
インセクタ

ミュータント・キット（第２版）

1～6人　30分～1時間

Philip Ekland
Fat Messia Games

はじめに

インセクタ（ミュータント・キット）は、限定版「Insecta Second Edition」を、組み合わせ可能なキットセッ
トとして再発行したものです。このキットは、「Insecta Second Edition」の巣（Hive）カードを除いた全
部が含まれています（また、若干のルールの修正があります）。

プレイモード

アリーナ（Arena）：プレイヤー同士が、自分でデザインしたバグ（虫）同士で戦うゲームです。この
セットでプレイ可能です。

ハイブ（Hive:巣）：プレイヤー同士が、バグのチームを組んで戦います。このセットでプレイ可能で
すが、より快適にプレイを行うためには、環境をデザインした「巣」カードが必要になり、それは拡

張キットにより別売です。

The Deseert Hive：ソノラン砂漠を舞台にした生態系を扱います。

The Rainforest Expansion：南洋のバグを中心にした生態系と、いくつかの追加ルールを含みます。

Trilobite:水中の戦闘と、先史時代の生物を含みます。

それぞれの拡張キットは互換性があり、相互に組み合わせてプレイ可能です。

序

(1.0)コンポーネント
このセットは、以下のものから構成されています。

ルールブック 本書です。本書は３部構成です。

● バグ同士の戦闘を行う「アリーナ・ゲーム」のルール

● 巣の定義やバグの成長など多くのルールを含んだ「ハイブ・ゲーム」

のルール

● サンプルの虫デザインのガイドと用語集を兼ねた「バグ・ガイド」

● （原書では）下線部がついている用語は、用語集に記述があります。
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変異体ディスプレイ
Mutant Display

８枚のシートです。プレイの前に、それぞれ２つに切り離してください。

これはそれぞれの変異体をデザインするテンプレートであり、その変異体に

関する情報が記載されています。

デザイン・カード
Design Card

2枚の青いシートです。プレイの前に切り離してください。バグの身体各部
や各種チットなどになります。

巣カード
Hive Bug Card

13枚の巣をデザインしたカードです。※含まれていません

マップ
Mapsheet

戦いの舞台となるヘックス・マップです。多階層からなる巣であり、各部屋と

通路で区切られています。部屋には 1～8匹のバグが配置されます。

カウンターとマーカー切り離して使用します。

ゴムの人形 マップ上で、変異体を現すために使用する 12個の人形です。

アリーナ・ゲーム（Arena Game）

(2.0)セットアップと概要
アリーナ・ゲームは、初心者がゲームの戦闘部分を覚えるための導入レベルのゲームであり、ハイ

ブ・ゲームで解決される個々の戦闘のルール部分でもあります。プレイヤーは１つ以上のバグをデ

ザインし、それを戦わせます。ゲームはラウンド制であり、バグは移動・戦闘などの各種のアクショ

ンを行います（2.2）

(2.1)セットアップ
シナリオ（8.0）に沿って、ゲーム開始時のバグの配置を行います。一般には、マップ上の各部屋に
１匹以上のバグを配置します。配置が終わったら、最初の戦闘ラウンドを開始します。

（2.2）ラウンド
戦闘ラウンドは、以下の順にステージを解決して進行します。

A.移動ステージ：すべてのバグが移動できます。

B.放射ステージ：放射（project）能力を持つすべてのバグが、それを行えます。

C.接近戦ステージ：放射を行わなかったすべてのバグが、近くのバグを攻撃できます。

D.自動効果ステージ：毒や糸などの効果を解決します。

ゲームは一方にアクティブ(active))  ・  バグがいなくなるか、３ラウンドの間、どちらも戦闘を行わなかっ

-2-



た場合に終了します。そのとき、各シナリオの勝利条件（8.0）に従い、勝者を決定します。

（3.0）変異体デザイン
バグをデザインするには、頭カード１、追加（appendage）カード３、腹（abdomen）カード１を、変異体
ディスプレイの所定の位置に配置します。さらに本能（instinct）と機敏さ（dexterity）の値を設定し、
さらに（可能ならば）毒（venom）の設定をします。これでバグは戦えます。

(3.1)変異体ディスプレイ
ゲームの変異体には有刺（spinose）、有毒（venomous）、装甲（armored）の３タイプがあります。

それぞれのタイプにはサイズの違い=脱皮（Instars）が４段階あります（これはその変異体の相対的
なサイズ差を示します）。これは同じ種類の変異体が一度に最大２匹存在できることを示します。

アリーナ・ゲームでは「脱皮１」の変異体カードしか使用しません。残りはハイブ・ゲームで使用し、

その時バグは食事を行ってより大きく醜く突然変異（metamorphose）します。

（3.2）カードのデザイン
カードを選ぶ場合には、最低１つの移動カードを選ばなければならず、そうでなければバグは移

動できません。残りの部分に武器を選べますが、武器を選ぶ際には攻撃の手順（5.0）に注意しな
いと、それで攻撃をできない羽目になりかねません。１ターンに１つの武器しか使用できないことは

留意してください。追加カードは必要最小限にとどめるのは良い考えです。サンプル・デザインが

いくつか掲載されています。

（3.3）本能と機敏さ
初期状態では本能と機敏さをを合計で 12、それぞれを最小 2になるように設定します。この数値
はバグの傷つきにくさを示し、またこの制限は初期値のみです。

機敏さは攻撃を敵のバグにヒットさせる能力であり、本能は知性（後述）を表します。双方、高い方

が有利です。この数値の記録のために、変異体ディスプレイの各数値をクリップで留めます。

（3.4）本能ロール
バグが相手の方にヘックスを移動する（4.2）、攻撃目標を選択する（5.2）といった知的な行動を取
る際には、本能ロールを成功させなければなりません。
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「脱皮」の数だけのサイコロを振り、サイコロの目の合計がそのバグの本能の値以下であれば成功

です。

（3.5）特殊能力
変異体には有刺・有毒・装甲の３つの特殊能力があります。

有毒バグは、毒によるより大きなダメージを与えられます。

有刺バグには攻撃を成功させるのがより困難になり（5.41）、装甲バグにはダメージを与えるのがよ
り困難になります（6.3）が、空中での移動は遅れます。

（3.51）毒
有毒バグは、頭（Head）・腹（Abdomen）・追加（Appendages）のいずれかのカードが毒カードになり
ます。どこが毒かを示すために、有毒バグの変異体ディスプレイの下のHead/ Appendages/ 
Abdomenの欄をクリップします。「毒」シンボルのついたカードでなければ有毒にはできません。

以上の条件（有毒バグ、毒位置指定、毒カード）が揃わなければ毒を与えられません。

(3.6)サンプルデザイン
マニュアルに、サンプルのバグ・デザインが掲載されています。

（4.0）移動
移動ステージで、バグは敵に対してより有利な位置を取るべく移動します。このステージは、すべ

てのアクティブ・バグの移動の機会解決を行えば終了となり、続いて放射ステージ（5.3）に移ります。

(4.1)アクションの順序
すべてのバグは移動の種類を這い（crawl）・ジャンプ（jumping）・飛行（flying）のいずれかから決
定します。同時に複数は行えません。スピード（移動できるヘックス数）の大きいバグから移動を開

始します。スピードが等しければ、本能の高いほうからです。それも等しければサイコロを振って大

きい目が出たほうからです。
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（4.11）移動のスピード
這う場合には、手足カード１個につき１移動です。飛行の場合には飛行の手足カードにつき４移動

力であり、最大で８移動力になります。ジャンプの場合にはジャンプの手足カードで５移動力が得

られますが、最大で５移動力です。装甲バグの場合には、飛行とジャンプの値から２を引きます。

（4.12）ためらい
バグは移動のかわりに「ためらい（hesiatte）」を選ぶことができ、この場合には他の遅いバグが移動
を終えてから自分の移動を行うことができます。その場合、本来の自分の移動の後にいつでも移

動を行えますが、他のバグが移動中に移動を行うことはできません。複数のバグが同時にこの行

動を取った場合には、速いバグが最初に動きます。同様に、複数のバグが「最後に動く」ことを選

択した場合でも、速いバグが先に動きます。

（4.2）他のバグのいるヘックスからの移動
敵味方にかかわらず、他のアクティブ・バグがいるヘックスからバグが移動を開始する場合には、

そのヘックスを出る前に本能ロールを成功させなければなりません。失敗すると、そのバグはその

ヘックス内で向き（facing）を任意に変えることはできますが、移動や浮上などは行えません。

(4.3)他のバグのいるいるヘックスへの移動
バグは、他のアクティブ・バグ（敵味方にかかわらず）がいるヘックスに入った場合には、そこで移

動を止めなければなりません。ただし飛行またはジャンプ中のバグは、浮上していない地上の

（benthic）バグを無視できます。

（4.4）向き
バグは移動を終えた際には、ヘックスの６面のいずれかに正対せねばなりません。向きは移動に

は影響しませんが、戦闘に影響します。

（4.5）ホバリング
飛行可能なバグは、移動の終了時にホバリングを選択することができます。これを示すためには、

バグのカウンターを裏返しにして「HOVER」の面を表にします。ホバリング中のバグは、放射攻撃
のみを行え、放射攻撃を受けます。飛行またはジャンプを行うバグが（敵味方にかかわらず）ホバリ

ング中のバグと同一のヘックスにいる際には、それらは衝突して地上に落ちます。移動中のバグ

はそこで移動を終えねばなりません。最後の移動時にホバリングを行っていない飛行可能バグは、

他の地上バグに通常攻撃を行え、また攻撃を受け得ます。
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（4.6）トンネル
マップ上には、トンネル（Tunnel）になっている狭いヘックスがあります。飛行・ジャンプによりトンネ
ルに入ることはできず、這うことによってのみトンネルは通れます。翼（wings）を２組以上持ってい
るバグはトンネルには侵入自体ができません。トンネルのヘックスには最大２匹のバグが一度に入

れます。放射武器のトンネルからの発射、またはトンネルへの発射は、距離１として扱います。

（4.7）根
マップ上には、根（roots）が茂っているヘックスがあります。翼を２組以上持っているバグは、根の
ヘックスに入れず、ホバリングもできません。ジャンプや飛行の際には、２ヘックス分の移動として

計算します。放射武器の根ヘックスからの発射、または根ヘックスへの発射は、距離１として扱い

ます。

(4.8)脱出
転送通路（transfer）に隣接したヘックスにいるバグは、１移動力が残っており本能ロール（3.4）に成
功した場合には、ここを通って脱出できます。失敗した場合にはそのヘックスにとどまりますが、向

きを変えることは可能です。いったん部屋を出たバグは戻ることはできません。

ハイブ・ゲームでは、後で合流が可能です（10.23）

（5.0）攻撃
すべてのバグが移動を終えたら、すべてのバグが自身の武器カード１つ（頭・追加・腹）で１回攻撃

を行えます。すべての攻撃は以下のように解決されます。

● 攻撃を行うバグが「精度」の数だけのサイコロを振ります。その目の合計が機敏さ

（dexterity）以下であれば成功であり、目標にヒットします（5.33および 5.41）。0以下の目は
「常に成功」です。一般には、大きいバグほど機敏さに欠け、より大きな機敏さを必要としま

す

● 攻撃がヒットしたら、その効果を判定します（6.0）。

攻撃には「放射」と「接近」の２種類が存在します。同時に両方を行うことはできません。
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（5.1）アクションの順序
機敏さの高いバグから攻撃を実行します。機敏さが同じバグは同時に攻撃をします（解決は、す

べてのバグが攻撃を行ってからです）。接近攻撃を行う前にすべての放射攻撃を行い、すべての

放射攻撃は同時に行われます。何らかの理由で、同時に行うべき攻撃に順序付けを行う必要が

出た場合には、双方サイコロを振って大きい方から行います。

（5.2）戦闘の狂乱
あるバグが攻撃をしようとする場合に、その目標のバグと等距離（またはより近い位置）に他のバグ

がいた場合には、間違って他のバグを攻撃する可能性があります。これは本能チェック（3.4）を行
います。

成功すれば、攻撃は通常通り行われます。

失敗すれば、敵味方にかかわらず一番近いアクティブなバグに攻撃をかけます。複数のバグが等

距離の場合にはランダムに決定します。目標が決定した場合には、可能であれば当初に予定して

いた武器で攻撃をかけます。それが不可能である場合（たとえば放射武器を白兵 grapple  距離で
使用とするなど）には、成功の可能性のある武器で攻撃を行います。

（5.3）放射
放射攻撃は、射撃領域内のバグ１匹に対して行えます。空中（ホバリング）でも地上（それ以外）で

もともに狙えます。目標のヘックスの目標の高さにいるすべてのバグに（敵味方にかかわらず）ヒッ

トする可能性があります。それぞれについて正確さのサイコロを振ります。

（図）

（5.31）射撃領域
射撃領域には 3種類あり、前方（front）・後方（rear）はそれぞれの方向に 120度の領域（図参照）
が対象になります。360度の領域のバグは、すべての方向を狙えます。

どの放射でも、そのバグ自身のヘックスは狙えません。放射武器は白兵戦（5.4）を行っている最中
にも、その白兵戦を行っている相手以外に使用することができます。

（5.32）射線
放射攻撃を行う対象のヘックスと自分のヘックスの間に、別のバグや壁などの固形物がある場合

にはその射撃は行えません。双方が飛行している場合、または飛行しているバグの地上への攻撃

は、地上のバグなどにより遮られません。
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（5.33）精度のサイコロ数
すべての放射は、その目的への距離のヘックス数に攻撃側の脱皮数を加え、攻撃を受ける側の

脱皮数を引いて（すなわち、大きい相手ほど当たりにくい）サイコロの数を求めます。ホバリングす

るバグから地上バグへの攻撃、またはその逆の際にはさらに１を加えます。距離のヘックス数は双

方のヘックスの間のヘックスの最短数であり、相手のヘックスは数に入れますが自身のヘックスは

数に入れません。

（5.34）弾補給
弾（ammunition）切れを反映させるため、放射を行った後にサイコロを２個振り、サイコロの目に脱
皮数を加えます。結果が７以下であれば、弾切れを起こします。バグの上に「Projector EMPTY』マー
カーを置いてください。ハイブ・ゲームでは、巣で脱皮（molt）を行った際に、弾切れになったバグ
に対する補充を行えます。

（5.4）接近戦
すべての放射武器の発射を行った後で、放射武器で撃たれていないすべてのバグは接近戦をか

けられます。接近戦をかけられるのは、バグと同じヘックスにいるか、前方の隣接３ヘックスにいる

相手だけです（図参照）。

同じヘックスにいる相手には白兵戦をかけられますが、そのためには「G」の白兵戦マークがつい
た武器でなければなりません。前方のヘックスの敵に攻撃をかけるバグはエンゲージ（engaging）と
称します。ホバリング中のバグはエンゲージしません。バグに後方からエンゲージする行動を後方

攻撃（rear attacking）と言い、攻撃はよりヒットしやすくなります。

（5.41）精度のサイコロ数
接近戦の際のサイコロの数は、武器の精度の値に攻撃しているバグの脱皮数を加えた値です。後

方攻撃の場合はサイコロを１個減らします。有刺バグに対して攻撃をしかける場合には、その有刺

値をサイコロの数に加えます。

（6.0）ダメージの解決と自動効果
攻撃がヒットした場合には、放射武器と接近戦にかかわらず、攻撃を行ったプレイヤーが相手のヘッ

クスを調べて、相手の防御状態などに応じたダメージ量を求めます。
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（6.1）ヒットした部位
攻撃の種類によって、どの部位にヒットしたかを判定します。

● エンゲージしている相手に対する、前方３ヘックスのいずれかのヘックスの場合には、「頭」

と「追加」の好きな方を選べます。ダメージ判定を行う前に選ばねばなりません。絡め取ら

れていない（entangled）部分が残っていなければ、「追加」にはダメージは入りません。

● 後方３ヘックスのいずれかのヘックスの場合には、「腹」にヒットします。

● 白兵または放射によるヒットは、サイコロを２個振ります。

1-2：頭
3-4:追加
5-6：腹
追加部分がすべて失われている場合には、腹にヒットします。

（6.2）ダメージのサイコロ
それぞれの武器は、武器のダメージ数に攻撃側の脱皮数を加えただけのサイコロを振ります。ヒッ

トした部位を決めたらサイコロを振り、その合計がダメージ量になります。

（6.3）防御のサイコロ
防御側は、その脱皮数に等しいだけのサイコロを振ります。装甲バグは、さらにその装甲値だけの

サイコロを加えます。それぞれの攻撃の都度、防御側はサイコロを振り、それを攻撃のダメージ量

から引きます。

（6.4）ダメージによる効果
攻撃ダメージから防御側のサイコロの目を引いた残りが、ダメージになります。

● 頭に与えられたダメージは、その分だけ本能の値を下げます。本能がゼロになれば、その

バグは頭が落ちて死亡します（複数の頭カードを備えているバグでもこれは変わりません。

これはバグの頭が複数の武器を備えていることを意味し、複数の頭を意味しません）。

● 腹に与えられたダメージは、その分だけ機敏さの値を下げます。機敏さがゼロになれば、

そのバグは無能力化（incapacitated）されます。さらにダメージが腹に与えられれば、それ
は本能を減じます。

● 追加部分が２ダメージを与えられる度に、その追加部分は自己切断（autotomized）されま
す。ハイブ・バグの場合には、そのバグに「TORN OFF」マーカーを乗せて区別します。変
異体の場合には、単純にその追加カードを取り除きます。追加部分に１ダメージだけが与

えられた場合には、何も起こりません。ハイブ・ゲームの場合には、追加部分の欠損を受け

たバグはその情報を脱皮の際も保持します。絡め取られている手足（6.7）は切り離されず、
ダメージはその隣の手足に与えられます。手足が残っていなければ、腹にダメージが入り
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ます。

（6.5）無能力化
機敏さがゼロになるか、移動能力を持つカードがすべて失われたバグは無能力化されます。この

バグは移動も、移動を妨げることも、通常の攻撃もできません。使用できる武器はゼロ以下の目を

出せる武器（Chrinotoxic Labium  や正確な武器による後方攻撃やゼロ距離での放射など）のみで
す。

無能力化されたバグへの攻撃は、精度の判定サイコロを１個減らします。本能ロールの判定の際

に「有効な」目標としてはカウントされません。ハイブ・ゲームでは、無能力化したバグであっても、

生き延びて餌を与えられて脱皮して回復の可能性があります。

（6.6）毒
有毒バグがその毒武器による攻撃を成功させ、ダメージが防御側のサイコロの目を上回った場合

には、防御側のバグに毒が注入されます。攻撃側変異体の毒の数値に等しいだけの「毒

（Poison）」マーカーを置きます。毒はターンの終了時に、すべてのバグがその攻撃を終えた後に
効果を与えます（6.8）。毒のダメージは、通常のダメージに加えて与えられます。

（6.7）絡め取り
ある種の武器は、糊や蜘蛛の糸により、目標を絡め取る形でのダメージを与えます。このような武

器による２ダメージごとに、（ヒットした部位にかかわらず）追加部位の１組を絡め取ります。上から

下まですべて絡め取られた追加部位は自己切断のような状態になります。「Entangle」マーカーを
置きます。その部位は解く（6.8）まで利用できません。すべての手足が絡め取られたら、さらに２ダ
メージが腹に対して与えることができ、２ダメージで腹も絡め取られます。それ以降のダメージは与

えられません。絡めとりの「１ダメージ」はダメージを与えたことにならず、無効です。絡め取りのダメー

ジは他には影響を及ぼさず、切り離されもしません。

（6.8）自動効果
すべてのバグの攻撃が解決されたら、自動効果の解決を行います。

● 絡み取られたすべてのバグ（無能力化したバグを含む）から、Entangleマーカーを１個取り
除きます。最初に腹のマーカーを除き、次に一番下のマーカーから上に除いていきます。

● 毒に冒されたバグは、毒マーカー１個につきサイコロを１個振ります。その総数だけ、頭が

冒された場合には本能を、腹か追加が冒された場合には機敏さを減じます。このダメージ

に防御のサイコロを振ることはできません。ダメージ解決を行った後に、毒マーカーを取り

除きます。
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（7.0）特殊ルール

（7.1）甲殻
甲殻（Calcareous Shell）を持つバグは、腹へのダメージは無効であり、また甲殻の中に引きこもる
することができますが、飛行やジャンプは遅くなります。

戦闘：

腹への通常ダメージは無効です。追加部から腹への余剰ダメージも無効です。引きこもった場合

には、位置にかかわらずすべてのダメージは無効です。しかしながら、絡み取りとフェロモン

（Pheromones）によるダメージは、引きこもっていようがいまいが、通常通り受けます。

絡み取りを受けた甲殻バグは、自動効果ステージに殻から出ていない限りそれを取り除けず、ま

た殻に引きこもることもできなくなります。

引きこもり：殻への出入りは移動ステージの終わりの、すべてのバグが移動を終え、攻撃を始める

前に宣言します。殻に入っているバグは、それを示すためにカウンターとミニチュアを裏返しにしま

す。

移動：甲殻バグは飛行はできず、ジャンプは２移動を減じます。引きこもったバグは移動の判定上

は「無能力化」として扱います。

（7.2）剛毛
使い捨ての剛毛（Urticating satae）は、攻撃を成功させるために有効です。攻撃において精度の
判定に成功した場合には、このカードを除去します。与えられたダメージ量にかかわらず、このカー

ドはもう使用しません。ハイブ・ゲームでは、剛毛は脱皮により再生します。

（7.3）紡績突起
この紡績突起（spinneret）の腹は、通常攻撃と放射の双方で使えます。紡績突起を放射で使用す
るには、そのバグは絡め取られていない足が３組以上必要です。弾切れになった紡績突起は、引

き続き白兵戦に使用できます。どちらの攻撃モードであっても、防御側の装甲は防御修正になりま

せん。

（7.4）ナスタス放射
ナスタス放射（Nasutus Projector）は糊を放射し、絡め取りのダメージのみを与えます。同時に毒の
効果を持ち、絡め取りの攻撃が成功したときに、ダメージが防御側のサイの目以上だった場合に
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は毒も与えます。毒のダメージの最大値はサイコロ１個です。この武器の毒は常にバグの腹（機敏

さ）にのみ影響し、また甲殻を持つバグにも有効です。防御側の装甲は防御修正になりません。

（7.5）針
貫通力を持つ針（Stinger）に対しては、防御側の脱皮数による補正はなく、装甲だけが（あれば）
適用されます。針はダメージとしてサイコロ１個のみを使用します。

（8.0）アリーナ・ゲームのシナリオ
シナリオを開始する前に、変異体ディスプレイをランダムにプレイヤーに配ります。サイコロを振っ

て大きい目のプレイヤーからプレイ順を決定します。その順序に従い、全員が１枚ずつデザイン・

カードを取っていき、すべての変異体が完成するまでそれを続けます。アリーナ・ゲームでは、フェ

ロモン発射（Pheromon Project）とクリノトキシック・ラビウム（Chrinotoxic Labium）は使用しませんが、
他のカードは使用できます。変異体のデザインが完成したら、プレイ順に、その機敏さと本能の値

を設定したうえで、ゴム人形をマップ上に置きます。

大きなシナリオでは、移動や戦闘の解決順序を見失いがちになるので、それらをマーカーなどで

管理すると良いでしょう。

シナリオ 8.1と 8.4では、変異体カードの代わりにハイブ・バグ・カードを使用します。それらは簡略
化されたデザイン済のカードと考えてください。

（8.1）アリ戦争（2-4人、変異体デザインを使用しない）
プレイヤーを２つのチームに分けます。各プレイヤーは、ハイブ・デックVから１匹の収穫者蟻
（harvester ant）を取り、それをパーラー（Parlar）マップの蟻ヘックスに配置します。アクティブ・バグ
を最後まで残していた側が勝利します。

（8.2）デスマッチ（2-3人）
プレイヤー１人が２匹の変異体をプレイします。変異体はダンジョン（Dungeon）マップの蟻ヘックス
に配置します。すべてのバグが自分のために動き、最後まで立っていた（または飛んでいた）バグ

が勝利です。
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（8.3）自由を我等に（2-6人）
プレイヤー１人が 1匹の変異体をプレイします。放射武器、および剛毛（setae）は使用できません。
変異体は根貯蔵庫（Root Cellar）マップの蟻ヘックスに配置します。最後までアクティブであった
バグが勝利です。

（8.4）忠僕コンテスト（2-16人、変異体デザインを使用しない）
プレイヤーを蟻（ant）のチームと、天敵の白蟻（termite）チームに分けます。蟻チームのプレイヤー
は１匹の蟻（任意の種類の）を取り、白蟻チームのプレイヤーは１匹の白蟻（任意の種類を）を取り

ます。蟻は貯蔵庫（Root Cellar）マップの蟻ヘックスに配置し、白蟻は蜂ヘックスに配置します。ア

クティブ・バグを最後まで残していた側が勝利します。プレイにはルール 12.1および 12.2が必要
です。

ハイブ・ゲーム（Hive Game）
（翻訳中）

用語集（Bug Guide）
和文省略。

エラッタ

このセットのベースである限定版「Insecta Second Edition」のエラッタです（和文省略）。

(訳：近藤博次 　2008/5/11版)
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