
1ウォーハンマー40,000 – インデックス：インペリウム1

ウォーハンマー40,000 
インデックス：インペリウム1

オフィシャルアップデート バージョン1.1a

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
12,13.14.15,19,20,34,38,39,40,41,42,43,48,67,73,8
1,87,90,92,93,94,97,98,99,100,101,109,111,112,114
,115116,117,132,135,137138,140,141,142144,145,15
4,157,158,159,160,165,174,175,181,182,195,197ペー
ジ——アビリティ『ジャンプパック強襲』、『テレポート強襲』、『流
星のごとき降下』、『強襲降下』、『思いがけぬ助け』、『熟練の狩人』、

『後ろを取ったぞ！』、『無限の門』、『歪みよりの帰還』、『パーソナル・
テレポーター』、『ドレッドナイト・テレポーター』 
説明文に登場する “〜 mv 以上” という記述をすべて “〜 mvよ
り遠く” に置き換えること。

12,208 ページ——腕部装着グレネードランチャー 
【貫通】を "-1" に変更する。

13 ページ——キャプテン（グラヴィスアーマー装備）、武器能力
値表 2 列目 
“ボルトストーム・ガンドレット（射撃）” を “ボルトストーム・ガン
トレット（白兵）” に変更する。

24-25 ページ——カンパニー・チャンピオン、カンパニー・チャ
ンピオン（バイク騎乗） 
装備しているウォーギアに “コンバットシールド” を追加する。

26 ページ——カンパニー・ベテラン、 
ウォーギアオプションの第 2 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あるいは『白兵戦
武器』『ピストル』リストの装備 1 つと交換可能。”

29 ページ——スカウト・スカッド 
ウォーギアオプションの第 3 項目を以下のように変更する： 
“1台のスカウトはボルトガンを、スナイパーライフル、アスタルテス・
ショットガンあるいはコンバットナイフに交換可能。”

29 ページ——スカウト・スカッド 
アビリティ『秘匿されし配置地点』の説明文を以下のように変更
する： 

“ 秘匿されし配置地点：このユニットを初期配置する場合、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
好きな地点に配置することが可能だ。”

34,42,124,207ページ——メルタボム 
以下の説明文を追加する： 
ビークルに対して攻撃する場合、この武器は失敗したダメージ
ロールを全てリロールできる。

40,41,207ページ——グレネード・ハーネス 
【貫通】を "-1" に変更する。

43 ページ——インセプター・スカッド 
アビリティ『圧倒的衝撃』の説明文を以下のように変更する： 
“このユニット内の兵のうち、敵ユニットの 1mv 以内で突撃移動
を終えた各兵について、それぞれ D6 をロールせよ。ロール結果
で 6 が出るたびその敵ユニットは 1 ポイントの致命的ダメージを
受ける。”

48,208 ページ——ツイン・ヘヴィフレイマー 
【武器種別】を “ヘヴィ2D6” に変更する。

56 ページ——ストーカー、ダメージ表 
【傷】残量の 3 行目を "1-2" に変更する。

66 ページ——ロブート・グィリマン 
アビリティ『戦争の達人』のアビリティ名を『軍略を極めし者』
に変更する。

属性キーワードの “プライマーク” を “総
プライマーク

主長” に変更する。

74 ページ——タルミヌス・ウルトラ 
陣営キーワードの “ランドレイダー” を “ウルトラマリーン” に
変更する。

78 ページ——教戒官グリマルドゥス 
アビリティ『比類なき熱狂』の 1 文目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+
を出した場合、その兵は直ちに同じ武器で 1 回の追加攻撃を行
える。”

89 ページ——ウォーギア 
以下の文章を最終文の手前に追加する： 
“アサルト・スカッドのうち、プラズマピストルの装備オプション
を持つ兵は、ボルトピストルをハンドフレイマーあるいはインフェ
ルノピストルと交換してもよく、フレイマーの装備オプションを持
つ兵は、“ボルトピストルとチェーンソード” をメルタガンあるい
はプラズマガンと交換してもよい。”

95 ページ——サングィナリー・プリースト（バイク騎乗） 
以下のアビリティを追加する： 
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“ターボブースト：この兵が全力移動を行う場合、ダイスをロール
する必要はなく、その移動フェイズの間この兵の【移】は 6mv
上昇する。”

96 ページ——同胞コルブロ、 
アビリティ『紅き聖杯』の 2 文目を以下のように変更する： 
“白兵戦フェイズ中、同胞コルブロの 6mv 以内にいる味方ブラッ
ドエンジェル・ユニット内の兵がヒットロール結果で 6+ を出した
場合、その兵は直ちに同じ武器で 1 回の追加攻撃を行える。”

103 ページ——フュリオッソ・ドレッドノート、 
ブラッドタロンの説明文を "-" に変更する。

103 ページ——バール・プレデター 
フレイムストームキャノンの【武器種別】を“ヘヴィD6”に変更する。

さらに以下のウォーギアオプションを追加する： 
“・ハンターキラー・ミサイルを装備可能 
・ストームボルターを装備可能”

107ページ——ダークエンジェル戦団 
第 3 脚注に以下の文章を追加する： 
“さらにこのユニット内の兵 1 体は、ボルトガンを『ヘヴィウェポン』
リストの装備 1 個と交換可能。”

110 ページ——サマエル（コルヴェックス騎乗）、サマエル（セイ
ブルクロウ騎乗）、 
アビリティ『死翼総太守』の説明文を以下のように変更する： 
“鴉翼総太守：この兵の 6mv 以内にいる味方鴉翼ユニットは、
失敗したヒットロールを全てリロールできる。”

111,112,113 ページ——アビリティ『畏怖のオーラ』 
説明文を以下のように変更する： 
“畏怖のオーラ：インテロゲイター・チャプレイン1 体以上の
6mv 以内にいる敵ユニットは【気】に -1のペナルティを受ける。”

113 ページ——インテロゲイター・チャプレイン（バイク騎乗） 
以下のアビリティを追加する： 
“ターボブースト：この兵が全力移動を行う場合、ダイスをロール
する必要はなく、その移動フェイズの間この兵の【移】は 6mv
上昇する。”

116 ページ——デスウィング・ターミネイター 
ウォーギアオプションの第 3 項目を以下のように変更する： 
“ユニット内の兵 5 体につき1体のデスウィング・ターミネイターは、
サイクロン・ミサイルポッドを追加装備するか、あるいはストーム
ボルターをプラズマキャノンあるいは『ターミネイター用ヘヴィウェ
ポン』リストの装備 1 個と交換可能。”

120,121ページ——レイヴンウィング・アタックバイク 
【攻撃回数】を "2" に変更する。

122 ページ——レイヴンウィング・ダークシュラウド 
アビリティ『古きキャリバンの象徴』の説明文を以下のように変
更する： 

“ 味方レイヴンウィング・ダークシュラウド 1 体以上の 6mv 以内に
いる味方ダークエンジェル・ユニットに対して射撃攻撃が行われ
た場合、それらの攻撃のヒットロール結果は -1の修正を受ける。”

130 ページ——スペースウルフ戦団 
スペースウルフ戦団に編入可能なスペースマリーン・データシート
のリストに『カンパニー・エインシェント』を追加する。

131ページ——スペースウルフ・アーミーリスト 
ウォーギア欄に以下の文章を追加する： 
“スペースウルフ・キャラクターのうち、『コンビウェポン』『白兵
戦武器』『ターミネイター用白兵戦武器』の装備オプションを持
つ兵は、それらの代わりにそれぞれ『スペースウルフ戦団のコン
ビウェポン』『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『スペースウル
フ戦団のターミネイター用白兵戦武器』リストから装備を選択す
ること。”

133 ページ——ウルフロード（サンダーウルフ騎乗） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・チェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、ある
いは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交
換可能。 
・ボルトピストルを、ボルトガン、プラズマピストル、あるいは『スペー
スウルフ戦団のコンビウェポン』『スペースウルフ戦団の白兵戦武
器』リストの装備 1 個と交換可能。”

134 ページ——ラグナー・ブラックメイン 
アビリティ『狂気の猛攻』の 2 文目を以下のように変更する： 
“そしてその場合彼は 3mv ではなく6mv 移動できる。”

144 ページ——ウルフガード・バトルリーダー 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・チェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、ある
いは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交
換可能。 
・ボルトピストルを、ボルトガン、プラズマピストル、あるいは『スペー
スウルフ戦団のコンビウェポン』『スペースウルフ戦団の白兵戦武
器』リストの装備 1 個と交換可能。”

145 ページ——ウルフガード・バトルリーダー（バイク騎乗） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・チェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、ある
いは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交
換可能。 
・ボルトピストルを、ボルトガン、プラズマピストル、あるいは『スペー
スウルフ戦団のコンビウェポン』『スペースウルフ戦団の白兵戦武
器』リストの装備 1 個と交換可能。”

145 ページ——ウルフガード・バトルリーダー（ターミネイターアー
マー装備） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・パワーソードを、ストームシールドあるいは『スペースウルフ戦
団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。 
・ストームボルターを、『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』『ス
ペースウルフ戦団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備
1 個と交換可能。”

146 ページ——ウルフガード・バトルリーダー（サンダーウルフ
騎乗） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・チェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、ある
いは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交
換可能。 
・ボルトピストルを、ボルトガン、プラズマピストル、あるいは『スペー
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スウルフ戦団のコンビウェポン』『スペースウルフ戦団の白兵戦武
器』リストの装備 1 個と交換可能。”

148 ページ——ブラッドクロウ 
ウォーギアオプションの第 4 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダーはチェーンソードを、プラズマピ
ストル、ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。さらにボルトピストルを、
プラズマピストルあるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『ス
ペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1 個と交換可
能。”

ウォーギアオプションの第 5 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダー（ターミネイターアーマー装備）
はパワーソードを、ストームシールドあるいは『スペースウルフ戦
団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。
さらにストームボルターを『スペースウルフ戦団のターミネイター
用白兵戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの
装備 1 個と交換可能”

148,150,167ページ——ブラッドクロウ、グレイハンター、ロ
ングファング 
各データシートに以下のアビリティを追加する： 

“ 混成部隊：兵員輸送ユニットに乗車できるかどうかを考える上
で、ウルフガード・パックリーダー（ターミネイターアーマー装備）
はターミネイターのキーワードを持っているものとして扱われる。”

150 ページ——グレイハンター 
ウォーギアオプションの第 6 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダーはチェーンソードを、プラズマピ
ストル、ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。さらにボルトピストルを、
プラズマピストルあるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『ス
ペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1 個と交換可
能。”

ウォーギアオプションの第 7 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダー（ターミネイターアーマー装備）
はパワーソードを、ストームシールドあるいは『スペースウルフ戦
団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。
さらにストームボルターを『スペースウルフ戦団のターミネイター
用白兵戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの
装備 1 個と交換可能”

151,152,153 ページ——アイアンプリースト、アイアンプリースト（バ
イク騎乗）、アイアンプリースト（サンダーウルフ騎乗） 
キーワードに " テックマリーン " を追加する。

151,152,153,219 ページ——テンペストハンマー 
【アビリティ】に以下の文章を追加する： 
“この武器による攻撃は、ヒットロール結果に -1の修正を受ける”

148 ページ——ウルフスカウト 
ウォーギアオプションの最終項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダーはボルトガンを、プラズマピストル、
ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『ス
ペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備1個と交換可能。
さらにボルトピストルを、プラズマピストル、ストームシールドあ
るいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と
交換可能。”

155 ページ——ウルフェン、アビリティ『狂狼の呪い（殺戮）』 
説明文を以下のように変更する： 
“このアビリティを持っている味方ユニット1 個以上の 6mv 以内
にいるスペースウルフのインファントリー、バイカー、キャバル
リーのユニットは、白兵戦フェイズ中に攻撃を行う際、1 回の追
加攻撃を行える。ブラッドクロウ・ユニットに対しては、このアビ
リティの効果範囲は 12mv に倍増する。ウルフェン・ユニットが
このアビリティの効果を受けることはなく、このターン中に『狂狼
の呪い（狩猟）』の効果範囲内で突撃を行なったユニットも、こ
のアビリティの効果を受けることはない。”

156 ページ——ローンウルフ 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・チェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、ある
いは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交
換可能。 
＿ボルトピストルを、プラズマピストルあるいは『スペースウルフ
戦団の白兵戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リス
トの装備 1 個と交換可能。”

157ページ——ローンウルフ（ターミネイターアーマー装備） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・パワーソードを、ストームシールドあるいは『スペースウルフ戦
団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。 
・ストームボルターを、『スペースウルフ戦団のターミネイター用白
兵戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備
1 個と交換可能。”

158 ページ——ウルフガード 
ウォーギアオプションの最初の 3 項目を以下の項目に入れ替える： 
“・どの兵もボルトガンを、プラズマピストル、ストームシールド、
あるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『スペースウルフ戦
団のコンビウェポン』リストの装備 1 個と交換可能。さらにどの
兵もボルトピストルを、プラズマピストル、ストームシールド、あ
るいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と
交換可能。

159 ページ——ウルフガード（バイク騎乗） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・どの兵もチェーンソードを、プラズマピストル、ストームシールド、
あるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個
と交換可能。さらにどの兵もボルトピストルを、ボルトガン、プラ
ズマピストル、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵戦武器』『スペー
スウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1 個と交換可能。”

159 ページ——アラアック・ロックフィスト 
アビリティ『大狼王の代理戦士』の 2 文目を以下のように変更する： 
“さらに、アラアック・ロックフィストの 6mv 以内にいる味方ウル
フガード・ユニットは【回】が 1 ポイント上昇する。”

160 ページ——ウルフガード（ターミネイターアーマー装備） 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・どの兵もパワーフィストもしくはパワーソードを、ストームシー
ルドあるいは『スペースウルフ戦団のターミネイター用白兵戦武器』
リストの装備 1 個と交換可能。 
・どの兵もストームボルターを『スペースウルフ戦団のコンビウェ
ポン』『スペースウルフ戦団のターミネイター用白兵戦武器』リス
トの装備 1 個と交換可能。”
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161ページ——スウィフトクロウ 
ウォーギアオプションの第 4 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・バイクリーダーはボルトピストルを、プラズマピ
ストル、ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1
個と交換可能。”

164 ページ——サンダーウルフ・キャバルリー 
ウォーギアオプションを以下のように変更する： 
“・どの兵もチェーンソードを、ストームシールドあるいは『スペースウル
フ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。 
・どの兵もボルトピストルを、ボルトガン、プラズマピストルあるいは『スペー
スウルフ戦団の白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能”

165 ページ——スカイクロウ 
ウォーギアオプションの第 1 項目を以下のように変更する： 
“・2 体までのスカイクロウ、もしくは “1 体のスカイクロウとスカ
イクロウ・パックリーダー” は、ボルトピストルを、プラズマピスト
ルあるいは『スペースウルフ戦団のスペシャルウェポン』リストの
装備 1 個と交換可能”

ウォーギアオプションの第 3 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・スカイリーダーはチェーンソードを、プラズマピ
ストル、ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。さらにこの兵はボルトピ
ストルを、プラズマピストルあるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1
個と交換可能。”

167ページ——ロングファング 
ウォーギアオプションの第 4 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダーはチェーンソードを、プラズマピ
ストル、ストームシールド、あるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。さらにこの兵はボルトピ
ストルを、プラズマピストルあるいは『スペースウルフ戦団の白兵
戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』リストの装備 1
個と交換可能。”

ウォーギアオプションの第 5 項目を以下のように変更する： 
“・ウルフガード・パックリーダー（ターミネイターアーマー装備）
はパワーソードを、ストームシールドあるいは『スペースウルフ戦
団のターミネイター用白兵戦武器』リストの装備 1 個と交換可能。
さらにこの兵はストームボルターを『スペースウルフ戦団のターミ
ネイター用白兵戦武器』『スペースウルフ戦団のコンビウェポン』

『ターミネイター用ヘヴィウェポン』リストの装備 1 個と交換可能。”

171ページ——デスウォッチ・ドレッドノート用ヘヴィウェポン 
第 3 項目を以下のように変更する： 
“・ヘヴィプラズマキャノン”

173 ページ——デスウォッチ・キルチーム 
ウォーギアオプションの第 2 項目を以下のように変更する： 
“・4 体までのデスウォッチ・ベテランは、装備している全ての武
器を、“フラググレネード、クラックグレネードおよび『デスウォッ
チ用ヘヴィウェポン』リストの装備 1 個” と交換可能。”

ウォーギアオプションの第 3 項目を以下のように変更する： 
“・どのデスウォッチ・ベテランも、装備している全ての武器を、“フ
ラググレネード、クラックグレネードおよびヘヴィ・サンダーハン
マー” と交換可能。”

173 ページ——デスウォッチ・キルチーム 
アビリティ『混成部隊』の 4 文目以降を以下のように変更する： 
“どの兵がどの兵員輸送ユニットに乗車できるかを考える上で、
ターミネイターはターミネイター・キーワードを持ち、バイカーは
インファントリー・キーワードを持たない代わりにバイク・キーワー
ドを持ち、ヴァンガード・ベテランはジャンプパック・キーワード
を持っているものとして扱う。”

アビリティ『前衛戦術』の説明文を以下のように変更する： 
“ヴァンガード・ベテランは、他の兵や情景モデルを、あたかもそ
れらが存在しない家のように飛び越えて移動できる。さらにデス
ウォッチ・キルチームにデスウォッチ・ヴァンガード・ベテランが
1 体以上含まれている間、このユニットはあたかも『飛行』ユニッ
トであるかのように、撤退したターンにも射撃を行える。”

173 ページ——コルヴス・ブラックスター 
アビリティ『インフェルナム・ヘイローランチャー』の説明文を以
下のように変更する： 
“『超音速』のアビリティを持っている兵がインフェルナム・ヘイロー
ランチャーを装備している場合、この兵はセーヴィングの出目 1
をリロールできる。”

177ページ——コルヴス・ブラックスター 
『輸送人数』の項目に以下の文章を追加する： 
“プライマリスの兵を輸送することはできない”

182 ページ——戦団長カルドール・ドライゴ 
アビリティ『邪悪を破る者』の説明文を以下のように変更する： 
“白兵戦フェイズ中、戦団長カルドール・ドライゴの 6mv 以内に
いる味方グレイナイトユニットが、ディーモンユニットに対して攻
撃を行う場合、【ダメージ値】を決めるためのダイスロールをリロー
ルできる。”

204 ページ——スペースマリーンのポイントコスト 
そのほかのウォーギアの項目に以下の行を追加する： 
“アイアンクラッド・アサルトランチャー｜5”

213 ページ——エンカーマイン・アックス 
【アビリティ】を "-" に変更する。

215 ページ——ブラックソード・ミサイルランチャー 
【武器種別】を “ヘヴィ1” に変更する。

216 ページ——スペースウルフのポイントコスト 
ラグナー・ブラックメインの項目を以下のように変更する： 
“ラグナー・ブラックメイン｜1｜141 
-スヴァンギルとウルフギル｜0-2｜9”

217ページ——スペースウルフのポイントコスト白兵戦武器 
ウルフクロウ（片手 / 両手）のポイントコストを "10/14" に変更する。

219 ページ——グレイシアス 
説明文を以下のように変更する： 
“この武器によって敵兵が 1 ポイント以上のセーヴィング失敗ダ
メージを受け、かつ戦死しなかった場合、D6 をロールせよ。結
果が 6 ならばその敵兵は 1 ポイントの致命的ダメージを受ける。”

220 ページ——デスウォッチのポイントコスト 
デスウォッチ・バイカーの兵数を "3-6" に変更する。



5ウォーハンマー40,000 – インデックス：インペリウム1

デスウォッチ・ターミネイターの兵数を "5-10" に変更する。

デスウォッチ・ヴァンガード・ベテランの兵数を "5-10" に変更する。

FAQ
スペースマリーン
Q.『インデックス：インペリウム1』と、『ダーク・インペリウム』
内のプライマリス・スペースマリーン用ブックレットでは、同一ユ
ニットでもポイントコストに違いがあるけど、どちらの数値を使え
ばいい？ 
A. インデックスに記載されているポイントコストを使用すること。

Q: サイキックパワー『英雄の武勇』を使用してユニット内の兵 1
体の【耐】を向上させた場合、この【耐】は、このサイキックパワー
の効果中に敵がこのユニットを攻撃した際も使用できるの？ 
A:このようなケースにおいては、ユニット内で最も多くの兵が有
している【耐】の値を使用する。ユニット内に異なる【耐】を持
つ兵が同数ずついることによってこれを決められない場合、この
ユニットのプレイヤーがその中で使用する【耐】の値を決定する。

Q: 戦
アデプトゥス・アスタルテス

闘 者ユニットの中で潰走した兵が出た場合、アポセカリー
は『ナーゼシウム』アビリティによってこの兵をユニットに復帰さ
せられる？ 
A: できない。ナーゼシウムがユニットに復帰させられるのは戦死
した兵だけだ。

Q: カンパニーチャンピオンおよびカンパニー・チャンピオン（バイ
ク騎乗）のポイントコストには、コンバットシールドのポイントコ
ストがあらかじめ含まれている？ 
A: そうではない。コンバットシールドなど、『その他のウォーギア』
セクションにポイントコストが記載されている装備は、通常の兵
の武器と同様にポイントコストを支払う必要がある。

ウルトラマリーン 
Q.ロブート・グィリマンが『宿命の鎧』アビリティによって戦場に
復帰する場合、グィリマン側のプレイヤーは増援ポイントを支払う
必要がある？ 
A. ない。

Q: 多くのビークルはダメージとともに【射】が低下していくけど、
軍曹クロヌスが指揮しているビークルの【傷】が半分以下まで低
下した場合、それでもこのビークルはクロヌスの【射】2+ を使用
し続けられる？　それともビークルのダメージ表に従って能力が
低下する？ 
A: そのビークルはクロヌスの【射】2+ を使用し続ける。

ブラッドエンジェル 
Q.アストラスの『宿命の聖餐』アビリティを発動する場合、D6
を1 回ロールして結果を全ての対象ユニットに当てはめるの？　
それともそれぞれのユニットに対して個別にロールを行うの？ 
A. 対象となるユニットごとに個別にロールを行う。

Q.『血の聖杯』と『紅き聖杯』の効果は累積する（つまり両方の
効果範囲に入っている場合【攻】は +2 される）？ 
A.累積しない。たとえ両方の効果範囲に入っていたとしても、【攻】
へのボーナスは +1 だけである。

スペースウルフ
Q: スヴェンギルとウルフギルも兵員輸送ユニットに乗車できる？ 
A: できる。これらの兵はあらゆるルールを考える上でスペースウ
ルフとインファントリーのキーワードを持っているものとして扱わ
れる。

 
グレイナイト 
Q.ピュリファイヤー・ユニットがブラザーキャプテンの『サイキッ
ク力場』の効果範囲内で『猛撃』のサイキックパワーを発動した
場合、『浄化の炎』の射程はどうなる？ 
A.6mv だ。


