
索　引 エンカウントシート
…………★３０６・３８５・

裏表紙、◎２９７

援護歌
………………………★５０６

付与術師（エンチャンター）
…★４８・７０・７８：表・

１８０、◎５０・１１８

エンディング
…★２４４・３９９・５１７

■お■■■■■■■■■■■
オーバーチュア
………………………★２６２

オープニング
…★２４３・３９８・５１７

オブジェクト
……………★３７０・５１４

隠密状態
………………………★５３２

■か■■■■■■■■■■■
守護戦士（ガーディアン）
…★４５・５６・７８：表・

９６、◎２８・６８

解除値
………………★５０・２７１

解除難易度
………………………★３６９

解除判定
………………………★２７１

解析済状態
………………………★５３３

解析値
………………★５０・２７２

解析難易度
………………………★３６９

解析判定
………………………★２７２

ガイディングクリード
……………★７４・７５：表

外套
……★２１５：表・２１６：表・

５１２、◎１４１：表・１４３：表

ｎＤ：（出目）
………………………★５２１

ＰＣの状態の回復
………………………★２４９

ＰＣ番号
………………………★３９７

ＰＯＷ
…………………★５０・７９

ＲＯＣ
…………………………★１５

ＳＲｎ
………………………★５１８

ＳＴＲ
…………………★５０・７９

ＴＲＰＧ
……………………………★９

■あ■■■■■■■■■■■
アーキ職業
…………………★４５・７７

アイテム
…………★２０２・２６１、

◎１３２

アイテムスロット
………………★５２・２０２

アイテムスロットの一覧
…………………★２０３：表

アイテムの購入と売却
………………………★２０５

アイテムの修理
………………………★２０６

アイテムの使用
…………………………★２５

アイテムの所持
………………………★２０３

アイテムの装備
………………………★２０３

アイテムランク
…★３１・２０６、◎１３３

回避値
………………★５０・２７３

回避判定
………………………★２７３

回復職
…★４５・７７・１１４、◎８０

回復力
…………………★５２・８２

カウンター
………………………★３８６

火炎
………………………★５０５

拡張コネクションルール
…………………………◎５７

拡張的ステータス
………………………★２９２

拡張ルール
…………………………◎１６

確定効果
………………………★５２０

格闘
……★２１２：表・５１１、

◎１３７：表

片手
………………………★５１０

刀
……★２１０：表・２１２：表・
５１１、◎１３５：表・１３７：表

楽器
………★５１１、◎１３２・

１３９：表

カットイン
………………………★２６３

鞄
………………★２１７：表・

５１３、◎１４４：表

鞄スロット
………………………★２０２

壁
……………★３７０・５１４

構え
………………………★５０６

換金
……………★２０５・５０９

アクション
………………★３２・２９９

アクセサリ
………………………◎２６１

アザーゲット
…………………★８３・８６

アザーステータス
………………★３８・５３１

暗殺者（アサシン）
…★４７・６４・７８：表・

１４４、◎４０・９６

圧迫状態
………………………◎２０１

あなた
…………………………★３７

アブストラクションシーン
………………………★２５６

アフタープレイ
……………★２３７・２４５

アルヴ
………………………★３３８

アレンジ
……………★３７３・５２２

暗視
……………★３７８・５１６

■い■■■■■■■■■■■
イースタル探索表
…………………◎３２１：表

萎縮状態
………………………★５２６

為政者
……………★３９１・５１７

一般アイテム
……★２０９：表・２２５、

◎１３４：表・１７２

一般人
……………★３９１・５１７

一般特技
…………★５１・７９・８５

移動
…★３０７・３１０・５０５

移動力
…………………★５２・８２

イニシアチブ
………………★３２・２９７

イベント
………………………★４０１

イベントや戦闘を省略する
………◎２６３・２６４：表

因果力ｎ
………………★３６・５１８

因果力ゲット
……★８３・２４６・３６８

インスタント
………………★３２・３００

インタールード
……★１７・３２・２４８、

◎２８９

隠蔽
………………………★３６９

隠蔽状態
………………………★５３３

■う■■■■■■■■■■■
ウィッシュリスト
………………………◎２６５

運動値
………………★５０・２７１

運動判定
………………………★２７１

■え■■■■■■■■■■■
エキストラ
………………★１７・２６０

エネミー
…★１７・２６１・３７４、

◎２９９・３１４・３６３

エネミー特技
………………………★３７７

エネミーの運用
………………………★３８３

エルフ
………★４８・７８・１８７

■Ａ〜Ｚ■■■■■■■■■■■
ＣＲ１１以上の成長
…………………………◎２２

ＣＲｎ
………………………★５１８

ＣＳ解除の拒否
………………………◎１９８

Ｄ６６
…………………………★１４

ＤＥＸ
…………………★５０・７９

ＥＸパワー 
………★２５・８８、◎１７

ＥＸパワーの使用
…………………………★２５

ＧＭ（タグ）
………………………◎２６９

ＧＭによって認められた行動
…………………………★２５

ＧＭ用ＥＸパワー
……◎１８・２６９・２７２

ＧＭ用因果力
…………★３６７、◎２６８

ＨＰ
…………………………★５１

ＨＰダメージ
………………………★２８８

ＨＰダメージの一覧
…………………★２８９：表

ＨＰの回復、およびステータスの解除
………………………★２５０

ＨＰ成長表
……………………★８５：表

ＩＮＴ
…………………★５０・７９

ＩＲｎ
………………………◎１３３

Ｍ
★２２５・５１３、◎１７１

ｎＤ
…………………………★１４

※【★】：前作『ＬＨＺＢ１』（ルールブック）、
　【◎】：本作『ＬＨＺＢ2』（拡張ルールブック）を参照。
※【表】：表組、【図】：図解。



脚部
…★２１５：表・２１６：表・

５１２、◎１４１：表・１４３：表

キャラクター
……★１６・４４・２５９、

◎２２

キャラクターシート
……………★４４・カバー裏

キャラクターの強化
………………★８３・２４６

キャラクターランク
………★３１・４４・３７４

キャラクターランクアップ
………★８３・８４・４０７

キャラクターランクの上昇
………………★８４、◎２２

キャンペーンプレイ
………………………◎２９０

強制移動の拒否
………………………◎１９９

強制的な移動
…………★３１０、◎１９９

共通特技
……★７９・８５・１９４、

◎１２２

■く■■■■■■■■■■■
クイックスタート
…………………★５４・５５

空間
……………★３７０・５１４

クライマックス
…★２４４・３９９・５１７

クリティカル
……………★２７５・５１９

クリンナップ
………………★３２・３００

施療神官（クレリック）
…★４６・６０・７８：表・

１２０、◎３４・８２

訓練
……………★５０６、◎２３

狐尾族
………★４９・７８・１９２

古来種
……………★３２７・３９０

今回予告
………………………★３９４

コンストラクション
…………………★５４・７７

コンバットステータス
………………★３８・５２９

■さ■■■■■■■■■■■
サービス
……★２０８・２２３：表・

５１０

再生状態
………………………★５２９

最大ＳＲ
…………………………★８５

最大ＨＰ
…………★５１・８２・８４

財宝ゲット
…………………★８３・８８

財宝表
……★４１０・４１４：表、

◎３１９・３４１：表

財宝表ロール
………★２８７・４１４：表

再利用
…………………………★３８

サブ職：ｎ
………………………◎２８１

サブ職業
……★４５・７２、◎２８１

武士（サムライ）
…★４５・５８・７８：表・

１０２、◎３０・７２

召喚術師（サモナー）
…………★４８・７８：表・

１７４、◎４８・１１４

サンプルキャラクター
………………★５６、◎２８

■け■■■■■■■■■■■
軽減状態
………………………★５３０

芸術家
……………★３９１・５１７

軽鎧
……★２１４：表・５１２、

◎１４０：表

軽量
……★２０９：表・５１１、

◎１３４：表

ゲームマスター
………………★１６・３６４

ゲスト
………………★１７・２６０

剣
……★２０９：表・２１１：表・

５１１、◎１３４：表・１３６：表

幻獣
……………★３８０・５１６

■こ■■■■■■■■■■■
コア素材
…★２０５・２２７・５１３、

◎１７２

行為判定
………………………★２７０

高位保護
………………◎２６・２００

効果
…………………………★３７

航界種
………………………★３９０

光輝
………………………★５０５

攻撃
………………………★３１１

攻撃の手順
………★３１３・３１４：図

攻撃判定
………………………★２７３

攻撃力
………★５１・８２・２０７

■し■■■■■■■■■■■
シート類
…………………………★１３

典災（ジーニアス）
………………………★３９０

シーン
………………★１７・２４７

シーンｎ回
………………★３７、◎１８

シーンエフェクト
……………★３７０・５１４

シーン定義
………………………★２５３

シーンに存在しない状態
………………………★５３４

シーンの提案
…………★２５２・２６６、

◎２５７・２８５

シーンの流れ
…………………★２５１：図

シーンプレイヤー
………………………★２５４

支援
………………………★５０７

識別済状態
………………………★５３３

識別難易度
………………………★３７５

至近
…………………………★３５

自身
…………………………★３４

自身：（タグ／状態／その他）
………………………★５１９

自然
……………★３７９、５１６

実行者
…………………………★３５

実行条件
………………★４２・５１８

自動取得特技
………………★７８、◎２３

自動成功
…………………………★３３

関係
…………………………★８６

関係変化表
……………………◎５９：表

貫通ダメージ
………………………★２８９

神祇官（カンナギ）
…★４６・７８：表・１３２、

◎３８・９０

■き■■■■■■■■■■■
機械
……………★３７１・５１５

期間
…………………………◎１８

騎乗
………………………◎２０５

騎乗状態
………………………◎２０５

騎乗用ＥＸパワー
……◎１８・２０６・２０８

騎乗ルール
………………………◎２０４

起動：（タイミング）
……………★３７２・５２１

技能値
………………★５０・８０・

８４・２７１・３７４

技能値による判定
……………★２７１・３７４

技能値ほか上昇表
……………………★８５：表

技能／能力対応表
……………………★８１：表

基本動作
…★２４・２８０・５３５、

◎１９９

基本判定
………………★３３・２７４

基本判定の手順
…………………★２７６：図

ギミック
……………★３８３・５１６

交渉値
………………★５０・２７２

交渉判定
………………………★２７２

硬直状態
………………………★５２７

行動
…………………★２４・３３

行動権
…………………………★２５

行動修正
………………………★２０７

行動済状態
……………★２９５・５３４

行動の制限に関する拡張ルール
…………………………◎１８

行動力
………………★５２・８２・

２０７・２９７

広範囲ｎ
…………………………★３４

交友表
……………………★８７：表

ゴールデンルール
…………………………★２２

ゴールド（Ｇ）
…………………………★８１

呼吸を止める
………………………◎１９９

コスト
…………………★２８・３６

固定値
………………★３３・３７５

固定砲
………………………★５１１

コネクション
…………………★５３・７６

コネクションの新規取得
…………………………★８６

コネクションランク
…………………………◎５７

コネ：（人名／タグ／対象／その他）
………………………★５２２



受動判定
………………………★２７７

取得には〜が必要
…………………………★３９

取得効果
………………………★５１９

呪薬
……★５０９、◎１４８：表

瞬間転移
………………………★３０９

準備
……………★２５８・５０７

使用回数
………………★３８、◎１８

使用可能回数
…………………………◎１８

召喚笛
………◎１３２・１６０：表

上級特技
…………………………◎２３

常時
…………………………★３１

状態
……………★２９１・５２３

商人
……………★３９１・５１７

障壁状態
………………………★５３０

消耗表
…★４０２・４０８・４１３：表、

◎２５・２６４・３５５：表

消耗表ロール
……★２８６・４１３：表、

◎２０２

消耗品
………………………★５０８

初期因果力
…………………★５１・８２

初期所持金
…………………………★８１

職人
……………★３９１・５１７

装備品
………………………★２０２

装備品スロット
………………★５２・２０２

妖術師（ソーサラー）
…★４７・６８・７８：表・

１６８、◎４６・１１０

即時移動
………………………★３０９

阻止能力
………………………★３０８

速攻
………………………★５０７

■た■■■■■■■■■■■
待機
………………………★２９８

待機状態
……………★２９８・５３４

大規模戦闘
………………………◎２２０

耐久値
………………★５０・２７１

耐久判定
………………………★２７１

対決判定
………………★３３・２７６

滞在
……………★３７２・５２２

対象
…………………………★３４

対象：（タグ／状態／その他）
………………………★５１９

ダイス／ダイスの読み方
…………………………★１４

ダイスロール
…………………………★１７

大地人
……★２０・３２７・３９０

タイミング
…………………★２６・３１

高さ
………………………◎３１７

食料
……★２０７・２１８：表・

５０９、◎１４５：表

所持金
…………………………★８１

所持品
………………………★２０２

所持品スロット
………………★５２・２０２

人造
……………★３８２・５１６

信念
…………………………★７４

信念表
……………………★７５：表

人物タグ
…★７４・３９１、◎２６３

人物タグの一覧
…………………★３９１：表

■す■■■■■■■■■■■
水泳状態
………………………★５３１

衰弱状態
………………………★５２７

推奨キャラクター
………………………★３９６

水棲
……………★３７８・５１６

スクエア
………………★３５・３０６

スクエアルール
………………………★３０６

スタイル
………………………★５０５

素手
………………………★２０５

ステータス
………………………★５２３

盗剣士（スワッシュバックラー）
…★４７・６６・７８：表・

１５０、◎４２・１００

タグ
………★１７・４０・５０４

タグの継承
…………………………★４０

達成値
………………………★２７７

達成値ｎ
………………………★５２０

盾
……★２１３：表・５１２、

◎１４０：表・１４４：表

ダメージ
………………………★２８８

ダメージ属性
………………★４１・５０５

ダメージ適用直後
……★３３・３１４・３１９

ダメージ適用直前
……★３３・３１４・３１７

ダメージロール
……★３２・３１４・３１５

ダメージロールでのダメージ算出
………………………★３１５

ダメージロールに拠らない
ダメージ算出
………………………★３１６

探索表
…………◎２０２・３１７・

３２１：表

探索表ロール
………………………◎２０２

単体
…………………………★３４

探知難易度
………………………★３６９

■ち■■■■■■■■■■■
知覚値
………………★５０・２７２

知覚判定
………………………★２７２

地形
……………★３７０・５１３

シナリオ
…………★３９３・４７０、

◎２６０・４１４

シナリオｎ回
………………★３７、◎１８

シナリオ動作
…★２４・３８６、◎２９５

シナリオ報酬の変更
………………………◎２６５

シネマティックシーン
………………………★２５５

死亡状態
………………………★５２５

死亡状態からの回復
………………………★２４９

弱点状態
………………………★５２４

射撃攻撃
……………★３１２・５０４

射撃武器の弾数
………………………★２０８

射線
………………………★３０７

射程
…………………………★３５

邪毒
………………………★５０５

従者召喚
………………………★５０６

自由人
……………★３９１・５１７

重篤状態
………………………★５２８

重鎧
……★２１４：表・５１２、
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