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リリースノート

ウォーハンマー 40,000 のプレイはいまだかつて無いほどにエキサイティングなものとなっているぞ！　2018 年秋に発行さ
れた前回のアップデート以来、新しいコデックスやキャンペーンブック、サプリメントや新版のチャプター・アプルーヴドがリリー
スされた。同時に我々はこの時期にウォーハンマー 40,000 コミュニティの諸君から、世界中のイベントで直接、もしくはフェ
イスブックページやFAQ 受付を通じて数多くのフィードバックを受け取った。連絡をくれたみんな、本当にありがとう。このアッ
プデートを完成させるには君たちの助けが不可欠だった。我々は君たちのフィードバックを分析、編纂することに全力を尽く
した。その成果に驚いてくれれば幸いだ。

さて、ではこのアップデートには何が含まれているだろうか？　最初に我々がやったのは、最後のアップデート以降に寄せら
れた新しい質問に合わせてエラッタと FAQ を更新することだ（だから特定のアーミーについて質問がある場合はそのアーミー
のエラッタと FAQ をチェックしてくれ）。このアップデートにはウォーハンマー 40,000 のコアルールについての変更とルール
の適用についての明確化も含まれている；これらの中で最も重要な変更や明確化は、本文書の冒頭に記載されている。次
に、我々は前回のアップデートで導入されたあらゆるベータ版ルールを見直し、君たちのフィードバックを取り入れていくつか
の変更を加えた上でこれを完成版ルールとした。最後に、コミュニティから定期的に提起されているバランス上の問題を解
決するため、いくつかのルールに変更を加えている。これらは本文書の末尾に記載されている。

君たちがルールについて感じた疑問点がこのアップデートで明確に解決されたことを祈っているよ。でももしまだ解決してい
ないなら、ぜひ引き続き 40kFAQ@gwplc.com に君のフィードバックを送ってくれ。そうすればきっと出目が全部 6（戦意
テスト以外はね）になること間違いなしだ……。

- ロビン・クルダースとウォーハンマー 40,000 ルールチーム

コアルールの変更と明確化
『ウォーハンマー40,000ルールブック』それ自体に関する質問や明確化の要請がいくつか寄せられている。必要に応じ、我々
はこれらの質問に合わせてエラッタや FAQ をアップデートしたが、それらの概要をここに掲示する。

ミニチュアがグラつく場合
『ミニチュアがグラつく場合』のルールを、具体的にどのような位置へミニチュアを配置する場合に適用可能かについて明確
な指標を求める質問がいくつか寄せられた。こうした質問に我々は少々驚いている。このルールの意図は明らかに、プレイ
中にテーブルが誤って揺れるなどしたときにミニチュアが転落してしまうような位置に配置されたミニチュアが傷つくことを防
ぐためのヒントやアドバイスのようなものであり、そもそも物理的に配置不可能な位置にミニチュアを配置できるようにするた
めのルールではないのである。

戦場端
現状、ミニチュアが戦場端から外にはみ出してしまう状況を技術的に制約するようなルールが存在しないということに我々は
気づいた。もちろん良心的なウォーゲーマー諸君ならすでにご存知のように、バトルにおいて戦場端はすなわち世界の端で
ある。この見落としを修正するため、我々は『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』に以下のエラッタを追加した。便宜上
ここにも再掲しよう。

	 ウォーハンマー40,000	バトル入門 ,	3 ページ	–	移動
  第一段落末尾に以下の文を追加する：“配置や移動によって、ミニチュアやそのベースを一部でも戦場端の外側に

はみ出させることはできない。”

破壊された兵員輸送ユニットからの降車
現状のコアルールには、警戒射撃によって撃破された兵員輸送ユニットから強制的に降車させられたユニットが、（強制降車時
のロールによる損害が致命的でなければ）その後ただちに突撃をすることを妨げる文言が存在しないことが判明した。これはまっ
たく我々の意図するところではなく、プレイヤーの中にはこの見落としを利用して兵員輸送ユニットにわざと周囲のありとあらゆる
ユニットに突撃を宣言させ、そこから精鋭やブッた斬りパワーに優れたユニットをより敵に近い位置に強制降車させて本命の突
撃を行わせるものもいた。しかし破壊された兵員輸送ユニットの乗客たちは、本来であれば燃え盛る残骸から這い出すのが精
一杯のはずだ。そこで我々は『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』に以下のエラッタを追加した。便宜上ここにも再掲しよう。

	 ウォーハンマー40,000	バトル入門 ,	9 ページ	–	乗車
  第三段落末尾に以下の文を追加する：“ 破壊された兵員輸送ユニットから降車したユニットは、そのターンのあいだ

突撃を宣言することはできない。”
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突撃フェイズ中における飛行ユニットの移動
2018 年秋季アップデートにおいて、我々は突撃フェイズにおける飛行キーワードの扱いに変更を加えた。この改訂と、それ
に対応したコデックス FAQ のアップデートは、飛行ユニットが高い特殊地形の上にいるユニットに対して突撃を試みる際（あ
るいはその逆）に生じる、突撃ロールの成功出目の曖昧さにまつわる一般的な疑問に答えることを意図していた。この問題
に対処する最もエレガントなやり方は、ごく単純に飛行ユニットが突撃フェイズにおいて他の兵や地形を無視することを不可
能にすることであると我々は信じていた。しかしそれ以降、飛行ユニットが突撃時に他の兵を無視できないということが飛行
ユニットの有用性に過度な悪影響を及ぼしているというフィードバックを数多く受け取った。熟考の結果、確かに彼らの指摘
は正しく、我々の加えた変更によってこれらのユニットのバランスにあまりにも多くの変化が加わることは我々の意図するとこ
ろではなかった。兵を飛び越えられないようにしたのは、特定の特殊地形、とくに掩蔽壕やバンカーといった特定の防衛施
設がルール上は特殊地形ではなく兵扱いであり、飛行ユニットが廃墟を飛び越えて突撃を行えないのに掩蔽壕は楽 と々飛び
越えていくのは奇妙であると思われたからだあ。結果として、我々は過去のエラッタ（とそれに対応するコデックス FAQ）を
改訂版に差し替えることとした。改訂版においても、飛行ユニットは廃墟や技術局管理区画、森林といった特殊地形を無視
して突撃することは不可能である（これにより元ルールの曖昧さは払拭される）が、建物を除き、飛行ユニットは再び他あの
塀を飛び越えて突撃することが可能となった。ここで言う建物とは、掩蔽壕や贖罪の砦、その他の防衛施設の兵科を持つ
兵のように建物キーワードを持つものを指す。このルールの意図を明確にしておくと、今回のエラッタは、兵が突撃時に建物
とあらゆる特殊地形を、あたかもそれらが存在しないかのように飛び越えて移動することはできないということを表している（そ
の代わりにこれらの兵は、他のあらゆる兵と同様にこれらの地形を登り、乗り越え、降りる必要がある）。以下のエラッタは
対応する FAQ やエラッタにも記載されているが、便宜上ここにも再掲しよう。

	 ウォーハンマー40,000	バトル入門 ,	3 ページ	–	移動
  第二段落を以下のように変更する：“兵のデータシートに飛行と記載されている場合、移動フェイズにおいてその兵

は他の兵が存在しないかのように移動を行え、特殊地形を通り抜ける際は垂直方向の移動は移動距離にカウントさ
れない（すなわち移動フェイズにおいてこの兵は無制限に垂直方向の移動を行える）。兵のデータシートに飛行と記
載されている場合、突撃フェイズにおいてその兵は他の兵（建物は除く）が存在しないかのように移動を行える。”

	 コデックス：ハーレクィン,	56,	57,	58,	59,	60 ページ	–	Flip	Belt
  このアビリティを以下のように変更する：“このユニット内の各兵は、移動フェイズにおいて他の兵が存在しないかの

ように移動を行え、特殊地形を通り抜ける際は垂直方向の移動は移動距離にカウントされない（すなわち移動フェ
イズにおいてこの兵は無制限に垂直方向の移動を行える）。このユニット内の各兵は、突撃フェイズにおいて他の兵

（建物は除く）が存在しないかのように移動を行える。”

	 コデックス：ネクロン,	95 ページ	–	半実体形態
  このアビリティを以下のように変更する：“このユニット内の各兵はスペシャルセーヴ値 3+ を持つ。このユニット内の

各兵は、移動フェイズにおいて他の兵が存在しないかのように移動を行え、あたかも特殊地形が存在しないかのよ
うにこれを水平方向に通り抜けて移動できる（しかし垂直方向に移動する場合は移動距離としてカウントされる）。
このユニット内の各兵は、突撃フェイズにおいて他の兵（建物は除く）が存在しないかのように移動を行える。この
ユニット内の各兵は、退却を行ったターンにも射撃と突撃を行える。”

	 コデックス：デスウォッチ,	72ページ	–	ベテラン,	Vanguard	Strike
  第一文を以下のように変更する：“ヴァンガード・ベテランは、移動フェイズにおいて他の兵が存在しないかのように

移動を行え、特殊地形を通り抜ける際は垂直方向の移動は移動距離にカウントされない（すなわち移動フェイズに
おいてこの兵は無制限に垂直方向の移動を行える）。ヴァンガード・ベテランは、突撃フェイズにおいて他の兵（建
物は除く）が存在しないかのように移動を行える。”

	 コデックス：デスウォッチ,	73ページ	–	インターセッサー ,	Inceptor	Strike	
  第一文を以下のように変更する：“インセプターは、移動フェイズにおいて他の兵が存在しないかのように移動を行え、

特殊地形を通り抜ける際は垂直方向の移動は移動距離にカウントされない（すなわち移動フェイズにおいてこの兵
は無制限に垂直方向の移動を行える）。インセプターは、突撃フェイズにおいて他の兵（建物は除く）が存在しない
かのように移動を行える。”

	 コデックス：グレイナイト,	82ページ	–	インターセプター・スカッド,	Personal	Teleporters	
  第一文を以下のように変更する：“このユニット内の各兵は、移動フェイズにおいて他の兵が存在しないかのように

移動を行え、特殊地形を通り抜ける際は垂直方向の移動は移動距離にカウントされない（すなわち移動フェイズに
おいてこの兵は無制限に垂直方向の移動を行える）。このユニット内の各兵は、突撃フェイズにおいて他の兵（建物
は除く）が存在しないかのように移動を行える。”

航空機
航空機ユニット（兵科『フライヤー』を持っていたり、最小移動距離を有するユニットが典型的だ）がしばしば敵ユニットの
移動を妨げるために用いられていることに我々は気づいた。すでに我々のもとには「ルール自体は明快だが、物語側面から
は乖離している」というフィードバックが数多く寄せられている。我 と々しても同感だ。この戦術を実行している航空機ユニッ
トは、ゲーム上では敵ユニットの正面にいるものの、地表すれすれではなく戦場のはるか上空を飛行していると考えるのが自
然である。それゆえ我々は移動フェイズのルールに以下の文言を追加することにした。
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なお、このルールを執筆するにあたっては最初にキーワードによって航空機ユニットを定義している。これは、兵科『フライヤー』
を持つユニットではなく、最小移動距離を有するユニットにこのルールが適用されるようにするためだ。これにより、明らか
に航空機であるものの異なる兵科を持つユニット（マロウダー・ボマーやサンダーホーク・ガンシップなどの超重航空機など）
にこのルールを適用できる一方、明らかに航空機ではなかったり、ヘルドレイクやハイヴクロンのように地上の敵を白兵戦に
よって引き裂くよう設計されたユニットにはこのルールは適用されない。なお、これらのルールを適用させる上で、アビリティ

『ホバージェット』を有するユニットは、たとえホバリングが可能であったとしても航空機ユニットに分類される。以下のエラッ
タは『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』の FAQ エラッタ文書に登場するものであるが、便宜上ここに再掲しよう。

	 ウォーハンマー40,000	バトル入門 ,	3 ページ	–	移動フェイズ
 移動フェイズセクションの末尾に以下の文章を追加する：
	 “航空機
  ユニットが飛行キーワードを持ち、なおかつ最小移動距離（もしくは最小移動距離の記載されたダメージ表）を有

するならば、そのユニットは航空機キーワードを持つ。

  兵が何らかの移動をおこなう場合、その兵は敵航空機の1mv 以内に侵入することが可能であり、あたかもそれらの
兵が存在しないかのようにそれらの兵（およびそのベース）を通り抜けて移動することができるが、他の兵（およびそ
のベース）の上で移動を終了することはできず、いかなる敵ユニットの1mv 以内で移動を終了することもできない。

  移動フェイズ中にユニットが移動を宣言したタイミングで、そのユニットの1mv 以内に存在する敵ユニットが航空機
ユニットのみであった場合、そのユニットは通常通りの移動を行える（退却を行う必要はない）。”

ミニチュアの（再）配置
このゲームにはユニットを戦場から取り除き、異なる地点に再配置するようなアビリティや策略、サイキックパワーがいくつ
か存在しているが、これらのルールは混乱を招いている。これらの混乱は、戦場から取り除かれる前にユニットに適用され
ていた効果が、再配置の後も継続して適用され続けるかといった問題や、それらのユニットがすでに戦場に存在するにもか
かわらず、ルールによっては「あたかも増援であるかのように」到着することによるものだ。

「あたかも増援であるかのように」という文言の意図は、ヘヴィウェポンで攻撃する際、そのユニットがすでに移動したとみ
なされるということであったり、そのユニットがこのターン中にさらなる移動（突撃や接敵移動、再編移動は除く）を行えな
いということを明確化する目的で書かれている。つまりこれらのユニットはすでにこのターンにおいて戦場全体を横断するほ
どの移動を済ませているということだ。この文言はさらに、『アウスペクス走査』や『Early Warning Overrides』のように、
ユニットが増援として戦場に配置された際に発動するアビリティのトリガーとなることを明確にする目的もあった。我々の感覚
としては、衛星軌道上の宇宙艦艇からテレポートしてくるのも隣の丘からテレポートしてくるのも変わりはないのである。

こうしたアビリティ、策略、サイキックパワーの働きを明確化するため、我々は『ウォーハンマー 40,000 ルールブック』に
以下の FAQ を加えた。便宜上ここに再掲しよう。

	
		 	Q:	初期配置より後のタイミングで、アビリティ、策略、サイキックパワーの効果によって戦場から取り除かれ、再

び戦場へと配置されたユニットにはどのようなルールが適用される？
  A: ルールやアビリティによってユニットが戦場から取り除かれ、再配置された場合、そのユニットには以下のルー

ルが適用される：

  1.  「増援として戦場に配置された」ユニットに適用されるルール、および「増援として戦場に配置された」ユニットを
トリガーとして発動するルールは、上記のユニットが戦場に配置された場合にも適用される。

 2.  上記のユニット内の各兵はそのターンにおいて、自身の【移動力】の上限まで移動したものとみなされる（そしてヘヴィ
ウェポンで射撃する場合には移動後の射撃によるペナルティを受ける）。上記のユニットが最小移動距離も有し
ている場合は、そのユニットは最大移動距離の上限まで移動したとみなされる。

 3.  上記のユニット内の各兵は、いかなる理由によってもそのターン中に再び移動を行うことはできない。ただし突
撃移動、接敵移動、再編移動はこのルールの例外とする。

 4.  ユニットが敵ユニットの1mv 以内にいる状況で戦場から取り除かれていた場合、そのユニットは戦場に再配置さ
れる際、退却を行ったとは見なされない。

 5.  上記のユニットがそのターン中に全力移動を行っていた場合、上記のユニットは戦場に再配置された後も全力移
動を行っていたものとみなされる。

 6.  戦場から取り除かれる時点でユニット内で撃破されていた兵は、再配置された後も撃破されていたと見なされる。
そのターン中に撃破されていた兵に関しては、そのターンの戦意テストにおいてそのターンの戦死者としてカウン
トされる。

 7.  ユニット内で【傷】を1ポイント以上失っていた兵は、戦場から取り除かれた場合にも【傷】が回復することはな
く、【傷】を失った状態のままで戦場へと再配置される。
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   8.  戦場から取り除かれる時点でそのユニットに効果を及ぼしていた（アビリティ、策略、サイキックパワーなどによる）
あらゆるルールは、そのルールで定義された効果終了のタイミングまで効果が継続する。例えば、オーラアビリ
ティの範囲内にいる状態でユニットが戦場から取り除かれた場合、そのユニットの再配置地点がそのオーラアビ
リティの範囲外であればその時点でそのオーラアビリティの効果は適用されなくなる。一方で、そのターンの終了
時まで効果が継続するサイキックパワーの効果を受けていた場合は、再配置後もそのターンの終了時までは効
果が継続する。

  なお 5-8 は、『波状攻撃』ルールによって再配置されたユニットや、（アビリティ『召喚儀式』等によって）バトル
中に自軍に追加されたユニット、そして策略『Fresh Converts』（『コデックス：アデプトゥス・メカニカス』参照）、
策略『叛逆の大波』（『コデックス：ケイオススペースマリーン』参照）、策略『とめどなき緑の津波』（『コデックス：
オルク』参照）、策略『More Where They Came From』（『インペリウム・ニヒルス：ヴィジルス・アブレイズ』参
照）、策略『Send in the Next Wave』（『コデックス：アストラ・ミリタルム』参照）、策略『Endless Swarm』（コデッ
クス：ティラニッド）には適用されない。これらのユニットはもともと存在していたユニットが再配置されたのではなく、
新たな戦力が戦闘へと参加したものと見なされるのだ。

オーガナイズドイベント・ガイドライン – データシート重複の明確化
改訂版オーガナイズドイベント・ガイドライン表を使用するイベントに参加する場合、自軍に編入できる同一データシートの
個数は制限される。これに関して多く寄せられた質問が、はたして異なるコデックス上で同一のミニチュアを用いるユニット

（ディーモンプリンス・オヴ・ナーグルとディーモンプリンス・オヴ・ケイオスなど）はこのガイドラインの定義上、異なるユニッ
トとみなされるのかという事だ。我々は以前この質問に「その通りだ」と回答した。しかし『コデックス・ジーンスティーラー』
のリリースにより、アストラ・ミリタルム・ユニットのいくつか（レマン・ラスやセンチネルなどだ）についてカルトや血を分け
し同胞バージョンのユニットがと登場したことで、この疑問の対象となるユニットが大幅に増加してしまった。これを機に我々
は過去の回答を見直し、君たちからのフィードバックを取り入れることにした。その結果、我々は元々の回答が「制限の文言」
には準じているものの、我々が意図したルールの精神には反しているという結論に至った。よって我々は過去の回答に変更
を加え、現時点で判明している他の同様のユニットについてもこれを明確化した。これら 3 つの明確化については『ウォー
ハンマー 40,000 ルールブック』の FAQ セクションに記載されているが、便宜上ここに再掲しよう。

	 	Q.	『コデックス：ケイオススペースマリーン』のディーモンプリンス、『コデックス：ケイオスディーモン』のディーモ
ンプリンス・オヴ・ケイオス、『コデックス：デスガード』のディーモンプリンス・オヴ・ナーグル、『コデックス：サ
ウザンド・サン』のディーモンプリンス・オヴ・ティーンチはオーガナイズドイベント・ガイドラインの定義上、異な
るデータシートとみなされる？

 A. そうではない。このガイドラインの定義上、それらのデータシートは全て同一のデータシートであるとみなされる。

	 	Q.	『コデックス：アストラ・ミリタルム』のヘヴィウェポン・スカッド、『インペリアルアーマー・インデックス：フォース・
オヴ・アストラ・ミリタルム』のデスコーア・ヘヴィウェポン・スカッド、、『インペリアルアーマー・インデックス：フォース・
オヴ・アストラ・ミリタルム』のエリシアン・ヘヴィウェポン・スカッド、、『インペリアルアーマー・インデックス：フォース・
オヴ・アストラ・ミリタルム』のレネゲイド・ヘヴィウェポン・スカッドはオーガナイズドイベント・ガイドラインの定義上、
異なるデータシートとみなされる？

 A. そうではない。このガイドラインの定義上、それらのデータシートは全て同一のデータシートであるとみなされる。

	 	Q.	『コデックス：ジーンスティーラー・カルト』のカルト・レマンラスと『コデックス：アストラ・ミリタルム』のレマ
ン・ラスはオーガナイズドイベント・ガイドラインの定義上、異なるデータシートとみなされる？　カルト・スカウト
センチネルとスカウトセンチネル、カルト・アーマードセンチネルとアーマードセンチネル、ブロッドブラザー・インファ
ントリー・スカッドとインファントリー・スカッド、ブロッドブラザー・ヘヴィウェポン・スカッドとヘヴィウェポンスカッ
ドについてはどう？

  A. そうではない。『コデックス：ジーンスティーラー・カルト』内でデータシート名に「カルト」や「ブロッドブラザー」
と付いているものは、それらが付いていない名前のデータシートと同一であると見なされ、このガイドラインの定義上、
それらのデータシートは全て対応するデータシートと同一であるとみなされる。

ディーモンプリンスやブロッドブラザー・ヘヴィウェポン・スカッドについては、ケイオスアーミーやジーンスティーラー・カルト・
アーミーがバトル中にこれらのユニットを自軍に追加できるルール（『召喚儀式』『テレパシー召喚』）を持つことにも留意せ
よ。バトル中に自軍へユニットを追加する他の場合と同様、オーガナイズドイベント・ガイドラインの同一データシート編入
制限はバトル中に追加されたユニットには適用されない。これはつまり、自軍にディーモンプリンスが 4 体以上存在してい
たとしても、4 体目以降を『召喚儀式』によって召喚するのであれば使用可能だということだ。
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最終版マッチプレイ・ルール
2018 年秋季のアップデートやホワイトドワーフ誌を通じ、いくつかのベータ版ルールが改訂され、あるいは導入された。こ
れらのルールを実際にバトルに導入したプレイヤーの皆からは数多くのフィードバックをもらったよ。フィードバックを送って
きてくれたみんな、本当にありがとう。これらのフィードバックはこれらのベータ版ルールを下記の最終版へとブラッシュアッ
プする上で本当に役立った。

ボルター規律
『ボルター規律』はホワイトドワーフ誌の 2 月号でベータ版として紹介されたルールだ。このルールについては多くのフィード
バックを受け取った。オリジナルのルール記述がいくつかの意図せぬ結果を招いたことは明らかだ。このルールは一般歩兵
たるボルトガン装備のスペースマリーン（もしくはケイオススペースマリーン）を強化するのに役立ったが、その一方で一部のビー
クル（特にハリケーンボルターを装備しているもの）は当初の予想より遥かに多くの恩恵をうけることになった。こうした理由
により我々はこのルールの対象から基本的にビークルを除外することにした（ドレッドノートとヘルブルートは改定後もルール
の対象だ。これらは構造上はビークルではあるものの、戦団（もしくは兵団）の戦闘車両よりも血肉通う戦闘同胞により近
い戦い方をしているはずだからね）。以下はこのマッチプレイ用ルールの最終版だ：

アビリティ『ボルター規律』はデスウォッチ・アーミーにも我々が望まぬ形で影響を与えた。デスウォッチはすでに『Special 
Issue Ammunition』というアーミールールを有しており、彼らのボルトウェポンは十分な強化を受けている。これと『ボ
ルター規律』が組み合わさった結果、デスウォッチ・アーミー全体のポイントコストを再度のプレイテストによって計算し直
さなければならないほどに強力なシナジーが生まれてしまった。我々はそうする代わりに、デスウォッチが『special issue 
ammunition』を射撃する場合に『ボルター規律』のボーナスを受けられないこととした。この改訂後も彼らは通常のボル
ト弾を射撃する場合でなら『ボルター規律』のボーナスを受けることが可能であるが、独自の特殊弾薬を使用する場合はそ
の特殊弾薬のルールのみを使用する。このエラッタは『コデックス：デスウォッチ』の FAQ エラッタ文書に掲載されているが、
便宜上ここに再掲しよう：

	 コデックス：デスウォッチ,	64 ページ	–	Special	Issue	Ammunition	
  第一段落を以下のように変更する：“このユニットが以下のリストに記載されている射撃武器のうちいずれかを使用し

て射撃を行う場合、このユニットは特殊弾薬を使用することが可能である。その場合、これらの射撃にはアビリティ
『ボルター規律』は適用されないが、代わりに右の表に記載されている弾薬の中から1 種類を選択し、対応した修
正を受けることとなる。”

最後に、〈帝国〉内でボルターを用いて戦う他の戦士たち（アデプトゥス・カストーデスやアデプタ・ソロリタスなど）にも『ボ
ルター規律』アビリティは適用されるのかという質問を多く受けた。明確化のために書いておくと、『ボルター規律』ルール
はあらゆるボルトガンを強化するために存在するのではなく、ボルターを装備した戦闘者（もしくは大逆者）をより良い戦力
とするために導入されたルールである。そのため他の陣営のユニットに『ボルター規律』が適用されることはない。

ボルター規律
あらゆる戦

アデプトゥス・アスタルテス

闘 者、大
ヘレティック・アスタルテス

逆 者、堕
フ ォ ー ル ン

ちし天使の兵はこのアビリティを得る。

このアビリティを持つユニット内の兵がラピッドファイア・ボルトウェポンで射撃を行う場合、通常のラピッドファイアウェポンのルールは使用せ
ず、代わりに以下の条件のうち1 個以上が満たされている場合に攻撃回数が倍増する：

• 射撃側の兵から見て、攻撃対象がその武器の最大射程の半分以下の距離にいる。

• 射撃側の兵がインファントリーであり、その兵が属するユニット内の全ての兵が、直前の自軍側移動フェイズにおいて移動していなかった。

• 射撃側の兵がターミネイター、バイカー、センチュリオン、ドレッドノート、ヘルブルートのうちいずれかである。

このアビリティの定義上、ラピッドファイア・ボルトウェポンとは、武器種別が「ラピッドファイア」である武器のうち、武器名に「ボルト」もしくは「ボ
ルター」が含まれている武器を指す（ボルトガン、ボルトライフル、ストームボルター、コンビボルター、ハリケーンボルター、インフェルノ・
ボルトガンなど）。このアビリティはコンビウェポンのボルトガン能力値や、Blood Song や Lion’ s Wrathといったレリックのボルトガン能力
値、そして総主長の憤怒や Fury of Deimos などラピッドファイア・ボルトウェポンを置き換える形で装備されるレリック（ただしそのレリック
がラピッドファイアウェポンである場合に限る）を射撃する場合にも適用される。ウルトラマールのガントレットやホルスの鉤爪、デスウォッチ・
ウォッチマスターが用いるガーディアンスピアもラピッドファイア・ボルトウェポンである。
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防御陣地
マッチプレイ用ルール『防御陣地』は 2018 年秋季にベータ版が導入された。フィードバックに基づき、我々はこのルールに「航
空機と防衛施設をボーナス対象から除外する」という小さな修正を加えることとした。航空機ユニットは明らかに上空を飛ん
でおり、塹壕に籠もることはできない。一方で戦場に固定配置された防衛施設はすでに入念な防備が施されており、さら
なる塹壕を掘ることはできない。このルールはコアルールへ新たに導入された航空機キーワードを使用することに留意するこ
と。以下はこのマッチプレイ用ルールの最終版だ：

戦術的拘束
マッチプレイ用ルール『戦術的拘束』は 2018 年秋にベータ版が導入された。君たちから寄せられたフィードバックをもとに、
我々はサイキックパワーによるコマンドポイント獲得がこのルールの対象となることを明確化するとともに、バトル開始前に発
動する策略については一切払い戻されないこととした。以下はこのマッチプレイ用ルールの最終版だ：

防御陣地
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 ターン終了時まで、自軍のあらゆるユニット（巨大兵器ユニット、航空機ユニッ
ト、および兵科が「防衛施設」もしくは「フライヤー」であるようなユニットは除く）のうち、
自軍側初期配置エリア内に全体が収まっているユニットは、たとえ特殊地形の内部もしくは
上に全体が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は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

防御陣地
第 1 バトルラウンドにおいて後攻となったプレイヤーは以下の策略にアクセスできる：

戦術的拘束 
ウォーロード能力、レリック、サイキックパワー、アビリティの中にはコマンドポイントの獲得や払い戻しを可能とするものも存在する。1 人の
プレイヤーが 1 つのバトルラウンド中にこれらのルールによって獲得もしくは払い戻しを受けられるコマンドポイントは、こうしたルールが複数
存在したとしても合計で最大 1 ポイントのみである。さらに、バトルラウンド中以外（「バトル開始前」など）で発動した策略に使用されたコ
マンドポイントについてはこれを払い戻すことはできない。

「各バトルラウンドにつき1 ポイント」というこの司令ポイント獲得（もしくは払い戻し）の制限は、『Moment Shackle』および『七重の詠唱』、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やウォーロード能力は、司令ポイントを 2 点以上使用する策略
に対して発動した場合には　2 点以上の払い戻しを受ける可能性がある。しかしひとたび 1 ポイント以上の払い戻しを受けたならば、以降この
バトルラウンド中にこのルール（もしくは類似のルール）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。なおこのルールは、策略の文
面において特別な記載のある司令ポイントの払い戻しには適用されないことに注意しよう（『Feeder Tendrils』や『Agents of Vect』など）。
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戦術的予備戦力
『戦術的予備戦力』は、2018 年秋にベータ版ルールがアップデートされた。以下はこのマッチプレイ用ルールの最終版だ：

明確化のために追記しておくと、初期配置中に戦場へと配置され、策略やアビリティ、サイキックパワーによって第 1 バトル
ラウンド以降に戦場から取り除かれて再配置されたユニットに対してこのマッチプレイ用ルールは適用されない。さらに言う
ならば、バトル中に自軍に追加されたユニット（増援ポイントを支払って追加されたユニットなど）に対してこのルールは一切
適用されない。これらのユニットはルールによって「生み出される」時点まで存在せず、そうしたルールは常に初期配置より
も後のタイミングで発動するものであるため、これらのユニット初期配置中にはいかなる場所にも（戦場にもそれ以外の場所
にも）配置されていないとみなされるのだ。

2018 年の秋季アップデートには、ベータ版『戦術的予備戦力』を使用する際に適用スべき関連柄ラッタがリストアップされて
いた。これらはこのマッチプレイ用ルールと矛盾するルールを修正するためのものであった。マッチプレイ用ルール自体が最終
版として確定したことで、これらのエラッタもまた最終場案となった（なお、策略に対する以下のエラッタには、1つのユニット
がその策略から複数回の効果を受けられないようにするための制限も追加されている）。これらは関連するFAQ エラッタ文書
にも掲載されているが、便宜上ここに再掲しよう：

	 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、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、かつ第 1ターン開始前のタイミングで、
このユニットは最大 9mv の移動を行うことが可能である。ただしこの移動を敵兵の 9mv 以内で終了する事はでき
ない。双方のアーミーに第 1ターン開始前の移動を可能なユニットが存在する場合、第 1ターンを担当するプレイヤー
が自軍側の該当するユニットを全て先に動かすこと。1 回のバトル中に 1つのユニットがこの策略の効果を 2 回以
上受ける事はできない。”

	 コデックス：ケイオススペースマリーン,	160 ページ	(2019年版においては166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、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、かつ第 1ターン開始前のタイミングで、
このユニットは最大 9mv の移動を行うことが可能である。ただしこの移動を敵兵の 9mv 以内で終了する事はでき
ない。双方のアーミーに第 1ターン開始前の移動を可能なユニットが存在する場合、第 1ターンを担当するプレイヤー
が自軍側の該当するユニットを全て先に動かすこと。1 回のバトル中に 1つのユニットがこの策略の効果を 2 回以
上受ける事はできない。”

	 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、スティギース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、かつ第 1ターン開始前のタイミングで、このユニットは最大
9mv の移動を行うことが可能である。ただしこの移動を敵兵の 9mv 以内で終了する事はできない。双方のアーミー
に第 1ターン開始前の移動を可能なユニットが存在する場合、第 1ターンを担当するプレイヤーが自軍側の該当する
ユニットを全て先に動かすこと。1回のバトル中に1つのユニットがこの策略の効果を2 回以上受ける事はできない。”

	 コデックス：クラフトワールド,	91,	94 ページ	–	イリック・ナイトスピア&レンジャー ,	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。”

戦術的予備戦力
ユニットの中には、初期配置中に戦場にではなく（テレポート室や高軌道上、待ち伏せ地点など）他の場所に配置され、増援としてバトル
途中に戦場へと到着することを可能にするアビリティを持つものが数多く存在する。マッチプレイゲームにおいて自軍の初期配置を行う際、た
とえアーミー内の全てのユニットが戦場外への配置を可能にするアビリティを有していたとしても、アーミー全体のユニット数の半分以上が戦
場に配置される必要があり、アーミー全体のポイントコストの半分以上が戦場に配置される必要がある（戦場に配置された兵員輸送ユニット
に乗車しているユニットは、戦場に配置されているとみなされる）。

さらに、マッチプレイ形式のゲームにおいて、初期配置中に戦場外へ配置され、バトル途中に戦場へと到着するユニットは、第 1 バトルラウ
ンド中には戦場に到着することができない。

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に到着しなかったユニットは、すべて撃破されたものと見
なされる。
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	 コデックス：クラフトワールド,	123	ページ	–	Shiftshroud	of	Alanssair
  このアビリティの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。”

	 コデックス：ティラニッド,	page	110	–	スポロシスト	Bombardment	Organism	
  このアビリティを以下のように変更する：“初期配置中、このユニットを配置する際、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可能である。”

	 インペリアルアーマー・インデックス：ゼノ,	18 ページ	–	マイオティック・スポア,	Outriders	of	the	Swarm	
  このアビリティを以下のように変更する：“初期配置中、このユニットを配置する際、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可能である。”

暫定的バランス見直し
上記のマッチプレイ用ルールに加え、我々はコミュニティからのフィードバックに基づいていくつかの小規模なエラッタを加え
ることにした。これらはエラッタとしてただちに有効となるものであり、以下に詳述されている。

インペリアルナイト専用策略
様々なウォーロード能力と策略『イオンシールド角度調整』を組み合わせることにより、インペリアルナイトやレネゲイドナイ
トは自身のスペシャルセーヴ値を 3+まで向上させることが可能であった。ナイトがそもそも非常に頑強なユニットであること
を考えると、このスペシャルセーヴ値は相手としてあまりにも強力に過ぎると思われる。それゆえ我々は策略『イオンシール
ド角度調整』のスペシャルセーヴ値上限を 3+ から 4+ に引き下げる小規模な修正を加えた。

さらに、特定の状況下においては策略『死の握撃』から敵兵が逃れることができず、ヒットした敵兵を自動的に撃破するこ
とも判明した。これは余りにも救いがないと思われたので、エラッタによって敵兵が脱出する（僅かな）可能性を追加する
こととした。

以下のエラッタはそれぞれ『コデックス：インペリアルナイト』『コデックス：アデプトゥス・メカニカス』『チャプター・アプルー
ヴド 2018 年版』のエラッタ FAQ 文書に掲載されているが、便宜上ここに再掲しよう：

	 コデックス：インペリアルナイト,	108 ページ	–	イオンシールド角度調整
  最終文を以下のように変更する：“このフェイズの終了時まで、選択されたビークル・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+）”

	 コデックス：アデプトゥス・メカニカス ,	98 ページ	–	Rotate	Ion	Shields
 この策略の司令ポイントコストを「1CP/3CP」に変更する。

  ルール文を以下のように変更する：“敵ユニット1 個が自軍のインペリアルナイト・ビークル 1 体（スペシャルセーヴ
値を持つものに限る）を攻撃対象として宣言したタイミングでこの策略を発動可能（ドミヌス級ユニットは 3CP 消費。
それ以外の兵は 1CP 消費）。発動した場合、このフェイズの終了時まで、選択されたビークル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+）。”

	 チャプター・アプルーヴド2018年版 ,	106 ページ	–	イオンシールド角度調整
  最終文を以下のように変更する：“このフェイズの終了時まで、選択されたビークル・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+）”

	 	コデックス：インペリアルナイト,	109 ページ	–	死の握撃
  この策略の第五文以降を以下のように変更する：“対戦相手側の出目が 6 であるか、もしくは修正後のロール結果

が自軍側のロール結果以上であった場合、その敵兵は拘束を逃れ、いかなる効果も発生しない。しかしそれ以外
の場合、その敵兵は追加で D3 ポイントの致命的ダメージを受け、再び上記のロールオフを行う。この手順を敵兵
が拘束を逃れるか、もしくは戦死するまで繰り返すこと。” 

ジーンスティーラー・カルトのサイキックパワー
サイキックパワー『精神猛攻』も、特定の状況下では（敵兵が術者のダイスロール結果を超えることが不可能であるために）
自動的に敵兵を撃破してしまう事が判明した。これは余りにも救いがないと思われたので、エラッタによって敵兵が生き残る

（僅かな）可能性を追加することとした。

以下のエラッタは『コデックス：ジーンスティーラー・カルト』のエラッタ FAQ 文書に掲載されているが、便宜上ここに再掲しよう：

	 コデックス：ジーンスティーラー・カルト,	113ページ	–	精神猛攻
  最終文を以下のように変更する：“この手順は選択された敵兵が戦死するか、あるいは対象側が出目 6 を出すか、

対象側のロール結果が発動側よりも高くなり、致命的ダメージを与えられなくまで繰り返される。”
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インペリアルアサシンの策略
ホワイトドワーフ誌の 3 月号にて我々はインペリアルアサシンを配備するためのルールを発行した。すでにこの強力な工作員
たちについては数多くのフィードバックを受けており、彼らが敵キャラクターの心胆を寒からしめていることに満足しているよ。
このルールを執筆したとき、我々はこの強力な工作員を自軍に編入する方法が 3 種類あると想定していた。第一は処刑部隊
の一部として。第二は補助デタッチメント（Auxiliary Support Detachment）として。そして第三が策略『暗殺局員動員許可』
によるものである。これらの選択肢のうち 3 つ目はプレイヤーに最も広い柔軟性をもたらし、相手に合わせて適切なアサシ
ンを消臭することを可能にしている。こうした柔軟性にはそれに見合った司令ポイントコストが必要であると我々は考えている
が、しかし現在のところマッチプレイ形式においては選択肢 2と同じ CP 消費量でありながら、アーミー内のデタッチメント
総数を圧迫しないという点で明らかに選択肢 2 よりも優れている。一方でナラティヴプレイにおいてこの策略は司令ポイント
を 3 点消費する。これはナラティヴプレイにおいてはこの策略のために増援ポイントを準備しておく必要がないことによるも
のだが、しかし今にして思えば 3 点消費というのは、マッチプレイよりもアーミー編成の制限がゆるいことを考えればあまり
にも厳しい投資だ。こうした事情を鑑み、選択肢 2と選択肢 3 の間に選択の余地がより大きくなるよう、マッチプレイにお
ける司令ポイントコストを増加させるとともに、ナラティヴプレイにおいてはコストを減少させた。以下を見れば分かるように、
今後はいかなるプレイ形式においても 2CP を支払うこととなる。さらにちょうどいい機会なので、この策略は自軍に帝国暗
殺局の工作員がまだ編入されていない場合にのみ発動できるようにした。これにより、選択肢 1の処刑部隊がプレイヤー
が複数のアサシンを自軍に編入する選択肢としてより魅力的となるはずだ。なおこのエラッタには堕ちし天使が帝国最強の工
作員から支援を受ける事態を防ぐためのアップデートも含まれている。

ホワイトドワーフ2019年 3月号 ,	94 ページ	–	暗殺局員動員許可
策略『暗殺局員動員許可』を以下のように変更する：

暗殺局員動員許可
帝国暗殺局専用策略

隠密性と殺傷性の極致とも言うべき帝国暗殺局の工作員は、
〈帝国〉のいかなる司令官にとっても重要な戦力である。
この策略は自軍のウォーロードが帝国の陣営キーワード
を有しており（ただし堕ちし天使は除く）、自軍に帝国
暗殺局ユニットが 1 体も編入されていない場合にのみ、
初期配置中に発動可能。発動した場合、発動側プレイ
ヤーは任意の帝国暗殺局ユニット1 個を自軍に編入で
きる。なおマッチプレイ形式のバトルにおいては、プレイ
ヤーは自軍へ新たに編入するユニットについて増援ポイ
ントを支払わねばならないことに留意せよ。この策略は
バトル中 1 回のみ発動可能。

2CP

オルクの策略
策略『てめえもこっちに来い！』は『チャプター・アプルーヴド 2017 年版』で初めて導入され、そのまま変更されることなく『コ
デックス：オルク』にも採用された。しかしこの策略によって大規模化したオルク・インファントリー・ユニットに対して『コデッ
クス：オルク』内の特定の策略を使用した場合の有用性を我々は過小評価していた。そこで我々は、問題となっている策略
の司令ポイントコストを変更するのではなく、『てめえもこっちに来い！』の対象をオルクを象徴するユニットたるボゥイに限定
することにした。この変更によって本来意図していたオルクの緑の津波を再現するとともに、大群と化した専門精鋭ユニット
が 1つの策略から莫大なボーナスを受ける事態を回避することができる。

さらに今回我々は、この策略が戦場に増援ユニットが到着する直前のタイミングで発動するようにルール記述に変更を加え
た。これにより、「あらゆる敵ユニットから 9mvより遠く離れた地点に配置しなければならない（すなわち突撃ロール結果で
9+ を出さなければならない）」という増援ルールの意図が「敵の 9mv 以内にいる自軍側ユニットに増援ユニットがただちに

『てめえもこっちに来い！』によって合流する」というやり方で迂回されることはなくなるだろう。以下のエラッタは『コデックス：
オルク』のエラッタ FAQ 文書に掲載されているが、便宜上ここに再掲しよう：

	 コデックス：オルク,	126 ページ	–	てめえもこっちに来い！
  第一文と第二文を以下のように変更する：“この策略は自軍側移動フェイズ終了時、自軍のいかなる増援ユニット（存

在するならば）も戦場に配置される前のタイミングで発動可能。発動した場合、互いに 2mv 以内にいる 2 個の〈氏
族〉・ボゥイ・ユニットを選択せよ。”

クラフトワールド専用サイキックパワー
『Doom』『Jinx』『Reveal』は、組み合わせることで方舟の敵を大幅に弱体化させる強力無比なサイキックパワーである。
しかしこれらのサイキックパワーは他のアエルダリ陣営に属するユニット（特にサイカーを信用せず、サイキックパワーの使用
が禁じられているデュカーリ）にボーナスをもたらすために濫用されている。結果として、我々はこれらのパワーのワープチャー
ジ値を上昇させるのではなく（それでは本来のやり方でこれらのパワーを使っているクラフトワールド・プレイヤーに不利益
が生じてしまうからね）、代わりにこれらのパワーが方舟の同胞にのみボーナスをもたらすようにした。以下のエラッタは『コデッ
クス：クラフトワールド』のエラッタ FAQ 文書に掲載されているが、便宜上ここに再掲しよう：
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	 コデックス：クラフトワールド,	124 ページ	–	Conceal/Reveal
  『Reveal』の効果を以下のように変更する：“ 術者の18mv 以内にいる敵ユニットを1 個選択せよ。次の自軍側サイ

キックフェイズ開始時まで、その敵ユニットは自軍側アシュルヤーニ・ユニットによる攻撃に対して遮蔽物によるボー
ナスを受ける事はできない。”

	 コデックス：クラフトワールド,	124 ページ	–	Protect/Jinx
  『Jinx』の効果を以下のように変更する：“ 術者の18mv 以内にいる敵ユニットを1 個選択せよ。次の自軍側サイキッ

クフェイズ開始時まで、その敵ユニットが自軍側アシュルヤーニ・ユニットによる攻撃に対して行うあらゆるセーヴィ
ングの結果は -1の修正を受ける。 

	 コデックス：クラフトワールド,	124 ページ	–	Doom
  『Doom』の最終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、その敵ユニットに対して

自軍側アシュルヤーニ・ユニットが行う攻撃は失敗したダメージロールを何個でもリロールできる。”

ポイントコスト – ナイト・キャステラン
『チャプター・アプルーヴド』の新版や新しいコデックスをリリースするたび、我々はあらゆるるユニットやウォーギアのポイン
トコストを見直し、更新し、微調整している。君たちから寄せられたフィードバックを受けて、ナイト・キャステラン（および
ヴォルケイノ・ランスを装備したレネゲイドナイト・ドミヌス）のポイントに再調整が必要だという結論に至った。これらのユニッ
トは極めて頑強で、圧倒的な遠距離ダメージ出力を有している。このユニットはもう100 ポイント高くてもおかしくないほど
に強く、可能な限り速やかに改訂版のポイントコストをリリースするのが最適であると思われた（インペリアルナイト版とレネ
ゲイドナイト版でヴォルケイノ・ランスのポイントコストが違うのは、ナイト・キャステランの本体がレネゲイドナイト・ドミヌス
より10 ポイント安いことを反映したものだ）。このポイントコストは、2019 年春以前に出版されたあらゆる本のポイントコス
トを上書きするものであり、チャプター・アプルーヴド 2019 年版の包括的年次ポイントコスト調整にて再び調整を受けるこ
ととなるだろう。

インペリアルナイトの射撃武器
武器名 ポイント/個
プラズマ・デシメイター 40
ヴォルケイノ・ランス 60

レネゲイドナイトの射撃武器
武器名 ポイント/個
プラズマ・デシメイター 40
ヴォルケイノ・ランス 70


