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コアルール
戦争、死、暴力、高潔さ、そして狂気に満ちた世界へ突入する準備は出来ているか?勇猛な兵士、怪物、そして戦争機械
を駆り、神秘的で魔の力に満ちた領域で、矢の雨で曇る空の下敵を薙ぎ払う準備が。
コアルールはウォーハンマー:エイジ・
オヴ・シグマーの遊び方の基 本を規
定するものである。まずは、戦場とシ
タデルミニチュアのアーミーを用意し
なければならない。バトルは複 数の
ラウンドで構成され、それぞれのラウ
ンドで各プレイヤーは1ターンずつ交
互にプレイし自分のアーミーを操作す
る。

バトルプラン

バトルを初める前に、バトルプランを
選ぶ必要がある。バトルプランは戦場
の準備、各アーミーの配置、バトルに
追加される特殊なルール、そして何よ
り重要な勝利条件を規定する。バトル
プランに関する詳細は236頁を参照
すると良い。

ウォースクロール

ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ
ーのシタデルミニチュアはゲーム中〈
兵〉と呼称される。各兵にはゲーム中
で用いる情報を規定するウォースクロ
ールがある。ウォースクロールの見方
に関して分からないことがあれば238
及び239頁を参照すると良い。一部の
兵はウォースクロール・バタリオンに組
み込むことが出来、そうするとまたさら
にルールが加わる。ウォースクロール・
バタリオンに関する詳細は240頁を参
照すると良い。

ユニット

兵はユニット単位で行動する。ユニッ
トは1体以上の兵から構成されるが、
異なるウォースクロールを持つ兵は同
じユニットに組み込むことが できな
い。ユニットはセットアップ及び行動
終了時にはグループを保っていなけ
ればならない（全ての兵が同一ユニッ
トの兵1体以上から水平に1mv、垂直
に6mv以内の距離にいなければなら
ない）。
バトル中に何らかの原因でユニット内
の兵同士の距離が上記の距離より遠
く離れてしまった場合、その地点を動
かないか、次行動時1グループに合流
しなければならない。ルールやアビリ
ティにより戦死した兵をユニットに戻
す場合、そのユニットの兵1体以上の
周囲1mv以内に配置しなければなら
ない。
時折、ユニットの兵全てを配置する場
所がないことがあるだろう。そうした
場合は、配置できなかった兵は戦死
したものとみなす。

自軍の兵は味方兵、敵軍の兵は敵兵
と呼称する。もしルールで〈兵〉または
〈ユニット〉についての規定があり味
方・敵のいずれかに関する明確な記
述がなければ、そのルールは味方・敵
に関係無く全ての兵に適用される。

一部のルールはダイスを振り直すこと
を可能とする。これはつまりすでに振
ったダイスを一部または全て振りなお
せるということである。ルールにより
複数のダイスによって算出された数値
（2D6、3D6など）を振り直すことが
できる場合、特に記述がない場合そ
れらのダイスを全て振り直す。なおル
ールにおいて記載されている〈未 修
正〉の出目というのはリロール後、しか
しルールやアビリティによる修正が施
される前の出目を指す。

ロールオフ

時折ルールがプレイヤーにロールオフ
を求めることがある。そうした場合、各
プレイヤーはダイスを振り出目の大き
さを競う。出目が同じの場合、もう一
度ロールオフを行う。ロールオフにお
いてはダイスのリロールも、出目に修
正を与えることも不可能である。

距離の計測

ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シ
グマーにおいて距離はmv（ウォ
ーハンマー独自の単位。1mvは1
インチ、つまり約2.53cmに相当
する）で計測される。距離を測
るときは、計測を行う兵2体のベ
ースの最短距離を測る。もし兵
がベースを持たない場合、兵そ
のものからの最短距離を測る。

アーミー

ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ
ーのゲームにおいて各プレイヤーは自
分のアーミーを指揮する。アーミーの
大きさに上限はなく、自分のコレクシ
ョンから好きな数だけ兵を投入でき
る。たくさんの兵を使えば使うほど、
ゲームはより長く、よりエキサイティン
グになる。あくまで目安だが、計100
体ほどのミニチュアで行われるゲーム
は3〜4時間ほどかかる。

リロール

戦道具

バトルのためには距離を測るために定
規またテープメジャー、ダイスがいく
つか必要になる。ウォーハンマー:エイ
ジ・オヴ・シグマーでは6面ダイス（時
折D6と呼称される）を用いる。一部
ルールには2D6、3D6などといった記
述があるがそういった場合はその数
だけD6を振り出目の合計値を算出す
る。ルールによってD3を振ることを求
められる場合、ダイスを振り、その出
目を2で割る（端数切り上げ）。3以上
の出目を求められる場合、ルールでは
省略して3+と記載されていることが
多い。

ユ ニット間 の距 離 を測る場 合
は、お互いのユニットに最も近
い 兵を基 準とする。例えば、2
つのユニットに一組でもその間
の距 離 が12 mv以内の兵が い
れば、そのユニット間の距離は
〈12 mv以内〉という扱いにな
る。距離はゲーム中自由なタイミ
ングで測っても構わない。

戦場

ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ
ーのゲームは戦 場を舞台とする。兵
を立てることが できる平面ならばど
こでも構わない。テーブルでも、床で
も、24mv×24mv分のスペースさえあ
ればどんな形でも良い。
戦 場 の情 景はウォーハンマー:エイ
ジ・オヴ・シグマー世界内のモデルを
用いて再現すると良い。これらのモデ
ルは兵と区別するため情 景モデルと
呼ばれる。戦場に情景モデルをいくつ
配置するか、明確な決まりはない。基
本的には、24mv×24mvの範囲内に
最低1つは情景モデルがあると良い。
もちろん、それより少なくてもなんら
問題はないが、アーミーの動きを制限
する地形が多ければ多いほどゲーム
はダイナミックで奥深いものとなる。

時折アビリティによりユニットが戦場
以外の場所に配置されることがある。
そうした場合、そのユニットがどこに
配置されている（という設定）なのか
相手に伝え、戦場には直接置かず端
によけておく。そのユニットは、右に記
されているようにゲーム進行中予備戦
力として登場する。
ジェネラルの選択
全ユニットの配置を終えたのち、自分
の兵ひとつを自アーミーのジェネラル
として宣言する。一部の指揮アビリテ
ィはジェネラルしか 発動できないた
め、注意すること。もしジェネラルが
戦死した場合、自アーミーから別の兵
を新たなジェネラルとして宣言する。

バトル開始

予備戦力はアーミーの一部であ
りながら、始めに戦場の外に配
置され、ゲーム進行中に登場す
るユニットだ。予備戦力を（ゲー
ム中）戦場に配置することはユ
ニットの移動とみなされないが、
配置されたターンは移動が制限
されることもある。バトル終了時
点で未だ戦場に配置されていな
いユニットは勝利判定時戦死し
たものと扱う。

キーワード

バトルプランを選び、戦場の用意が出
来たならば、来たる対決に向けアーミ
ーの準備を行わなければならない。バ
トル開始前にアーミーを配置し、ジェ
ネラルを決め、そしてバトル前に発動
するアビリティを解決しなければなら
ない。

全てのウォースクロールにはその
兵が持つキーワードの一覧が記
載されている。キーワードはルー
ル中太字で表記されている。
時折特定のキーワードと関連す
る（紐づく）ルールもある。例え
ば、あるルールが〈全ての秩序
ユニットに適用される〉と表記さ
れているかもしれない。これはそ
のルールが、ウォースクロールに
秩序というキーワードが記載さ
れている兵全てに適用されると
いう意味である。

アーミーの配置

アーミーの配置に関する詳細は適用
しているバトルプランにて確認するこ
とが出来る。

1mv
✗

予備戦力

3mv

✓

1mv
✓
✓

1mv

1つのユニットに所属する全ての兵は同ユニットの兵最低1体の周囲1mv以内にいなければならない。
上記であれば、ストームキャスト・エターナルユニットのリーダーの場所はよくない。
同ユニット内全ての兵から1mvより遠く離れているためである。
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戦闘ラウンド
ついに戦の刻が訪れた!屈強な兵士達が雄叫びを上げながら衝突し、剣や斧が紅に染まる。地面は突進する騎兵により
大きく揺れる。射手が放った無数の弓が空を覆い尽くし、巨大な怪物が敵を獣の拳で叩き潰す。
ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ
ーは幾つかの戦闘ラウンドによって構
成される。各ラウンドは2ターンに分か
れており、それぞれのプレイヤーが交
互に1ターンずつ行う。先手プレイヤ
ーが自分のターンを終えたならば、後
手プレイヤーが自分のターンを行う。
後手プレイヤーが自分のターンを終え
たならば、そのラウンドは終了し次の
ラウンドに移行する。
各戦闘ラウンド開始時、プレイヤーは
ロールオフを行い、勝者が先手プレイ
ヤーを決める。ロールオフが引き分け
の場合、先のラウンドで先手だったプ
レイヤーが先手プレイヤーを決める事
ができる。第1ラウンドにおいては、先
にアーミーを配置し終えたプレイヤー
が先手プレイヤーとなる。

ターンの流れ

1

ヒーローフェイズ
呪文を唱えヒーローの
アビリティを発動する

2

移動フェイズ
戦場のユニットを動かす

3

射撃フェイズ
射撃武器で攻撃する

4

突撃フェイズ
ユニットが戦闘へ突撃する

5

接近戦フェイズ
接近戦武器で敵と
戦闘を行う

6

戦闘ショックフェイズ
仲間を失ったユニットに
課せられる試練

1

ヒーローフェイズ

ウォースクロールに記載されて
いるアビリティの多くはヒーローフェイ
ズで発動する。それに加えて、ウィザ
ードはこのタイミングで呪文を唱える
事ができる（８頁を参照）。

指揮アビリティ

もしアーミー内にヒーローがいれば、
指揮アビリティを発動する事ができ
る。右の3つのようなどのアーミーでも
発動可能な指揮アビリティもあるが、
他にも特定の兵だけが持つ指揮アビ
リティもある（そのウォースクロールに
記載）。その上、それらの兵特有のア
ビリティの中にはその兵がアーミーの
ジェネラルである事によって始めて使
用できるようになる指揮アビリティも
ある（この場合も、ウォースクロール内
にそう記載されている）。
指揮アビリティを発動するためには司
令ポイントを1点支払わなければなら
ない。アーミーに含まれているウォー
スクロール・バタリオン1つにつき、ゲ
ム開始時に司令ポイントを1点獲得す
る。加えて、自分の各ヒーローフェイ
ズ開始時に司令ポイントを1点得る。
指揮アビリティは、司令ポイントを支
払える限り同じフェイズで何度も発動
できる。

指揮アビリティの発動タイミングは基
本的にその説明文内に規定されてい
るが、もし記載がなければヒーローフ
ェイズに発動する。
全速前進:この指揮アビリティは、自
軍ヒーローの周囲6mv以内もしくは
自軍ジェネラルであるヒーローの周囲
12mv以内にいる自軍ユニットの全力
移動判定の際に発動できる。そうした
場合、全力移動ではなく代わりにその
ユニットの移動能力値に6mvを加える
（その移動フェイスの間のみ）。
眼前の勝利:この指揮アビリティは、
自軍ヒーローの周囲6mv以内もしくは
自軍ジェネラルであるヒーローの周囲
12mv以内にいる自軍ユニットの突撃
移動判定の後に発動できる。そうした
場合、その突撃移動判定をリロールし
てもよい。
鼓舞する雄姿:この指揮アビリティは、
戦闘ショックフェイズの開始時に発動
できる。その場合、自軍ヒーローの周
囲6mv以内もしくは自軍ジェネラルで
あるヒーローの周囲12mv以内の距離
にいる自軍ユニットを1個選ぶ。その
ユニットはそのフェイズにおいて戦闘
ショック判定を行わなくてもよい。
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移動フェイズ

まず、自分のユニットを1つ選
びそれに属する兵を好きな数だけ動
かす。その後、別のユニットを選び同
様に動かす。もうこれ以上動かしたい
ユニットがなくなるまでこの手順を繰
り返す。各ユニットは1度の移動フェイ
ズにおいて一度までしか移動できな
い。

移動

兵の戦場での位置は、その兵を移動
させることで変えることが出来る。兵
の移 動は移 動フェイズ、突 撃フェイ
ズ、そして接近戦フェイズにおいて可
能で、一部のアビリティによってさら
にその他のタイミングでも移動が可能
になることもある。
兵を動かすときは、どのような方向に
も動かすことが出来るが、他のベース
上の兵をすり抜けてことも戦場端から
出ることも出来ない。移動を終えると
き、到着地点にてその兵を好きな方向
に向かせてもよい。兵の移動距離は、
移動前の位置から最も遠くへ動いた
ベース部分を基準に測る。もし移動し
た兵がベースを持たない場合、移動前
の位置から最も遠くへ動いた兵の部
分を基準に測る。
ユニットを移動させるときは、決して
その集団を崩してはならない。移動終
了時点で、ユニット内のすべての兵は
同ユニット最低1体から水平に1mv以
内、垂直に6mv以内の地点にいなけ

2mv

ればならない。もしその条件を守るよ
うにユニットを動かすことが出来ない
のなら、そもそも移動はできない。

ットが退却した場合、そのユニットは
以降そのターン射撃や突撃ができな
い。

地形を超えての移動

全力移動

特別な記載がない限り、兵は情景モ
デルを乗り越えて移動することができ
る（しかし通り抜けることはできない。
壁や木をそこに何もないかのようにす
り抜ける事はできないが、登って越え
ることはできる）。
情景モデルを乗り越えるため、兵を垂
直に移動させることができる。その距
離も地面を移動する時と同様に計測
する。

通常移動

移動フェイズに行う移動は突撃フェイ
ズでの突撃移動および接近戦フェイ
ズでの接敵移動と区別するために通
常移動と呼ばれる。通常移動の際ユ
ニットはそのウォースクロールに記載
されている移動能力値に等しい距離
を移動できる。

敵ユニットと退却

飛行

ウォースクロールに飛行できると記載
されている兵は、まるでそこに何もな
いかのように、戦場にいる兵や情景モ
デルを通過するように移動できる。飛
行ユニットを移動させるとき、垂直な
移動距離は上昇・下降にかかわらず
常に計測しなくてもよい。他の兵の上
で停止することはできないが、情景モ
デルの上には止まることができる。

兵を通常 移動する時、敵ユニットの
周囲3mv以内に移動させてはならな
い。敵ユニットの周囲3mv以内にあら
かじめいるユニットを通常移動させる
際、動 かずにその場にとどまるか退
却するかのどちらかを選ぶことがで
きる。退却する場合、各敵ユニットの
周囲3mv以内に入ってない位置でそ
の移動を終えなければならない。ユニ

ロード・アーカナムは12mvの移
動力を持つ。4mv移動し、高さ
2mvの壁にぶつかった。
壁を越えるためには上昇2mv、
下降2mvで計4mvの移動力
を消費する。そうすると壁を乗
り越えてさらに4mvまで移動
できる。

2mv
4mv

4mv

移動フェイズで移動させるユニットを
選ぶ時、そのユニットに〈全力移動〉
をさせると宣言してもよい。そのユニ
ットを対象に全力移動判定を行う。そ
の移動フェイズの間、出目をそのユニ
ット内各兵の移動力の値に足す。その
ユニットは、その値に等しいmvまで
動かすことができる。全力移動を行っ
たユニットは、以降そのターン中に射
撃や突撃ができない。
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射撃フェイズ
自軍射撃フェイズでは、射撃武
器を装備している兵に射撃させること
ができる。自分のユニットを1つ選ぶ。
そのユニットの各兵は、装備している
射撃武器全てを使って射撃しても良い
（攻撃を参照）この時、このターン中
退却したユニットや、全力移動したユ
ニットは射撃できない。ユニット内の
全ての兵が射撃し終わったら、次に射
撃させるユニットを1つ選択できる。射
撃できる全てのユニットが射撃するま
で、これを繰り返す。
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接近戦フェイズ
接近戦フェイズでは、手番プレ
イヤーから初めて各プレイヤーが順番
に攻撃させるユニットを選ぶ。
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まずは手番プレイヤーが攻撃させるユ
ニットを1つ選ぶか、パスする（攻撃可
能ユニットがいる状態でパスは出来な
い）。敵ユニットの周囲3mv以内にい
るユニット、または突撃したユニットは
攻撃可能なユニットとして扱われる。
各ユニットは一度の戦闘フェイズにお
いて一度までしか攻撃できない。

敵ユニット
ユニットは敵の周囲3mv以内にいる
場合も射撃できるが、射撃する時は
3mv以内の距離にいる敵ユニットしか
攻撃できない。なお、他の味方のユニ
ットから3mv以内の距離にいるユニッ
トに対しても、ペナルティ無しで射撃
を行うことができる。

攻撃するユニットを選んだならば、ま
ず接敵移動を行わせた後、ユニット内
の各兵で攻撃しなければならない。

閣下危ない！
もし射撃の対 象がヒーローで。なお
かつその敵ヒーローが 3体以上の兵
が含まれる敵ユニットの周囲3mv以
内にいる場合、ヒットロールの結果よ
り1を引かねばならない。このルール
は、そのヒーローが同時にモンスター
である場合は適用されない。

接敵移動
敵ユニットの周囲3mv以内にいる、も
しくはこのターン突撃移動を行ったユ
ニットは接敵 移動を行うことが出来
る。そうする場 合、そのユニット内の
各兵を3mvまで移動させることが出
来る、接敵 移動終了時、各兵は最も
近い距離にいた敵ユニットから移動前
に比べ遠ざかっていてはならない。
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突撃フェイズ
自軍突撃フェイズ時に、敵の
周囲12mv以内にいる各自軍ユニット
は突撃移動を行うことが出来る。これ
が可能なユニットを一個選び、ダイス
を2個振ること（突撃移動判定）。そ
のユニット内の各兵は、この出目合計
に等しいmvまで移動することが出来
る。このターン中すでに全力移動か
退却したユニットや、敵の周囲3mv以
内にいるユニットは突撃出来ない。

パスした場 合、何もせずに攻撃権は
相手に移る。両プレイヤーが連 続し
てパスした場合、戦闘フェイズは終わ
る。

戦闘ショックフェイズ
戦闘ショックフェイズでは、自
軍アーミー内でそのターン戦死者を出
した各ユニットに対し、両プレイヤー
は戦闘ショック判定を行わなければ
ならない。判定は手番プレイヤーが先
に行う。
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戦闘ショック判定を行う必要がある
ユニット1つにつき、戦闘ショックロー
ルを一回行う。戦闘ショックロールで
は、ダイスを1つ振り、その出目にこの
ターン戦死したそのユニットの兵の数
を足す。その値を、
〈ユニットの勇猛度
+そのユニットの兵１０人につき１ポイ
ント〉の値と比べる。
前者の値が後者の値よりも大きけれ
ば、戦闘ショック判定は失敗となる。
判定が失敗したとき、その2つの値の
差分に等しい数の兵がそのユニット
が逃走する。逃走した兵は、戦闘より
取り除かれ 戦死したものとみなされ
る。

攻撃
ユニット内の各兵は、自身が装備して
いる全ての接近戦武器を使って攻撃
を行う（攻撃の欄を参照）。

最 初 に 移 動 させる 兵 は 、敵 の周 囲
0.5mv以内で移動を終えなければな
らない（突撃対象となる敵ユニットを
突 撃 移 動 判定 前に決める必 要はな
い）。これが不可能、もしくは突撃しな
いことを選んだ場合、突撃は失敗しそ
のユニットの各兵はフェイズ中移動が
出来ない。
ユニット内のすべての兵を突撃し終え
たら、突撃可能な他のユニットを選び
突撃させる。突撃可能なすべてのユニ
ットが突撃するまで、これを繰り返す
こと。
今まさにチェインラスプの大群に攻撃しようとするキャスティゲイターのユニット

攻撃

6

戦闘に流血は欠かせない。弓矢が雨のように降り注ぎ、戦闘機械は敵に向けて死を放ち、戦士は剣で、槌で、そして爪で
相手を薙ぎ払う。傷ついた戦士が倒れ、城塞が陥落していく中、戦場は兵士がお互いを引き裂きあう大虐殺の場と化す。
ユニットが射撃または攻撃するとき、
装備している武器を使用する。ユニッ
トの攻撃時、そのユニットが装備して
いる全ての武器を使用する（騎 乗先
が装備しているモノも含む）
兵が装備可能な武器はウォースクロー
ルに記載されている。射撃武器は射
撃フェイズでしか使用できず、接近戦
武器は接近戦フェイズでのみ使用可
能である。

攻撃対象の選択

ユニットが射撃または攻 撃する際に
は、使用する武 器それぞれに関して
攻撃対 象を決めなければならない（
攻撃が解決される前に攻撃対象をえ
らばなければならない）。攻撃対象に
は敵ユニットのみしか選択できない。
もしユニットが1つのフェイズで2種類
以上の武器を使用することが出来る
場合、攻撃対象を選んだ後にプレイヤ
ーはそれらを好きな順番で解決するこ
とが出来る。しかし、次の武器を解決
し始めるまえに同じタイプの武器によ
る攻撃を全て解決しなければならな
い。

射撃武器

射 撃 武 器 を用いて 攻 撃 するために
は、攻撃対 象のユニットが 攻撃する
兵の射程内にいなければならず（具
体的には、使用する武器の射程の値
に等しいmv以内）、攻撃対象のユニ
ットが攻撃する兵から見える位置（不
安ならば姿勢をかがめ、攻撃する兵
の後ろから確認すると良い）にいなけ
ればならない。攻撃する兵のユニット
に属する他の兵は、視界を遮らないも
のとする。
一部の射撃武器の射程には下限もあ
る（例えば6mv〜48mvなど）。そうし
た武器は6mvより近くに全体が収まっ
ているようなユニットに攻撃するため
に使用することが出来ない。

接近戦武器

接近戦武器を用いて攻撃するために
は、攻撃対 象のユニットが 攻撃する
兵の射程内にいる、もしくは射程内に
攻撃対象のユニットがいるインファン
トリーの兵（攻撃する兵と同一ユニッ
ト）のベースが攻撃する兵のベースに
触れている必要がある（後者はインフ
ァントリーが連携をとり戦っているイ
メージ）。

攻撃回数

ウォースクロールの〈攻撃回数〉は、
その武器を用いて行える攻撃の最大
回数を示す。攻撃は一回ずつ解決する
（連続攻撃をしている場合を除く。連
続攻撃については232頁を参照）。
もしもある武器の攻撃回数が1よりも
多いならば、各攻撃で異なる攻撃対
象を選んでも構わない（攻撃対象が
不正であってはならない）。1つの武器
を用いて行う複数の対象を攻撃する
場合、攻撃する順番は自由だが1つの
対象に対する攻撃を終えない限り次
の対象には移れない。

一部の兵は全く同じ武器を2つ装備
していることもある。そう言った状況
でそれらの武器を用いて攻撃する場
合、武器の攻撃回数を単純に倍加し
てはならない。該当する兵のウォース
クロールを見れば既に（2つ目の武器
の存在を考慮して）その武器の攻撃
回数が加算されているか、武器が2つ
あることによる特殊なアビリティを持
っていることが分かるはずだ。

チェインラスプの大群がセクエイターのユニットを攻撃する。
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攻撃を繰り出す

攻撃は以下の手順に従い1回ずつ解決される。場合によっては、同じ種類
の武器による複数回の攻撃を同時に解決することもできる（下記〈連続攻
撃〉の項目を参照）。
1. ヒットロール:ダイスを1個振る。攻撃に用いている武器のヒット値を調べ、出目がその値以上で
あれば、攻撃はヒットしたことになり、ダメージロールを行わなければならない。出目がその値
以上でなかった場合攻撃は失敗し、攻撃の手順はここで終了する。ヒットロールの出目が1の
場合（何らか修正を施す作用がある場合その前の数値）攻撃は必ず失敗し、逆に出目が6の
場合（何らか修正を施す作用がある場合その前の数値）は攻撃が必ずヒットする。
2. ダメージロール:ダイスを1個振る。攻撃している武器のダメージ値を調べ、出目がその値以上
であれば、ダメージを与えたことになり、敵プレイヤーはセーヴィングをしなければならない。

遮蔽物

ユニット内の兵全員が情景モデルに
入ってるもしくはその上にいる場合、
そのユニットのセーヴィングにおいて
出目に1を足すこと。セーヴィングを
行おうとしているユニットが同じター
ンに突撃移動を行っていた場合、そ
の接近戦フェイズでこの修正を行う
ことはできない。また、キーワード:モ
ンスターまたはウォーマシンを持つ
ユニットのうち【負傷限界度】8以上
であるようなユニットにも、この修正
が適用されることはない。

出目がその値以上ではなかった場合、攻撃は失敗し、攻撃の手順はここで終了する。ダメージ
ロールの出目が1の場合（何らか修正を施す作用がある場合その前の数値）ダメージは必ず0
になり、逆に出目が6の場合（何らか修正を施す作用がある場合その前の数値）ダメージは必
ず与えられる。
3. セーヴィング:敵プレイヤーはダイスを1個振り、攻撃している武器の貫通値を調べ、出目を修正
する。例えば、武器の貫通値が−1の場合、セーヴィングの出目から1を引く。この結果が、攻撃
対象のユニット内の兵の防御力以上だった場合、ダメージは回避され、攻撃の手順はここで終
了する。ダメージを回避できなかった場合、攻撃は成功で、攻撃対象のユニットに与えたダメ
ージを決定しなければならない。セーヴィングの出目が1の場合（何らか修正を施す作用があ
る場合その前の数値）攻撃は必ずヒットする。
4. ダメージの決定:ヒットした各攻撃はその武器のダメージ回数値と等しい値のダメージを与え
る。ほとんどの武器のダメージ回数値は1だ。しかし中には2以上のダメージ回数値を持つ武
器も存在する。

複数回の攻撃

全ての攻撃が同じユニットから発生し
ており、同じ種 類の武 器を用いた攻
撃で、同じユニットを攻撃対象として
いる場合、複数の攻撃を同時に解決
することが出来る。そうした場合、全
てのヒットロールを、その後全てのダ
メージロールを、そして最後に全ての
セーヴィングをそれぞれ同時に行う。

プレイヤーの判断でダメージを自由に
割り振ってもよい（ダメージを割り振
る兵が、攻撃ユニットの射程内にいた
り、攻撃ユニットから視認可能な位置
にいる必要はない）。しかし、ダメージ
を兵に割り振る時は、その兵が戦死す
るまでダメージを振り続ける必要があ
る。つまり、1つのユニットに2体以上
半端なダメージを受けた兵がいること
は基本的にはあり得ない。

複数回のヒット
時折一度のヒットロールで2回以上攻
撃がヒットすることがある。そうした場
合は、それらのヒットによる発生する
全てのダメージロールを、そしてその
後全てのセーヴィングをそれぞれ同時
に行う。

ダメージの分配

1つのユニットの攻撃が全て解決され
たならば、与えられたダメージを計算
する。攻撃対象のユニットを指揮する
プレイヤーは、そのダメージを攻撃対
象のユニットに所属する兵に分配しな
ければならない。
ダメージは1ずつ兵に分配すること。

致命的ダメージ

一部の攻撃、呪文、そしてアビリ
ティは致命的ダメージを与える。
致命的ダメージを与える攻撃の
場合、ヒットロール、ダメージロ
ール、セーヴィングは行わない。
致命的ダメージを与える攻撃を
解決するとき、攻撃対象に与え
られるダメージは攻撃により発
生する致命的ダメージの値に等
しい。このダメージは攻撃ユニッ
トの他の攻撃によって与えられ
るダメージと同じタイミングで（
攻撃対象となったユニット内の
兵に）割り振られる。なお呪文
やアビリティにより与えられる致
命的ダメージは即座に割り振る
（割り振り方自体は通常の攻撃
によるダメージと同様）。
割り振られた後は、致命的ダメ
ージによるダメージは通常の攻
撃によるダメージと何ら変わら
ない。

戦死した兵

バトル中、兵が受けたダメージがその
負傷限界度の値と等しくなった時点
で、その兵は戦死する。戦死した兵は
横に倒し、ゲームから取り除く。
一部のアビリティにより、ダメージま
たは致命的ダメージを受ける時ダイス
を振り、その結果によってダメージを
無効にすることが可能な場合もある。
そうしたアビリティが適用される兵に
ダメージを割り振る場合、ダメージを
1ポイント割り振る度にダイスを振る。
無効になったダメージは兵に与えられ
ない。

ダメージを回復

一部のアビリティは、兵に与えられた
ダメージを取り除き回復させることも
できる。1ダメージ回復するごとに、ダ
メージを1その兵から取り除く。なお、
戦死した兵のダメージを回復すること
は出来ない。

ウィザード

8

どの領域も魔力で溢れている。魔力は、それを扱う術を知る者にとっては最高の味方だ。決してまやかしの力などでは
なく、その威力は現実の武器に全く劣らない。自軍には大いなる力と武勇を、敵軍には恐ろしい病と悪夢をもたらす。し
かし戦場で最も見受けられる魔術はウィザードが発する魔の雷撃だろう。
一部のユニットのウォースクロールはキ
ーワード:ウィザードを持つ。ウィザード
はヒーローフェイズにおいて呪文を唱え
たり、反対に相手のヒーローフェイズで
相手のウィザードが唱えた呪文を打ち
消すことができる。
時折アビリティによってウィザードでは
ないモデルが呪文を唱えたり、打ち消し
たりすることがある。そうした場合は以
下の手順に従って呪文を唱えたり打ち
消したりする上その処理の際に行うロー
ルの出目を修正するアビリティの影響を
受けるが、それらの兵自体は決してウィ
ザードとして扱われることはない。
呪文を唱える
ヒーローフェイズにおいてウィザードは
呪文を唱えようとしてもよい。同じ呪文を
（それを唱えるのが別のウィザードだと
しても）同一ターンに複数回唱えようと
してはならない。
呪文を唱えるためには、まずウィザード
が唱えるようとしている呪文の名前を宣
言する（そのウィザードが知っている呪
文でなければならない）。呪文を唱える
とき、2D6を振る。もし出目の合計が呪

勝利
戦いにて収めた勝利が、次の激突に
向けて戦士達をさらに鼓 舞する。自
信を持って勇敢に敵に挑む者は、普
段以上の膂力を発揮することもあれ
ば、かつてない猛烈な進撃を見せる
こと、そして不屈の魂でひたすら戦い
続けることなどもある。

文の詠唱値以上の数の場合、呪文を唱
えることに成功する。
呪文を唱えるのに成功したとき、対戦相
手はそのウィザードから30mv以内の距
離にいる自身のウィザードで呪 文を打
ち消そうとしても良い。呪文を打ち消す
とき、2D6を振る。もしその出目が呪文
を唱える際に降った出目よりも大きい場
合、その呪文は打ち消され、効果が無効
となる。なお、１つの呪文を打ち消そうと
することは１度しか出来ない。
伝承されし魔術
ウィザードが知ってる呪文、そしてヒー
ローフェイズにおいて呪文をいくつ唱え
られ、いくつ打ち消せるかについての詳
細はそのウォースクロールに記載されて
いる。なお大半のウィザードは、
〈秘雷
撃〉と〈神秘の盾〉を知っている。
秘雷撃:秘雷撃の詠唱値は5である。こ
の呪文を唱えることに成功した場合、呪
文を唱えた兵から18mv以内、かつ視認
出来る位置にいる敵ユニットを選ぶ。そ
のユニットに致命的ダメージを1与える。
もし唱えるとき振った出目の合計が10
以上の場合、対象のユニットに致命的ダ

メージをD3分与える。
神 秘 の盾:神 秘 の盾の詠 唱 値は6であ
る。この呪文を唱えることに成功した場
合、呪文を唱えた兵から18mv以内、か
つ視認出来る位置にいる味方ユニットを
選ぶ。次のヒーローフェイズの開始時ま
で、そのヒーローのセーヴィングの際出
目１を振り直すことが出来る。

ウィザードのユニット
ウィザードの兵は、基本的に単
体でユニットを構成する。キーワ
ード:ウィザードのユニットに2
体以上兵が所属していても、ル
ール上ウィザードは1体として扱
う。そのユニットを用いて呪文を
唱える際も、ユニット内の兵1体
を指定しその兵を呪文の発生源
として扱う（呪文の対象までの
距離及び視認可能かどうかをそ
の兵を基準として判断する）。

勝利
アーミーが先の闘いで大勝利を収めた場合、ジェネラル選択時にダイスを振り以下
の表から対応するルールを適用する。
D6

勝利

1-2

感銘:バトル中に1度、味方ユニットを射撃また接近戦のため選択した時、そ
のユニットが〈感銘〉を受けていると宣言してもよい。そうした場合、そのユ
ニットの攻撃において失敗したヒットロールをリロールしてもよい。この効果
はそのフェイズ終了時まで適用される。

3-4

血に飢えた戦士達:バトル中に1度、味方ユニットを射撃また接近戦のため選
択した時、そのユニットが〈血に飢えた戦士達〉だと宣言してもよい。そうし
た場合、そのユニットの攻撃において失敗したダメージロールをリロールして
もよい。この効果はそのフェイズ終了時まで適用される。

5-6

不屈の精神:バトル中に1度、味方ユニットのセーヴィングを行うとき、そのユ
ニットが〈不屈の精神〉を持つと宣言してよい。そうした場合、そのユニットの
攻撃において失敗したセーヴィングを振り直してもよい。この効果はそのフェ
イズ終了時まで適用される。

9

ナイト・インキャスターが秘雷撃をグリムギャスト・リーパーのユニットを対象に唱え、内2体に致命的ダメージを与える。

ガーディアンズ・オヴ・ソウルズに率いられたナイトホーントの部隊がセレスター・バリスタに向かって進撃する。

情景

10

炎の柱、真鍮の祭壇、そして呪われた廃墟。
〈定命の諸領域〉には不可思議で恐ろしい地形に溢れている。髑髏で飾り
立てられた要塞が平野にそびえ、荒野には古の建造物が無数に並ぶ。野蛮な戦長達に率いられいくつもの戦が繰り広
げられた場である。そして、闘いはまだまだ続く…

移動及び遮蔽物に関するルールに
て兵がどのようにして情景モデルを
乗り越えたり、時には利用できたり
するかを紹介する。情景モデルは原
則として両軍にとって味方扱いであ
り、攻撃対象には選択できない。

バトルのため情景をセットアップす
る際、両プレイヤーの合意のもと右
の地形表からルールを選びそれぞ
れの情景モデルに適用させてもよ
い（各モデル1つ）。適用させるルー
ルはプレイヤーが選んでもよいし、
ダイスを振って対応するルールを適
用するなどランダムな方式で選んで
も構わない。もし情景モデルにウォ
ースクロールがあれば、そちらに記
載されているルールを適用してもよ
い。

障害物
一部の情景モデルは攻撃を通さず、射線
上に存在する場合その奥にいるユニット
への攻撃を不可能にする。そのような特
性を持つ場合、その情景モデルのウォー
スクロールにそう記載されている。
射撃フェイズにおいて、兵が攻撃対象と
したユニットの兵が 全て障害 物の周囲
1mv以内にいて、かつ攻撃する兵が攻撃
対象のユニットよりもその障害物に近い
場合、攻撃対象のユニットは〈遮蔽物に
よるカバー〉を得る。
占領
一部の情景モデルは、ユニットを占領さ
せることが出来る。そのような特性を持
つ場合、その情景モデルのウォースクロ
ールにそう記載されている。
バトル開 始時に、ある情 景モデルが 完
全にユニットの範囲内に収まっている場
合、そのユニットで情景モデルに占領させ

地形表
D6 地形ルール
1 呪われし地形:自軍ヒーローフェイズ開始時、この地形の周囲1mv

以内にいる味方ユニットを選び闇の取引をさせることを選んでもよ
い。そうした場合、そのユニットは致命的ダメージをD3分与えられ
るが、次の自軍ヒーローフェイズ開始時まで（そのユニットの攻撃
時）出目が1のヒットロールを振り直してもよい。

2

神秘的な地形:この地形の周囲1mv以内にいるウィザードが呪文を
唱えるもしくは打ち消すとき、ダイスの出目に1を加える。

3

鼓舞する地形:この地形の周囲1mv以内にいるユニットの勇猛度+1。

4

恐ろしい地形:通常移動もしくは突撃移動の結果この地形の周囲
1mv以内に入ったユニット1つにつき、ダイスを1個振る。出目が1の
場合、そのユニットに致命的ダメージをD3分与える。

5

不可解な地形:この地形の周囲1mv以内の兵にダメージもしくは致
命的ダメージを割り振る度ダイスを1個振る。出目が6以上の場合そ
のダメージを無効にする。

6

不吉な地形:この地形の周囲1mv以内にいるユニットの勇猛度-1

ることが出来る。または、ユニット内の兵
全てから6mv以内の距離の情景モデル
がありかつそのモデルの周囲3mv以内に
敵兵がいなければ（既に敵が占領してい
なければ）、通常移動の代わりにそのユ
ニットで対象の情景モデルを占領させる
ことが出来る。
情景モデルを占領しているユニットは戦
場から取り除き、その情景モデルの中に
いるものとして扱う。相手プレイヤーがそ
のように占領している情景モデルは、戦
場において敵ユニットとして扱う。
占領しているユニットへの距離およびそ
れらを視認できるかどうかは、その情景
モデルを基準に判定する。占領している
ユニットは攻撃すること、攻撃対象になる
こと、呪文を唱え・打ち消すこと、そして
アビリティを発動することは出来るが、移
動は出来ない。占領しているユニットは
攻撃されるとき〈遮蔽物によるカバー〉を
得る。加えて、占領しているユニットへの
攻撃のヒットロールの出目から1を引く。

占領しているユニットは、移動フェイズ時
に情景モデルから出ることが出来る。そ
うする場合、そのユニットの各兵を情景
モデルの周囲6mv以内、かつ全ての敵ユ
ニットから3mv以上離れた位置に配置す
る。このように情景モデルを出た場合、そ
れをその移動フェイズにおける移動とみ
なす。
ユニットを占領させることの出来る情景
モデルは多岐にわたり、中には胸壁や平
たい屋上など兵を立たせることのできる
ものもある。そういった情景モデルにユニ
ットを占領させるを場合、ユニットをゲー
ムから取り除かずにそのモデルの上に並
べてもよい。ただし、そうした場合も、占
領しているユニットの位置に関する判定
は全て情景モデルそのものを基準に判定
する。どのプレイヤーがその情景モデル
にユニットを占領させているのか、分か
りやすく示したいならおすすめだ。

11

バトルプラン

ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグ
マ―のバトルを始める前に、バトルプ
ランを選ばなければならない。
以下に記載されているバトルプラン〈
開戦!〉は、エキサイティングなゲーム
にすぐさま入り込むためのバトルプラ
ンだ。他のバトルプランについてはゲ
ームズワークショップより発行されて
いる他の書籍を参考にしてもよいし、
自分で作り上げてもよい。それぞれの
プレイヤーが別々のバトルプランを遊
びたいと思っている場合は、ロールオ
フを行いその勝者がバトルプランを決
めると良いだろう。

バトルプランの手引き

バトルプランにはそれぞれ異なるバト
ル進行の手引きがある。

タイトル

1

バトルプランの名前と、どのよ
うなバトルなのかそしてプレイヤーの
目的に関する簡単な説明が記載され
ている。

セットアップ

2

ゲーム開始時にプレイヤーが
どのようにアーミーを配置するか規定
する地図（プレイヤーがアーミーを始
めに配置できる範囲をそのアーミーの
陣地と呼ぶ）が、配置時の注意事項と
ともに記載されている。

3

スペシャルルール

多くのバトルプランにはスペシ
ャルルールが1つ、もしくはそれ以上
記載されている。これらのルールはバ
トル中発生する特殊な状況、そのバト
ルにおいて用いることのできる一風変
わった戦術やアビリティ、またはアー
ミーの選択や情景モデルのセットアッ
プを規定する。バトルプラン〈開戦!〉
におけるスペシャルルール〈開戦〉が
まさにそういったルールの例である。

4

輝かしい勝利

ほとんどのバトルプランにはバ
トルの終了タイミングと勝利条件が記
載されている。もし勝利条件を達成し
たプレイヤーがいない場合、ゲームは
引き分けとなる。
もし勝利条件がバトルプランに記載さ
れていない場合、大 勝利を収めるた
めに敵兵を全滅させなければならな
い。第5バトルラウンド終了時点でど
のプレイヤーもこれを達成していない
場合。自分のアーミーの中で失った兵
の割合よりも相手のアーミーの中で戦
死させた敵兵の割合が高いプレイヤ
ーが勝利を収める。

バトルプランに記載されている地図
は、戦場が72mv×48mvの長方形で
あるという前提で描かれている。もし
異なるサイズ・形の戦場でバトルを繰
り広げる場合、地図上の距離、陣 地
の位置関係、目標や情景モデルもそ
の戦場に合わせ調整しなければなら
ない。

1

バトルプラン
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陣地1
目標物

決死の連合軍

これ は3人 以
上でプレイするバ
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だ。272ページの
〈決死の 連合軍〉
ールを用いること。
ル

セットアップ

2

双方のウォーロー
ドはダイスを振り比
べ、高い目を
出したチ ームが陣
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選択と最初のセッ
トアップを行う。
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に収まるよう、
かつ
敵陣からの距離が
9mvより遠い位置
にセットアップする
必要がある。
どのユニットも、
プレイヤーが望む
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v以内、かついず
の敵ユニットからも
れ
9mvより多く離れ
た位置でなければ
ならない。これによ
り、そのユニットはそ
の移動フェイズ
の移動を済ませた
ものとみなする。

目標物
1-2

目標物

目標物
陣地5

目標物
1-2

目標物

275
輝かしい勝利

第5バトルラウンドの
ントを最も多く獲 最後に勝 利ポイ
得した連 合軍が大
勝利を収める
（計算方 法は以下
を参
照）。勝 利ポイン
トが引き分けの場
合は、双方の連
合軍が小 勝利を収
る。
め

勝利ポイント

各連合軍の勝利ポ
イントは以下のよう
に計算する。
負傷限界 度10以上
の敵 兵を倒す
に、1勝利ポイ
度
ントを獲 得する。
敵のジエ ネラルを
倒す度に、1勝利ポ
イントを獲得する
。そのジエ ネラルが
敵のウォーロードであ
る場合、さらに1
勝利ポイントを獲
得する。

各連合軍のターン終
軍が支配する目標 了時に、その連合
物について、それが
自陣にあれば各D
3点の勝利ポイント
を、敵陣にあれば各D
6点の勝利ポイ
ントを獲 得する。

目標物
3-4

目標物
3-4

目標物
目標物

標

4

各バトル ラウンド
の最初に 、双
方の
ウォーロードがダ
イスを振
は、そのウォーロードの る。目標物
陣地内でマッ
プに記されたダイス
ロールの値に対応
するエリアの中央に
移る。

目標物
5-6

連合Aの陣 地

陣地6

陣地4

バトルプラン

変 動 する目

目標

このバトルでは両軍
存在する目標物の の陣地に1個ずつ
支配をめぐって戦
いる。ただし、
その計2個の目標物
バトルラウンドごとに
は
位置が変化する
ことがある。

連合Bの陣 地

目標物
5-6

目標

バトルの中には1またはそれ以上
の重要な拠点をめぐって戦うも
のもある。ウォーハンマー:エイ
ジ・オヴ・シグマ―においてはこ
うした拠点は目標と呼ばれ、以
下のルールが適用される。
バトルに目標があれば、バトルプ
ランに戦場におけるその位置が
記載されている。目標はコイン
などなんらかのマーカーを使っ
て示すと良い。もしくは、手元に
あればシタデルミニチュアのパー
ツを使い自分でその目標を示す
モデルを作り上げてもよい。
目標まで・からの距離を計測す
るときは、利用しているマーカー
の中心を基準として測ること。
各プレイヤーのターン終了時に、
（いずれかの）目標を確保した
プレイヤーがいないかチェック
する。プレイヤーはそれぞれ、各
目標の周囲6mv以内にいる自信
の兵の数を数える。各目標に関
して、相手よりもその周囲に多く
の兵がいるプレイヤーがその目
標を確保する。目標を一度確保
すると、相手に確保されるまで
その目標は自分のものとして扱
う。

それぞれのユニットの兵は、各
ターン目標を確保したかどうか
のチェックにて1つの目標のため
にしか換算できない。もし1個の
兵が2つの目標の周囲6mv以内
にいる場合、どちらの確保のた
めに換算するか指定しなければ
ならない。

バトルプラン

開戦！

開けた戦 場にて睨みあう2つのアー
ミー。両者とも目的は1つ…敵の殲滅
である。誰よりも先に戦果を挙げよう
と、我先にと敵陣に切り込む!

セットアップ

デザイナー・ノート:定命の諸 領域で
引き起こされる戦いは凄惨で無慈悲
なものだ。撤退や投降などという概念
はあってないようなもの…多くの軍が
最後の一人まで戦い続ける。

プレイヤーはユニットを交互に配置す
る。ユニットはそれぞれ指揮するプレ
イヤーの陣地に完全に収まっており、
かつ相手の陣地から12mv以上離れ
た位置に配置しなければならない。

しかし、賢明なジェネラルならば、敵
の壊滅が必ずしも最高の勝利と呼べ
ないことを知っている。いくら敵を一
人 残らず打倒したところで、自軍も
壊滅的な被害を受けては、意味がな
い。

両プレイヤーがアーミーを全て配置し
終えるまでこの手順を繰りかえす。片
方のプレイヤーが先に配置を終えた
ら、もう片方のプレイヤーは自分の残
りユニットを全て（1つずつ）配置して
もよい。

プレイヤーはロールオフを行い、勝者
が先に自分の陣地を選ぶ。陣地はそ
れぞれ以下の地図に描かれている。

このバトルにおいては敵軍の壊滅を、
自軍への被害が敵へのそれを上回る
ことがないよう気を付けつつ成し遂げ
なければならない。このバトルの真の
勝者は、最終的に戦場を制覇したア
ーミーではなく、相手により甚大な被
害を与えたアーミーである。

敵の陣地

自分の陣地

12
開戦

バトル中初めて敵兵を戦死させたプ
レイヤーは司令ポイントを1点得る。

輝かしい勝利

バトルはいずれかのプレイヤーのユニ
ットが全滅するか、もしくは第5バトル
ラウンド終了時点（その時点でいずれ
のプレイヤーのユニットも全滅してい
ない場合）に終了する。
バトル終了時、各プレイヤーはバトル
中戦死した敵兵の負傷限界度の合計
を求め、勝利スコアを計算する。もし
相手よりもその値が50%以上大きい
プレイヤーがいた場合、そのプレイヤ
ーは大 勝利を収める。そうでない場
合、より高い勝利スコアのプレイヤー
が勝利を収める。

13

ウォースクロール
全てのウォーハンマーのシタデルミニ
チュアにはウォースクロールがあり、ウ
ォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ―
においてその兵がどのように作用する
か詳細に記されている。以下はウォー
スクロールに記載されている情 報の
解説である。

ウォースクロールのルール

全てのウォースクロールにはその兵が
バトルにおいてどのように作用するか
規定するルールが記載されている。

1

能力値

ウォースクロールにはその兵の
ゲームにおけ能力を表す各種能力値
（それらの意味についてはコアルール
を参照）が記載されている。例えば、
兵の防御力はセーヴィングを成功させ
るために振らなければいけない出目
を示し、武器の攻撃回数はその武器
を使用した時にヒットロールをいくつ
行うかを示している。
防御力ー
一部の兵は防御力の項に―と記載さ
れている。これは、セーヴィングを成功
させるためには7以上の出目を振らな
ければいけないということを示す。大
抵の場合これは不可能なため、セーヴ
ィング自体を行わないが、時折修正が
入ることによって7以上の出目が降ら
れることがあり得るようになるため、そ
ういった時はセーヴィングが可能だ。
ランダムな能力値
時折、ウォースクロールの能力値がラ
ンダムに設定されることがある。例え
ば、移動力が2D6と記載されているか
もしれないし、攻撃回数がD6と記載
されているかもしれない。
移動力がランダムなユニットを移動フ
ェイズ中に動かすとき、規定されたダ
イスを振る。その出目が、その移動フ
ェイズ中そのユニットの全ての兵の移
動力となる。
武器のいずれかの能力値がランダム
の場合、その武器を使用する度にダイ
スを振り確定させる（ダメージ回数は
除く）。その出目が、そのフェイズ終了
時まで対応する能力値として適用され
る。ダメージ回数がランダムの場合〈
攻撃の手順〉の第4ステップにおいて
ダメージを決定させる時、ヒット1つに
つきダイスを1個振りそれぞれのヒット
に関するダメージ回数の能力値として
適用する。

2

説明

全てのウォースクロールには兵
の説明が 記載されている。その兵の
ユニットをどのように編成するか、そし
てどのような武器を装備できるかの説
明である。
ユニットのサイズ
もし兵が2体以上の兵で構成されたユ
ニットの一員として配置されるなら、
そのユニットが何体の兵で構成され
るべきかウォースクロールに記載コマ
ンドモデルいる。ウォースクロールに
記載されている数分の兵を所有して
いない場合、コマンドモデルいる限り
の兵で構成されたユニットとして配置
する。このようなユニットを不完全ユニ
ットと呼ぶ。
コマンドモデル
一部のユニットには固有名を持つチャ
ンピオン、スタンダードべアラー、または
ミュージシャンと呼ばれる兵が組み込
まれる。こうした兵はまとめてコマンド
モデルと呼ばれ、彼らだけに適用される
アビリティを持つ。コマンドモデルをユ
ニットに組み込む場合、適切なシタデル
ミニチュアを用意しなければならない。
特に記述がない場合、コマンドモデル
もそのユニットの他の兵と同様の武器
を装備していると扱われる（そのミニチ
ュア自体がそれらの武器を持っている
風に造形されていなくとも）。
騎兵
時 折ウォースクロールにはその兵が
騎兵であると記載されていることもあ
る。そう言った兵が 騎 乗するのは戦
馬、強力な怪物、そして時には巨大な
戦争機 械など多岐に渡る。なおその
兵が戦死すると、乗り手と一 緒に騎
乗先もゲームから取り除かれる。

3

アビリティ

ほとんどのウォースクロールに
はウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグ
マ―のゲームにおいてその兵が発動
できるアビリティが1つ以上記載され
ている。アビリティとコアルールが矛
盾する場合、アビリティを優先する。
多くのアビリティが特定のフェイズに
おける事象によって誘発される。例え
ば、ヒットロールが失敗した時に発動
し、その振り直しを可能とするような
アビリティがある。こうしたアビリティ
はそれを誘発させた事象の直後に解
決される。

他のアビリティはプレイヤーの意志で
自由に発動できる。例えば、ほとんど
の指揮アビリティはヒーローフェイズ
において発動できる。なお、フェイズ
の開始時に発動するアビリティはその
他のどんな行動よりも先に解決する。
同様に、フェイズの終了時に発動する

アビリティはそのフェイズにおける規
定の行動を全て終えた後に解決する。
その他のアビリティはフェイズ中自由
なタイミングかつ好きな順番で発動で
きる。しかし、両方のプレイヤーが同
時にアビリティを発動することを望ん
だ場合、手番プレイヤーが先にアビリ
ティを解決させてからもう一人のプレ
イヤーがアビリティを解決できる。
前提として、アビリティはそのルールに
おいて規定されたフェイズでのみしか
発動できない。例えば、
〈移動フェイ
ズ〉に発動できると記載されたアビリ
ティは、同じで移動でもヒーローフェ
イズにおける兵の移動時に発動する
ことは出来ず、
〈自軍移動フェイズ〉と
記載されたアビリティは敵軍移動フェ
イズ時には発動できない。
もしユニットが〈周囲~以内〉にいる味
方ユニットに影響を及ぼすアビリティ
を持っている場合、そのユニット自体
もアビリティの影響を受ける。
アビリティによって加算された攻撃回
数、ヒットロール、そしてダメージロー
ルはさらに追加の攻撃回数、ヒットロ
ール、またはダメージロールを生み出
せない。例えば、ヒットロールの出目

が6の場合攻撃回数を1増やすことが
出来るというアビリティがあったとして
も、その追加攻撃が（仮に出目が再び
6以上だろうと）さらなる追加攻撃は
できない。

応する能力値がバトル中変化する。
全てのウォースクロールにはそ
の兵が持つキーワードの一覧が記載
されている。ルール上にキーワードが
登場するときは太字で表記される。

修正
時折能力値やアビリティに修正が 加
わることがある。例えば、ルールによ
りヒットロールの出目、または特定の
兵の移動力に+1の修正が加わること
がある。このような修正は累積する。
しかし、修正によって出目が1より小さ
くなることはない。

時折特定のキーワードと関連する（紐
づく）ルールもある。例えば、あるル
ールが〈全てのコーンユニットに適用
される〉と表記されているかもしれな
い。これはそのルールが、ウォースクロ
ールにコーンというキーワードが記載
されている兵全てに適用されるという
意味である。
時折バトルにおいてユニットに特定の
キーワードを持たせることが可能にな
ることもある。そうした場合、バトルの
間はそのキーワードがユニットのウォ
ースクロールに記載されているかのよ
うに扱う。

もしランダムに設定される能力値に修
正が加わる場合、先に能力値を確定
させてから修正を加える。例えば、ア
ビリティによりD3と記載されたダメー
ジ回数値に+1の修正が加わる場合、
最終的な能力値はD3を振ってその出
目に1を加えた値になる。

4

14

キーワード

5

バトル前のアビリティ

一部のウォースクロールには〈セ
ットアップ完了後〉または〈バト
ル開始前〉に発動するアビリテ
ィが記載されている。こうしたア
ビリティは第1バトルラウンド前
に発動する。もし両アーミーがこ
ういったアビリティを発動させる
場合、ロールオフを行い、その勝
者がどちらのプレイヤーが先に
アビリティを解決するか選ぶ。

ダメージ表

バトル前のアビリティが全て解
決されたならば、バトルは開始さ
れ第1バトルラウンドに入る。

一部の兵にはその能力値を確
定させるためのダメージ表がある。そ
の兵が与えられているダメージ（その
時点で負っているもののみ。回復され
たダメージは換算しない）によって、対
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ウォースクロール・バタリオン
もし望むのであれば、自軍アーミーの
ユニットをウォースクロール・バタリオ
ンと呼ばれる特殊な編成に組み替え
てもよい。そうすることで、そのバタリ
オン特有のアビリティを得ることが出
来る。
以下のルールはウォースクロールに記
載されているモノに加えバタリオンを
編成した時に適用されるルールであ
る。

1

バタリオン編成

ウォースクロール・バタリオン
は2つ以上のユニットから編成される。
アーミーを作る時にどのウォースクロ
ール・バタリオンを編成するか、どの
ユニットがどのバタリオンに組み込ま
れるかをあらかじめ決めておかねばな
らない。援軍をウォースクロール・バタ
リオンに組み込むことは出来ない。
バタリオンの編成に関する項はそれに
組み込むことのできるユニットの名前、
キーワードが記載されている。不完全
ユニット（13頁参照）をウォースクロー
ル・バタリオンに組み込むことは出来
ない。
キーワードが記載されている場合、そ
のキーワードを持っていれば（何らか
の作用によりバトル中のみそのキーワ

ードをもつユニットでも構わない）バタ
リオンに組み込むことが出来る。
バトルのセットアップ時、1つのウォー
スクロール・バタリオンに所属するユ
ニットであれば、1つずつではなく好
きな数だけ1度に配置することが出来
る。

2

バタリオンボーナス
アーミーの中でウォースクロー
ル・バタリオンを編成すると、特
典が2つ得られる。
• 1つ目が、バトル開始時に自
軍アーミーのウォースクロー
ル・バタリオン1つにつき司令
ポイントを1点得られることで
ある。

バタリオンのアビリティ

ウォースクロール・バタリオン
の説明に記 載されているアビリティ
は、そのバタリオンを構成するユニット
にのみ付与される（同じアーミーに土
同じユニットがほかにいたとしてもそ
れらに付与されることはない）。なお、
ウォースクロール・バタリオンのユニッ
トは本来のアビリティに加えてこれら
のアビリティを持つ。

• そして2つ目が、忠誠アビリテ
ィに関するルール（242~243
頁を参照）を適用している場
合に限定されるが、バトル開
始時に自軍アーミーのウォー
スクロール・バタリオン1つに
つきアーティファクトを追加
で1つ得られることである。

基本的に1つのユニットは1つのウォー
スクロール・バタリオンにしか組み込
めず、そのため追加されるアビリティも
そのバタリオンのものに限られる。し
かし、大きなバタリオンがさらにいくつ
かの小さなバタリオンによって構成さ
れることがあり、そうした場合におい
ては1つのユニットが2種類のバタリオ
ンそれぞれのアビリティを得ることも
ある。
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領域ルール
バトルプランを選んだ後、バトルが繰
り広げられる定命の領域を選んでも
よい。そうした場合、選んだ領域に対
応する領域ルールをゲームに適用す
る。両プレイヤーが異なる領域を望ん
だ場合、ロールオフを行いその勝者が
領域を決める。

領域ルール

選んだ領域に対応する領域ルール（も
しあれば）をバトルに適用する。

16

2

領域特有の地形

3

領域特有の指揮アビリティ

領域は地形、気候、植生、そし
て生態系はそれぞれ大きく異なり、そ
の差が戦闘にも影響を及ぼす。
各領域にはそこでバトルを繰り
広げる英雄にのみ使用できる指揮ア
ビリティがある。

領域ルールに関する詳細はウォーハ
ンマー:エイジ・オヴ・シグマ―の様々
な書籍で紹介されており、今後も続々
登場予定だ。
獣の領域〈ガウル〉の領域ル
ール

1

領域特有の魔術

ウィザードはその領域特有の
呪文を覚えることが出来る。もともと
知っていた呪文に加えてこれらの呪文
を覚える。

獣の領域〈ガウル〉における戦闘では
、以下の領域ルールを適用する事がで
きる。

特殊魔術

1

D6 領域特性
1 野蛮な後背地:今のところ、
この大地に脅威は見当たらない。
この領域特性は戦闘に何も影響を与
えない。
2

恐ろしい獣

各 戦 闘ラウンド開 始時、
『獰 猛なる
獣』に最も近接してい
るユニットが属
するアーミーが、彼らの獲物となる
。
そしてそのラウンドの間、
『獰猛なる
獣』はもう一方のアーミーに加わる。
双方のアーミーのユニットが『獰猛
な
る獣』に同程度近接して
いる場合、ダ
イスを振ってどちらが獲物となるか
を
決める。なお、
『獰猛なる獣』が互い
を獲物として選ぶ事はできない。

捕食する本能:大 地には血に飢えた
狂気が潜み、圧倒的な自然の
力で獲物に襲いかかる。
ヒーローフェイズ開始時にダイスを
振る。
任意の地点を選び、その地点から6m 出目が6以上なら戦場から
v以内にいるそれぞれのユニ
ットに対してダイスを振る。
出目が4以上ならそのユニッ
トは1の致命
的ダメージを受ける。出目が6以上なら
D3の致命的ダメージを受け
る。

セットアップ完了後、双方のプレイヤー
はヒーローでないモンスターを配置
で
きる。アーミーの配置を
先に終えたプ
レイヤーからそのモンスターの配置
を
行う。本節では、以降このモンスタ
ー
を『獰猛なる獣』と記述する。
『獰猛
なる獣』はどちらのアーミ
ーにも属さ
ない。また、他の『獰猛なる獣』
および
双方のアーミーから9mv以上離れて
い
れば、どこに配置してもよい。

このルールの性質上、
『獰猛なる獣』
がどちらのアーミーに加わるかは戦
闘
ラウンド毎に変わる可能性がある。
ま
た、
『獰猛なる獣』は獲物となったア
ーミーの全てのユニットに攻撃する事
が可能で、尚且つ味方となっ
たアーミ
ーのユニットからは攻撃およ
び突撃を
受けない。

このゲームは乾燥した、渾
沌に蝕まれたアキュシーを
舞台とする。領域ルールは、
ゲームにあらたな個性をも
たらす。

いずれかの領域で戦闘が行われる際
、その領域を選択したプレイヤーはダ
を振る。出目に応じた領域
イス
特性が双方のプレイヤーに適用され
トを参照）。
る（下記のリス

野生の姿
魔術師の力により、戦士達は驚異的
な身体能力を持つ獣へ姿を変える。
野生の姿の詠唱値は5。
詠唱に成功し
たら、詠唱者から12mv
以内且つ目視
可能な味方ユニットを1つ選択する
。
次のヒーローフェイズまで、
そのユニッ
トの突撃移動判定および全力移動判
定に2を加算する。

3

257

領域特性

本領域における戦 闘では、
通常の呪

文に加えてウィザードは下記の呪文
を
詠唱できるようになる。

3

原初の暴力:獣達は牙と爪を血に染
め、弱肉強食の世界を
生きる。

各接近戦フェイズ 終了時にダイスを
振る。出目が6以上なら
、再度
接近戦フェイズを開始する。
2回目の接近戦フェイズが終了した
ダイスは振らずに戦闘ショックフェ
ら、
イズへ移行する。
4

向こう見ずな攻撃 性:やるかやられ
るか。それが厳しい自然
界の掟
である。
突撃移動フェイズ 開始時に敵ユニッ
トから12mv以内にいたユニッ
トが、そのフェイズ終了
時に敵兵から3mv以内の範囲にい
なかった
場合、そのユニットは1の致命的ダ
メージを受ける。また、
突撃移動
を行ったユニットが同一のターンで
攻撃をしかける際にダイスを振
り、出目が1だった場 合、
ダイスを振り直す事ができる。

5

ガウルの獣:獰猛な肉食獣が多く棲
みつくこの領域では、力なき者
は淘汰される。
双方のプレイヤー共にダイスを振る
。出目が大きい方のプレイヤー
は、左記の『獰猛なる獣』
のルールにおいて、
『獰猛なる獣』をもう
1体配置できる。

6

獣の縄張り:巨大な怪物の群れが大
地を縦横無尽に駆ける。

双方のプレイヤーは左記の
『獰猛なる獣』のルールにおいて
、
猛なる獣』をもう1体配置できる
『獰
。

2

戦いの区域
それぞれの領域は広大で、それ
ぞれに一際神秘的な区域が無
数に散らばる。時折、領域ルー
ルにこういった区域に関する詳
細が記載されていることもある。
そのような場合、その領域を選
んだプレイヤーはさらにそういっ
た区域を1つ、戦の場として指名
してよい。そうすると、その区域
に対応する追加の領域ルールが
適用される。

定命の領域
戦いを繰り広げることのできる定
命の領域は以下の通りである。
•
•
•
•
•
•
•

火の領域〈アキュシー〉
死の領域〈シャイシュ〉
生命の領域〈グューラン〉
光の領域〈ハイシュ〉
獣の領域〈ガウル〉
金属の領域〈シャモン〉
影の領域〈ウルグ〉
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忠誠アビリティ
ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ―の
ゲームにおいて、もしアーミーが特定の勢
力・人物に忠誠を誓っているのであれば、
それに忠誠アビリティを付与することが出
来る。忠誠アビリティはアーミーに追加の
アビリティや呪文といったボーナスをもた
らす。
忠誠アビリティに関する詳細はウォーハン
マー:エイジ・オヴ・シグマ―の様々な書籍
で紹介されており、今後も続々登場予定
だ。本 項には忠誠アビリティに関する詳
細が記載されている。

同盟
アーミーを構成するユニット4つにつき、
うち1つが同盟ユニットであっても構わな
い。
同盟ユニットはアーミーを構成するユニッ
トとして扱われるものの、アーミーの忠誠
を誓う相手を決める際には無視すること
が出来る。つまり、アーミーが忠誠を誓う

スペシャルキャラクター
ナガッシュ、アーケイオン、そしてアラリエ
ールといったウォーハンマー:エイジ・オ
ヴ・シグマ―の世界に登場する特定の人
物を表す兵は、固有の特性やアーティファ
クトを持つ一際強力な戦士である。その
ため、これらの兵に指揮特性やアーティフ
ァクトを割り振ることは出来ない。

アーミーの忠誠
アーミーを選ぶ時、それが忠誠を誓う相手
を同時に選んでもよい。そうした場合、対
応する忠誠アビリティをそのアーミーに付
与することが出来る。もしアーミーが複数
の相手に忠誠を誓うことが出来る場合、ゲ
ーム中適用するその相手をさらに選ばな
ければならない。
大同盟
ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマ―の
ユニットは全ていずれ かの大 同盟…秩
序、渾沌、死、そして破壊…に忠誠を誓っ
ている。ユニットが属する大同盟はそのウ
ォースクロールに記載されているキーワ
ードによって判別できる。例えば、キーワ
ード:死を持つユニットは死の軍勢に属す
る。
アーミーを構成するユニットが全て同一の
大同盟に属する場合、アーミーはその大同
盟に忠誠を誓うことが出来る。例えば、ア
ーミーを構成する全てのユニットがキーワ
ード:秩序を持つ場合、そのアーミーは秩
序の大同盟に忠誠を誓うことが出来、秩
序の軍勢として扱われる。
陣営
多くのユニットは大同盟だけでなく、その
いずれかに属する陣営にも忠誠を誓う。
例えば、ストームキャスト・エターナルは
秩序の大同盟に属する陣営である。
アーミーの忠誠を大同盟の代わりに、それ
を構成するユニット全てがキーワードを持
つ（ウォースクロールに無くとも、セットア
ップ時にそのキーワードが追加されてい
れば構わない）陣営に誓わせてもよい。例
えば、アーミーを構成する全てのユニット
がストームキャスト・エターナルのキーワ
ードを持っていれば、そのアーミーはスト
ームキャスト・エターナルに忠誠を誓うこ
とができ、ストームキャスト・エターナルの
アーミーと呼ばれる。

アビリティの種別
忠誠アビリティの大半が、バトル特性、指
揮特性、アーティファクト、そして伝承され
し魔術に関するものである。時折、これら
のアビリティは表でまとめられており、そ
うした場合はダイスを振ってランダムに決
めることもよいし自分で決めてもよい。な
お、アーミーに属する同盟ユニットには忠
誠アビリティが付与されないことを忘れな
いように。

大同盟または陣営と同一の大同盟または
陣営に属していなくてもよい。加えて、同
盟ユニットはアーミーのジェネラルにはな
れず、アーミーに付与されている忠誠アビ
リティを発動できなければその恩恵を受
けることも出来ない。
特定の相手に忠誠を誓うアーミーが同盟
ユニットとして組み込むことのできる陣営
はあらかじめ決まっており、詳細はそのバ
トルトーム、または現行のジェネラルハン
ドブックのピッチバトルプロフィールに記
載されている。例えば、ストームキャスト・
エターナルのアーミーは秩序の軍勢であ
ればいかなる陣営をも同盟ユニットとして
迎え入れることが出来る。
援軍
バトルの途中でアーミーに加わるユニット
は同盟ユニットでも構わない。援軍として
同盟ユニットをアーミーに加える場合、上
限（4ユニットに1つ）を超えて加えること
になっても構わない。
ウォースクロール・バタリオン
ウォースクロール・バタリオンには同盟ユ
ニットを組み込むことが出来るものもあ
る。そのような場合は上限（4ユニットに1
つ）を超えて加えることになっても構わな
い。

バトル特性
目的や信念を共有するアーミーは、寄せ
集めた烏合の衆よりもよっぽど強力だ。そ
のため、同じ相手に忠誠を誓う者達で構
成されたアーミーにはバトル特性と呼ばれ
る様々なアビリティが追加される。
指揮特性
狡猾な戦略家、それとも血に飢えた狂戦
士…ジェネラルと単に行っても、その実態
は実に多様だ。もしジェネラルがヒーロー
でそのアーミーに付与される忠誠能力が
指揮特性を含む場合、ジェネラルに付与
するものを1つ選ぶかダイスを振ってラン
ダムに決めてもよい。もしバトル中何らか
の理由によりあらたなジェネラルを選ばな
ければならなくなった場合、即座に新た
な特性を選ぶかランダムに決める。指揮
特性はジェネラルが騎乗する兵の攻撃に
は（特に記述がない限り）影響を及ぼさ
ない。
アーティファクト
これらは歴戦の勇者が戦争で振るう強力
な武具である。アーミーに付与される忠誠
アビリティがアーティファクトを含む場合、
アーミーのヒーローを1人選び、それがもつ
アーティファクトを1つ選ぶかダイスを振り
ランダムに選ぶ。アーミーにおいて編成さ
れているウォースクロール・バタリオン1つ
につき追加で英雄を1人選びアーティファ
クトを持たせることが出来る。1人のヒーロ
ーが持てるアーティファクトは1つまでで、1
つのアーミーに同一のアーティファクトを
複数持たせることは出来ない。アーティフ
ァクトは英雄が騎乗する兵の攻撃には（特
に記述がない限り）影響を及ぼさない。
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このナーグルのアーミーはナーグル・バトルトームのマゴットキン・ロットブリンガーだけでなく、スケイヴン・ペスティレン
ス・バトルトームのスケイヴンから構成される。全てのユニットがキーワード:ナーグルを持ち、そのためアーミーにナーグル
の忠誠アビリティが付与される。

伝承されし魔術

ウィザードはそれが属する陣営または
大同盟にのみ伝わる伝承されし魔術
を知っているときがある。もしアーミー
に付与する忠誠アビリティに伝承され
し魔術が含まれるなら、アーミー内の
ウィザードは全て（本来知っている呪
文に加えて）その伝承されし魔術のう
ち1つを覚える。

固有アビリティ

一部の忠誠アビリティは他の固有アビ
リティも含む。そうした場合、忠誠アビ
リティの説明にそれらのアビリティの
詳細が記載されている。
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