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マッチプレイ用ルール（完成版）
マッチプレイ用ルール『バトルブラザー』は 2018 年春にベータ版が導入された。そして今回、このマッチプレイルールは完
成版としてこの大型 FAQ に収録されることとなった：

それに加え、春のアップデートで導入された以下の 2 つのマッチプレイ用ルールは引き続き適用される。

サイキック・フォーカス
『猛

スマイト

撃』を除く各サイキックパワーは、1 つのターンにアーミー全体で 1 回しか発動を試みることはできない（1 つのターンに 1 人のサイカーにつき
1 回ではなく）。さらに、『猛

スマイト

撃』の発動を試みるサイカーが『Brotherhood of Psykers』（『コデックス：グレイナイト』）もしくは『Brotherhood 
of Sorcerers』（『コデックス：サウザンド・サン』）のアビリティを有している場合を除き、『猛

スマイト

撃』のワープチャージ値は、そのサイキックフェイズ
中にこれまで『猛

スマイト

撃』の発動が試みられた回数（成否は問わず）1 回につき+1 の修正を受ける（これによるワープチャージ値の最高値は 11）。

例えば、オルクのサイカーがサイキックフェイズ中に『猛
スマイト

撃』の発動を試みたとする。このサイキックフェイズ中すでに他の 2 体のサイカーが
『猛

スマイト

撃』の発動を試みていたならば、この『猛
スマイト

撃』のワープチャージ値は 7となる（なおこの場合も、このサイカーのサイキックテスト結果
が 11 以上であるならば、これによって対象に与えられる致命的ダメージは D3 ポイントではなくD6 ポイントとなる）。

キャラクターに対する攻撃
射撃フェイズ中、【傷】最大値が 9 ポイント以下であるような敵キャラクターは、その兵が攻撃側の兵から射線が通っており、なおかつ攻撃
側の兵から最も近い敵ユニットであるような場合にのみ、攻撃の対象として選択されうる。攻撃側の兵から最も近い敵ユニットであるかを判
定する際は、【傷】最大値が 9 ポイント以下であるような他の敵キャラクターの存在を無視すること。

これはつまり、攻撃側の兵から見て、敵キャラクターよりも近くに他の敵ユニット（【傷】最大値が 9 以下であるようなキャラクターは除く）
が存在する場合、その敵ユニットに攻撃側の兵から射線が通っているかどうかにかかわらず、敵キャラクターを攻撃対象として選択すること
はできないということを意味している。

バトルブラザー
バトルフォージド形式でアーミーを編成する場合、各デタッチメント内において、全てのユニットは最低 1 個の陣営キーワードが共通していなけ
ればならない。ただしFortification Network デタッチメント以外のデタッチメントについて、渾

ケイオス

沌 , 帝
インペリウム

国 , アエルダリ , インナーリ , ティラニッ
ドを共通陣営キーワードとして選択することはできない。この共通陣営キーワードはアーミー全体のアーミー陣営に影響を与えることはない。



2ウォーハンマー40,000 – 大型FAQ 2018年 バージョン2

マッチプレイ用ルール（ベータ版）
戦術的予備戦力
フィードバックを受け、我々はベータ版マッチプレイ用ルールとして 2018 年春のアップデートに収録されていた『戦術的予
備』（これは『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』内の同盟ルールをアップデートしたものだ）にさらなる変更を加えるこ
とにした。『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』に収録されていたオリジナル版のルールは予備戦力に編入可能なユニッ
トをアーミー全体の半数としていたが、このルールの意図は予備戦力を「アーミー戦力の半分まで」に制限することにあった。
第 1ベータ版はこのルールの制限を「アーミーのパワーレベルの半分まで」に変更したが、しかしマッチプレイ形式のゲーム
においてはパワーレートではなくポイントコストが用いられるため、「アーミーの合計ポイントコストの半分まで」へとさらに変
更を加えた。

しかしたとえアーミーの半分までに制限されていたとしても、ゲーム中に戦場へと到着する能力は依然強力であり、これによ
り特定のユニットは戦場に到着するまで敵の攻撃を一切受けることなく、最も効果的な地点へと到着することが可能となっ
ていた。「増援ユニット」がかなりの割合を占めるようなアーミーは多くのゲームテーブルを支配し続けたため、2018 年春のアッ
プデートで我々はこの能力の効果を制限した。しかし第 1ベータ版（第 1 バトルラウンド中に増援として到着するユニットは、
自軍側初期配置エリア内にしか配置できない）に対するフィードバックは賛否両論であった。このルールにより増援ユニット
を数多く編入しているような一部アーミーの力を制限することには成功したが、その一方でどのユニットやアビリティ、サイ
キックパワーなどがこのルールの影響を受けるかについての質問が殺到した。一部のプレイヤーは、自分が使っているユニッ
トは片っ端から制限を受けているのに、対戦相手が使っているユニットはこのルールの制限を一切受けていないという不公
平感も感じたようだ。中でも最も重大な批判は、このルールは背景設定的な必然性が存在しないため、プレイヤーがフィク
ション世界をリアルなものとして受け入れる妨げとなっているということだった。このルールは戦場のどんな要素を再現してい
るんだ？、ということだ。

これらを受けて、我々は増援頼りなアーミーの力を制限しつつ、より物語的なテーマにも沿った形でこのベータ版ルールの
新バージョンを設計し直すことにした。結果として、増援として到着するユニットは第 2 バトルラウンドまで出陣を待たねば
ならない。彼らは戦闘中に自軍の増援となるための予備戦力であり、敵軍の兵に一切動く隙を与えないままに戦場へと到着
するようなことはできなくなったのだ。

このルールは以前から大きく変更が加えられているため、そのまま完成版ルールとしてリリースするのではなく、まずは新し
いベータ版ルールとして広くコミュニティからのフィードバックを募ろうと考えた。さらにこのバージョンからは、ジーンスティー
ラー・カルト・ユニットに対する適用除外措置も消えており、現在鋭意執筆中の『コデックス：ジーンスティーラー・カルト』
はこのルールの存在を考慮して作成されている。

戦術的予備戦力
多くのユニットは、通常通り戦場に配置される代わりに、テレポート設備や高軌道、待ち伏せといった戦場外への配置が可能であり、その場合
これらのユニットは増援としてゲーム途中で戦場へと到着する。マッチプレイ形式のゲームにおいて、自軍側アーミーを初期配置する時、アーミー
内のユニットのうち半数以上のユニットは戦場へと配置されなければならず、これら初期配置中に戦場へと配置されるユニット（戦場に配置され
る兵員輸送ユニットに乗車しているユニットも含む）の合計ポイントコストはアーミー全体のポイントコストの半分以上でなければならない（たと
えアーミー内の全てのユニットについて、戦場外への配置が可能であったとしても）

さらに、マッチプレイ形式のゲームにおいては、ゲーム途中で増援として到着するために初期配置中に戦場外へと配置されたユニットは、第 1 バ
トルラウンド中に戦場へと到着することはできない。

最後に、マッチプレイ形式のゲームにおいて、第 3 バトルラウンド終了時までに戦場へと到着しなかったユニットは、全滅したものとみなされる。
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関連エラッタ
ベータ版マッチプレイ用ルール『戦術的予備戦力』を使用する場合、以下のエラッタが適用される：

『コデックス：スペースマリーン』, 197ページ – 影よりの一撃
この策略を以下のように変更する :
“初期配置中、自軍のレイヴンガード・インファントリー・ユニット1 個を配置するタイミングでこの策略を発動可能。発
動した場合、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、自軍は選択したユニットを最大 9mv まで移
動させることが可能である。この移動はあらゆる敵兵から 9mvより遠く離れた地点で終了すること。双方のアーミーに第
1ターン開始前のタイミングで移動するユニットが存在する場合、先攻側のプレイヤーが自軍内のそうしたユニットの移動
を先にすべて行うこと。”

『コデックス：ケイオススペースマリーン』, 160 ページ – 『先行潜伏』
この策略を以下のように変更する :
“初期配置中、自軍のアルファレギオン・インファントリー・ユニット1 個を配置するタイミングでこの策略を発動可能。
発動した場合、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、自軍は選択したユニットを最大 9mv まで
移動させることが可能である。この移動はあらゆる敵兵から 9mvより遠く離れた地点で終了すること。双方のアーミーに
第 1ターン開始前のタイミングで移動するユニットが存在する場合、先攻側のプレイヤーが自軍内のそうしたユニットの移
動を先にすべて行うこと。”

『コデックス：アデプトゥス・メカニカス』, 98 ページ – Clandestine Infiltration
この策略を以下のように変更する :
“初期配置中、自軍の StygieS Viii・ユニット1 個を配置するタイミングでこの策略を発動可能。発動した場合、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、自軍は選択したユニットを最大 9mv まで移動させることが可能
である。この移動はあらゆる敵兵から 9mvより遠く離れた地点で終了すること。双方のアーミーに第 1ターン開始前のタ
イミングで移動するユニットが存在する場合、先攻側のプレイヤーが自軍内のそうしたユニットの移動を先にすべて行うこ
と。”

『コデックス：クラフトワールド』, 91, 94 ページ – Illic Nightspear, Rangers, Appear Unbidden
最終文を以下のように変更する：
“任意の自軍側移動フェイズ終了時、このユニットは〈網辻〉から戦場へと姿を表すことが可能である。その場合、このユニッ
トをあらゆる敵兵から 9mvより遠く離れた戦場の任意の地点に配置すること。”

『インデックス：ゼノ1』, 79 ページ – インカーネ , 『死から逃れることはできぬ』
第 1 文を以下のように変更する：
“初期配置中、インカーネを配置するタイミングで、プレイヤーはこの兵を戦場に配置する代わりに、異界にて待機させる
ことが可能である。”
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新規マッチプレイ用ルール（ベータ版）
さらに今回我々は、2 つの新しいベータ版マッチプレイ用ルール、『防御陣形』『戦術的拘束』を導入する。前回のベータ版
マッチプレイ用ルール同様、君たちの意見をぜひ聞かせてほしい。

『防御陣形』は後攻側のプレイヤーが使用可能な策略である。多くの場合、先攻となったプレイヤーは敵ユニットへ一方的
に射撃を行えるため、大きな優位を得ることとなる。この策略は後攻側プレイヤーに、敵軍の猛烈な射撃を耐え抜くチャン
スを与えるものである。

『戦術的拘束』は、ウォーロード能力やレリック等によってバトル中に回復する司令ポイントの量を制限するための新ルール
である。Battalion や Brigade デタッチメントによる司令ポイント獲得量を調整した春のアップデートの結果、使用可能な司
令ポイントの量があらゆるアーミーで増加したことにより、司令ポイント回復系アビリティの使い勝手もそれに比例して向上
した。このマッチプレイ用ルールはこれらのアビリティの影響力を制限することで、司令ポイントを貴重なリソースに留めてお
くことを目的としている。

戦術的拘束
ウォーロード能力やレリック、アビリティの中には、自軍もしくは敵軍が策略を発動したり、あるいは策略のために司令ポイントを消費したタイミン
グで発動し、司令ポイントの獲得や払い戻しを可能とするものがある。マッチプレイ形式のゲームにおいて、各プレイヤーが、これらのルールによっ
て獲得、あるいは払い戻される司令ポイントの量は、どのルールによるものかに関わりなく1 つのバトルラウンド中 1 ポイントまでに制限される。

このルールは『Moment Shackle』『七重の詠唱』アビリティや、ウォーロード能力『Player of the Twilight』には適用されない。これらのアビリティ
およびウォーロード能力は、2DP 以上を消費する策略を用いた際には 2 ポイント以上の司令ポイントが獲得、ないし払い戻される可能性がある。
ただしこのルールや同種のルールの結果 1ポイント以上のコマンドポイントが獲得、ないし払い戻されたならば、次のバトルラウンド開始時までは、
これらのルール、および同種のルールによってさらなる司令ポイントを獲得することはできない。さらにこのルールは、上記とは異なる特別に記載
された条件によって司令ポイントを獲得ないし払い戻されるような策略（『Feeder Tendrils』や『Agents of Vect』など）には適用されない。

防御陣地
第 1 バトルラウンドの後攻側プレイヤーは、以下の策略にアクセスできる：

防御陣形
策略

　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この策略を発動可能。
発動した場合、第 1 ターンの終了時まで、自軍側初期配置エリア内に完全に収まってい
る全ての自軍ユニット（巨大兵器ユニットは除く）は、たとえ地形の内部や上に完全に
収まっていなかったとしても、遮蔽物によるボーナスを受ける。すでに遮蔽物によるボー
ナスを受けているユニットが、この策略によってさらなるボーナスを受けることはない。

2CP
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暫定的バランス調整
上記のマッチプレイ用ルールに加え、コミュニティからのフィードバックに基づいて我々はウォーハンマー 40,000 のバランス
を改善するための小規模エラッタを作成した。これらの調整はエラッタ扱いでただちに有効となり、その詳細は以下に記述
されている。

策略
策略『Warp Surge』はあまりにも強力であり、スペシャルセーヴ値 2+ の獲得が潜在的に可能となっていた。結果として我々
はこの策略に僅かな変更を加えることにした。この変更は『コデックス；ケイオスディーモン』のエラッタにも記載されているが、
便宜上、下にも記載しておく。

『コデックス：ケイオスディーモン』, 126 ページ – Warp Surge
この策略を以下のように変更する :
“任意のフェイズ開始時にこの策略を発動可能。発動した場合、自軍のディーモン・ユニットを1 個選択せよ。そのフェイ
ズの終了時まで、選択されたユニットはセーヴィングのリロールを行えなくなるが、代わりとして選択されたユニットのスペシャ
ルセーヴ値は 1ポイント向上する（最高 4+）。”

以下の策略はあまりにも効果的であったため、それぞれ CP コストを1ポイント増加させる措置をとった。これらの変更は対
応するエラッタ文書に記載されているが、便宜上、下にも記載しておく。

『コデックス：ブラッドエンジェル』, 136 ページ – Upon Wings of Fire
この策略の司令ポイントコストを 2CP に変更する。

『コデックス：インペリアルナイト』, 109 ページ – 破戒者誘導システム
この策略の司令ポイントコストを 3CP に変更する。

『コデックス：インペリアルナイト』, 111ページ – 近衛騎士団
この策略の司令ポイントコストを 3CP に変更する。

『コデックス：インペリアルナイト』, 111ページ – 暗黒期の記憶
この策略の司令ポイントコストを 3CP に変更する。

『コデックス：デュカーリ』, 120 ページ – Agents of Vect
この策略の司令ポイントコストを 4CP に変更する。

なお、策略『Agents of Vect』には内容に関するエラッタも作成されている。この変更は『コデックス：デュカーリ』のエラッ
タに収録されているが、便宜上、下にも記載しておく。

『コデックス：デュカーリ』, 120 ページ – Agents of Vect
最終文を以下のように変更する：
“この策略は、Kabal of the blacK heartユニットが戦場に1個も存在しない状態では発動不可能であり、「バトル開始前」
や「初期配置中」に発動する策略に対しては発動できない。”


