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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
55 ページ – サージェント用装備
リストにコンビグラヴを追加する。

61 ページ – 教戒官グリマルドゥス , 比類なき熱狂
このアビリティの第一文を以下のように変更する：

「白兵戦フェイズ中、教戒官グリマルドゥスの 6mv 以内にい
る味方ブラックテンプラー・ユニット内の兵がヒットロール
結果で 6+ を出すたび、その兵はただちに同じ武器でもう1
回の白兵戦攻撃を行える」

65 ページ – プライマリス・キャプテン , ウォーギア・オプション
第二項目を以下のように変更する：

「パワーソードを装備するか、もしくはマスタークラフト・オー
トボルトライフルを “パワーフィストとプラズマピストル” に交
換可能。」

72 ページ – タクティカル・スカッド , ウォーギア・オプション
以下の項目を追加する：
“スペースマリーン・サージェントはメルタボムを装備可能”

72 ページ – インターセッサー・スカッド , ウォーギア・オプション
第三項目を以下のように変更する：
“インターセッサー・サージェントはボルトライフルをパワーソー
ドに交換するか、あるいはパワーソードを追加装備可能。”

73 ページ – スカウト・スカッド , 秘匿されし配置地点
ルール分を以下のように変更する：
“秘匿されし配置地点：初期配置中にこのユニットを配置する
場合、このユニットは敵軍側初期配置エリアおよびあらゆる敵
兵から9mvより遠く離れた戦場の任意の地点に配置できる。”

78 ページ – カンパニー・チャンピオン
ユニット構成を以下のように変更する：
“カンパニー・チャンピオンは 1 体でユニットを構成し、ボル
トピストル、マスタークラフト・パワーソード、フラググレネー
ド、クラックグレネード、コンバットシールドを装備している。”

78 ページ – カンパニー・ベテラン , ウォーギア・オプション
第二項目を以下のように変更する：
“どの兵もボルトピストルを、ストームシールドもしくは『白兵
戦武器』『ピストル』リストの装備 1 個と交換可能。”

80 ページ – レイヴァー・スカッド
第一項目を以下のように変更する：
“•  ユニット全体として、レイヴァーはボルトカービンをコン

バットナイフに交換可能。”
•  レイヴァー・サージェントはボルトカービンもしくはヘヴィ

ボルトピストルを、コンバットナイフに交換可能”

81 ページ – アグレッサー・スカッド , 炎の嵐
ルール文を以下のように変更する： 
“炎の嵐：このユニット内の兵は、このターン中（敵軍側ター
ンに発動する場合、直前の自軍側ターン中）に移動してい
なければ、射撃を 2 回行うことが可能である（警戒射撃含
む）。”

84, 85, 111 ページ – グレネード・ハーネス
【貫通値】を -1 に変更する。

86, 93, 112 – メルタボム
ルール文を以下のように変更する：
“ビークルに対して攻撃を行う場合、この武器は失敗したダ
メージロールをすべてリロールできる。”

90 ページ – リデンプター・ドレッドノート
ユニット構成を以下のように変更する：
“リデンプター・ドレッドノートは 1 体でユニットを構成し、
ヘヴィオンスロート・ガトリングキャノン、ヘヴィフレイマー、
フラグストーム・グレネードランチャー 2 個、リデンプター・
フィストを装備している。”

90 ページ – リデンプター・ドレッドノート , ウォーギア・
オプション
以下の項目を追加する：
“イカルス型ロケットポッドを装備可能。”

117 ページ – 戦団戦術
『ブラックテンプラー：熟達せし職人』を『サラマンダー：
熟達せし職人』に変更する。

118 ページ – 戦団の宝物殿
以下の文章を追加する:
“この策略は各バトルにつき1 回のみ使用可能だ。”
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118 ページ – 鞍の上で生まれし戦士
以下の文章を追加する：
“さらにこのユニットは、全力移動後にアサルトウェポンで射
撃を行ったとしてもヒットロール結果にペナルティを受けるこ
とはない。”

119 ページ – ボルター教導
第一文と第二文を以下のように変更する：
“射撃フェイズ中、インペリアルフィスト・インファントリー・
ユニット1 個が攻撃を行う直前のタイミングでこの策略を発
動可能。発動した場合、このフェイズの終了時まで、このユ
ニット内の兵がボルトウェポンによるヒットロール結果で 6+
を出すたび、その兵は同じ武器で同じ対象にただちに 1 回
の追加ヒットロールを行なうことができる（これらの追加攻
撃によってさらなる追加攻撃が発生することはない）。”

119 ページ – 焔羅の業
第一文と第二文を以下のように変更する：
“射撃フェイズ中、サラマンダー・ユニット1 個が攻撃を行
う直前のタイミングでこの策略を発動可能。発動した場合、
このフェイズの終了時まで、このユニットが装備しているあら
ゆるフレイムウェポンによる攻撃は、ダメージロール結果に
+1 の修正を受ける。”

121 ページ – ウォーロード能力
ルール文の第一段落を以下のように変更する：
“アーミーのウォーロードがスペースマリーン・キャラクター
である場合、プレイヤーはその兵のウォーロード能力をスペー
スマリーン専用ウォーロード能力表から自由に選択するか、
もしくはダイスをロールしてこの表からランダムにジェネレイト
できる”

121 ページ – 聖典を熟知せし者
ルール文を以下のように変更する：
“このウォーロードが戦場に存在する間、自軍が策略に司令
ポイントを 1 ポイント使用するたびに D6 をロールせよ。ロー
ル結果が 5+ だった場合、その司令ポイントはただちに払い
戻される。”

123 ページ – 聖別の光輪
第一文を以下のように変更する：
“ウルトラマリーンのキャプテンおよび戦

チャプターマスター

団長のみ装備可
能。”

124 ページ – 蔵書院のサイキック体系 , 英
マ イ ト・オ ヴ・ヒ ー ロ ー

雄の武勇
第三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、この兵の【攻】

【耐】【回】は +1 の修正を受ける（異なる【耐】を持つ
兵が混在しているユニットに対して攻撃がヒットした場合、そ
のユニット内で最も低い【耐】を参照してダメージロールを
行なうこと）。”

128 ページ – スペースマリーンのポイントコスト , その他
のウォーギア
以下の項目を追加する：
“支援用グレネードランチャー  |  1
センチュリオン・アサルトランチャー  |  3
アイアンクラッド・アサルトランチャー  |  5”

FAQ
Q: 軍曹クロヌスが指揮しているビークルが破壊され、彼が
生き延びた場合、彼は再び他のビークルの指揮を執れる？
A: 執れない。 

Q: サンダーファイア・キャノンで射撃を行う場合、その射
撃は、サンダーファイア・キャノンとテックマリーン・ガンナー
のどちらの【射】を用いて解決される？
A: サンダーファイア・キャノンの【射】を用いる。

Q: テックマリーン・ガンナーは、サンダーファイア・キャノ
ンを操作したフェイズ中に自身の射撃武器でも攻撃を行え
る？
A: 行える。

Q: 後継戦団は、祖たる戦団の専用ウォーロード能力を使
用できる？
A: できない。

Q: 策略『アウスペクス走査』を、戦場から取り除かれた
あと再配置された敵ユニット（テレポート誘導装置などに
より）に対して発動できる？
A: できる

Q: 策略『アウスペクス走査』を、第 1 ターン開始前の段
階で戦場に配置された敵ユニット（『コデックス：ケイオス
スペースマリーン』の策略『先行潜伏』など）に対して発
動できる？
A: No.

Q: 策略『フラックミサイル』や『ヘルファイア弾』に対し
て、アーモリウム・ケルブはどのように作用する？　こうし
た策略によって能力値が変動した武器についても「リロー
ド」を行えるの？
A: 行える。

Q: サイクロン・ミサイルランチャーでの射撃に対して策略
『フラックミサイル』を発動できる？
A: できない。

Q: アーモリウム・ケルブが武器のリロードによって戦場か
ら取り除かれた場合、『ナーゼシウム』アビリティによって
このアーモリウム・ケルブをこのユニット内に復活させるこ
とはできる？
A: できない。


