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インデックス：ケイオス
オフィシャルアップデート バージョン1.4a

我々はルールの作成に万全を期しているが、それでもミスが
紛れ込んだり、あるいはルールの解決手順が不明確であっ
たりすることもある。このドキュメントではルールの訂正を行
うとともに、プレイヤーから多く寄せられた質問に対して回答
する。このアップデートは継続的に行われるため、それぞれ
のオフィシャルアップデートにはバージョン番号が振られてい
る：変更が行われるたびにこのバージョン番号も上書きされ、
以前のバージョンからの最新の変更点については赤色で強
調される。バージョン番号の数字の後にアルファベットが振
られている場合、例えばバージョン 1.1a などと書かれてい
る場合、これはその言語独自のバージョンであることを表し、
翻訳上の不具合や誤記についての訂正が追加されている。

エラッタ
12,16,22,27,34,35,36,39,55,58ページ–アビリティ
『テレポート強襲』、『ジャンプパック強襲』、『猛禽の強襲』、
『魔炎の強襲』の説明文
3 文目を以下のように変更する： 
“その際はこのユニットをあらゆる敵兵から9mvより遠く離
れた好きな地点に配置すること。”

14ページ–サイフェル、アビリティ
以下のアビリティを追加する： 
“我は傀

く ぐ つ

儡にあらず：サイファーは渾
ケ イ オ ス

沌とキャラクターのキー
ワードを有しているが、『召喚儀式』アビリティを使用するこ
とはできない。”

21ページ–ディーモンプリンス
ウォーギア・オプションの第 3 項目を以下のように変更する： 
“翼を装備可能（パワーレート＋１）。”

30,58,59ページ–アビリティ『恐るべき耐久力』
説明文を以下のように変更する： 
このユニット内の兵が【傷】を1 ポイント失うたび D6 を振れ。
出目が 5 か 6 だった場合、その兵は【傷】を失わない。

38ページ–ケイオスプレデター ,ダメージ表の【傷】残量
1 行目を “6-11+” 
2 行目を “3-5” にそれぞれ変更する。

45ページ–ワールドイーターの軍勢
1 文目を以下のように変更する： 
“pg16-42 の大

ヘレティック・アスタルテス

逆者のアーミーリストにデータシートが記載
されているユニットは、ワールドイーター兵団として扱うこと
ができる。”

45ページ–コーン神の従僕
以下の文を段落の最後に追加する： 
“ユニットがティーンチ、ナーグル、スラーネッシュのうちい
ずれかのキーワードを持っている場合、そのユニットをワー
ルドイーター兵団に迎えることはできない” 

51ページ–アーリマン ,ウォーギア・オプション
第 1 項目を以下のように変更する：
“•  ディスク・オヴ・ティーンチに騎乗可能（パワーレート+2）”

52ページ–エグザルテッド・ソーサラー ,ウォーギア・
オプション
第 1 項目を以下のように変更する：
“•  ディスク・オヴ・ティーンチに騎乗可能（パワーレート+2）”

以下の項目を追加する： 
“・フォースステイヴをフォースソードに交換可能”

57ページ–デスガード・アーミーリスト
以下の項目を追加する： 
ソーサラー（パランクィン・オヴ・ナーグル騎乗）（24 ページ）

45ページ–エンペラーズ・チルドレンの軍勢
1 文目を以下のように変更する： 
“pg16-42 の大

ヘレティック・アスタルテス

逆者のアーミーリストにデータシートが記載
されているユニットは、エンペラーズ・チルドレンー兵団とし
て扱うことができる。”

63ページ–スラーネッシュ神の従僕
以下の文を段落の最後に追加する： 
“ユニットがコーン、ティーンチ、ナーグルのうちいずれか
のキーワードを持っている場合、そのユニットをエンペラー
ズ・チルドレン兵団に迎えることはできない”

68ページ–共通アビリティ
アビリティ『運命の構築者』を削除。

68ページ–共通アビリティ
アビリティ『朧げなる姿』の説明文を以下のように修正する： 
“このアビリティを持つティーンチ・ディーモンの兵は、スペ
シャルセーヴ値を用いて行うセーヴィングの結果に +1 の修
正を受ける。”

68ページ–共通アビリティ
以下のアビリティを追加する： 
“恐るべき耐久力：このアビリティを持つナーグル・ディーモ
ンの兵が【傷】を 1 ポイント失うたび D6 を振ること。出目
が 5 か 6 だった場合、その兵は【傷】を失わない。”

69ページ–ナーグル神のサイキック体系、『猛毒の祝福』
このパワーの説明文の末尾の 2 文を以下のように変更する： 
“次の自軍側サイキックフェイズ開始時まで、選択されたユ
ニットが白兵戦フェイズ中に行うダメージロールの結果は +1
の修正を受ける。さらに、次の自軍側サイキックフェイズ開
始時まで、選択されたユニットが白兵戦フェイズ中に行うダ
メージロールで 7+ を出した場合、そのヒットの【ダメージ】
は x2 の修正を受ける。”
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74,75ページ–ヘラルド・オヴ・コーン ,ヘラルド・オヴ・
コーン（ブラッドスローン騎乗）,ヘラルド・オヴ・コーン
（ジャガーノート騎乗）,アビリティ『コーン神の御使い』
このアビリティの名前を『コーン神の力場』に変更する。

75ページ–ブラッドレター
このユニットのパワーレートを” 4” に変更する。

ユニット構成の第 2 文を以下のように変更する。 
“さらにこのユニットにはブラッドレターを 10 体まで（パワー
レート+4）、あるいは 20 体まで（パワーレート+8）追加
可能だ。”

80ページ–カイロス・フェイトウィーヴァー
アビリティに『朧げなる姿』（68 ページ）を追加する。

82,83ページ–ヘラルド・オヴ・ティーンチ ,ヘラルド・
オヴ・ティーンチ（ディスク騎乗）,ヘラルド・オヴ・ティー
ンチ（バーニング・チャリオット騎乗）,ヘラルド・オヴ・
ティーンチ（バーニングチャリオット騎乗）,アビリティ
『ティーンチ神の御使い』
このアビリティの名前を『ティーンチ神の力場』に変更する。

84ページ–ホラー ,魔力の顕現
アビリティの説明文を以下のように変更する： 
“魔力の顕現：ホラーのユニットは各自軍側サイキックフェイ
ズに 1 つまでのパワーの発動を試みられ、各敵軍側サイキッ
クフェイズに妖術抵抗判定を 1 回行える。ただしサイキック
テストや妖術抵抗判定を行う場合は、D6 を 1 個だけ振って
その出目を適用せよ。それゆえホラーが1や6のゾロ目によっ
て『歪みの脅威』を引き起こすことはない。さらに、10 体
未満のピンクホラーしか含んでいないホラー・ユニットが『猛
撃』のサイキックパワーを発動した場合、D3 ポイントではな
く! ポイントの致命的ダメージを与える。

91ページ–ヘラルド・オヴ・ナーグル ,アビリティ『ナー
グル神の御使い』
このアビリティの名前を『ナーグル神の力場』に変更する。

91ページ–プレーグベアラー
このユニットのパワーレートを” 4” に変更する。

ユニット構成の第 2 文を以下のように変更する。 
“さらにこのユニットにはプレーグベアラーを 10 体まで（パ
ワーレート+4）、あるいは 20 体まで（パワーレート+8）
追加可能だ。”

97,98,99ページ–ヘラルド・オヴ・スラーネッシュ,
ヘラルド・オヴ・スラーネッシュ（スティード騎乗）,ヘラ
ルド・オヴ・スラーネッシュ（シーカーチャリオット騎乗）,
ヘラルド・オヴ・スラーネッシュ（エグザルテッド・シーカー
チャリオット騎乗）,アビリティ『スラーネッシュ神の御使
い』
このアビリティの名前を『スラーネッシュ神の力場』に変更する。

98ページ–ヘラルド・オヴ・スラーネッシュ（シーカーチャ
リオット騎乗）
ウォーギアオプション 
項目を以下のように変更する： 
“・苦痛の鞭を装備可能。”

99ページ–ヘラルド・オヴ・スラーネッシュ（エグザルテッ
ド・シーカーチャリオット騎乗）
ウォーギアオプション 
項目を以下のように変更する： 
“・苦痛の鞭を装備可能。”

99ページ–デモネット
このユニットのパワーレートを” 4” に変更する。

ユニット構成の第 2 文を以下のように変更する。 
“さらにこのユニットにはデモネットを 10 体まで（パワーレー
ト+4）、あるいは 20 体まで（パワーレート+8）追加可能だ。”

105ページ–ディーモンプリンス・オヴ・ケイオス ,能力値
【傷】を “8” に変更する。

109ページ–レネゲイドナイト,イカルス型ツインオートキャノン
この武器の【種別】を『ヘヴィ4』に変更する。

109ページ–レネゲイドナイト,イカルス型ツインオートキャノン
アビリティ『ナイト級タイタン』の 2 文目を以下のように変更する： 
“レネゲイドナイトは退却移動においてインファントリーの敵
兵を飛び越えるように移動することが可能である（ただしあ
らゆる敵兵から1mvより遠く離れた地点で移動を終了する
こと）。”

109,128ページ–サーマルキャノン
この武器の種別を『ヘヴィ6』に変更し、アビリティを以下
のように変更する： 
“攻撃対象が射程の半分以内の距離にいる場合、【ダメージ
値】を判定するダイスを 2 個ロールして最も低い出目を取り
除くこと。”

118ページ–ユニット,ソーサラー（パランクィン・オヴ・
ナーグル騎乗）
ポイントコスト/ 兵を “123” に変更する。

118ページ–ユニット,ソーサラー（スティード・オヴ・
スラーネッシュ騎乗）
ポイントコスト/ 兵を “115” に変更する。

118ページ–ユニット,ソーサラー（ジャンプパック装備）
構成人数を “1” に、 
ポイントコスト/ 兵を “114” にそれぞれ変更する。

118ページ–ユニット,ソーサラー（ジャガーノート・オ
ヴ・コーン騎乗）
この項目を削除する。

118ページ–ポイントコスト
ツァーンゴール（構成人数 10-30 体、7 ポイント/ 兵）の
行を追加する。

118ページ–スペシャルキャラクター
ラベル右側を以下のように変更する： 
“ポイント/ 兵（武器のポイントは加算済み）”

121ページ–混沌の掩蔽壕のポイント
ヘヴィボルターのポイントを “8” に変更する。
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123ページ–イコルキャノン
【武器種別】を “ヘヴィD6” に変更し、 
【アビリティ】を” -” に変更する。

FAQ
Q: アビリティ『全ては灰になった』が発動した場合、スペ
シャルセーヴィングの結果も+1 される？
A: される。ただし【ダメージ値】が 1 であるような攻撃に
対してのみ発動するという点は変わらない。

Q: 【ダメージ値】が D3 あるいは D6 であるような攻撃の
うち、与えるダメージが 1 ポイントになったような攻撃に対
し、アビリティ『全ては灰になった』は発動できる？
A: できない。それらの攻撃の【ダメージ値】はあくまで D3
や D6 であり、1 ではないからだ。さらに言うならば、【ダメー
ジ値】の判定ロールはセーヴィングの後に行われる（そこか
ら遡ってセーヴィング結果に影響を与えることはできない）。

Q: イズマリーンは、潰走した兵についても『破滅への狂
騒曲』アビリティを使用できる？
A: できない。このアビリティは兵が戦死した場合にのみ使
用可能だ。

Q: ノイズマリーンが『破滅への狂騒曲』アビリティを使用
する場合、この兵は射線の通っている中から好きなユニッ
トを攻撃対象に選べるの？　それともその兵を戦死させた
ユニットを攻撃対象に選ばなきゃダメ？
A: 射線の通っている中から好きなユニットに対して射撃を行
える。

Q: 1 回の攻撃で複数のノイズマリーンが戦死した場合、
『破滅への狂騒曲』アビリティを使用するノイズマリーンは
それぞれグレネードを使用できる？　それともグレネードを
使用できるのは 1 体だけ？
A: それぞれの兵がグレネードを使用できる。

Q: ノイズマリーンが敵ユニットの 1mv 以内で戦死した場
合、この兵は『破滅への狂騒曲』アビリティで 1mv 以内
の敵ユニットを射撃できる？
A: その通りだ。ただしその場合はピストルを使用しなければ
ならない。

Q: ノイズマリーンが白兵戦フェイズ中に戦死し、この兵
が『破滅への狂騒曲』アビリティを使用して帝国ユニット
に対して射撃を行い、さらにそのヒットロールの結果が 6+
だった場合、『偽りの皇帝に死を』アビリティによってこの
兵は同じ武器で 1 回の追加攻撃を行えるの？　この武器は
射撃武器だけど……。
A: 行える。そのような状況においては、ヒットロール結果で
6+ を出すたび、追加で 1 回のヒットロールを行える。

Q: 白兵戦フェイズにおいてポクスウォーカー・ユニットが
ネクロン・ウォリアーを戦死させた場合、どうなる？　ネク
ロン・ウォリアーは復活する可能性があるけど、それでも
ポクスウォーカーの兵数は増えるの？
A: 通常通りポクスウォーカー・ユニットにはポクスウォーカー
が追加される。そしてネクロン側プレイヤーの次のターン開
始時にも、通常通りネクロン・ウォリアーの機体再生プロト
コルの判定を行う（つまり双方のプレイヤーにユニットの兵
数増加および回復のチャンスが存在する）。

Q: スカルブランドが、最低移動距離を有する兵（フライヤー
など）の 8mv 以内におり、かつその兵が移動フェイズ開
始時に敵ユニットの 1mv 以内にいる場合、どうなる？　こ
のユニットは退却を行えず、最低移動距離を移動すること
もできないため全滅するの？
A: その通りだ。そのユニットは全滅する。

しかし注意が必要なのは、フライヤーの中には、発動したター
ンの間は最低移動距離を無効化するものも存在する（ストー
ムレイヴン・ガンシップの『ホバー飛行』アビリティなど）。
こうしたユニットが上記のような状況に陥った場合は、墜落
を避けるためにこうしたアビリティを発動することをオススメ
する！

Q: マッチプレイにおいて、アビリティ『スクラタ＝プの妖術
爆撃』で自動的にサイキックパワーを発動する場合、その
ターン中に別のサイカーが同じサイキックパワーの発動を
試みることはできる？
A: できない。ただし『猛撃』のパワーだけは 1 つのターン
に複数回の発動が可能である。

Q: バーニングチャリオットのクルーとして 3 体のブルーホ
ラーを選択した場合、ホラー・ユニットのデータシートに
記載されているブルーホラーを 3 体このユニットに追加し、
混成ユニットを形成するの？
A: そうではない。このオプションはバーニングチャリオットの
キットに付属しているブルーホラーのミニチュアをチャリオッ
ト上に置くものであり、ゲーム上ではバーニングチャリオット
の『忌 し々き合唱』を発動させるために用いられる。

Q: 『〈歪み〉の刻』のサイキックパワーを発動した場合、こ
のターン中に増援として到着したユニットをパワーの対象と
して選択できる？
A: できない。

Q: 『〈歪み〉の刻』のサイキックパワーを発動し、ユニット
をサイキックフェイズ中に移動させた場合、続く射撃フェイ
ズにおいてヘヴィウェポンで射撃する際に、移動後の射撃
によるペナルティを受ける？
A: 受ける。

Q: 大
ヘレティック・アスタルテス

逆者のキャラクターも『召還儀式』でディーモンを
召喚できる？　それともディーモンのキャラクターだけ？
A: 大

ヘレティック・アスタルテス

逆者のキャラクターを含む、あらゆる渾
ケ イ オ ス

沌のキャラク
ターは『召喚儀式』を試みられる。
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Q: ヘラルド・オヴ・ナーグル（パランクィン騎乗）のデー
タシートが見つからないけど、この兵をバトルで用いるには
どのデータシートを使えばいい？
A: 『インデックス：ケイオス』のエピデミウスのデータシート
を使用すること。

Q: ウォースミスのデータシートが見つからないけど、この
兵をバトルで用いるにはどのデータシートを使えばいい？
A: インデックス：ケイオス』のケイオスロードのデータシー
トを使用すること。この兵にはパワーフィストを装備させること

（実際のミニチュアはサーボアームを装備しているが、便宜
上ウォースミスによる攻撃はパワーフィストによるものとして
解決しよう）。


