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4弾
№ Ｑ Ａ
BT4-004 バドモン

このカードが【登場時】や【進化時】などのタイミン
グで発揮する≪デジバースト≫を持つデジモンの
進化元にあるとき、このカードの進化元効果は、そ
れらを発揮できるタイミング以外のときには発揮し
ないのですか？

いいえ、その≪デジバースト≫を発揮できないタイ
ミングであっても、このカードの進化元効果は発揮
します。

このカードが≪デジバースト≫を発揮できるだけの
進化元のカードの枚数を持たないデジモンの進化
元にあるとき、このカードの進化元効果は発揮しな
いのですか？

いいえ、その≪デジバースト≫を発揮できるだけ
の進化元を持たない状態であっても、このカードの
進化元効果は発揮します。

BT4-006 シャオモン
自分のトラッシュが9枚のとき、このカードを進化元
に持つデジモンがバトルで消滅しました。消滅に
よってこのカードを含むデジモンカードがトラッシュ
に送られ、トラッシュが10枚以上になりますが、こ
のとき、このカードの≪道連れ≫の効果は発揮し
ますか？

いいえ、トラッシュに移動した時点でこのカードの
進化元効果は失われるため、発揮できません。

自分のトラッシュが10枚以上のとき、このカードを
進化元に持つデジモンがバトルで消滅しました。こ
のカードよりも先に他の効果を先に発揮したことに
より、トラッシュのカードが9枚以下になりました。こ
のとき、このカードの≪道連れ≫の効果は発揮し
ますか？

いいえ、このカードの進化元効果で得た≪道連れ
≫を発揮するときにトラッシュのカードが10枚以上
でなければ、このカードの進化元効果は有効とな
りません。

BT4-008 アグモン
このカードが≪デジバースト≫によって進化元から
破棄されたとき、このカードが手札に戻るのは、≪
デジバースト≫の効果の発揮の前と後、どちらに
なりますか？

≪デジバースト≫の発揮の後になります。

BT4-011 アグニモン
このカードがテイマーカードを進化元にした場合、
そのテイマーカードの持つ【セキュリティ】効果が、
進化元効果となるのですか？

いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、
進化元効果にはなりません。

このカードは、テイマーカードではなく進化条件を
満たすLv.3デジモンから進化することはできます
か？

はい、可能です。

このカードの効果で進化元になったテイマーカード
は、自分や相手の「進化元を破棄する」などの効
果は受けますか？

はい、受けます。
ただし、それらの効果で、デジモンカードやデジタ
マカードなど、テイマーカード以外の種類を指定さ
れている場合は、対象にはなりません。



テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボー
ナスによるドローは行えますか？

はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによ
るドローを行ってください。

テイマーからこのカードに進化したターンに、アタッ
クはできますか？

はい、進化は登場ではないので、アタックできま
す。

テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこ
のデジモンに進化しました。このデジモンはその
ターンにアタックできますか？

いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場した
ターンにはアタックできない制限を受けるので、ア
タックできません。

このデジモンの進化元にテイマーカードがある状
態で、このデジモンが消滅したら、進化元のテイ
マーカードはどうなりますか？

破棄されます。

BT4-013 ヴリトラモン
このカードがテイマーカードを進化元にした場合、
そのテイマーカードの持つ【セキュリティ】効果が、
進化元効果となるのですか？

いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、
進化元効果にはなりません。

このカードは、テイマーカードではなく進化条件を
満たすLv.3デジモンから進化することはできます
か？

はい、可能です。

このカードの効果で進化元になったテイマーカード
は、自分や相手の「進化元を破棄する」などの効
果は受けますか？

はい、受けます。
ただし、それらの効果で、デジモンカードやデジタ
マカードなど、テイマーカード以外の種類を指定さ
れている場合は、対象にはなりません。

テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボー
ナスによるドローは行えますか？

はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによ
るドローを行ってください。



テイマーからこのカードに進化したターンに、アタッ
クはできますか？

はい、進化は登場ではないので、アタックできま
す。

テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこ
のデジモンに進化しました。このデジモンはその
ターンにアタックできますか？

いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場した
ターンにはアタックできない制限を受けるので、ア
タックできません。

このデジモンの進化元にテイマーカードがある状
態で、このデジモンが消滅したら、進化元のテイ
マーカードはどうなりますか？

破棄されます。

BT4-016 アルダモン
このデジモンの進化元に、特徴に「ハイブリッド体」
を持つデジモンカードと赤のテイマーカードの両方
があるとき、DP+8000されますか？

いいえ、進化元に特徴に「ハイブリッド体」を持つデ
ジモンカードと赤のテイマーカードの両方を持って
いても、DP+4000だけされます。

BT4-017 ライズグレイモン
このカードは、手札やデッキ、トラッシュにあると
き、またセキュリティからチェックでめくられたとき、
このデジモンは黄のカードとして扱いますか？

いいえ、バトルエリア以外にいるときは【自分の
ターン】の効果は発揮しないので、黄のカードとし
て扱う効果も発揮せず、赤のカードとしてのみ扱い
ます。

このカードが育成エリアにいるとき、黄のデジモン
から進化できるデジモンに進化することはできます
か？

いいえ、育成エリアでは【自分のターン】の効果は
発揮しないので、黄のカードとしては扱われず、黄
のデジモンから進化できるデジモンに進化すること
はできません。

BT4-020 シャイングレイモン
赤か黄の自分のテイマーが同時に2体レストしたと
き、このデジモンは≪セキュリティアタック+2≫を得
られますか？

いいえ、このデジモンの効果は、赤か黄の自分の
テイマーが同時に複数レストしても、レストしたタイ
ミングは1回なため、≪セキュリティアタック+1≫の
み得られます。

赤か黄の自分のテイマーが、別々のタイミングで2
体レストしたとき、このデジモンは≪セキュリティア
タック+2≫を得られますか？

はい、赤か黄の自分のテイマーがレストしたタイミ
ングが2回あれば、≪セキュリティアタック+1≫を2
回得て、チェックできる枚数が+2されます。



BT4-021 ガオモン
このカードが≪デジバースト≫によって進化元から
破棄されたとき、このカードが手札に戻るのは、≪
デジバースト≫の効果の発揮の前と後、どちらに
なりますか？

≪デジバースト≫の発揮の後になります。

BT4-023 ストラビモン
このカードの効果は、オープンした3枚のカードの
中に、特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカー
ドと青のテイマーカードが両方ないと手札に加えら
れないのですか？

いいえ、特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン
カードと青のテイマーカードのどちらかしかなかっ
たときでも、手札に加えます。

BT4-025 ヴォルフモン
このカードがテイマーカードを進化元にした場合、
そのテイマーカードの持つ【セキュリティ】効果が、
進化元効果となるのですか？

いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、
進化元効果にはなりません。

このカードは、テイマーカードではなく進化条件を
満たすLv.3デジモンから進化することはできます
か？

はい、可能です。

このカードの効果で進化元になったテイマーカード
は、自分や相手の「進化元を破棄する」などの効
果は受けますか？

はい、受けます。
ただし、それらの効果で、デジモンカードやデジタ
マカードなど、テイマーカード以外の種類を指定さ
れている場合は、対象にはなりません。

テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボー
ナスによるドローは行えますか？

はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによ
るドローを行ってください。

テイマーからこのカードに進化したターンに、アタッ
クはできますか？

はい、進化は登場ではないので、アタックできま
す。

テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこ
のデジモンに進化しました。このデジモンはその
ターンにアタックできますか？

いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場した
ターンにはアタックできない制限を受けるので、ア
タックできません。



このデジモンの進化元にテイマーカードがある状
態で、このデジモンが消滅したら、進化元のテイ
マーカードはどうなりますか？

破棄されます。

BT4-027 ガルムモン
このカードがテイマーカードを進化元にした場合、
そのテイマーカードの持つ【セキュリティ】効果が、
進化元効果となるのですか？

いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、
進化元効果にはなりません。

このカードは、テイマーカードではなく進化条件を
満たすLv.3デジモンから進化することはできます
か？

はい、可能です。

このカードの効果で進化元になったテイマーカード
は、自分や相手の「進化元を破棄する」などの効
果は受けますか？

はい、受けます。
ただし、それらの効果で、デジモンカードやデジタ
マカードなど、テイマーカード以外の種類を指定さ
れている場合は、対象にはなりません。

テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボー
ナスによるドローは行えますか？

はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによ
るドローを行ってください。

テイマーからこのカードに進化したターンに、アタッ
クはできますか？

はい、進化は登場ではないので、アタックできま
す。

テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこ
のデジモンに進化しました。このデジモンはその
ターンにアタックできますか？

いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場した
ターンにはアタックできない制限を受けるので、ア
タックできません。

このデジモンの進化元にテイマーカードがある状
態で、このデジモンが消滅したら、進化元のテイ
マーカードはどうなりますか？

破棄されます。



BT4-030 ベオウルフモン
このカードの持つ、相手のターンにアタックされな
い効果とは、どういう意味ですか？

このカードは条件を満たしている間、相手のデジモ
ンからのアタックの対象にならないという効果で
す。

相手のデジモンのアタックに対して、このデジモン
が≪ブロッカー≫の効果を発揮した場合、どうなり
ますか？

このカードの効果は相手からアタックされないだけ
ですので、≪ブロッカー≫の効果は通常どおり発
揮します。

BT4-032 マッハガオガモン
このカードの進化元効果は、どの色のテイマーで
も効果を発揮するのですか？

はい、色の指定はありませんので、どの色のテイ
マーでも効果を発揮します。

BT4-034 レガレクスモン
このデジモンがアタックしたとき、進化元を持つ相
手のデジモンがいなかったので、【アタック時】効果
で相手のデジモンの進化元を破棄できませんでし
た。この場合、≪1ドロー≫とメモリー+1の効果は
発揮しますか？

いいえ、このカードの【アタック時】効果で相手のデ
ジモンの進化元を破棄できなかったときは、≪1ド
ロー≫とメモリー+1の効果は得られません。

BT4-035 ミラージュガオガモン
このデジモンに進化したとき、相手の手札が3枚以
下だったら、【進化時】の効果でメモリーはプラスさ
れますか？

いいえ、相手の手札が3枚以下のときは、プラスさ
れません。

「このデジモンはブロックされない。」とは具体的に
どういうことですか？

このデジモンのアタックに対して、相手のデジモン
が≪ブロッカー≫の効果を発揮してブロックを行え
ないということになります。

「このデジモンはブロックされない。」ということは、
このデジモンは、レスト状態の相手のデジモンにア
タックできないのですか？

いいえ、レスト状態のデジモンへのアタックはブ
ロックではないので、アタックできます。

BT4-037 クダモン
自分のセキュリティが0枚のとき、このカードの【登
場時】効果で相手のデジモンのＤＰを-2000できま
すか？

いいえ、自分のセキュリティを破棄できないとき
は、この効果は発揮できません。



BT4-047 ラジエルモン
このカードの【相手のターン終了時】の効果は、自
分のセキュリティが0枚のときに相手のターンが終
了したら、ゲームに敗北するのですか？

いいえ、このカードの【相手のターン終了時】の効
果は、自分のセキュリティのカードを破棄するだけ
で、アタックを受けたわけではありません。0枚のと
きに相手のターン終了時になってもゲームに敗北
はせず、そのまま続行となります。

このカードの【相手のターン終了時】の効果で破棄
したカードの持つ【セキュリティ】効果は発揮します
か？

いいえ、発揮しません。

このデジモンが自分のバトルエリアに複数いた場
合、相手のターン終了時には、その体数分、自分
のセキュリティを破棄するのですか？

はい、その通りです。

BT4-048 ウォーグレイモン
このカードの効果は、アタックしたら必ず発揮しな
ければなりませんか？

いいえ、任意で発揮できます。

自分のセキュリティが0枚のとき、このカードの【ア
タック時】効果を発揮できますか？

いいえ、自分のセキュリティを手札に加えられない
ときは、この効果は発揮できません。

このデジモンでアタックして【アタック時】効果を発
揮し、このデジモンをアクティブにし、相手のデジモ
ン1体をDP-6000しました。同じターンにもう一度ア
タックした場合、相手のデジモン1体をさらにDP-
6000できますか？

いいえ、[ターンに1回]は、相手のデジモン1体を
DP-6000する部分も含むため、2回目のアタックで
は発揮できません。

BT4-052 ララモン
このカードが≪デジバースト≫によって進化元から
破棄されたとき、このカードが手札に戻るのは、≪
デジバースト≫の効果の発揮の前と後、どちらに
なりますか？

≪デジバースト≫の発揮の後になります。



BT4-054 サンフラウモン
このカードの効果は、アクティブ状態の相手のデジ
モンに対して発揮できますか？

いいえ、この効果の対象にできるのは、「レスト状
態の相手のデジモン1体」なので、できません。

BT4-058 オロチモン
このカードの効果は、「オロチモン」自身を対象に
できますか？

はい、可能です。

BT4-059 ライラモン
このカードの進化元効果は、どの色のテイマーで
も効果を発揮するのですか？

はい、色の指定はありませんので、どの色のテイ
マーでも効果を発揮します。

BT4-060 ロトスモン
このカードの効果は、自分のデジモンもレストさせ
るのですか？

はい、Lv.4以下のデジモンであれば、自分と相手
のいずれも、登場したときにレストします。

このカードの効果は、Lv.4のデジモンに進化したと
きもレストするのですか？

いいえ、進化は登場ではないので、レストしませ
ん。

このカードの効果は、Lv.4以下のデジモンを育成エ
リアからバトルエリアに移動したときもレストするの
ですか？

いいえ、育成エリアからの移動は登場ではないの
で、レストしません。

BT4-062 ニーズヘッグモン
このカードの効果は、この効果でレストした以外
の、もともとレストしていた相手のデジモンもデッキ
の下に戻すのですか？

はい、その通りです。

BT4-064 スナリザモン
このカードが≪デジバースト≫によって進化元から
破棄されたとき、このカードが手札に戻るのは、≪
デジバースト≫の効果の発揮の前と後、どちらに
なりますか？

≪デジバースト≫の発揮の後になります。



BT4-066 ゴーレモン
このカードの効果は、「ゴーレモン」自身にも発揮し
ますか？

はい、発揮します。

BT4-071 タンクドラモン
このデジモンが自分のバトルエリアに2体いて、相
手の効果によって2体同時に消滅しました。この
カードの【消滅時】効果は、2体とも発揮しますか？

いいえ、2体とも効果は誘発しますが、このカード
自身が消滅してトラッシュに移動してしまい、バト
ルエリアからいなくなってしまうため、発揮できなく
なります。

BT4-072 ゴグマモン
このカードの効果は、「ゴグマモン」自身を対象に
できますか？

はい、可能です。

BT4-075 ブラストモン
このカードの【アタック時】効果は、どういう効果な
のですか？

このデジモンがアタックしたとき、そのアタックの対
象が何であったとしても、相手プレイヤーは、アク
ティブ状態の相手のデジモン1体にアタックの対象
を変更させることができる、という効果です。

このカードは、アタックするときに対象を宣言する
必要がありますか？

はい、宣言してください。

このカードの【アタック時】効果は、アクティブ状態
の相手のデジモンにアタックできるのですか？

アクティブ状態の相手のデジモンをアタックの対象
として宣言することはできませんが、相手プレイ
ヤーがアタックの対象をアクティブ状態の相手の
デジモンに変更したときに限り、アクティブ状態の
相手のデジモンにアタックを行います。

相手の「ブラストモン」がアタックしたとき、アクティ
ブ状態の自分のデジモンがいたら、必ずそのデジ
モンにアタックの対象を変更させなくてはいけない
のですか？

いいえ、対象を変更させるかどうかは、アタックを
受けた側のプレイヤーの任意となります。対象を
変更させなければ、最初に宣言した対象にそのま
まアタックを行います。

BT4-077 ゴースモン
このカードが≪デジバースト≫によって進化元から
破棄されたとき、このカードが手札に戻るのは、≪
デジバースト≫の効果の発揮の前と後、どちらに
なりますか？

≪デジバースト≫の発揮の後になります。



BT4-078 サウンドバードモン
このカードの効果は、オプションカードを手札から2
枚破棄することで、メモリー+2できますか？

いいえ、1回のアタックではオプションカードは1枚し
か破棄できず、メモリー+1までしかされません。

BT4-084 ネオデビモン
このカードの進化元効果は、「BT2-041 シャイン
グレイモン」の効果などで、相手のテイマーが複数
同時にレストしたとき、レストしたテイマーの体数と
同じだけメモリー+1できますか？

いいえ、このカードの進化元効果は、相手のテイ
マーが同時に複数レストしても、レストしたタイミン
グは1回なため、メモリー+1のみされます。

BT4-086 ケルベロモン：人狼モード
このカードの【登場時】効果は、このカード自身を
消滅させてメモリー+9できますか？

いいえ、このカードの【登場時】効果で消滅させら
れるのは「ケルベロモン」で、「ケルベロモン：人狼
モード」は対象にできませんので、できません。

このカードの【登場時】効果は、他の自分の「ケル
ベロモン：人狼モード」を消滅させてメモリー+9でき
ますか？

いいえ、このカードの【登場時】効果で消滅させら
れるのは「ケルベロモン」で、「ケルベロモン：人狼
モード」は対象にできませんので、できません。

BT4-087 アヌビモン
このカードの【進化時】効果でトラッシュから登場し
たデジモンも、【自分のターン】効果で≪速攻≫を
得るのですか？

はい、その通りです。

このカードの効果でトラッシュから登場したデジモ
ンを、そのターンに進化させたら、そのデジモンは
≪速攻≫の効果でアタックできますか？

はい、進化しても、このカードの効果で得た≪速攻
≫の効果は引き継ぐので、アタックできます。

BT4-088 ダンデビモン
このカードの【相手のターン】の効果で破棄した
カードの持つ【セキュリティ】効果は発揮します
か？

いいえ、発揮しません。

このカードの【消滅時】効果は、破棄する手札の
カードは、破棄する側のプレイヤーが選ぶのです
か？

はい、手札を破棄するプレイヤーが2枚選んで破
棄します。



このデジモンが自分のバトルエリアにいるとき、相
手のデジモンのチェックで、自分のセキュリティか
ら「BT1-107 改心の波動」がめくられ、【セキュリ
ティ】効果でセキュリティが1枚増えました。結果的
にセキュリティの枚数は変化していませんが、この
カードの【相手のターン】効果は発揮しますか？

はい、セキュリティが1回減っているので、発揮しま
す。

このデジモンが自分のバトルエリアに2体いると
き、相手のデジモンのチェックで、自分のセキュリ
ティが1枚減りました。このとき、2体とも【相手の
ターン】効果が発揮して、相手のセキュリティを2枚
破棄できますか？

はい、2体とも発揮するので、相手のセキュリティを
2枚破棄します。

このカードの効果は、「BT2-020 デュークモン」な
ど、チェックではなく、セキュリティのカードを直接
破棄させる効果で自分のセキュリティが減った場
合も、発揮できますか？

はい、可能です。

BT4-090 カオスモン
このカードの【進化時】の効果は、進化コストの支
払いでメモリーが相手側の1以上になっていてもア
タックできるのですか？

はい、その通りです。アタックが終了するか、アタッ
クしないことを宣言するまではターンは交代しませ
ん。

このカードは、同じターンに登場したデジモンから
進化したとき、アタックできるのですか？

いいえ、「デジモンは登場したターンにはアタックで
きない」という制限は、この効果では無効にできな
いので、アタックできません。

このカードの【進化時】の効果は、他にデジモンが
進化したときに発揮する効果があった場合、それ
らの発揮より先にアタックできますか？

いいえ、このカードの【進化時】の効果を先に発揮
することでアタック宣言自体はできますが、他に進
化したときに発揮した効果があるときは、先にそれ
らすべてを発揮してからアタックとなります。

このデジモンが、このカードの【進化時】効果では
ないアタックをするとき、アクティブ状態の相手の
デジモンにアタックできますか？

いいえ、できません。



BT4-091 カオスモン：ヴァロドゥルアーム
このカードの【進化時】効果は、相手のデジモン1
体に対して2回重ねて発揮できますか？

はい、可能です。

このカードの【進化時】効果は、最初に1回発揮し
た後、なにか他の行動をおこなってから、2回目を
発揮することはできますか？

いいえ、できません。

BT4-094 八神太一
このカードの効果は、自分のセキュリティが3枚以
下のとき、どの色の自分のデジモンもＤＰを+1000
するのですか？

はい、色の指定はありませんので、どの色のデジ
モンでもDP+1000されます。

BT4-095 藤枝淑乃
このカードの【自分のターン】効果は、【進化時】≪
デジバースト≫を持つデジモンに進化するときだけ
発揮できるのですか？

いいえ、【進化時】だけでなく、他のタイミングで発
揮する≪デジバースト≫を持つデジモンに進化す
るときも、発揮できます。

BT4-097 八神ヒカリ
相手のデジモンのアタックでセキュリティがチェック
されたとき、このカードの効果を発揮してメモリー
+1し、メモリーが自分側の1以上になりました。相
手のデジモンが≪セキュリティアタック+1≫によっ
てまだチェックができる場合でも、アタックは中断さ
れますか？

いいえ、アタックや誘発中の効果をすべて発揮す
るまでは、メモリーの位置がどこにあってもターン
は交代しませんので、アタックは中断されません。

このテイマーが自分のバトルエリアにいるとき、相
手のデジモンのチェックで、自分のセキュリティか
ら「BT1-107 改心の波動」がめくられ、【セキュリ
ティ】効果でセキュリティが1枚増えました。結果的
にセキュリティの枚数は変化していませんが、この
カードをレストさせてメモリー+1はできますか？

はい、セキュリティが1回減っているので、可能で
す。

このテイマーが自分のバトルエリアにいるとき、自
分が「BT1-087 高石タケル」の効果で、セキュリ
ティから黄のカードを手札にし、≪リカバリー+1
《デッキ》≫によってセキュリティが1枚増えました。
結果的にセキュリティの枚数は変化していません
が、このカードをレストさせてメモリー+1はできます
か？

はい、セキュリティが1回減っているので、可能で
す。

このカードの効果は、「BT2-020 デュークモン」な
ど、チェックではなく、セキュリティのカードを直接
破棄させる効果で自分のセキュリティが減った場
合も、発揮できますか？

はい、可能です。



このカードの効果は、「BT4-104 絶光衝」など、自
分の発揮した効果で自分のセキュリティが減った
場合も、発揮できますか？

はい、可能です。

BT4-098 ブラフマストラ
このカードの効果を受けた自分のデジモンが相手
のデジモンにアタックしたとき、ブロックされたもの
としてメモリー+3されますか？

いいえ、相手が≪ブロッカー≫の効果でブロックを
宣言したのでなければ、メモリー+3はされません。

このカードの【セキュリティ】効果は、それが発揮し
た次の自分のターンに登場または育成エリアから
移動した自分のデジモンにも、≪セキュリティア
タック+1≫を与えるのですか？

はい、自分のデジモン全てが対象になるので、後
からバトルエリアに出たデジモンも効果を受けられ
ます。

BT4-100 トライデントリボルバー
このカードは、DP6000以下の相手のデジモンが1
体もいないときに使用して、手札から登場コスト4
以下のテイマーカードをコストを支払わずに登場さ
せることはできますか？

はい、可能です。

BT4-101 水底に引きずり込め！！
このカードの効果を受けた自分のデジモンで進化
元を持たない相手のデジモンにアタックしたとき、
その相手のデジモンはバトルで消滅したことになり
ますか？

いいえ、バトルではなく効果によって消滅したこと
になります。
ですので、「バトルで相手のデジモンだけを消滅さ
せたとき」の効果や【道連れ】は発揮しません。

相手のターン、相手がこのカードを使用し、進化元
を持たない自分のデジモンにアタックしました。こ
れに対して、他のデジモンで≪ブロッカー≫を発揮
して、消滅を防ぐことはできますか？

いいえ、このカードで得た効果による消滅は、ブ
ロックの宣言よりも先に解決されるので、≪ブロッ
カー≫では防ぐことはできません。

相手のターン、相手がこのカードを使用し、進化元
を持たない自分のデジモンにアタックしました。こ
れに対して、他のデジモンで≪ブロッカー≫を発揮
して、バトルを行わせることはできますか？

はい、可能です。

相手のターン、相手がこのカードを使用し、自分の
デジモンにアタックしました。それに対して、進化元
を持たない他のデジモンで≪ブロッカー≫を発揮し
たら、ブロックしたデジモンはこの効果で消滅させ
られるのですか？

いいえ、≪ブロッカー≫の発揮前に、このカードで
得た効果の発揮がすでに行われているので、その
後で進化元を持たないデジモンの≪ブロッカー≫
によってアタックの対象を変更しても、ブロックした
デジモンは消滅せず、バトルを行います。



このカードの効果を受けた自分のデジモンで進化
元を持たない相手のデジモンにアタックしたとき、
その相手のデジモンの方がDPが高かったら、ア
タックした自分のデジモンもバトルで負けて消滅し
ますか？

いいえ、バトルでDPを比べる前に相手のデジモン
を消滅させるので、アタックしたデジモンは消滅し
ません。

このカードを≪貫通≫を持つ自分のデジモンがい
るときに使用し、そのデジモンで進化元を持たない
相手のデジモンにアタックしました。≪貫通≫の効
果は発揮しますか？

いいえ、≪貫通≫の効果はバトルで相手のデジモ
ンだけを消滅させたときに発揮するため、このカー
ドの効果によって得た効果で相手のデジモンを消
滅させた場合は、≪貫通≫の効果は発揮しませ
ん。

「BT1-112 ディメンションシザー」など、バトルで相
手のデジモンを消滅させたときにアクティブになる
効果を持つデジモンが、進化元を持たない相手の
デジモンにアタックしてこのカードによって得た効
果で消滅させた場合、アクティブになりますか？

いいえ、バトルではなく効果によって消滅したこと
になるので、アクティブにはなりません。

このカードの効果を受けた自分のデジモンで、進
化元を1枚持つ相手のデジモンにアタックしまし
た。そのデジモンの持つ別な【アタック時】効果で、
アタック対象の相手のデジモンの進化元を破棄し
て進化元を0枚にしたら、その相手のデジモンはど
うなりますか？

このカードで得た効果による消滅はしません。
アタック宣言時に進化元を1枚以上持つ相手のデ
ジモンをアタックの対象にしていたのであれば、そ
の後対象のデジモンが進化元をすべて失っても、
このカードで得た効果の対象にはなりません。

※2021.9.1 上記のとおり裁定変更とさせていただ
きます。

NEW

BT4-103 フルムーンブラスター
相手の手札が7枚のとき、このカードを使用して、
対象の相手デジモンが手札に戻ったことで手札が
8枚になりました。この場合、対象のデジモンカード
を相手の手札からデッキの下に戻させることはで
きますか？

いいえ、すでにこのカードの効果は発揮して手札
に戻しているので、再度効果は発揮せず、対象の
カードをデッキの下に戻すことはしません。

BT4-104 絶光衝
自分のセキュリティが0枚のときにこのカードを使
用して、メモリー+2をすることはできますか？

はい、このカードのテキストは「自分のセキュリティ
を上から1枚破棄することで、メモリーを+2する」で
はないので、セキュリティが0枚のときに使用して
も、メモリー+2されます。

BT4-105 戦術的後退！！
このカードの効果でセキュリティに置かれたデジモ
ンの持つ【消滅時】の効果は発揮しますか？

いいえ、消滅ではないので、発揮しません。

BT4-108 旋風タービン蹴り
このカードは、自分のデジモンが1体もいないとき
に使用して相手のデジモン1体をレストさせる、ま
たは相手のデジモンが1体もいないときに使用して
自分のデジモン1体をアクティブにすることはでき
ますか？

はい、どちらも可能です。



BT4-109 ファイナルズバゴーンパンチ
このカードの効果は、対象のデジモンにDPを
+3000した後でそのデジモンがDP16000以上に
なっていれば、≪ブロッカー≫≪再起動≫≪セ
キュリティアタック+1≫を得られるのですか？

はい、その通りです。もともとのDPが16000以上で
なくても、このカードの効果でDP+3000されることで
DP16000以上になれば、≪ブロッカー≫≪再起動
≫≪セキュリティアタック+1≫を得られます。

このカードの効果によって≪ブロッカー≫≪再起
動≫≪セキュリティアタック+1≫を得ていたデジモ
ンが、他の効果によってDP15000以下になってし
まいました。≪ブロッカー≫≪再起動≫≪セキュリ
ティアタック+1≫はなくなりますか？

いいえ、条件を満たして≪ブロッカー≫≪再起動
≫≪セキュリティアタック+1≫を得ていれば、次の
相手のターン終了時までは、DPが15000以下に
なっても得た効果は失いません。

このカードの効果によってDP+3000されても
DP15000以下のデジモンが、その後別な効果で
DPをプラスされて、DP16000以上になりました。こ
の時点から≪ブロッカー≫≪再起動≫≪セキュリ
ティアタック+1≫を得られますか？

いいえ、このカードの効果を発揮するときに
DP16000以上になっていなければ、≪ブロッカー
≫≪再起動≫≪セキュリティアタック+1≫は得られ
ません。

BT4-110 ダークロアー
このカードの「特徴に「D-ブリガード」を持つ自分の
デジモン1体ごとに、この効果で選べる登場コスト
を+1する。」とはどういうことですか？

特徴に「D-ブリガード」を持つ自分のデジモン1体
がいれば、このカード効果の対象となる相手のデ
ジモンを、登場コストの数値+1して、登場コスト4以
下から選べるようになります。2体いれば+2されて
登場コスト5以下から、というように、1体につき対
象となる相手のデジモンの登場コストを、3から+1
した範囲で選べるようになる、ということです。

BT4-111 ジャックレイド
自分のトラッシュが9枚のときにこのカードを使用し
たら、このカード自身を10枚目としてメモリー+1でき
ますか？

いいえ、オプションカードは効果を発揮してから
カードがトラッシュに置かれるので、このカード自
身をトラッシュのカードとして数えることはできず、
メモリー+1はされません。

BT4-114 エンシェントガルルモン
このカードの【アタック時】効果は、「エンシェントガ
ルルモン」自身を対象にできますか？

はい、可能です。


