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「銀の洞窟の果てに」において PC たちは、コボルドの竜司
祭に盗まれた予言書を追って銀の洞窟を踏破することとなる。

人里離れた洞窟で、PC たちはドレイク、ハーピー、そし
てかの悪名高きラスト・モンスターと遭遇する。やがてパー
ティーは、強力な魔法と古代の守護霊たちによって守られた
急流を下る。そして銀の洞窟の中心で、かつてここで暮らし、
はるか昔に死んだドラゴンの力を憑依させたコボルドの竜司
際との最終的な決戦に至る。
「銀の洞窟の果てに」は、ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版

における５レベル・キャラクター５人構成のパーティー向け
にデザインされている。より多くの、あるいはより少ないキャ
ラクター向けに冒険を運用する際のため、遭遇にはモンスター
の数を調整するためのガイドラインを示してある。

冒険の背景
サールナと名乗る野心的なコボルドの竜司祭は、アルブラ要

塞の人々が保有していた古代の予言書を盗み出した。
近年、オークの襲撃がこの要塞を脅かしており、その本によ

る助言は、その頑強な守備の者たちが侵入者を阻止することに
役立っていた。

城塞の人々は、オークたちと竜司祭が結託しているかもし
れないと疑っており、盗まれた本をパーティーが取り戻せば、
150gP の報酬を提供する。

この冒険が始まるのは、PC たちがアルブラから数マイル離
れた場所にある洞窟の入り口までコボルドを尾行してきた時
点からである。PC たちが城塞に到着したのは、予言書が盗ま
れてから数時間たった後だったが、サールナとその一味よりも
素早く移動することができた。

PC が出発する前に、アルブラの人々は “銀の洞窟” につい
てパーティに話した。

銀の洞窟は、大河へ流れ込む川がつないでいる、いくつか
の洞窟が結びついたものです。エリソーンと言う名のシルバー・
ドラゴンが数年前に死んでしまうまで、その鉄のごとき鈎爪に
より地域を支配していました。その巣穴が銀の洞窟のどこか深
くにありますが、洞窟そのものがそうであるのとおなじように、
強力な魔法と邪悪な生き物が立ちふさがると言います。

打ち捨てられたエリソーンの巣穴に戻り、サールナは盗んだ
予言書を使って、自らと死んだ竜の魂と力に結びつきを確立す
ることを計画している。

アルブラ要塞
アルブラ要塞は、予言書を読む予言者を含む何人かの初歩的

な秘術魔法の使い手の住処である。
この要塞は、整備の行き届いていない街道が交差する十字路

を見守る高い丘の頂上にその場を占める。それはネラス帝国が
残した荒野に通じる道だ。

アルブラ要塞では、 古
いにしえの

の、だがいまだに機能する転移の魔
方陣を目にすることができる。要塞の人々は、PC たちにポー
タルの使用手順を示した印についてよろこんで教える

冒険への導入
PC たちの主な目的は、予言書をアルブラの人々の手に取り

戻すことである。さらに、君が進行中のキャンペーンの一部と
してこの冒険を使うならば、PC たちをアルブラへ連れてくる
ために以下のオプションを使うことができるだろう。

◆ PC たちは荒野でオークの襲撃隊に遭遇する。そして PC たち
は（訳注：オークたちから）、最近行われた アルブラへの襲撃と、
そして貴重な魔法の大書を盗み出す計画についてのうわさを耳
にする。

◆ PC たちが辺境を横断して旅した際に、伝説にある「銀の洞窟」
の深部にあるという、打ち捨てられた宝物の貯蔵庫の噂を聞き
込む。

クエスト達成の経験値：1,000XP（主要クエスト）PC たちが予
言書を取り戻し、アルブラへ返却する。

キャラクター個別の導入
いくつかの副次クエストは、この冒険において登場する場所

やイベントと連携する。

◆ 賢者 ( アルブラで出会うか、PC の知人としてもよい ) が、大
河の主流と銀の洞窟のつながりについて情報と地図を求めてい
る。 
クエスト達成の経験値：200 XP（副次クエスト） PC が妥当な
地図か、川が流れるコースについての記述を持ち帰る。

◆ アルブラ要塞は、古代のネラス帝国の辺境の地に築かれた。
その貨幣や、その年代の他の遺物は、要塞の人々によってき
わめて高く評価される。 
クエスト達成の経験値：200 XP（副次クエスト）ドラゴンの貯
蔵庫 ( 遭遇 4 を参照 ) で、ネラス帝国の貨幣を発見し、アルブ
ラに持ち帰る。

◆ 銀の洞窟の中を流れる川は、あるときはその地方の一族に
よって聖地と考えられた。しかし辺境はいまや、旅するにはあ
まりにも危険となり、川の中の霊はもうずっと忘れられている。 
クエスト達成の経験値：200 XP（副次クエスト）PC たちが首
尾よく、川の守護霊と親交を結んだ場合 ( 遭遇 3 を参照 )。

遭遇の概要

1. 逃走する竜司祭：PC たちは サールナ に追いついたが、その
コボルトは、この離れた洞窟にすでに脱出の準備を整えており、
手下のオークたちがいて彼女を守ろうとする。

2. サビと廃墟：洞窟の深部で、サールナ の最後の護衛を追跡す
る際に、PC たちはラスト・モンスター、ボーリング・ビートル、
および古に造られた守り手に遭遇する。

�. 川の流れ：動きが速い水流は銀の洞窟をねじれるように通り、
辺境の荒野を横切っている。拡張された技能チャレンジにおい
て、洞窟を守護する超自然の力に直面している中で、PC たち
は安全に川を航行しなければならない。

4. エリソーン の巣穴：川は PC たちを、死んだ銀のドラゴンが、
かつて長く巣穴にしていた洞窟に導く。そこでサールナ は予言
書を使う。ドラゴンの魂につながりを構築し、そのパワーを手

に入れるために。

導入
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ラスト・モンスターは洞窟や迷宮を、貪り食う金属を探して
徘徊する。それは地下に住む文明化されたクリーチャーすべて
にとって悪夢のごときである。

ラスト・モンスター
ラスト・モンスターはたいていの場合、もっとも近くで最も

大きい金属を攻撃するので、最も重装備の敵が、しばしばその
目標となる。

ラスト・モンスター レベル6　遊撃役
中型・自然・野獣	 XP250
イニシアチブ＋10	 感覚〈知覚〉＋5；夜目
hp：66；重傷値：33
AC	20；頑健16、反応21、意志17
移動速度：8

バイト／噛みつき（標準；無限回）
＋11対AC；1d10＋5ダメージ。目標が重装鎧を着用しているなら、その

鎧はこの遭遇の終了時まで“錆びつく”。この効果を受けるたび、
	 目標はACに－1のペナルティを受ける（累積；最大で－5まで）。
	ディゾルヴ・メタル／金属分解（標準；遭遇毎）◆［信頼性］
目標は、“錆びついた”レベル10以下の魔法のアイテムまたは“錆びついた”
（魔法でない）通常のアイテムを着用または使用している1体のクリー

	 チャー；＋9対“反応”；“錆びついた”1つのアイテムは破壊される。
ラスティング・ディフェンス／錆びさせる守り

（ラスト・モンスターに［武器］攻撃がヒットした時；無限回）
トリガーを発生させた攻撃に用いられた武器はこの遭遇の終了時まで“錆
	 びつく”。この効果を受けるたび、“錆びついた”武器を用いた攻撃の

ダメージ・ロールには－1のペナルティがつく（累積；最大で－5まで）。
レシデュウム・リカヴァリィ／レシデュウム（魔力抽出物）回収
ラスト・モンスターはアイテムを破壊するたびにそれを食べつくす。破壊

した魔法のアイテムから吸収した魔力抽出物は、ラスト・モンスター
	 の胃に蓄えられており、倒した後でこの魔力抽出物を回収することが
	 できる。この魔力抽出物の価値は、そのアイテムの購入価格に等しい
（購入価格の1/5ではない）。

属性：無属性	 言語：――
【筋】	8（＋2）	 	 【敏】	20（＋8）	 	 【判】	15（＋5）
【耐】	10（＋3）	 	 【知】	2（－1）	 	 【魅】12（＋4）

ドゥウェオマー・イーター
一部のラスト・モンスターは、魔法の味を占め、秘術の力が

満たされたアイテムを食べて、より大きく、より強くなる。

ドゥウェオマー・イーター レベル11　遊撃役
大型・自然・野獣	 XP600
イニシアチブ＋13	 感覚〈知覚〉＋9；夜目
hp：110；重傷値：55
AC	25；頑健	20、反応	25、意志	23
移動速度：8

バイト／噛みつき（標準；無限回）
＋16対AC；2d6＋6ダメージ。目標が魔法の鎧を着用しているなら、その

鎧はこの遭遇の終了時まで“魔力が減衰する”。この効果を受けるたび、
	 目標はACに－1のペナルティを受ける（累積；最大でその鎧の強化

ボーナスまで）。
	ディゾルヴ・アイテム／魔法のアイテム分解

（標準；再チャージ ⚅）◆［信頼性］
目標は、“魔力が減衰した”レベル15以下の魔法のアイテムを着用または
	 使用している1体のクリーチャー；＋14対“反応”；“魔力が減衰した”

1つの魔法のアイテムは破壊される。
マジック・コンサンプション／魔力吸収（ドゥウェオマー・イーターに魔法
	 の武器または魔法の装具を用いた攻撃がヒットした時；無限回）
トリガーを発生させた攻撃に用いられた武器または装具は、この遭遇の終

了時まで“魔力が減衰する”。この効果を受けるたび、“魔力が減衰し
	 た”武器または装具の強化ボーナスに－1のペナルティがつく（累積；

最大でそのアイテムの強化ボーナスに－をつけた値まで）。
レシデュウム・リカヴァリィ／レシデュウム回収
ドゥウェオマー・イーターはアイテムを破壊するたびにそれを食べつくす。
	 破壊した魔法のアイテムから吸収したレシデュウムは、ドゥウェオマ

ー・イーターの胃に蓄えられており、倒した後でこのレシデュウムを
	 回収することができる。このレシデュウムの価値は、そのアイテムの

購入価格に等しい（購入価格の1/5ではない）。
属性：無属性	 言語：――
【筋】	12（＋6）	 【敏】	23（＋11）	【判】	18（＋9）
【耐】	14（＋7）	 【知】	2（＋1）	 【魅】	13（＋6）

ラスト・モンスター について

〈自然〉難易度 20：ラスト・モンスターは金属を貪り食って生き
ている。一般に石からミネラルを摂ることのできる場所の近く
に住む。だが食物が不足するため、一般に群れ１つあたりほ
んの１匹か２匹の子どもを育てている。食物が金属鉱石の鉱
脈の近くなど豊富な場所であれば、つがいのラスト・モンスター
は 1 組で数十匹の子孫をもうける。

 ral beast XP 600

〈自然〉難易度 25：魔力抽出物を食べたラスト・モンスターは、
それを体内に保持している。魔力抽出物はその死後に摘出す
ることで取り返すことができる。大量の魔力抽出物を食べたラ
スト・モンスターは最終的に、ドゥウェオマー・イーター「食う者」
と呼ばれるサイズまで成長し、より多くの魔法を切望し、それ
を吸収するようになる。

ラスト・モンスター
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遭遇レベル ５（1,000XP）
遭遇レベル ６（1,250XP）ハービーを倒した場合

セットアップ
ブラッドシーカー・ドレイク ２ (D)
オーク・テラーブレード ２(O)
サールナ, コボルドの竜司際 (K)
ハービー １(H)

予言書を盗んだあと、エリソーンの巣穴への移動の足を確保
するため、サールナはこの遠い洞窟へ逃走してきた。

PCたちが洞窟の中を見たら、次を読み上げること：

広い洞窟は二方向に分岐している。東は広く、岩がむき出し
だ。西方向は暗い赤色のウロコをしたドレイクが潜んでいるの
が見えるうえに、ドレイクの向うで２体のオークが石の階段に
座っている。それよりさらに上手を、杖を持ち、竜をかたどっ
た銀細工の頭飾りを身に着けたコボルドが急いで歩いていく。

もし PC たちが見つからないように待機するなら、10 分後
に東側の天然洞窟から１体のハービーが現れ、竜司祭と合流し
て運び去る。戦闘が始まるならば、ハービーはイニシアチブを
ロールし、第３ラウンドからか、またはサールナが重傷となっ
た時に参戦する。

サールナ　コボルドの竜司祭		 レベル3　砲撃役（指揮）
小型・自然・人型（爬虫類）		 XP150
イニシアチブ＋4　	感覚〈知覚〉＋4；暗視
hp：36；重傷値：18
AC17；頑健13、反応15、意志15；後述のトラップ・センスも参照
移動速度：6
	スピア（標準；無限回）◆［武器］

　＋7対AC；1d8ダメージ。
 エナジー・オーブ／エネルギー弾（標準；無限回）◆[冷気]

　遠隔10；＋6対“反応”；1d10＋3ダメージ[冷気]
 インサイト・フェイス／信仰の鼓舞（マイナー；遭遇毎）

　近接範囲・爆発10；範囲内にいる味方のコボルドは全員、一時的ヒット・
ポイント5を獲得し、1マスのシフトができる。

 ドラゴン・ブレス／竜の吐息（標準；遭遇毎）◆[冷気]
　近接範囲・噴射3；＋6	対	“頑健”；1d10＋3ダメージ[冷気]
	 ミス：半減ダメージ。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
　コボルドは1マスのシフトを行なうことができる。
トラップ・センス／罠感知
　コボルドは罠に対するすべての防御値に＋2のボーナスを得る。
属性：悪	言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋10、〈盗賊〉＋10
【筋】9（±0）		 【敏】16（＋4）	 	【判】17（＋4）
【耐】12（＋2）		 【知】9（±0）		 【魅】12（＋2）

装備：ハイド・アーマー、スピア、銀細工の頭飾り

オーク・テラーブレード（Ｏ） レベル6 暴れ役
小型・自然・人型	 XP	250
イニシアチブ	＋5	 	感覚〈知覚〉＋2;	夜目
hp	87;	重傷値：43；後述のブラッドフューリー・アタックも参照
AC	18;	頑健	19、反応	18、意志	16
移動速度：6	(突撃時8)
	ファルシオン	（標準；無限回）◆[武器]

	 +9	対	AC;	3d4	+	6	ダメージ	(クリティカル	2d4	+	18).
	ブラッドフューリー・アタック	
(標準；ファルシオン使用時;重傷時；遭遇毎)◆	[治癒]、[武器]
+9	対	AC;	4d4	+	6	ダメージ	（クリティカル	2d4	+	22）
	 効果:	オークは10hp回復する。
ブラッドサースティ
オークが重傷の目標に命中を得たとき、その攻撃は追加で＋2d4ダメージ

を与える。
属性：混沌にして悪	言語：共通語、巨人語
技能：〈持久力〉	+11,	〈威圧〉	+7
【筋】	20	(+8)	 【敏】	14	(+5)	 【判】	9	(+2)
【耐】	17	(+6)	 【知】9 8	(+2)	 【魅】	8	(+2)

装備：レザー・アーマー、ファルシオン

ハーピー  レベル6　制御役
中型・フェイ・人型	 	XP250
イニシアチブ＋5　	感覚〈知覚〉＋5
hp：71；重傷値：35
AC 20；頑健	17、反応	17、意志	19
抵抗：［雷鳴］10
移動速度：6、飛行8（飛行時劣悪）
	クロー／爪（標準；無限回）

　＋11対	AC；1d8＋2ダメージ。
 アルーアリング・ソング／心を奪う歌

（標準；維持・マイナー；無限回）◆［魅了］
近接範囲・爆発10；聴覚喪失状態のクリーチャーはこれに完全耐性を有

する；＋12	対	“意志”；目標は3マス引き寄せられて“動けない状態”
	 になる（セーヴ・終了）。ハーピーがこのパワーを維持した際には、
	 この効果に対してまだセーヴを成功させていない目標はみな、さら

に3マス引き寄せられて“動けない状態”になる（セーヴ・終了）。
 デッドリィ・スクリーチ／恐るべき絶叫

（標準；再チャージ	⚄ ⚅）◆［雷鳴］
近接範囲・爆発4；＋12対“頑健”；1d6＋4［雷鳴］ダメージ、目標は幻惑

状態になる（セーヴ・終了）。
属性：悪	言語：共通語
技能：〈隠密〉＋10
【筋】15（＋5）	 	【敏】15（＋5）	 	【判】14（＋5）
【耐】15（＋5）	 	【知】10（＋3）	 	【魅】19（＋7）

ブラッドシーカー・ドレイク レベル4　兵士役
中型・自然・野獣（爬虫類）	 XP175
イニシアチブ＋8	 感覚〈知覚〉＋7（重傷のクリーチャーの足跡をつけ

る際は＋12）
hp：53；重傷値：26
AC	20；頑健 15、反応	17、意志	15
完全耐性：［恐怖］（2マス以内に味方がいる場合）
移動速度：6
	バイト／噛みつき（標準；無限回）

＋11対AC；1d10＋4ダメージ。
ブラッド・フレンジー／血の狂乱
ブラッドシーカー・ドレイクは、隣接する重傷の敵がシフトを行なった際

に機会攻撃を行なうことができる。
ブラッドサースティ／血に飢える
ブラッドシーカー・ドレイクは、重傷の目標に対するダメージ・ロールに

＋3ボーナスを得る。
属性：無属性	 言語：――
技能：〈運動〉＋8
【筋】	13（＋3）	 【敏】	19（＋6）	 【判】	10（＋2）
【耐】	13（＋3）	 【知】	2（－2）	 【魅】	13（＋3）

遭遇 1: 逃走する竜司祭
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戦術
ドレイクは、近接攻撃を行う敵が サールナ に近づくことを

妨害しようとする。テラーブレードは遠隔攻撃で竜司際を狙う
PC を攻撃する。彼らは、自身のブラッドサースティーのパワー
の効果を最大になるよう図り、可能な限り重傷となった敵を攻
撃の対象とする。

サールナは、インサイト・フェイスのパワーは使うことがで
きないので（コボルドの群れでしか機能しない）、近接攻撃の
範囲外にいて、エナジー・オーブを撃つ。彼女は最初に重傷に
陥ったときか、ハーピーと逃走する直前にドラゴンブレスを使
う。

ハーピーは、必要となればデッドリー・スクラッチの
パワーを使い、道をふさぐ PC を攻撃するが、そうでな
ければ戦闘を避けて、コボルトを乗せて飛び去る。

宝物
オークは計 80gP を持っている。加えて、この洞窟が伝説の

銀の洞窟の一部だとわかる簡素な地図がある。他の洞窟がエリ
ソーンの巣穴へつながっているねじれた川によって、この洞窟
とつながっている。

遭遇の結末
コボルトとハーピーが逃走し、他の敵をすべて倒したら遭遇

は終了である。サールナが逃走しても、遭遇に成功したら経験
値すべてを PC に与えること。ハーピーの分の経験値は、倒さ
れたときだけ与えること。

ハーピーとサールナが逃走したら次を読むこと：

ハーピーの背に乗り、そのコボルドは笑った。 
「銀の洞窟の力が私のものになった暁には、貴様らとアルブラ
要塞に仕返ししてやる !」 
　そのハーピーは岩の天然洞窟の方へ飛び、急上昇して視界
から去った。

もし PC たちがハーピーを止めるか、コボルドを倒したなら、
" 逃走の失敗 " のコラムを参照すること。

見回りをしている 3 匹目のオークが、戦いの物音を聞いて
第二の洞窟から戻ってくる。彼は角からこっそりと周囲を見回
し、PC たちの勝利を目撃し迅速に逃走する。

　南東の通路の角をよく見ると、別のオークが凶悪な視線で
にらんでいるのに気づく。オークは一言も発することなく、目
に留まらぬほどの速さで陰の中へ駆け出した。

続きの情報については遭遇 2 を見ること。

エリアの特徴
照明：入口と竪穴を通ってくる陽光が、薄暗い照明で洞窟を

満たしている。
瓦礫：岩が描かれているエリアは移動困難な地形である。
断崖：これらの急斜面は 10 フィートの高さがある。登るに

は難易度 15 の〈運動〉判定の成功が必要である。
階段：崩壊し、でこぼこな階段は移動困難な地形である。
橋：ぐらぐらする橋は狭い裂け目の 20 フィート上にかかっ

ている。AC ／反射 5、頑健 10、15hP。
浅い池：2 フィートの深さがあるくぼみは、自然の竪穴から

したたる水によって浸食され続けてきた。水が満たされた
池は移動困難地形である。

天然の竪穴：浅い池の上にある 10 フィートの幅の天然の石
の竪穴は 25 フィート上で空に向かって開いている。

グループの規模
PC4 人 : オーク・テラー・ブレードを 1 体取り除く。
PC6 人 : ストーントラップ・スカラベ（遭遇 2 参照）を 1

匹か、他のブラッドシーカー・ドレイクを 1 匹追加する。

逃走の失敗
この遭遇でサールナが倒された場合、予言書は銀の洞窟で

の道程において重要である。護衛のオークの 1 体がサールナ
のローブから本を取り、ハーピーの助けで逃げようとする。
あるいは代わりに、ハーピーが本をひったくって逃走する ( そ
のハーピーが倒されたら、第 2 のハーピーが 1 ラウンド後
にやってくる )。最終的には、PC はサールナの体からメモを
発見する。メモには、銀の洞窟で本に従い協力してくれる別
の竜司祭が彼女を待っていると書いてある。このコボルドは
遭遇 4 のサールナの役の代わりとなる。
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遭遇レベル 5(1,075 XP) 

セットアップ
ラスト・モンスター 2(R)
ストーントラップ・スカラベ 2(S)
アーバレスター 1(A)

地下水脈がこの洞窟に流れ込んで、東にある滝を越えて流れ
落ちている。ここには一組のラスト・モンスターと 2 匹のストー
ントラップ・スカラベの巣があり、はるか昔に死んだ冒険者に
よって放棄された、石弓を撃つ小さなホムンクルスとが一緒に
いる。

ここへやってきたオークは、アーバレスターから弓を射掛け
られるが、滝の断崖の下へ逃走し、放置されていたカヌーを
使って脱出した。

オークが現れたことは、このエリアにいるクリーチャーを驚
かせたが、現在は用心深くしている。

PC がこのエリアに入ったら、次を読むこと：

陽光は北東から差し込んでいて、ひんやりとした風とともに
急流の音が聞こえてくる。 
 洞窟のところどころにあるマッシュルームの群生の間に、木材
と骨で組み立てられた、6 フィートもの長さがある弩弓が据え
付けられている。

ラスト・モンスターはどちらも、遭遇の開始時には視界の外
にいる。スカラベは地中にいる。それらが発見されるまで、あ
るいはモンスターが（訳注：出現して）攻撃をするまで、それ
らのミニチュアをどれも置かないこと。

PC がラスト・モンスターを見たときに、3 ページのイラス
トを見せて読むこと：

キチン質の赤さび色の四足動物が歩く時、しゃがんだ足の上
で、その長く、軽い触角がうごめいている。

スカラベが姿を現したら読むこと：

硬い岩の周囲の割れ目から、突然、巨大な甲虫がどっと沸
き出す。

戦術
アーバレスターは、近接攻撃を避けるために瓦礫の影へ移動

して、可能な限り遮蔽の中から射撃を行う。
ラスト・モンスターは、金属製の鎧または武器を持っていて、

最も近い位置にいるキャラクターを攻撃する。彼らはそれぞれ
に異なる目標を攻撃する傾向があるが、ほかに金属を身につけ
ているクリーチャーを発見できない場合は、単体の敵を挟撃し
ようとする。

スカラベは、ホムンクルスが守っているエリアの範囲中で、
クリーチャーを動けない状態にするためにストーン・トラップ
のパワーを使う。もし hP が 10 以下になったら、穴を掘って
逃走する。

ラスト・モンスターとストーン・トラップ・スカラベは、西
寄りの洞窟の中では逃げる PC を追跡するが、滝を過ぎる場所
へ行くことはない。

宝物
錆びたチェイン・メイルを身に着けたままの探検家の骨だけ

になった遺骸が、西寄りの部屋の、東側の重い瓦礫の狭間に横
たわっている（〈知覚〉難易度 12）。PC の誰かが瓦礫を移動さ
せると、クローク・オブ・レジスタンス＋ 2（『プレイヤーズ・
ハンドブック 第４版』P.250 参照）、100gP 相当の宝石、およ
び 40gP が見つかる。

遭遇の結末
すべてのモンスターを倒すか、PC 全員がこの洞窟から去れ

ば、遭遇は終了する。
遭遇の終了に伴って（訳注：西への撤退でなく、東へ進んで

遭遇を終了したなら）、川の流れるコースを遠くまで見渡すこ
とができる。

 滝の流れは、落ちてから東へうねり進むのが見え、より大き
な川と速やかに合流し、さらに先は常緑樹に閉ざされた森の
中に消えている。川が大河と合流するあたりに、一隻のいか
だが横たわっている。 
　流れの速さと競うかのように、一匹のオークがあわただしく
漕いでいる１隻のカヌーが、川のかなたに見えている。

川のコースは、オークの簡素な地図（遭遇 1 を参照）に示
されたそれと一致している。

遭遇２：サビと廃墟



エリアの特徴
照明：滝が流れ込むところから陽光が差し込んで、洞窟の

北半分を明るい状態にし、南半分を薄暗い状態にして
いる。

重い瓦礫：石が落ちいているエリアは脅威となる地形（『ダ
ンジョン・マスターズ・ガイド第４版』60 ページ参照）
で、通過するためには難易度 12 の〈軽業〉か〈運動〉
技能の判定に成功する必要がある。

マッシュルーム：洞窟内のマッシュルームの群生は、移動
困難な地形である。

流れ：浅い水は移動困難な地形であるが、滝の下の流れは
10 フィートの深さがある。（難易度 10 の〈運動〉技
能で水泳判定）

滝：流れは洞窟から流れ出るところで、30 フィート落下
している。落石している岩は、難易度 15 の〈運動〉
の技能判定によって登ることができる。水面に落下し
たクリーチャーは、衝撃が減じられて 2d10 のダメー
ジですむ。

アーバレスター（A） レベル4　砲撃役
中型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP175
イニシアチブ＋6	 感覚	〈知覚〉＋9；暗視
hp：43；重傷値：21
AC	16；頑健	15、反応	17、意志	15
完全耐性：［毒］、病気
移動速度：6	
	スラム／叩きつけ（標準；無限回）

＋11対AC；1d6＋4ダメージ。
	ボルト／太矢（標準；無限回）

遠隔20 ／ 40；＋11対AC；1d10＋4ダメージ。
	ダブル・ショット／二連射（標準；再チャージ ⚃ ⚄ ⚅）

アーバレスターは異なる目標それぞれに1回ずつ、計2回のボルト攻
撃を行なう。目標は互いに5マス以内にいなければならない。

ガード・エリア／範囲護衛
このアーバレスターのターンの開始時に、護衛している範囲（コラム
『護衛』を参照）に敵がいるなら、アーバレスターはダブル・ショ

ットを再チャージする。
属性：無属性	 言語：――
【筋】	15（＋4）	【敏】	18（＋6）	 【判】	15（＋4）
【耐】	13（＋3）	【知】	5（－1）	 【魅】	8（＋1）

ストーントラップ・スカラベ（S） レベル5　兵士役
大型・自然・野獣	 XP200
イニシアチブ＋3	 感覚	〈知覚〉＋5
スカラベのマーク	オーラ1：スカラベのオーラの範囲内でターンを
	 開始するクリーチャーは、次のスカラベのターンの開始時まで
	 マークされる。オーラは、効果線が通っていることが必要で、ス
	 カラベが“穴掘り”をしている時には作用しない。
hp：67；重傷値：33
AC	21；頑健 18、反応 15、意志	17
移動速度5、穴掘り5
	バイト／噛みつき（標準；無限回）

　＋12対AC；1d8＋5ダメージ。
	ストーン・トラップ（標準；無限回）
ストーントラップ・スカラベは、そのスピードで穴掘りを行い、目標と

隣接しているマスに出現する；+10	対	反応；1d6+4ダメージ
	 かつ目標は“動けない状態”となる(セーブ・終了)。スカラベが

目標と隣接しなくなった場合、動けない状態は終了する。
属性：無属性	 言語：――
【筋】	17（＋5）	【敏】	12（＋3）	 【判】	16（＋5）
【耐】	19（＋6）	【知】	1（－3）	 【魅】	7（＋0）

ラスト・モンスター（R） レベル6　遊撃役
中型・自然・野獣	 XP250
イニシアチブ＋10	 感覚〈知覚〉＋5；夜目
hp：66；重傷値：33
AC	20；頑健 16、反応	21、意志	17
移動速度：8
	バイト／噛みつき（標準；無限回）

＋11対AC；1d10＋5ダメージ。目標が重装鎧を着用しているなら、
その鎧はこの遭遇の終了時まで“錆びつく”。この効果を受ける

	 たび、目標はACに－1のペナルティを受ける（累積；最大で－5
まで）。

	ディゾルヴ・メタル／金属分解（標準；遭遇毎）◆［信頼性］
目標は、“錆びついた”レベル10以下の魔法のアイテムまたは“錆び

ついた”（魔法でない）通常のアイテムを着用または使用してい
	 る1体のクリーチャー；＋9	対“反応”；“錆びついた”1つのアイテ

ムは破壊される。
ラスティング・ディフェンス／錆びさせる守り

（ラスト・モンスターに［武器］攻撃がヒットした時；無限回）
トリガーを発生させた攻撃に用いられた武器はこの遭遇の終了時ま

で“錆びつく”。この効果を受けるたび、“錆びついた”武器を用
	 いた攻撃のダメージ・ロールには－1のペナルティがつく（累積；

最大で－5まで）。
レシデュウム・リカヴァリィ／レシデュウム（魔力抽出物）回収
ラスト・モンスターはアイテムを破壊するたびにそれを食べつくす。

破壊した魔法のアイテムから吸収した魔力抽出物は、ラスト・
	 モンスターの胃に蓄えられており、倒した後でこの魔力抽出物を

回収することができる。この魔力抽出物の価値は、そのアイテム
	 の購入価格に等しい（購入価格の1/5ではない）。
属性：無属性	 言語：――
【筋】	8（＋2）	 	 【敏】	20（＋8）	 	 【判】	15（＋5）
【耐】	10（＋3）	 	 【知】	2（－1）	 	 【魅】12（＋4）

グループの規模
キャラクター 4 人：ストーントラップ・スカラベを 1 匹除

く。
キャラクター 6 人：別のアーバレスターを異なる守備範囲

1 箇所に配置するか、遭遇 1 のオーク・テラーブレード
を追加する。

護衛
ホムンクルスは、特定の範囲かクリーチャーか物体に同

調させることができる。ホムンクルスは、守備の役割に適
した一定の能力とパワーを付与されている（役割について
の補足を参照）。

範囲護衛：アーバレスター・ホムンクルスが守備するエ
リアは、マップ上で 1 辺 5 マスを外周とする範囲である。

魔法のアイテムの破壊
もしラスト・モンスターがひとつのマジック・アイテ

ムを破壊した場合、そのアイテムの価格と同じ価値の魔
力抽出物（レジデュウム）を、クリーチャーを倒して回
収することができる。遭遇 3 における技能チャレンジは、
代わりになるアイテムを PC が得るという追加の選択肢を
提供する。
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遭遇レベル 5（1,000XP）

セットアップ
この遭遇は、銀の洞窟の別の地域をつなぐ川を PC が下る旅

への、追加の技能チャレンジである。

PC たちが洞窟の滝を降り、いかだへ向かったら読むこと：

先が広がる川の流れは速いが、航行はできそうだ。いかだ
は古く、オークはとっさにロープをずたずたにしようとしたよう
だが、状態は良いままだ。

川下り
この複数の段階に渡る技能チャレンジは、PC がどれだけ進

んだかという点に基き、複数の区分がある点が特徴である。
レベル：5（1,000 XP）
複雑度：5（3 回失敗するまでに 12 回の成功が必要）

成功：成功した PC たちは遭遇 4 において、ちょうどサールナが
儀式を完成させようとするところに登場する。彼女は、一度は
この地域を守った、何年も前に死んだシルバー・ドラゴンの魂
に通廊を造ったが、儀式の執行が彼女を無防備にしている。

失敗：PC たちはコースを外れ、いかだが損傷するとか、あるい
は別の形で道程に遅れが出る。全員が回復力を１点失い、パー
ティーは遭遇 4 においてサールナに、儀式によって与えられる
力が満ちた状態になったところへ登場する。

全般的な判定
明記されている例外を除いて、次の技能はこの技能チャレン

ジのどの区分（訳注：荒野、地下の急流、守護霊、竜の洞窟）
においても使うことができる。

主要技能：〈自然〉、〈知覚〉、〈盗賊〉

〈自然〉（難易度 12）：PC は、川がねじれて、分岐している部分
を進むにあたって、間違いのない進路を定める。この技能は、
技能チャレンジの最後の 2 区分（守護霊たち、竜の洞窟）で
は使うことができない。

〈知覚〉（難易度 1�）：PC は、オークのカヌーを前方の目印として、
そのコースをたどることができる。各 PC がこの技能判定によっ
て成功を得られるのは、この技能チャレンジを通じて 1 回だけ
である。また、行程の 1 区分毎に、この技能によって得られる
成功はパーティ全体で 1 回だけである。

〈盗賊〉（難易度 12）：PC は、古いいかだが浮いていられるよう
に修理することができる。

副次技能：〈持久力〉

〈持久力〉（難易度 12）：PC が行程の困苦にもかかわらず警戒
を維持している。成功した〈持久力〉判定により、PC 一人が
この後の技能チャレンジにおいて、失敗した技能判定を 1 回だ
け振りなおすことができる。この判定は、この技能チャレンジに
おいて 1 回のみ成功を得ることができる。

荒野
最初の区分は、PC が川に入ってすぐに発生する。

主要技能：〈自然〉

〈自然〉（難易度 �）：識別可能な目印があるため、川の航行は
容易である。「全般的な判定」で記された難易度でなく、こち
らの難易度を使うこと。

地下の急流
技能チャレンジで 3 回の成功をしたら、川は地下へ流れ込み、

白くあわ立つ水と禁断の魔法の場所に移る。

川が高い岩がちな斜面の下の洞窟の口に流入すると、どこか
らという区切りなく急流が広がる。 
　白くまだらな波は、あらゆる方向でとがった岩にぶつかり砕
かれ、それを避ける航路はなく、いかだは前方へ突進する。
怒りの絶叫のような短い声が空気を満たす。

いかだがこのエリアに入ったら、各 PC は難易度 17 の〈軽業〉
か〈運動〉判定を行う。判定に失敗したら、PC は水の中に転
落する。この判定は、この技能チャレンジの成功にも失敗にも
カウントしないが、以下のように状況へ影響する。

主要技能：〈軽業〉、〈運動〉、〈持久力〉

〈軽業〉（難易度 12）：いかだに乗っている PC は、危険を避け、
コースを維持する〈軽業〉判定ができる。この判定は、この技
能チャレンジにおける成功を２つ増すために行うことができる。

〈運動〉（難易度 1�）：水中に落ちた PC は、いかだに泳いで戻
るか、急流の中に浮くことができる。この判定は、この技能チャ
レンジにおける 1 つの成功を得るために行うことができる。

〈持久力〉（難易度 1�）：いかだの上、または水の中の PC は、
急流を切り抜けるために〈持久力〉判定を行うことができる。
この判定は、この技能チャレンジにおける成功を 1 つ得るため
に行うことができる。

副次的技能：〈交渉〉

〈交渉〉（難易度 12）：PC は川の荒れ狂った声と話して鎮める。
この判定は技能チャレンジにおける成功や失敗としてカウント
しないが、この技能判定の成功は、この技能チャレンジの区分

（地下の急流）における以後の〈運動〉、〈持久力〉の判定す
べてに＋ 5 のボーナスを与える。

小休止
この技能チャレンジにおいて 6 回の成功をしたら、いかだ

は急流から脱し、流れは緩やかになる。この区分では「全般的
な判定」での技能だけを使う。PC たちはまた、自分たちのい
かだに結びつけられる、難破している古いボートを見つける。

中には、使い物にならない装備とブーツ・オブ・ストライディ
ング（『プレイヤーズ・ハンドブック 第４版』P.246 参照）を
身につけた、骨だけになった遺骸がある。

守護霊たち
PC が技能チャレンジにおいて成功を 7 つ得たら、この区分

に移る。2 体の守護者のスピリット（両方が生前に秘術を体得
したネラス帝国の秘術使い）が、パーティーの進みを妨げる。

遭遇 3：川の流れ
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空気は霞がかかり、霧がかるなか、予兆もなくいかだは流れ
の真ん中で停止する。波打つ水の下には、無数の死体があり、
それらの鎧、および武器がギラギラと光っている。いかだの前
に、2 人のローブを着たヒューマンの幽霊が出現する。 
　「この場所はネラス帝国の名誉ある死者の領域である。通過
するための手形を示すか、汝らがこの水路を旅することに相応
しいことを証明せよ。」

いかだは 2 体のスピリットにより、魔法による停滞にとら
われている。〈自然〉技能の判定による航行は不可能である。

主要技能：〈魔法学〉、〈はったり〉、〈交渉〉、〈盗賊〉

〈魔法学〉（難易度 12）：PC は秘術の使い手たちへの敬意と献
身を示すことで、守護者をなだめる。

〈はったり〉あるいは〈交渉〉（難易度 1�）：キャラクターはパー
ティーの実績と高潔な目的を称揚することで、PC が彼らにとっ
てまったく脅威ではないことを守護者に納得させようとする。

〈盗賊〉（難易度 1�）：PC は、守護者が要求する通路の手形を
即席にでっち上げる。この判定に成功すれば、パーティーは次
の区分に進むことができる。失敗した場合、このあとの守護霊
に対しての判定のすべてに－２のペナルティーを受ける。

副次技能：〈交渉〉、〈看破〉

〈交渉〉（難易度 �）：成功した PC は、川の底で死者が身に着け
ているアイテムを手放すよう、守護者を納得させる。この判定
の成功によりその PC は、提供できる魔力抽出物の量と同じコ
ストの魔法のアイテムを得ることができる。技能のこの使用は、
技能チャレンジにおける成功や失敗としてカウントしないが、
PC が遭遇 2 におけるラスト・モンスターによって失ったアイテ
ムを容易に取り替えることを可能にする。 
　PC に入手可能な武器と鎧は、宝物（5 レベル・キャラクター
用は最大レベル 9 まで）として入手可能なものであるべきであ
る。スピリットは彼らの幽霊のような姿に魔力抽出物を取り込
むと、代わりに武器や防具を水中から浮かび上がらせる。

〈看破〉（難易度 12）：成功した PC は守護者をネラス帝国の秘
術使いであると認識する。技能のこの使用は技能チャレンジに
おける成功、失敗としてカウントしないが、判定に成功した本
人が守護者に対してこのあと行うすべての技能判定に＋ 2 の
ボーナスを与える。

 
守護者の演技

川の守護者たちは冷静で、ここの内を読みにくい。もし彼
らがネラス帝国の手形を見たとしたら、彼らはいかだを通す。
さもなければ、彼らは PC に、（現在は滅びた）帝国にとって
脅威ではないことを証明しなければならない。彼らは、ネラ
ス帝国がいまだ支配的であると信じており、それに反する話、
ならびに証拠には一切耳を貸さない。

竜の洞窟
PC たちが 10 回の成功をしたら川の守護者は、石トンネル

を抜けていくことを PC らに許可し、それは遭遇 4 へつながる。

暗闇が、広い石のトンネルの中を通る川に垂れ込める。しか
し、ほんの 2、3 分のあいだ漂流したあと、7 つの水路に分か
れ道が広がる地下の湖で、いかだは速度を落とした。どの針
路が正しいのか、示すしるしも手がかりもない。

PC たちは、ここで〈自然〉技能の判定による航行はできない。

主要な技能：〈魔法学〉、〈地下探険〉、〈知覚〉

〈魔法学〉（難易度 12）：残留している魔法のエネルギーを見い
出すことにより、その PC は通れる針路の数を絞る。この判定は、
この技能チャレンジの成功を 1 つ得ることに使うことができる。

〈地下探険〉（難易度 12）：PC は、より早く正しく流れ下る針路
を示す特徴を見つけるために、流れに注意を払う。

〈知覚〉（難易度 17）：PC は、トンネルを構成する石のひとつ
の端を、木製のなにかが最近、こすったことに気づく。これは、
オークのカヌーがこの方法で通過したという跡である。この
判定の成功は、技能チャレンジにおける成功を 2 つ与える。

宝物
前述の「小休止」の区分を見ること。

展開
長く、ねじれるトンネルをいかだは漂流して、PC たちを

地下に広がる洞窟へ下らせる。詳細は次の遭遇を見ること。 

泳ぐ？本気で？
この技能チャレンジは、PC たちが洞窟の下で見つかったい

かだを使うことを想定している。彼らがもしそうしない場合、
技能チャレンジの開始時点で、PC 全員が難易度 15 の〈運動〉
集団技能判定に加わらなければならない（訳注：全員で川を泳
いで進む）。PC 全員が成功すれば、パーティーは技能チャレン
ジに 1 つの成功を得る。でなければ、それは 1 つの失敗となる。

「荒野」の区分の終わりなどで、PC には捨てられた川舟などを
得る機会を与えること。

もし彼らが泳ぎ続けるなら、以降の技能チャレンジの区分
毎（訳注：地下の急流、守護霊たち、竜の洞窟）に難易度 15

（「地下の急流」では難易度 20）の〈運動〉集団技能判定が、
それぞれ必要になる。ただし泳ぐことでの〈運動〉集団技能
判定の成功は、技能チャレンジの成功にはカウントせず、一
方で失敗は技能チャレンジの失敗にカウントする。（訳注 : 泳
ぐことで、この技能チャレンジをクリアすることはできない。） 

集団の規模
キャラクター 4 名：この遭遇は、複雑度 4（10 の成功が必要）で、

800 点の経験値に相当する。「小休止」は 5 つの成功のあと、「守
護霊たち」は 6 つの成功のあと、そして「竜の洞窟」は 9 つ
の成功のあととする。

キャラクター 6 名：この遭遇は 14 の成功が必要で、1,200 点の
経験値に相当する。「地下の急流」は 4 つの成功のあと、「小
休止」は 8 つの成功のあと、「守護霊たち」は 9 つの成功のあ
と、そして「竜の洞窟」は 12 の成功のあととする。
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遭遇レベル７（1,500XP）

セットアップ
オーク・テラーブレード 2(O)
オーク・フェイヴァード・オヴ・グルームシュ 1(g)
サールナ  ヴェセル・オヴ・エリソーン (E)

サールナは、シルバー・ドラゴンのエリソーンの魂を自
らの体に宿らせる儀式を執行した。だが PC たちが遭遇 3

「川の流れ」の技能チャレンジに成功していたら、その儀
式にはまだ弱点がある（サールナのステータス・ブロック
を参照）。

 PC たちが洞窟に入るとき、いかだの上か、いかだのす
ぐ脇にミニチュアを置いたときに、次を読むこと：

広大な洞窟はたいまつの火によって明るく、川の流れは
南で短い滝に落ちている。西には断崖があり、それを越
えて粗野な声が響いている。

オークは PC たちを見つけたら、直ちに攻撃する。サー
ルナは第 2 ラウンドから戦闘に参加する。

ヴェセル・オヴ・エリソーン となったサールナを PC が
最初に見たときに読むこと：

以前、見たのと同じ頭飾りと杖を身に着けているコボル
ドの竜司祭がいるが、いまや彼女のウロコは輝く銀色の光
沢を帯びている。「お主の新たな主君はここにあり、力と
美が再生する！銀の洞窟のドラゴン・クィーン、エリソーン
の前にひざまづけ！」

戦術
オークのフェイヴァード・オヴ・グルームシュは、それ

ぞれの PC のターンに、アイ・オヴ・ラスのパワーを使い、
ケイオス・ハンマーで攻撃するか、重傷になった仲間を助
けるためにスウィフト・アーム・オヴ・デストラクション
を使う。一度重傷となったら、ウォリアーズ・サージを使
いつつ近接攻撃を行う。

オーク・テラーブレードは、軽装な PC をファルシオン
とブラッドフューリー・アタックの目標とする。オークた
ちは、ダメージを増大させるために、可能な限り重傷となっ
ている敵に集中する。

サールナは戦闘においては移動を控え、シルバー・スト
ライクによる攻撃をおこない、その間で可能なときには積
極的にドラゴンブレスを使用する。彼女の重傷による変化
は、彼女の戦いをよりいっそう凶暴に見せる。

宝物
エリソーン が溜め込んだ宝物の残りが、洞窟に散乱し

ている。：100 gP、1,000 SP、ネラス帝国の金貨が 275 枚。
アルブラの人々は、喜んでネラス帝国コイン 275 枚を 3
つの 100gP 宝石と交換する。

オーク・テラーブレード（Ｏ） レベル6 暴れ役
小型・自然・人型	 XP	250
イニシアチブ	＋5	 	感覚〈知覚〉＋	2;	夜目
hp	87;	重傷値：43；後述のブラッドフューリー・アタックも参照
AC	18;	頑健	19、反応	18、意志	16
移動速度：6	(突撃時8)
	ファルシオン	（標準；無限回）◆[武器]

	 +9	対	AC;	3d4	+	6	ダメージ	(クリティカル	2d4	+	18).
	ブラッドフューリー・アタック	
(標準；ファルシオン使用時;重傷時；遭遇毎)◆	[治癒]、[武器]
+9	対	AC;	4d4	+	6	ダメージ	（クリティカル	2d4	+	22）
	 効果: オークは10hp回復する。
ブラッドサースティ
オークが重傷の目標に命中を与えたら、その攻撃は追加で＋2d4ダメ

ージを与える。
属性：混沌にして悪	言語：共通語、巨人語
技能：〈持久力〉	+11,	〈威圧〉	+7
【筋】	20	(+8)	 【敏】	14	(+5)	 【判】	9	(+2)
【耐】	17	(+6)	 【知】9 8	(+2)	 【魅】	8	(+2)

装備：レザー・アーマー、ファルシオン

オーク・フェイヴァード・オヴ・グルームシュ（G）
	 レベル5	精鋭	制御役（指揮役）
小型・自然・人型	 XP	400
イニシアチブ	＋6	 	感覚〈知覚〉＋	3;	夜目
ラス・オヴ・グルームシュ	オーラ10：オーラの範囲内にいるオークは、

デス・ストライク（後述）を使うことができる。
hp	128;	重傷値：64；後述のウォーリアーズ・サージとデス・ストラ

イクも参照
AC	20;	頑健	17、反応	14、意志	17
移動速度：6	(突撃時8)
アクション・ポイント：1
	スピア	（標準；無限回）◆[武器]

	 +10	対	AC;	1d8	+	3	ダメージ
	ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力

(標準；重傷のときのみ使用可能；遭遇毎)◆ [治癒]、[武器]
フェイヴァード・オヴ・グルームシュは、近接基礎攻撃と行い、16hp

回復する。
	デス・ストライク／断末魔の打撃

（フェイヴァード・オヴ・グルームシュのhpが0になった時）
このオークは1回の近接基礎攻撃を行う。

 アイ・オヴ・ラス／怒りの視線（マイナー；無限回）◆[恐怖]
遠隔	5；+8	対	意志；目標はACに-4のペナルティー（セーブ・終了）。

 スウィフト・アーム・オヴ・ディストラクション／迅速なる破壊の腕
（標準；再チャージ⚄ ⚅）◆[回復]

遠隔	5；射程内の1体のオークはフリー・アクションとして1回の近接
基礎攻撃を行なう。そのオークはその攻撃がヒットした場合は

	 15ヒット・ポイントを回復し、ミスした場合は5ヒット・ポイント
を回復する。

 ケイオス・ハンマー／混沌の鉄槌（標準；遭遇毎）◆［力場］
遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋8	対	“反応”；2d6＋3の［力場］ダ

メージ。目標は伏せ状態になる。
	 ミス：半減ダメージ。目標は伏せ状態にならない。
コール・トウ・バトル（即応・対応；最初の近接攻撃がヒットした時）
10マス以内にいるオークのうち一体は、フェイヴァード・オヴ・グル

ームシュに隣接している敵に対して突撃を行う。
属性：混沌にして悪	言語：共通語、巨人語
技能：〈持久力〉	+10,	〈威圧〉	+10、〈宗教〉+7
【筋】	20	(+8)	 【敏】	14	(+5)	 【判】	9	(+2)
【耐】	17	(+6)	 【知】9 8	(+2)	 【魅】	8	(+2)

装備：レザー・アーマー、毛皮のクローク、スピア

遭遇 4：エリソーンの巣穴
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サールナ  ヴィセル・オヴ・エリソーン  レベル�　精鋭　暴れ役
小型・自然・人型、コボルド（竜）		 XP600
イニシアチブ＋6　	感覚〈知覚〉＋12；暗視
エリソーン の解放［冷気］；オーラ5；サーナが重傷の時、オーラの範囲内

でターンを開始する敵はそれぞれ、5ダメージ[冷気]を受ける
	 か、目標の次のターンの開始まで攻撃ロールに-2のペナルティ。（対

象が選択する）
hp：184；重傷値：92；ブラッディッド・プレセンスとエリソーン の
 解放も参照。
AC	21；頑健 20、反応 19、意志 21
抵抗；[冷気]5；脆弱性	リチュアルズ・アフターマスを参照
移動速度：6、飛行4（ホバリング）
アクション・ポイント：1（重傷化している時にのみ使用できる）
	スピア（標準；無限回）◆［武器］

　＋10	対	AC；2d8+5ダメージ。
 	シルバー・ストライク（標準；無限回）◆[冷気]
　近接範囲・爆発	1；＋10	対	AC；2d8＋5ダメージ[冷気]

 ドラゴン・ブレス（標準；チャージ⚄ ⚅）◆[冷気]
　近接範囲・噴射	5；+8	対	“反応”；3d6+5ダメージ[冷気]、かつ目標は

次のサーナのターンの終了まで、すべてのダメージに対して脆弱性5
	 を受ける。

 ブラッディッド・トランスフォーメーション
（最初に重傷になったとき；遭遇毎）◆[恐怖]

　近接範囲・爆発5；＋8	対	“意志”；目標は幻惑状態になる（セーヴ・終
了）。効果；サーナは飛行速度に2のボーナスを得て、遭遇の

	 終了まですべてのダメージ・ロールに＋1d4の追加ダメージ。
リチュアル・アフターマス（儀式の達成度）
PCが遭遇3の技能チャレンジに成功していた場合、サーナは最初に
	 重傷となるまで、すべてのダメージに脆弱性5を被る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
　サーナは1マスのシフトを行なうことができる。
属性：悪	言語：共通語、竜語
【筋】19（＋7）		 【敏】16（＋6）	 	【判】18＋7）
【耐】12（＋4）		 【知】12（＋4）		 【魅】12（＋4）

装備：ハイド・アーマー、スピア、銀細工の被り物

展開
もしサーナとオーク・フェイヴァード・オヴ・グルームシュ

の両方が倒された場合、オーク・テラーブレードは逃走する。
南西にある小部屋には、開いた状態の予言書が置かれており、

その場所の加工された石の壁には、シルバードラゴンのエリ
ソーンが村を荒廃させる場面が描かれている。シークレット・
ドア（〈知覚〉判定、難易度 17）は、らせん状の広い登り階段
に通じており、テレポーテーション・サークルがある洞穴へ
続いている（ポスターマップには描かれていない）。PC たちは、
サークルを使ってアルブラへ行くことができる（構成要素の価
格 50 gP を、後に報酬に加えること。）。そうでなければ彼らが
要塞へ戻るのに、歩いて一日かかる。

予言の本を戻すことは PC に 150 gP の報酬をもたらす。彼
らは重要なクエストを完遂し、大きな宴会が彼らのために催さ
れる。

エリアの特徴
照明：洞窟にわたるたいまつは明るい光でエリアを満たす。
岩と結晶：岩がちな地面のマスと自然結晶のあるマスは移動困

難な地形である。
断崖：洞窟の中央の、東の高い場所と中央部より低い西側に洞

窟を分けている急斜面は、10 フィートの高さがある。こ
の斜面を登るには難易度 15 の〈運動〉判定が必要である。

階段：崩れ、でこぼこした階段は移動困難な地形である。
流れの川床：水が浅い場所は移動困難な地形で、滝の下の流れ

は 10 フィートの深さがある（〈運動〉判定、難易度 10）。
滝：水流は30フィートを落下し、洞窟の東南の角に流れ込んでい

る。落下している岩には、難易度20の〈運動〉判定の成功で登
ることができる。クリーチ
ャーが転落して水面に打
ちつけられた場合、衝撃
が減じて2d10のダメージ
ですむ。

橋：不安定に揺れるこ
の橋は、洞窟の中央部を
10 フィートの高さで横
切っている。AC/ 反応 5、
頑健 10、15 ヒットポイ
ントを持つ。

儀式台：南西の室の中
の 2 つの池は、サーナの
儀式のために浪費された
儀式構成要素でいっぱい
になっている。

集団の大きさ
キャラクター 4 名：

オーク・テラーブレー
ドを 1 体取り除く。
キャラクター 6 名：

1 匹のラスト・モンス
ターか、1 体のオーク・
テラーブレードを追加す
る。







本書は以下の『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』第４版製品とあわせてご利用ください。

プレイヤーズ・ハンドブック®        モンスター・マニュアル® 
ダンジョン・マスターズ・ガイド®         D&D™ ダンジョン・タイル 

D&D® ミニチュア

コボルドの竜司祭が、国の境に近い場所にあるアルブラ要塞
の人々が保有していた古代の予言書を盗み出した。

そのコボルドは、その本による邪悪な計画を持っている ― 
それを止めることができるのは、いま君たちしかいない！

この『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版』のアドベンチャー・
シナリオは、５レベルキャラクター５人向けに製作されている
が、4 人から 6 人までに対応するためのアドバイスも記載され
ている。

ワールドワイド d&d ゲームディのために特別につくられた
このアドベンチャーには、フルカラーのポスターマップ、遭遇
の記述、敵の戦術、モンスターそれぞれのステータス・ブロッ
ク、そしてそれらについて『モンスター・マニュアル II』に収
録されるのと同じステータス・データが掲載されている。
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