宣言効果宣言タイミングタイミングタイミングタイミング    

効果の宣言は、攻撃側→防御側の順番で行う。 

４．効果発動効果発動効果発動効果発動タイミングタイミングタイミングタイミング    

効果は「同時」に発生するものとして扱う。順番が必要な場合には、攻撃側→防御側の順に適用する。 

５．対決対決対決対決！！！！    

戦闘力の合計を比較してその戦闘の勝敗を決定する。同値の場合には相打ちとなる。 

６．聖杯聖杯聖杯聖杯のののの所有者所有者所有者所有者のののの変更変更変更変更    

敗者が「聖杯カード」を保有していた場合、勝者に「聖杯カード」の所有が移る。 


