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オフィシャルアップデート　バージョン1.2a

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
2 ページ – 戦いの道具 
2 文目を以下のように変更する： 
“ウォーハンマー 40,000 における長さは mv（25.4ミリメー
トル）という長さで表される。”

3 ページ – 退却 
2 文目を以下のように変更する： 
“退却を行う場合、そのユニットはあらゆる敵兵から1mvよ
り遠く離れた位置で移動を終了しなければならない。”

4ページ – リロール
この文章を以下のように変更する：
“ルールの中にはダイスロールのリロールを許可するものも
ある。その場合、プレイヤーはこのダイスロールのうちいくつ
か、もしくはすべてのダイスをもう1回リロールすることができ
る。ルールの中には複数のダイスのロール出目を足し合わせ
たロール結果（2D6, 3D6など）のリロールを許可するものも
あるが、その場合、特別な記載がない限り、これらのダイスは
すべてまとめてロールせねばならない（一部のダイスだけをリ
ロールすることはできない）。1個のダイスを2回以上リロール
することはできず、リロール前のダイスに適用されていた修正は

（あれば）、リロール後にも適用される。”

7 ページ – ダメージの割り振り 
1 文目を以下のように変更する： 
“ダメージの割り振り：攻撃がダメージを与えることに成功し
た場合、攻撃対象ユニット側のプレイヤーは、ユニット内の
好きな兵にダメージを割り振ること（攻撃側ユニットから見
て射程外であったり射線の通っていない兵に対してもダメー
ジを割り振ることは可能である）。”

7ページ – ダメージの無効化
このページに以下の項目を新設する：
“ダメージの無効化 
ユニットの中には、【傷】を失うたびに判定を行い、判定に成
功すればそのダメージを無効化するようなアビリティを持つ
ものもある（『恐るべき耐久力』『肉体は脆弱なり』『頑強なる
生存者』など）”。プレイヤーがこれらのアビリティを2種類以

上保有していた場合、プレイヤーはそのうち1種類のアビリ
ティのみ発動できる（【傷】を失うたびに選択してよい）。

8 ページ – 警戒射撃 
3 文目を以下のように変更する： 
“敵軍の突撃フェイズに行われるという点、そして射撃する
兵の【射】およびあらゆる修正を無視して出目 6 のみでヒッ
トするという点を除き、警戒射撃は通常の射撃と同様に解
決される。”

9ページ – クロースコンバットウェポン
第2文を以下のように変更する:
“あらゆる兵は、自身が装備する他のあらゆる武器に加え、1
個のクロースコンバットウェポンを装備しているものとみなさ
れる。クロースコンバットウェポンの能力値は以下の通りだ”

9ページ – クロースコンバットウェポン
【貫通】を0に変更する。

9ページ – 乗車
第1文を以下のように変更する：
“移動フェイズ中、ユニット内のすべての兵が味方兵員輸送ユ
ニット1個の3mv以内で移動を完了した場合、そのユニットは
その兵員輸送輸送ユニットに乗車することが可能である。”

9 ページ – 降車 
第 2 文を以下のように修正する： 
“ユニットが降車を行う場合、兵員輸送ビークルから3mv
以内、かつあらゆる敵兵の 1mv 以内に入らないような位置
に全ての兵を配置すること。”

12ページ – ウォーロード
第1文を以下のように変更する：
“アーミーを編成し終えたら、そのうちの兵 1 体を自軍の
ウォーロードに任命せよ（兵科が『防衛施設』であるよう
な兵をウォーロードに任命することはできない）。”

冊子版 14 ページ（PDF 版 13 ページ）——戦争あるのみ、
『パワーレベル』の 2 文目を以下のように変更する： 
“両アーミーのパワーレベルが等しかった場合は、戦場の分
割を行なった方のプレイヤーがアンダードッグとなる。”

FAQ
全般
Q: 「1mv以内」ってどういう意味？　距離が1mv未満って
こと？　それとも1mvを含めて1mv以下？
A: 1mvを含めた1mv以下の距離を表す。

Q: ルール上の「以内に完全に収まる」と「以内」の違いって
なに？
A: ルールの効果が一定の範囲「以内に完全に収まってい
る」ユニットや兵に効果をもたらすものである場合、その範囲
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以内にユニット全体/兵のミニチュア全体が完全に収まって
いる場合にのみ効果が適用される。一方で、範囲「以内」のユ
ニットや兵に効果をもたらすルールは、そのユニット/兵の一
部でも範囲以内に入っていれば効果が適用される。

例えば、ユニットはユニット内のすべての兵がエリア地形上、
もしくはエリア地形の範囲以内に居るならば、遮蔽物ボーナス
を得ることができる。この場合、ユニット内のすべての兵が、エ
リア地形上、もしくはベースの一部でもその範囲内にいるなら
ば、そのユニットは遮蔽物によるボーナスを得ることができる。

Q: 「最も近い」ユニット/兵に効果を及ぼすルールを使用す
る場合、最も近い距離に2つの対象が存在した場合、どちら
のプレイヤーがその対象を選択できるの？
A: 特別な記載がない限り、そのルールを使用したユニット側
のプレイヤーが選択する。

例えば、サイカーがサイキックパワー『猛
ス マ イ ト

撃』を発動したとし
て、術者から4mv離れた距離に2個の敵ユニットが存在した
とする。その場合、術者側のプレイヤーが、どちらのユニット
が最も近いか、すなわちどちらのユニットがこのサイキックパ
ワーの効果の対象となるかを選択できる。

同様に、自軍側射撃フェイズにおいて、射撃を行う兵から見て
10mvの距離にキャラクターと他の敵ユニットが存在した場
合、射撃側プレイヤーは射撃を解決する前にどちらのユニッ
トが攻撃側の兵に最も近いかを選択できる。すなわち望むな
らばそのキャラクターを攻撃することも可能なのだ。攻撃側
の兵から見て2体の敵キャラクターが等距離である（そしてそ
れより近い位置に他の敵ユニットが存在しない）場合、射撃
を行う兵側のプレイヤーは、その兵から見てどちらのキャラク
ターがより近い位置に存在するかを、その兵の射撃を解決す
る前に選択できる。ただし「2体両方が最も近くにいる」という
選択はできないため、兵の射撃をこれら2体の間で割り振るこ
とはできない。

そうしたルールの発生源がどちらのプレイヤーにも属してい
ない場合でない場合（ミッションルールによって巨大隕石が
無差別に落下してくる場合など）、プレイヤー間でロールオフ
を行い、その勝者が「最も近い」ユニット/兵の選択を行う。

Q: 配置や何らかの移動によって、1つのユニットが複数の
グループに分かれるように兵を配置することはできる？（そ
れぞれのグループ内の各兵は、そのグループ内の他の兵1
体の水平方向に2mv以内、垂直方向に6mv以内に居るも
のとする）
A: できない。ユニットは必ず単一のグループとなるように配
置および移動する必要がある。

Q: 自軍ユニットのうち1つが、1体の敵兵に対してのみ射線
が通っているような敵ユニットに対して射撃を行う場合、攻
撃を1回ずつ解決し、このユニットのすべてを解決し終える
前にその敵兵が戦死してしまったならば、残りの攻撃はどの
ように扱われる？
A: そうではない。攻撃対象ユニットに対する射撃側ユニット
の攻撃回数は、あらゆる攻撃が行われる前（すなわちあらゆる
ヒットロールが行われる前）のタイミングで確定する。たとえこ
れらの攻撃を1回ずつ解決し、射線が通っている唯一の敵兵
が戦死者として取り除かれたとしても、射撃側ユニットの残り
の攻撃の解決は継続されるのだ。

Q: 武器の能力値に修正を加えるようなルールについて、こ
れらの能力値がランダムな数値だった場合、修正はどのよう
に加えられる？　例えば、ルールによって武器の【ダメージ
値】が+1の修正を受けるとして、その武器の通常のダメージ
値がD3だった場合、修正後の能力値はどのようになる？
A: これらの修正はランダム数値がロールによって判定され
た後に適用される。上記の例で言うと、修正後の能力値は
D3+1となる。

Q: 敵キャラクターが自軍側ユニットに突撃する場合、突撃
を宣言した時点でその敵キャラクターよりも近い位置に射
線の通っている他の敵兵が存在したとしても、この自軍側ユ
ニットは警戒射撃を行える？
A: 行える。

Q: 策略『リロール命令（Command Re-roll）』を、過去の
ダイスロールに対して発動することはできる？　例えば、自
分がサイキックテストを行い、その後に対戦相手が妖術抵
抗判定に成功した場合、この策略を使用することで元のサイ
キックテスト結果を向上させようと試みることはできる？
A: できない。プレイヤーはダイスロールの直後、あらゆる処理
が行われる前のタイミングでこの戦術を発動しなければなら
ない。

Q: インファントリー以外のユニット（ビークルやモンスター
など）が木立や廃墟などによって遮蔽物によるボーナスを得
ようとする場合、それらの地形によってミニチュアの50%以
上が覆い隠されているならば、それらの地形のエリア内にユ
ニットが収まっていなくとも遮蔽物によるボーナスを得るこ
とができる？
A: できない。インファントリー以外のユニットが遮蔽物によ
るボーナスを得るためには、以下の2つの条件を満たす必要
がある。

•  そのユニット内のすべての兵がそのエリア地形の上もしくは
内部に存在すること。

•  攻撃側の兵から見てそのユニットの50%以上が覆い隠さ
れていること（何によって覆い隠されているかは問題ではな
く、覆い隠されているかどうかのみが問題になる）。

Q: 自軍側と敵軍側のインファントリー・ユニット1個ずつ
が、互いに1mv以内の距離におり、なおかつどちらも同一の
エリア地形の内部にいたとする。その場合、どちらのユニッ
トも、相手のピストルによる射撃攻撃に対して遮蔽物による
ボーナスを得ることができる？
A: できる。

Q: 射撃フェイズ時、ピストルを装備している自軍側ユニット
が敵ユニット1個の1mv以内にいたとして、しかしその自軍
側ユニットの兵のうち何体かにとって最も近いユニットが別
のユニット（その自軍側ユニットの1mv以内にいないユニッ
ト）であった場合、その兵の射撃対象はどのユニットにな
る？
A: 「最も近いユニット」はユニット内の各兵について別々に
判定し、なおかつその際攻撃対象のユニットが攻撃側ユニッ
トの1mv以内にいる必要はない（このような状況において、攻
撃対象のユニットが他の味方ユニットの1mv以内にいたとし
ても射撃を行うことは可能である）。
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Q: 『予備戦力』（Reserves）ルールを用いるナラティヴプレ
イ用ミッションにおいて、ターミネイターのようにバトル中に
戦場に配置できるようなアビリティを持つユニットはどのよ
うに扱われる？　これらのユニットはアビリティの説明通り
好きな移動フェイズの終了時に戦場に配置できる？　それ
とも『予備戦力』から到着するタイミングでしか戦場に配置
できない？
A: ユニットが戦場以外の場所（テ

テレポータリウム・チャンバー

レポート室など）に配置さ
れた場合、そのユニットは予備戦力から到着するタイミングで
のみ戦場に配置可能である。

Q: ルールの中にはバトル中にユニットに兵を追加できるよ
うなルールもあるけど（ポクスウォーカーの『歩き膿疱の呪
い』アビリティなど）、その場合それらの兵はどの地点に配置
される？
A: 特別な記載がない限り、これらの新しい兵はあらゆる敵
兵から1mvより遠く離れ、なおかつ新しい兵が所属するユ
ニットにそのフェイズの開始時時点で存在した兵との間に隊
形を維持できるような位置に配置される。なお、ユニットに追
加された兵を上記のルール通りに配置できるだけのスペース
が存在しない場合、それらの兵は配置されない。

Q: あるコデックスに収録されている策略を、他のコデックス
に収録されているユニットに対して発動することはできる？
A: 可能だ。ただしその策略の対象となるユニットは適切な
キーワードを有している必要がある（ただし『コデックス：ケイ
オスディーモン』および『コデックス：ティラニッド』はこのルー
ルの例外である。詳しくは該当するコデックスのFAQ&エラッ
タを参照すること。）

例えば、『コデックス・ケイオススペースマリーン』に収録されて
いる策略『叛逆の大波』は、1つのバトルフォージド・アーミー
内にアルファレギオン・デタッチメントと（『コデックス：デス
ガード』に収録されている）デスガード・デタッチメントの両方
が入っているならば、デスガード・デタッチメント内のケイオス
カルティスト・ユニットに対しても発動することが可能である。

なお、策略にアクセスするための条件は、適切な陣営のデタッ
チメントが自軍側アーミー内に存在することのみである。

Q: マッチプレイ用ルール『戦略的規律』（Strategic 
Discipline）を考える上で、異なるコデックスに収録され
ている同名の策略（『コデックス：ケイオススペースマリーン』

『コデックス：デスガード』『コデックス：サウザンド・サン』に
収録されている策略『永年の抗争の古参兵』など）は同一の
策略とみなされる？
A: 見なされる。

Q: マッチプレイ用ルール『戦術的予備戦力』（Tactical 
Reserves）を考える上で、配置後に分離し別個のユニット
と見なされるようなユニット（メクガンとグロットクルー、タ
ウ・バトルスーツとドローン、『ビークルスカッドロン』アビリ
ティを持つユニットなど）は1個のユニットとみなされる？　
それとも複数のユニットとみなされる？
A: 『戦術的予備戦力』ルールを考える上で、これらのユニット
は1個のユニットとみなされる。

Q: 「第1バトルラウンド開始時、第1ターン開始前のタイミン
グ」で発動するような策略やアビリティ（『コデックス：ケイオ
ススペースマリーン』に収録されている策略『先攻潜伏』な
ど）を双方のプレイヤーが使用する場合、どちら側のアビリ
ティを先に解決する？
A: ルール上に特別な記載がない限り、プレイヤー間でロー
ルオフを行い、ロールオフの勝者から順番に、プレイヤー間で
交互に1個ずつこれらのルールを解決していくこと。

Q: 『全力移動』のルールによれば、ダイスを1個ロールし、
「その移動フェイズの間」、そのユニットの【移】にロール結
果分の数値を追加するということだけれども、もし何らかの
理由によって1つのユニットを1つの移動フェイズにおいて
全力移動後に通常の移動を行わせることとなった場合、全
力移動によってユニットの【移】に加算された数値はその後
の通常の移動にも適用される？　例えば、【移】6mvのユ
ニットが居たとして、そのユニットが全力移動をしたとする。
ロール結果が6であった場合、このユニットの【移】は12mv
となる。このユニットが同一のフェイズ中に再度移動を行っ
た場合、このユニットの【移】は12mvのままであり、最大
12mvまで移動できる？
A: できる。ただし1つのユニットが同一の移動フェイズ中に2
回以上全力移動を行うことはできず、全力移動による【移】へ
の修正は1つのフェイズに1回のみ行われる。

Q: 策略のルール文に、「ターン開始時に発動可能。発動し
た場合、自軍のユニットを1個選択する」と書かれていた場
合、戦場に到着していないユニット（例えば初期配置時に
テ
テレポータリウム・チャンバー

レポート室に配置されたユニットなど）を選択することは
できる？
A: 策略のルール文に特別な記載がない限り、できない。

Q: 自軍側移動フェイズ終了時に増援を戦場に配置したとし
て、その後に『自軍側移動フェイズ中』に発動可能な策略を
発動できる？
A: 策略のルール文に特別な記載がない限り、できない。

Q: 策略の効果によって兵を戦場から取り除き、その兵を再
び配置した場合、その兵に適用されていた継続効果は保持
される（例えば、何らかのアビリティの結果で与えられた能
力値へのボーナスなど）？
A: されない。

Q: ユニットが突撃移動を宣言し、突撃に失敗した場合、こ
のユニットは突撃したものとして扱われる？　例えば、突撃
移動に失敗したユニットは接敵移動や（場合によっては）再
編移動を行える？
A: 突撃移動を行ったユニットのみが突撃したものとみなされ
る。ユニットが突撃に失敗した場合、そのユニット内のどの兵
も突撃移動を行なうことはなく、それゆえに突撃したものとは
見なされない。その場合、白兵戦フェイズにおいてこのユニッ
トは白兵戦を宣言できず、接敵移動や再編移動を行なうこと
もない（敵ユニットがこのユニットの1mvに移動してきた場合
は除く）。
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Q: 飛行ユニットが、廃墟の上層階にいる敵ユニットに対し
て突撃を宣言した場合、続く突撃移動での突撃移動距離に
垂直方向の距離をカウントする必要はある？
A: ない。突撃移動において飛行ユニットは垂直方向の距
離を無視する。ただしその場合も、突撃を宣言するためには
突撃側ユニットが突撃対象の12mv以内にいる必要がある

（ベースからベースまでの高さ方向も含めた直線距離を測る
こと）。

Q: ユニットが、廃墟や帝
セ ク タ ー ・ メ カ ニ カ ス

国技術局管理区画の構造物と
いったエリア地形の上層階に完全に収まっているような敵
ユニットへ突撃を宣言したものの、その敵ユニットの1mv以
内で突撃移動を完了することが物理的に不可能である場合

（突撃側ユニットを配置するためのスペースが存在しない、
もしくはエリア地形用の拡張ルールにより突撃側ユニットが
上層階で移動を完了することが不可能である場合など）、そ
の突撃は失敗となる？
A: 失敗となる。

増援
Q: マッチプレイにおいて、ルールの効果によりバトル中に新
たなユニットが生み出され、自軍側アーミーへと追加された
場合、プレイヤーは自身の増援ポイントを消費する必要があ
る？
A: ある（そのルール文に特別な記載がある場合は除く）。こ
のプレイヤーが十分な増援ポイントを保有していなかった場
合、そのユニットを自軍側アーミーに追加することはできな
い。

Q: ルールの効果によりある兵を別の兵に変身させた場合、
より具体的に言うと、敵キャラクターを自軍のケイオスス
ポーンに変えた場合、そのケイオススポーンを自軍に加える
ためにはプレイヤーは自身の増援ポイントを消費する必要
がある？
A: 繰り返しになるが、ある（そのルール文に特別な記載があ
る場合は除く）。

Q: ルールの効果により、すでに存在するユニットに兵を追
加する場合、プレイヤーはそれらの兵についた自身の増援
ポイントを消費する必要がある？
A: ない（そのルール文に特別な記載がある場合、およびバト
ル開始時の兵数を超えるように兵を追加する場合は除く）。

増援のルールによれば、ユニットが増援として戦場に配置さ
れた場合、そのターンの間そのユニットは移動および全力
移動を行えないが、それ以外の行動（射撃、突撃など）は通
常通り行える。
Q: これらのユニットは突撃移動を行える？　接敵移動や
再編移動は？
A: すべて行える。これらのユニットは突撃の宣言と突撃移
動を行え、白兵戦を宣言した場合には接敵移動や再編移
動を行える。

Q: 何らかの手段（スウォームロードの『軍集団の主』や大
逆のサイキック体系のサイキックパワー『時

ワ ー プ タ イ ム

のひずみ』、『コ
デックス：ティラニッド』の策略『Metabolic Overdrive』
など）によってこれらのユニットに移動や全力移動を行わ
せることはできる？
A: できない。

ルールの中には、『コデックス：タウ・エンパイア』のEarly 
Warning Overrideや『コデックス：アデプトゥス・カストー
デス』の策略『Ever Vigilant』、『コデックス・スペースマ
リーン』の策略『アウスペクス走査』のように、増援として到着
した敵ユニットに対し、あたかも自軍側射撃フェイズである
かのように射撃を行わせる効果を持つものもある。
Q: 増援として到着したユニットがキャラクターであった
場合、そのユニットが射撃側から見て最も近い敵ユニット
でなかったとしても射撃を行える？
A: 行えない（射撃側ユニットの使用する武器に「最も近い
敵ユニットでなかったとしてもキャラクターを攻撃できる」
旨が記載されている場合は除く）。このルールは「あたかも自
軍側射撃フェイズであるかのように」解決され、それゆえ自
軍側射撃フェイズの制限は通常通り適用される。

Q: 増援として到着したユニットの内部に他のユニットが
乗車しており、なおかつ乗車しているユニットが配置後に
降車しなければならない場合（ドロップポッドやティラノサ
イトに乗車しているユニットなど）、射撃側のユニットは降
車してきたユニットに射撃を行える？
A: 行えない。ただし射撃側のユニットは、乗車中のユニット
が降車する前にドロップポッド/ティラノサイトへの射撃を行
うことが可能だ。

兵員輸送
Q: デタッチメントのルール文に「『専用輸送』以外のユニッ
ト1個につき『専用輸送』ユニット1個を編入可能」と書かれ
ていた場合、これは何を意味するの？
A: これはつまり、『専用輸送』兵科を持たないユニットをデ
タッチメントに1個編入するたび、『専用輸送』兵科のユニット
をデタッチメントに1個編入できるということだ。

Q: 兵員輸送ユニットの破壊によって生じる降車はどのよう
に解決されるの？
A: 破壊された兵員輸送ユニットからの降車は以下の手順に
従って解決される：

1.  その兵員輸送ユニットが『爆発』（およびそれに類する）アビ
リティを持っていた場合、爆発が発生するかどうかの判定
を行い、爆発した場合は周囲のユニットに対するダメージ
を解決する*。

2.  通常の降車ルールに従って、その兵員輸送ユニットに乗車
しているすべての兵をただちに降車させる。

3.  2の手順で降車した兵数に等しい個数のD6をロールする。

4.  ロール結果で1が出るたび1体の兵が戦死する。戦死する
兵は2の手順で降車した兵の中から選択する必要がある。
兵の選択は降車を行った側のプレイヤーが行うこと。

5. 破壊された兵員輸送ユニットが取り除かれる。

*  兵員輸送ユニットが爆発を起こした場合、そのユニットに乗
車している兵が爆発の影響を受けることはない（まだ戦場
に配置されていないため）。

例えば、5体の兵で構成されたタクティカル・スカッドと1体の
スペースマリーン・キャプテンが乗車しているレイザーバック
が破壊されたとする。このレイザーバックは『爆発』アビリティ
で6をロールし、6mv以内にいる各ユニットに対してD3ポイン
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トの致命的ダメージを与えた。レイザーバックの中に乗車して
いた6体の兵が降車し、D6を6個ロールする。そのうち2個で1
がロールされたため、2体の兵が戦死する。スペースマリーン
側のプレイヤーは戦死者としてタクティカル・スカッドの兵2体
を選択した。その後、レイザーバックのミニチュアは戦場から
取り除かれた。

Q: マッチプレイ用ルール『戦術的予備戦力』（Tactical 
Reserves）では、自軍側アーミー内のユニット総数のうち
半数以上を初期配置中に戦場へ配置しなければならない
と記述されている。もしアーミー内に、兵員輸送ユニットに
乗車しているユニットが存在したならば、それらのユニット
も初期配置時に配置しなければならないユニット総数を考
える上でカウントされる？　例えば、3個のユニットが乗車し
ているヴァルキリーがバトル中に戦場へ到着する場合、『戦
術的予備戦力』の条件を満たすためには何個のユニットを
初期配置中に配置する必要がある？
A: 乗車中のユニットも自軍側アーミーのユニットとしてカウ
ントされ、このルールの条件を考える上でもカウントされる。3
個のユニットが乗車している兵員輸送ユニットがバトル中に
戦場へ到着する場合、『戦術的予備戦力』の条件を満たすた
めには4個以上のユニットを初期配置中に配置する必要があ
る。同様に、3個のユニットが乗車している兵員輸送ユニット
を初期配置中に配置する場合、4個までのユニットを予備戦
力としてバトル途中に到着させられる。

Q: 兵員輸送ユニットが移動した場合、その兵員輸送ユニッ
トに乗車中のユニットも移動したものとして扱われる？
A: 扱われる。

Q: 『オープントップ』アビリティを有する兵員輸送ユニット
（トラックなど）がオーラアビリティの範囲内にいる場合、そ
の兵員輸送ユニットに乗車中のユニットにもアビリティの効
果は与えられる？
A: 与えられない。

Q: 『コデックス：クラフトワールド』の策略『Fire and 
Fade』や、『ソウルバースト』の追加移動などにより、自軍側
移動フェイズ以外のタイミングでユニットが兵員輸送ユニッ
トに乗車することはできる？
A: できない（そのルール文に、兵員輸送ユニットに乗車可能
であることが特別に記載されている場合は除く）

ユニットと武器のアビリティ
Q: 射撃側のユニットから射線の通っていない敵ユニットに
対しても攻撃を行える武器（モーターなど）を使用する場合、

【傷】10未満の敵キャラクターが最も近い敵兵でなかった
としても、これに対して攻撃を行える？
A: 行えない。

Q: オーラアビリティの中には範囲内のユニットにボーナス
をもたらすものが数多く存在するけれども、これらのボーナ
スは積み重なる（例えば2体の兵が同一のオーラアビリティ
を持っていたとして、両方の兵の効果範囲内に入っている兵
がうけるボーナスは2倍になる）？　
A: 特別な記載がない限り、積み重ならない。1体の兵が1種
類のオーラアビリティから受けられるボーナスは、何体の兵の
効果範囲内にいようとも1回分だけだ。

Q: 「射撃を行う代わりに」発動可能なアビリティ（『スモーク
ランチャー』など）は退却や全力移動を行ったターンや、敵
兵の1mv以内にいる状態でも発動できる？
A: できる。これらのアビリティは兵が射撃を行っていなけれ
ば発動可能であり、その兵が射撃を行うことができなかった
り、射撃を宣言することができない状態でも発動できる。

Q: オーラアビリティの中には、コミッサーの『規律のオーラ』
やチャプレインの『精神的指導者』のように、周囲のユニット
が自身の【気】ではなくこのキャラクターの【気】を使うことが
できるようにするものも存在する。しかし同時に【気】に修正
をもたらすようなアビリティも数多い。これらのルールはどの
ように相互作用し、どのような順序で変更や修正が適用さ
れるの？
A: 【気】への修正が最初に行われ、その後でキャラクターの

【気】への代替が行われる（すなわち【気】の代替を行う場
合、キャラクターの【気】への修正のみが適用される）

Q: 「初期配置中、両軍の配置が完全に終わった後で」配置
可能なアビリティ（ラットリングの『最高の狙撃地点』など）を
持つユニットが両軍に存在した場合、どちらのプレイヤーが
先にこれらのユニットの配置を行うの？
A: プレイヤー間でロールオフを行い、ロールオフの勝者から
順番に、これらのユニットを交互に配置すること。

Q: アビリティの中には、バトル途中にユニットをあらゆる敵
兵から9mvより遠く離れた位置に配置させられるようなも
のも存在する。そうしたアビリティを使ってユニットを可能な
限り敵ユニットに近くなるように配置し、その敵ユニットを突
撃対象として宣言した場合、突撃を成功させるための必要
出目は（修正は存在しないものとして）いくつになる？
A: 9だ。

Q: 『テレポート誘導装置』やサイキックパワー『無限の門』と
いったルールによってユニットを戦場から取り除き、再配置
した場合、これらのユニットはヘヴィウェポンの射撃を考え
る上で移動したものと見なされる？？
A: 見なされる。こうしたルールによって再配置されたユニット
は、増援として戦場に到着したユニットと同様に扱うこと。

Q: 移動フェイズ開始時に敵兵の1mv以内に居るようなユ
ニットを、『テレポート誘導装置』やサイキックパワー『無限
の門』といったルールによってユニットを戦場から取り除き、
再配置することはできる？
A: できる。

Q: 移動フェイズ開始時に敵兵の1mv以内におり、かつ移
動しなかったユニットが、『テレポート誘導装置』やサイキッ
クパワー『無限の門』といったルールによって戦場から取り
除かれ、再配置された場合、このユニットはこのターン中に
退却を行ったものと見なされる？
A: No.
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Q: レールライフルのように、通常のダメージに加えて致命
的ダメージをもたらすようなアビリティを持つ武器のアビリ
ティが発動したものの、「通常のダメージ」がセーヴィングに
よって防がれてしまった場合、それでも致命的ダメージはも
たらされる？
A: もたらされる。なお「通常のダメージ」が防がれなかった場
合、最初に「通常のダメージ」を対象ユニットに割り振ってから

（そして「通常のダメージ」の結果を適用してから）、その後で
致命的ダメージを与えること。

Q: アビリティや策略の中にはヒットロールで特定の結果
（6+など）を出した場合に追加ボーナスが与えられるよう
なものも存在する。これらの効果が適用されている状態で

「この武器は攻撃対象に自動的にヒットする」アビリティを
持つ武器を使用した場合、追加ボーナスの判定を行うため
にヒットロールをロールすることはできる？
A: できない。こうした武器による攻撃を解決する場合ヒット
ロールはロールされず、ヒットロール結果によるボーナスを受
けることもできない。

Q: ルール文に「このユニットはもう1回白兵戦を行える」と
書かれている場合、厳密には何を行えるの？
A: このユニットが白兵戦フェイズに行う手順をすべて繰り返
す。すなわちこのユニットについて白兵戦を宣言し、接敵移動
を行い、攻撃対象を選択し、白兵戦武器を選択し、白兵戦攻
撃を解決し、再編移動を行う。

Q: あるユニットが1回の白兵戦フェイズ中に白兵戦を2回
行えるアビリティを有していたとして（バーザーカーなど）、2
回目の白兵戦はどのタイミングで行われるの？
A: あるユニットの1回目の白兵戦と2回目の白兵戦は、あらゆ
る意味においてあたかも別々のユニットの白兵戦であるかの
ように扱われる。

例えばこのユニットがこのターン中に突撃していた場合、この
ユニットの1回目の白兵戦と2回目の白兵戦はいずれも突撃し
ていないユニットより先に行われる。このユニットがこのター
ン中に突撃していなかった場合、まず最初にこのターン中に
突撃したユニットが白兵戦を行い、次にプレイヤーはこのユ
ニットで1回目の白兵戦を行える。次に対戦相手が白兵戦を
行うユニットを宣言し、もう一度自分の手番が回ってきた時に
プレイヤーは再びこのユニットに白兵戦を行わせられる（1つ
のユニットの1回目の白兵戦と2回目の白兵戦の間に別の自
軍側ユニットの白兵戦を挟んでもかまわない。もちろん他に白
兵戦を行えるユニットが存在しない場合は除く）。

なお白兵戦の優先権に割り込むようなルール（策略
『Counter-Offensive』やスラーネッシュ・ディーモンのアビ
リティ『水銀の如き迅速さ』など）、はこれらのユニットの1回
目の白兵戦と2回目の白兵戦の間に使用することも可能であ
る。

Q: 白兵戦を2回行えるユニットが、突撃フェイズにおいて
1個の敵ユニットに突撃し、つづく白兵戦フェイズの最初の

「白兵戦」でその敵ユニットを全滅させ、2個目の敵ユニット
の1mv以内に再編移動を行った場合、2回目の「白兵戦」で
これらのユニットに攻撃を行うことはできる？
A: 突撃を行ったユニットは、突撃フェイズ中に2個目の敵ユ
ニットも突撃対象として宣言していた場合にのみ、2個目の敵
ユニットを攻撃できる。

Q: ユニットが「射撃を2回行える」アビリティ（モウガン＝
ラーの『死の旋風』アビリティやアグレッサー・スカッドの『炎
の嵐』アビリティなど）を持っていた場合、2回の射撃は同じ
対象に行う必要がある？　それとも別々の対象に行ってもよ
い？　そして2回の射撃は連続して行う必要がある？
A: 特別な記載がない限り、2回の射撃はそれぞれ別々のユ
ニットを対象にすることが可能である。2回の射撃は連続して
解決される。1回目の射撃を完全に解決してから2回目の射
撃を解決すること。

Q: 攻撃に異なる能力値を適用するようなアビリティ（キュレ
クサス・アサシンの『エーテリウム』アビリティなど）は、能力
値への他の修正（デュカーリの戦闘薬物『サーペンタイン』
など）より先に適用される？　それとも後に適用される？
A: このような攻撃を解決する場合、該当する能力値を新た
な数値に置き換えてから、新たな数値に修正を加えること。

上記の例で言うと、キュレクサス・アサシンを攻撃した兵
の【接】は『エーテリウム』により6+とみなされるが、その後

『サーペンタイン』によって5+に向上する。

Q: 1体の兵が2個のチェーンソードを装備している場合、そ
の兵は2回の白兵戦攻撃を追加で行える？
A: その通りだ（ただしどちらの追加攻撃もチェーンソードで
行うこと）。

Q: 『恐るべき耐久力』のようなアビリティは、致命的ダメー
ジによって減少した【傷】に対しても発動できる？
A: できる。

Q: マルネウス・カルガーの『アンティロカスの鎧』アビリティ
のように受けるダメージを半減（端数切り上げ）するアビリ
ティは、複数回の攻撃を同時に受けた場合にはどのように
機能する？　ダメージの合計値を半減するの？　それとも
それぞれの攻撃についてそれぞれダメージを半減する？
A: それぞれの攻撃について個別にダメージを半減する。

攻撃によるダメージは、1回の攻撃ごとに個別に与えられると
いうことを忘れないように。例えばマルネウス・カルガーがボル
トガン（【ダメージ値】1）によって4回のヒットを受け、それらの
ヒットがダメージロールに成功し、セーヴィングによっても防
がれなかった場合、カルガーは0.5ダメージ（切り上げによっ
て1となる）を4回受けたことになり、【傷】を4ポイント失う。

Q: セーヴィング結果に+1の修正を加えるようなアビリティ
は、通常のアーマーセーヴィングとスペシャルセーヴィング
の両方に適用される？
A: 特別な記載がない限り、適用される。

なお、遮蔽物によるアーマーセーヴィング結果への+1ボーナ
スはスペシャルセーヴィングには適用されないということを忘
れないように。

Q: アビリティによってユニットに妖術抵抗判定を行える能
力が付与された場合（フレッシュハウンドの『コーン神の首
輪』や、カノプテック・スパイダーの『薄暮のプリズム』など）、
その妖術抵抗判定の効果範囲はどうなる？
A: 24mvだ。
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Q: チェーンソードは以下のアビリティを有している。「装備
者が白兵戦を行うたび、この武器で1回の追加攻撃を行え
る」。例えば、1体のコーン・バーザーカーがチェーンソード
とチェーンアックスを装備していた場合、このコーン・バー
ザーカーはチェーンアックスで（【回】をすべて使って）2回
の攻撃を行なってからチェーンソードで1回の追加攻撃を
行える？　それともチェーンソードで追加攻撃を行うために
は、チェーンソードに白兵戦攻撃を1回以上割り振る必要が
ある？
A: このコーン・バーザーカーはチェーンアックスで（【回】を
すべて使って）2回の攻撃を行なってからチェーンソードで1
回の追加攻撃を行える。

Q: アビリティに「味方側」フェイズや「敵側」フェイズの限定
が存在しない場合、そのアビリティはあらゆる該当フェイズ
で効果を発揮する？（「白兵戦フェイズ開始時」に効果を発
揮するモータリオンの『万病の宿主』アビリティなど）
A: 発揮する。

ミッション
Q: 作戦目標マーカーとの距離を測定する場合、3次元的な
直線距離を測定する（垂直方向と水平方向の両方が距離と
してカウントされる）？
A: その通りだ。

Q: 『バトル開始前』に発動するアビリティやミッションは、具
体的にどのタイミングで発動する？
A: ミッションの『初期配置』ステップ開始時のタイミングでバ
トルが開始したものとみなされる。「バトル開始前」のタイミン
グで発動するアビリティや策略はすべてこれより前のタイミン
グで発動しなければならない。

なお双方のプレイヤーが「バトル開始前」に発動するアビリ
ティを有しており、なおかつその順番の解決方法が明示され
ていない場合、プレイヤー間でロールオフを行い、その勝者が
それらのアビリティの解決順を決定する。

Q: ミッションの『初期配置』ステップは、ルール上の「フェイ
ズ」として扱われる？
A: 扱われない。

それゆえマッチプレイ用ルール『戦略的規律』（Strategic 
Discipline）は、初期配置中に発動する策略には適用されず、
プレイヤーが望む限り何回でも発動することが可能である。
ただしその場合も発動のたびに司令ポイントを消費する必要
があり、その策略のルール文に「バトル中1回限り」と書かれて
いない場合に限る。

Q: ルールの中には、1つのユニットとして同時に配置される
ものの、配置後には複数の別個のユニットとして扱うよう指
示しているアビリティも存在する（『ビークルスカッドロン』や

『ドローン支援』）。勝利条件『先制打撃』を考える上で、これ
らのアビリティを持つユニットを「全滅」させるためには、そ
のユニット内に初期配置時点で存在していたすべての兵を
戦死させる必要がある？　それとも分離後のユニット1個を
撃破すればよい？
A: それらの兵は、戦場に配置されて以降はそれぞれ別個の
ユニットとして扱われるため、分離後のユニットを1個撃破す
れば『先制打撃』の条件を満たしたことになる。

Q: 『サドンデス』ルールを考える上で、『フライヤー』兵科の
兵員輸送ユニットに乗車しているユニットは、戦場にいるも
のとしてカウントされる？
A: されない。

Q: 『Spoils of War』ミッションをプレイする場合、こちら
側が『Priority Orders Received』をジェネレイトし、その
達成条件として『Secure Objective X』をジェネレイトし
たとして、対戦相手は『Priority Orders Received』を達
成することはできる？　もしくは自分が『Priority Orders 
Received』を破棄することはできる？
A: 対戦相手は『Priority Orders Received』を達成できず、
自軍側プレイヤーは通常通り『Priority Orders Received』
を破棄できる。


