第5版 １レベル用アドベンチャー・シナリオ
“腐敗の影”

アドベンチャーの流れ

はじめに

アドベンチャーは大きく分けて以下の7つの場面で構成さ
れています。

この短いアドベンチャーは、作成したばかりの1
レベ
ルキャラクター3
～6
人向けの物で、TRPGそのものやシ
ステムにまだ慣れていないプレイヤーやDMのために作
成されたものです。
これまでに開催された『はじめてのダンジョンズ＆ド
ラゴンズ』などのイベントでプレイしていただいた物と
同じ内容となっております。

１
．依頼を受ける
（10～30分）※
２．戦闘遭遇１
（20～30分）
３．村での調査・交渉 （20～60分）※
４．ダンジョン探索
（30～60分）
５．戦闘遭遇２
（20～30分）
６．戦闘遭遇３
（20～30分）
７．事件解決、そして次の冒険へ (
10～20分)
※

プレイ時間は約3
～5
時間を想定しており、この時間に
はルールブックなどで各種ルールを確認する時間を含ん
でいます。
すでにルールになれているグループで遊ぶ際は、2
～3
時間程度でプレイすることが可能です。

※会話や交渉事がメインの場面となります。あまりにもロール
プレイが長引く場合は、DMがキリの良いところで切り上げま
しょう。
プレイできる時間から逆算して、省略する場面をあらかじ
め決めておくと、実際に遊ぶ際に時間を超過してしまうことを
防げます。以下に必要プレイ時間の目安を記しましたので、
参考にしてください。

このアドベンチャーに登場する街や人物、店の名前は
シナリオの内容には影響しませんので、DMが自由に変
更してかまいません。
特定のワールド・セッティングに依存する内容もあり
ませんので、汎用的に使っていただくことができます。

2～3時間 ：１
、３、５を省略する
3～4時間 ：３、５を省略する
4時間以上 ：省略せずに遊ぶ

クリーチャーと戦闘をするにあたって、登場するクリ
ーチャーの位置などはキャラクターとの距離で表記して
います。
抽象的な戦闘でも、マス目の書かれたマップを使用し
ても、インチ単位でミニチュアを動かしても、プレイを
する際に選んでいただいて構いません。
◇ ◇ ◇

本アドベンチャーをプレイヤーとして遊ぶ場合には、
ここから先は読まないようにして下さい。
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アドベンチャーシナリオ 『腐敗の影』

『行商人の護衛』（依頼を受ける）
このアドベンチャーでは、キャラクター達はすでに顔
見知りで、仕事を探しに酒場にきたパーティです。
キャラクター達がどのような経緯でパーティを組むに
至ったか、これまでどのような旅をしてきたのかを、各
キャラクターの背景や、性格の特徴などからプレイヤー
に決めてもらいましょう。

●テオ村には何度か尋ねたことがあり、いつもは馴染みの
冒険者に護衛を依頼していたが、彼らが別の仕事で旅立
ってしまったので、護衛を探していた。
●テオ村は小さい村で、余所との交流もあまり多くないた
め、街道の整備が行き届いていない。野盗よりも野獣など
が出る危険性が高い。
●テオ村での販路を確保できれば、良い利益になるので、
村とはいい関係を築きたい。

なかなか決まらない場合には、それぞれ自分の右隣の
プレイヤーのキャラクターとどうして一緒に旅をするこ
とになったかを決めていくと全員の関係性が輪を描くよ
うになります。試してみてください。
※これはとても楽しいので、時間がかかってしまうこと
が良く有りますが、あまり時間をかけると肝心の冒険に
割ける時間が減ってしまいます。適度なところでDMが
切り上げるようにしましょう。

●村への道は2日ほどは平地だが、その後丘陵地帯に入
る。見通しが悪いので注意しないといけない。

キャラクター達の関係性が決まったら、以下の囲みの
読み上げ文を読み上げてください。物語はハークルと言
う港街の“怒れる雄鶏亭”から始まります。

●ここ最近で、村までの街道で危険な目にあったという噂は
特に無いようだ。

君たちは港町ハークルの“怒れる雄鶏亭”に、冒険と食
事を求めてやってきています。
使い込まれた丸テーブルについて食事とエールを楽しん
でいると、1人の男性が君たちに声をかけてきました。
「やあ、君たち冒険者だよね？ 護衛をお願いできる人を
探しているんだけど興味はないかな？」
「僕はウェイン・コーワン。実家で作った乳製品や革製品
の行商をしてるんだ。」
「期間は行きで3日、1日村に滞在して、帰りで3日。ちょう
ど一週間程度の予定なんだ。」
「恥ずかしい話なんだけど、持ち合わせはあまりなくてね
……一人あたり3g
pでどうだろうか？ もちろんそれだけと
は言わない。家で作ったチーズやソーセージなんかを、道
中で振る舞わせてもらうよ。」

●荷は馬車１台にすべて積んである。
また、プレイヤーが求めるならば、出発までに以下
のような情報を集めることができます。
●テオ村はテオミナ河という河沿いの小さな村だ。

●コーワン家のチーズはこの街でも評判が良く、領主も好ん
で食べているらしい。
●ウェインはコーワン家の三男で、話の内容にも嘘は無く
依頼に怪しい所はない。
何もなければ出立は翌早朝になります。
街を出てから2日間は何事も無く街道を進み、次ペー
ジの『飢えた群れ』へと進みます。

プレイできる時間が短い時
この場面を省略し、すでに護衛の依頼を引き受けて
いて、今日には村に辿り着ける所まで移動をしている
ことにします。
ウェインからの依頼を皆で引き受けたこと、日が落
ちるまでには目的地のテオ村に辿り着けそうであるこ
とを、プレイヤーに伝えてください。

※3gpは日本円で言うと3～5万円程度です。
報酬の増額を希望するキャラクターがいたなら、難
易度12の【魅力】〈説得〉判定に成功すれば、報酬に
一人あたり3s
pを上乗せしてくれます。ただし、それ以
上要求するなら、彼は肩を落として去って行きます。
依頼を引き受けたら、彼らは早速実家で作ったソー
セージやチーズなどを一行に振る舞いながら、次のよ
うな情報を教えてくれます。
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アドベンチャーシナリオ 『腐敗の影』

『飢えた群れ』 （戦闘遭遇１)

その後の展開
戦闘後、依頼人のウェインは積み荷を確認します。
チーズは元々６包み積んでいましたたが、ネズミが逃
亡するまでにかかった戦闘ラウンドと同じ数が、齧られ
てダメになっています。ネズミの襲撃に気付けなかった
場合、更に包みが１つダメになっています。
チーズが１包み以上残っている場合、ウェインは君た
ちとても謝します。

パーティ全員の受動〈知覚〉の値を確認します。
必要であれば受動〈知覚〉について説明します。
出立して3日目。丘陵地帯に入り、このまま行けば日が落
ちる前にはテオ村に辿り着けるでしょう。しかし、皆さんは不
穏な空気を感じ取ります。
と同時に、周囲の木立がガサガサと揺れたかと思うと、血
走った目の大小さまざまなネズミの群れがこちらに向かって
走ってくるではありませんか！

ネズミ達が逃げた後、周囲に気配は無くなります。
傷ついたキャラクターがこのまま先に進むのを恐れて
いるなら、小休憩（１時間の休憩）で、ヒット・ダイス
を使ってヒット・ポイントを回復できること、クラスや
種族の特徴の使用回数の一部が戻ることを説明します。

戦闘配置
ジャイアント・ラット×（プレイヤー人数）＋１匹

ウェインはこれ以上の被害を恐れて、小休憩が終わっ
たら早く村に向かおうと言っていると伝えてください。

状況説明
受動〈知覚〉が12以上のキャラクターがいた場合：
ネズミは馬車（1
0
フィート×1
5
フィートの大きさ）を
取り囲むように、5
0
フィートの位置に現れます。

ネズミの群れを撃退して一息ついた皆さんは、ウェインに
急かされてテオ村への道を急ぎます。
幸いネズミ達の再来は無く、丘を越えた所で村が見えて来
ました。

いない場合：
ネズミの群れにチーズが1
包食べられてから戦闘が開
始します。ネズミ達は馬車と同じ場所に現れます。

「まったく酷い目に遭いましたね、なんであんなにたくさんの
ネズミが……」

どちらの場合も、キャラクター達は馬車から1
0
フィー
ト以内の好きな場所から戦闘を開始します。馬車に乗っ
ていたことにしても構いません。馬車や積み荷は可燃物
ですので、炎を使う場合には注意が必要です。

「さあ、まどろむ三毛猫亭に急ぎましょう。納品先でもあり、村
唯一の宿屋ですからね！」
馬車は村まで問題なく走り、辿り着きます。
次の『テオ村での出来事』へと進んでください。

また、戦闘せずに積み荷のチーズを食べることに夢中
な小ネズミ達が山ほど居ることを伝えてください。これ
らは追い払っても追い払っても群がってくるためデータ
的に対処することはできません。

ジャイアント・
ラット
小型・野獣、無属性

ウェインは小ネズミを追い払おうと必死なので、戦闘
には参加しませんが、キャラクターの使う呪文などの範
囲に含まれた場合には効果を受けます。

AC：12

ｈｐ：7

脅威度：1/8(
25XP)
移動速度：30フィート

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
7(
-2) 15(
+2) 11(
+0) 2(
-2) 10(
+0) 4(
-3)

もしも動物と意思疎通ができるような特徴や呪文を使
うキャラクターが、襲ってきたネズミと意思の疎通を試
みた場合、ネズミからは強烈な“餓え”の感情だけが伝
わってきて、こちらの意思は伝わらないという不自然な
状況である、と伝えてください。

感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10

言語：――

鋭敏嗅覚 嗅覚による【
鋭敏嗅覚：
判断力】
〈
知覚〉
判定に有利を得る。
連携戦闘：このラットの味方が1体以上、目標の5フィート以
内におり、しかもその味方が無力状態でないなら、このラット
はその目標に対する攻撃ロールに有利を得る。

戦術
ジャイアント・ラットは可能な限り最も近い敵へと接
敵し、連携戦闘による有利を得て攻撃します。
一度攻撃を始めたラットは、基本的に標的を変えず、
標的が戦闘を続行できなくなった場合には別の最も近い
敵へと向かいます。
すべてのジャイアントラットのヒット・ポイントが0
以下になると、積み荷に群がる小ネズミは慌てて逃げて
行きます。

アクション
噛みつき：近接武器攻撃：
攻撃＋4、間合い5フィート、目標1つ。
ヒット：4（1d
4＋ 2）［刺突］ダメージ。
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アドベンチャーシナリオ 『腐敗の影』

『テオ村での出来事』（
調査・
交渉)

夕食には早速ウェインの運んできたチーズや肉類が提供
されます。（チーズを守れていない場合はソーセージやベー
コンなどの肉類のみ）村の人々もそれを目当てに宿に来てい
るようです。
皆さんが卓を囲んでいると、亭主が一人の老人を連れてき
て、話を聞いて欲しいと言ってきます。

テオ村に着いて間もなく、日が落ちます。ウェインは
納品先の“まどろむ三毛猫亭”という酒場に向かいます
が、チーズの量が減っていることに対しての苦情を言わ
れてしまいます。
ウェインは急いで納品先の、この村唯一の宿屋“まどろむ
三毛猫亭”へと向かいましたが、宿の亭主のゴードンは、チ
ーズの数が依頼の数に満たないことでウェインを責めはじめ
ました。

「皆さんがネズミらと戦った冒険者の方ですかな？私はホッ
グウォッド。このテオ村の村長です。」
「実は一週間ほど前から村の付近にネズミが湧くようになっ
ておるようでして……彼奴らが何ぞ悪い物でも運んできたの
か、村の連中に体調を崩すものが増えてきております。」

「話が違うじゃないか！ あんたの所のチーズは旨いから
って話で多目に注文したんだ！小さい村だからって適当な仕
事をしてるんじゃないだろうな！？」

「村の連中から話を聞いてはいるのですが、色々と村の仕
事も有って手が回っておらんのです……。どうか皆さんで原
因を探ってもらえんでしょうか。」

ウェインに助け舟を出すならば、パーティの代表一人が【魅
力】〈説得〉判定を行ってください。判定の結果で亭主の反応
が以下のように変化します。

「もちろん報酬はお支払します、村の蓄えから20g
p
をご用
意しましたので、これで何とかお願いできませんでしょうか。」

判定の結果が5以下：
亭主は疑わしげな眼を向けますが、皆さんの言うことを一
応は信用したようです。ただし次にこういった事があれば、二
度と取引は無いとウェインにきつい口調で告げます。

村長からの依頼を受けるかどうか、ウェインの意向を
確認するならば、彼は村の人々に対して友好的な関係が
築けるのは商売としてはとてもありがたいので、是非と
も原因を突き止め、解決してほしいと言います。

「今回は仕方ないが、次はしっかりやってくれよ！」
また、情報収集をはじめる前にプレイヤーには、すで
に日が落ちており、この宿以外の店は閉じていることと
、村の主要な人物はチーズや肉類を目当てにちょうど“
まどろむ三毛猫亭”に集まっているため、この場で色々
と話を聞くことができることを伝えてください。

判定の結果が6～12：
亭主は皆さんを信用し、ウェインを労います。
「そんなことが有ったのか、災難だったな。」
判定の結果が13以上：
事情を聴いた亭主はウェインに謝罪して、皆さんへ感謝を
示します。

話を聞ける主要な人物は次ページの５人で、人によっ
ては話を聞くために判定が必要になります。
この場面では、情報収集と同時にキャラクターに積極
的にロールプレイをさせて、インスピレーションの受け
渡しなどについての解説を行いましょう。

「そんなことがあったのか……すまなかった。商品を届けて
くれてありがとうよ。」

プレイできる時間が短い時

判定の結果がどうであれ、この村で宿泊ができるのは
この宿だけなので、パーティは“まどろむ三毛猫亭”で
夕食を取ることとなります。

上記の読み上げ文に加えて、村長から「村人たちが言
上記の読み上げ文に加えて、村長から「
うには、村の北にあるモロの丘の洞窟に、村の薬品を買い
占めた不審な人物が居ついている、まずは話を聞いてきて
ほしい。」とパーティに伝え『モロの丘の洞窟』（P.
6
）
に進んでください。

まどろむ三毛猫亭はベッドが８つ並んだ大部屋が１つ
と、ベッド２つの小部屋が２つしかない小さな宿です。
今は宿泊客がいないので、パーティは（ウェインも含
めて）大部屋を使うように言われます。宿泊費はウェイ
ンが持ってくれますが、小部屋を使いたいならば差額の
3
s
pは自分で払って欲しいと言われます。
すでに日も落ちているため、宿の食堂部分には村人た
ちもやってきており、食事を取っています。
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グリニデア・ウィルロック（243歳)ドワーフ 女性

ダン・
ギョーム(
4
7
歳)ヒューマン 男性

村で道具屋兼修理屋をしている女性です。
彼女は冒険者なら武器を見せろと言ってきます。キャ
ラクターに自分の武器をどのように扱っているかを尋ね
てください。
どのように扱っていたとしても、グリニデアは渡され
た武器を眺めた後にキャラクターに返して評価します。
（丁寧に扱っていれば良い冒険者だと褒め、雑に扱って
いれば武器を大事にすればもっと強くなれるとアドバイ
スをくれます。）
そして一週間前、見慣れない男が店に来て保存食と毒
そして一週間前、
に関する薬品類を大量に買い込んだこと、男は店を出て
北に向かっていった事を教えてくれます。
（販売していた“毒に関する薬品”は、狩猟や害獣駆除
のために用いられる物で、調薬の素材となる物です。）

村の東を流れるテオミナ河で、魚や貝などを取ってい
る、やや小太りの漁師です。
キャラクターが話しかけると仕事で疲れて喉が渇いて
いるんだ、と会話を断ろうとしますが、エール（1
s
p）
を一杯奢ると饒舌に話しはじめます。
テオミナ河は南から北に向かって流れていて、幾筋か
の支流が丘の麓の洞窟へと流れ込んでいる場所が沢山あ
り、ある時そういう洞窟の入口に保存食や何か薬のよう
な物が入った木箱や樽などが積まれているのを見た。誰
かが住み着いたのかもしれない、と教えてくれます。
具体的にどこの丘で見たのかは覚えていないと言いま
すが、もしもモロの丘ではないかと尋ねられると、確か
にモロの丘だったと思い出します。

モルマカー・アトウッド(
27歳)ハーフエルフ 男性
ジョー・
ウィリアム（
2
3
歳） ヒューマン 男性

村で治療院を開いている、物静かな男性です。
素性を明かさずに話しかけても、患者のことは話せな
いと言いますが、村長からネズミが増えている原因調査
の依頼を受けたと言えば協力してくれます。
村の北側に住む人々が体調を崩して治療院に来ること
が増えていると言った後、彼は周囲の人に聞かれないよ
うに声を潜めて、これは病気ではなく毒物の影響ではな
いかと考えていること、彼らがどこで毒に触れたのか分
からず、グリニデアの店で売っていた解毒のための薬品
も、何者かに買い占められて不足しているということを
教えてくれます。
（声を潜めたのは、村人の不安を煽ってしまい、
パニックにならないようにと配慮してのことです。）
モルマカーはこの事件の調査をしているキャラクター
達の身も案じてくれ、会話の最後のに耐毒剤を２つ譲っ
てくれます。

力自慢の木こりで、中々のハンサムです。話をする前
に飲み比べか腕相撲をしようと提案してきます。
・飲み比べ：難易度14の【耐久力】判定を行う
・腕相撲：難易度14の【筋力】判定を行う
キャラクターが判定に失敗したらジョーの勝利です、
彼は村の男もやるものだろう？ と得意気に笑います。
キャラクターが判定に成功したならばジョーは素直に負
けを認め、冒険者とは凄いものだと感心します。
判定の成否に関わらず、ジョーは最近村の北側の丘陵
地帯の中でもモロの丘と呼ばれる地域で、生木や動物の
死骸を猛烈にネズミが齧ったような跡を目にするように
なったと教えてくれます。

タージ・
ビート(
3
8
歳)ヒューマン 男性

その後の展開

村の北で穀物を作っている、寡黙な農夫です。
彼は随分と落ち込んだ様子で質素な食事をしており、
キャラクター達に話しかけられても、ほっといてくれと
ふさぎ込みます。村長からの依頼で、ネズミが増えてい
る原因調査の依頼を受けていると伝えた上で、だれか１
人が難易度1
2
の【魅力】〈説得〉判定に成功すれば、彼
はネズミが出てから息子が伏せってしまっていること、
自分が家にいても看病の邪魔になってしまい、子供の為
に何もできないことに気落ちしているということを打ち
明けます。
南や西で農業を営んでいる他の家では、そこまでネズ
ミの被害は大きくないということで、彼は自分に降りか
かった不幸と、それを解決できない無力に嘆いている状
況です。

５人の村人から聞いた話を総合すると、村の北でネズ
ミを媒介にしたと思われる毒物の被害が広がっており、
関わりのありそうな怪しげな人物がモロの丘の洞窟に潜
んでいそうだということが分かります。
話を総合したら、村長は「どんな様子でしたかな？」
とパーティに声をかけます。
パーティが今後の方針として洞窟に調査に行くこと、
原因が分かればそれについて対処すると告げれば、村長
は依頼料の2
0
gpをこの場で支払い、今日は宿でしっかり
休みを取って（大休憩を取り）翌朝から調査してくれれ
ば構わないと言います。宿代は村長が持ってくれます。
洞窟への案内はジョーかダンに頼むことができます。
どちらも早朝であれば、仕事でそちら方面に向かうつい
でだからと案内を快く引き受けてくれます。

5

アドベンチャーシナリオ 『腐敗の影』

『
モロの丘の洞窟』
（ダンジョン探索）

A地点

パーティはテオ村での調査で浮かび上がった、モロの
丘の麓にある洞窟へと向かいます。村に着いた翌日の昼
に洞窟を訪れることを想定していますが、パーティの希
望が有れば時間はいつでも構いません。
河の支流が流れ込む洞窟の入り口はあまり広くなく、
足元は砂利ばかりです。

直径50フィートほどの開けた空間で、あちこちに齧られた跡
のある動物の骨が散乱しています。中央部分は深いすり鉢
状になっていて、その中ではガラクタが無造作に山積みにな
っているようですが、詳しく調べるためには斜面を降りて近づ
かなければならないようです。
ここに辿りついた受動〈知覚〉が1
3
以上のキャラクタ
ーは、山積みになったガラクタが不安定で、触れると崩
れて下敷きになるかもしれないことに気付きます。

入口

洞窟の見取り図

A
C

プレイヤーが希望するなら、難易度1
5
の【知力】〈捜
査〉判定で、“山積みになったガラクタ”を調べさせて
も構いません。ただしこの判定の前に、誰が判定するの
か確認してください（下記囲みを参照）。

B

判定に失敗したキャラクターは、ガラクタを崩して下
敷きになり、1
d4
点の[
殴打]
ダメージを受けます。
また、ガラクタが崩れることで、大きい音が洞窟内に
響いてしまいます。この音はB地点にいるクリーチャー
達に聞こえ、B地点のクリーチャー達は警戒を強めて、
パーティから発見され辛くなります。
DMは忘れずに記録しておいてください。

道幅：約1
0
フィート（2
人横に並んで進める広さ）
天井：約7
フィート（そこまで高くない）
明かり：微かな光しかなく、昼でも薄暗い。
水音：水が落ちる音が大きく響いていて、遠くの音を聞
くロールに不利を得る

判定に成功したキャラクターは、ネズミに齧られてボ
ロボロになった手紙を見つけます。手紙の内容は以下の
通りです（コピーして切り取った物を直接渡すと、プレ
イヤーに分かりやすくなるでしょう）。

辿り着いたのは薄暗い洞窟でした。村の側を流れる河から
の水が、浅い小川となって流れ込んでいて、水音が洞窟内
に反響しています。足跡も流されてしまっているのか、確認
できません。
洞窟の幅は、2人が並んで歩ける程度。洞窟の奥は非常に
暗いので、誰かが松明や、もしくは呪文によって明かりをつ
けなければならないでしょう。

同士よ、村を対象にした実験が順調そうで何よりだ。
都市へと放つためにはより多くのネズミが必要だ、
引き続き狂暴化と有毒化に励むように。
腐敗の加護は我らの元に有り。

洞窟に入る前に、どのような隊列で進むかをプレイヤ
ーに相談してもらいましょう。味方のいる空間を通り抜
けるためには、移動速度を通常の２倍必要とすること。
敵からの遠隔攻撃は、間に味方が居れば遮蔽がある物と
扱われることなどをここで説明しておくと、自然と近接
攻撃を行うキャラクターが前に、HPの低いキャラクタ
ーが後ろになるでしょう。
村でモルマカーからもらった耐毒剤をどうするかも確
村でモルマカーからもらった
認しておくと良いでしょう。

この手紙を読んで、何か思いあたることが無いかと尋
ねられたら、難易度を告げずに【知力】〈歴史〉か【知
力】〈宗教〉の判定を行なわせます。結果が1
8
以上のキ
ャラクターは、“腐敗団”という名の腐敗や毒、病気と
いったものを用いて、人々に混乱をもたらす邪悪な組織
の噂を耳にしたことがあると思い出します。

山積みになったガラクタについて

奥へと進んでいくと、直進する道と、右に折れる道が
現れます。様子を調べてみるか、奥に進むかどうかプレ
イヤーに尋ねましょう。様子を調べるなら、難易度を告
げずに【判断力】〈知覚〉を行なわせます。
ただし水が流れていて足跡などは流れてしまっている
ことと、耳をすまして音を聞くなら水の音がうるさいこ
とから、判定に不利を受けると説明します。

この地点にある“山積みになったガラクタ”は、プレ
イヤーへの情報であり、罠でもあります。
ガラクタを調べるために近づいたキャラクターに【知
力】〈捜査〉の判定をさせる前に、改めてガラクタが不
安定で崩れそうである（＝判定にリスクが存在する）こ
とを伝えて、それでも判定するかどうか決断してもらい
ましょう。
また、【知力】〈捜査〉判定が得意なキャラクターだ
けで判定することもできると伝えるとよいでしょう

誰か一人でも難易度1
2
の【判断力】〈知覚〉判定に成
功したら、右の道（A地点）からは何も聞こえず、先の
道（B地点）からは小さな獣の走り回る音や鳴き声が聞
こえると伝え、どちらに向かうか尋ねてください。
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B地点

戦術
有毒のジャイアント・ラットは可能な限り最も近い敵
へと接敵し、連携戦闘による有利を得て攻撃します。
一度攻撃を始めたラットは、基本的に標的を変えず、
標的が戦闘を続行できなくなった場合には別の最も近い
敵へと向かいます。
ジャイアント・ウルフ・スパイダーは、明かりを持っ
ているキャラクターか、最も近い敵に天井を歩いて向か
ってきます（天井は低いため、天井にいるスパイダーも
地面から攻撃することができます）。
ラットとスパイダーは、どちらも死ぬまで戦います。

足元を流れる水が、床の隙間に流れ込んでおり、水音が
一際大きくなっています。壁には大小さまざまな穴が開いて
おり、時折小さなネズミが顔を出しては、皆さんに気付いて
逃げて行きます。
壁に空いた無数の穴には毒を持つジャイアント・ラッ
トが潜んでおり、気づかずに先に進んだ場合には、後ろ
から不意打ちを仕掛けます。
さらに奥に進む道には、ジャイアント・ウルフ・スパ
イダーが得物を待ち構えています。

その後の展開

戦闘配置

ネズミと蜘蛛をやり過ごして先に進んでいくと、道は緩やか
に右に曲がって行きます。そして奥からはロウソクの明かり
のような揺らめく光が漏れてきます。
幸いなことに、後ろから響く水音のおかげで、皆さんの立て
る物音はほとんど聞こえていないようです。

有毒のジャイアント・ラット×プレイヤー人数－2(最低2体)
ジャイアント・ウルフ・スパイダー×2

状況説明
もしもA地点で大きな音を立ててしまっているなら、
受動〈知覚〉が1
5
以上のキャラクターがいれば敵の存在
に気付くことができます。
だれも、A地点で大きな音を立てていなければ、受動
〈知覚〉が1
2
以上のキャラクターがいれば敵の存在に気
付くことができます。

もしもパーティーが先にB地点に来ており、A地点に
引き返したいと言ったらA地点での出来事を処理して下
さい。
また、小休憩をとろうとしたなら、この洞窟内は地面
も濡れていて、休息するには不適切であると伝えて、ど
うしても希望するのであれば洞窟の入口での野営や、一
度村に戻るという案をDMから提案してください。

敵に気付けた場合、有毒のジャイアント・ラットは壁
の穴から、ジャイアント・ウルフ・スパイダーは先に進
む通路の天井に現れます（それぞれパーティから約2
0
フ
ィートの地点）。

ジャイアント・
ウルフ・
スパイダー

気付けなかった場合は、パーティは不意討ちされたも
のとして戦闘が開始します。

中型・野獣、無属性

脅威度：1/4（50XP）

AC：13
ｈｐ：11
移動速度：40フィート、登攀40フィート

有毒のジャイアント・
ラット
小型・野獣、無属性
AC：12

ｈｐ：7

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
12(
+1) 16(
+3)13(
+1) 3(
-4) 12(
+1) 4(
-3)

脅威度：1/8(
25XP)
移動速度：30フィート

技能：〈隠密〉＋ 7、〈知覚〉＋ 3
感覚：擬似視覚10フィート、暗視60フィート、受動〈知覚〉13
言語：――

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
7(
-2) 15(
+2) 11(
+0) 2(
-2) 10(
+0) 4(
-3)
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10

蜘蛛歩き：このスパイダーは、登攀が難しい表面を、能力値
判定を行なうことなく登攀できる（さかさまに天井を歩く場合
も含む）。

言語：――

鋭敏嗅覚 嗅覚による【
鋭敏嗅覚：
判断力】
〈
知覚〉
判定に有利を得る。
連携戦闘：このラットの味方が1体以上、目標の5フィート以
内におり、しかもその味方が無力状態でないなら、このラット
はその目標に対する攻撃ロールに有利を得る。

アクション
噛みつき 近接武器攻撃：攻撃＋3、間合い5フィート、クリー
噛みつき：
チャー1体。ヒット：4（1d
6＋1）［刺突］ダメージ、目標は難易度
11の【耐久力】セーヴィング・スローを行なわねばならず、失
敗すれば7（2d
6）［毒］ダメージ、成功すればその半分のダメ
ージを受ける。
この［毒］ダメージによって目標のhp
が0になったら、目標は
即座に容態安定化するが、1時間のあいだ毒状態になる（hp
を回復した後もこの毒状態は続く）。この毒状態の間は麻痺
状態でもある。

アクション
噛みつき：近接武器攻撃：
攻撃＋4、間合い5フィート、目標1つ。
ヒット：4（1d
4＋ 2）［刺突］ダメージ、目標は難易度10の【耐
久力】セーヴィング・スローを行なわねばならず、失敗すれば
2（1d
4）［毒］ダメージを受ける。

7

アドベンチャーシナリオ 『腐敗の影』

C地点

戦術
魔術師は有毒のジャイアント・ラットが戦っている間
は、チル・タッチやマジック・ミサイルをパーティの中
でACが高いキャラクターに対して使用します。
※マジック・ミサイルの呪文を使用する際は、３体の
目標に１本ずつ放つようにして下さい。
敵に接近されたら、複数回攻撃を行ない、スロットが
残っていれば強力な攻撃に対してシールドの呪文を使用
します。
魔術師が倒されると、有毒のジャイアント・ラットた
ちは逃げて行きます。

部屋の広さ：直径7
0
フィートほど
天井：2
0
フィートほど
明かり：部屋の中の燭台によって明るい

状況説明
洞窟に入ってから一度も小休憩を取っていない場合：
薄汚れたローブを身に纏った人物が、机に向かっています。
机の上には解剖されたネズミや、様々な薬品が並んでおり、
何かの活動をここで行っているであろうことがわかります。

魔術師

ローブの人物（魔術師）は研究に没頭しているため、
キャラクター達が5
0
フィート以内に立ち入るまで気づき
ません。
パーティが不意打ちを試みるならば、判定に有利を得
た状態で【敏捷力】〈隠密〉判定（鎧によっては判定に
不利を得ることを忘れずに）を行わせてください。
パーティ全員の判定結果が1
3
以上であれば、不意打ち
に成功し、そうでなければ通常通り戦闘を開始します。

中型・人間、悪
AC：12
移動速度：30フィート

ｈｐ：28

【筋】 【敏】 【耐】 【知】 【判】 【魅】
10(
+0) 14(
+2) 14(
+2) 15(
+2) 10(
+0) 11(
+0)
技能：〈隠密〉+4 〈軽業〉+4
感覚：受動〈知覚〉10

対話を試みるのであれば、声をかけられたその人物は
驚いて振り返ります。痩せた3
0
代程度に見えるヒューマ
ンの男性です。
何をしているのかと尋ねられると「自分は動物の研究
何をしているのかと尋ねられると
家で、この辺りで異常増殖しているネズミを調べ、その対策
を考えている。」と返答します。このとき難易度1
3
の【判
断力】〈看破〉判定に成功すれば、男性が嘘をついてい
ることが分かります。
嘘をついていることを追及されると、男性はパーティ
一行を指さし、金切り声のような叫びを上げます。する
と足元に居た有毒のジャイアント・ラット達が一斉にパ
ーティに向かって襲い掛かり、戦闘を開始します。

言語：共通語

呪文発動能力：この魔術師は2レベルの“呪文の使い手”で
あり、呪文発動能力値は【知力】である（呪文セーヴ難易度：
12、呪文攻撃ロール：＋4）。魔術師は以下の呪文を準備して
おり、呪文スロットは3回分である。
初級呪文：チル・タッチ、ポイズン・スプレー
1レベル(
3回)
：シールド、マジック・ミサイル

アクション
複数回攻撃：2回の近接攻撃を行なう。
ダガー：近接武器攻撃：攻撃＋4、間合い5フィート、目標1つ。
ヒット：4（1d
4＋ 2）[
斬撃］ダメージ。

洞窟に入ってから小休憩か大休憩を取っている場合：

チル・タッチ：遠隔呪文攻撃：攻撃＋4、射程：120フィート、
目標クリーチャー1体、持続時間：1ラウンド。
ヒット：1d
8[
死霊]
ダメージ。
効果：目標は次の魔術師のターンが開始するまでhp
を回復
できない。

机や木箱類の存在から、ここで何者かが生活しているのは
間違いないようですが、今は誰もいません。しかし地面を走
るネズミ達に気を取られていると、物陰から突如として光輝く
魔法の矢が皆さんに飛んできました！

ポイズン・スプレー：射程：10フィート、目標クリーチャー1体。
効果：目標は難易度12の【耐久力】セーヴィング・スローを行
なわねばならず、失敗すると1d
12の［毒］ダメージを受ける。

魔術師は侵入者に気付いており、先頭のキャラクター
から5
0
フィート離れた木箱の影に身を隠しています。
魔術師のみがパーティを不意打ちしたものとして、戦
闘を開始します（魔術師は１ラウンド目はマジック・ミ
サイルを唱えるだけで、ターンを終了します）。

マジック・ミサイル：射程：120フィート
効果：光り輝く魔法の力場の矢を3本作り出す。それぞれの
効果
矢は、射程内の魔術師が見ることができて、魔術師が選ん
だ3体のクリーチャーに１本ずつ命中する。1本の矢はその目
標に1d
4＋1の［力場］ダメージを与える。この矢はすべて同
時に命中する。

戦闘配置
魔術師×１人
有毒のジャイアント・ラット×（プレイヤー人数－２）匹
C地点入り口から、魔術師のいる場所までは6
0
フィー
ト。魔術師と対話を試みた場合、戦闘開始時には4
0
フィ
ートまで近づいていたことにすると良いでしょう。
各ラウンド終了時に、有毒のジャイアント・ラットが
２体未満の場合、１体の有毒のジャイアントラットが魔
術師から5
フィートの場所に援軍として現れます。

脅威度：1/2(
100XP)

リアクション
シールド：（攻撃がこの魔術師にヒットしたときや、マジック・ミ
サイル呪文の目標となったとき） 射程：自身
効果：魔術師の次のターンの開始時まで、魔術師はACに＋
5のボーナスを得ると共に（このボーナスはトリガーとなった
攻撃に対しても適用される）、マジック・ミサイルから一切の
ダメージを受けなくなる。
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探索を終えて

この後の展開

魔術師を倒した後で部屋を捜索すると、毒物とその
解毒薬、そして暗号で書かれた手紙が見つかります。
魔術師が生きているならば、難易度1
5
の【魅力】〈威
圧〉の判定に成功すれば、以下の情報を聞き出すこと
ができます。

今回のアドベンチャーの後、キャラクターがどのよう
な冒険に向かうかはプレイヤー次第です。
正義感にあふれるキャラクターは、捕えた魔術師を領
主の館へと引っ立てる手助けをし、領主から“腐敗団”
を打ち倒す任務を受けるかもしれません。

・自分は“腐敗団”という組織の一員である。
・組織で使う、毒を持つネズミを育成していた。
・ネズミを村に向かわせたのは、ネズミに毒をバラ
撒かせて都市の機能を停止させる実験の一環。
・自分は指令に従って活動しているだけで、それ以
上は何も知らない。

裏社会に精通しているキャラクターは暗号で書かれた
手紙と怪しげな組織の情報を、自分の所属するギルドへ
売りに行き、場合によってはその組織についての調査を
命じられるかもしれません。
自然を大切するクラスのキャラクターは、この地のネ
ズミ達に与えられた良からぬ影響を取り除くために村に
留まるかもしれません。

魔術師を生死問わずテオ村へと連れ帰り、彼がネズミ被
害の元凶であると報告すれば、村長や“まどろむ三毛猫亭”
の亭主と常連たちは君たちに感謝して、上等な食事や酒を
振る舞ってくれるでしょう。

元々何か目的を持っているキャラクターは謝礼を受け
取って早々に村から立ち去るかもしれません。

おめでとう！ 皆さんは村に迫りつつあった邪悪な陰謀を
阻止したのです！
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』は自由な発想で遊ぶこ
とができるTRPGです。
この後キャラクター達に何が起こるかは、プレイヤー
とDMとで、楽しみながら決めて下さい。

各キャラクターに今回の冒険の報酬として、対処し
た敵のXPの合計を、プレイヤーの人数で頭割りした点
数のXPを与えてください。
加えて村人から話を聞いて魔術師の居場所を突き止
めたり、ダンジョンを探索したことによって、各キャ
ラクターに追加で1
5
0
XPを与えてください。

皆さんの冒険が、より楽しい物となりますように！

計算用XPリスト
ジャイアント・ラット
有毒のジャイアント・ラット
ジャイアント・ウルフ・スパイダー
魔術師

■第５版

2
5
XP
2
5
XP
5
0
XP
1
0
0
XP
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レベル用アドベンチャー・シナリオ

“腐敗の影”

● 本アドベンチャーに掲載のデータは、ダンジョンズ＆ドラゴンズの各種ルールブックに掲載されている物から、改編されている
場合がございます。プレイ中に掲載データを使用する場合には、必ず事前にDMや他のプレイヤーに確認を取ってください。
● 本デジタルデータ、図版、文章などの無断転載、複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。
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