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 デザイナーズ・コメンタリー
ウォーハンマー 40,000 のアナウンス以来、我々
の元にはルールに関する質問が数多く寄せられて
いる。そうした質問のうちから数の多かったもの
を中心に、解答や解決例、コメントなどをお伝え
しよう。

Q: ルールによってある兵の【攻】が修正を受け、
さらにこの兵が【攻】に修正を与える（『x2』など）
白兵戦武器を装備している場合、兵の能力値と
武器の【攻】への修正はどのような順番で適用さ
れるの？ 
A: まずその兵自身の【攻】の値を判定する。そ
の際は掛け算や割り算の修正をすべて適用してか
ら足し算や引き算の修正を行うこと。その兵自身
の【攻】の値が決定したら、その後で武器の【攻】
に記載されている修正をその【攻】に適用する。

例えば、通常時の【攻】が 3 である兵が 2 つの
サイキックパワーの影響を受けた場合のことを考
えてみよう。片方のサイキックパワーは味方が発
動したもので、この兵の【攻】に x2 の修正を与
える。もう片方のサイキックパワーは敵が発動した
もので、この兵の【攻】に -1の修正を与える。そ
の場合はこの兵の【攻】は5となる。この兵がパワー
フィストのように【攻】が "x2" の武器で白兵戦を
行う場合、その攻撃は【攻】10 で解決される。

Q: ダイスロールへの修正は、能力値への修正と
同様に積み重なる？ 
A: 積み重なる。

例えば、ある兵が遮蔽物によるボーナスを得てい
たとして（アーマーセーヴィングに+1の修正）、プ
ラズマピストルによる攻撃を受けたとする（【貫通】
-3、よってアーマーセーヴィングに -3 の修正）。
その場合アーマーセーヴィングに対する修正は -2
となる。

Q: ダイスロール結果は修正の結果 7 以上になる？ 
A: なる。

場合によっては7+のダイスロール結果が必要とな
ることもある。例えばポクスウォーカーの【防】は
7+であり、すなわちアーマーセーヴィングに+1
以上の修正（遮蔽物に隠れるなど）を受けなけれ

ばアーマーセーヴィングに成功することはできな
いのだ。

Q: ダイスロール結果は修正の結果 0 以下になる？ 
A: ならない。もしダイスロールに全ての修正を加
えた結果が 0 以下になった場合、そのダイスロー
ル結果は 1として扱われる。

Q: ルールやアビリティでリロールが可能になる（例
えばスペースマリーン・キャプテンの『戦闘典礼』
アビリティの「ヒットロールの出目 1をリロールで
きる」など）場合、これは修正前と修正後のどち
らの出目に対して発動する？

A:リロールは常に修正よりも前のタイミングで発
動する。なのでリロール系アビリティも修正前の
ナチュラルな出目に対して発動する。

例えば、スペースマリーン（【射】3+）が移動後に
ヘヴィボルター（ヘヴィ3）で射撃し、さらにこの
スペースマリーンがスペースマリーン・キャプテンの

『戦闘典礼』アビリティ（ヒットロールの出目 1を
リロールできる）の効果範囲内だったとしよう。

そしてヒットロールの出目は 1,2,5 だったとする。

リロールは修正の前に行われるので、この場合出
目 1のみがキャプテンのアビリティによってリロー
ルされ、今回の例では振り直し後の出目は 3 に
なった。

リロールが行われた後、修正が加えられる。今回
の例では、移動後にヘヴィウェポンを射撃したこ
とにより、ヒットロール結果に -1の修正が加えら
れる。すなわちリロール後の出目である 2,3,5 は
1,2,4 となる。この最終的なダイスロール結果を
兵の【射】と比較した結果、1 発のみが対象にヒッ
トしたことになる。

Q: 最大出力のプラズマウェポンについてヒット
ロールを行う場合、「ヒットロールの出目 1」はリ
ロールや修正を加える前と後のどちらを指してい
るの？ 
A: すべてのリロールや修正を行った後の数値で
判定する。
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例えば、全てのリロールや修正を行った後の最終
的なダイスロール結果が 1 だった場合（あるいは
先述したように「1として扱われる数値」だった場
合）、その最大出力射撃は暴発し、装備者自身に
被害をもたらすだろう。

Q:「ヒットロール結果が 6+ だった場合」のような
条件で発動するアビリティがあった場合、これら
はリロールや修正を加える前と後のどちらの数値
を指しているの？ 
A:リロールや修正を加えた後の最終的な数値で
判定する。

唯一の例外は「修正を加えていない出目 6」や「修
正を加える前の出目 6」のように特別な記載があ
るアビリティだ。

Q: 策略『リロール命令』（Command_Re-roll）を、
対戦相手が行ったダイスロールに対して発動する
ことはできる？ 
A: できない。

ルールでは基本的に、自分のダイスロールは自
分自身で行うことを想定している（ヒットロールや
セーヴィングなどを対戦相手に代わりにロールして
もらうのではなく、ということだ）。今回のケース
について言うならば、上記の策略は、自分で行っ
たダイスロールに対してのみ発動が可能であり、
対戦相手が行ったダイスロールに対しては発動で
きない。

Q: あるユニットについて、次の移動でユニット隊
形を立て直せないほどに兵が散らばってしまった
場合、そのユニットはどうなる？ 
A: その場合、そのユニットは移動を行えない。

ユニットの隊形維持についてのルールはあらゆる
移動に適用されることを忘れないように。これに
は突撃や接敵移動、再編移動なども含まれる。
その上で、そのユニットが隊形を維持できるよう
な形でこれらの移動を完了できない場合、そのユ
ニットはその移動を行えない。

Q: キャラクターの英雄的介入は、そのターンに
突撃してきた敵ユニットに対してのみ行える？　そ
れとも範囲内のあらゆる敵ユニットに対して行え
る？ 
A: キャラクターは範囲内のあらゆる敵ユニットに
対して英雄的介入を行える。

注意しなければならないのは、英雄的介入を行う
場合は、常に最も近い敵兵（その兵がこのターン

に突撃したかどうかに関わらず）に近づくように
移動しなければならないということだ。

Q: キャラクター・ユニットの中にはキャラクター
でない兵が含まれるものもある（ジーンスティー
ラー・カルト・パトリアークと「アップグレード」と
して迎えられるファミリアなど）けど、そうしたユ
ニットは射線の通っている中で一番近い敵ユニッ
トでなかったとしても射撃の対象にできる？ 
A:できない。キャラクターに対する射撃の制限は、
キャラクターのキーワードを持つ兵を1 体以上含
む（そしてどの兵も10 以上の【傷】を持っていない）
ユニット全体に適用される。

例えば、パトリアークがアップグレードとしてファ
ミリアをユニットに入れたとする。パトリアークは
キャラクターだがファミリアはそうではない。そし
て両者ともに【傷】は 9 以下である。この場合、
このユニットは相手から見て「射線の通っている
中で一番近い敵ユニット」である場合に限り攻撃
の対象となる。だがもしパトリアークが戦死し、
ファミリアだけが残ったならば、敵ユニットはこの
ファミリアを自由に攻撃することができる。

Q:もし兵が何らかの理由で「射線の通っている
中で一番近い敵ユニット」に射撃できず（その敵
ユニットが自軍ユニットの 1mv 以内にいる場合な
ど）、2 番目に近い敵ユニットがキャラクターで
あった場合、その兵はそのキャラクターを攻撃対
象にできる？ 
A: できない。

Q:『恐るべき耐久力』や『頑強なる生存者』のよ
うなアビリティを、複数の【与ダメージ値】を持つ
ヒットに対して使用する場合、ダメージ 1 ポイント
につき1個ずつダイスロールを行うの？　それとも
そのヒットがもたらすダメージ全体について 1 個の
ダイスをロールするの？ 
A: ダメージ 1 ポイントずつについて、それぞれダ
イスロールを個別に行う。

例えば、『恐るべき耐久力』を持つ兵が、サンダー
ハンマー（【与ダメージ値】3）に対するセーヴィ
ングに失敗した場合、その兵は 3 個のダイスをロー
ルし、5+ を出したダイス 1 個につき、1 ポイント
のダメージが無効化される。
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Q: 遮蔽物からボーナスを受けられる兵を判定す
る場合、ユニット内のすべての兵が情景モデル
内に入っていなければボーナスは受けられない？　
それともセーヴィングを行なう兵だけが入って入れ
ばボーナスは受けられる？ 
A: ユニット内のすべての兵が、それぞれベースの
一部あるいは全体が情景モデルのエリア内に入っ
ている場合のみ、そのユニット内の兵はアーマー
セーヴィングに+1のボーナスを得ることができる。

ただし、情景モデルのエリア外にいる兵が射撃
フェイズ中にすべて戦死した場合、そのユニット
は遮蔽物ボーナスを得られるようになる。情景モ
デルのエリア外にいる最後の兵が戦死した時点か
ら、そのユニットの残りの兵は直ちに遮蔽物ボー
ナスを得られる。

Q: 射線の通っていない敵に対しても射撃できる
武器（モーターなど）を、射線の通っていない敵
に対して射撃した場合、攻撃対象のユニットが「攻
撃側から見て攻撃対象のユニットがその情景モデ
ルによって隠れている場合にのみ、遮蔽物ボーナ
スを与える」情景モデルの効果範囲内にいるとし
たら（帝国の彫像の 3mv 以内など）、その効果は
受けられる？ 
A: そのユニットは遮蔽物ボーナスを受けられる。

Q: ユニットの「突撃ロール結果」と「突撃距離」
は同じもの？ 
A: その通りだ。

Q: 突撃を行うユニットから射線が通っていないユ
ニットに対しても突撃は宣言できる？ 
A: できる。

ただし突撃を受けるユニットが行う警戒射撃につ
いては射線のルールが通常通り適用されるため、
ある兵から見て突撃してくるユニットが射線外にい
る場合、その兵は警戒射撃を行えない。

Q: 白兵戦フェイズ時、自軍側に白兵戦を行えるユ
ニットがいたとして、そのユニットにそのターン白
兵戦を行わせないことはできる？　それと、自軍
側ユニットの中でそのターンに突撃したユニットが
いた場合、そのユニットは必ずその白兵戦フェイ
ズ中最初に白兵戦を行わなくてはならない？　そ
れともフェイズの後の方に攻撃することを選択する
こともできる？ 
A:白兵戦フェイズにおいて、白兵戦を行えるユニッ
トは必ず白兵戦をせねばならない。次のターンま
で「パス」をすることはできないのだ。さらに白
兵戦を行うユニットは、指定されたタイミングで白

兵戦をせねばならない。つまりフェイズ終盤まで
白兵戦を「待つ」こともできないのである。よって
直前の突撃フェイズに突撃を行なったユニットは、
続く白兵戦フェイズにおいて、突撃を行なってい
ない（あるいはそれに類するアビリティを持ってい
ない）あらゆるユニットよりも先に白兵戦を行わな
ければならない。

さらに兵が白兵戦を行う場合、その兵が有してい
る【攻撃回数】をすべて使って白兵戦攻撃を行わ
なければならない。プレイヤーの意思で攻撃の回
数を減らすことはできないのだ（ただしそれぞれ
の白兵戦攻撃にどの武器を使用するかは選択で
きる）。

Q: あるユニットが、白兵戦フェイズ開始時には敵
ユニットの 1mv 以内にいたものの、戦死者が発
生したことで兵が取り除かれ、フェイズが進むに
つれてあらゆる敵ユニットから1mv 以上離れた状
態になってしまった場合、そのユニットは白兵戦
を行える？ 
A: そのユニットがそのターンに突撃を行なったの
でない限り、あらゆる敵ユニットから1mv 以上離
れてしまったユニットは白兵戦を行えない。稀に、
あまりにも多くの戦死者が発生してしまった場合
は、突撃したユニットが接敵移動を行なった後も
敵ユニットの 1mv 以内に入れず、それゆえ白兵
戦攻撃を行えないということもあるだろう。もちろ
んその場合も再編移動は行える。

Q: あるユニットが、白兵戦フェイズ開始時には
1mv 以内に敵ユニットが存在しない状態であり、
しかし白兵戦フェイズ途中で、白兵戦を行なった
敵ユニットが接敵移動や再編移動の結果この自
軍ユニットの 1mv 以内に侵入した場合、白兵戦
を行うユニットを選択する際にこの自軍ユニットを
選択できる？ 
A: できる。

ただしその場合も、1 つのユニットが 1 回のフェイ
ズで行える白兵戦は 1 回だけだ。

Q: 接敵移動や再編移動を行う場合、兵は最も近
い敵兵に可能な限り近づかなければならないの？　
それとも遠ざかるように移動してはいけないという
だけ？ 
A: 接敵移動や再編移動によって兵が移動する場
合、それらの移動の終了地点は開始地点に比べ
て、一番近い敵兵により近づいている必要があ
る。しかし必ずしも最大限近づかなければなら
ない（可能な限りベース接触しなければならない）
わけではない。
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ただし、その兵がすでに敵兵とベース接触状態に
ある場合、その兵をさらにその敵兵に近づけるこ
とは不可能であるため、その兵は接敵移動や再
編移動で移動することはできない。

Q: あるユニットが、直前の突撃フェイズに突撃相
手として宣言していない敵ユニットに対して近づく
ように接敵移動や再編移動を行なった場合、そ
の敵ユニットは警戒射撃を行える？ 
A: 行えない。

ただし思い出してほしいのは、突撃を行なったユ
ニットは、たとえ接敵移動その他によって他のユ
ニットの 1mv 以内に入ったとしても、そのターン
では直前の突撃フェイズで突撃を宣言した相手の
敵ユニットに対してのみ白兵戦攻撃を行えるという
ことだ。

Q: ユニットが「完全に破壊された（completely_
destroyed）」とか「一掃された（wiped_out）」
とみなされるのはどんな時？ 
A:これら2 つの用語は同様の意味を持つものとし
て扱われる。ユニットが完全に破壊されたとみな
されるのは、そのユニットの最後の兵が、破壊さ
れた（戦死した）かあるいは潰走した時である。

Q:ビークルの爆発やモンスターの断末魔などを
判定するための D6 はどっちのプレイヤーがロー
ルするの？ 
A: 戦死した兵側のプレイヤーが D6をロールする。

Q: 初期配置等で双方のプレイヤーがユニットを1
個ずつ交互に配置するとき、ユニットを戦場外に
配置する宣言も「1 回のユニット配置」としてカウ
ントしていいの？　あと兵員輸送に乗車した状態
でバトルを開始するユニットはどう扱えばいい？ 
A: 戦場外に初期配置できるアビリティを持ったユ
ニットについても「配置」という意味では同じであ
り、戦場外への配置も1 回のユニット配置として
カウントされる。兵員輸送ユニットを配置する場
合、そこに乗車しているユニット（あれば）を宣
言せよ。これらはまとめて 1 回のユニット配置とし
て扱われる。

例えば 2 人のプレイヤーが『戦争あるのみ』ミッ
ションの初期配置を行うとする。このミッションの
初期配置は、双方のプレイヤーが交互にユニット
を1 個ずつ配置していくものだ。プレイヤー A は
最初にオルク・ボゥイ・ユニットを1 個配置した。
その次にプレイヤー B はインターセッサー・ユニッ
トを1 個配置した。次にプレイヤー A はバトルワ
ゴン（兵員輸送ユニット）を配置し、さらにウォー

ボスとタンクバッスタ・ユニットがこの兵員輸送ユ
ニットに乗車していることを宣言した。プレイヤー
B は次にターミネイター・ユニットを選択したが、
ここで『テレポート強襲』のアビリティを使うこと
を宣言し、このユニットを戦場にではなく、テレ
ポート室に配置した。このようにしてさらに 2 人は
配置を続けていく。

Q: バトルフォージド・アーミーの司令ポイント (CP)
が 0 より低くなることはある？ 
A: ない。

たとえ支援デタッチメント（Auxiliary_Support_
Detachment）をいくつアーミーに迎えようとも、
バトル開始時の司令ポイントが 0 を下回る（マイナ
スになる）ことはない。

Q: パワーレートとポイントの違いって何？　アー
ミーのパワーレベルを使ってマッチプレイのゲーム
をしても大丈夫？　ポイントを使ってナラティヴプ
レイのゲームをするのは？ 
A: ユニットのパワーレートは、そのユニットが戦
場でどれほど効果的であるかを表す指標だ。つま
りパワーレートが高ければ高いほど、そのユニッ
トは強力だということになる。アーミーのパワーレ
ベルは、アーミー内の各ユニットのパワーレートを
合計したものであり、パワーレベルの高いアーミー
は、パワーレベルの低いアーミーに比べてより強
力だと言えるだろう。

パワーレートは、そのユニットの強さをプレイヤー
が一目でわかるように設計されており、武器や
ウォーギアの選択とは無関係だ（実際にはそのユ
ニットのあらゆる装備オプションの平均値をベー
スに算出している）。パワーレベルを使用すれば
ほぼ同規模のアーミーを双方のプレイヤーが素早
く編成することができるという利点があり、基本
的にオープンプレイやナラティヴプレイでの使用
を想定している。

ポイントコストも用途は同じだが、こちらはマッチ
プレイで使うために設計されており、数値設定が
より細かくなっている。ポイント制を採用した場
合、ユニットのポイント算出には少々の手間と時
間を要するが、武器や装備の強さの差がポイント
コストに反映されているため、違う装備を持った
同種のユニットにポイント上でも差をつけることが
できる。

2 つの尺度には相関性がある——パワーレートの
高いユニットは、当然ながらポイントコストも高く
なるだろう。なのでマッチプレイのゲームにおいて
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ポイントコストではなくパワーレートを使用するこ
とは問題なく可能である。同時にオープンプレイ
やナラティヴプレイのゲームでポイントコストを使
用することだって可能だ。双方のプレイヤーがお
なじ尺度でアーミーを編成することが望ましいが、
双方が同意しているならば好きな方の尺度を使用
してアーミー編成を行なっても構わない。

Q: キーワードを選択できるようなユニットについ
て、例えばアストラ・ミリタルムの < 連隊 >として『ブ
ラッドエンジェル』や『デスガード』を指定するこ
とはできる？ 
A: できない。

上の例で言えば、『ブラッドエンジェル』は
戦
アデプトゥス・アスタルテス

闘 者の戦団であり、『デスガード』は大
ヘレティック・アスタルテス

逆 者
の兵団である。これらはいずれも帝

アストラ・ミリタルム

国防衛軍の
連隊ではないためキーワードとして指定することは
できない。

Q: 例えば帝
アストラ・ミリタルム

国防衛軍の連隊名を独自の『エンペ
ラーズ・ファイネスト』という名前にして、同時に
戦
アデプトゥス・アスタルテス

闘 者の戦団名も同じ『エンペラーズ・ファイネ
スト』という名前にしたら、< 連隊 > や < 戦団 >
を対象にするアビリティがアストラ・ミリタルムと
アデプトゥス・アスタルテスの両方のユニットに効
果を及ぼすようになる？ 
A: ならない。

連隊名や戦団名が独自に指定できるようになって
いるのは、あくまでコレクションの設定を生み出
す助けとするためであり、アビリティの効果範囲
制限を回避する手段として用いることはできない。
さらに、同じデタッチメントに入れられるユニット
の陣営制限を回避する手段として用いることもで
きない。

Q:多くのビークルなど、ベースが付属しない兵につ
いて、その車体は厳密にどう測ればいい？ 
A:メインの車体部分を車体として扱う。つまりタレ
ットや銃座、アンテナや旗、トゲトゲなどは車体と
はみなされないのだ。これでもまだ釈然としない
場合は、どこからどこまでを車体とみなすかにつ
いてバトル開始前に対戦相手とよく相談し、了解を
取り付けておこう。

Q:属性キーワードと陣営キーワードって何が違う
の？ 
A:唯一の違いは、陣営キーワードはアーミー編成
の際に必要になるということだ。バトルフォージド・
アーミーを編成する場合、しばしばユニット同士で
同じ陣営キーワードを共有しているかどうかが、そ
れらのユニットを同一のデタッチメントに入れられ
るかどうかの決め手となるだろう。さらにマッチプ
レイ形式でゲームを行うならアーミー陣営を定め
る必要がある。アーミー陣営とは、アーミー内のす
べてのユニットが共有している陣営キーワードのこ
とだ（無所属のユニットはこの制限の対象外であ
る）。しかし一旦バトルが始まってしまえば、陣営
キーワードと属性キーワードの違いは何もなくなる
と言ってよいだろう。

たとえば、マッチプレイ形式でのゲームのために
僕がバトルフォージド・アーミーを編成したいとす
る。ゲームに向けて僕は2つのパトロール・デタッ
チメントを編成した。最初のデタッチメントには
大
ヘレティック・アスタルテス

逆 者の陣営キーワードを持つユニットのみを
入れ、もう1つのデタッチメントにはディーモンの
陣営キーワードを持つユニットのみを入れた。そ
の場合、アーミー全体で共有している陣営キーワ
ードに従い、僕のアーミーの陣営はケイオスとなる
。

バトル開始以後は、陣営キーワードと属性キーワ
ードの違いは意味をなさなくなる——どちらもア
ビリティの効果対象となるかどうかに影響するの
だ。例えば大

ヘレティック・アスタルテス

逆 者のデタッチメントにポゼッスド
・ユニットを編入したとする（このユニットはディ
ーモンの陣営キーワードは持っていないが、ディ
ーモンの属性キーワードを持っている）。さらにこ
のポゼッスドの<渾沌の烙印>キーワードをコーン
に置き換えたとする。その場合、ディーモン側のデ
タッチメントにヘラルド・オヴ・コーンがいるならば
、この兵の「周囲のあらゆるコーン・ディーモン・
ユニットの【攻】に+1」という効果は、ディーモンと
コーンの両方のキーワードを持つこのポゼッスド・
ユニットにも適用されるのだ。

Q:ミッションの中には色 と々異なる種類の勝利（辛
勝、大勝利、英雄的勝利など）が登場するけど、
これらの勝利の種類の違いにはどういう意味があ
るの？ 
A:これらの勝利の種類による違いは、バトル後に
得られる栄誉のみだ。
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以下のフローチャートを使用すれば、ミニチュアにどのバージョンのデータシートを使用すればいいかを簡単に判
断することが可能だ。マッチプレイ形式でゲームを行う場合や、ポイント制限のあるゲームを行う場合は、そのミ
ニチュアや武器、ウォーギアについて、常に最も新しくリリースされた書籍に掲載されている最新のポイントコスト
を用いる必要があるということに注意しよう。

使用データシート早見表

する

いる
そのミニチュアはコデックスに 

データシートが掲載されている？

インデックスに掲載されている 
データシートを使用すること

そのミニチュアには、インデックス版の
データシートにしか記載されていない

ウォーギアオプションが存在する。

コデックス版のデータシートを使用すること。 
ただしウォーギアオプションに限りインデックス内
のデータシートの内容を使用してもよい（ただしそ
のウォーギア自体のルールがコデックスに記載され
ている場合、ウォーギア自体のルールはインデック

スではなくコデックス内のものが用いられる）。

コデックスに掲載されている 
データシートを使用することしない

いない

例えばパワーアックスを装備したコミッサーをゲームで使用した
いと思ったとする。その場合、まずコデックス、すなわち『コデッ
クス：アストラミリタルム』にコミッサーのデータシートがあるか
どうかチェックする必要がある。コデックスにコミッサーのデータ
シートが存在したため、このデータシートを使用することになる
が、ただしコミッサーのコデックス版データシートはパワーソー
ドをパワーアックスに交換するウォーギアオプションをサポートし
ていないため、ウォーギアオプションの部分のみ『インデックス：
インペリウム2』版の内容を使用する。

同様に、『コデックス：アストラミリタルム』にはパワーアックス
の武器能力値が掲載されていないため、この武器の能力値も『イ
ンデックス：インペリウム2』内のものが用いられる。

ポイントコストを計算する際は、コミッサー自身とボルトピストル
については『コデックス：アストラミリタルム』にポイントが記載
されているためそれらを用い、パワーアックスについては『インデッ
クス：インペリウム2』版のポイントコストを使用する。
一方、バンジーマスクを装備したアウタルークをゲームで使用し
たい場合も、『コデックス：クラフトワールド』に掲載されている
アウタルークのデータシートを使用し、ウォーギアオプション部
分のみ『インデックス：ゼノ1』版のデータシートを使用する。

ただし『コデックス：クラフトワールド』にはそのアウタルークが
用いるウォーギアオプションのルールとポイントコストがすべて掲
載されているため、バンシーマスクについてもインデックスではな
くコデックス内のルールとポイントコストを使用することになる。


