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「ウィーピング・ブライアでの暗き一夜」は、D&D第
４版 ��レベルのプレイヤー・キャラクター（以後PC）に
よる５人構成のパーティー向けアドベンチャー・シナリ
オとして、D&D Game Day 2009のために用意された。

このアドベンチャーは、ウィーピング・ブライア（し
だれた茨、くらいの意）という町を舞台として、雨の降
る暗い夜に地獄の軍勢が、ドレッド・ロード、タリズダ
ンへの生け贄を、町の住人たちから探し求めるところか
ら始まる。

背景
数百年も前から、ウィーピング・ブライアはそこにあ

った町である。この町は“鎖に縛られた神”タリズダンを崇
拝している粗暴な野蛮人の野営地にくらべれば、まだま
しな場所だった。これらの土地が開拓されたとき、この
タリズダンの教団は火をかけられた。かれらの忌まわし
い儀式は忘れられてしまった。丘に巣くう粗暴な野蛮人
の存在を除いて。

歳月が過ぎ、文明とともに貿易と繁栄が到来した。町
は、片田舎の村民がそのうわさ話を聞き及ぶほどに発達
して拡大した。粉屋の娘のソフィーは、いつもは人との
交流を避けるような、敏感な女の子であった。彼女が、
夜にささやく聞き慣れない“声たち”と、丘から聞こえてく
る苦痛の叫び声について、はじめて父親に話した時、他
の村民が狂気の汚れを恐れて彼の仕事を断るかもしれな
いことを心配し、父親は彼女に黙っているように言いつ
けた。

なのでソフィーは文句を言わずに耐え、はっきりした
原因もわからない“声”に悩まされることになった。“声”の

１つがソフィーに出口を示し始めたのは、その時であっ
た。その“声”は暗い場所で迷っており、もし自由になるの
をソフィーが手助けしてくれるならば、“声”は他の声をや
ませることができるのだと言う。女の子がいざなわれて
町の粉挽き所の地下階に赴くと、“声”はさらに彼女に、床
を掘りぬき、人の手が加わった小さな洞窟へと入るよう
指示した。すると、きらめく魔法の文字が彼女の進路を
妨げたが、声を止ませるためと心決めてソフィーは鋼の
決意を持って堀り続けた。ひとたび彼女が障壁を通過す
ると、煌めく魔法の文字の光は減じ、“声”の生き物たちは
ついにその姿を現した。外へあふれかえった悪魔のよう
なクリーチャーは町を覆うほどに広がって、すべての生
き物を捕らえ、生贄として犠牲にしようと、それらを引
きずって穴へ戻ろうとする。混乱の中でソフィーは、暴
れるクリーチャーの目から隠れ、難を逃れた。彼女は、
誰かが彼女を守り、彼女の家族と友人を救ってくれるよ
う祈った。そしていずれかの神が、まさしくプレイヤー
・キャラクターたちをこの町に導いた。ソフィーにとっ
て本当に必要な救いがもたらされたのだ！

遭遇１：街の広場
PCは、激しい嵐を通ってウィーピング・ブライアの町

のすぐ外に、たった今到着したところである。プレイヤ
ーたちが、セッションを開始する用意ができたら次を読
むこと：

激しい雨は、冷たく、人を惨めにする。すでに暗くなっ
て、ほとんど見通せないほどの闇夜になっている。君たち
パーティーは、近くの山に住み着いたと噂されるドラゴン
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を探し回ったが、見つけ出せないままに文明
世界に戻って来た。小さな国境の町、ウィーピ
ング・ブライアには、君たちが乾いた、暖かな
ベッドを得るための唯一の機会だと言うかの
ように、暗くなった建物の輪郭が行く先に浮か
びあがっている。

PCたちは、夜の休憩を取れる場所を求め
て、ウィーピング・ブライアの町にやってき
た。しかし、何かがおかしいかもしれないと
いう兆しがある。DMはここで、狂気を感じ
させる雰囲気を出す努力をするべきである。
PCが村の中央広場に近づくにつれて、次のど
れかに気づくかもしれない。

・低い門と、石の壁の上には誰もいない。木製
の門扉は大きく開いていて、番兵の像が乗っ
た台座が、寂しく倒れている。

・町のどこにも、どのような種類の明かりもまっ
たく見当たらない。；完全な闇である。どんな
に小さな町でさえ、少なくとも１つか２つの窓
に、夜遅くまでろうそくの明りによる輝きを見
ることは、特別なことではないというのに。

・〈知覚〉(難易度 10)：PCは、通常なら中にいる
馬を混乱させるであろう激しい嵐にもかかわ
らず、馬小屋が静かであることに気づく。馬小
屋の中を確認した者は誰もが、馬小屋はいず
れも空になっていて、暴力的な混乱があったこ
とに気がつく。馬小屋の仕切りは打ち壊され、
地面には水溜りから壁にかけて、いくつもの血
しぶきがはねている。

・〈知覚〉(難易度 16)：PCは、ノラ猫が水たまりの中で寝てい
るように見えることに気づく。より近づいて調べれば、猫が
溺れ死んでいるのがわかる。

・関心を持ったPCは、ドアをノックするか、家屋に進入を試
みるかもしれない。家のすべては空っぽで、そこに住んでい
た者たちは去ったばかりのようである。食事は忘れられ、冷
え切っており、しかしまだ野良の動物などに荒らされたりも
していない。

何か良くない出来事が発生し、説明できる目撃者がい
ないことは、門の近くの建物の様子から明らかである。
PCのうちの誰かが、さらに見るか、あるいは今夜のため
に立てこもる場所を見つけると宣言したら、戦闘遭遇「
遭遇１：町の広場」に進むこと。

遭遇２：幼き者の懸念
タイミングの良いPCたちの到着ののち、ソフィーは彼

らが誰なのかについて確信がなく、すべてが恐怖に結び
つくことを恐れて、PCたちから逃れようとする。PCたち
がウィーピング・ブライアの町に何が起きたかを知るた
めには、彼女をつかまえ、なだめる必要がある。PCたち
が遭遇１を終えたら、次のテキストを読み上げること。

君の呼びかけで、
小さな女の子を振り向かせた時、彼女の目
には恐怖が広がっていて、彼女は村の中へ逃げる！

もし君が、ウィーピング・ブライアの町に何が起きたの
かを見つけ出すつもりなら、女の子が知っていることを
知る必要があるだろう。

技能チャレンジ：ソフィーをなだめる
セットアップ：ソフィーはPCたちよりも、よく町を知

っていて、ほとんどのPCがわからない隠れ家にもぐりこ
むことができる。PCたちは彼女をつかまえて、彼女と話
ができるくらい十分に静めるために、協力しなくてはな
らない。

次に、さまざまな技能を用いることについて、いくつ
かの難易度の例をあげる。これはPCたちの試みへの、ガ
イドラインとして使うことができる。失敗する前に、成
功すべき数がいくつなのかプレイヤーに話すこと。そし
て、関係するかもしれない様々なPCの能力をどうするか
の提案を自由にさせること。もし特定のPCがやり取りの
中で支配的になってしまうなら、NPCから直接的な挑戦
を向けることで、他のPCを引き入れるべきである。
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レベル：�� （�000 xp）
複雑度：３（３回失敗するまえに、８回成功する必要があ

る）；すべての技能に対する難易度は�6である；５回の成
功でPCがソフィーを捕まえた後は、いくつかの技能（〈軽業〉

〈運動〉〈持久力〉〈知覚〉〈隠密〉〈事情通〉）はもう使わない
（訳注：ソフィーを捕まえることは途中経過であり、６～８
回の成功については捕まえた後、運動・移動関係の技能を
使う場面でなく、説得をする場面ということです）。

〈軽業〉：彼女が小さな隙間に潜り込むか、逃走経路を見通
すために屋根の上へ飛び上がろうとする時に、PCはソフィ
ーについていけるかどうかを試みる。

〈運動〉：PCはソフィーを追い越そうとする。

〈はったり〉：そのPCは、何が起こったのか知っているとか、
まったく問題ないとか、あるいはソフィーの両親が彼女を
探すようにPCを寄越したといったでまかせをソフィーに言
う。複数のPCが、この技能判定のために援護を使うことが
できる。この援護の成功は、＋２のボーナスをこの技能判
定に与える。この技能判定に失敗した場合、二度と試みるこ
とはできず、ソフィーの信頼を得ることは一切できない。

〈交渉〉：そのPCは、PCたちがソフィーを助けるためにここ
にいることを彼女に納得させようと、彼女をなだめる言葉
を投げかける。複数のPCが、この技能判定に対して援護が
できる。この援護の成功は、＋２のボーナスをこの技能判
定に与える。

〈持久力〉：PCは、ソフィーが町を走り抜けるより、長く走って
いようとする。

〈看破〉：PCは、ソフィーがどちらに行くであろうかを推察す
るか、どのような言葉が彼女を静めることに役立つであろう
かを考える。この技能判定は成功か失敗かをカウントしな
いが、成功したなら次におこなう〈はったり〉〈交渉〉〈知覚〉
または〈事情通〉の技能判定に＋２のボーナスを与える。

〈威圧〉：PCは、ソフィーが怯えて足を止め、パーティーにな
にが進行しているか言うように声を張り上げる。この技能を
使うことは、すぐ後に行うどのような〈はったり〉と〈交渉〉の
技能判定にでも、－２のペナルティを与える。

〈知覚〉：PCは、雨の中をソフィーがどちらに走り抜けたかを
見分けようとする。PCはこの技能判定によって、他の行動
への援護をすることができ、別のPCがおこなう〈軽業〉〈運
動〉〈持久力〉〈隠密〉〈事情通〉による判定に＋２のボーナ
スを与える。

〈隠密〉：PCは、ソフィーを驚かせて角に追い詰め、通り過ぎ
ようとする彼女を待ち伏せする。複数のPCが、この技能判
定に対して援護をすることができる。

〈事情通〉：PCは、どのように町の道を選べば、より短いルー
トを選んでソフィーの前に出られるか、知識を使おうとす
る。

成功：PCが、どうにかしてソフィーを静めると、彼女は彼女の
物語を話す。下の“ソフィーの話すすべて”を見ること。

失敗：ソフィーは絶叫し、抵抗し、どのようなPCの支援も断
る。結局、彼女は脅えた顔に涙を流し、粉挽き所に向かおう

とするが、他人へは手を貸そうとしない。ソフィーをつか
まえ、静めようとするPCのあわてふためいた試みと、
それによるソフィーの叫び声は、粉挽き所（遭遇�）
の敵への警報となり、PCを待ち伏せする時間を与えて
しまう。そのクリーチャーは、遭遇の際に不意打ちを
得る。

ソフィーの話すすべて。
PCが、首尾よくソフィーに追い付き、町を救助するた

めに彼らがここにいることを彼女に納得させることがで
きたら、彼女は取り乱しながら、感情に流されるまま話
しはじめる。

まるで嵐と競うかのように涙をとめどなく流し、むせ
び泣きの合間に鼻をすすりながら、小さな女の子は、現
実離れした説明をはじめる。

「みんな私が悪いの！　わたしには声が聞こえて、パ
パはわたしに、わたしは声が聞こえるには歳が行ってる
って言ったの。だけどわたしにはまだ声が聞こえて、恐ろ
しいことをささやいたの。わたしママにも言った。だけど
ママは怖がって言ったわ、歳をとったステラがおかしくな
って、みんなに石を投げられる前に彼女に起こったよう
なことに、わたしがなったんじゃないかって。そしてステ
ラは死んでしまって、パパとママはわたしに、二度とわた
しの頭の中に声が聞こえるなんて、絶対に話しちゃ駄目
だって言ったの。

だから、わたしはたった一人で、嫌な声はなくならなか
った。だけどその時、別の声が聞こえたの。それは他の声
と違った。そして『ラスティエル』と名乗って、もし彼のとこ
ろへ行けば、わたしを助けられると言ったわ。彼は、この
町がここにできる前くらいのすごい昔に、たくさんの人が
彼を地面に埋めたというの。そしてパパの粉挽き所の地
下に囚われたの。だからわたしは粉挽き所に入っていっ
て、声が言う床の弱いところに小さな穴を掘ったら、不思
議なものがあらわれたの。

その中、床下の穴の壁には、素敵な絵があったわ。そ
れはみんな光ってて、気味が悪かった。わたしは目が回
って気持ちが悪くなった。

ラスティエルは、見えないけどすぐのところにいると言
ってて、穴から彼を出して助けてあげられたから、そうし
たの。だけど私が床に降りたとき、明かりは消えた。ぜん
ぶの光がなくなるとき、とてもとても怖いものを見たの。
歯と鈎爪を持って、黒い火をまとった怪物…、それはわた
しを見て笑ったわ。その頭は虫のようだった。そしてラス
ティエルのささやくような声で話したわ。「ありがとう」と
だけ言ったのよ。

それから明かりは薄れて消えて、わたしは真っ暗な中
にいた。わたし、穴からあふれ出して、町中に広がるもの
たちを、どうすればいいかわからなかった。。そのうちの
ひとつが言っていることが聞こえた。「ガキを捕らえろ」っ
て。だからにげなきゃいけないってわかったの。わたしは
町の中を走って、隠れた。だけど町中にたくさんの叫び声
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がしてた。モンスターは、みんなをそこいらじゅうで捕ま
えて、あっという間に粉挽き所の下へ引きずり込んだ。た
ぶん夕ご飯のころだと思うけど、私はそれから隠れてい
たの。時々あいつらがわたしを探しているのが聞こえる
わ。だけどよかったことに、まだ見つかってないわ。

あなたたちはわたしのママとパパを、モンスターから
助けてくれるの？

ソフィーは、彼女に課された試練と、町の住人に降り
かかったことでの罪悪感を感じ、極めて動揺している。

彼女は、彼女を助けることをPCに嘆願する。それに対
してPCが技能チャレンジに挑戦し、成功したなら彼女
は、いくつかの追加の質問に快く答える。

・何人の人々がつかまえられたのか？
わたしにはよくわからないわ。たぶん町のみんなと、す

べての家畜もだと思う。モンスターは『いけにえ』のため
に、みんな生きたまま、夜明けまでやる必要があるって言
ってたわ。

・君はそのクリーチャーを説明できるか？
たくさんいて、どれもとても恐ろしく見えた。ラスティエ

ルは、最もよく覚えているわ。それは大きくて歳をとった
ポテト虫のように見えるけど、人のように二本足で歩くの
よ。四本の腕があって、二つの大きなカギ爪で、もう二つ
には大きなピックフォーク(熊手)を持っているの。とても
大きな緑色の目をしてる（難易度20の〈魔法学〉判定の

成功で、ラスティエルの説明がメゾデーモンのそれに一致

するとわかる。メゾデーモンは、強力なデーモンで、トラ

イデントとポイズン・ブレスを武器とする用心深い兵士で

ある）。

※ 訳注：ポテト虫“potato bug”は、英語圏ではコロラドハムシ（Colorado potato 
beetle）というコウチュウ目カブトムシ亜目ハムシ科の昆虫をさすようです。俗
称の通り、ジャガイモを食い荒らす害虫とされています。

・君は粉挽き所について何がわかる？
粉挽き所は、わたしのパパがすべての仕事をする場所

よ。わたしが生まれるずっとまえに、わたしのひいおじい
さまが建てたの。町ができるまえに誰かが作った、古い
地下室がある、町の真ん中にあたるところに。

そこは、挽いた穀物の粉のせいで爆発するかもしれな
いから、明かりがつけられなくて真っ暗なの。

・君はどうやって、モンスターから隠れていたの？
モンスターは、町の人たちを驚かせたから捕まえられ

たんだと思う。わたしだけ、小さくなってわたしが隠れら
れて、モンスターが入ってこないところを知っていたの。

・我々は何をすべき？
わたしのママとパパを助けて！粉挽き所を取り戻して！

ソフィーと一緒になにをすべきか？
パーティーはおそらく、自分たちで調査をする必要が

あると考えるだろうが、それはソフィーをどうするかと
いう問題を引き起こす。ヒーローは女の子を連れて行っ
て危険に押し戻すことはほとんどしないものだ。パーテ
ィーがそうしようとしても、ソフィーは宿屋に帰るこ
とを恐れていて断る。力任せのアドベンチャーにするな
ら、パーティーは彼女に服従を強制することができる。
だがDMは、無垢な少女を思いやるために、パーティーが
彼女を攻めることは妨げるべきであろう。〈隠密〉の技
能判定へのペナルティと、クリーチャーが子どもへ攻撃
を試みることは、彼女を連れて行こうとするPCへ与える
挑戦として適切である。

もしPCが、ソフィーを連れて行かないなら、彼らは
何をするだろうか？　彼女を見守るために、パーティー
のうち誰かを割くことは、最も賢明であるかもしれない
が、プレイヤーの一人をパーティーの行動から取り除い
てしまう。ソフィーは喜んで、どこかに隠れて、PCが帰
るのを待つ。彼女はPCが町の人々を救助するまでのあい
だ、へんぴな所にあり安全に隠れていられる、隠れ家に
なる場所を、いくつか知っている。

最終的に、どのように進むかを決めることはプレイヤ
ーたちの責任である。しかし、すべてのプレイヤーが、
それで楽しく感じるのを確かめることは、DMとして君の
仕事である。



O
ne

 D
ar

k 
N

ig
ht

 in
 W

ee
pi

ng
 B

ri
ar

�

遭遇3：粉挽き所の中へ
いずれにしろPCは、悪を倒し、町の人々を助けるため

に、町の粉挽き所に向かうことになる。

雷光の中、粉挽きの風車の羽が嵐と闇の中で、君を追
い払うかのように激しく揺れている。大きく開いた入り
口が、中へ入る唯一の道に見える。粉挽き所の手前の泥
は、多くの足跡によってぐちゃぐちゃになっている。

粉挽き所の壊れたドアの破片が、雨が作った浅い水溜
りに浮かんでいる。

粉挽き所に入るのに２つの手段がある。１階のドア
は、ソフィーが開放した地獄の軍勢が打ち破った状態に
ある。

屋内から屋根に登るために使われる２つ目のドア（難
易度�0の〈知覚〉判定によって見つけることができる）
は、地面から�0フィート上にある風車の、とある１枚の
羽の背後に隠れている。

ドアに達するために粉挽き所の外側を登るためには、
難易度20の〈運動〉の技能判定に成功する必要がある。
そこから、鍵のかかっていない戸口が、バルコニーから
中へ通じている。穀物を積み込んだ台車のために用意さ
れている部屋の奥にある傾斜路は、地下階まで通じてい
る。

PCが粉挽き所に入るなら、戦闘遭遇「遭遇３：粉挽き
所の中」に進むこと。

遭遇4：嵐のもとで
PCが粉挽き所の中で、侵入者と悪魔のような敵を打ち

負かしたら、PCたちは粉挽き所の地下階で、ソフィーの
説明を確認することができる。PCが傾斜路を下って地下
階へ進む時に、以下を読むこと。

粉挽き所の地下階は、その上部の建築物より、ずっと
古い古代の石細工である様子を見せている。製粉機に
かけられた小麦粉がつまった樽は部屋の片側に積み重
ねられて、挽かれていないものは、それ以外のところにち
らかっている。土と混ざった血が、遠い角に掘られてい
た、小さな穴に向かう跡を残している。水のしずくが落ち
る音がして、泣くような不協和音が下から聞こえてくる。

PCが穴を見おろしても、いくらかの瓦礫以外を見て取
ることは難しい。手で届く範囲の表面には、シンボルが
いま焼き付けられたかのように彫刻されている。

難易度�6の〈魔法学〉技能の判定の成功は、シンボル
が、デーモンまたはデヴィルを縛り付けるための儀式と
関連していることを示唆する。シンボルはもう魔力を発
していない。惨殺による腐敗臭だけが、穴から立ち昇っ
ている。

PCは容易に、大きな地下空間へ続くトンネルを飛び降
りることができる。彼らがそうするなら、戦闘遭遇「遭
遇４：嵐のもとで」に進むこと。

アドベンチャーの終わり
デーモンの群れに打ち勝ち、町の人々を救ったとき、

PCたちはヒーローになる！
村の人々は敬意を表し、祝いの祭りを開く。ソフィー

は、両親が助けられたことでとても喜び、それぞれの
PCに大げさに抱きついて、満面の笑みでPCたちを称え
る。
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遭遇レベル 11(3000 XP)

セットアップ
ダイア・ベア（レベル 11 精鋭 暴れ役） １匹
クイックリング・ジャック（レベル 11 遊撃兵） １体
トログロダイトの暴れん坊（レベル11暴れ役） ２体

いくらかの家畜を強奪しようとして、ヒューマノイド
の一隊が丘を降りてきて侵入した。だが農園の動物も、
町の人々の誰も見つけることができず、その一隊は容易
に持ち去ることができる戦利品を捜して、町の中まであ
えて進んだ。彼らがタリズダンのしるしを身につけてい
るので、捕らえた町の人々をもて遊ぶことに満足してい
たデーモンは、彼らを好きにさせておいた。

パーティーが到着した時には、この侵入者たちは、隠
れていた場所から別の場所へ走ったソフィーを視界に捕
らえて、まじめに彼女を捜しはじめたばかりのところで
ある。

クイックリング・ジャックは、噴水の近くでダイア・
ベアにまたがっていて、トログロダイトの暴れん坊は、
それぞれ屋台にいる。

冒険者たちが町の広場に入ったら読むこと：

小さく、甲高い声が前方の町の広場から聞こえてくる。
「でてきなよぉ、ちっちゃな女の子ちゃん。そこにいる

のはわかってるぜ。こわがんなよぉ。」
目が大きく曲がった歯をした、灰色の小さい人型クリ

ーチャーが、大きな熊にまたがって広場の中央にいて、
周囲を見回している。君たちの接近に目を向けて、そのク
リーチャーは歯を見せたにやにや笑いを向ける。

「おまえらは小さな女の子じゃないようだが、どうなる
かはおんなじだぜ！」

イニシアチブ判定をする前に、PCが気づくかもしれな
いことがいくつかある。

〈魔法学〉（難易度  15）：ベアに乗っている生き物はクイック
リングである。クイックリングは極めて邪悪で、残忍なフェイ
である。獲物に打ち勝ち、敵を避けるために、自身のスピー
ドとウィットに頼る。

〈知覚〉（難易度  12）：２体のトカゲじみた中型サイズのクリ
ーチャーが、なにかを探しているのか、小さな屋台をひっく
り返している。

〈知覚〉（難易度  18）：小型サイズのクリーチャーが、いくつ
かある荷造り用の枠箱が作る影から、あなたを見ている。

〈知覚〉（難易度  23）：荷造り用の枠箱に隠れて目を丸くし
ているクリーチャーは、�2回はまだ夏を迎えていないであ
ろう、ヒューマンの女の子である。

〈宗教〉（難易度  35）：クイックリングは額に渦巻状の入れ墨
をしている － タリズダンとして知られている無名の狂神の
神聖なシンボルだ。

このエリアの特徴
照明：時間は夜半であり、月は激しい雨によって覆い

隠されている。エリア全体にわたって光量が足りないた
め、薄暗い照明と考えられるべきである。キャラクター
が光を灯すか、夜目を備えていても、雨は視認困難を提
供し続ける。この大雨はたいまつなどの、一切の魔法に
よらない露出している炎を消してしまう。

荷造り用の箱：いくつかの荷造り用の箱が、広場のあ
ちこちに置かれている。それぞれは約３フィートの高さ
があり、遮蔽を得ることに使用ができる。こじ開けるな
ら、中からはさまざまな生産物が見つかる（戦闘に役立
つものはない）

噴水：噴水は嵐による雨水で溢れていて、各隣接した
マスを滑りやすくしていて、下に説明するように扱う。
さらに、噴水の後ろまたは内側に隠れる者は遮蔽を得
る。

水たまり：雨は激しく降りつけていて、玉石で描かれ
たマスはほとんどの場所で、でこぼこしている。マップ
で描かれた水たまりを含むマス１つを通して移動する
PCは、足場が特に悪いエリアを通過することになる。
PCは、難易度20の〈軽業〉の技能判定を試みなければな
らない。PCが�以下の差で失敗をするならば、そのPCは
転倒はしていないが滑ったことになり、ターンの終わり
まで戦術的優位を与えてしまう。もしPCが�以上の差で
失敗した場合、そのPCはそのマスで伏せ状態になってし
まい、残っている移動アクションを失う。

屋台：２つの屋台が広場の両側の端にある。それらの
中に隠れている者に、それらの布地の外装は隠蔽を提供
する。屋台は所有者がどこにも見当たらないが、彼らの
商品はまだ陳列されている。一方は農具を並べ、他は見
栄えの良い果実を提供（訳注：刃物の陳列してある屋台
は、次に説明されるワゴンから果物を取って、刃物で皮
をむいたりして売っていたよう
です）する。どちらの屋台も倒
すことで、爆発２の移動困難な
地形のエリアを作り出す。

ワゴン：３つの樽が搭載され
たワゴンは、果実の屋台の後ろ
に位置する。それぞれの樽は、
より多くの果実で満たされてい
る。馬具はワゴンに備わってい
るが、馬は一頭も見当たらな
い。難易度2�の【筋力】の能力
値判定によって、ワゴンを前に
転がして進めることができる。
もし突き飛ばしの一部として使
われるならば、ワゴンは【筋
力】による攻撃に＋４のボーナ
スをPCに与える。ワゴンは、遮
蔽を得るために使うことができ
る。

戦術
PCが接近すると、クイックリ

ング・ジャックは同じ目標を２
回攻撃するために、ダイア・ベ
アから降りて攻撃させ、クイッ
ク・カットのパワーを使う。ダ

遭遇１：町の広場
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イア・ベアは、最も近くにいる敵に近づき、モールのパ
ワーを使う。それで首尾よくつかんだならば、ダイア・
ベアはアクション・ポイントを消費して直ちにアーサイ
ン・クラッシュのパワーを使う。

トログロダイトの暴れん坊は反対側から接近して、ト
ログロダイトの味方をパーティーが避けている間、パー
ティーをオーラの範囲に捕らえようとする。かれらは、
可能な限りトゥース アンド クロウのパワーで攻撃してく
る。

侵入者のすべては死ぬまで戦う。

遭遇の終了
侵入者のすべてが気絶するか、または死んだら遭遇は

終了する。
PCが、質問するために生きている侵入者の誰かを拘留

するなら、それを弱さだとしてPCをあざけり、控えめに
言っても非協力的である。難易度�6の〈看破〉の技能
判定の成功で、侵入者が、実際は何が起こっているかに
ついてまったく考えも持っておらず、彼らがPCと同じく
らい混乱しているとがわかる。それに加えて侵入者たち
は、PCに、彼らが彼らの部族（あと２体のトログロダイ
トと、１体のミノタウロス）の３人の他のメンバーと一
緒にウィーピング・ブライアに来たと言うことができる
けれども、略奪物を探索する間に分かれた。侵入者はす
べてタリズダンへの信心も深く、残忍な信奉者である。

宝物
侵入者は、町を略奪する間に彼らが拾い上げたいくつ

かの貴重品を運んでいる：�00gpとポーション・オヴ・
ヴァイタリティ１本。

遭遇を調整する
このアドベンチャーは、５人の��レベル・キャラクタ

ー向けにデザインされているが、４人または６人の��レ
ベル・キャラクター向けにするために、簡単な調整をす

ることができる。単
純に、少ないか、多
い P C １ 人 あ た り 、
トログロダイトの暴
れん坊１体を、減ら
すか、追加すればよ
い。

ダイア・ベア(D)	 レベル11　精鋭　暴れ役

大型・自然・野獣	 XP1,200
イニシアチブ＋8　 感覚 〈知覚〉＋9
hp：276；重傷値：138
AC25；頑健25、反応22、意志23
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：8
アクション・ポイント：1

クロー／爪（標準；無限回）
　間合い2；＋15	対	AC；2d8＋6ダメージ。
	モール／乱打（標準；無限回）
　ダイア・ベアは2回のクロー攻撃を行なう。両方のクロー攻撃が

同一の目標にヒットしたなら、ダイア・ベアはその目標に対し
	 て以下の二次攻撃を行なうことができる。二次攻撃：＋13対

AC；目標はつかまれる（脱出するまで）。
	アーサイン・クラッシュ／熊の締めつけ（標準；無限回）
　ダイア・ベアはつかんでいる1体のクリーチャーに対し（攻撃ロー

ルの必要なしに）4d8＋6ダメージを与える。
属性：無属性	 言語：—

【筋】	23（＋11）	【敏】	16（＋8）	 【判】	18（＋9）
【耐】	18（＋9）	【知】	2（＋1）	 【魅】	16（＋8）

クイックリング・ジャック(Q)	 レベル11　奇襲役

小型・フェイ・人型	 XP	600
イニシアチブ＋14　 感覚 〈知覚〉＋8；夜目
hp：112；重傷値：56
AC26（機会攻撃に対しては30）；頑健22、反応26、意志22
移動速度：12、登攀6；ブラインディング・スピードおよびアンスト
ッパブルも参照のこと

ショート・ソード（標準；無限回）✦［武器］
　＋16	対	AC；1d6＋8ダメージ。
	クイック・カッツ／機動連撃（標準；無限回）✦［武器］
　クイックリングは自分の移動速度ぶんの移動を行なう。この移動

の途中の任意の2回の時点で、−2のペナルティを受
	 けた上で1回ずつの近接基礎攻撃を行なうことができる。この

パワーは早足のクイックリングが動けない状態または減速状
	 態である時には使用できない。
フェイ・シフト／フェイの早足（標準；遭遇毎）
　このクイックリングは10マスのシフトを行なう。
メインテイン・モビリティ／機動性確保	

	 	 	 	 （マイナー；再チャージx	⚄ ⚅）
　このクイックリングの“動けない状態”は終了する。
属性：悪	 言語：エルフ語
技能：〈隠密〉＋21、〈軽業〉＋26、〈はったり〉＋13

【筋】12（＋8）	【敏】28（＋16）	 【判】17（＋10）
【耐】22（＋13）	【知】16（＋10）	 【魅】12（＋8）

装備：ショート・ソード

トログロダイトのぶん殴り屋(T)	 レベル11　兵士役

中型・自然・人型（爬虫類）	 XP	600
イニシアチブ＋7　 感覚	〈知覚〉＋8；暗視
トログロダイト・ステンチ／トログロダイトの悪臭：オーラ1；範囲内

の生きている敵は攻撃ロールに−2のペナルティを受ける。
hp：140；重傷値：70
AC23；頑健23、反応19、意志21
移動速度：5

クロー／爪（標準；無限回）
　＋14	対	AC；3d6＋6ダメージ。
	トゥース＆クロウ／爪と牙（標準；無限回）
　2回攻撃；＋14	対	AC；1d6＋6ダメージ。目標がこの攻撃で重

傷になったら、トログロダイトのぶん殴り屋は	クロー／爪	によ
	 る攻撃も行うことができる。
属性：混沌にして悪	 言語：竜語
技能：〈運動〉＋12、〈持久力〉＋12

【筋】18（＋9）	【敏】15（＋7）	 【判】16（＋8）
【耐】20（＋10）	【知】4（＋2）	 【魅】11（＋5）
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遭遇レベル12(3570 XP)

セットアップ
インファーナル・バトル・アーマー (A)（レベル８雑魚） ２体
ミノタウロスのバーサーカー(M)（レベル12 兵士役）　１体
ルーンスパイラル・デーモン
 ネザーフレイム (N)（レベル10 砲撃役） 　２体
サイス・コンストラクト (S) (レベル９ 奇襲役) 　１機
トログロダイトの暴れん坊 (T)（レベル 11 暴れ役） 　２体

PCが到着するのと時と同じくして、後から来た３人の
侵入者が、粉挽き所の中でデーモンと遭遇した。タリズ
ダンの信奉者と出会って、デーモンはすみやかに暗い神
の名において同盟を結んだところである。

PCが遭遇２において技能チャレンジに失敗していた
ら、モンスターは彼らの到着に備えて、待ち伏せしてい
る（不意打ちラウンドを得る）。PCが成功していたな
ら、２つのグループはまだ話をしていて、ちょうどPCが
そこでそれらを見つける時に、モンスターもPCの到着
に、PCたちと同じくらい驚いた状態になる。この場合、
正常のイニシアチブ判定をすること。

冒険者たちがエリアに入る時に、以下を読むこと。：

粉挽き所の中は暗いけれども、挽かれた粉の塵とカビの臭い

は強烈である。稲光りが、部屋の中央にある回転する構造の製

粉機と、そしてバトル・アックスを構えて君たちに向かって突進し

てくる牛頭の男を、一瞬だけ照らし出した！

このエリアの特徴
照明：部屋は明かりがついていない。外の稲妻による

光が、薄暗い照明と考えられる。部屋は、夜目、暗視、
または擬似視覚を備えていない者には、視認困難を得て
いるのと同様である。

バルコニー：２か所のはしごで�0フィート登ったとこ
ろに、狭いバルコニーに続くドアがある。バルコニーに
は、外の屋根への通路がある。バルコニーに立てば誰で
も、階下からは遮蔽を得る。

樽と木枠箱：部屋の奥の２つの大きな樽は、５フィー
トの高さがある。それらは、難易度��の〈運動〉技能の
判定によって登るか、（助走をつけて）難易度2�の〈運
動〉技能の判定によって飛び越えることができる。木枠
箱は３フィートの高さがあり、遮蔽を提供する。

[火]属性の攻撃：粉挽き所の空気には、強燃性の穀物
のひき粉が充満している。[火]のキーワードを持つ攻撃
は、ダメージにダイス１つにつき１点の追加ダメージを
加える。クリティカル・ヒットの場合は、攻撃のダメー
ジに１d８＋５の追加[火]ダメージを与える。出目が１
だったら粉挽き所は引火して爆発する。中にいる全員に
４d�0＋５[火]ダメージを与える。続く各ラウンドにお
いて、中にいるのなら誰でもターンの最初に“＋�0 対 反
応”の攻撃を被り、命中したら１d８＋５[火]ダメージを受
ける。さらに、空気は急速に煙で満ちて、呼吸する生き
物は窒息する可能性がある。各ラウンドの終わりに、各
クリーチャーは難易度20の〈持久力〉の技能判定に成功
するか、回復力１回分を失うかしなければならない。キ
ャラクターは、回復力を失う代わりにキャラクター・レ
ベルと同数のダメージをhpに受けることにしてもよい。

挽き石：製粉機は、吹き込んでいる嵐の強い風のため
制御不可能のまま、動作している。製粉機で占められた
マスに入っている者は、その下で押しつぶされる危険が
ある。製粉機を回っている挽き石を避けるため、安全な
製粉機の上に登るか、ジャンプするためには難易度2�の
〈軽業〉技能の判定に成功しなければならない。失敗す
るとキャラクターは、うつ伏せに倒れて挽き石に轢か
れ、３d８＋５のダメージを受ける（訳注：マップで「製
粉機で占められているマス」とは、噴水の絵が占めてい
る４マス、「安全な製粉機の上」は、製粉機の中央の樽
のあるマスです。この製粉機は、くぼみで軌道をつけた
土台を、中心を軸にして挽き石が転がって回り、穀物を
ひくタイプだと考えられます）。

棚：離れた場所にある棚は重く、その上に積み重ねら
れた製粉機の交換部品がぐらついている。もしキャラク
ターのだれかが背後から棚を強く押すか、樽から届くと
ころから敵の上に倒せば、【筋力】対 反応 で棚の前に噴
射２の近接範囲攻撃とすることができる。攻撃が命中し

たら、２d６＋５のダメージ
を受け、伏せ状態になる。棚
が倒れた範囲は、移動困難な
地形となる。

戦術
ミノタウロスは、最も近い

敵 へ 突 撃 を 掛 け 、 死 ぬ ま で
怒りで戦う。トログロダイト
の暴れん坊は、味方を彼のオ
ーラに入れないようにしなが
ら、味方を補助するように移
動する。インファーナル・バ
トル・アーマーは、ルーンス
パイラル・デーモンが遠隔範
囲攻撃をする間、床から完全
遮蔽をとり、はしごを登って
くる者なら誰でも攻撃し、バ
ルコニーへ行こうとするもの
を妨げる。サイジョウは、木

遭遇３：粉引き所の中
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枠箱のひとつの中に隠れており、不意打ちができる場所
を誰かが通るのを待ち受けている。

すべてのモンスターは、死ぬまで戦う。

遭遇の終了
PCがそれらの敵のすべてを打ち負かし、粉挽き所の地

下階へ進むようなら、遭遇は終わる。

ルーンスパイラルデーモン　ネザーフレイム(N)　レベル10	砲撃役
小型・エレメンタル・魔獣（デーモン）	 XP	500
イニシアチブ＋9　 感覚	〈知覚〉＋8；暗視
hp：81；重傷値：40
AC22；頑健21、反応23、意志22
抵抗：選択式10（遭遇毎）
移動速度：7

バイト／噛みつき（標準；無限回）✦［武器］
　＋15	対	AC；1d4＋6ダメージ。

　  フェル アーク（即応・割込、敵クリーチャーが移動しルーンスパイ
ラルデーモンに隣接した時；無限回；再チャージ⚄ ⚅）[死霊][火]
　＋17	対	“反応”；1d6＋6[死霊]および[火]ダメージ。

フォーカス・ストライク（標準；無限回）✦[死霊][火]
　遠隔10；＋17	対	“反応”；2d＋6[死霊]および[火]ダメージ。

フェル バースト（標準；無限回）✦[死霊][火]
　遠隔範囲・爆発2・10マス以内；＋15	対	”反応”；1d6＋6[死霊]

および[火]ダメージ。さらにこの攻撃は、爆発の中にいたそれ
	 ぞれのクリーチャーに、各[火]1ダメージを与える。

ブラッディッド・ショック（行動でなく、最初に重傷に陥ったときに
使う；遭遇毎）

　近接範囲・爆発1；＋15	対	“反応”；1d6＋6[死霊]、[火]ダメー
ジおよび幻惑状態。

属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
【筋】13（＋6）	【敏】19（＋9）	 【判】16（＋8）
【耐】15（＋7）	【知】5（＋2）	 【魅】12（＋6）

サイジョウ(S)	 レベル9　奇襲役
中型・自然・自律体（人造）	 XP	400
イニシアチブ＋9；擬態を見抜かれるまでは待機して待ち伏せする。

感覚〈知覚〉＋12；無視覚、擬似視覚10
hp：82；重傷値：41
AC23；頑健22、反応21、意志21
完全耐性；[病気][毒]
移動速度：5

アイアン ジョウズ（標準；無限回）
　＋14	対	AC；1d12＋6ダメージ。

 クランプダウン（即応・対応、敵が近接攻撃をはずした時；再チャ
ージ	最初に重傷になった時）

　＋16	対	“反応”；2d12＋6ダメージ。さらに対象は掴まれる。こ
の掴みはサイジョウが攻撃をしようとすると外れる。目標を掴

	 んでいる間、サイジョウはすべての抵抗に＋4のボーナスを得
る。

ヴィシアス ジョウズ
　サイジョウは、目標に対して戦術的優位を得ておこなう近接攻撃
	 に1d8の追加のダメージと、機会攻撃に1d8の追加のダメージ

を目標に与える。
ライ イン ウェイト
　戦闘が始まったら、サイジョウは偽の床や壁のパネルの影に隠れ

る。この状態は、〈隠密〉の技能判定に＋5のボーナスを与える。
	 サイジョウは待ち伏せて、移動して攻撃が届く位置に入ったと

き、攻撃をする。
属性：無属性	 言語：－
技能：〈隠密〉＋10
【筋】14（＋6）	【敏】12（＋5）	 【判】17（＋7）
【耐】22（＋10）	【知】1（−1）	 【魅】12（＋5）

インファーナル・バトル・アーマー (A)	 レベル8　雑魚
中型・永劫・自律体（デヴィル、アンデッド）	 XP	88
イニシアチブ＋6　 感覚	〈知覚〉＋4；暗視
ブラッドラスト・オーラ２；オーラの範囲内の雑魚ではないデヴィ

ルは、攻撃のダメージに＋1のボーナスを得る。このボーナス
は累積する。つまり4体のインファーナル・バトル・アーマー
のオーラが重なる場所に入っているデヴィルは、攻撃ごとのダ
メージに4点の追加ダメージを与える。

hp：1（ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない）
AC20；頑健21、反応20、意志19
抵抗；[火]5
移動速度：6

クラブ（標準；無限回）✦［武器］
　＋13	対	AC；7ダメージ。
トランス フェレンス
　インファーナル・バトル・アーマーが倒されたとき、	その真髄は

5マス以内で最も近くにいる雑魚ではないデヴィルに転移する。
	 対象のデヴィルのhpは、15ポイント回復する。
属性：悪	 言語：共通語、神界語

【筋】19（＋8）	【敏】14（＋6）	 【判】10（＋4）
【耐】15（＋6）	【知】8（＋3）	 【魅】11（＋4）

装備：クラブ

トログロダイトのぶん殴り屋(T)	 レベル11　兵士役
中型・自然・人型（爬虫類）	 XP250
イニシアチブ＋7　 感覚	〈知覚〉＋8；暗視
トログロダイト・ステンチ／トログロダイトの悪臭：オーラ1；範囲内

の生きている敵は攻撃ロールに−2のペナルティを受ける。
hp：140；重傷値：70
AC23；頑健23、反応19、意志21
移動速度：5

クロー／爪（標準；無限回）
　＋14	対	AC；3d6＋6ダメージ。
	トゥース＆クロウ／爪と牙（標準；無限回）
　2回攻撃；＋14	対	AC；1d6＋6ダメージ。目標がこの攻撃で重

傷になったら、トログロダイトのぶん殴り屋は	クロー／爪	によ
	 る攻撃も行うことができる。
属性：混沌にして悪	 言語：竜語

【筋】18（＋7）	【敏】12（＋4）	 【判】15（＋5）
【耐】18（＋7）	【知】6（＋1）	 【魅】8（＋2）

ミノタウロスの狂戦士(M)	 レベル12　兵士役
中型・自然・人型	 XP	700
イニシアチブ＋8　 感覚〈知覚〉＋15
hp：122；重傷値：61；フェロシティも参照のこと
AC28；頑健29、反応23、意志25
移動速度：5

バトルアックス（標準；無限回）✦［武器］
　＋18	対	AC；1d10＋7ダメージ、目標はミノタウロスの戦士の次

のターン終了時まで“マークされた状態”になる。
	ゴーリング・チャージ／角突撃（標準；無限回）
　ミノタウロスの戦士は突撃を行なう：＋19	対	AC；1d6＋7ダメ

ージ、目標は伏せ状態となる。
フェロシティ／凶暴性（ヒット・ポイントが0まで減少した時）
　ミノタウロスの戦士は1回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：さまざま	 言語：共通語
技能：〈威圧〉＋11、〈自然〉＋9、〈地下探険〉＋13

【筋】23（＋11）	【敏】10（＋6）	 【判】14（＋8）
【耐】18（＋10）	【知】9（＋5）	 【魅】13（＋7）

装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、バトルアックス

. 
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遭遇レベル13（4000 XP）

セットアップ
ビアデッド・デヴィル(B)(レベル�� 兵士役) １体
グルームフェル・フロア・トラップ(G)
  (レベル�� 障害物) １体
メゾデーモン ラスティエル(R)
  (レベル�� 兵士役) １体
ルーンスパイラル・デーモン ネザーフレイム(N)
  (レベル�0 砲撃役) ２体

パーティーが洞窟に入る時、そのデーモンは暗い儀式
において町の人々を犠牲にささげている途中である。町
の動物のすべてを殺し終わった手下のデヴィルたちは、
たった今、最初のヒューマンの犠牲者をプールの中に投
げこんだ。

冒険者がエリアに入ったら、次を読むこと：

見たところ、今は力を失っているらしい魔法のシンボルが、

床、壁、そして天井にも焼き付けられている。数十の人々が、邪

悪なプレートアーマーを着た何者かに、部屋の隅でおどされて

いる。部屋の中央の動物の死骸から成る塚が、残っている血を

緑色の光を発するプールに滴らせている。不潔な生き物たちが

膿んだ液体のプールのまわりで唱和し、跳ね回っている；

クリーチャーのうちの１体は、絶叫している人をプールへ投

げ込み、剣で彼を刺した。

イニシアチブ判定する前に、PCが気づくかもしれない
いくつかのことがある。

〈魔法学〉（難易度30）：このクリーチャーたちは、
もしかすると何かを召喚することが可能となる、別の次
元界とのポータルを開くための信仰儀式を執行してい
る。

〈知覚〉（難易度16）：、ビアデッド・デヴィルの首
を銀の首輪が巻いていて、それに触れている皮膚が黒ず
むか、火傷しているようになっていることにPCは気づ
く。薄い銀の鎖は、デヴィルから伸びて、メゾデーモン

のベルトに繋がっている。たとえ、どこへ彼らが行って
も、そのチェーンは伸びるようである。

〈魔法学〉（難易度��;上の〈知覚〉判定に成功してい
れば）：デヴィルの首輪にある印は、強制的な呪縛を示
している。

このエリアの特徴
照明：部屋は、渦巻く血と流体から形を成している緑

色の光によって明るく照らされている。それは部屋を、
すべてを見るのに十分に照明する。

祭壇：タリズダン神の祭壇は部屋の奥にある。そこに
立つ恐ろしい神の、どのような崇拝者であっても、攻撃
ロールに＋２のボーナスを得る。崇拝者ではない者が祭
壇に立つと、耳に「我の恵みを受けよ」というささやき
が聞こえ、かつ５の継続的[死霊]ダメージを受ける。だが
次のターンの終わりまで、自動的にデーモンとデヴィル
のすべての抵抗を無視する。

死体の山：北西の角に、いくつかの死体の山がある。
各山は移動困難地形であり、それが、遮蔽を取るために
使えるだけの高さがある。

グルームフェルの罠：マップにしるされたマスは、何
世紀にもわたった地獄の軍の監禁により、デーモンの力
を蓄積してきた。それは、そこを踏むデヴィルを含むデ
ーモンではない者を傷つける。デヴィルは、どのマスが
危険であるかを知っていて、それらを避けようとする。

プール：深く、暗い流体は、プールとそのまわりの水
路にゆっくり流れている。水路は深さ５フィート。水路
が交差しているプールの部分は�0フィートの深さがあ
る。すっかり沈められた場合、誰でも視認困難を得る。
通して泳ぐためには、難易度�0の〈運動〉技能の判定が
必要で、流体から出て、岩だなの上に登るためには難易
度��の〈運動〉技能の判定が必要である。

町の住人：町の住人はおどされて萎縮し、すくんでい
て、彼らがいる部屋の隅で、すべての地獄の軍が倒され
るされるまで、移動することも反応することも嫌がる。

戦術
デーモンは、狂信的に彼らの同類をさらに呼び出し、

暗い主人をなだめようとしている。彼らは、パーティー
の割込みを快く受け入れるわけもな
く、PCたちをそれらの生贄に加えると
決める。彼らは、地形の有利さを利用
し、近接攻撃が必要になるまで、範囲
攻撃をする。その時でさえボトルネッ
クになるPCを探し、１度に１人または
２人と戦うだけに限ろうとする。他に
行くところはないため、デーモンは死
ぬまで戦う。

ビアデッド・デヴィルは、取り外せ
ない魔法の白銀の首輪で、ラスティエ
ルの奴隷にされた。デヴィルは首輪が
首についている限り、デーモンの拷問
者が要求する行動を強制される。PCが
万一、首輪または鎖（AC �0、反応
�0、頑健５、�0ヒットポイントを持つ
ひとつの物体として扱う）を破壊する
ならば、ビアデッド・デヴィルは直ち

遭遇４：嵐のもとで
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に攻撃をやめて、彼を奴隷にしたデーモンを呪い、パー
ティーがデーモンと戦う間に、逃走しようとする。

遭遇の終了
PCがラスティエルと他の地獄の敵を破り、町の人々を

解放できたら遭遇は終了する。

宝物
PCがラスティエルを破ったならば、彼らは光を発する

＋３ライフドリンカー・トライデントを手に入れること
ができる。 

ルーンスパイラルデーモン　ネザーフレイム(N)　レベル10	砲撃役
小型・エレメンタル・魔獣（デーモン）	 XP	500
イニシアチブ＋9　 感覚	〈知覚〉＋8；暗視
hp：81；重傷値：40
AC22；頑健21、反応23、意志22
抵抗：選択式10（遭遇毎）
移動速度：7

バイト／噛みつき（標準；無限回）✦［武器］
　＋15	対	AC；1d4＋6ダメージ。

　  フェル アーク
 （即応・割込、敵クリーチャーが移動しルーンスパイラルデーモンに
　隣接したとき；無限回；再チャージ⚄ ⚅）[死霊][火]
　＋17	対	“反応”；1d6＋6[死霊]および[火]ダメージ。

フォーカス・ストライク（標準；無限回）✦[死霊][火]
　遠隔10；＋17	対	“反応”；2d＋6[死霊]および[火]ダメージ。

フェル バースト（標準；無限回）✦[死霊][火]
　遠隔範囲・爆発2・10マス以内；＋15	対	”反応”；1d6＋6[死霊]

および[火]ダメージ。さらにこの攻撃は、爆発の中にいたそれ
	 ぞれのクリーチャーに、各[火]1ダメージを与える。

ブラッディッド・ショック（行動でなく、最初に重傷に陥ったときに
使う；遭遇毎）

　近接範囲・爆発1；＋15	対	“反応”；1d6＋6[死霊]、[火]ダメー
ジおよび幻惑状態。

属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
【筋】13（＋6）	【敏】19（＋9）	 【判】16（＋8）
【耐】15（＋7）	【知】5（＋2）	 【魅】12（＋6）

メゾデーモン	ラスティエル(R)	 レベル15　兵士役
大型・元素・人型（デーモン）	 XP	1200
イニシアチブ＋11　 感覚〈知覚〉＋15；暗視
hp：145；重傷値：72
AC31；頑健29、反応26、意志27
抵抗：［毒］20、選択式10（1遭遇に2回まで）
移動速度：6

トライデント（標準；無限回）✦［武器］
　トライデントが必要；間合い2；＋18対AC；1d8＋5ダメージ。
	スキュワリング・タインズ／三叉串刺し（標準；無限回）✦［武器］
　間合い2；＋22	対	AC；1d8＋7ダメージ、継続的ダメージ5、さら

に目標は拘束状態になる（セーヴ・両方とも終了）。
	 目標が拘束状態になっている間、メゾデーモンはトライデント

での攻撃を行なうことができない。
ポイズン・ブレス／毒の息（標準；再チャージ ⚄ ⚅）✦［毒］
　近接範囲・噴射3；目標は敵のみ；＋20	対	頑健；2d6＋5	［毒］

ダメージ、および継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
ライフドリンカー・トライデント✦［武器］
　この武器の攻撃の結果、敵のhpが0かそれ以下になった時、メゾ

デーモンは10点の一時的hpを得る。
属性：混沌にして悪	 言語：奈落語
技能：〈威圧〉＋13

【筋】20（＋12）	【敏】15（＋9）	 【判】16（＋10）
【耐】17（＋10）	【知】10（＋7）	 【魅】13（＋8）

装備品：＋3	ライフドリンカー・トライデント

ビアデッド・デヴィル（バルバズゥ）(B)	 レベル13　兵士役
中型・永劫・人型（デヴィル）	 XP	800
イニシアチブ＋10　 感覚〈知覚〉＋14；暗視
ビアド・テンドリルズ／うねる顎髭：オーラ1；ビアデッド・デヴィ

ルに隣接するマスで自分のターンを開始した敵は5ダメージを
	 受ける。
hp：129；重傷値：64；バトル・フレンジーも参照
AC29；頑健25、反応22、意志23
抵抗：［火］20
移動速度：6

グレイヴ（標準；無限回）✦［武器］
　間合い2；＋18対AC；2d4＋5ダメージ、さらに目標はこのビアデ
	 ッド・デヴィルの次のターンが終了するまでマークされた状態

になり、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・終了）。
	クロー／爪（標準；無限回）
　＋18対AC；1d6＋5ダメージ。
バトル・フレンジー／戦いの熱狂
　重傷のビアデッド・デヴィルは、近接攻撃において、攻撃ロール

に＋2のボーナスを得、追加で5ダメージを与える。
デヴィリッシュ・チームワーク／悪魔的連係
　ビアデッド・デヴィルと隣接するマスにいる味方は、ACに＋2の

パワー・ボーナスを得る。
属性：悪	 言語：神界語
技能：〈威圧〉＋11
【筋】20（＋11）	【敏】15（＋8）	 【判】16（＋9）
【耐】17（＋9）	【知】10（＋6）	 【魅】11（＋6）

装備品：グレイヴ

グルームフェル・フロア(G)　レベル10	精鋭の罠	 	障害物型
危険要因	 	XP	1000
危険要因: この危険要因は、無作為に配置された10マスで構成され

る。これらのいずれかのマスに入った存在の種別のキーワー
ドがデーモンではない場合、[死霊]のエネルギーを収束させ
る。危険要因が作動したら、この[死霊]タイルのマスにいる存
在に対し、毎ラウンド、攻撃を行う。

〈知覚〉
✦	難易度	28:	キャラクターは、隣接してあるマスのうち、どれが[死

霊]タイルであるかを認識できる。
他の技能：〈魔法学〉
✦	難易度	22:	キャラクターの、[死霊]タイルを無効化する〈盗賊〉技

能の判定に、＋2【知力】ボーナス。
作動
[死霊]タイルにクリーチャーが入るか、ターンを[死霊]タイルではじ

めるクリーチャーがいた場合、危険要因はそのクリーチャーに
攻撃を行う。

攻撃
機会攻撃	 近接	1
目標：危険要因のマスにいるクリーチャー
攻撃：＋14	対	頑健
ヒット：3d10	＋	6[死霊]ダメージおよび、デーモンではない目標は、

朦朧状態となる（セーブ・終了）
ミス：半減ダメージ
対抗手段
✦キャラクターは、〈運動〉の技能判定（助走なしでの難易度11か、

助走をつけての難易度6）の成功で、１マスの危険要因を飛び
越えることができる。

✦隣接したマスにいるキャラクターは、難易度28の〈盗賊〉の技能判
定によって、[死霊]タイルが作動しないようにできる。
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君のPCたちのための冒険は、町の人々の救助によって終
わってしまう必要はない。君が、進行中のキャンペーンの一部
として「ウィーピング・ブライアでの暗き一夜」を使うのなら、
そのキャンペーンの楽しみを続けるために使えるかもしれな
い、いくつかの追加のアドベンチャー・フックがある：

敏感なソフィー：女の子、ソフィーは、町の下にいた地獄の群
れの考えを聞くことができた。探究心がある冒険者は、どう
してそれが可能であったのか、さらにこの若輩の女の子が
ほかにどのような能力を花開かせるだろうか、と疑問に思
うかもしれない。彼らがさらにこれを探求する前に、タリズ
ダンのカルトのメンバーが、カルトの悪辣な計画に彼女の
才能を利用しようと誘拐し、大きな町に連れ去ってしまう。
PCが女の子の才能を理解しカルトを妨げるには、彼女が
悪の道具に転落する前に、彼らは女の子を救わなければ
ならない！ 

蛮族の台頭：ヒューマノイドの蛮族は、町への絶え間ない脅
威であり、一番最近の襲撃隊が失われたことによって、それ
らは団結しはじめる。タリズダンの、若いけれども強力な神
官は、ウィーピング・ブライアの町に対して復讐を求めるこ
とを叫び、互いに反目していた野蛮人たちを納得させた。
いつか起こる王国の末裔への攻撃に立ち向かう力となれ
るのは、PCのパーティーだけだ。

バルマ、魔法王：ウィーピング・ブライアの地下にある地獄の
監獄についての研究から、伝説的人物、古代のアーチメイ
ジの存在が浮かび上がった。冷酷なルーラー、アーチメイ
ジは、デーモンを捕らえ、それらの恐怖の時代を終わらせ
る原因となった。伝説はまた、感謝した人々が、彼のいくつ
もの偉大で強力な貴重品を、山の中腹へ台車で運び、彼と
一緒に埋葬したことにも言及している。彼の失われた知識、
または彼の無防備な宝物を求めている冒険者は、まさに魔
法王の最期の安息所に侵入しようとするかもしれない！

デヴィル・ロードの鎖：ビアデッド・デヴィルを束縛していた
銀の鎖を目にしたのち、下方次元界において集結し、この
世界への侵略をしようとしているデヴィルのある軍団の知
らせが届く。知らせによれば、地平線に伸びるほどの鎖に
よって結ばれた、銀の首輪によって捕縛されていると伝え
ている。ビアデッド・デヴィルを捕縛している首輪と同様で
あったことに気がつき、PCは、デヴィル・ロードを破り、事前
に侵略を防ぐのにつながる手段を捜し始める必要がある
のだ！

将来の冒険向けのアドベンチャー・フック
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強烈な夜の嵐に吹く風が、避難所を探す君たちをウィーピン
グ・ブライヤという名の、寂しげな田舎の農耕共同体へ連れて
行く。だが、町は不審なことに人気がない。小さな女の子が、
人々の消失の鍵を握っている。手遅れになる前に、通りをうろ
つき回る者、町の地下に巣食う者から彼女を助けだすのだ！

 
この「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」のアドベンチャーは、レ

ベル11のキャラクター５名のためにデザインされた。だが、
４または６名のグループのためにアドベンチャーを調整するこ
とについての覚え書きも含まれている。

Ｄ＆Ｄ Game Day 2009 のために特に書き起こされた本作に
は、フルカラーのポスターマップ、遭遇の書式、モンスターの
データブロック、敵の戦術と、近く刊行される『モンスター・
マニュアル２ 第４版』に収録される新しいモンスターのデー
タも含まれている。 
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