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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
10 ページ——アストラミリタルム・アーミーリスト 
以下のルールを追加する： 
“マッチプレイ用ルール『指揮分隊』 
マッチプレイ形式でゲームを行う場合、バトルフォージド・アーミー
内の各デタッチメントには、そのデタッチメント内に編入されてい
る<連隊 >・士官に等しい数までしか <連隊 >・コマンドスカッド（15
ページ）を編入することはできない。同様に、マッチプレイ形式
でゲームを行う場合、バトルフォージド・アーミー内の各デタッチ
メントには、そのデタッチメント内に編入されているテンペスター・
プライム（50 ページ）に等しい数までしかミリタルム・テンペストゥ
ス・コマンドスカッド（51ページ）を編入することはできない。”

13,41ページ——タンク・コマンダー、大令騎士パスク 
ウォーギアオプションに以下の項目を追加する： 
“ハンターキラー・ミサイルを装備可能”

18,19,50,51,52,57,61,76,83,84,86,87,96,99,114,121
ページ——アビリティ『側面攻撃』、『偵察車両』、『空挺降下』、『最
高の狙撃地点』、『重力降下』、『潜伏兵』、『スーパーヘヴィ・ウォー
カー』、『奇跡の顕現』、『降下強襲』、『ポリモーフィン』、『テレポー
ト強襲』 
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。

46 ページ——ロードコミッサー、武器能力値表 
パワーソードの【ダメージ値】を "1" に変更する。

51ページ——ミリタルム・テンペストゥス・コマンドスカッド 
ウォーギアオプションの第 1 項目および第 2 項目を以下のように
変更する： 
“・1 体の兵はホットショット・ラスガンを “ホットショット・ラスピ
ストルとヴォクスキャスター” に交換するか、あるいはホットショッ
ト・ラスガンに加えて “ホットショット・ラスピストルとヴォクスキャ
スター” を装備可能 
・別の 1 体の兵はホットショット・ラスガンを “ホットショット・ラ
スピストルとメディパック” に交換するか、あるいはホットショット・
ラスガンに加えて “ホットショット・ラスピストルとメディパック”

を装備可能”

57ページ——ラットリング 
【移動力】を "5mv" に変更する。

アビリティ『撃ち逃げ』の説明文を以下のように変更する： 
“ 撃ち逃げ：このユニットは射撃攻撃（ただし警戒射撃は除く）
を行った直後のタイミングで、あたかも自軍側移動フェイズであ
るかのように移動を行うことができる（ただしこの移動で全力移
動を行うことはできない）。”

76 ページ——シカリアン・インフィルトレイター 
シカリアン・インフィルトレイターの【攻撃回数】を "2" に変更する。

シカリアン・プリンケプスの【攻撃回数】を "3" に変更する。

78 ページ——オナガー・デューンクロウラー、ダメージ表 
【傷】残量の 1 行目を "6-11+" に変更する。

96 ページ——聖セレスティン 
ユニット構成の末尾に以下の文章を追加する： 
“このユニットはアーミー内に 1 個のみ編入可能だ。”

アビリティ『聖女の祝福』の 1 文目を以下のように変更する： 
“各自軍側ターン開始時、聖セレスティンの 6mv 以内にいる味方
修道聖女会ユニット（『信仰の奇跡』アビリティを持っているもの
に限る）のうち1 つは『信仰の奇跡』を発動できる。”

98 ページ——イマジファイア 
アビリティ『帝国聖象徴』の 2 文目を以下のように変更する： 
“結果が 4+ ならばこの兵の 6mv 以内にいる味方 < 修道軍 > ユ
ニット（『信仰の奇跡』アビリティを持っているものに限る）を1
つ選択すること。”

99,157ページ——ハンドフレイマー 
【武器種別】を “ピストル D3” に変更する。

99 ページ——バトルシスター・スカッド 
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： 
“シスター・スペリオールは『白兵戦武器』リストの装備 1 個を装
備可能。”

100 ページ——セレスティアン・スカッド 
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： 
“セレスティアン・スペリオールは『白兵戦武器』リストの装備 1
個を装備可能。”

101ページ——リトリビューター・スカッド 
リトリビューター・スペリオールの【士気】を "8" に変更する。

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： 
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“リトリビューター・スペリオールは『白兵戦武器』リストの装備
1 個を装備可能。”

102 ページ——ドミニオン・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： 
“ドミニオン・スペリオールは『白兵戦武器』リストの装備 1 個を
装備可能。”

アビリティ『先遣部隊』の 1 文目と 2 文目の間に以下の文章を追
加する： 
“この移動によって敵兵の 9mv 以内で移動を終了することはでき
ない”

120 ページ——インクィジター 
ウォーギアオプションの第 1 項目および第 2 項目を以下のように
変更する： 
“・ボルトピストルを『異端審問庁のピストル』『異端審問庁の射
撃武器』リストの装備 1 つと交換可能。 
・チェーンソードを『異端審問庁の白兵戦武器』リストの装備 1
つと交換可能。”

122 ページ——アコライト 
【負傷限界度】を "1" に変更する。

123 ページ——ジョケイロ・ウェポンスミス、アビリティ 
以下のアビリティをこのデータシートに追加する： 
“『徴発特権』（pg117）”

127ページ——ヴェネラブル・ランドレイダー 
属性キーワードに “兵員輸送” を追加する。

136 ページ——ヴォイドシールド発生装置 
ダメージ表を削除する。

アビリティ『ヴォイドシールド展開』の説明文を以下のように変更
する： 
“ヴォイドシールド発生装置の12mv以内にユニット全体が収まっ
ている場合、そのユニットは射撃フェイズにおける攻撃に対して
有効なスペシャルセーヴ値 5+ を得る（ただし攻撃側の兵もヴォ
イドシールド発生装置の 12mv 以内にいる場合は除く）。”

137ページ——スカイシールド離着陸プラットフォーム 
以下のアビリティを追加する： 
“プラットフォーム破損：スカイシールド離着陸プラットフォームが
破壊された場合、この建物のミニチュアは取り除かれない。その
代わりにこの建物が有していた全てのアビリティは失われ、以降
バトル終了時まで廃墟（ウォーハンマー 40,000 ルールブックの
情景モデルセクションを参照せよ）として扱われる。”

144 ページ——デモリッシャー・キャノン 
説明文を以下のように変更する： 
“5 体以上の兵で構成されているユニットに対し射撃する場合、
この武器の種別は『ヘヴィD6』へと変化する。”

156 ページ——ストームボルター 
ポイントコストを "2" に変更する。

166 ページ——マルチメルタ 
【武器種別】を “ヘヴィ1” に変更する。

FAQ
アストラ・ミリタルム
Q:アサルトウェポンを装備したアストラ・ミリタルムのユニットが
自軍側移動フェイズに全力移動を行い、続く自軍側射撃フェイズ
に『進め！　皇帝陛下の御為に！』の命令を受けた場合、全力
移動後にアサルトウェポンで射撃したことによるヒットロールへの
ペナルティは発生する？ 
A: 発生しない。

Q.『帝
オフィシオ・プレフェクトゥス

国督戦局』や『亜
ミリタルム・アウクシリア

人管理部』を連隊名として指定すること
はできる？　例えばカンパニー・コマンダーの < 連隊 > キーワー
ドを亜

ミ リ タ ル ム・ア ウ ク シ リ ア

人管理部に置き換えられる？ 
A.できない。

Q: タンク・コマンダーや大令騎士パスクは自分自身に対して『機
甲命令』を行える？ 
A: 行えない。

アデプタ・ソロリタス
Q.1 つのターンに 2 回以上の『信仰の奇跡』を発動できる場合、
これらはどのように解決すればいい？　1 つの『信仰の奇跡』を
解決してから次へと移るの？　そして『信仰の奇跡』を発動でき
るかどうかのロールの前に、どの『信仰の奇跡』を試みるかにつ
いて宣言する必要はある？ 
A.『信仰の奇跡』のロールと解決は 1 個ずつ順番に行われる。
発動できるかどうか判定するためのロールの際、事前にどの『信
仰の奇跡』を発動するかを宣言する必要はない。

Q. 聖セレスティンが『奇跡の顕現』アビリティによって戦場に復
帰する場合、セレスティ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。

オフォシオ・アサシノルム 
Q: ダークリーパー・ユニット（『不可避なる射撃精度』のアビリティ
を持つ）がキュレクサス・アサシン（『エーテリウム』アビリティを
持つ）に対して射撃を行なった場合、ダークリーパーがキュレク
サス・アサシンに射撃をヒットさせるための必要出目はいくつ？ 
A:3+ だ。

その理由は、たとえ『エーテリウム』アビリティによってダークリー
パーの【射】が 6+ になろうとも、彼らは『不可避なる射撃精度』
アビリティによって、【射】やあらゆる修正に関わりなく常に 3+
でヒットロールに成功するからだ。

インクィジション
Q:『精神支配』のサイキックパワーによって敵兵にプラズマウェ
ポンを最大出力で使用させ、これによってその敵兵が戦死したり
ダメージを受けたりすることを狙ってもいい？ 
A: 可能だ。

その他
Q: 最も近い敵ユニットに影響を及ぼすようなサイキックパワー

（『猛撃』など）をサイカーが発動し、その「最も近い敵ユニット」
が『サイキック吸収』や『反サイキック領域』を持つキュレクサス・
アサシンやシスター・オヴ・サイレンス・ユニットだった場合、何
が起こる？　2 番目に近い敵ユニットに対象が変更されるの？

A: そうはならない。この場合、そのサイキックパワーは単にいか
なる効果も及ぼさない。


