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オフィシャルアップデート バージョン1.3a

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
14,15,17,27,30,38,53,89,95,97,98,102 ページ – 
アビリティ『隠密の達人』、『風の慟哭』、『バハロスの子ら』、

『そびえ立つ亡霊』、『影より来たる者』、『幽歩の外套』、『超
時空の狩人』『超次元の迎撃』、『つきまとう恐怖』、『大い
なる幻影』、『インヴェイジョン・ビーム』、『永久の門』
説明文に登場する “〜 mv 以上” という記述をすべて “〜
mvより遠く” に置き換えること。

15, 28, 114 – メルタボム
【射程】を “4mv” に変更する。

13,25 ページ – アビリティ『隠されし道を歩む者』
2 文目以降を以下のように変更する： 
“その場合、このユニットは第 1 バトルラウンド開始時、か
つ最初のターンが始まる前のタイミングでこのユニットは現
実宇宙に姿を現す。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。”

29 ページ – ウェイヴ・サーペント
アビリティ『サーペント・シールド』の 2 文目を以下のよう
に変更する： 
“さらに、ゲーム中 1 回限り、自軍側射撃フェイズにウェイヴ・
サーペントはサーペント・シールドのエネルギーを敵に向け
て放つことができる。”

29, 115 ページ – ツイン・スターキャノン
【ダメージ値】を “D3” に変更する。

32, 38, 115 ページ – スターキャノン
【ダメージ値】を “D3” に変更する。

47 ページ – ハモンキュラス
『悪意の坩堝』の最終文を以下のように変更する： 
“悪意の坩堝の力を解放した場合、この兵の 12mv 以内にい
る各サイカー・ユニットについて D6 をロールせよ。出目が 4+
ならば、そのユニットは D3 ポイントの致命的ダメージを受ける”

54 ページ – ラック , ウォーギア・オプション
第 2 項目を以下のように変更する： 
“・アコシストは『拷問武器』リストから装備を選択可能。”

以下の項目を追加する： 
“・アコシストはヘックスライフル、リキファイアーガン、スティ
ンガーピストルのうちいずれかを装備可能”

56, 57 ページ – ヴェノム、レイダー
『輸送人数』に以下の文章を追加する： 
“ヘリオンおよびスカージを輸送することはできない。”

58 ページ – リーヴァー
クラスター・カルトロップの説明文を以下のように変更する： 
“ユニットが退却を行なうとき、そのユニット内にクラスター・
カルトロップを装備した兵がいるならば、その兵の 1mv 以
内にいる各敵ユニットについて D6 をロールせよ。出目が
4+ ならば、その敵ユニットは 1 ポイントの致命的ダメージ
を受ける”

60, 120 ページ – ネクロトキシン・ミサイル
【種別】を “アサルトD6” に変更する。

64 ページ – ラヴェイジャー
アビリティ『ナイトシールド』の説明文を以下のように変更
する： 
“この兵は射撃武器に対して有効なスペシャルセーヴ値 5+
を持つ。”

64 ページ – ラヴェイジャー
以下のアビリティをデータシートに追加する： 
“浮遊：たとえベースが付属していても、この兵との距離や
射程は常にこの兵の車体から測定する”

71 ページ – ソリティア
陣営キーワードに〈仮面劇団〉を追加する。

76 ページ – 〈蘇りし者〉の軍勢
この段落を以下のように変更する：
“このアーミーがバトルフォージドであり、なおかつウォーロー
ドがイヴライネ、ヴィサルーク、インカーネのうちいずれかで
ある場合、プレイヤーはこれらの兵をクラフトワールド、ハー
レクィン、デュカーリのデタッチメント（それぞれ該当するコ
デックスにて定義されている）へ自由に編入できる。（ただ
し以下のユニットが編入されているデタッチメントは除く：ウ
ライエン・ラカルス、ドラツァール、マンドレイク、アヴァター・
オヴ・カイン、およびあらゆる〈ハモンキュラスの盟約団〉ユニッ
ト）。これらのユニットは、たとえマッチプレイ用ルール『Battle 
Brothers』を適用していたとしてもこれらのデタッチメントに
編入可能だ。
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イヴライネ、ヴィサルーク、もしくはインカーネがデタッチメン
トに編入された場合、そのデタッチメント内のあらゆるアエ
ルダリ・ユニットはインナーリのキーワードを得る。これら
のユニットは以下のアビリティを使用できず、さらにこれらの
アビリティを所持していないものとして扱われる：『古の厄災』、

『精神統一』、『湧き上がるようなクレッシェンド』、『苦痛こ
そわが力』。インナーリ・インファントリーおよびインナーリ・
バイクのユニットは『死せる魂を活力と為せ』のアビリティを
得る。このデタッチメントはいまだ元の陣営（クラフトワール
ド、ハーレクィンもしくはデュカーリ）のデタッチメントと見な
され続けるため、対応する陣営の策略やウォーロード能力、
レリックを使用することが可能である。しかしこれらのユニッ
トは対応するコデックスに記載されているデタッチメント・ア
ビリティ（Path of War, Craftworld Attributes, Masque 
Forms, Drukhari Obsessions など）を使用することはで
きない。

76 ページ – 死せる魂を活力と為せ
第一段落の最終文を以下のように変更する： 
“その場合、そのユニットはただちに以下の行動のうち1 つ
を行える（このターン中すでにその行動を行なっていたとし
ても）。射撃や白兵戦といったユニットの行動によってユニッ
トが全滅した場合、『ソウルバースト』はその行動が完全に
解決された後で発動する。” 射撃の場合であればその射撃
が完全に解決された後、白兵戦の場合であれば再編移動
も含むそのユニットの白兵戦手順が完了した後のタイミング
である。”

さらに以下の文章を追加する： 
“マッチプレイ：マッチプレイ形式でゲームを行う場合、自軍
側ユニットは、このターン中すでに味方ユニットが行なった
ソウルバースト・アクションと同じ種類のソウルバースト・ア
クションを行うことはできない。さらに自軍側ユニットは、敵
軍側ターン中にはいかなるソウルバースト・アクションも行う
ことはできない”

76 ページ – 蘇りし者のサイキック体系『不死鳥の言霊』
第一文および第二文を以下のように変更する： 
“『不死鳥の言霊』のワープチャージ値は 8 である。発動に
成功した場合、そのサイカーの 18mv 以内にいる味方イン
ナーリ・インファントリー・ユニット、インナーリ・バイク・
ユニット、インカーネのうち、このターンにまだ『ソウルバー
スト』を発動させていないものを 1 つ選択せよ。”

78 ページ – ヴィサルーク
以下のアビリティをデータシートに追加する： 
“フォースシールド：ヴィサルークはスペシャルセーヴ値 4+
を持つ。”

79 ページ – インカーネ
アビリティ『死から逃れることはできぬ』の 2 文目以降を以
下のように変更する： 
“バトル中にユニット（敵味方問わず）が全滅したタイミング
で、プレイヤーはインカーネを、その全滅したユニットがい
た地点に限りなく近く、かつあらゆる敵兵から1mvより遠く
離れた地点に配置してもよい。以降ユニット（敵味方問わず）

が全滅するたびに、プレイヤーが望むなら、インカーネを今
いる地点から取り除き、その全滅したユニットがいた地点に
限りなく近く、かつあらゆる敵兵から1mvより遠く離れた地
点に再配置してもよい。この方法で再配置されたインカーネ
はそのターンのあいだ突撃を行えない。。”

84 ページ – 機体再生プロトコル
4 文目を以下のように変更する： 
“機体再生プロトコルによって復帰した兵は、機体再生プロ
トコル以前からユニットにいた兵と隊形を維持するように、
かつあらゆる敵兵から1mvより遠く離れた地点に配置する
こと。”

86 ページ – 〈嵐の王〉イモーテクフ
【士気】を “10” に変更する。

93 ページ – カタコーム・コマンドバージ
属性キーワードに “キャラクター” を追加する。

93,96,98,103ページ – アビリティ『クォンタムシールド』
説明文を以下のように変更する： 
“この兵がセーヴィング失敗ダメージを受けるたび、そのヒッ
トのダメージ全体に対して D6 を 1 個ロールせよ。出目がそ
の攻撃の【ダメージ値】より低ければ、そのダメージは無
効化される（この兵が【ダメージ値】4 のセーヴィング失敗
ダメージを受けた場合、出目が 3 以下ならばその攻撃は無
効化される）。”

96,128 ページ – ヴォイドブレイド
説明文を以下のように変更する： 
“装備者が白兵戦を行うたび、この武器で 1 回の追加攻撃
を行うことができる。”

96 ページ – トライアーク・ストーカー
以下のアビリティをデーターシートに追加する： 
“爆発：この兵の【傷】が 0 ポイントまで減少した場合、こ
の兵を戦場から取り除く前に D6 をロールせよ。出目が 6 な
らばこのビークルは爆発し、6mv 以内にいる各ユニットは
D3 ポイントの致命的ダメージを受ける”

102 ページ – モノリス、ダメージ表
『射』の下の数値をそれぞれ”3+”、”4+”、”5+”に変更する：

102 ページ – モノリス、アビリティ『追放の門』
第 1 文を以下のように変更する： 
“敵ユニット（モンスターおよびビークルは除く）がこの兵
の 1mv 以内で突撃移動を終了した場合、追放の門を起動
してもよい”

104 ページ – テッセラクト・ヴォールト
アビリティ『ク＝タンの力』の 2 文目を以下のように変更する： 
“この兵は『ダメージ表』に記載されている数の、異なる『ク
＝タンの力』を各自軍側射撃フェイズに使用することが可能
だ。”

118 ページ – ユニット表、レイザーウィング・フロック
『ユニット構成兵数』を” 3-12” に、『ポイント/ 兵』を” 14”
に変更する。
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Page 120 – スティンガー・ピストル
説明文を以下のように変更する： 
“ビークル以外の敵兵に対しては 2+ でダメージロールに成
功する。ビークルに対しては 6+ でダメージロールに成功す
る。”

FAQ
クラフトワールド
Q: 『精神統一』アビリティを持っているユニットも、移動後
にヘヴィウェポンで射撃するときはヒットロール結果 -1 の
ペナルティを受けるの？
A: その通りだ。

Q: エルドラド・ウルスラーンが自軍側サイキックフェイズ中
にサイキックテストに 2 回成功し、サイキックパワーを 2 個
発動したとする。そのばあい、3 個目のサイキックパワー発
動を試みるためのサイキックテストに与えられるボーナスは
+1？　それとも+2？
A: +1 だ。

Q: フューガンの『揺るがぬ決意』のボーナスは、彼が『斃
れざる者』アビリティで無効化したダメージからも得ること
はできる？
A: できない。

Q: マッチプレイにおいて、第 3 バトルラウンド以降にスゥー
ピングホークの『スカイリープ』アビリティを使用してこ
のユニットを戦場から離脱させた場合、『戦術的予備戦力

（Tactical_Reserves）』のルールによってこのユニットは
全滅したとみなされるの？
A: そうはならない。『スカイリープ』アビリティを使用してい
るということは、このユニットはすでに第 3 バトルラウンド終
了時以前までに戦場に到着しているということを意味するか
らだ。

ただし、初期配置時にこのユニットが『バハロスの子ら』の
アビリティを使用して戦場外にて待機し、かつ第 3 バトルラ
ウンド終了時まで到着しなかった場合。マッチプレイにおい
てこのユニットは『戦術的予備戦力』のルールに従い全滅
したものとみなされる。

デュカーリ
Q: アーコンが致命的ダメージを受けた場合、シャドウ
フィールドは機能を停止する？
A: 停止しない。

Q: 1mv 以内にいる敵ユニットがピストルで射撃してきたと
き、ウィッチやヘカトリックス・ブラッドブライドの『回避』
アビリティは発動する？
A: しない。

Q: ヘイワイア・ブラスターでビークルに対して射撃し、ダ
メージロール結果が 4 だったとする。その場合、そのダメー
ジロール結果が通常の成功出目に達していなかったとして
も致命的ダメージを与えることはできる？
A: その通りだ。

インナーリ
Q: アエルダリ・サイカーがインナーリになり、インナーリ
のキーワードを得た場合、『蘇りし者のサイキック体系』に
アクセスできるようになる？
A: そうはならない。このサイキック体系からパワーをジェネ
レイトできるのはイヴライネとインカーネだけだ。

Q: インナーリ・ユニットが乗車している状態で兵員輸送ユ
ニットが破壊された場合、その乗車しているユニットは降車
後に『ソウルバースト』を発動できる？
A: できない。

Q: インナーリ・ユニットはあらゆるインナーリ・兵員輸送
ユニットに乗車できる？
A: できない。乗車するユニットと兵員輸送ユニットの双方
がインナーリのキーワードを得たとしても、その兵員輸送ユ
ニットの輸送人数や制限に変化はない。なので例えばイン
ナーリ・スターウィーヴァーが輸送できるのはあくまで「〈仮
面劇団〉・インファントリーを 5 体まで」で変わらない。

Q: ソウルバースト・アクションによって突撃フェイズ以外
のタイミングでインナーリ・ユニットが突撃を行った場合、
対戦相手のキャラクターはこのユニットの突撃移動に対し
て英雄的介入を行える？
A: 行えない。

ネクロン
Q: ネクロンの兵が機体再生プロトコルで復活した場合、
その兵の【傷】残量は何ポイントまで回復する？
A: 機体再生プロトコルで復活した場合、その兵は【傷】を
全て回復した状態で戦場に復帰する。

Q: 潰走したネクロンの兵についても機体再生プロトコルは
試みられる？
A: 試みられない。このアビリティが復活の対象とするのはバ
トル中に戦死した兵であり、潰走した兵は対象とならない。

機体再生プロトコルの対象外であることを分かりやすくする
ため、潰走したネクロンの兵は他の戦死者とは別の場所に
ひとまとめにしておくことをオススメする。

Q: 『クォンタムシールド』は致命的ダメージに対しても発動
できる？
A: できない。致命的ダメージは 1 ポイントずつ与えられ、

『クォンタムシールド』は 1 ポイントずつ与えられるダメージ
を防ぐことはできない。よって『クォンタムシールド』で致命
的ダメージを防ぐことはできない。

Q: 『ク＝タンの力』の 1 つである『星霜の矢』を、異なる【傷】
を持つ兵が混在しているようなユニットに対して使用した場
合、どうなる？ 
A: ロール結果が、ユニット内で最も高い【傷】を持つ兵の

【傷】より高かった場合、攻撃対象ユニット側のプレイヤー
が戦死する兵 1 体を選択する。


