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下記は、ウォーハンマー：エイジ・オヴ・シグマーのコアルー
ルに関する解説を Q&A の形式で記したものである。プレ
イヤーから寄せられた質問と、それらに対するルール考案
チームの回答およびルールの適用に関する詳細な解説が
記載されている。これらはゲームを始めるうえで大いに参
考になるだろう。なお、ゲーム開始前にプレイヤー同士で
協議を行い、双方の合意があればルールの一部を変えて
もいい（こうして変更を加えられたルールは、通常「ハウス
ルール」と呼ばれる）。

解説は定期的に更新され、ルールに変更があった場合、
該当箇所はマゼンタ色で記載される。また、日付に「改訂 2」
などのような注記がある場合、翻訳上の問題などで該当の
言語でのみ変更が加えられたことを意味する。

最も重要なルール
Q：対戦中に発生した問題について、ルールやここに記載
されている解説を読んでも解決策が見つからない場合はど
うすればいいですか？
A：ウォーハンマー：エイジ・オヴ・シグマーではその奥深
さ故に、解決が困難な問題に直面することも往々にしてあ
るだろう。そうした場合、プレイヤー同士で話し合いを行い、
双方にとって最も合理的（尚且つ楽しめるものであること！）
な解決策を用いるのが一番手っ取り早く最善と言える。ど
うしても解決策が見つからない場合はロールオフを行い、
その勝者の案に従う。そして引き続き対戦を楽しもう！

バトルプラン
Q：目標マーカーとして使うモデルは、情景モデルとして扱
われるのでしょうか？また、そのモデルはユニットの視界を
遮ったり、あるいは移動に影響したりしますか？
A：いずれも答えはノー。目標マーカーはあくまで目標の位
置を示すためのものだ。兵を移動させる際、目標マーカー
が邪魔ならどけても構わない。ただし、その目標の元々の
位置を正確に把握しておくこと。

Q：永久呪文モデルによって目標を掌握することはできます
か？
A：できない。ただし、自分のアーミーの兵と組み合わせ
て使う永久呪文モデル（「災いの旋風」など）は例外となる。

アーミー

Q：所持していないミニチュアに対して、代用品を使うこと
はできますか？例えば、スロータープリーストのミニチュア
をブラッドセクレイターに見立てて使う、あるいはハンマー・
オヴ・シグマーのテーマカラーで塗装したストームキャスト・
エターナルのミニチュアを別の聖隊のストームキャスト・エ
ターナルとして使う、といったことは可能ですか？
A：代用品の使用は基本的には推奨しない。対戦相手（時
には自分自身にも）に混乱を招き、ゲームの雰囲気を損なっ
てしまうためだ。代用品を使用する場合、必ず事前に対戦
相手の承諾を得ること。

Q：同一の固有キャラクター（ナガッシュやアーケィオンなど）
を複数体アーミーに組み込むことはできますか？
A：ピッチバトル・ルール（固有キャラクターは 1 体ずつの
みアーミーに組み込める）が適用されていないなら可能。
とは言え、オープン・プレイやナラティブ・プレイにおいても、
固有キャラクターは 1 体ずつというのが一般的なルールだ。
同じ固有キャラクターを複数体組み込んでしまうと、リアリ
ティが著しく欠けてしまうだろう。

Q：アーミー選択の際、そのアーミーに関する情報を対戦
相手にすべて伏せておくことはできますか？
A：ルールにそのような旨が記載されていない限り、不可能。

ウォースクロール
Q：1 体のユニットに対して 2 つのウォースクロールを所持
している場合、好きな方を選ぶことはできますか？それとも、
必ず直近のものを使用するべきですか？また、そのウォー
スクロールに対応する正誤表の使用は必須ですか？
A：ウォースクロールは必ず発行日が直近のものを使用す
る。正誤表についても、プレイヤーのどちらかが持ってい
れば、発行日が直近のものを使用する。なお、日付が記
載されたウォースクロールは日付がないものよりも直近の
ウォースクロールとして扱われる。日付がないウォースクロー
ルを 2 つ所持している場合は、任意のものを選ぶことがで
きる。

Q：一部のユニットは装備する武器を選択できますが（槍
もしくは剣といった具合）、ユニットに装備させる武器の組
み合わせは自由に設定できますか？例：8 体の兵が槍、12
体の兵が剣を装備
A：ウォースクロールの指示による。「ユニット」が武器を
選択できると記載されている場合、選択した武器をユニッ
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トの兵全員が装備することになる。「兵」が武器を選択で
きると記載されている場合、それぞれの兵に任意の武器を
装備させることができる。

Q：ユニットのリーダーに特殊な武器（大鎚など）を装備
させることはできますか？
A：できる。

Q :1 体のウォースクロールや忠誠アビリティのセットがコア
ルールと矛盾するルールを有している場合、これを使うこと
ができますか？例えば大司教クロォクには、ヒーローフェイ
ズにおいて「天空の解放」を 3 回まで詠唱を試すことが許
されるルールがあるのですが、これは各ターンに 1 回しか
呪文の詠唱を許可していないコアルールに矛盾しています。

A: ウォースクロールと忠誠アビリティのセットはコアルール
より優先される。そして通常は許可されないことも可能にな
る。大司教クロォクの場合、そのルールは彼には同一ター
ンで 3 回までの「天空の解放」の詠唱が許可されているこ
とを意味している。

Q: いくつかのウォースクロールは、「下記参照」とプロファ
イルに注記された武器を有していますが、そこには攻撃回
数が記載されていません。このような武器を使う時には、
どのくらいの攻撃ができるのですか？

A: これらのタイプの武器は攻撃を1 回することができる。
これはこの武器の値が記されたその下に記述されている
ルールに従うものだ。この武器の攻撃を調節するルールは
その武器に可能な攻撃数には影響しないことになることに
注意。

Q：多くのバトルトームはウォースクロールやウォースクロー
ル・バタリオン、忠誠アビリティに関するかつてのルールを
保有しています。これらのルールに、新しいウォースクロー
ルやウォースクロール・バタリオン、忠誠アビリティのルー
ルは取って代わるものなのでしょうか？

A: イエス。

ユニットおよび兵
Q：ヒーローもしくはモンスター（いずれも単一の兵）はユニッ
トとして扱われますか？
A：扱われる。

Q：兵の「向き」に関する制限はありますか？兵は、向いて
いる方向にしか射撃および移動を行えないのでしょうか？
A：いずれも答えはノー。

Q：一部のアビリティの説明文において「壊滅したユニット」
という表現がありますが、この「壊滅」の定義は何ですか？
A：ユニットに残っている最後の兵が戦死もしくは逃亡した
場合、そのユニットは「壊滅」となる。壊滅したユニットと
の距離を測定する際、最後の兵が戦死もしくは逃亡した場
所を測定地点とする。

Q：兵の配置および移動の際、他の兵の頭上またはそのベー
ス部分の上に置くことはできますか？
A：できない。ただし、守備隊のルールの適用外である情
景モデルであれば、その上に兵を置くことができる。

Q：戦場から離脱したユニットが復帰した場合、そのユニッ
トがアビリティや呪文などによって受けていたブースト効果
は失われますか？また、「戦闘中に 1 回のみ使用可能」な
アビリティの回数制限はリセットされますか？
A：戦場から離脱したユニットが復帰した場合、ブースト効
果は失われず、アビリティの回数制限もリセットされない。
ただし、戦死した兵が追加ユニットの一員として戦場に再
度配置される場合、ブースト効果は失われ、アビリティの
回数制限もリセットされる。

Q：一部のアビリティでは、相手の兵を移動させることが
できます。これはどのようにして行うのですか？
A：相手の兵を移動させる場合、ミニチュアに触れる前に
必ず相手の許可を取ること。許可が下りなかった場合、移
動させたい場所を相手に伝えるだけにして、移動そのもの
は相手に行ってもらう。

ダイスロール
Q：一部のアビリティは、成功もしくは失敗したダイスロール
を振り直せるという効果を持っています。この判定は、補正
適用前と適用後のどちらの出目に基づいて行うのですか？
A：リロールは補正適用前に行われる。従って、リロール
に対する判定は補正適用前の出目に基づいて行われる。
ただし、失敗したロールを振り直せるというアビリティの場
合、リロールを行う前に補正効果を考慮した方がいいだろ
う。例えば、成功条件が 4+であり補正効果 +1 が適用さ
れている状態で 3 が出た場合、リロールはしない方が賢明
と言える。わざわざそこで振り直さなくても、補正適用後
に成功判定となるからだ。

Q：一部のアビリティは「リロールできる」と記述されてい
ますが、リロールするかどうかを決めるのはどちらのプレイ
ヤーですか？
A：そのウォースクロールに対応するユニットを所持してい
るプレイヤーが決める。

Q：一部のアビリティに記述されている「ゾロ目」とは何で
すか？
A：2 つのダイスをロールして（2D6と呼ばれる）、それらの
出目が補正適用前の状態で同じ数字であること。

Q：一部のアビリティでは、任意の出目のダイスを選んだり、
変えたり、取り換えたりできます。これらを行うのは補正
適用前と適用後（もしくはリロール前とリロール後）のどち
らですか？
A：説明文に記載がなければ、リロールまたは補正適用の
前に行う。

Q：大司教クロォクやフェイトウィーヴァー、コヴン・スロー
ンなど一部のユニットは「ダイスを1 つリロールできる」と
いうアビリティを持っています。2D6 を振った際、その 1
つだけをリロールすることはできますか？また、このような
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リロールを相手に課すことはできますか？
A：上述のアビリティでは、2D6（あるいは 3D6 など）の
うちダイスを1 つだけリロールできる。そのアビリティの説
明文で、「任意の自分のダイス」ではなく「ダイス」とだけ
記述されている場合、相手にリロールさせることができる（そ
うした場合、相手は再度リロールすることはできない）。

距離

Q：一部のルールにおいて、兵またはユニットが一定の距
離の範囲内に「完全に入って」いなければならないと記述
されていることがあります。この「完全に入っている」とは
どういう意味ですか？
A：兵のベース部分が指定された距離の範囲内にすべて入
りきっている場合、当該兵はその範囲内に完全に入ってい
るということになる。そして、ユニットに属するすべての兵
のベース部分が指定された距離の範囲内に入りきっている
場合、当該ユニットはその範囲内に完全に入っているとい
うことになる。

Q：戦死した兵との距離を測定する際、その兵が既に戦場
外へいる場合はどうやって測定すればいいですか？
A：その兵のベース部分が置かれていた地点との距離を測
定しなければならないため、測定が終わるまではその兵を
置いたままにした方がいいだろう。もしくは、測定する時だ
けその兵を元の位置に戻してもいい。

Q：一部の呪文は効果範囲が指定されています（詠唱者か
ら18mv 以内のユニットに属する兵、あるいは詠唱者から
24mv 以内の任意の地点から3mv 以内にいるすべての兵、
など）。呪文の効果範囲を広げるアビリティを使用した場
合、上述の範囲はすべてその対象となりますか？
A：詠唱者を起点とする場合は対象となるが、特定の地点
を起点とする場合は対象外である。例えば、アビリティに
よって呪文の効果範囲が 6mv 増えたとする。質問文の前
者のケースであれば、詠唱者から 24mv 以内のユニットに
属する兵が呪文の効果を受ける。後者のケースでは、詠
唱者から 30mv 以内の任意の地点から 3mv 以内の兵が
呪文の効果を受けることになる。後者のケースを見て分か
る通り、詠唱者ではなく特定の地点を起点とする場合は、
範囲拡大の恩恵を受けないことに注意。

予備戦力
Q：予備戦力ユニット（天空の領域に配置されたユニットな
ど）の兵は、他のユニットに効果を及ぼす呪文やアビリティ
を使うことはできますか？
A：できない。他のユニットに効果を及ぼす呪文やアビリティ
を使えるのは、戦場に配置されている兵のみ。

Q：一部のアビリティでは、ユニットを戦場から取り除いて
再配置し、それをその移動フェイズにおける移動としてカウ
ントすると記されています。他のルールもしくはアビリティの
条件において、これらは移動を行ったユニットとしてみなさ
れますか？

A：ノー。当該の記述は、あくまでその後の移動を禁止す
るためのものにすぎない。

Q：他のユニットあるいは停泊しているカーラドロン・オー
バーロード・ユニットの内側に隠れるファナティックやアサ
シンなどのすべてのものは、予備戦力に数えることができ
るのでしょうか？
A:そうできるのはそれら兵が隠れているユニットが予備選
力である場合のみに限る。予備戦力ユニットとは戦場以
外の場所に配置されているユニットを指す。戦場にあるユ
ニットは、もしその兵自体が配置されていない場合であっ
ても、予備戦力ではない。

戦闘ラウンド
Q：第 1ラウンドにおいては、アーミーの配置を先に終えた
プレイヤーが常に先攻後攻の選択権を獲得するのですか？
それともロールオフが引き分けになった場合のみですか？
A：第 1ラウンドでは、アーミーの配置を先に終えたプレイ
ヤーが常に先攻後攻の選択権を得る。ただし、プレイ中
のバトルプランに特殊な指示があれば、それに従う。

指揮アビリティ
Q：日付が古いウォースクロールでは、指揮アビリティをど
のフェイズで使用できるか記載されていないことが多 あ々り
ます。このような場合、どのフェイズで指揮アビリティを使
用できますか？
A：使用するフェイズが記載されていない指揮アビリティは、
常に自分のヒーローフェイズ時に使用する。

Q：一部の指揮アビリティの説明文において、「指揮アビリ
ティを使用している兵」という表現があります。これは具
体的にどういう意味ですか？
A：指揮アビリティの使用時、その兵を起点として指揮アビ
リティの効果範囲を測定するということ。コアルールでは、
効果範囲の起点となる兵がその指揮アビリティの使用者と
なる。

Q：同一の兵に同一の指揮アビリティの使用を許可するた
めに、同一フェイズで 2 回以上、2 以上の司令ポイントを
消費できますか？

A: イエス。別途制限がある場合は除く。

移動フェイズ
Q：一部のアビリティでは、「移動フェイズ終了時」にユニッ
トを配置できます。そのユニットは、配置後ただちに通常
移動を行うことができますか？
A：できない。フェイズ終了時に発生する行動は、そのフェ
イズ中における通常の行動がすべて終了した後に行われ
る。移動フェイズの場合、フェイズ終了時の行動はすべて
の通常移動が終了した後に行われる。
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Q：ユニットを移動させる際、別の味方ユニットを飛び越え
ることはできますか？
A：別のユニットの兵たちの間に通れるだけの隙間があれ
ば、通り抜けることはできる。ただし、飛行能力を持たな
い限り、他の兵を飛び越えることはできない。

Q：兵は城壁などの情景モデルを上ることはできますか？
A：ゲームを遊びやすくするため、ルール上では兵はすべて
情景モデルを上ることができる。その際、現実的に上れる
高さまでに設定したほうがいいだろう。こうしたルールを適
用する時は、あくまで常識の範囲内で考えることが必要だ。

Q：情景モデルの高さが兵の移動力を越えている場合、複
数のターンにかけてその情景モデルをのぼることはできます
か？また、情景モデルを全力移動で上ることはできますか？
A：両方とも可能。高さのある情景モデルを上る場合、複数
のターンを費やす必要があるだろう（各ターンに上った高さ
を覚えておき、その距離や兵の視界を正確に測定すること）。

Q: 情景モデルに兵を突撃させた場合、突撃させる兵を立
てる場所がない場合、突撃移動を解決することはできます
か？
A: イエス。前述したように、シンプルさとプレイ上の簡便
さを図るため、兵たちはどのような情景モデルにも登ること
ができると認められている。そして移動の際はどの地点で
あっても移動を終了することができる。（兵がどれほどの高
さを登ったかを覚えておき、その兵へ、あるいはその兵か
らの距離と視認性を、まさにその地点に身を置いて計測す
る必要があることになる。）

Q：一部のアビリティでは「通常移動」を行った兵および
ユニットに言及していますが、全力移動や退却による通常
移動もこれに含まれますか？
A：含まれる。

Q：一部のアビリティで、飛行可能な兵が敵ユニットの兵
を飛び越えなければならない時があります。これは具体的
にどうやるのですか？

A：兵が他の兵を飛び越えるには、移動する兵のベース部
分の一部が、飛び越える兵のベース部分を一部でも飛び
越えなければならない。この判定を行うには、飛行してい
る兵の進路をたどり、移動中にベース部分が他の兵のベー
ス部分と一部でも重なるかどうかを確認する。また、飛行
可能な兵が敵兵のベース部分に重なる所まで移動し、そこ
から引き返した場合でも、「飛び越えた」ものとしてカウン
トされる。

Q: 飛行可能な兵は敵ユニットから 3mv 以内の地点で通
常移動もしくは退却を終えることはできますか？

A：できない。

Q：一部のアビリティはユニットの移動力を半減にしますが、
切り上げか切り捨てか明記されていません。その場合、端
数はそのままでしょうか？例えば、7mv の移動力を半減し

た場合、3.5となるのでしょうか？
A：いずれも答えはイエス。

Q：一部のアビリティでは、兵がシーケンスを無視してヒー
ローフェイズに移動できたり、特定の種類の移動（6mv の
退却移動など）ができたりします。こうした時に全力移動
は可能ですか？
A：アビリティの説明文に「通常移動」と記載され（「移動フェ
イズであるかのように移動」した場合も含む）、尚且つ移
動距離が明記されていない場合のみ全力移動できる。通
常移動に課される制限（敵から 3mv 以内の場所で移動は
できず、敵から 3mv 以内の場所から移動を開始する場合
は退却しなければならない）は他のフェイズで行われる通
常移動にも適用される。ただし、これらの制限は他の種
類の移動には課されない。

例えば、アビリティの説明文に「このユニットは通常移動
を行うことができる」と記述されている場合、そのユニット
は全力移動を行えるが、敵から 3mv 以内へは退却を除い
て移動できない。「このユニットは D6 移動できる」と記述
されている場合、そのユニットは全力移動を行うことはで
きないが、敵から 3mv 以内の場所へ移動できる。

Q：兵の移動後にアビリティが使用された際（兵が移動を
行える状態であることを前提として）、その兵をそのまま移
動させなかった場合、後でそのアビリティを使用することは
できますか？

A：できる。エイジ・オヴ・シグマーのルールでは、兵が
移動可能であるならば、「0mv 移動」とすることもできる。

接近戦フェイズ
Q：接敵移動開始時、最も近接している敵兵が味方兵にとっ
て到達不可能もしくは視認不可能でも、その敵兵を最も
近接している兵とみなすのでしょうか？
A：その通り。どの兵が最も近接しているのかは、あくま
で距離で判断する。その他の要素は関係ない。

Q：アビリティによってユニットが 3mv 以上接敵移動でき
る場合、そのユニットは敵から 3mv 以上離れていても接
近戦フェイズで接敵移動と攻撃を行うことができますか？
A：できない。ただし、アビリティに特殊な指示がある場
合を除く。

Q：アビリティの中に、接敵移動と攻撃を 2 回行えるものと、
接敵移動と攻撃を連続で 2 回行えるものがあります。この
違いは何ですか？
A：前者では、接近戦フェイズ中にそのユニットで攻撃を 2
回行うことができる。後者では、そのユニットで立て続け
に攻撃を 2 回行うことができる。前者の場合、自分の攻
撃終了後に相手が攻撃を行う機会を得ることになるが、後
者にはそれがない。

Q：2 つのグループに分裂したユニットが接敵移動を行っ
た場合、どうなりますか？
A：ユニットは必ず 1つのグループとして、接敵移動を含む
あらゆる種類の移動を終えなければならない。それが不可
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能な場合、そのユニットの兵は全員移動できない。

Q：一部のアビリティでは、ユニットが接近戦フェイズ開始
時／終了時に攻撃を行うことが可能に、あるいは強制され
ます。これは具体的にどういうことですか？また、2 体以上
のユニットがフェイズ開始時／終了時に攻撃を行わなけれ
ばならない場合はどうなりますか？
A：接近戦フェイズ開始時／終了時に攻撃を行うユニット
は、プレイヤーが他の攻撃ユニットを選択する前／すべて
の攻撃ユニットを選択した後に、接敵移動を行い、続いて
接近戦武器で攻撃を行う。流れとしては、まず接近戦フェ
イズ開始時に攻撃可能なユニットの接敵移動と攻撃を行
う。次に、ターン中のプレイヤーから交互に攻撃ユニット
を選択する。その後、接近戦フェイズ終了時での攻撃を
強制されたユニットが接敵移動と攻撃を行う。接近戦フェ
イズ開始時／終了時に複数のユニットが攻撃を行う場合、
ターン中のプレイヤーが任意の順番ですべてのユニットの
攻撃を行い、その後相手が同様の手順を踏む。

Q: 私の兵の1 体が直近のユニットからの敵兵から1mv の
ところにいます。私の兵が接敵した時、移動をこの特定の
兵に近く、あるいはより近くで終えなければなりませんか？
あるいはこの移動を他の敵兵から1mv 以内で終えることは
可能でしょうか？

A: その移動はこの特定の兵に近く、あるいはより近くで終
えなければならぬ。

Q: もし私の兵の1 体が接敵した時、2 つの別々の敵兵か
ら等距離にある場合、移動はこれらの各々の兵に近く、あ
るいはより近くで終えなければなりませんか？例えば、私の
兵が 2 つの敵兵とベースコンタクトを有している場合、これ
らの兵とベースが触れている状態で接敵移動は止めねばな
りませんか？

A:この 2 つの場合とも答えは同じだ。移動は終え、止め
ねばならない。そうでなければ兵は移動ができない。

攻撃
Q：兵による攻撃を行わない、あるいは装備している武器（1
つもしくはそれ以上）を使用しないという選択肢を選ぶこ
とはできますか？
A：射撃フェイズでは、ユニットもしくは射撃武器による攻
撃をしないでおくことができる。接近戦フェイズであれば、
攻撃を行うことができるユニットがいる限り必ずいずれか
のユニットを選択しなければならない。そのユニットに属
する兵は、使用可能且つ敵を射程内に捉えているすべての
武器で攻撃をしなければならない。

Q：ヒットロールおよびダメージロールで 6 が出たら（補正
適用前）常に成功判定となりますが、このルールはセーヴィ
ングには当てはまらないという認識で合っていますか？
A：その認識で合っている。セーヴィングで補正なしの 1
が出た場合は無条件で失敗となるが、補正なしの 6 が出
ても無条件で成功とはならない。

Q：一部のアビリティでは、特定の武器による追加攻撃を

1回できるようになりますが。これは当該武器の【攻撃回数】
に 1を加算し、その後ヒットロール／ダメージロール／セー
ヴィングを1 回ずつ行うということでしょうか？
A：その通り。

Q：複数回のヒットロール／ダメージロール／セーヴィングを
同時に行う際（攻撃の同時処理）、リロールが可能となる
アビリティを使用した場合、リロール対象となるのは 1 回
分のヒットロール／ダメージロール／セーヴィングだけです
か？例えば、10 体の兵で構成されるユニットの攻撃時に
ヒットロールを1 回リロールできる場合、10 回のヒットロー
ルすべてにおいて 1 回ずつリロールできるのでしょうか？そ
れとも、そのうちの1回分のみリロールできるのでしょうか？
A：ヒットロール／ダメージロール／セーヴィングのリロール
は 1 回分のみ。攻撃の同時処理は、あくまですべてのダイ
スロールを同時に行っているだけに過ぎない。それぞれの
ダイスロールは別の扱いだ。

負傷限界度およびダメージ回数
Q：【ダメージ回数】が 1よりも高い場合、その攻撃によっ
て複数の兵を戦死させることができますか？
A：同一ユニット内の兵であればできる。

Q：一部のアビリティは、「ダメージを受けたユニット」や「ダ
メージを与えたユニット」が対象となっていますが、これら
はダメージがセーヴィング／無効化／治癒／無視された場
合でも適用されますか？
A：適用されない。ウォーハンマー：エイジ・オヴ・シグマー
において、「ダメージを受けた」または「ダメージを与えた」
という記述は、そのダメージが兵に割り当てられ尚且つ無
効化／治癒されていない状態を指す。

Q：ダメージもしくは致命的ダメージが無効化された場合で
も、それらは兵に割り当てられたものとしてカウントするの
でしょうか？一部のアビリティは兵に割り当てられたダメー
ジを対象としていますが、それらは無効化されたものも含
みますか？
A：いずれも答えはノー。兵に割り当てられたダメージを対
象とするルールでは、無効化／治癒されたものは含まれな
い。

Q：ダメージ判定をリロールできるアビリティを使用した場
合、呪文やアビリティによって発生した致命的ダメージに対
してもリロールできますか？
A：できない。ダメージ判定は【ダメージ回数】を決めるた
めに振られたロールを指す。

視界
Q：一部の攻撃、呪文、アビリティではユニットが視認可
能であることが条件となっています。その場合、ユニット
全体が視認可能でなければならないのですか？
A：ノー。そのユニットに属す兵が 1 体でも視認可能であ
ればいい。

ウィザードと呪文
Q：一部のアビリティでは呪文の効果を無視できるようにな
りますが、これは具体的にどういうことですか？
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A：唱えることに成功し、打ち消されていない呪文による効
果が当該ユニットに適用されないということ。その他のユ
ニットは呪文の効果を受ける。

Q：ルールでは、アビリティの使用によって追加攻撃が発
生しても、その攻撃自体がさらに追加攻撃を発生させるこ
とはありません（例えば、ヒットロール 6 で追加攻撃が発
生し、その攻撃のヒットロールで 6 が出てもさらに追加攻
撃が発生することはない）。このルールは呪文にも適用され
ますか？
A：適用される。

Q: アビリティによって兵が呪文の打ち消しを試みることが
できるケースがあります。この時、永久呪文の解除を試み
ることはできますか？
A：できない。永久呪文が唱えられた時であれば打ち消し
を試みることはできるが、既に戦場にある永久呪文につい
ては、特別に明記されていない限り何ら効力は持たない。

Q: 呪文による効果やダメージに対する防御性能を持つア
ビリティは、永久呪文による効果やダメージにも防御性能
を持っていますか？
A：その通り。

アビリティ
Q：2 つのアビリティがダイスの出目に作用し、一方が出目
に補正値を加算して、もう一方が出目を乗算もしくは除算
する場合、補正値の加算を行うのは出目の乗算／除算の
前ですか？それとも後ですか？
A：出目の乗算／除算後に補正値の加算を行う。

Q：戦闘の前に効果を発揮するアビリティは第 1ラウンド
開始前に使用されますが、そのタイミングはアーミーの配
置前／配置中／配置後のうちのどれですか？
A：説明文に指示がなければ、アーミーの配置とジェネラ
ルの選択が終わった後に使用する。

Q：一部のアビリティは戦闘ラウンド開始時に使用されます。
その場合、先攻後攻を決めるロールオフの前に使用するの
でしょうか？
A：その通り。

Q：一部のアビリティはプレイヤーのターン開始時に使用さ
れます。その場合、ヒーローフェイズ開始前に使用するの
でしょうか？
A：その通り。 

Q:アビリティがダメージを防ぐとしている場合、それは致
命的ダメージも防ぎますか？

A: ノー。そのアビリティが致命的なダメージを防ぐと明言
していなければダメだ。

同様に、致命的なダメージを治癒するアビリティはあくま
で致命的なダメージを治癒することしかできない。

Q: ある種の場合では、アビリティの表示では 1 人の戦死
した兵はプレイから取り除かれず、その代わりその兵に割

り当てられた１以上のダメージを治癒することとされていま
す。支援した兵あるいはその兵が属するユニットに割り当て
られる残存ダメージがある場合、それを防ぐことができま
すか？

A: ノー。不可能だ。そのアビリティがいかなる残存ダメー
ジも致命的ダメージでも防ぐとはっきり明示されていない
場合ではダメだ。

Q:アビリティがある１つのユニットに「戦闘」を許容する
場合、それは接敵移動と攻撃両方を、あるいは攻撃だけ
できるのでしょうか？

A: それで接敵も攻撃も可能だ。

Q：ある種の場合、ある１つのアビリティによってダイスで１
回のリロールが許容されることになります。これはロールオ
フをリロールできるということでしょうか？

A: ノー。

Q：ある種のいくつかのアビリティや呪文などで、自分のユ
ニットの１つに戦死した兵を戻すことが許容されています。
どのようにこれらの兵を設置すればいいのでしょうか？

A:1 回に 1つずつ、戻すべきユニットのいずれかの兵から
１mv 以内に設置するように。この兵は同一フェイズで前に
そのユニットに戻した兵でも大丈夫だ。戻すべき戦死した
兵たちは、そのユニットから戻す 1つ以上の兵がその敵ユ
ニットからすでに 3mv 以内にある場合をのぞき、敵ユニッ
トから 3mv 以内に設置してはならない。

Q：複数のアビリティが同時（ヒーロフェイズ開始時など）
に使用される場合、その順番はどうやって決めるのでしょ
うか？
A：複数のアビリティが同時に使用される場合、最初にター
ン中のプレイヤーがアビリティを任意の順番で 1つずつ使
用する。その後、相手プレイヤーがアビリティを任意の順
番で 1 つずつ使用する。このルールは、指揮特性や大い
なる神器など、使用タイミングが重なることがあるものすべ
てに適用される。

Q：アビリティの条件に「いずれか」という語句がある場合、
その条件を満たせば何度でも当該アビリティを使用できる
のでしょうか？例えば、「このアビリティを持ついずれかの
兵から 6mv 以内にいる兵の攻撃時、ヒットロールに 1を
加算する」というケースに置いて、このアビリティを持つ兵
3 体から 6mv 以内にいる場合、ヒットロールに 3 を加算
できるのでしょうか？
A：「いずれか」という語句は「1つもしくはそれ以上」とい
う意味も含まれる。今回のケースであれば、ヒットロール
に加算するのは 3 ではなくあくまで 1となる。

Q：アビリティの対象が「この兵／ユニット」や「その兵／
ユニット」と記述されていることがありますが、これらに違
いはありますか？
A：ある。「この兵／ユニット」と記述されている場合、そ
れらはアビリティを持っている兵／ユニットを指す。「その
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兵／ユニット」と記述されている場合、それらは説明文の
中で既に言及されているユニットを指す。例えば、「この兵
から12mv 以内の敵ユニットを1 体選ぶ。そのユニットは
D3 の致命的ダメージを受ける」というアビリティであれば、
このアビリティを持つ兵から12mv 以内にいる敵ユニットを
1 体選び、選んだユニットに D3 の致命的ダメージを与える
ということ。

Q：アビリティで「この兵」（もしくは「装備者」や「このジェ
ネラル」など）から特定の距離の範囲にいる味方兵を対象
とする場合、これらの兵は同じアーミーに属するということ
ですか？
A：そのとおり。この場合の「味方兵」とは、同じアーミー
の兵を指す。

Q：特定の兵を起点として直線を引き、その線上にいるユ
ニットはすべて一定の効果を受けるというアビリティがあり
ます。その場合、起点となる兵も同様に効果を受けますか？
A：受けない。線は起点となる兵のベース部分の端から引
くため、その兵自身は線上にはいない。

Q：一部のアビリティでは、特定の数のユニットを効果の
対象に選ぶことができます。例えば、D6 体のユニットを
選んでそれぞれに対してダイスを振り、致命的ダメージを
受けるかどうかの判定を行うといった場合、同一のユニッ
トを複数回選択することはできますか？
A：アビリティのルールに指示がないかぎり、同一のユニッ
トを複数回選ぶことはできない。

Q：コアルールと相反するルールを持つウォースクロールま
たは忠誠アビリティは使用できますか？例えば、大司教ク
ロォクは ヒーローフェイズ時に呪文「天空の解放」を 3 回
まで唱えることができるルールを持っていますが、これは
コアルールの内容と矛盾しています。
A：ウォースクロールおよび忠誠アビリティはコアルールよ
りも優先されるため、通常では不可能なことも可能となる。
大司教クロォクのケースの場合、ルール上では同一ターン
に天空の解放を 3 回まで唱えることができる。

忠誠アビリティ
Q：自分のアーミー選択時に忠誠アビリティを選ぶ際、指
揮特性や呪文、大いなる神器はその場で決めなければな
らないのですか？
A：その通り。指揮特性や大いなる神器などの忠誠アビリ
ティで武器を選ぶことが定められているならば、それらも
アーミー選択の際に選ばなければならない（特殊な指示が
ある場合を除く）。

Q：ルールでは、ウォースクロール・バタリオンには同盟軍
を含むことができ、それらはアーミーに組み込める同盟軍
の数にはカウントされないと定められています。このルール
は、アーミーと同じ忠誠対象を持つバタリオンにのみ適用
され、2 つの異なる陣営のユニットが含まれているバタリオ
ン（ドーター・オヴ・カインとストームキャスト・エターナル
のユニットが含まれるドーター・オヴ・カインアーミーのバ
タリオンなど）には適用されないのでしょうか？

A：その通り。ウォースクロール・バタリオンが属する陣営
は、そのウォースクロールに記載されている（バタリオンの
タイトルの上）。また、バタリオンは、自身の陣営が参加し
ている大同盟に属している。アーミーと同じ忠誠対象を持
つウォースクロール・バタリオンはそのアーミーの一員とみ
なされ、そのバタリオンに含まれているユニットは当該アー
ミーに組み込める同盟軍の数にはカウントされない（ピッチ
バトルにおけるポイントについても同様）。アーミーには異
なる忠誠対象を持つウォースクロール・バタリオンを組み
込むこともできるが、その場合、そのバタリオン内のユニッ
トは当該アーミーに組み込める同盟軍の数にカウントされる

（ピッチバトルにおけるポイントについても同様）。

Q：一部の呪文／祈祷の忠誠アビリティは、そのアーミー
に属するウィザード／プリーストによって行うことができる
とされています。これには、同盟軍のウィザード／プリース
トも含まれますか？
A：含まれない。同盟軍の兵は忠誠アビリティの恩恵を受
けることはできない。

Q：戦闘開始後にアーミーへユニットを追加し、アーミー
内のユニットにキーワードを新たに付与する忠誠アビリティ
をアーミーが持っている場合、追加したユニットにもキー
ワードを付与することはできますか？例えば、ストームキャ
スト・エターナルアーミーを使用していて、ストームホスト
のルールによってすべてのストームキャスト・エターナルユ
ニットにキーワード：ハンマー・オヴ・シグマーを付与した
場合、新たに追加したストームキャスト・エターナルユニッ
トにもそのキーワードは付与されますか？また、忠誠アビリ
ティによってアーミー内のウィザードが新たな呪文を唱える
ことができるようになる場合、アーミーに追加したウィザー
ド（同じ忠誠対象を持つ）もその呪文を唱えることができ
ますか？
A：いずれも答えはイエス。

Q：いかなるユニットであれ、敵の忠誠に対応するキーワー
ドを持たないユニットは、同盟軍ですか？

A:そうだ。ただ情景モデルと永久呪文は例外とする。

Q: 同盟軍のヒーローに大いなる神器を、同盟軍のウィザー
ドに伝承の呪文から与えたりすることはできますか。

A:どちらともだめだ。 

Q:シルヴァネス・ナールルート・ウォーグローヴには秩序ウィ
ザードを含むことができます。またシルヴァネス・ウィンター
リーフ・ウォーグローヴも秩序ユニットを含むことができま
す。これらのようなユニットは同盟軍ですか？

A: イエス、その通りだ。しかし、これらはシルヴァネスの
ウォースクロール・バタリオンを構成する一部であるから、
シルヴァネス軍の中に含むことのできる同盟軍ユニットの上
限には算入されない。そしてこれらのポイントは、ピッチバ
トルにおけるシルヴァネス軍の同盟軍ユニットに使用できる
ポイント数を消費しない。しかし、これらの上限に関係な
いものの、他のルールの目的においてはこれらは同盟軍ユ
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ニットとして扱われるため、それゆえ、大いなる神器を与え
ることも、伝承の呪文から呪文を与えることもできないこと
に注意されたい。

Q: バトルトームに含まれるある種のウォースクロール・バタ
リオンはそのタイトルの上に記されたファクションを持って
いません。これらが忠誠アビリティの目的において、どのファ
クションに属するか、どのように決定したらいいでしょうか。

A: バタリオンはそのバトルトームのファクションに属してい
る。例えば、バトルトーム：ストームキャスト・エターナルに
おけるバタリオンはストームキャスト・エターナルのファク
ションの一部であるのだ。

Q：名指されたキャラクターは、どんな場面でもルール上
大いなる神器を持っていると見なされますか？

A: ノー。

Q：ある種の軍にはバトルトームにおけるストームホストな
どの「サブ・ファクション」が存在します。ストームキャスト・
エターナルのストームホストやイドネス・ディープキンのエン
クレイヴなどです。これらは特定の指揮能力をもつジェネ
ラルを1 体必要とします。

もしコマンド特性をこのジェネラルが持つことができない
場合、それらが固有キャラクターであるなど、どのようにしょ
りしますか？

A: そのジェネラルがコマンド特性を持つことができない場
合は、何も起きない。( それらはサブファクションから指揮
特性を使えるようにはならない。)

Q:シルヴァネス・ナールルート・ウォーグローヴには秩序ウィ
ザードを含むことができます。またシルヴァネス・ウィンター
リーフ・ウォーグローヴも秩序ユニットを含むことができま
す。これらのようなユニットは同盟軍ですか？

A: イエス、その通りだ。しかし、これらはシルヴァネスの
ウォースクロール・バタリオンを構成する一部であるから、
シルヴァネス軍の中に含むことのできる同盟軍ユニットには
算入できない。そしてこれらのポイントは、ピッチバトルに
おけるシルヴァネス軍の同盟軍ユニットに対するポイント
数からは減算できない。しかし、これらの限界を越えては
これらは減算できないものの、他のルールの目的において
はこれらは同盟軍ユニットとして扱われるため、それゆえ、
大いなる神器を与えることも、伝承の呪文から呪文を与え
ることもできないことに注意されたい。

Q: バトルトームに含まれるある種のウォースクロール・バタ
リオンはそのタイトルの上に記されたファクションを持って
いません。これらが忠誠アビリティの目的において、どのファ
クションに属するか、どのように決定したらいいでしょうか。

A: バタリオンはそのバトルトームのファクションに属してい
る。例えば、バトルトームにおけるウォースクロール・バタ
リオンである。ストームキャスト・エターナルはストームキャ
スト・エターナルのファクションの一部であるのだ。

Q：名指されたキャラクターは、どんなルール上の目的であ
れ、大いなる神器を持っていると見なされますか？

A: ノー。

Q：ある種の軍にはバトルトームにおけるストームホストな
どの「サブ・アーミー」が存在します。ストームキャスト・エター
ナルやバトルトームの飛び地、イドネス・ディープキンなど
です。これらは特定の指揮特性を行うにはジャネラルを1
体必要とします。

もしコマンド特性をこのジェネラルが持つことができない
場合、もしそれらが固有キャラクターである場合、たとえ
ばどのようなことが起きるのですか？

ピッチバトル
Q：一部のユニット／バタリオンに対応しているウォースクロー
ルはピッチバトル・プロファイルがありません。これらのユニッ
ト／バタリオンをピッチバトルで使うことはできますか？
A：できない。当該のユニット／バタリオンはオープン・プ
レイもしくはナラティブ・プレイでのみ使用可能。

Q：一部の情景モデルにはピッチバトル・プロファイルがあ
ります。アーミー選択時、これらをアーミー表に組み込む
ことはできますか？
A：できない。それらのプロファイルは、呪文やアビリティ
によって情景モデルを配置するときの参考用。

Q：ピッチバトルにおいて、戦闘開始後にアーミーを追加す
る際、定められている上限値を越えて追加することはでき
ますか？例えば、既に上限数のベヒモスがアーミーに含ま
れている状態で、ベヒモスを追加することはできますか？
A：ピッチバトルでは、アーミーに組み込むリーダー／アー
ティラリー／ベヒモスの上限値が設定されるのは戦闘開始
前のアーミー編成時のみ。従って、これらのユニットを追
加する際は、この制限は無視していい。ただし、固有キャ
ラクターを追加することはできない。

Q：ピッチバトルでは、ユニットコストとして使用しなかった
ポイント50 毎に司令ポイント1を獲得できます。このルー
ルでは、ウォースクロール・バタリオン、永久呪文、情景
モデルに使用したポイントもユニットコストとして使用したポ
イントにカウントされますか？
A：カウントされる。

Q:ピッチバトルに選んだ 1つの軍に永久呪文を含めること
で何か軍の忠誠に影響はありますか？これは同盟軍として
ポイント数を消費させますか？

A.どちらもノーだ。

Q：私はウォーハンマー・ワールドのストームキャスト・エター
ナル・エラント・クエスターを持っています。この兵のウォー
スクロールにはピッチバトル・プロファイルが含まれていま
すが、それは 2018 年度版ジェネラル・ハンドブックには
記載されていません。これをピッチバトル・ゲームに使えま
すか？
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A: イエス。

Q: ある種のユニットは、特定のファクションへの忠誠にあ
る軍にいる場合には、バトルライン・ロールがあります。例
えばジュディケーターはストームキャスト・エターナル軍の
バトルラインです。もし私はある1 つのファクション（例え
ばストームキャスト・エターナルなど）への忠誠にある軍を
組む場合、私は、これらのユニットをバトルラインとして算
入しつつ、大同盟忠誠アビリティを軍のために ( 例えば秩
序など )、用いることができるのでしょうか？

A: 答えはノーだ。


