
アンデッドの海賊、螺旋髑髏団はこれまでアーティファクトで

ある真
ザ・ブラス・ナイチンゲール

鍮の小夜啼鳥と自動船 “ 海馬号 ” を求め PC たちと闘いを繰

り広げてきた。その闘いに疲れた PC たちを更に敵の刺客が襲う。

しかしそれを追い散らしたとき PC たちは、螺旋髑髏団の首領 “ ぐ

るぐる眼の ” ビルワチが、僅かな手勢のみで近くの島にいることを

知る。

因縁を断ち切るのは今しかない。

グールの海賊、PC たちを迎え撃つワイバーンやレイス、そして

海賊船に待つのは強大なるリッチ。PC たちは見事打ち勝つことが

できるだろうか？

『死者の艦隊』は D&D4 版向けのアドベンチャー・シナリオであ

る。基本ルール 3 冊のみでプレイできる。連作冒険としてはフォー

ゴトン・レルムを舞台にしているが、今回の冒険にはほとんど世界

設定要素が関係しないため、いかなる背景世界でも使用できる。

9 レベルのキャラクター 5 人を想定している。

アンデッドの海賊団、螺旋髑髏団の首領ビルワチは長年追い求

めてきたアーティファクト、真
ザ・ブラス・ナイチンゲール

鍮の小夜啼鳥が PC たちの元にある

ことを知った。そして PC たちからそれを奪うべく、苛烈でおぞま

しいやり方で情報収集を行な

い、PC たちと関わりのある闇

商人から PC たちの補給地、“ 小

指島 ” の情報を得る。

ビ ル ワ チ は 早 速 旗 艦 の

“焦
こ げ ど く ろ ご う

髑髏号” をその海域に向け、

さらに小指島近くの “ 踵島 ” に

全艦集結せよとの指示をセン

ディング やアニマル・メッセン

ジャー の儀式により下した。

一方その指示を受けた時点で

小指島近海にいた螺旋髑髏団の

幹部、ノールのグール “ 腐れ斑 ”

は、そこでちょうど PC への物

資を届け帰還する闇商人の船を

発見し襲撃した。腐れ斑は闇商

人から PC たちが少人数である

こと、消耗していることを知り、

合流前に PC たちを襲うことを決意する。

このようにして PC たちは小指島で海賊の襲撃を受ける（遭遇１）

“ 腐れ斑 ” の襲撃はおそらく失敗に終わり、PC たちは敵の動きを

知るだろう。現在敵は踵島にて艦隊集結の真っ最中であり、旗艦の

護衛は少ない。また、闇商人たちの物資には PC たちに高値で売り

つけるはずだったウェザー・コントロール の巻物がある。

これまでの冒険で、敵にきりがないこと、もはや補給のあてが

ないことが判明している以上、ここから離脱しても逃げ続けなけれ

ばならない。そして、それは君たちの望む道ではないはずだ。

だが一方、今この時敵の首魁はほぼ丸裸であり、ビルワチを落

とすことで螺旋髑髏団をほぼ壊滅に追い込むことはできる。

千載一遇とはまさに今のための言葉である。

踵島近海（地図参照）
踵島は珊瑚礁からなる群島で通商路から外れているほか、定住

者もなく、ほとんど人が訪れることもない。一番大きな踵島以外に

親指、人差指、中指、小指の 4 つの島がある。踵島と他の 4 島と

の間には暗礁地帯があり、水虫暗礁と呼ばれている。

人跡稀なこの島々には海賊たちが寄港し宝を隠していると噂さ

れる。
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この冒険は連作冒険の一部であり、PC たちが数日ぶりの大休憩

をとり、補給を済ませた場面からスタートすることを意図している。

通常の冒険の中で使う場合についてはコラムを参照。

冒険をはじめる際には、以下の読み上げ文を読み聞かせた後で、

・すぐ遭遇を開始する。

・今回の冒険では間に大休憩を挟むことはほぼない。

・今回の冒険では途中に（補給で得た品物以外の）物資の購入は

できない。

を説明し、呪文の選択などを行なわせること。

これまで君たちはアンデッドの海賊、螺旋髑髏団と戦って

きた。彼らが求めているのは、君たちの手にあるザ・ブラス・

ナイチンゲールというアーティファクトである。

それは苛烈な闘いだった。敵は疲れを知らず、恐れを知らず、

死霊の王の指先から生み出されるあまたの死に損ない。一つ

一つには打ち勝てても、休息、補給を必要とする君たちは追

い詰められてゆく。

今、君たちの目の前にあるのは、補給の品を運んだ闇商人が、

君たちに残した手紙である。

「ずいぶんとやばい橋を渡った。もうあんた達と取引はしな

い。螺旋髑髏団に睨まれるのが怖いってンで、俺以外にあん

た達と取引をするようなやつももういなくなったよ。

そろそろどうするか、考えた方がいいぜ。

波の下のあばずれ女神にたっぷりと供物差し上げとくんだ

な」

どうにも潮時は近い。より遠くまで逃げきるか、それとも

腹を決めてヤツらと事を構えるか。船の手入れを仕上げた君

たちが思案していたとき、マストの上から小
ナ イ チ ン ゲ ー ル

夜啼鳥の声が響

き渡った。

「髑髏の旗！　海賊船よ！！」

選ぶ余裕は、ないのかも知れない。

○この冒険を通常の冒険で使用する
この冒険の目的は海賊との決着にあり、遭遇もその作戦・

決行がメインになっている。そのため、海賊との関わりな

どをあらかじめ構築しておくのが望ましい。

また、これまでに行なってきた冒険の一部として、遭遇

２以降を使用するのも良いだろう。その場合、敵旗艦に接

触するまでの技能チャレンジを「配下の船を振り切って接

近する」と「敵旗艦に接舷または衝角戦を行なう」に分割し、

その間に別の戦闘遭遇を入れてみても良い。

クエスト
主要クエスト：螺旋髑髏団との決着をつける

経験点：2,000（6 人なら 2,400 点）

これまで PC たちは螺旋髑髏団と闘いを繰り広げてきたが、その

戦いに終わりは見えない。機を見計らって敵に大打撃を与え、因縁

を断ち切るときが来た。

補給品
闇商人たちに PC たちが頼んだ品物は既に届いている。

以下の品物を配分しておくこと。

・ポーション・オヴ・ヒーリング：人数分

・ポーション・オヴ・レジスタンス（4 レベル［死霊］）：人数分

・グロウ・ストーン：1 つ

ポーション・オヴ・ヒーリング
Potion of Healing ／治癒の水薬 レベル5
この単純なポーションは肉体の自然治癒能力を引き出して、君の
傷を治す。
ポーション 50gp
パワー（［消費型］◆［回復］）：マイナー・アクション。
 このポーションを飲み、回復力を1回ぶん消費する。
 通常回復するヒット・ポイントの値の代わりに、使用者は10ポ

イントのヒット・ポイントを回復する。

ポーション・オヴ・レジスタンス
Potion of Resistance ／抵抗の水薬 レベル4
このポーションは、それがどういう防御を与えるかによって、色
もにおいも異なる。
レベル4 
ポーション
パワー（［消費型］）：マイナー・アクション。ポーションを飲み、

回復力を1回ぶん消費する。使用者は通常のようにヒット・ポ
 イントを回復するのではなく、その代わりにその遭遇の終了時

まで、特定の種別のダメージに対する5の抵抗を得る。どの種別
 （［酸］、［死霊］、［精神］、［電撃］、［毒］、［火］、［雷鳴］、または
 ［冷気］）に抵抗を与えるかはポーションの作成時に決定される。
 このポーションによって、同時に複数のダメージ種別に対する

抵抗を得ることはできない。

グロウストーン
Glowstone ／輝きの石 レベル10
かすかに光るこのこぶし大の石は、アンデッド・クリーチャーを
打つ明るい光の爆発を作り出すことができる。
その他の消費型アイテム 200gp
特性：グロウストーンは、半径2マスを照らす“薄暗い”光を放つ。
パワー（［消費型］◆［区域］、［光輝］）：標準アクション。
 グロウストーンは、遠隔範囲・爆発2・5マス以内に“明るい”照

明に照らされた区域を作り出す。その区域に入ってきた、
 あるいはその区域で自分のターンを開始した、［光輝］に対する
 脆弱性を持つすべてのアンデッド・クリーチャーは、［光輝］ダ

メージを受けたかのような作用を受ける。
 例えば、［光輝］に対する脆弱性5を持つスケルトンは、この区域
 に入ってくるか、区域内で自分のターンを開始すると、5の［光

輝］ダメージを受ける。この区域は、その遭遇の終了あるいは
 5分経過のどちらか早いほうまでの間持続する。このパワーを

使用すると、グロウストーンは塵になる。

この冒険を既存のキャンペーンに連続して行なっている場合に

は、前回のセッションで PC たちに補給品のリストを作成させ、そ

れをここで与えると良い。

冒険の導入
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 第三話「不死の艦隊」

冒険の概要
遭遇１．野心の代償：PC たちの居場所を知り、抜け駆けを試みた

グールの海賊 “ 腐れ斑 ” の襲撃。襲撃の途中、PC たちに叶いそ

うにないことを悟った “ 腐れ斑 ” は旗艦への合図を出そうとする。

その可否が以降の遭遇に影響する。

遭遇 2．海上演舞：敵旗艦の位置と集結の報を聞いた PC たちは、

敵旗艦襲撃のための方策を練り実行する。いかにして敵旗艦に

接触するか、敵旗艦に対してどのように戦闘を仕掛けるか技能

チャレンジを行なう。

遭遇 3．空襲または巡回：遭遇 1 で腐れ斑が合図を出した場合に

は襲撃者として、旗艦に気付かれないまま接触しようとしてい

る場合には巡回としてワイバーンに乗ったスケルタル・トゥー

ム・ガーディアンとヴォーテクス・レイスと遭遇する。

遭遇 4．決戦：敵旗艦に乗り込んだ PC たちは、“ ぐるぐる眼の ”

ビルワチとの決戦に挑む。技能チャレンジの結果により待ち受

ける敵の数や増援、支援攻撃の有無が定まる。

遭遇レベル10（XP2,500）
セットアップ
　腐れ斑（X）   1 体

　人間の海賊（P）   4 体

　海ゾンビ（Z）   2 体

　ティーフリングの闇の剣士（T） 2 体

　発火装置（I）   1 箇所

海馬号と海賊船が舷側を接した状態（遭遇 1 の図を参照）から

遭遇を開始する。

禍々しい衝角を備え、黒く塗られた海賊船は螺旋髑髏団の例に

漏れず、これ見よがしに死体が飾られている。乗組員にはアンデッ

ド以外も多い。

ナイチンゲールの知らせを受けた君たちは、どうにか戦闘

準備を整えることはできた。やってきたのはこれまでの冒険

で馴染みになった螺旋髑髏の突撃船だ。衝角攻撃を避けたま

では良かったが、綺麗に隣接されてしまう。甲板には螺旋髑

髏の海賊、ぶよぶよとして下腹のふくれた動く死体。そして

頭蓋に渇いた肌の張り付いた（まるで死体のような）ハイエ

ナ頭の巨漢である。

彼はトラインデントを振り上げ、配下に指令を下した。

「ビルワチ様のおいでを待つ必要は無い、今ここで炎の銛号、

腐れ斑がやつらの首を取ってみせる」そう言ってネットを打

ち振ると、くくりつけられた顎の骨がカタカタと笑った。

〈知覚〉判定：難易度 28：

甲板の物陰に、クローク姿の人影が隠れている。フードを

押し上げているのはねじ曲がった角だ。

戦術
人間の海賊と海ゾンビは我先に敵船に乗り込んで戦う。彼らは

なるべく 1 体の敵を集中攻撃するが、ゾンビの自爆は味方にも作

用するため、海賊たちは決してゾンビに隣接しようとはしない。

ティーフリングの闇の剣士たちは隠れた状態で戦闘を開始する

（発見するには難易度 28 の〈知覚〉判定が必要）。彼らは味方の攻

撃によって敵が多少傷つくまで行動遅延し、クローク・オヴ・ラー

遭遇１．野心の代償
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キング で乗り込んでポイズンド・ショートソード でとどめを刺そう

とする。

腐れ斑はネットの射程ぎりぎりの距離まで敵に近づき、2 体以上

の味方に隣接している敵めがけてネットを投げつけ、後は敵が脱出

するまでスピアを投げ続ける。

部下が残り 3 人以下になるか、自分が重傷になった時点で、腐

れ斑は不利を悟り、船の発火装置に点火しようとする（衝角で突っ

込み、いざとなれば相手と共に爆破炎上するのが、この船の奥の手

である）。発火装置については「このエリアの情報」を参照。

「俺を倒してそれで終わると思うな。螺旋髑髏の腕は長い、

すぐにお前達は袋のネズミだ！」。

腐れ斑 レベル11　砲撃役
中型・自然・人型、ノールのグール XP600
イニシアチブ：＋11 感覚： 〈知覚〉＋13
hp：91；重傷値：45
AC23；頑健21、反応24、意志22
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
移動速度：6
mトライデント（標準；無限回）◆［武器］
＋16 対 AC；2d6＋5ダメージ。
Rトライデント（標準；無限回）◆［武器］
射程5/10；＋18 対 AC；2d6＋5ダメージ。
R噛みつくネット

（標準；目標がネットから脱出した時点で再チャージ）◆［武器］
射程4/8；＋16 対 “反応”；1d6＋5ダメージ、目標は伏せ状態になる。
 さらに、目標はこのネットから脱出するまでは動けない状態

であり、伏せ状態から立ち上がることもできない。
ジャンプ（移動；再チャージ56）
腐れ斑は移動困難な地形を無視して3マスのシフトを行なう。
ネットの達人
腐れ斑は自分のネットに絡まれている目標に対して攻撃を行なう

際、1d6の追加ダメージを与え、遠隔攻撃を行なう際にも
 その目標が伏せ状態であることによるペナルティを受けない。
群れでの攻撃
攻撃の目標に腐れ斑の味方が2体以上隣接している時、腐れ斑はそ

の目標に対する攻撃で2d6の追加ダメージを与える。
属性：悪 言語：共通語、奈落語
技能：〈威圧〉＋14、〈運動〉

【筋】 19（＋9） 【敏】 22（＋11） 【判】 16（＋8）
【耐】 19（＋9） 【知】 15（＋7） 【魅】 18（＋9）

装備：レザー・アーマー、ネット、＋1トライデント

人間の海賊 レベル9　雑魚
中型・自然・人型 XP100
イニシアチブ：＋8 感覚： 〈知覚〉＋5
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC23；頑健21、反応21、意志20
移動速度：7
mカトラス（標準；無限回）◆［武器］
＋14 対 AC；6ダメージ。
スカーヴィ・ドッグズ・フランク／卑劣な犬の挟撃
人間の海賊は自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋1の
 ボーナスを得、その攻撃はそのクリーチャーに1d6の追加ダ

メージを与える。
属性：無属性 言語：共通語
技能：〈運動〉＋11、〈軽業〉＋11

【筋】 14（＋6） 【敏】 15（＋6） 【判】 12（＋5）
【耐】 15（＋6） 【知】  9（＋3） 【魅】 11（＋4） 

装備：カトラス（ショート・ソード）

海ゾンビ レベル8　暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド、水棲） XP350
イニシアチブ：＋6 感覚：〈知覚〉＋11；暗視
hp：108；重傷値：54；下記のゾンビ・ウィークネス も参照
AC20；頑健22、反応19、意志18
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
移動速度6、水泳8
m 叩きつけ（標準；無限回）
＋11 対 AC；2d8＋5ダメージ。
mゾンビ・グラブ／ゾンビのつかみ（標準；無限回）
＋9 対 頑健；目標はつかまれる。このゾンビによるつかみから脱

出しようとする判定には－5のペナルティがつく。
Cゴーリィ・デス／陰惨なる死に様（hpが0になった時）◆［死霊］
近接範囲・爆発1；4d6＋4［死霊］ダメージ、目標は盲目状態にな

る（セーヴ・終了）。
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点
ゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にゾンビのヒット・

ポイントを0に減少させる。
属性：無属性 言語：――

【筋】21（＋9） 【敏】14（＋6） 【判】14（＋6）
【耐】18（＋8） 【知】2（±0） 【魅】4（＋1）

ティーフリングの闇の剣士 レベル9奇襲役
中型・自然・人型 XP400
イニシアチブ：＋13 感覚：〈知覚〉＋6；夜目
hp：77；重傷値：38
AC22；頑健19、反応21、意志19
抵抗：［火］13
移動速度6；クローク・オヴ・ラーキング も参照
mポイズンド・ショートソード（標準；無限回）◆［毒］、［武器］
　＋14 対 AC（重傷の目標に対しては＋15）；1d6＋6ダメージ。闇

の剣士は1回の二次攻撃を行なう。
 2次攻撃：＋12 対 頑健 ；継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
クローク・オヴ・ラーキング／身隠しの衣

（移動；再チャージ6）◆［瞬間移動］
　闇の剣士は5マス瞬間移動し、次の自分のターンの終了時まで不

可視となる。
インファーナル・ラス／地獄の怒り（マイナー；遭遇毎）
　闇の剣士は、自分の1つ前のターン以降に自分に攻撃をヒットさ

せた1体の敵に対する次の1回の攻撃ロールに＋1のパワー・
 ボーナスを得る。この攻撃がヒットし、ダメージを与えるなら、

さらに3点の追加ダメージを与える。
属性：悪 言語：共通語
技能：〈隠密〉＋18、〈はったり〉＋14

【筋】 14（＋6） 【敏】 21（＋9） 【判】 15（＋6）
【耐】 17（＋7） 【知】 14（＋6） 【魅】 17（＋7）

装備：レザー・アーマー、毒を塗ったショートソード

このエリアの情報
舷側：海面から舷側を伝って甲板上に這い上がるためには、難易

度 19 の〈運動〉判定による登攀を行なわなければならない。甲

板の高さ 5ft. につき 2 マス分登攀する必要がある。

海：海面は穏やかであり、海に落ちたクリーチャーが泳ぐための〈運

動〉判定の難易度は 10 である。

帆柱：帆柱は 1 マスを占め、遮蔽を提供する。

発火装置：（地図中の “I”）信号用の花火を利用したこの発火装置

は船尾に設置されており、点火にはのべ 2 回の標準アクション

が必要。2 回目の標準アクションが行なわれたところですさまじ

い光と音を発して爆発し、そのマスを中心に爆発 3：＋ 14 対 “ 反

応 ”；3d8 ＋ 5［火］ダメージ、ミス：半減ダメージ。の攻撃を

行なう。また空に花火が打ち上げられ、周囲 10 マイルから見る

ことができる。

船倉：闇商人の生き残りが捕らわれている。適切に扱えば、彼は

以下の情報を一行にもたらす。PC たちが敵の捕虜を取ったなら、
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方針を決定させる
ここの情報の一部をその捕虜から伝えても良い。

＊ PC たちへの補給物資を 1 週間前に小指島に運搬してきた。

その際、PC たちに会えたなら売りつけるつもりの巻物があっ

た。

＊帰還途中に襲撃に遭い、小指島への補給の帰りであると明ら

かになったところで様子が変わり、PC たちの到着日程を吐か

された。

＊腐れ斑は集結地点の踵島に向かう途中であったが、上記の情

報を受けて小指島近辺を巡回することにした。「腐れ斑は『ビ

ルワチ様の元へ一番にたどり着くハズだったが、手柄の方が

先だ』と言っていた」

戦利品：腐れ斑の船には以下の戦利品が積まれている。彼はこの

戦利品で螺旋髑髏団の仲での己の地位を高めようとしていた。

＊ 2,211gp、銀の砂時計。砂は砕いた真珠（1,000gp 相当）

＊巻物ケースの中に納められたコントロール・ウェザーの巻物。

「三倍値段で売りつけること」と闇商人のメモが添えられてい

る。

＊別の巻物ケースに納められた海図の写し（小指島近海、踵島

に集結地点の印、ハンドアウト参照）と、アニマル・メッセ
ンジャーの巻物× 3 枚、使用済みのセンディングの巻物 。

捕虜：ティーフリングの闇の剣士はいずれもこの上ない情報源で

ある。〈交渉〉（適切なロールプレイを伴う、難易度 14）や〈威圧〉

判定（難易度 19）の使用により以下の情報が明らかになる（〈はっ

たり〉、〈看破〉も有用だろう）。

＊腐れ斑は中堅の幹部であるが、他の幹部と異なり大型船を任

されていないのを悔しがっていた。その分、船足の速さで勝

負するといい、今回踵島に向かうときも一番を目指していた。

＊ビルワチの旗艦 “焦
こ げ ど く ろ ご う

髑髏号” は踵島に既に着いているはずだ。

他の幹部は合流を急いでいる（今、焦髑髏号の側に大型艦は

いない）

＊ここ数ヶ月、ビルワチの指示はかなりまともであり、以前の

ような頓狂な指示が少なくなった。そのような指示がなされ

ても追って訂正されることが多くなった。

＊ビルワチの指示の最優先目標は真鍮の小夜啼鳥の奪還であり、

その次が PC たちの命である。

＊ビルワチには赤い光の剣を使う、鎧の護衛 2 名が常に仕えて

いる。

＊ビルワチの船、焦髑髏号には直衛のアンデッドおよび、幹部

しか乗り込めず詳しいことは不明。だが、大量の肉が運ばれ

ており、生身の海賊達にとって恐怖となっている（ワイバー

ンの餌）。

ハンドアウトおよび事前に与えられる情報を提示し、いかにし

てビルワチの旗艦に乗り込み、ビルワチを撃つかの計画を定めさせ

ること。

事前に与えられる情報
螺旋髑髏団の構成：

＊旗艦 “ 焦髑髏号：時速６マイル（同速度で櫂走可）『冒険者の

宝物庫』のグレートシップに相当。100 名ほど乗組員がいるが、

そのほとんどは雑魚のスケルトンやゾンビ。さらに帆走時は 20

名、櫂走時はほぼ総人員が船の操作に従事する。

＊幹部の大型船× 5：時速５マイル（同速度で櫂走可）『冒険者の

宝物庫』のロングシップに相当、乗組員は最大 50 名。ただし現

時点では踵島に未到着と思われる。

＊小型快速船× 10：時速８マイル。『冒険者の宝物庫』の快速船

に相当、乗組員は最大 20 名。現時点では踵島に到着している船

は少ないと思われる。

参考　海馬号：時速８マイル（同速度での自走可）

注：人員は多いが、ほとんどの乗組員はこのレベルの PC に正面

からかなう敵ではなく、戦闘に参加するのは各船の幹部相当モンス

ターであると伝えておくこと。

位置関係＋風向：
＊踵島と小指島の間の距離は約 8 マイル（地図参照）。

＊マスト上からは周囲 8 マイルの様子が見え、故に踵島を見るこ

とができる。その場合、踵島には螺旋髑髏団の旗艦（焦髑髏号）、

快速船 2 隻の計 3 隻がいるのが見える。

＊踵島から小指島に向かって順調な追い風（つまり PC たちから

は向かい風）となっており、従う限り移動速度＋ 3 マイルされる。

その場合、快速船は時速 11 マイルつまり 45 分で、焦髑髏号は

時速９マイルつまり 55 分で小指島へ到着する。

＊なお海馬号は向かい風の影響は受けずに、追い風の恩恵は得ら

れる。

＊また、ナイチンゲールはこの時点で、作成者であるビルワチの

位置を感じ取れるようになる。これにより荒天や濃霧の中でも

ビルワチの元に行くことは可能になる（しかしこれは同時に、

ビルワチがナイチンゲールの位置を知ることができることも意

味する）。

その他：
＊前述のティーフリング、および捕虜の情報をここで渡しても構

わない。

＊コントロール・ウェザー の儀式を使用すれば、使用者を中心に

半径 2 マイルの風向きを変えたり、無風にしたり、濃霧を発生

させることができる。詳しくはコントロール・ウェザーを 参照。
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コントロール・ウェザー
Control Weather ／天候制御

地平線上に入道雲が現れ、大空を駆けるように近づいてくる。

それからまもなく、雷を伴った豪雨が降り始める。

レベル：14　 構成要素費用：1,800gp

系統：探険 市価：4,500gp

執行時間：1 時間 対応技能：〈自然〉

持続時間：特殊

執行者は自分を中心に半径 2 マイルの範囲の天候を変化させ

る。

ただし、変化の幅は現在の季節がいつであるかによって制限

を受ける。ゲーム内の季節に応じて、以下の表から天候の種類

を選ぶこと。
季節 　　　　　　　　天候
春     熱波、みぞれを伴う嵐、雷嵐
夏     雹を伴う嵐、熱波、嵐
秋     寒波、霧、みぞれ、暴風
冬     吹雪、暴風、雪融け
執行者は天候のおおまかな傾向（風の向きと強さ、霧・雹・

雨・雪がもたらす隠蔽の度合いなど）を制御することができる

が、雷がどの場所に落ちるのかといった詳細な点までは制御で

きない。この

儀式の持続時間中、執行者は標準アクションによって、前述

の制限の範囲内で天候を変化させることができる。この儀式の

持続時間は執行者の〈自然〉判定の結果によって決まる。執行

者が天候を変化させようとした際、実際に天候が変化するまで

には常に 10 分間の時間を要する。
〈自然〉判定の結果 　　　　　持続時間

19以下    2時間
20 〜 29    4時間
30 〜 39    16時間
40以上    24時間

敵の対応する動き
腐れ斑の自爆が成功している場合：

ビルワチはただちに異常に気がつき、快速船と航空戦力を差し

向けつつ焦髑髏号の錨を上げる。その場合、最短 45 分で快速船が

小指島に到着するほか、十数分後に航空戦力が PC たちに接触し、

遭遇３が発生する。

しかし敵の早まった起動により、敵船団には移動速度の差が生

じて、結果として焦髑髏号は孤立する。向かい風を気にしない海馬

号であれば護衛の快速船をかいくぐり敵旗艦に接触できるだろう。

腐れ斑の自爆が食い止められた場合：

敵は襲撃準備を整えようとしているが PC たちには気付いていな

いため、他の艦船が合流する 6 時間後まで動きはない。PC たちが

望むタイミングで戦闘を開始できる。しかし、6 時間以上時間を経

ると他の艦船が合流し、遭遇が困難になってしまうだろう。

また、特に PC たちの接近に気がついた場合にはただちに航空勢

力が差し向けられるほか、この航空兵力が巡回しているため、ある

程度近づいた時点で航空戦力との遭遇（遭遇３）が起こる。

PCたちの戦術案
腐れ斑を退けた時点で PC たちはコントロール・ウェザー の巻

物を得ている。この巻物は発動に 30 分（巻物なので本来の半分）、

天候の操作・実現に 10 分かかる（操作は 1 標準アクション、実現

に 10 分）。

セッション時の季節は秋である。

この巻物を使用することで、PC たちはほぼ確実に敵旗艦へ接触

できるだろう。

例１）敵を誘い出し、速度差により旗艦が単独になるところを見

計らって無風状態を作りだしたり、風向きを変えることで、直

衛の快速船を迂回したり、すり抜けて旗艦へ向かう。その後乗

り込み戦や衝角戦を行なう。

例２）暴風を起こし、快速船および旗艦を混乱に陥れ活動できな

くしてから旗艦に近づき乗り込み戦や衝角戦を行なう。

例３）濃霧を出して、直衛の船の目を欺き、旗艦に近づいて乗り

込み戦や衝角戦を行なう。

敵旗艦へ近づく試みは、遭遇２（技能チャレンジ）である。場

合によってはチャレンジの途中で飛行戦力との遭遇３が起こる。

○プレイヤーのアイデアを採用する

地図と船、そして手段が与えられているときプレイヤーはお

よそ DM の予想もしなかった方法を思いつく物である。まずは

そのアイデアに耳を傾け、検討してみること。臨機応変に技能

チャレンジをデザインするのも良い。その場合は遭遇 2：海上

演舞の難易度や複雑度を参考にすると良い。

海馬号は海上を自在に動けるため、機動性という点で他の船

に大きく勝る。そのため単に離脱する・逃走するというのはた

やすい。PC にはそれをはっきりと知らせ、大胆な行動を促そう。

遭遇 3 の航空兵力はほぼ DM の望むタイミングで遭遇戦を仕

掛けられるが、他の遭遇との連戦になる場合、小休憩をとれる

ようにする事を忘れてはいけない。小休憩なしでの連戦は非常

に難易度が高くなる。
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技能チャレンジ
敵旗艦に近づき、衝角戦または乗り込み戦を挑む

レベル 13 技能チャレンジ XP2,400

複雑度：４（３回失敗する前に 10 回成功しなければならない）

1 サイクル約 30 分。1 キャラクターは 1 サイクルの間、1 回の

判定を行なえる。

この技能チャレンジは 2 つのステージに別れている。第一ステー

ジ（成功回数 7 回まで）は焦
こ げ ど く ろ

髑髏号へ攻撃を仕掛けられる位置ま

で近づく段階であり、例として迂回（引き離し、足止め）、潜伏行、

突破の各方策を例として示した。

第二ステージ（成功回数 8 回以降）は実際に乗り込み戦や衝角

戦を行なう段階である。

第一ステージ「敵艦に近づく」
成功回数 7 回で第二ステージへ移行する。

・第一ステージ共通技能

以下は海馬号の操縦のための技能であり、第一ステージでは方
策にかかわらず必ず使用できる技能である。

主要技能：〈運動〉、〈魔法学〉：成功カウント 1 回に数える
〈運動〉（難易度 16）：舵輪の操作を行なう。1 サイクルで必ず 1 回、

この判定に成功する必要がある。また、1 サイクルの成功回数は

1 回が上限。1 サイクルにおいて誰も成功できなかったなら、成

功カウントを一回減らす。

〈魔法学〉（難易度 16）：精霊使役の出力調整。1 サイクルで必ず 1 回、

この判定に成功する必要がある。また、1 サイクルの成功回数は

1 回が上限。1 サイクルにおいて誰も成功できなかったなら、成

功カウントを一回減らす。

副次技能：〈軽業〉、〈知覚〉

〈軽業〉（難易度 16）：船上で機敏に活動し索具を操作、操縦を補

佐する。そのサイクル間、任意の判定に 1 回、+2 のボーナス。

〈知覚〉（難易度 16）：状況の変化を適切に見て、行動を補佐する。

そのサイクルの間、任意の判定に 1 回、+2 のボーナス。

1）敵を誘い出して快速船を引き離し（あるいは迂回、足止め）し

て旗艦へ近づく。

コントロール・ウェザー を使用していない場合、すべての難易

度は５上昇する。

遭遇 1 の結果によりすでに敵が動き始めている場合、旗艦と護

衛艦が離れているため自動的に成功回数 1 を得るが、護衛艦の追

従が早いため、すべての難易度は 2 上昇する。

ビルワチは船を進めるほか、ただちに航空戦力を派遣する。

その場合、この技能チャレンジに取りかかる前に遭遇３を行な

い、その後に技能チャレンジを行なうこと、遭遇３と遭遇２，遭遇

４の間には小休憩を取ることができる。
前述の共通技能に加えて次の技能が使える。

主要技能：〈看破〉、〈自然〉、〈はったり〉：成功 1 回に数える

〈看破〉（難易度 16）：敵船の機動を見破る。

〈自然〉（難易度 16）：潮目、風向きから最適なルートを見抜く。

〈歴史〉（難易度 16）：過去の艦隊戦の記録から適切な戦術を採用

する。

〈はったり〉（難易度 21）：偽りの機動で敵艦隊を攪乱する。成功

カウントに数えるのではなく、1 回の失敗カウントを取り消す。

失敗カウント 1 回ごとに、より大きな迂回を要求され、その時

間をついて快速船が旗艦の直衛にまにあってしまう。

失敗カウント 1 回で「遭遇４：決戦」において ” 増援 ” が起こる。

失敗カウント 2 回では、さらに護衛船を振り切れず、衝角戦以外

での接舷が不可能になる。また、接近までに船からの攻撃を受け、

PC はその時点で全員回復力使用回数を 1 回失う。

失敗カウント 3 つになった場合、PC たちは改めて全員回復力を 1

つ失い、さらに、敵旗艦の方から接舷されてしまう。“ 横付け ”

された状態で「遭遇４：決戦」を行なう。PC たちは失敗カウン

ト１による ” 増援 ” に加え ” 支援砲火 ” にも晒される。

２）霧を生み出して潜伏・接近する

コントロール・ウェザー を使用していない場合は行なえない。

霧の効果により成功カウントを 2 得た状態から始める。

この場合、第一ステージを完遂する頃に巡回していた航空兵力

と出くわす形で遭遇３が起こる。PC は全員自動的に不意討ちラウ

ンドを得る。霧により戦場はすべて視認困難を得ているものとして

扱うこと。遭遇３と遭遇４の間には小休憩を取ることができる。

前述の共通技能に加えて次の技能が使える。

主要技能：〈看破〉、〈知覚〉、〈隠密〉、〈はったり〉

〈看破〉（難易度 21）：霧の中から敵船の機動を見破る。

〈知覚〉（難易度 21）：霧の中から敵船の機動を見破る。

〈隠密〉（難易度 21）：索具を縛って音が出ないようにし、カモフラー

ジュを行なう。

〈はったり〉（難易度 21）：敵を攪乱する。成功カウントに数える

のではなく、1 回の失敗カウントを取り消す。

副次技能：〈自然〉

〈自然〉（難易度 16）：潮目、風向きから最適な潜伏航路を捜す。

そのサイクルの間、任意の判定に 1 回、＋ 2 のボーナス。

失敗カウント 1 回毎に艦影を発見され、敵の対応を許してしまう。

1 回の失敗カウントで「遭遇４：決戦」において ” 増援 ” が起こる。

失敗カウント 2 回では護衛船が旗艦に近づくため、「遭遇４：決戦」

において ” 支援砲火 ” が起こる。

失敗カウント 3 回では焦髑髏号の迎撃を受ける。砲火により PC

たちは全員回復力を 1 つ失う。さらに、敵旗艦から接舷されてし

まい、“ 横付け ” された状態で「遭遇４：決戦」を行なうことになる。

３）荒天を創り出す、追い風にして強行突破する

コントロール・ウェザー を使用していない場合は行なえない。

荒天の効果により成功カウントを 2 つ得た状態から始める。

共通技能を使用する際、荒天により難易度は＋ 5 される。

この場合、ビルワチは不自然な気象の変化に気がつき、航空兵

力を異変の中心に派遣する。航空兵力は第一ステージが終了した時

遭遇２：海上演舞
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点で海馬号にたどり着くが疲弊しており、ワイバーンとスケルタル・

トゥーム・ガーディアンはともに重傷に陥った状態から遭遇 3 を

開始する。また、強風のためフライバイ・アタック は使用せず甲板

に着陸して戦う。

主要技能：成功カウント 1 回に数える

〈軽業〉（難易度 21）：荒天のもと適切に船上活動を行ない船を進

める。

〈自然〉（難易度 21）：天候をどのように変えるべきか、風の海面

に与える影響などを鑑みる。

成功カウント 7 回を稼いだ時点で第二ステージへ移行する。こ

の時点で旗艦以外の船は吹き散らされ、あるいは転覆する。

失敗カウント１回では自ら呼び出した荒天／強風に翻弄され、

次のサイクルに行なう援護を含む判定に－ 2 のペナルティを負う。

失敗カウント２回では荒天／強風に翻弄され、全員回復力を 1 

回分失う。第一ステージで失敗カウント 3 つになった場合、焦髑

髏号に近づいたところで、高波や暴風により衝突してしまう。PC 

たちは 3d8 ＋ 5 のダメージを受け、焦髑髏号の甲板上にいる敵は

その半分のダメージを受ける（ただし、甲板上の雑魚はこのダメー

ジを受けない）。

第一ステージで失敗カウント 3 つになった場合、焦髑髏号に近

づいたところで、高波 or 暴風を受け、衝突してしまう。PC たちは

3d8 ＋ 5 のダメージを受け、焦髑髏号の甲板上にいる敵はその半

分のダメージを受ける（ただし、甲板上の雑魚はこのダメージを受

けない）。

第二ステージ（成功回数８～ 10）

その船は通り名の通り、黒くそしてあちこちに焼け焦げが

残っていた。まるで火葬場から焼け残りの薪、焦げた骨を集

めて造ったような船だった。三段の甲板の上には人間の水夫

達がカタパルトを操作している。赤々と燃えている火鉢から

は焼玉が運びだされている。

舷側から伸びる櫂はゆっくりと、しかし一筋の乱れもなく

動いている。まるで、水面を大きなムカデが歩いているよう

だった。

外れたカタパルトの玉が轟音を上げて水中に落ちた。戦い

の火ぶたは、いま落とされたのだ！

１） 衝角戦
第一ステージの共通技能に加えて以下の技能が使用できる。た

だし、共通技能は荒天時には難易度が 5 上昇する。

主要技能：成功カウント 1 回に数える

〈威圧〉（難易度 21）：船首に立って敵船の兵士を睨め付ける。船

員は怖じけて回避の手を止めて逃げ出す。

〈看破〉（難易度 16）：敵船の機動を見破る。

副次技能：

〈自然〉（難易度 16）：潮目、風向きから最適なルートを見抜く。

そのサイクルの間の判定に +2 のボーナス。

〈知覚〉（難易度 16）：状況の変化を適切に見て、行動を補佐する。

そのサイクルの間の判定に +2 のボーナス。

成功カウント 10、焦髑髏号への突撃に成功する。敵は衝撃によ

りダメージを 3d8 ＋ 5 点受ける。結果として遭遇４における雑魚

はいない。PC たちは与えたダメージの半分を受ける。また、敵船

と自分との相対的な位置を PC 側が決定できる。

失敗カウント毎に、焦髑髏号およびビルワチからの迎撃を受け

たことになり、全員の回復力を 1 回分失う。

失敗カウント 3 に到達した場合には、これまでと同じように回

復力を 1 回失うほか、衝角戦に失敗し横付けにされる。接舷位置

は DM が決定し、敵は遭遇４においてイニシアチブに＋ 4 のボー

ナスを得る。

２） 乗り込み戦

第一ステージの共通技能に加えて以下の技能が使用できる。た

だし、共通技能は荒天時には難易度が 5 上昇する。

主要技能：成功カウント 1 回に数える

〈軽業〉（難易度 21）：一足先に君は敵の船に躍り込んだ。

〈はったり〉（難易度 16）：偽りの機動で敵艦隊を攪乱し、最適な

乗り込みを行なう。

副次技能（失敗カウントには数えない）

〈看破〉（難易度 16）：敵船の機動を見破り、そのサイクルの間の

他者の判定に +2 のボーナス。

〈自然〉（難易度 16）：潮目、風向きから最適なルートを見抜く。

そのサイクルの間の判定に +2 のボーナス。

成功カウントが 10 回に到達したなら、乗り込み戦に成功する。

望む相対位置で「遭遇４：決戦」を開始し、イニシアチブに＋ 2 のボー

ナスを得る。

失敗カウント 3 に到達した場合、全員回復力を 1 回失うほか、

衝角戦に失敗し横付けにされる。接舷位置は DM が決定し、敵は

遭遇４においてイニシアチブに＋ 4 のボーナスを得る。
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 第三話「不死の艦隊」

遭遇レベル10（2,300XP）
セットアップ
　ワイヴァーン    2 体

　スケルタル・トゥーム・ガーディアン  2 体

　ヴォーテクス・レイス   1 体

水平線の向こうから近づいてくる影がある。数は 2 つ。皮

膜の翼を広げた爬虫類、その背には骸骨の剣士が跨っている。

飛竜の前を飛ぶのは靄の渦。その靄はうごめく度に苦痛に悶

える人の顔の形を取っている。ヤツらは上空から勢いよく君

たちに飛びかかってきた。

ヴォーテクス・レイスについての知識：〈宗教〉難易度 20

ヴォーテクス・レイスは［力場］のつむじ風を作りだし、瓦

礫やクリーチャーをひっくり返す。竜巻や嵐で死に、その遺体

が決して見つからなかった者達がこのレイスとして立ち上がる

のだ。

これらの航空戦力はビルワチの奥の手であり、焦髑髏号の甲板

の下で飼われている。PC たちの行動により、巡回、あるいは迎撃

部隊として立ちはだかる。

マップは海馬号をしようする。

戦術
通常、イニシアチブのロールはモンスターの種類ごとに一括し

て行なうが、この戦闘においては一組の乗騎と乗り手の組み合わせ

ごとに行なうこと。戦闘開始時にスケルトン A、スケルトン B、レ

イスのイニシアチブのみを個別にロールし、各スケルトンのイニシ

アチブ順ごとに乗騎のワイヴァーンも一緒に行動する。乗り手が乗

騎から落とされた時点で両者のイニシアチブは分離し、以後は個別

に行動する。この時、乗騎のイニシアチブ順は乗り手の直後である

ものとする。

騎乗戦闘については次ページを参照。

それぞれの乗騎と乗手の組は、基本的に以下のような行動を行

なう。

（1）スケルトンが「間合い内に敵が入り、ワイヴァーンが攻撃し

た後にカスケード・オヴ・スチール を行なう」という待機アクショ

ン。

（2）ワイヴァーンがフライバイ・アタック で守りの薄そうな敵に

のみ隣接、クローズ で攻撃して伏せ状態にする。

（3）スケルトンの待機アクションを解決。

（4）ワイヴァーンのフライバイ・アタック による残りの移動。

　

ただし、ワイヴァーンとヴォーテクス・レイスは共に海馬号に

追いつくために毎ラウンド常に移動アクション 1 回を消費する。

乗り手が乗騎から落とされた後は、両者は甲板上で別々に戦う。

可能な限り挟撃を狙い、ワイヴァーンはスティング でなるべく多く

の敵に毒を植えつける。スケルトンはサドン・ストライク を活かす

ために 2 体以上の敵に隣接しようとする。スケルトンが先に倒さ

れた場合、ワイヴァーンは 2 マス上空でホバリングしながら戦い

続ける。

ヴォーテクス・レイスは自分のオーラによって敵を船から落と

すことを第 1 目標とする。船べりに立っている PC がいる場合、レ

イスは甲板と同じ高さかつ舷側から 1 マス間を置いた位置に陣取

ろうとする。PC たちが賢明にも船べりを避けようとしている場合

は、重傷を負っている敵をスペクトラル・ヘリクス で足止めし、味

方とともに集中攻撃してとどめを刺そうとする。

このエリアの情報
船の情報については前の遭遇を参照のこと。

海馬号の地図を使用する。

PC たちが航空戦力と接触した状況により、濃霧などの影響があ

る。どのような状況になっているかは PC たちが遭遇 2 でどのよう

な方策をとったかによる。

濃霧：戦場が霧で満たされているため戦闘参加者は全員視認困難

を得る。

空中からの落下：甲板上に落下した場合は通常通り落下ダメージ

が適用される（2 マスごとに 1d10 ダメージ）。海面に落下した

場合は水が衝撃を吸収し、ダメージはない。水面から船の甲板

上に這い上がろうとする場合、登攀のための〈運動〉難易度は

19 である。

騎乗戦闘：騎乗戦闘についての詳しいルールは『ダンジョン・マ

スターズ・ガイド』“ 騎乗戦闘 ” を参照されたい。ここでは使わ

れる可能性の高いルールのみを簡単に説明する。 

　PC たちは乗騎と乗り手のどちらか一方だけを強制移動させる

ことによって、乗り手を乗騎から落とそうとするかもしれない

が、これは不可能である。乗り手が望まない限り、強制移動によっ

て乗騎から落とされることはない。 

　乗騎が伏せ状態になった場合、乗り手は乗騎に隣接するマス

に降ろされる。 

　乗り手が伏せ状態にされそうになった場合、乗り手はセーヴィ

ング・スローを行なう。

10 未満：失敗。乗り手は乗騎から降ろされ、自分の乗騎に隣接す

る、何ものにも占められていない場所のいずれか（乗り手が選ぶ）

で伏せ状態となる。

10 以上：成功。乗り手は乗騎から降ろされず、伏せ状態にもなら

ない。

遭遇 3：空襲または巡回
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スケルタル・トゥーム・ガーディアン レベル10 暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド） XP500
イニシアチブ：＋10 感覚：〈知覚〉＋12；暗視
hp：126；重傷値：63
AC23；頑健22、反応23、意志20
騎乗中はAC25；頑健24、反応25、意志22
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
移動速度8
m ツイン・シミター・ストライク（標準；無限回）◆［武器］
同一の目標に対してシミターによる2回の攻撃を行なう；
 ＋13 対AC；1d8＋4ダメージ（クリティカル時は1d8＋12）。
 スケルタル・トゥーム・ガーディアンは機会攻撃においても、

このパワーによって2回の攻撃を行なう。
M カスケイド・オヴ・スチール／鋼の瀑布（標準；無限回）◆［武器］
　ツイン・シミター・ストライク による攻撃を2回行なう（全部で

4回の攻撃を行なうことになる）。
M サドン・ストライク

（即応・対応、隣接する敵がシフトした時；無限回）◆［武器］
　その敵に対して1回の近接基礎攻撃を行なう。
属性：無属性 言語：――

【筋】 18（＋9） 【敏】 20（＋10） 【判】 14（＋7）
【耐】 16（＋8） 【知】 3（＋1） 【魅】 3（＋1）

装備：シミター×4

]
ワイヴァーン レベル10　遊撃役
大型・自然・魔獣（乗騎、爬虫類） XP500
イニシアチブ：＋10 感覚：〈知覚〉＋12；夜目
hp：106；重傷値：53
AC24；頑健24、反応20、意志19
移動速度4、飛行8（ホバリング）；フライバイ・アタックも参照
m バイト／噛みつき（標準；無限回）
間合い2；＋15対AC；1d8＋7ダメージ。
M クローズ／爪（標準；飛行中のみ使用可；無限回）
＋15対AC；1d6＋7ダメージ。目標は“伏せ状態”になる。
M スティング／毒針（標準；無限回）◆［毒］
間合い2；＋15対AC；1d6＋4ダメージ。ワイヴァーンは同一の目

標に1回の二次攻撃を行なう。
 二次攻撃：＋13対“頑健”；継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・

終了）。
M フライバイ・アタック（標準；無限回）
ワイヴァーンは8マスまで飛行し、移動中の任意の時点で1回の近

接基礎攻撃を行なう。ワイヴァーンはこの攻撃の目標から
 離れるような移動を行なっても機会攻撃を誘発しない。
エアリアル・アジリティ＋2（レベル10以上の友好的な乗り手が

騎乗している時；無限回）◆［乗騎］
　飛行中のワイヴァーンは、乗り手のすべての防御値に＋2のボー

ナスを与える。
属性：無属性 言語：――

【筋】 24（＋12）【敏】 17（＋8）【判】 15（＋7）
【耐】 18（＋9）【知】 2（＋1）【魅】 8（＋4）

 

ヴォーテクス・レイス レベル7　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド） XP300
イニシアチブ：＋9 感覚：〈知覚〉＋5；暗視
ヴォーテクス：オーラ3；このオーラの範囲内で自ターンを開始

した敵は5ポイントの［力場］ダメージを受け、1マス引き寄せ
 られる。
hp：55；重傷値：27
再生：5（［光輝］ダメージを受けると、このレイスの次のターンの

終了時まで再生は機能しなくなる）
AC23；頑健19、反応21、意志18
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10、非物質的
移動速度6；飛行6（ホバリング）；位相移動；シャドウ・グライド

も参照のこと
m スパイラル・ストライク／螺旋の打撃（標準；無限回）◆［力場］
＋12 対 頑健；2d6＋5の［力場］ダメージ。目標はこのレイスの次

のターンの終了時まで減速状態になる。
M スペクトラル・ヘリクス／幽冥の螺旋（標準；遭遇毎）◆［力場］
間合い2；＋12 対 反応 ；1d6＋3［力場］ダメージ。目標は継続的［力

場］ダメージ10を受け、動けない状態になる（セーヴ・終了）。
 効果：この攻撃の後、このレイスは目標に隣接する位置まで1

マスのシフトを行なう。
c ファイナル・ヴォーテクス（hpが0になった時）◆［力場］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋12 対 反応 ；2d6＋5［力場］

ダメージ、目標は伏せ状態になる。　ミス：半減ダメージ。
シャドウ・グライド／影滑り（移動；遭遇毎）
6マスのシフトを行なう。
属性：混沌にして悪 言語：共通語
技能：〈隠密〉＋12

【筋】 14（＋5） 【敏】 19（＋7） 【判】 5（＋0）
【耐】 16（＋6） 【知】 7（＋1） 【魅】 16（＋6）

 

■クレジット／ Credit
2009 年度 HJ コンベンション・アドベンチャー・シナリオ第三話
9  レベル・キャラクター用『不死の艦隊」
著者：柳田 真坂樹  編集 /DTP : 上田 明（HobbyJAPAN）
HobbyJAPAN 輸入事業課 http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル
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■「 不 死 の 艦 隊 」 は、2009 年 12 月 26 日 に 開 催 さ れ た、
HobbyJAPAN D&D コンベンションの「本格冒険コース」にて
用いられたアドベンチャーを、ダウンロード・サービスにあたっ
て更新したものです。また、本作は 2009 年擬似キャンペーン
の第３話に当たります。

● ルールやシナリオの内容に関するご質問につきましては、お
電話ではお答えできません。お手紙、ユーザーサポートへの電
子メール（cardgame@hobbyjapan.co.jp）にてお寄せください。

● 本冊子に掲載のダンジョン・マップ、ハンドアウトなどにつ
いてはセッションに用いる個人的用途に限りコピーして使用で
きます。

● 本冊子そのもの、および掲載されたイラスト、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。

● 本アドベンチャーを含め、WotC による製作物の翻訳ではな
い場合、公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、
クリーチャー、事件、事象などは、オフィシャルなものではあ
りません。
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 第三話「不死の艦隊」

遭遇レベル12 ～ 13（XP3,500 ～ 4,700）
セットアップ

この遭遇では、遭遇２、３の結果により以下のような差異が生

じうる。

＊敵艦と自艦との位置関係

＊支援砲火の有無

＊雑魚の有無（および他のクリーチャーへのダメージの有無）

＊増援の有無

すべての場合において、この遭遇には以下のクリーチャーが登

場する。

　ビルワチ（B）

　ダイアガードの暗殺者（D）  2 体

　でかぶつゾンビ（Z）  2 体

護衛の船から支援砲火がある場合には、後述の支援砲火を参照

せよ。

衝角戦を行なった場合、すべての敵（および PC たち）の hp が

減少した状況（遭遇 2 の第二ステージ、衝角戦を参照）で戦闘が

開始される点に注意せよ。

以下は衝角戦を行なわなかった場合にのみ追加される。

人間の海賊（P）   4 体

増援が登場する場合、以下のクリーチャーを追加すること。

ガーゴイル（G） 2 体

甲板には不貞不貞しい表情の海賊達が鬨の声を上げている。

その中に数体、獣のような瞳と牙をもつ人食いが混じってい

るのを君たちは見逃さなかった。

船尾楼には人骨を組み合わせた玉座がしつらえられており、

そこには膝を抱えて丸くなったローブ姿のビルワチがいた。

が、君たちの姿と真鍮の小夜啼鳥を見ると狂ったように叫び

出す。

「ナイチンゲール、ようやくこの手がそなたに届くところま

で来た！　この胸に空いた虚空、この渇望のみが今の私に残

された思い！　そなたを手に入れれば、この 100 年の渇きを

癒すことができる！」

ナイチンゲールは応える。

「ああ、ビルワチ！　この百歳の月日を、なぜあなたは妄執

に費やしてしまったの？　なんて怖ろしい罪を重ねてしまっ

たの！」

ナイチンゲールは PC たちがビルワチを倒すことを止めない。ビ

ルワチの姿を見た時点で、彼がリッチと気づいているためだ。例え

ひとときとはいえ、ビルワチの凶行を止めるにはそれしかないので

ある。

支援砲火：装填に時間のかかる複数のバリスタが順繰りに砲撃を

行なってくる結果、毎ラウンドの終了時に PC の一人（ランダム

に選択）に対して 1 回の支援砲火が行なわれる。バリスタの射

程はきわめて長いため、この戦闘では射程は無限大とみなされ

る。＋ 12 対 AC；2d8 ＋ 5 ダメージ。

 

遭遇 4：決戦
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ダイアガードの暗殺者 レベル11　遊撃役
中型・自然・人型（アンデッド） XP600
イニシアチブ：＋12 感覚：〈知覚〉＋14；暗視、超視覚10
hp：111；重傷値：55
AC25；頑健23、反応24、意志23
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度8
m フォース・ブレード／力場の刃（標準；無限回）◆［力場］
＋16 対 AC；2d6＋6の［力場］ダメージ。
C ダイア・ブレーズ／恐るべき乱刃（標準；遭遇毎）◆［力場］
近接範囲・爆発1；＋16 対 AC；2d6＋6［力場］ダメージ。
ミスト・ウォーク／霧歩き

（即応・対応、自分に対する1回の近接攻撃がミスした時；無限回）
このダイアガードは2マスのシフトを行ない、かつ次の自分のター

ンの終了時まで“非物質的”と“位相移動”を得る。
モバイル・アソールト／機動襲撃
このダイアガードは、移動開始地点から4マス以上離れた位置で移

動を終了したならば、以後そのターンの終了時まで近接攻撃
 ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：悪 言語：共通語
技能：〈隠密〉＋15

【筋】18（＋9） 【敏】21（＋10） 【判】18（＋9）
【耐】15（＋7） 【知】16（＋8） 【魅】17（＋8）

ガーゴイル　レベル9　奇襲役
中型・元素・人型（地） XP400
イニシアチブ：＋11 感覚：〈知覚〉＋12；暗視
hp：77；重傷値：38
AC25；頑健21、反応19、意志19
完全耐性：石化
移動速度6、飛行8；フライバイ・アタック も参照
m クロー／爪（標準；無限回）
　＋14 対 AC；2d6＋5ダメージ。
Mフライバイ・アタック／かすめ飛び攻撃

（標準；ストーン・フォーム 使用後に再チャージ）
最大8マスまで飛行し、その飛行の過程の任意の時点で1回の近接

基礎攻撃を行なう。しかも目標からは機会攻撃を誘発するこ
 とがない。この攻撃がヒットしたなら、目標は倒れて伏せ状

態となる。
ストーン・フォーム／石像形態（標準；無限回）
このガーゴイルは石像と化し、すべてのダメージに対する抵抗25、

再生3、振動感知10を得る。石像形態の間、その他の感覚はす
 べて失い、本来の形態に戻る（これは1回のマイナー・アクシ

ョンである）以外のアクションは一切行なえなくなる。
属性：悪 言語：始原語
技能：〈隠密〉＋12

【筋】21（＋9） 【敏】17（＋7） 【判】17（＋7）
【耐】17（＋7） 【知】5（＋1） 【魅】17（＋7）

でかぶつゾンビ　レベル８　暴れ役
大型・自然・自律体（アンデッド） XP350
イニシアチブ：＋2 感覚：〈知覚〉＋3；暗視
hp：88；重傷値：44；ライズ・アゲイン も参照
AC20；頑健23、反応17、意志18
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］10
移動速度4
m 叩きつけ（標準；無限回）
間合い2；＋12 対 AC；2d8＋5ダメージ。
M ゾンビ・スマッシュ／ゾンビのぶちかまし（標準；再チャージ6）
間合い2；目標はサイズ分類が中型以下のクリーチャーのみ；
 ＋12 対 AC；4d8＋5ダメージ。目標は伏せ状態になる。
ライズ・アゲイン／ 1回限りの復活

（でかぶつゾンビのヒット・ポイントが初めて0以下になった時）
　でかぶつゾンビは新しくイニシアチブをロールしなおす。
 次のターンの新たなイニシアチブ順において、でかぶつゾン

ビはヒット・ポイントが44点になって復活し、1回の移動ア
 クションで立ち上がる。
属性：無属性 言語：――

【筋】21（＋9） 【敏】6（＋2） 【判】8（＋3）
【耐】18（＋8） 【知】1（－1） 【魅】3（+0）

 

ビルワチ レベル13　精鋭　制御役
中型・自然・人型（アンデッド） XP1,600
イニシアチブ：＋9 感覚：〈知覚〉＋9；暗視
ネクロマンティック・オーラ／死霊のオーラ［死霊］：オーラ5；
 範囲内に入り込むか、範囲内で自分のターンを開始した生き

ているクリーチャーはすべて5［死霊］ダメージを受ける。
hp：262；重傷値：131
再生：10（［光輝］ダメージを受けると、次のビルワチのターンには

この再生は機能しない）
AC27；頑健27、反応26、意志28
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］11
セーヴィング・スロー＋2
移動速度6 
アクション・ポイント：1
m スタッフ（標準；無限回）◆［死霊］
＋18 対 AC；1d6＋6ダメージおよび1d8［死霊］ダメージ。
a スコーチング・バースト／灼熱の爆発（標準；無限回）◆［火］
遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋17 対 反応；2d8＋6の［火］ダ

メージ。
a ファイアーバースト／火炎爆砕（標準；遭遇毎）◆［火］
遠隔範囲・爆発2・20マス以内；＋17 対 反応；4d8＋6の［火］ダ

メージ。
a アイス・ストーム／氷の嵐（標準；一日毎）◆［区域］；［冷気］
遠隔範囲・爆発3・20マス以内；＋17 対 頑健；3d10＋6の［冷気］

ダメージ。目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。
 ミス：半減ダメージ。目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
 効果：爆発の範囲内はこの遭遇の終了時まで移動困難な地形

になる。
aアンブラル・アソールト／襲い掛かる暗闇

（標準；遭遇毎）◆［区域］、［死霊］、［幻］
遠隔範囲・爆発1・20マス以内；＋17 対 意思；3d8＋6［死霊］ダ

メージ。効果：爆発の範囲内はビルワチの次のターンの終了
 時まで闇が絡みつく区域となる。この区域の中にいるクリー

チャーは盲目状態になる。
ディメンジョン・ドア／次元扉（移動；遭遇毎）◆［瞬間移動］
ビルワチは10マス瞬間移動する。
ファイアー・ウォール／炎の壁（標準；一日毎）◆［創造］；［火］
遠隔範囲・壁状8・10マス以内
 効果：一続きのマスからなる炎の壁（長さ8マス、高さ4マス）

を創造する。この壁はビルワチの次のターンの終了時まで持
 続する。壁に隣接したマスで自分のターンを開始したクリー

チャーは1d10＋6の［火］ダメージを受ける。
 壁のあるマスに入るか、壁の中で自分のターンを開始したク

リーチャーは3d6＋6の［火］ダメージを受ける。
 壁に占有されたマスへ移動するのは、通常よりも3マスぶん多

い移動と数える。この壁は視線を遮る。
 維持・マイナー：壁が持続する。
リペリング・シールド／排撃の盾

（即応・割込、ビルワチに近接攻撃がヒットした時；遭遇毎）
ビルワチは次の自分のターンの終了時までACと反応防御値に＋4
 パワー・ボーナスを得る。この効果が持続する間にいずれか

のクリーチャーがビルワチに近接攻撃をヒットさせるたび、
 ビルワチはそのクリーチャーを1マス押しやることができる。
スペルマスター／呪文の達人（マイナー；再チャージ56）
ビルワチは使用済みの遭遇毎パワー 1つの使用回数を回復する。
ネクロティック・マスター／死霊術の達人
ビルワチは自分のパワーのダメージ種別を［死霊］に変更できる。
インデストラクティブル／滅ぼし得ぬもの
　リッチのヒット・ポイントが0になったら、肉体と所持品は砕け

て塵となるが、まだ滅ぼされたわけではない。
 経箱を見つけて破壊しておかない限り、そのリッチは1d10日

以内に経箱から1マス以内に再び出現する。
属性：悪 言語：共通語、奈落語
技能：〈宗教〉＋17、〈魔法学〉＋17、〈歴史〉＋17

【筋】16（＋9） 【敏】 16（＋9） 【判】 16（＋9）
【耐】19（＋10） 【知】 22（＋12） 【魅】 16（＋9）
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 第三話「不死の艦隊」
人間の海賊 レベル9　雑魚
中型・自然・人型 XP100
イニシアチブ：＋8 感覚： 〈知覚〉＋5
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC23；頑健21、反応21、意志20
移動速度：7
mカトラス（標準；無限回）◆［武器］
＋14 対 AC；6ダメージ。
スカーヴィ・ドッグズ・フランク／卑劣な犬の挟撃
人間の海賊は自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋1の
 ボーナスを得、その攻撃はそのクリーチャーに1d6の追加ダ

メージを与える。
属性：無属性 言語：共通語
技能：〈運動〉＋11、〈軽業〉＋11

【筋】 14（＋6） 【敏】 15（＋6） 【判】 12（＋5）
【耐】 15（＋6） 【知】 9（＋3） 【魅】 11（＋4） 

装備：カトラス（ショート・ソード）

このエリアの情報
海馬号と焦髑髏号の地図を使用する。事前の遭遇により配置が

決定される。
舷側：海面から舷側を伝って甲板上に這い上がるためには、難易

度 19 の〈運動〉判定により 2 マスぶんの登攀を行なわなければ

ならない。

帆柱：帆柱は 1 マスを占め、遮蔽を提供する。

戦術
ビルワチは前線から距離を置いて多彩な遠隔範囲攻撃を行なう。

ネクロティック・マスター によってダメージ種別を［死霊］に変更

すれば、味方のアンデッドを範囲攻撃に巻き込むこともできる。ア

クション・ポイントはピンチに陥った時（たとえば敵に隣接され、

かつ自分が幻惑状態である時など）のためになるべく残しておこう

とする。

スペルマスター により遭遇毎パワーを回復する際は攻撃呪文を

優先的に選択し、PC たちにダメージを与えることを優先する。彼

自身は破壊されても蘇るため、今のうちになるべく敵を減らしてお

こうとするのである。

ダイアガードの暗殺者は、最初のうちはなるべく多くの敵に接

敵してダイア・ブレーズ を使用することを目的とする。このパワー

を使用した後は、戦場の中心を避け、毎ラウンド 4 マス以上移動

しては敵の後衛を狙おうとする。

でかぶつゾンビの任務は己が肉の壁となりビルワチを守ること

である。彼らは他の知性の高いアンデッドの指示に従い、ビルワチ

に近づこうとする敵をぶちかまして伏せ状態にする。

人間の海賊は可能な限り挟撃して敵を攻撃する。ただし、ビル

ワチの範囲攻撃の邪魔にならぬよう、敵の奥深くに入り込むことは

避ける。

ガーゴイルは 1 ラウンドおきにフライバイ・アタック とストーン・

フォーム を交互に使用し、決して危険な場所には留まらない。フラ

イバイ・アタック を使用する際にはなるべく鎧の薄そうな敵を狙う。

重傷になった後は安全な場所でストーン・フォーム を使用し、重傷

を脱するまでは石像のままでい続ける。

ビルワチの配下は、基本的には例えビルワチが倒れても PC たち

の数を減らそうとするだろう（いずれビルワチは復活してくるの

で）。ただし、時間によってビルワチを倒したところでアンデッド

達が潰走したことにしてもよい。

 

ＰＣたちがビルワチを倒したなら、その身体と所持品は崩れ、
塵となる。

そして焦髑髏号を動かしていたオール、索具が止まる。漕ぎ手
のスケルトンたちが彼の支配から解き放たれ、砕け散ったのである。
やがて、軋む音を立て、メインマストが真っ二つに折れる。

近寄ろうとしていた船、支援砲火を行なっていた船は泡を食っ
て逃走しはじめる。彼らのほとんどはビルワチの死を思ってもみな
かったため、このまま逃げ散って出会うことはない（リッチの復活
について知っているのは幹部のなかでもごくわずかである）。

損害にもよるが、PC たちはこの時点では無事にこの海域から逃
れることができるだろう。また、ビルワチのため込んだがらくたの
中から、宝物を得ることもできる。

＊さまざまな、品質も素材もばらばらな鳥の彫像。がらくたがほとんど
であるが、黒檀で作ったフクロウは見事なできばえで魔法のアイテム
である。これはエボニー・フライ （『冒険者の宝物庫』より）であるが、
外見がフクロウになっている。

エボニー・フライ Ebony Fly ／黒檀の蝿 レベル9
この黒い木製の蝿の彫刻は、君が乗れるほどに巨大な蝿を作り出す。
その他の魔法のアイテム 4,200gp
パワー（［一日毎］◆［創造］）：標準アクション。この小像は、巨大

な黒いフライ（データは下記参照）を創造するのに用いる。
 このパワーを使用する際、使用者は回復力を1回ぶん消費するこ

とで、創造するクリーチャーに使用者の回復力値に等しい一時
 的ヒット・ポイントを与えることができる。このフライは300

ポンド以下の1体の中型もしくは小型のキャラクターを運ぶこ
 とができる。300ポンドを越すものを乗せると、クリーチャーは

消滅し、1回の大休憩を取るまで再び創造することはできない。

エボニー・フライ
大型・自然・自律体（乗騎）
イニシアチブ：創造者と等しい  感覚：〈知覚〉＋5
hp：14；重傷値：7
AC18；頑健16；反応16；意志14
移動速度4、飛行10、野外飛行15
m バイト／噛みつき（標準；無限回）
　＋12対AC；1d6＋4ダメージ
エアリアル・アジリティ／機敏な飛行

（9レベル以上の友好的な乗り手が騎乗している場合）◆［乗騎］
エボニー・フライの乗り手は、エボニー・フライが飛行している間、

すべての防御値に＋1のボーナスを得る。
属性：無属性 言語─

【筋】14（＋6） 【敏】17（＋7） 【判】12（＋5）
【耐】16（＋7） 【知】2（±0） 【魅】6（＋2）

一方、ナイチンゲールはしばらくためらった後、「喜んでいると

ころ悪いのだけれど」と話を切り出す。

彼女はほとんどの記憶を取り戻しており、ビルワチが彼女を “ 死

なせなかった ” 理由も理解している。PC たちが説明を求めたなら、

第二話「海馬と小夜啼鳥」の付録にある過去の事情を説明する。

「もう、気がついているかも知れないわね。ビルワチは倒れたわ

けじゃないわ。かれは死霊術の粋を尽くして我が身を変えてしまっ

たのよ。死せるものの王、リッチへとね」

「彼はしばらくしたら、魂を込めた経箱のところで蘇ってしまう

わ。幾つかの物語では、いったん打ち倒されたリッチはその英雄が

死ぬまで待って奸計を巡らせるの。アンデッドにとって時間はこの

上ない味方ですもの」

「けど、彼はそうしないはずよ。どれだけすぐに来るか、それは

わからないけど、私を手に入れるためにやってくる。そのために彼

は、あのような姿になってしまったのだもの。彼は、必ず戻ってくる」

「彼の経箱を捜し出さねばならないわ、生き延びるためにも」

第 4 話、『妖異の胎』に続く。

エピローグ＆次回予告
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この真鍮でできた機械仕掛けの夜雀は英雄級のうち中程度以上

のレベルのキャラクターが持つにふさわしい。

ザ・ブラス・ナイチンゲール 英雄級
The Brass nightingale ／真鍮の夜雀
　このからくり仕掛けの小鳥は、工芸の神ガンドに仕える魔法の
使い手が、知識の神オグマを讃える、たぐいまれなる歌い手のわ
ざをこの世にとどめようと試みたものであると伝えられている。
輝かしい智慧と深い学識を得たこの夜雀は、智慧の光で無明の闇
を照らし出すのだと。
　だが実のところ、この小鳥は妄執の魔術師が歌い手の魂をから
くり仕掛けの中に封じ込めたものである。したがって、この夜雀
の目的は己の魂を解放するためにかの魔術師の行跡を探ろうと
している。
この夜雀は特定のキャラクターを使用者とすることはない。パー

ティ共有のアイテムと見なすこと（アーティファクトの一日毎
パワーは、キャラクターの魔法のアイテム使用回数を消費しな
いことに注意）。また、パワーの使用はパーティのメンバーがパ
ワーの使用をザ・ブラス・ナイチンゲールに命じることで行な
う（使用を命じたメンバーのターンでパワーは起動する）。 
　ザ・ブラス・ナイチンゲールは１ターンに１つのパワーを発
動できる。

パワー（［遭遇毎］）：マイナー・アクション。ザ・ブラス・ナイチ
ンゲールから5マス以内にいるキャラクターがこのパワーの使
用を命じることができる。このパワーの目標となったキャラク
ターはザ・ブラス・ナイチンゲールの歌により、次に行なう任
意の技能判定に＋2のアイテム・ボーナスを得る。

パワー（［一日毎］）：ザ・ブラス・ナイチンゲールから5マス以内
にいるキャラクターがこのパワーの使用を命じることができる。
このパワーの目標となったキャラクターに対して、ザ・ブラス・
ナイチンゲールは美しい声で、思慮深い助言を行なう。目標と
なったキャラクターは次に行なう任意の技能判定に＋5のアイ
テム・ボーナスを得る。

ザ・ブラス・ナイチンゲールの目的
◆ 失われてしまう知識、詩歌を収集する。

◆ 己の魂をこの金属の身体から解き放つ。

ザ・ブラス・ナイチンゲールのロールプレイ
この夜雀は知識や詩歌の収集に目が無く、何か新たな知識が得

られそうなら、同行する冒険者たちをその冒険へ誘おうとする。ま
た、ロマンスについて非常に敏感でありまわりでそのような気配

（PC であれ NPC であれ）があったなら、その傍らに赴いて軽やか
に恋歌を歌う。

また、図書館や古代の遺跡など知識的に興味深いところにいる
なら、同行者達からひどく離れない（5 マス以内）の範囲で周囲を
調査する。特に魂の呪縛や人造クリーチャー作成の情報については
主に素振りで強い興味を示す。

信頼度
初期値 ５
同行者が１レベルアップする ＋1d10
同行者が謎として与えられたクエストを1つ解明し、

原因や背後関係を知る
＋1

同行者が新たな歌、伝承を発見する ＋1
同行者が知識を得られる機会をみすみす逃す －1
同行者が得た知識を破棄し、世に広めようとしない －1

歓喜（16 ～ 20）
「聞いた！　あの歌、私たちのことを歌ってくれているのよ」

夜雀は望む英雄の側にいることを喜び、常時あなた方の周りを

飛び、歌を囀る。君たちのかけがえのない仲間として冒険を手伝っ

てくれる。

特性：ザ・ブラス・ナイチンゲールから5マス以内にいるパーティ
全員は、セーヴに＋1のボーナスを得る。

パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。夜雀の歌は勇気のオー
ラとなる（オーラ2）。オーラはパワーの使用を命じたキャラク
ターを中心とし、そのキャラクターの次のターン終了時まで持
続する。このオーラの範囲内の味方全員は、あらゆる攻撃ロー
ルに＋5のボーナスを得る。このパワーは“満足”の段階で得られ
るパワーに置き換わる。

特殊：ザ・ブラス・ナイチンゲールは同行者達と会話を交わせる
ようになり、この中に封じられた己の魂を解放してくれるよう
に言う。適宜DMはそのためのクエストを用意すること。

満足（12 ～ 15）
「聞いてみろ、あの小鳥は嬉しそうに歌ってるじゃないか」
夜雀は同行者達の振る舞い、得られた知識に満足しており、普

段以上の力をふるって、同行者達をさらなる冒険へ導く。

パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。夜雀の歌は勇気のオー
ラとなる（オーラ2）。オーラはパワーの使用を命じたキャラク
ターの次のターン終了時まで持続する。このオーラの範囲内の
味方全員は、あらゆる攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。

パワー（［遭遇毎］）：マイナー・アクション。小夜啼鳥は仲間の勇
気を別の仲間に分け与える。5マス以内にいる味方の回復力を2
回分消費し、5マス以内にいる別の味方の回復力を1回分回復さ
せる。

通常（5～ 11）
「あの小鳥、新しい場所や本を見るととても喜ぶわね。新しい歌

でも仕入れてるのかしら」

鎧は使用者が危険に身を投じるのを待ちかねており、使用者を

勇猛果敢な行ないへと導こうとする。

不満（1～ 4）
「なぁ、あの鳥ここ最近歌わなくなったぞ。壊れてんじゃないの

か」

特殊：同行者達がザ・ブラス・ナイチンゲールから得られるボー
ナスが減少する。［遭遇毎］は＋1、［一日毎］は＋3にとどまる。

憤慨（0以下）
「もう歌も歌わなくなっちゃった。こんなおもちゃ役に立たない

わ」

夜雀は同行者達に愛想を尽かし歌を歌わなくなる。ほかにふさ

わしい者と知り合うと、その者について行こうとする。

特殊：［遭遇毎］パワーを失う。［一日毎］パワーは＋2にとどまる。

流転
「そうだったの……。あなたがこの仕掛け細工の中に封じられて
いたのね」

ザ・ブラス・ナイチンゲールは中にある魂が解放されたときに

流転（正確にはアーティファクトであることを止める）。

魂が無事解放されたなら、抜け殻となった真鍮の夜雀像は崩れ

去り、5,000gp 相当のレシデュウムとなる。

ザ・ブラス・ナイチンゲール
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作成済みキャラクター レベル 9

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：７６　　　　　　　　　　　　　　　

重傷：３８　回復力値：２０　　1 日の回復力使用回数：１１

イニシアチブ＋５　　　　　アクション・ポイント　　　　　

　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志

２５ ２４ １８ １８

セーヴィング・スロー修正：全てのセーヴィング・スローに＋ 1

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 16（V・フルブレード＋ 2）

　ダメージ：1d12 ＋ 10

 （クリティカル：22 ＋ 1d12 ＋ 2d8）、突撃時は＋ 1d8

機会攻撃：＋ 19（V・フルブレード＋ 2）

　ダメージ：1d12 ＋ 10（クリティカル：22 ＋ 1d12 ＋ 2d8）

遠隔基礎攻撃：＋ 11( ハンドアックス )　ダメージ：1d6 ＋５

遠隔基礎攻撃：＋ 8（ロングボウ） ダメージ：1d10 ＋ 1

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft 1in 体重：200 ポンド（91kg） サイズ：中型

移動速度：５マス  視覚：通常

言語：共通語、巨人語 属性：無属性

無限回パワー
クリーヴ
Cleave ／薙ぎ払い	 ファイター／攻撃／１

君は1体の敵に斬りつけ、さらにもう1体までなぎ払った。
［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：1d12＋10（クリティカル：22＋1d12＋2d8）ダメージ。

使用者に隣接している別の敵1体は5ダメージを受ける。

フットワーク・ルーア
Footwork	Lure ／誘いの足さばき	 ファイター／攻撃／１

君は一撃を加えて退き、敵を誘い出す。
［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：1d12＋10（クリティカル：22＋1d12＋2d8）ダメージ。
　使用者は1マスだけシフトし、目標を自分がもといたマス目に横

滑りさせることができる。（『武勇の書』）

リーピング・ストライク
Reaping	Strike ／鉤形撃	 		ファイター／攻撃／ 1

君は強振のあいまあいまに素早い一突きを繰り出す。このたちの
悪い攻撃は敵の守りをかいくぐって浅手を負わせる。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：1d12＋10（クリティカル：22＋1d12＋2d8）ダメージ。
ミス：5ダメージ。

遭遇毎パワー
スチール・サーペント・ストライク
Steel	Serpent	Strike ／鋼蛇撃	 ファイター／攻撃／ 1

君は敵の向こう脛に手痛い一撃を喰らわせ、敵の足を止める。
いかに頑丈な相手だろうと、この瞬間だけは脚をかばわずにいら
れるものではない。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：2d12＋10（クリティカル：34＋1d12＋2d8）ダメージ。
 使用者の次のターンの終了時まで、目標は減速状態になり、シフ

トを行なうこともできない。

ノー・オープニング
No	Opening ／隙無し	 ファイター／汎用／ 2

君は自分の武器あるいは盾を掲げ、自分の防御の隙を塞ぐ。
［遭遇毎］✦［武勇］

即応・割込 使用者
トリガー：使用者に対して戦術的優位を有する1体の敵が使用者

を攻撃する。
効果：その攻撃に適用されるはずだった戦術的優位を無効化する。

スウィーピング・ブロウ
Sweeping	Blow ／大旋風	 ファイター／攻撃／ 3

君は力のすべてを振り絞り、強烈な一振りで近くの敵すべてを同
時になぎ払う。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接範囲・爆発1
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋18 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル：20＋1d12＋2d8）ダメージ。

アジャイル・アプローチ
Agile	Approach ／詰め寄り	 ファイター／汎用／ 6

君は素早いシフトで有利な位置につく。
［遭遇毎］✦［武勇］

移動アクション 使用者
効果：君は2マスぶんシフトできる（このとき必ず敵に隣接するマ

ス目でシフトを終えねばならない）。（『武勇の書』）

カム・アンド・ゲット・イット
Come	and	Get	It ／来たな馬鹿ども	 ファイター／攻撃／ 7

君は敵たちを近くに招き寄せ、決して忘れえぬ一発をお見舞いす
る。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
効果：使用者はそれぞれの目標を2マス引き寄せ、自分に隣接する

マスまで移動させる。自分に隣接するマスに移動させること
 ができない目標は、まったく移動させることができない。次に、

使用者は自分に隣接している目標すべてに対して1回ずつの
 攻撃を行なう（攻撃の範囲は“近接範囲・爆発1”である）。
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：1d12＋10（クリティカル：22＋1d12＋2d8）ダメージ。

ヒューマン・ファイター
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一日毎パワー
ラスティング・スレット
Lasting	Threat ／持続する脅威	 ファイター／攻撃／ 1

君は挑戦の声をあげて渾身の一撃を加え、敵に君との対決を強要
する。
［一日毎］✦［信頼性］、［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16 対 AC
ヒット：3d12＋10（クリティカル：46＋1d12＋2d8）ダメージ。
 目標は、この遭遇が終了するか、あるいは使用者が気絶状態にな

るまでの間、使用者によって“マークされた状態”になる。
 このマークを他のマークによって上書きすることはできない。
ミス：このパワーの使用回数は消費されない。（『武勇の書』）

コメットフォール・チャージ
Cometfall	Charge ／流星突撃	 ファイター／攻撃／ 5

君は敵めがけて跳躍する。着地。石の砕ける残響。
［一日毎］✦［武器］、［武勇］

標準アクション 近接・武器
必要条件：使用者は突撃し、近接基礎攻撃のかわりにこのパワー

を使用せねばならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋17対AC（突撃による修正込み）
ヒット：3d12＋12＋1d8（クリティカル：58＋1d12＋2d8）ダメー
 ジ（突撃による修正込み）。
ミス：半減ダメージ。（『武勇の書』）

ファイターズ・リカヴァリィ
Fighter's	Recovery ／ファイターの武技再起

ファイター／攻撃／ 9
君は武器を一閃させつつ、その慣性を使って心を静め思いを凝ら
し、これからの戦いのために力を取り戻す。

［一日毎］◆［武器］、［武勇］

標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋16対AC
ヒット：3d12＋10（クリティカル：46＋1d12＋2d8）ダメージ。
効果：既に［遭遇毎］の攻撃パワーをすべて使いきっている場合、
 この遭遇で使用したファイターの［遭遇毎］の攻撃パワーを1つ、
 再び使用可能にする。（『武勇の書』）

クラスの特徴
ファイターの標的：君は敵を攻撃するたびに、その攻撃がヒットしよう

とミスしようと関係なく、攻撃目標を標的として “ マークする ” こと
ができる。目標の “ マークされた状態 ” は、君の次のターンの終了時
まで持続する。君にマークされた目標は、君を目標に含まない攻撃の
攻撃ロールに－ 2 のペナルティを負う。あるクリーチャーをマークで
きるのは常に 1 人だけである。同じクリーチャーが別の相手から新た
にマークされたなら、既存の “ マークされた状態 ” の効果は終了する。 
　さらに、君にマークされており、かつ君に隣接している敵が、シフ
トするか、または君を目標に含まない攻撃を行なったなら、君はその
敵に対して即応・割込アクションとして 1 回の近接基礎攻撃を行なう
ことができる。

卓越の戦士：君は機会攻撃を行う際に、その機会攻撃が移動によって誘
発されたものであった場合、君の機会攻撃がヒットした敵はそこで移
動を終了する。その敵にまだアクションが残っているなら、別のアク
ションで移動を行なうことはできる。

ファイターの武器の才：君は、両手持ちの武器を使用する際に攻撃ロー
ルに＋ 1 のボーナスを得る（適用済）。

能力値 判定修正値
【筋】21 ＋10
【耐】15 ＋6
【敏】13 ＋5

能力値 判定修正値
【知】10 ＋4
【判】13 ＋5
【魅】8 ＋3

技能（能力値）　習得済み　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】  ○  ＋8
〈運動〉【筋】  ○  ＋15
〈隠密〉【敏】    ＋5
〈軽業〉【敏】    ＋5
〈看破〉【判】    ＋5

技能（能力値）　習得済み　　　判定修正値
〈交渉〉【魅】    ＋3
〈持久力〉【耐】  ○  ＋11
〈事情通〉【魅】    ＋3
〈自然〉【判】    ＋5
〈宗教〉【知】    ＋4
〈知覚〉【判】    ＋5
〈地下探検〉【判】   ＋5
〈治療〉【判】  ○  ＋10
〈盗賊〉【敏】    ＋5
〈はったり〉【魅】   ＋3
〈魔法学〉【知】    ＋4
〈歴史〉【知】    ＋4
特技
《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで得

たアクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボー
ナスを得る。

《武器習熟：フルブレード》：フルブレード * に習熟する。
《ヒューマンの忍耐力》：セーヴィング・スローに＋ 1 の特技ボー

ナスを得る（適用済）。
《武器熟練：重刀剣類》**：重刀剣類の武器ダメージに＋ 1 特技ボー

ナスを得る（適用済）。
《武器練達：重刀剣類》：重刀剣類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナスを

得る（適用済）。

装備品
防具：アジル・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2
武器：ヴァンガード・フルブレード＋ 2、ハンドアックス 3 本（射

程 5 ／ 10）、ロングボウ（射程 20 ／ 40）、アロー 30 本。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
所持金：80gp

魔法のアイテム	
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□ / □ / □
ヴァンガード・フルブレード＋ 2（武器スロット）*
　特性：ヒットした突撃攻撃は、＋ 1d8 の追加ダメージを与える。
　パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。このパワーは突撃

攻撃を行なう直前にのみ使用できる。突撃攻撃がヒットした場
合、使用者から 10 マス以内のすべての味方は、次の使用者のター
ンの開始時まで、攻撃ロールに＋ 1 のボーナスを得る。

アジル・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2（鎧スロット）*
　特性：重傷でない間、AC に＋ 1 ボーナスを得る（適用済み）。
アイアン・アームバンズ・オヴ・パワー（英雄級）( 腕部スロット )*
　特性：近接攻撃のダメージ・ロールに＋ 2 のアイテム・ボーナ

ス（既に適用済み）。
アミュレット・オヴ・フォールス・ライフ＋ 2（首スロット）
　パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。重傷の時にこのパ

ワーを使用すると、自分の回復力値に等しい一時的 hp を得られ
る（この PC の場合は 20 ポイント）。

ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
　特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適

用済み）。
ブーツ・オヴ・アデプト・チャージング（足スロット）
　特性：突撃の後、使用者は自分のターンの終了前に 1 マスシフ

トできる。
ガントレッツ・オヴ・オーガ・パワー：（両手スロット）
　特性：〈運動〉の判定、および【筋力】の能力値判定（ただし、【筋力】

による攻撃は除く）に対して＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済）。パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が敵
に対して近接攻撃をヒットさせた時に使用する。そのダメージ・
ロールに＋ 5 のパワー・ボーナスを加える。

*……『冒険者の宝物庫』所収。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版  第三話「不死の艦隊」

�0

作成済みキャラクター レベル 9

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：７０　　　　　　　　　　　　　
重傷：３５　回復力値：１８　　1 日の回復力使用回数：７
イニシアチブ＋ 7　　　　　アクション・ポイント　　　　　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志
２３ ２１ ２０ １８
セーヴィング・スロー修正
　［魅了］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス
攻撃

近接基礎攻撃：＋ 14（ペアード・ロングソード＋ 2）
 ダメージ：1d8 ＋ 11（クリティカル：19 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 9（ロングボウ）
 ダメージ：1d10 ＋ 4（射程 20/40）
種族的特長

身長：５ft.7in（170cm） 体重：138lb.（62kg） サイズ：中型
移動速度：6 マス  視覚：夜目
言語：共通語、エルフ語 属性：善

フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである
と見なされる。

トランス：睡眠の代わりに 4 時間の瞑想を行なう。周囲の状況に
通常通り気づく。

フェイ・ステップ：遭遇毎のパワーとしてフェイ・ステップを使
用できる。

フェイ・ステップ
Fey	Step ／フェイの一跳び　　　エラドリン／種族パワー

ただの一歩で、君はその場から消え失せ、別の場所に現れる。
［遭遇毎］✦［瞬間移動］

移動アクション 使用者
効果：6 マスまでの瞬間移動を行なう。

無限回パワー
ヒット・アンド・ラン
Hit	and	Run ／一撃離脱	 レンジャー／攻撃／ 1

怪物どもと正面から殴りあうのはファイターに任せておこう。
君の好むやり方は、敵に一発食らわせたら安全なところまで下が
るというものだ。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d8＋11（クリティカル19＋2d6）。
効果：使用者がこの攻撃を行なった後、同じターンにおいて移動

を行なう場合、目標に隣接したマスからの1マス目の移動は目標
から機会攻撃を誘発しない。
ツイン・ストライク
Twin	Strike ／二重攻撃	 	 レンジャー／攻撃／ 1

最初の攻撃で殺せなくとも、2回目がある。
［無限回］✦［武器］、［武勇］

標準アクション 近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：＋14対AC、2回攻撃
ヒット：主武器は1d8＋7（クリティカル15＋2d6）ダメージ、副武

器は1d8＋6（クリティカル14＋2d6）ダメージ。

遭遇毎パワー
オフハンド・ストライク
Off-Hand	Strike ／副武器攻撃	 レンジャー／攻撃／ 1

君は副武器による素速い攻撃を繰り出す。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］

マイナー・アクション 近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC（副武器）
ヒット：1d8＋10（クリティカル：18＋2d6）ダメージ。（『武勇の書』）

アンバランシング・パリイ
Unbalancing	Parry ／平衡崩す受け流し

レンジャー／汎用／ 2
君は敵の攻撃を巧妙に防ぎ、その勢いを逸らして敵の体勢を崩し、
1歩脇によろめかせる。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
即応・対応 近接・１
目標：1体の敵が使用者に対する1回の近接攻撃をミスする
効果：その敵を使用者に隣接するマスに横すべりさせる。
 使用者は次の自分のターンの終了時まで、その敵に対して戦術

的優位を得る。

ラフリング・スティング（『武勇の書』より）
Ruffling	Sting ／挑発の一刺し		 レンジャー／攻撃／ 3

サソリのような鋭い突きを繰り出して敵を苛立たせ、一瞬の隙を
つくる。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
マイナー・アクション 近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC（副武器）
ヒット：1d8 ＋ 10（クリティカル：18 ＋ 2d6）ダメージ。使用者が次 
　の自分のターン終了までの間に目標に対して再び近接攻撃を行
　なう場合、目標は使用者に対して戦術的優位を与える。（『武勇の
書』）
ウィーヴ・スルー・ザ・フレイ
Weave	through	the	Fray ／混戦を縫い進む
		 レンジャー／汎用／ 6

君は混戦をするりと抜け出す。どんな敵も君を1箇所に釘付けに
することなど不可能だ。

［遭遇毎］✦［武勇］
即応・割込 使用者
トリガー：1体の敵が使用者に隣接するマスへ移動する
効果：使用者は１マスシフトできる。

スウィーピング・ワールウィンド
Sweeping	Whirlwind ／なぎ払う大旋風	

レンジャー／攻撃／ 7
君は怒りに身を任せて周囲の敵たちを切り裂き、突き刺し、敵の
平衡を突き崩して脚を刈る。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接範囲・爆発1
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d8 ＋ 9クリティカル：17 ＋ 2d6）ダメージ。使用者は目 
　標を1 マス押しやり、目標は伏せ状態となる。

一日毎パワー
ジョーズ・オヴ・ザ・ウルフ
Jaws	of	the	Wolf ／咬狼撃	 レンジャー／攻撃／ 1

君は両腕の得物で敵の逃げ道を塞ぎ、さらけ出させた急所を狙う。
［一日毎］✦［武器］、［武勇］

標準アクション 近接・武器
必要条件：使用者は2つの近接武器を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC の2回攻撃
ヒット：2d8＋11（クリティカル：27＋2d6）ダメージおよび2d8

＋10（クリティカル：26＋2d6）ダメージ。
ミス：攻撃1回ごとに半減ダメージ。

エラドリン・レンジャー
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 第三話「不死の艦隊」
アダプティヴ・アソールト
Adaptive	Assault ／臨機応変な強襲	

レンジャー／攻撃／ 5
君の素速い攻撃は、その時々で違った効果を与える。

［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接または遠隔・武器
必要条件：使用者は近接武器2つ、または遠隔武器1つを使用して

いなければならない。
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：＋14 対 AC の2回攻撃（近接；主武器および副武器）または

＋9対AC（遠隔）、2回攻撃。
ヒット：近接の場合、主武器は1d8＋11（クリティカル19＋2d6）ダ

メージ、副武器は1d8＋10（クリティカル18＋2d6）ダメージ。
 遠隔の場合、攻撃1回につき1d10＋4ダメージ。両方の攻撃が同
 一の目標にヒットした場合、目標は継続的ダメージ5を受けるか、 

幻惑状態になるかのいずれかを被る（どちらもセーヴ・終了）。 
ミス：半減ダメージ（攻撃ごとに）。（『武勇の書』）

アタックス・オン・ザ・ラン	 レンジャー／攻撃／ 9
Attacks	on	the	Run ／二連撃離脱

君は歩みを止めることなく1体または2体の敵に合わせて2回の
攻撃を行なう。

［一日毎］◆［武器］、［武勇］
標準アクション 近接または遠隔・武器
目標：クリーチャー 1体または2体
攻撃：使用者は自分の移動速度までの移動を行なえる。この移動

中の任意の時点で、2回の“＋14対AC”（近接）または＋9対AC
（遠隔）の攻撃を行なう。

ヒット：1回の攻撃ごとに、3d8＋11（クリティカル35＋2d6）ダメー
ジ（近接）または3d10＋4ダメージ（遠隔）。

ミス：その1回の攻撃は半減ダメージを与える。

クラスの特徴
狩人の獲物：1 ターンに１度、1 回のマイナー・アクションとし

て自分に見える中でもっとも近い敵 1 体を自分の獲物に指定で
きる。

1 ラウンドに 1 回、君の攻撃が自分の獲物にヒットしたなら、
君はその攻撃に追加ダメージ＋ 1d6 を加えることができる。君
が 1 ラウンドに複数回の攻撃を行なえる場合、すべての攻撃ロー
ルを行なった後でどの攻撃に追加ダメージを適用するか決定す
ること。あるターンの開始時以降に一度 “ 狩人の獲物 ” による追
加ダメージを与えたなら、次の自分のターンの開始時までは再
度追加ダメージを与えることはできない。

“ 狩人の獲物 ” の効果は、その遭遇が終了するか、獲物が倒さ
れるか、君が新たな獲物を自分の獲物に指定するまで持続する。
同時に 2 体以上の敵を獲物に指定することはできない。

最接近射撃：君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くに
いる君の味方が存在しないなら、その目標に対する遠隔攻撃ロー
ルに＋ 1 のボーナスを得る。

二刀流戦闘スタイル：主武器を使っていないほうの手で、すべて
の片手武器を副武器であるかのように使用することができる。
ボーナス特技として《追加 hp》を得る（適用済み）。

能力値 判定修正値
【筋】19 ＋８
【耐】13 ＋５
【敏】17 ＋７

能力値 判定修正値
【知】10 ＋４
【判】13 ＋５
【魅】10 ＋４

技能（能力値）　　　習得済み　　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】    ＋４
〈運動〉【筋】  ○  ＋13
〈隠密〉【敏】    ＋７
〈軽業〉【敏】  ○  ＋12
〈看破〉【判】    ＋５
〈交渉〉【魅】    ＋４
〈持久力〉【耐】    ＋５
〈事情通〉【魅】    ＋４
〈自然〉【判】  ○  ＋10
〈宗教〉【知】    ＋４
〈知覚〉【判】  ○  ＋11
〈地下探検〉【判】   ＋５

技能（能力値）　　　習得済み　　　　判定修正値
〈治療〉【判】  ○  ＋10
〈盗賊〉【敏】    ＋７
〈はったり〉【魅】   ＋４
〈魔法学〉【知】    ＋６
〈歴史〉【知】  ○  ＋11

特技
《エラドリンの精兵》：すべてのスピア類への習熟を得る。また、ロングソー

ドとすべてのスピア類を用いてのダメージ・ロールに＋ 2 の特技ボー
ナスを得る（適用済み）。

《追加 hp》：君は追加ヒット・ポイント 5 を得る（適用済み）。
《二刀流》：近接武器を両手に 1 つずつ持っている間、君は主武器のダメー

ジ・ロールに＋ 1 のボーナスを得る（適用済み）。
《鎧習熟：チェインメイル》：君はチェインメイルに習熟する。
《二刀の守り》：近接武器を両手に 1 つずつ持っている間、君は AC と反

応防御値に＋ 1 盾ボーナスを得る（適用済み）。
《武器練達：重刀剣類》**：重刀剣類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナス（適用済）。

装備品
防具：エラドリンズ・ファインメイル＋ 2
武器：ペアード・ロングソード＋ 2、ロングボウ、アロー 30 本。君のロ

ングボウの射程は 20 ／ 40 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負い袋、

携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、10 日分の保存食、
50 フィートの麻製ロープ、水袋。

所持金：40gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□/□/□

ペアード・ロングソード＋２（武器スロット）*
　パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。武器を全く同じ 2

つの武器に分ける。一方を主武器側、一方を副武器側の手に現
れる。再度マイナー・アクションを使用することで、武器をひ
とつに戻すこともできる。使用者が《早抜き》の特技を取得し
ていれば、使用者は武器を分けたりひとつにしたりをフリー・
アクションで行なうことができる。

エラドリンズ・ファインメイル＋ 2（鎧スロット）*
　特性：使用者が瞬間移動を行なう時は常に、その距離が 1 マス

増加する（適用済み）。
ケープ・オヴ・ザ・マウンティバンク＋ 2（首スロット）
　パワー（［一日毎］）：即応・対応。使用者に対する攻撃がヒット

した場合にこのパワーを使用できる。使用者は6マス瞬間移動し、
次の自分のターンの終了時まで攻撃者に対して戦術的優位を得
る。

ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
　特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適

用済み）。
ヘッドバンド・オヴ・パーセプション
　特性：〈知覚〉判定に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適用済

み）*。
キャットステップ・ブーツ（足スロット）
　特性：使用者が落下、あるいは飛び降りを行なった場合、使用

者は通常の落下ダメージの半分のみを受け、さらに常に（伏せ
状態となることなく）足から着地する。

　パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が次に行なう
〈軽業〉判定、あるいは〈運動〉判定に＋ 5 のパワー・ボーナス
を得る。

アイアン・アームバンズ・オヴ・パワー（英雄級）（腕部スロット）
*

　特性：近接攻撃のダメージ・ロールに＋ 2 のアイテム・ボーナ
ス（既に適用済み）。

*……『冒険者の宝物庫』所収のアイテム。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
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作成済みキャラクター レベル９

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：６３　　　　　　　　　　　　　
重傷：３１　回復力値：１６　　1 日の回復力使用回数：８
イニシアチブ＋９　　　　　アクション・ポイント　　　　　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志
２３ １９ ２３ １７
抵抗：［死霊］5

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 13（LB・レイピア＋ 2）
 ダメージ：1d8 ＋ 5（クリティカル：13 ＋ 1d8）
遠隔基礎攻撃：＋ 16（D・ダガー＋２）
 ダメージ：1d4 ＋ 7（クリティカル：11）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：５ft. ６in（167cm） 体重：138lb.（62kg） サイズ：中型
移動速度：７マス  視覚：夜目
言語：共通語、エルフ語 属性：善

フェイ起源：クリーチャーの起源に関わる効果ではフェイである
と見なされる。

集団警戒：5 マス以内にいる、エルフ以外の味方すべての〈知覚〉
判定に＋ 1 の種族ボーナス。

荒れ地渡り：シフトを行なう際に移動困難な地形を無視できる。
エルヴン・アキュラシィ：君は遭遇毎パワーとしてエルヴン・アキュ

ラシィ を使用できる。

新たなキーワード：［威嚇］
君が〈威圧〉技能を修得済みで、［威嚇］キーワードを有するパワー

でヒットを与えたなら、目標は次の君のターンの終了時まで攻撃ロール
に -2 のペナルティを受ける。［恐怖］に対する完全耐性を有するクリー
チャーはこのペナルティを受けない。

エルヴン・アキュラシィ
Elven	Accuracy ／エルフの正確さ	 エルフ／種族パワー

君は瞬時に意識を集中し、注意深く敵に狙いを定めて、伝説にう
たわれた正確無比なエルフ流の攻撃を放つ。

［遭遇毎］
フリー・アクション 使用者
効果：1回の攻撃ロールを再ロールする。2回目の出目の方が悪い

結果だったとしても、2回目の結果を適用すること。

無限回パワー
ピアシング・ストライク
Piercing	Strike ／貫通撃	 	 	 ローグ／攻撃／ 1

針のような剣先が敵の鎧をすり抜け、肉に食い込む。
［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接・武器
必要条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 反応
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア

＋2）

ディスハートニング・ストライク（『武勇の書』より）
Disheartening	Strike ／肝っ玉潰し		 ローグ／攻撃／ 1

傷を負わされたうえ、君の恐ろしさに怯えて敵はひるむ。
［無限回］✦［威嚇］、［武器］、［武勇］

標準アクション 近接・または遠隔・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類、クロスボウ類、もしくはスリング類

を1つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15対AC（レイピア）または＋16対AC（ダガー）
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（レイピア）。
または1d4＋7（クリティカル：11）ダメージ（ダガー）。（『武勇の

書』）

遭遇毎パワー
トーチャラス・ストライク
Torturous	Strike ／拷問打撃	 ローグ／攻撃／ 1

敵の体に突き刺さった刃をぐいと捻れば、敵に苦痛の悲鳴を上げ
させることができる。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 AC
ヒット：2d8＋10（クリティカル：26＋2d8）ダメージ。

アダプタブル・フランカー
Adaptable	Flanker ／臨機応変な挟撃　ローグ／汎用／ 2

君は味方が居さえすれば、敵に対して充分な優位を得ることがで
きる。

［遭遇毎］✦［武勇］
マイナー・アクション 使用者
必要条件：使用者と1体の味方が同じ敵に隣接していること
効果：使用者は自身の次のターンの開始時まで、その敵に対して
 戦術的優位を得る。

トプル・オーヴァー
Topple	Over ／突き倒し	 ローグ／攻撃／ 3

君は平衡感覚と慣性を生かした巧妙な一突きを繰り出し、敵を地
に這わせる。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋18 対 AC
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア

＋2）。目標は伏せ状態になる。

イグノーブル・エスケイプ
Ignoble	Escape ／卑劣な逃亡	 ローグ／汎用／ 6

君はいともたやすく次から次へと危険をすり抜ける。
［遭遇毎］✦［武勇］

移動アクション 使用者
前提条件：〈軽業〉を修得済みであること。
効果：使用者は自分の移動速度に等しいマス（7マス）のシフトを
	 行なえる。使用者が誰かにマークされた状態であるなら、その
状態は終了する。

インペリリング・ストライク
Imperiling	Strike ／防御崩し	 ローグ／攻撃／ 7

君の一撃は敵をぐらつかせ、守りに穴を生じさせる。
［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］

標準アクション 近接・武器
前提条件：使用者は1つの軽刀剣類を使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15 対 頑健
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア

＋2）。目標は使用者の次のターンの終了時までACと反応防御
 値に－3のペナルティを負う。

一日毎パワー
イージー・ターゲット
Easy	Target ／容易い的	 ローグ／攻撃／ 1

君の一撃は敵をよろめかせ、次の攻撃の準備が整う。
［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション	 近接または遠隔・武器
必要条件：レイピア（軽刀剣類）使用時
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15対AC（レイピア）または＋16対AC（ダガー）
ヒット：2d8＋7（クリティカル：23＋2d8）ダメージ（レイピア）ま

たは2d4＋7（クリティカル：15）ダメージ（ダガー）。
 　目標は減速状態となり、使用者に戦術的優位を与える（セー

ヴ・両方とも終了）。

エルフ・ローグ
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 第三話「不死の艦隊」
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで使

用者に戦術的優位を与える。
ダウンワード・スパイラル
Downward	Spiral ／螺旋崩撃	 ローグ／攻撃／ 5

君は武器を手に回転し、並みいる敵をなぎ倒す。
［一日毎］✦［威嚇］、［武器］、［武勇］

標準アクション 近接範囲・爆発１
必要条件：使用者は軽刀剣類を1つ使用していなければならない。
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋15 対 反応
ヒット：1d8＋7（クリティカル：15＋2d8）ダメージ（LBレイピア

＋2）。
効果：使用者は目標を“伏せ状態”にする。（『武勇の書』）

イントゥ・ハームズ・ウェイ
Into	Harm's	Way ／ほら行ったぞ、殺れ！

ローグ／攻撃／ 9
君は斬撃で敵を惑わし、さらなる危険へと誘導する。

［一日毎］◆［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
必要条件：使用者は軽刀剣類を1つ使用していなければならない。
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋15対“意志”
ヒット：2d8＋7（クリティカル：23＋2d8）ダメージ。使用者は目

標を2マス横滑りさせる。その後、使用者の味方の1体が1回のフ
 リー・アクションとして、その目標に1回の近接基礎攻撃を行な

うことができる。
ミス：半減ダメージ。（『武勇の書』）

クラスの特徴
腕っぷし無頼：君は急所攻撃のダメージに君の【筋力】修正値に

等しいボーナスを得る（適用済み）。
先制攻撃：君は各遭遇の開始時点で、その遭遇においてまだ 1 度

もアクションをとっていないクリーチャーすべてに対して戦術
的優位を得る。

ローグの武器の才：君はダガーを使用する際、攻撃ロールに＋ 1
のボーナスを得る（適用済み）。

急所攻撃：1 ラウンドに 1 回、1 体の敵に対して戦術的優位を有
しており、軽刀剣類、クロスボウ類、スリング類のいずれかの
分類に属する武器を使用している場合、君はその敵に対する攻
撃がヒットしたなら追加で＋ 2d8 ＋ 3 のダメージを与えること
ができる。

能力値 判定修正値
【筋】17 ＋7
【耐】11 ＋4
【敏】21 ＋9

能力値 判定修正値
【知】10 ＋4
【判】10 ＋4
【魅】12 ＋5

技能（能力値）　　　習得済み　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】  ○  ＋10
〈運動〉【筋】  ○  ＋12
〈隠密〉【敏】  ○  ＋14
〈軽業〉【敏】  ○  ＋15
〈看破〉【判】    ＋４
〈交渉〉【魅】    ＋５
〈持久力〉【耐】    ＋４
〈事情通〉【魅】    ＋５
〈自然〉【判】    ＋６
〈宗教〉【知】    ＋４
〈知覚〉【判】  ○  ＋11
〈地下探検〉【判】   ＋４
〈治療〉【判】    ＋４
〈盗賊〉【敏】  ○  ＋15
〈はったり〉【魅】   ＋５
〈魔法学〉【知】    ＋４
〈歴史〉【知】    ＋４

特技
《しぶとさ》：1 日あたりの回復力使用回数が 2 増加する（適用済）。
《背後からの一刺し》：“ 急所攻撃 ” のクラス特徴による追加ダメー

ジのダイスの種別が d6 から d8 になる（適用済）。
《武器習熟：レイピア》：レイピアに習熟する。
《連続急所攻撃アクション》***：君が追加のアクションを得るた

めにアクション・ポイントを消費した時、すでにそのラウンド
において “ 急所攻撃 ” による追加ダメージを与えていても、その
ラウンドに限ってもう 1 度だけ追加ダメージを与えることがで
きる。

《武器練達：軽刀剣類》**：軽刀剣類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナス
（適用済）。

装備品
防具：ラフィング・デス・レザー・アーマー＋ 2。
武器：ラックブレード・レイピア＋ 2、ディスタンス・ダガー＋ 2（射
程 10／ 20）
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。
盗賊道具：〈盗賊〉技能を使いこなすためには、ピック、てこ、万能鍵、

クランプなどの道具が必要である。盗賊道具を使うと、鍵を開
けたり罠を解除するための〈盗賊〉技能判定に＋ 2 のボーナス
がつく。
所持金：200gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□ / □ / □
ラックブレード・レイピア＋ 2（武器スロット）*
　パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。行なったばかりの 1

回の攻撃ロールを再ロールできる。もし出目がより悪くとも、2
回目の値を使用しなければならない。

ディタンス・ダガー＋ 2（武器スロット）*
　特性：武器の通常射程を 5 マス、長距離射程を 10 マス増加さ

せる（射程 10 ／ 20 になる）。
ラフィング・デス・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）**
　特性：［死霊］に対する抵抗 5 を得る（適用済み）
　パワー（［一日毎］）：即応・対応。使用者に対する近接攻撃がヒッ

トした際にこのパワーを使用する。攻撃者は鎧のプラスの数値
ごとに＋ 1d6 の［死霊］ダメージを受け、さらに次の使用者のター
ンの終了時まで、頑健防御値に－ 2 のペナルティを負う。

ケープ・オヴ・ザ・マウンティバンク＋ 2（首スロット）

　パワー（［一日毎］）：即応・対応。使用者に対する攻撃がヒット

した場合にこのパワーを使用できる。使用者は5マス瞬間移動し、

次の自分のターンの終了時まで攻撃者に対して戦術的優位を得

る。

アクロバット・ブーツ（脚部スロット）

　特性：〈軽業〉判定に＋ 1 アイテム・ボーナス（適用済み）

　パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。伏せ状態から立ち

上がる。

ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）

　特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適

用済み）。

バーグラーズ・グラヴズ（両手スロット）

特性： 〈盗賊〉判定に＋ 1 のアイテム・ボーナス（適用済み）。

*……『冒険者の宝物庫』所収。

**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。

***……『武勇の書』所収。
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作成済みキャラクター レベル 9

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：６４　　　　　　　　　　　　　
重傷：３７　回復力値：１８　　1 日の回復力使用回数：７
イニシアチブ＋９　　　　　アクション・ポイント　　　　　

　
防御値

ＡＣ 頑健 反応 意志

２１ １７ ２０ ２２

抵抗：［死霊］、［毒］、［火］、［冷気］に対する抵抗 5

セーヴィング・スロー修正
［恐怖］効果へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋６（ダガー） ダメージ：1d4 － 1
遠隔基礎攻撃：＋ 13（エルドリッチ・ブラスト）

ダメージ：1d10 ＋ 11（クリティカル：21 ＋ 2d10）

種族的特長（修正等反映済み）
身長：４ft.（122cm） 体重：85lb.（39kg） サイズ：小型
移動速度：６マス  視覚：通常
言語：共通語、ゴブリン語 属性：善

機敏な対応：君は機会攻撃に対する AC に＋ 2 の種族ボーナスを
得る。

セカンド・チャンス：君は遭遇毎パワーとしてセカンド・チャン
スを使用できる

セカンド・チャンス
Second	Chance ／二度目の正直		ハーフリング／種族パワー

君は運と体の小ささを味方につけ、敵の攻撃をひらりとかわす。
［遭遇毎］

即応・割込 使用者
効果：使用者に対して1回の攻撃がヒットした際、敵にその攻撃

ロールを再ロールさせる。この再ロールには－2のペナルティ
 がつく。再ロールの出目の方が低かったとしても、敵は再ロー

ルの結果を用いなければならない。

無限回パワー
アイバイト
Eyebite ／魔眼	 ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君が敵を睨みつけると、君の眼は一瞬だけまばゆく輝く。敵は君
の精神的な攻撃に身をよじり、君は敵の視界から消えうせる。

［無限回］✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 意志
ヒット：1d6＋9（クリティカル：15＋2d10）の［精神］ダメージ。
 使用者の次のターンの開始時まで、使用者は目標に対して不可

視となる。

エルドリッチ・ブラスト
Eldritch	Blast ／妖光一閃	 	 ウォーロック（全）／攻撃／ 1

君は敵めがけて、パチパチと音を立てる漆黒の怪しげなエネル
ギーからなる光線を放つ。

［無限回］✦［装具］、［秘術］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋13  対 反応
ヒット：1d10＋11（クリティカル：21＋2d10）ダメージ。

遭遇毎パワー
ウィッチファイアー
Witchfire ／妖炎	 ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君はフェイワイルドの神秘のエネルギーを用いてまぶしい白い
光を創り出し、それを敵の心身にぶつける。敵の目と口と手は銀
色の炎で覆われ、痛みによって思考も妨げられる。

［遭遇毎］✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋12  対 反応
ヒット：2d6＋9（クリティカル：21＋2d10）の［火］ダメージ。目

標は使用者の次のターンの終了時まで攻撃ロールに－5のペナ
 ルティを被る。

イセリアル・ストライド
Ethereal	Stride ／エーテル態歩行

ウォーロック ( 星 ) ／汎用／ 2
君の肉体は一瞬の間この世の位相を離れ、近距離の瞬間移動を行
なう。ふたたび現れた後も、少しのあいだ君の位相はずれたまま
であり、君を傷つけたり邪魔したりするのは難しい。

［遭遇毎］✦［瞬間移動］、［秘術］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者は3マス瞬間移動する。さらに、使用者は次の自分の
 ターンの終了時まですべての防御値に＋2のパワー・ボーナス

を得る。

エルドリッチ・レイン
Eldritch	Rain ／妖光乱舞
	 ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 3

君は敵たちめがけて紫色の怪光線を放つ。
［遭遇毎］✦［装具］、［秘術］

標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体、または互いの距離が5マス以内であるク

リーチャー 2体
攻撃：＋12 対 反応、目標1体につき攻撃1回
ヒット：それぞれ1d10＋12（クリティカル：22＋2d10）ダメージ。

Fey	Switch ／フェイの入れ替わり
ウォーロック ( 星 ) ／汎用／ 6

君はフェイワイルドのとばりをくぐり、この世において仲間が
立っている位置に相当する位置に移動してからこの世に戻って
くる。君の仲間は瞬時にして君がもといた位置に運ばれる。

［遭遇毎］✦［瞬間移動］、［秘術］
移動アクション 遠隔・10
目標：使用者および同意する味方1人
効果：使用者とその味方1人の位置が入れ替わる。

ニパシャン・サーペント
Nypacian	Serpents ／ニパシャンの蛇
	 ウォーロック／攻撃／ 7

君はニパシャン・アウトランズの蛇の群の幻影をつくりだし、敵
を攻撃させる。

［遭遇毎］✦［装具］、［毒］、［秘術］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー１体
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：2d8＋9（クリティカル：25＋2d10）ダメージ。使用者の

次のターンの終了時までに目標が初めてダメージを受ける際、
 目標はさらに6ポイントの追加［毒］ダメージを受ける。

（『秘術の書』）

一日毎パワー
カース・オヴ・ザ・ダーク・ドリーム（『秘術の書』より）
Curse	of	the	Dark	Dream／暗夢呪法
	 ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 1

君は敵に白昼の悪夢を送り込む。敵は現実と自分の精神の内にの
み存在するものとの区別がつかなくなり、ふらふらとよろめく。
妄想の中で崖っぷちから落ちそうになっているのか、はてまた幻
の大蛇から逃げようとしているのか。

［一日毎］✦［精神］、［装具］、［秘術］、［魅了］
標準アクション 遠隔・10

ハーフリング・ウォーロック



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses 

thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc. ��

 第三話「不死の艦隊」
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 意志
ヒット：3d8＋9（クリティカル：33＋2d10）の［精神］ダメージ。

使用者は目標を3マス横すべりさせる。
維持・マイナー：攻撃の成否に関わらず、使用者は目標を1マス横

すべりさせる（セーヴ・終了）。（『秘術の書』）

クラックリング・ファイアー（『秘術の書』より）
Crackling	Fire ／爆ぜる炎	 ウォーロック／攻撃／ 5

火と電撃の妖力の嵐が君から飛び出し、敵たちを傷つける。そし
て彼らをさらなる攻撃に対して弱体化させる。

［一日毎］✦［装具］、［電撃］、［火］、［秘術］
標準アクション 近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内にいるクリーチャーすべて
攻撃：＋12  対 反応
ヒット：2d8＋9（クリティカル：25＋2d10）［電撃］かつ［火］ダメー

ジ。目標は“［火］に対する脆弱性5”および“［電撃］に対する脆弱
 性5”を得る（セーヴ・両方とも終了）。
ミス：半減ダメージ。（『秘術の書』）

カース・オヴ・ザ・ブラック・フロスト
Curse	of	the		Black	Frost ／黒き霜の呪法

ウォーロック（フェイ）／攻撃／ 9
君は敵のまわりを鋭い氷のトゲで取り囲む。敵は徐々に凍りつき、
動いたりトゲに触れようものなら、トゲはさらに鋭く、長くなる。

［一日毎］◆［装具］、［秘術］、［冷気］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12対“反応”
ヒット：2d8＋9（クリティカル：25＋2d10）の［冷気］ダメージ。
効果：いかなる理由であろうと目標が移動したなら、目標は1d8＋

4［冷気］ダメージを受ける（セーヴ・終了）。目標がセーヴに成
 功したなら、使用者はこのパワーを維持することはできない。
維持・マイナー：目標は2d8＋4［冷気］ダメージを受ける。

クラスの特徴
ウォーロックの呪い：1 ターンに 1 度、1 回のマイナー・アクション

として、君は自分から見えて君からもっとも近い敵 1 体に “ ウォー
ロックの呪い ” をかけることができる。呪いをかけた敵に君の攻撃
がヒットしたなら、君は 1d8 の追加ダメージを与えることができる。
君はダメージ・ロールを行なった後で追加ダメージを適用するかど
うかを決めることができる。あるターンの開始時以降に一度 “ ウォー
ロックの呪い ” による追加ダメージを与えたなら、次の自分の
ターンの開始時までは再度追加ダメージを与えることはできない。 
　“ ウォーロックの呪い ” の効果は、その遭遇が終了するか、呪わ
れた敵のヒット・ポイントが 0 以下になるまで持続する。

 　君は 1 つの遭遇内で複数の目標にウォーロックの呪いをかけるこ
とができる；1 体の目標に呪いをかけるごとに、1 回のマイナー・
アクションが必要である。すでに他のキャラクターもしくは自分自
身の “ ウォーロックの呪い ” の作用を受けているクリーチャーに呪
いをかけることはできない。

契約の恩恵、霧歩き：君の “ ウォーロックの呪い ” を受けている 1 体
の敵のヒット・ポイントが 0 以下になった時、君はフリー・アクショ
ンとして即座に 5 マスの瞬間移動を行うことができる。

最接近射撃：君の攻撃の目標に対して、君よりその目標の近くにいる
君の味方が存在しないなら、その目標に対する攻撃ロールに＋ 1 の
ボーナスを得る。

影歩き：君のターンにおいて、君がターンの開始時にいた場所から少
なくとも 3 マスは離れた位置に移動したなら、君の次のターンの終
了時まで視認困難を得る。影歩きによって視認困難を得ている間、
君はダメージ・ロールに＋ 1 のボーナスを得る。

能力値 判定修正値
【筋】8 ＋３
【耐】12 ＋５
【敏】13 ＋５

能力値 判定修正値
【知】17 ＋７
【判】10 ＋４
【魅】21 ＋９

技能（能力値）　習得済み　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】  ○  ＋14
〈運動〉【筋】    ＋３
〈隠密〉【敏】    ＋５

技能（能力値）　習得済み　　　判定修正値
〈軽業〉【敏】    ＋７
〈看破〉【判】    ＋４
〈交渉〉【魅】    ＋９
〈持久力〉【耐】    ＋７
〈事情通〉【魅】    ＋９
〈自然〉【判】    ＋４
〈宗教〉【知】    ＋７
〈知覚〉【判】    ＋４
〈地下探検〉【判】   ＋４
〈治療〉【判】    ＋４
〈盗賊〉【敏】  ○  ＋12
〈はったり〉【魅】 ○  ＋14
〈魔法学〉【知】  ○  ＋12
〈歴史〉【知】    ＋７

特技
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを得

る（すでに適応済み）。
《装具練達：ロッド》**：ロッドを装具として用いた攻撃の攻撃ロー

ルに＋ 1 ボーナスを得る（適用済）。
《ハーフリングの身のこなし》：ハーフリングのセカンド・チャンス能

力を使用すると、攻撃者は新たに行なう攻撃ロールに－ 2 のペナル
ティを受ける。（適用済）

《霧歩き強化》：“ 霧歩き ” によって行なえる瞬間移動の距離は 2 マス
分増える（適用ずみ）。

《二丁装具の術者》：両手で魔法の装具を 1 つずつ使用しているとき、
［秘術］パワーのダメージ・ロールに利き手でないほうの手で持っ
ている装具の強化ボーナスを加える（すでに適用済み）。

《影歩き強化》***：君は影歩きによって視認困難を得ている間、ダメー
ジ・ロールに＋ 1 のボーナスを得る。

装備品
防具：デスカット・レザー・アーマー＋２。
武器：ダガー。投擲武器としてのダガーの射程は 5 ／ 10 である。
装具：ヴィシャス・ロッド＋２、マジック・ロッド＋ 2
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。

盗賊道具：〈盗賊〉技能を使いこなすためには、ピック、てこ、万能鍵、
クランプなどの道具が必要である。盗賊道具を使うと、鍵を開
けたり罠を解除するための〈盗賊〉技能判定に＋ 2 のボーナス。

所持金：300gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□ マイルストーン□ / □ / □
ヴィシャス・ロッド＋ 2 （装具）
　特性：使用者がこのロッドを用いて “ ウォーロックの呪い ” に

よるダメージを与えるたびに、d6 でなく d8 をロールする（適
用済）。

デスカット・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）
　特性：［死霊］に対する抵抗 5、および［毒］に対する抵抗 5（適

用済み）。
　パワー（［一日毎］◆［死霊］）：即応・対応。敵が使用者に対し

て近接攻撃をヒットさせた時にこのパワーを使用することがで
きる。その敵に対して 1d10 ＋ 5 の［死霊］ダメージを与える。

イーグル・アイ・ゴーグルズ（頭スロット）
　特性：遠隔基礎攻撃の攻撃ロールに＋ 1 のアイテム・ボーナス

を得る。（適用済み）。
ブレイサーズ・オヴ・ザ・パーフェクト・ショット（腕部スロット）
　特性：使用者が遠隔基礎攻撃をヒットさせた際、そのダメージ・

ロールに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。（適用済み）。
クローク・オヴ・サヴァイヴァル＋ 2（首スロット）
　特性：〈持久力〉判定に＋ 2 ボーナス。［火］に対する抵抗 5、

および［冷気］に対する抵抗 5（適用済み）。
デザート・ローズ（消費型アイテム）*
　パワー（消費型）：フリー・アクション。5 レベルまでの秘術ま

たは信仰のパワーを使用する時にこの秘薬を使用する。使用者
は、次のラウンドにはそのパワーを維持するためにアクション
を使用する必要はない（さらにその次以降のラウンドにパワー
を維持するには、適宜アクションを使用しなければならない）。

*……『冒険者の宝物庫』所収。 **……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
***……『秘術の書』所収。
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作成済みキャラクター レベル 9

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：６５　　　　　　　　　　　　　
重傷：３２　回復力値：１８　　1 日の回復力使用回数：８
イニシアチブ＋６　　　　        アクション・ポイント　　　　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志
２４ ２2 １６ ２１
減速状態、動けない状態、拘束状態をもたらす効果に対するセー

ヴに＋ 2 ボーナス
抵抗：［死霊］、［火］、［毒］に対する抵抗 5

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 14（ヴェンジフル・ハルバード＋ 2）
 ダメージ：1d10 ＋ 7（クリティカル：17 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 11（ジャヴェリン） ダメージ：1d6 ＋ 5

種族的特長（修正等反映済み）
身長：６ft. ４in（193cm） 体重：260lb.（118kg）サイズ：中型
移動速度：５マス  視覚：通常
言語：共通語、竜語 属性：無属性

ドラゴンボーンの怒り：君が重傷である間、攻撃ロールに＋ 1 の
種族ボーナスを得る。

ドラゴン・ブレス：君はドラゴン・ブレス を遭遇毎のパワーとし
て使用できる。

ドラゴン・ブレス
Dragon Breath ／竜の吐息 ドラゴンボーン／種族パワー
君が雄叫びと共に口を大きく開くと、竜の血脈による恐るべき力が口か
らふき出して敵たちを飲み込む。

［遭遇毎］✦［電撃］
マイナー・アクション　近接範囲・噴射3または5
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：1d6＋1［電撃］ダメージ。

無限回パワー
ウルフ・パック・タクティクス
Wolf Pack Tactics ／群狼戦術 ウォーロード／攻撃／ 1
一歩、また一歩、君と仲間たちの包囲の輪は狭まる。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション　近接・武器
目標：クリーチャー 1体
特殊：攻撃を行なう前に、使用者または目標に隣接する味方1人に
 フリー・アクションとして1マスのシフトを行なわせることが

できる。
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d6）ダメージ。

フューリアス・スマッシュ
Furious Smash ／猛打 ウォーロード／攻撃／ 1
君は1体の敵を自分の盾で打ちのめし、武器の柄で殴り、あるいは
みぞおちに肩をめりこませる。君の攻撃は、敵をひどく傷つけはしない
ものの、君の獰猛なる闘争心は確かに仲間に伝わる。

［無限回］✦［武器］、［武勇］
標準アクション　近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 頑健
ヒット：5ダメージ。使用者または目標に隣接する味方を1人選ぶ。

その味方は、目標に対する次の1回の攻撃において、攻撃ロール
 とダメージ・ロールに＋4のパワー・ボーナスを得る。
 その味方が次の自分のターンの終了時までに目標を攻撃しなかっ

た場合、このボーナスは失われる。 

遭遇毎パワー
ハンマー・アンド・アンヴィル
Hammer and Anvil ／鎚と金床 ウォーロード／攻撃／ 1
君の攻撃によってけたたましい打撃音が鳴り響き、近くの仲間にも攻撃
を行うようせきたてる。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 反応
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d6）ダメージ。目標に隣
 接する味方1人はフリー・アクションとして目標に1回の近接基礎

攻撃を行なう。味方のその攻撃のダメージに＋4を加える。

インスパイアド・ベリジェレンス
Inspired Belligerence ／好戦的鼓舞 ウォーロード／汎用／ 2
仲間を率いて防御の穴を突き、君は敵に更なる報いを味合わせてやる。

［遭遇毎］✦［武勇］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいる、使用者あるいは味方1人に対して戦術的

優位を与えている敵1体。
効果：使用者の次のターン開始時まで、使用者の味方全員は、目標に

対して戦術的優位を得、目標に対するダメージ・ロールに＋4を加
える。（『武勇の書』より）

ウォーローズ・ストライク
Warlord's Strike ／ウォーロードの打撃 ウォーロード／攻撃／ 3
君の見る者をうならせる一撃は、敵の弱点をさらけ出し、仲間に止めを
さすよう誘いかける。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者の
 次のターンの終了時まで、使用者の味方は皆、目標に対するダメー

ジ・ロールに＋5のボーナスを得る。

サンダー・アーマー
Sunder Armor ／鎧破壊 ウォーロード／攻撃／ 7
君は敵の防御を見定め、敵の鎧に一時的な穴を生じさせるべく攻
撃を行なう。

［遭遇毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体。
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者の
 次のターンの終了時まで、目標に対する攻撃ロールはすべて、出目

が18 〜 20でクリティカル・ヒットとなる。

一日毎パワー
フィアレス・レスキュー
Fearless Rescue ／恐れ知らずの救援 ウォーロード／攻撃／ 1
仲間の1人が倒れた。君は自身のことを顧みず、相手に報いをくれてや
るため殺到する。その勇敢さが戦友を奮い立たせ、戦い続けさせる。

［一日毎］✦［回復］、［武器］、［武勇］
即応・対応　近接・武器
トリガー：使用者から5マス以内にいる敵1体が味方1人のhpを0以下

に減少させる。
目標：トリガーを発生させた敵
効果：使用者は攻撃の前に、目標に攻撃を行える、自分から一番近い

マスへと移動できる。
 攻撃：＋15 対 AC
 ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。
 効果：その味方は1回ぶんの回復力を消費することができ、さらに

使用者が目標に向かう移動で誘発した機会攻撃の回数ごとに
 追加で1d6のヒット・ポイントを回復する。（『武勇の書』）

ドラゴンボーン・ウォーロード
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ターニング・ポイント
Turning Point ／回天 ウォーロード／攻撃／ 5
時機を得た一撃により、敵は守りが甘くなり、君または仲間の1人に苦
難を振り払う余裕が生じる。

［一日毎］✦［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。使用者または

使用者から5マス以内の味方1人は1回のセーヴィング・スローを行
なう。

 ミス：使用者または味方1人は、目標が発生させた、セーヴによ
 り終了させられる効果1つに対して1回のセーヴィング・スローを

行なう。

スタンド・タフ
Stand Tough ／堅忍不抜 ウォーロード／攻撃／ 6
君の二言三言が仲間たちに勇気を与え、打たれ強くなる。

［一日毎］✦［治癒］、［武勇］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発5
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて。
効果：すべての目標は14ヒット・ポイントを回復する。

ブラッド・デジグネイション
Blood Designation ／指し示す流血 ウォーロード／攻撃／ 9
君が流させた血は、戦友が狙う目印となる。

［一日毎］◆［武器］、［武勇］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14対AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d6）ダメージ。
効果：目標は継続的ダメージ9を受ける（セーヴ・終了）。このパワー
 による継続的ダメージが続いている限り、使用者の味方はみな、目

標に対して戦術的優位を得る。（『武勇の書』）

クラス特徴
インスパイアリング・ワード：1 遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ

ンとしてインスパイアリング・ワード のパワーを使 用できる。
鼓舞の威風：君から見える味方 1 人が追加のアクションを得るため

にアクション・ポイントを使用した際、その味方はヒット・ポイン
トを８ポイント回復する。

戦闘指揮官：君自身および君から 10 マス以内にいて君の姿を見、声
を聞くことができるすべての味方は、イニシアチブ判定に＋ 2 のパ
ワー・ボーナスを得る。（未適用）

インスパイアリング・ワード
Inspiring Word ／鼓舞の言葉 ウォーロード／クラス特徴
君は傷ついた味方に声をかけ、勇気と決意を鼓舞する言葉によっ
て傷を癒す手伝いをする。

［遭遇毎］（特殊）✦［治癒］、［武勇］
特殊：このパワーは1回の遭遇につき2回使用できるが、1ラウン

ドには1回しか使用できない。
マイナー・アクション　近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方１人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費して通常よりも2d6＋４ポイ

ント多くヒット・ポイントを回復することができる。

能力値 判定修正値
【筋】21 ＋10
【耐】13 ＋５
【敏】10 ＋４

能力値 判定修正値
【知】10 ＋４
【判】8 ＋３
【魅】19 ＋８

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】 ○ ＋15
〈運動〉【筋】 ○ ＋15
〈隠密〉【敏】  ＋4
〈軽業〉【敏】  ＋4
〈看破〉【判】  ＋3
〈交渉〉【魅】  ＋8
〈持久力〉【耐】  ＋5
〈事情通〉【魅】  ＋8

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈自然〉【判】  ＋3
〈宗教〉【知】  ＋4
〈知覚〉【判】  ＋3
〈地下探険〉【判】  ＋3
〈治療〉【判】 ○ ＋8
〈盗賊〉【敏】  ＋4
〈はったり〉【魅】  ＋8
〈魔法学〉【知】  ＋4
〈歴史〉【知】 ○ ＋11

特技
《救援鼓舞》：インスパイアリング・ワード を使用する際、君はこの

パワーが追加で回復させる回復量のダイスをすべて放棄する代わり
に、目標に 1 回のセーヴィング・スローを行なわせることができる。

《ドラゴン・ブレス範囲拡大》：ドラゴン・ブレスのパワーを使用する際、
君はその範囲を “ 噴射 3” ではなく、“ 噴射 5” にすることができる。

《鎧習熟：スケイル》：君はスケイル・アーマーに習熟する。
《インスパイアリング・ワード強化》**：インスパイアリング・ワー

ド によって回復するヒット・ポイントの量に＋ 4 を加える（適用済
み）

《武器練達：長柄武器類》***：長柄武器類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナ
ス（適用済）。

装備品
防具：ブラック・アイアン・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2
武器：ヴェンジフル・ハルバード＋2、ジャヴェリン×3本。君のジャ

ヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。

所持金：80gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□マイルストーン□ / □ / □
ヴェンジフル・ハルバード＋ 2（武器スロット）*
　パワー（［遭遇毎］）：フリー・アクション。使用者から 10 マス

以内の “ 重傷 ” の味方に対して攻撃がヒットした際にこのパワー
を使用できる。使用者は次の自分のターンの終了時まで、その
攻撃を行なったものに対する攻撃ロールに＋ 2 のパワー・ボー
ナスを得、さらにダメージ・ロールに 1d10 を加算する。

ブラック・アイアン・ドレイクスケイル・アーマー＋ 2（鎧スロット）
　特性：使用者は［死霊］と［火］に対する抵抗 5 を得る。
ガントレッツ・オヴ・オーガ・パワー：（両手スロット）
　特性：〈運動〉の判定、および【筋力】の能力値判定（ただし、【筋力】

による攻撃は除く）に対して＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適
用済）。

　パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。使用者が敵に対して
近接攻撃をヒットさせた時に使用する。そのダメージ・ロール
に＋ 5 のパワー・ボーナスを加える。

アミュレット・オヴ・ヘルス＋ 2（首スロット）
　特性：［毒］に対する抵抗 5 を得る・
サークレット・オヴ・セカンド・チャンシズ（頭スロット）
　パワー（［一日毎］）：アクションではない。使用者がセーヴィング・

スローに失敗した時にこのパワーを使用できる。そのセーヴィ
ング・スローを再ロールできるが、たとえ出目がより低くても、
再ロールした値を使用しなければならない。

ブーツ・オヴ・フリー・ムーブメント（足スロット）：*
　特性：減速状態、動けない状態、拘束状態をもたらす効果に対

するセーヴィング・スローに＋ 2 のアイテム・ボーナスを得る。
　パワー（［遭遇毎］）：マイナー・アクション。セーヴで終了する

減速状態、動けない状態、または拘束状態をもたらす効果 1 つ
に対して 1 回のセーヴィング・スローを行なえる。

ベルト・オヴ・ヴィゴー（腰スロット）
　特性：使用者は回復力値に＋ 1 のアイテム・ボーナスを得る（適

用済み）。

*……『冒険者の宝物庫』所収。
**……『武勇の書』所収
***……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
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作成済みキャラクター レベル 9

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　

ヒット・ポイント：７６　　　　　　　　　　　　　

重傷：３８　回復力値：１９　　1 日の回復力使用回数：１１

イニシアチブ＋３　　　　　アクション・ポイント　　　　　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志
２６ １８ １９ ２２
抵抗：すべてのダメージに対する抵抗 1

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 14（ラックブレード・バスタード・ソード＋２）

ダメージ：1d10 ＋７（クリティカル：17 ＋ 2d8）

遠隔基礎攻撃：＋７（ジャヴェリン） ダメージ：1d6 ＋１

種族的特長（修正等反映済み）
身長：5ft.11in（180cm） 　体重：160lb.（72.5kg） 　サイズ：中型

移動速度：５マス  視覚：夜目

言語：共通語、始原語、エルフ語 属性：無属性

集団交渉術：君から 10 マス以内にいる君の仲間は〈交渉〉判定
に＋ 1 の種族ボーナスを得る。

見よう見まね：自分のクラス以外の 1 レベル［無限回］攻撃パワー
を、［遭遇毎］パワーとして使用できる（ソーサラーのバーニング・
スプレー を選択済み）。

神の制裁
『信仰の書』に収載された新しいパラディンのパワーの多く、および

新しい特技のいくつかは、目標を君の “ 神の制裁 ” の対象とするもので
ある。“ 神の制裁 ” の対象となるとはすなわち、目標がパワーもしくは
特技の説明で特定された時間の間、君にマークされるということを意味
する。特記しない限り、他の誰かが目標をマークした場合、既存のマー
クは定められた時間が経過しなくとも終了する。

このマークが終了するまで、目標は各ラウンドにおいて一番最初に君
を目標として含まない攻撃を行なったときに、8 ポイントの［光輝］ダ
メージを負う。

君は 1 体のクリーチャーをディヴァイン・チャレンジによってマー
クし、別のクリーチャーを “ 神の制裁 ” によってマークするということ
もできる。

無限回パワー
エンフィーブリング・ストライク
Enfeebling Strike ／腕痺れさす打撃 パラディン／攻撃／ 1
君の猛烈な武器攻撃は敵の力を弱める。

［無限回］✦［信仰］、［武器］
標準アクション　近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d8）ダメージ。
 使用者が目標をマークしているなら、目標は使用者の次のター

ンの終了時まで攻撃ロールに－2のペナルティを被る。

アーデント・ストライク
Ardent Strike ／熱き心の打撃 パラディン／攻撃／ 1
君は敵を攻撃し、それを君の神の怒りの焦点と為す。

［無限回］✦［信仰］、［武器］
標準アクション　近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：1d10＋7（クリティカル：17＋2d8）ダメージ。目標は次
 の使用者のターンの終了時まで、使用者の“神の制裁”の対象とな

る。
 特殊：突撃を行なう際、使用者は1回の近接基礎攻撃の代わりにこ

のパワーを使用することができる。（『信仰の書』）

遭遇毎パワー
バーニング・スプレー
Burning Spray ／炎

ほのおのしぶき

飛沫 ソーサラー／攻撃／ 1
君は腕で大きく円弧を描き、敵に液状の炎を浴びせかける。

［遭遇毎］✦［装具］、［火］
標準アクション 近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋９ 対 反応
ヒット：1d8＋5の［火］ダメージ（『プレイヤーズ・ハンドブックII』） 

シールディング・スマイト
Shielding Smite ／盾なる一撃 パラディン／攻撃／ 1
君が得物を振るうと、1人の仲間の前に透明な金色の盾が出現する。

［遭遇毎］✦［信仰］、［武器］
標準アクション　近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 AC
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。
効果：使用者の次のターンの終了時まで、使用者から5マス以内に

いる味方1人はACに＋3パワー・ボーナスを得る。

コール・オヴ・チャレンジ
 Call of Challenge ／挑戦の呼び声 パラディン／汎用／ 2
君は武器を振り下ろしながら、近くにいるすべての敵に自分と勝
負するよう要求する。

［遭遇毎］◆［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内の敵すべて
効果：次の使用者のターンの終了時まで、すべての目標は使用者

の“神の制裁”の対象となる。（『信仰の書』）

インヴィゴレイティング・スマイト
Invigorating Smite ／活力もたらす一撃 パラディン／攻撃／ 3
君が敵に得物を叩きつけると、突如、君と仲間たちは信仰の力に
よって活力を与えられたのを感じる。

［遭遇毎］✦［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋14 対 意志
ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。使用者が

重傷なら、使用者は8ヒット・ポイントを回復する。
 使用者から5マス以内にいる重傷の味方すべても、8ヒット・ポ

イントを回復する。

ハーフエルフ・パラディン
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ビナイン・トランスポジション
Benign Transposition ／捨身の位置交換 パラディン／攻撃／ 7
君は己が神格の力を呼び起こして1人の仲間と位置を入れ替え、
移動先の近くにいる敵を攻撃する。

［遭遇毎］✦［瞬間移動］、［信仰］、［武器］
標準アクション 近接・武器
1次目標：使用者から、3マスまでの範囲内にいる味方1人
効果：使用者と目標は位置が入れ替わる。その後、敵が使用者の

近接攻撃の間合いの範囲内にいるなら、使用者はその敵に対し
て1回の2次攻撃を行なう。

　2次目標：敵1体
　2次攻撃：＋14 対 AC
　ヒット：2d10＋7（クリティカル：27＋2d8）ダメージ。

一日毎パワー
レイディアント・デリリウム
Radiant Delirium ／惑乱の煌めき パラディン／攻撃／ 1
君は敵をいく筋もの焼け付くような光で包み込む。

［一日毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション　遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：3d8＋8（クリティカル：32＋2d8）の［光輝］ダメージ。目

標は使用者の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。
 さらに、目標はACに－2のペナルティを受ける（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターンの終了時まで幻

惑状態となる。

ハロウド・サークル
Hallowed Circle ／清浄の円 パラディン／攻撃／ 5
君が片手を一振りすると、ほのかに輝く印状の大きな輪が現れる。
この円は敵には害をなし、中の味方を護る。

［一日毎］✦［区域］、［信仰］、［装具］
標準アクション 近接範囲・爆発３
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋11 対 反応
ヒット：2d6＋8（クリティカル：20＋2d8）ダメージ。
効果：爆発の範囲内はこの遭遇の終了時まで“明るい”光に照らさ

れた区域となる。使用者およびその味方は、この区域内にいる
 限りすべての防御値に＋1のパワー・ボーナスを得る。

ラス・オヴ・ザ・ゴッズ
Wrath of the Gods ／神々の怒 パラディン／汎用／ 8
信仰の光が後光となって君から放たれる。君と近くの仲間たちは
断固たる決意を持って敵たちを打ち倒す。

［一日毎］✦［信仰］
マイナー・アクション 近接範囲・爆発１
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：この遭遇の終了時まで、目標のダメージ・ロールに＋5を加

える。

ナイトリィ・インターセッション
Knightly Intercession ／騎士のとりなし パラディン／攻撃／ 9
君は仲間の代わりに自分を討てと敵に命ずる。

［一日毎］◆［信仰］、［武器］
即応・割込 近接範囲・爆発10
トリガー：使用者から10マス以内の敵1体の近接あるいは遠隔攻

撃が使用者の味方にヒットする
目標：トリガーを発生させた敵
効果：トリガーを発生させた攻撃は、その味方ではなく使用者に

ヒットする。使用者は目標を自分に隣接するマスに引き寄せ、
 目標に対して以下の攻撃を行なう。
 攻撃：＋14対AC
 ヒット：2d10＋3（クリティカル：23＋2d8）ダメージ。
 目標は遭遇の終了時まで、使用者の“神の制裁”の対象となる。

（『信仰の書』）

クラス特徴
チャネル・ディヴィニティ：君はこの特殊な信仰のパワーを 1 回

の遭遇につき 1 回使用できる。
ディヴァイン・チャレンジ：君は無限回のパワーとしてディヴァイ

ン・チャレンジを使用できる。
レイ・オン・ハンズ：1 日に 3 回、マイナー・アクションとして、

君はレイ・オン・ハンズのパワーを使用できる。

レイ・オン・ハンズ
Lay on Hands ／癒しの手 パラディン／クラス特徴
君の信仰心溢るる手は、瞬時に傷を癒す。

［無限回］（特殊）✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1日に3回だけ使用できる。
マイナー・アクション　近接・接触
目標：クリーチャー 1体
効果：使用者は1日の回復力使用回数を1回使用するが、使用者本人の

ヒット・ポイントは回復しない。その代わり、目標は1回分の回復力を
 使用したかのようにヒット・ポイントを回復する。このときの回復量

は普段よりも5点多くなる。このパワーを使用するためには、使用者
 の1日の回復力使用回数が少なくとも1回分残っていなければならない。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・ストレンクス
Channel Divinity：Divine Strength ／神性伝導：信仰の力 
 パラディン／クラス特徴
君は己が神格に、敵を打ち倒す信仰の力を懇請する。

［遭遇毎］✦［信仰］
マイナー・アクション　使用者
効果：使用者がこのターンに行なう次の1回の攻撃は、＋1の追加

ダメージを与える。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・メトル
Channel Divinity：Divine Mettle ／神性伝導：信仰の奮起 
 パラディン／クラス特徴
君の、己が神格への揺るぎなき信仰心が、近くのクリーチャーに
己を苛む苦難に抵抗する力を与える。

［遭遇毎］✦［信仰］
マイナー・アクション　近接範囲・爆発10
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：目標は1回のセーヴィング・スローを行なう。このロール

には＋５のボーナスがつく。

ディヴァイン・チャレンジ
Divine Challenge ／信仰の標的 パラディン／クラス特徴
君は雄々しく近くの敵に立ち向かい、君の挑戦を無視する者を信
仰の光で焼き焦がす。

［無限回］✦［光輝］、［信仰］
マイナー・アクション　近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー 1体
効果：使用者は目標を“マーク”する。目標がすでに他のクリーチャーに

マークされているなら、使用者の“マーク”の効果がそれを上書きし、既
 存の“マークされた状態”の効果は終了する。使用者が別の目標にこの

パワーを使用するか、使用者が目標と交戦する（下記参照）のに失敗す
 るまで、目標は“マークされた状態”のままである。あるクリーチャーを

マークできるのは常に1人だけである。同じクリーチャーが別の相手
 から新たにマークされたら、既存の“マークされた状態”の効果は終了する。
　使用者にマークされている目標は、使用者を目標に含まない攻撃の攻

撃ロールに－2のペナルティを負う。また、使用者を目標に含まない攻
 撃を行なうと、目標は8点の［光輝］ダメージを受ける。このダメージは

1ターンにつき1回しか発生しない。
　使用者は自分のターン中、マークした目標と交戦するか、さもなくば別

の目標をマークしなければならない。目標と“交戦”したとみなされる
 ためには、使用者は目標に攻撃を行なうか、目標に隣接した状態で自分

のターンを終えねばならない。使用者のターンの終了時にどちらの条
 件も満たされていない場合、目標の“マークされた状態”は終了し、使用

者は次の自分のターンにディヴァイン・チャレンジ を使用す
 ることができなくなる。
　　ディヴァイン・チャレンジ は1ターンに1回だけ使用できる。

（裏に能力値、特技、装備品、魔法のアイテムがあります。）
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能力値 判定修正値
【筋】12 ＋５
【耐】13 ＋５
【敏】10 ＋４

能力値 判定修正値
【知】8 ＋３
【判】17 ＋７
【魅】21 ＋９

技能（能力値） 習得済み 判定修正値
〈威圧〉【魅】  ＋９
〈運動〉【筋】  ＋１
〈隠密〉【敏】  ±０
〈軽業〉【敏】  ±０
〈看破〉【判】 ○ ＋14
〈交渉〉【魅】 ○ ＋16
〈持久力〉【耐】  ＋１
〈事情通〉【魅】  ＋９
〈自然〉【判】  ＋７
〈宗教〉【知】 ○ ＋８
〈知覚〉【判】  ＋７
〈地下探険〉【判】  ＋７
〈治療〉【判】 ○ ＋12
〈盗賊〉【敏】  ±０ 
〈はったり〉【魅】  ＋９
〈魔法学〉【知】  ＋３
〈歴史〉【知】  ＋３

特技
《癒しの手》：君がレイ・オン・ハンズのパワーを使用した際、目標

が回復するヒット・ポイントの量は君の【魅力】修正値に等し
い値だけ増加する（適用済）。

《怒涛のアクション》：アクション・ポイントを消費することで得た
アクションの間、君は自分の行なう攻撃ロールに＋ 3 のボーナ
スを得る。

《武器習熟：バスタード・ソード》：バスタード・ソードに習熟する。
《近接戦訓練》**：近接基礎攻撃を行なう際、【筋力】の代わりに別

の能力値を使用できる（【魅力】を選択）。
《集団防御》***：君の味方は、君がマークしている敵からの攻撃に

対してすべての防御値に＋ 1 ボーナスを得る。

装備品
防具：ライムファイアー・プレート・アーマー・オヴ・サクリファ

イス＋２、バトルフォージド・へヴィ・シールド
武器：ラックブレード・バスタード・ソード＋２、ジャヴェリン 3

本。君のジャヴェリンの射程は 10 ／ 20 である。
装具：シンボル・オヴ・ヴィクトリー＋２
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。

所持金：80gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□/□/□
ラックブレード・バスタード・ソード＋ 2（武器スロット）*
　パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。行なったばかりの 1

回の攻撃ロールを再ロールできる。もし出目がより悪くとも、2
回目の値を使用しなければならない。

シンボル・オヴ・ヴィクトリー＋ 2*
　パワー（［一日毎］）：フリー・アクション。このパワーは使用者

もしくは使用者から 5 マス以内にいる味方 1 体が、クリティカル・
ヒットを与えた時に使用できる。そのキャラクターはアクショ
ン・ポイント 1 点を得る。

サークレット・オヴ・セカンド・チャンシズ（頭スロット）
　パワー（［一日毎］）：アクションではない。使用者がセーヴィング・

スローに失敗した時にこのパワーを使用できる。そのセーヴィ

ング・スローを再ロールできるが、たとえ出目がより低くても、
再ロールした値を使用しなければならない。

ライムファイアー・プレート・アーマー・オヴ・サクリファイス
＋ 2（鎧スロット）

　パワー（［無限回］）：マイナー・アクション。使用者が、1 回のセー
ヴで終了できる効果 1 つの対象となっている味方 1 体に隣接し
たときにこのパワーを使用する。その味方は効果の対象ではな
くなり、換わりに使用者がその効果の対象となる。使用者は次
の自分のターンの終了時まで、その効果に対するセーヴィング・
スローを行なうことはできない。

　パワー（［一日毎］◆［回復］）：マイナー・アクション。回復力
を 1 回ぶん消費する。使用者から 5 マス以内にいる味方 1 体は、
自分で回復力を 1 回ぶん消費したかのようにヒット・ポイント
を回復する。

アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
バトルフォージド・へヴィ・シールド（両腕スロット）*
　パワー（［一日毎］◆［回復］）：フリー・アクション。使用者に

隣接する味方がヒット・ポイントを回復する時にこのパワーを
使用できる。その味方は回復力を 1 回ぶん消費したのと同等の
ヒット・ポイントを追加で回復する。

*……『冒険者の宝物庫』所収。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
***……『信仰の書』所収。
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作成済みキャラクター レベル９

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　
ヒット・ポイント：５４
重傷：２７　回復力値：１３　　1 日の回復力使用回数：７
イニシアチブ＋１１　　　　　アクション・ポイント　　　　
防御値

ＡＣ 頑健 反応 意志

２３ １７ ２１ １９

抵抗 ［火］９

攻撃
近接基礎攻撃：＋６（ダガー） ダメージ：1d4 － 1

遠隔基礎攻撃：＋ 12（マジック・ミサイル）対 反応

ダメージ：2d4 ＋９（クリティカル 17 ＋ 2d8）

種族的特長（修正等反映済み）

身長：５ft. ８in（172cm） 体重：160lb.（72kg） サイズ：中型

移動速度：６マス  視覚：夜目
言語：共通語、竜語 属性：無属性

手負い狩り：重傷の敵に対する攻撃ロールに＋ 1 の種族ボーナス。
インファーナル・ラス：君は遭遇毎パワーとしてインファーナル・

ラスを使用できる。

インファーナル・ラス
Infernal	Wrath ／地獄の怒り　ティーフリング／種族パワー

君は自分の激しやすい性質を駆り立てることによって敵を傷つける
可能性を増大させる。

［遭遇毎］
マイナー・アクション 使用者
効果：自分の1つ前のターン以降に自分に攻撃をヒットさせた1体 

の敵に対する次の1回の攻撃ロールに＋1のパワー・ボーナス
 を得る。この攻撃がヒットし、ダメージを与えるなら、さらに＋1の

追加ダメージを与える。

無限回パワー
マジック・ミサイル
Magic	Missile ／魔法の矢		 	 ウィザード／攻撃／ 1

君は敵めがけて力場製の銀色の矢を放つ。
［無限回］✦［装具］、［秘術］、［力場］

標準アクション 遠隔・20
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：2d4＋9（クリティカル：17＋2d8）の［力場］ダメージ。
特殊：このパワーは遠隔基礎攻撃として使用できる。

スコーチング・バースト
Scorching	Burst ／灼熱の爆発	 	 ウィザード／攻撃／ 1

金色の炎が垂直な火柱となり、中のものすべてを焼き尽くす。
［無限回］✦［装具］、［火］、［秘術］

標準アクション　　　　　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋13 対 反応
ヒット：1d6＋10（クリティカル：16＋2d8）の［火］ダメージ。

遭遇毎パワー（汎用パワーはどちらか一つを選択）
アイシー・テレイン
Icy	Terrain ／凍る大地	 ウィザード／攻撃／ 1

君は氷の吐息と共に秘術の言葉を紡ぎ、 地表に不確かな氷の層を生
じさせて敵たちの邪魔をする。

［遭遇毎］✦［装具］、［秘術］、［冷気］
標準アクション　　　　　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12  対 反応

ヒット：1d6 ＋ 9（クリティカル：15 ＋ 2d8）の［冷気］ダメージ。目標は
伏せ状態になる。

効果：このパワーの効果範囲内は、使用者の次のターンの終了時まで
移動困難な地形となる。使用者はこの効果を1回のマイ

 ナー・アクションで終了させることができる。

ジャンプ
Jump／跳躍	 ウィザード／汎用／ 2

君または別のクリーチャーは突然、途方もない距離を飛び越える。
［遭遇毎］✦［秘術］

移動アクション 遠隔・10
目標：使用者またはクリーチャー 1体
効果：目標はフリー・アクションとして、跳躍のための〈運動〉判定を

1回行なう。この判定には＋10のパワー・ボーナスがつく。
 助走を行なったかのように判定結果から跳躍距離を求め、目標はそ

の距離だけ移動する。

ピニオニング・ヴォーテクス
Pinioning	Vortex ／封縛竜巻	 ウィザード／攻撃／ 3

小型の竜巻がうなりを上げて前方の敵を乱打し、空中へとさらう。
［遭遇毎］✦［装具］、［秘術］

標準アクション　　　　　　　　遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋12  対 頑健

ヒット：2d6 ＋ 9（クリティカル：21 ＋ 2d8）ダメージ。使用者は目標を
垂直方向に 10フィート（2 マス）横滑りさせる。目標は次の自

 分のターンの開始時まで空中に留まっている。空中にいる間、目
標は“幻惑状態”および“動けない状態”となり、使用者とその

 味方に戦術的優位を与える。目標は次の自分のターンの開始時に、
かつて占めていた足元のマスか、そこが何者かに占めら

 れている場合にはもっとも近い何ものにも占められていないマス
へと着地する。（『秘術の書』）

ツイスト・オヴ・スペース
Twist	of	Space ／空間の織り直し	 ウィザード／攻撃／ 7

君は空間の生地を折り曲げ、たたんで、敵勢を戦場のあちらこちらに
追い散らす。

［遭遇毎］◆［瞬間移動］、［装具］、［秘術］
標準アクション　　　　　　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12対“意志”<b>

ヒット：1d6 ＋ 9ダメージ（クリティカル：15 ＋ 2d8）。目標は 3 マス瞬
 間移動させられ、使用者の次のターンの終了時まで“減速状態”と

なる。

一日毎パワー（攻撃パワーはどちらか一つを選択する）
スリープ
Sleep ／睡眠	 ウィザード／攻撃／ 1

君は敵たちに自らの意志の力を及ぼし、魔法的な疲労感で押し潰そ
うとする。

［一日毎］✦［催眠］、［装具］、［秘術］
標準アクション　　　　　　　　遠隔範囲・爆発2・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12 対 意志
ヒット：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。このパワーに対 

する1回目のセーヴィング・スローに失敗した目標は気絶状態
 となる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は減速状態となる（セーヴ・終了）。

ティーフリング・ウィザード
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フレイミング・スフィアー
Flaming	Sphere ／炎の球体	 ウィザード／攻撃／ 1

君は転がりまわる炎の球体を作り上げ、その行き先を自由にあやつる。
［一日毎］✦［装具］、［創造］、［火］、［秘術］

標準アクション　　　　　　　　遠隔・10
効果：使用者は中型サイズの炎の球体を1つ創造する。この球体は射

程内のマス1つを占め、目標を攻撃する。炎の球体に隣接した状態
 で自分のターンを開始したすべてのクリーチャーは（1d4＋10）の

［火］ダメージを受ける。使用者は1回の移動アクションとしてこ
 の球体を6マスまで移動させることができる。
目標：炎の球体に隣接するクリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 反応
ヒット：2d6＋10（クリティカル：22＋2d8）の［火］ダメージ。
維持・マイナー：使用者はこのパワーをこの遭遇の終了時まで維持

することができる。使用者は1回の標準アクションとして、炎の
球体にもう1回攻撃を行なわせることができる。

エクスペディシャス・リトリート
Expeditious	Retreat ／迅速退却	 ウィザード／汎用／ 2

君がすみやかに戦場から退却する間、君の姿はぼやけてよく見えなくなる。
［一日毎］✦［秘術］

移動アクション　　　　　　　　使用者
効果：使用者は自分の移動速度の2倍までのシフトを行なう。

グリッターダスト
Glitterdust ／煌砂	 ウィザード／攻撃／ 5

君は付近のすべてのクリーチャーの前に、閃光と輝く光を残す黄金
の塵を呼び出す。塵は神秘的な輝きによって火花を散らす。

［一日毎］✦［光輝］、［装具］、［秘術］
標準アクション　　　　　　　　遠隔範囲・爆発1・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋12 対 反応
ヒット：1d10＋9（クリティカル：19＋2d8）の［光輝］ダメージ。目標

は、使用者の次のターンの終了時まで“盲目状態”となる。
効果：目標は視認困難や不可視化による利益を得ることができず、隠

れることもできない（セーヴ・終了）。（『秘術の書』）

ファイアーボール
Fireball ／火球	 ウィザード／攻撃／ 5

君の手の中に橙色の火の玉が現れる。君がそれを敵に投げつけると、
火の玉は落下地点で爆発する。

［一日毎］✦［装具］、［火］、［秘術］
標準アクション　　　　　　　　遠隔範囲・爆発3・20マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋13 対 反応
ヒット：3d6＋10（クリティカル：28＋2d6）の［火］ダメージ。
ミス：半減ダメージ。

ディスペル・マジック
Dispel	Magic ／解呪	 	 ウィザード／汎用／ 6

君はパチパチと弾ける秘術のエネルギーの光線を放ち、相手が作り
出した魔法的な効果を破壊する。

［一日毎］◆［装具］、［秘術］
標準アクション 遠隔・10
目標：1つの創造物または区域
攻撃：【知力】対“その創造物または区域の作成者の意志防御値”
ヒット：目標の創造物または区域は破壊される。目標が発生させた

効果は、通常はその効果の目標がセーヴに成功するまで持続
 するものを含め、すべて終了する。

ディメンジョン・ドア
Dimension	Door ／次元扉	 ウィザード／汎用／ 6

君は目の前の空中に戸口を描き、その門に踏み入り、近くの別の
場所に現れる。

［一日毎］✦［瞬間移動］、［秘術］
移動アクション　　　　　　　　使用者
効果：使用者は10マス瞬間移動する。他のクリーチャーを一緒に

移動させることはできない。

フェース・オヴ・デス
Face	of	Death ／死相	 ウィザード／攻撃／ 9

君は敵の目の前に魂を刈り取る者の幻覚をつくり出す。敵は身に
迫る死の恐怖に凍りつく。

［一日毎］◆［恐怖］、［装具］、［秘術］、［幻］
標準アクション　　　　　　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：＋13対“意志”
ヒット：目標は“動けない状態”となる（セーヴ・終了）。
　セーヴ失敗・1回目：目標は“無防備状態”となる（セーヴ・終了）。
　後効果：目標は“減速状態”となる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は“動けない状態”となる（セーヴ・終了）
　後効果：目標は“減速状態”となる（セーヴ・終了）。

ウォール・オヴ・ファイアー
Wall of Fire ／火の壁 ウィザード／攻撃／ 9

君の命に応じて、地中から燃え上がる炎の壁が出現する。
［一日毎］◆［装具］、［創造］、［火］、［秘術］

標準アクション　　　　　　　　　遠隔範囲・壁状8・10マス以内
効果：使用者は秘術の炎で覆われた一続きのマスからなる壁を創造

する。壁の長さは8マスまで、高さは4マスまでである。
 この壁は使用者の次のターンの終了時まで持続する。壁に隣接し

たマスで自分のターンを開始したクリーチャーは皆（1d6＋
 10）の［火］ダメージを受ける。壁のあるマスに入るか、壁の中で自

分のターンを開始したクリーチャーは皆（3d6＋10）の［火］ダ
 メージを受ける。壁に占有されたマスへ移動するのは、通常よりも

3マスぶん多い移動と数える。この壁は視線を遮る。
維持・マイナー：壁が持続する。

クラスの特徴
初級呪文：君はいくつかの初歩的な呪文を無限回のパワーとして使用

できる。くわしくは PHB を参照のこと。
正確さのワンド（装具体得）：1 つの遭遇毎に 1 回、フリー・アクショ

ンとして、君は 1 体の目標に対する 1 回の攻撃ロールに＋ 3 のボー
ナスを得る。この特徴の利益を得られるのは、［装具］のキーワー
ドを持つパワーのみである。

呪文書：君は呪文書に追加の一日毎の呪文 1 つを記録している。大
休憩の後、君はその日に使用する一日毎の呪文と汎用呪文を 1 つ選
んで準備する。君は一日毎の呪文を 2 つ、汎用呪文を 2 つ習得して
いるが、1 日にはそれぞれどちらか一方しか使用できない。記述さ
れている呪文については、装備品の「呪文書」を参照。

儀式：《儀式取得者》 の特技を得て、儀式を呪文書に修得している。

能力値 判定修正値
【筋】8 ＋６
【耐】12 ＋４
【敏】17 ＋７

能力値 判定修正値
【知】21 ＋９
【判】11 ＋４
【魅】12 ＋５

技能（能力値）　　　習得済み　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】    ＋５
〈運動〉【筋】    ＋３
〈隠密〉【敏】    ＋９
〈軽業〉【敏】    ＋６
〈看破〉【判】    ＋４
〈交渉〉【魅】    ＋５
〈持久力〉【耐】    ＋５
〈事情通〉【魅】    ＋５
〈自然〉【判】  ○  ＋９
〈宗教〉【知】    ＋９
〈知覚〉【判】    ＋４
〈地下探検〉【判】 ○  ＋９
〈治療〉【判】    ＋４
〈盗賊〉【敏】    ＋７
〈はったり〉【魅】   ＋７
〈魔法学〉【知】  ○  ＋14
〈歴史〉【知】  ○  ＋14
（裏に特技、装備品、魔法のアイテムがあります。）
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特技
《イニシアチブ強化》：君はイニシアチブ判定に＋ 4 のボーナスを

得る（適用済）。
《儀式取得者》：儀式を執行できる。
《地獄の業火の血統》：君は［火］あるいは［恐怖］のキーワード

を有するパワーを使用する際の攻撃ロールとダメージ・ロール
に＋ 1 の特技ボーナスを得る（適用済）。

《鎧習熟：レザー》：君はレザー・アーマーに習熟している。
《装具熟達：ワンド》**：ワンドを用いた攻撃の攻撃ロールに＋ 1

ボーナスを得る（適用済）。
《二丁装具の術者》***：両手に装具を 1 つずつ持った状態で秘術

の攻撃パワーを使用する時、利き手でないほうの手で使用して
いる装具の強化ボーナスもダメージに加える（適用済）。

装備品
防具：サヴァイヴァーズ・レザー・アーマー＋２。
武器：ワンド・オヴ・シールド＋ 2、マスターズ・ワンド・オヴ・

マジック・ミサイル＋ 2、ダガー
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：

背負い袋、携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、
10 日分の保存食、50 フィートの麻製ロープ、水袋。

呪文書：呪文書には以下の儀式が記されている。各儀式については
PHB 参照。

1 レベル：コンプリヘンド・ランゲージ、テンサーズ・フローティング・
ディスク、メイク・ホウル

2 レベル：エンデュア・エレメンツ
3 レベル：ディテクト・シークレット・ドアーズ
4 レベル：ノック
6 レベル：ファントム・スティード

レシデュウム：任意の儀式の構成要素（400gp 相等）
所持金：60gp

魔法のアイテム	
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□ / □ / □

ワンド・オヴ・シールド＋ 2（武器スロット）
　パワー（［一日毎］◆［秘術］）：即応・割込。シールド呪文を使

用できる。トリガー： 使用者に対する 1 回の攻撃がヒットする。
効果： 使用者の次のターンの終了時まで、使用者は AC と反応防
御値に＋ 4 のパワー・ボーナスを得る。

マスターズ・ワンド・オヴ・マジック・ミサイル＋ 2（武器スロット）*
　特性：使用者のマジック・ミサイルがヒットすると、目標は 1

マス押しやられる（適用済み）。
サヴァイヴァーズ・レザー・アーマー＋ 2（鎧スロット）*
　パワー（［一日毎］◆［秘術］）：即応・割込。使用者に攻撃がヒッ

トしたとき、このパワーを使用する。使用者の 5 マス以内にい
る同意する味方を 1 体選ぶ。ダメージは使用者のかわりにその
味方が受ける

アミュレット・オヴ・プロテクション＋ 2（首スロット）
グラヴズ・オヴ・ピアシング（両手スロット）
　パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。この遭遇の終了時

まで、使用者の行なう攻撃は 10 以下の抵抗をすべて無視する。

*……『冒険者の宝物庫』所収。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
***……『秘術の書』所収。
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作成済みキャラクター レベル９

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　　　　　　
ヒット・ポイント：６７
重傷：３３　回復力値：１６ 　1 日の回復力使用回数：９
イニシアチブ＋４　　　　　アクション・ポイント　　　

防御値
ＡＣ 頑健 反応 意志
２５ ２０ １８ ２２
セーヴィング・スロー修正［毒］へのセーヴに＋ 5 の種族ボーナス

攻撃
近接基礎攻撃：＋ 13（フレイミング・ウォーアックス＋２）
 ダメージ：1d12 ＋ 8（クリティカル 20 ＋ 2d6）
遠隔基礎攻撃：＋ 10（スローイング・ハンマー）
    ダメージ：1d6 ＋ 4

種族的特長
身長：４ft ８in（142cm） 体重：200lb.（91kg） サイズ：中型
移動速度：５マス 視覚：夜目
言語：共通語、ドワーフ語 属性：善

ドワーフの回復力：君は “ 底力 ” をマイナー・アクションで使用できる。
 踏ん張り：何らかの強制移動を受けるとき、実際に移動させられるマス

の数は、その効果の説明文中の数字よりも 1 マス少なくなる。
　さらに、何らかの攻撃によって君が伏せ状態になった際、即座に 1 回

のセーヴィング・スローを行なうことができ、成功すれば伏せ状態に
ならずにすむ。

無限回パワー
セイクリッド・フレイム
Sacred	Flame ／聖なる炎		 クレリック／攻撃／ 1

上空から聖なる光が降り注いだ。その輝きは1人の敵を焼き焦が
し、同時に味方の1人に恵みを与えた。
［無限回］✦［光輝]、[信仰］、［装具］
標準アクション	 遠隔・5
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：1d6＋6（クリティカル12＋2d6）の［光輝］ダメージ。使用

者の視界内にいる味方1人は、一時的ヒット・ポイント3を得るか、
 1回のセーヴィング・スローを行なう。

ライチャス・ブランド	 クレリック
Righteous	Brand ／正義の刻印	 クレリック／攻撃／１

君は敵を自分の武器で攻撃しつつ、己が神格の怒りを示す､かす
かな光を刻印した。印が生じた時に、君は1人の味方の名前を告げ、
刻印された敵に対するその味方の攻撃を信仰の力で後押しした。
［無限回］✦［信仰］、［武器］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：1d12＋8（クリティカル20＋2d6）ダメージ。
 使用者から５マス以内にいる味方１人は、使用者の次のターン

の終了時まで、目標に対する近接攻撃ロールに＋3パワー・ボー
 ナスを得る。

遭遇毎パワー
ヒーリング・ストライク
Healing	Strike ／治癒の打撃	 クレリック／攻撃／ 1

信仰の輝きが君の武器に宿る。君が敵を打ち据えると、君の神格
は癒しというかたちで君または君の味方にちょっとした祝福を
授けてくれた。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 AC
ヒット：2d12＋8（クリティカル32＋2d6）の［光輝］ダメージ。目

標は使用者の次のターンの終了時までマークされた状態になる。
 さらに、使用者または使用者から５マス以内にいる味方１人は
 １回ぶんの回復力を使用することができる。この時の回復量は

通常よりも6ポイント多い。

スプリット・ザ・スカイ
Split	the	Sky ／天を裂く	 クレリック／攻撃／３

君は武器で攻撃しつつ太古の怒りのことばを謳いあげた。雷のごと
きパワーを帯びた君の近接攻撃は敵を吹き飛ばし、地に転がした。
［遭遇毎］✦［信仰］、［武器］、［雷鳴］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 頑健
ヒット：1d12＋8（クリティカル20＋2d6）の［雷鳴］ダメージ。使

用者は目標を2マス押しやり、伏せ状態にする。

シアリング・ライト
Searing	Light ／焼けつく光	 クレリック／攻撃／ 7

君が己が神格の力を呼び起こすと、君の聖印からまばゆい焼け付
くような強烈な光が放たれて敵を打ちのめし、一時的にその目を
見えなくさせる。

［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション 遠隔・10
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋10 対 反応
ヒット：2d6＋6（クリティカル18＋2d6）の［光輝］ダメージ。目標

は使用者の次のターンの終了時まで盲目状態になる。

一日毎パワー
ビーコン・オヴ・ホープ
Beacon	of	Hope ／希望のともしび	 クレリック／攻撃／ 1

信仰のエネルギーが爆発し、敵を傷つけ、味方を癒す。
輝かしいエネルギーは君の聖印の周りに消え残り、この戦いが終
わるまで君の癒しの力を強めてくれる。
［一日毎］✦［信仰］、［装具］、［治癒］
標準アクション	 近接範囲・爆発3
目標：爆発の範囲内の敵すべて
攻撃：＋10 対 意志
ヒット：目標は使用者の次のターンの終了時まで、弱体化状態と

なる。
効果：使用者および爆発の範囲内にいた使用者の味方は10ヒット・

ポイントを回復する。この遭遇の終了時まで、使用者の［治癒］
パワーが回復するヒット・ポイントの量は＋5される。

ブレス
Bless ／祝福	 クレリック／汎用／２

君は己が神格に、自身および仲間への祝福を与えるよう懇請した。
［一日毎］✦［信仰］
標準アクション	 近接範囲・爆発20
目標：使用者および爆発の範囲内の味方すべて
効果：すべての目標はこの遭遇の終了時まで攻撃ロールに＋1の

パワー・ボーナスを得る。

ドワーフ・クレリック
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ルーン・オヴ・ピース
Rune	of	Peace ／平和のルーン	 クレリック／攻撃／ 5

君が敵の体に武器を叩き込むと、敵の体に攻撃を禁じるルーンが輝いた。
［一日毎］✦［信仰］、［武器］、［魅了］
標準アクション	 近接・武器
目標：クリーチャー 1体
攻撃：＋13 対 意志
ヒット：1d12＋8（クリティカル:20＋2d6）ダメージ。目標は攻撃

を行なえない（セーヴ・終了）。
ミス：目標は使用者の次のターンの終了時まで使用者を攻撃でき

ない。

ストリーム・オヴ・ライフ
Stream	of	Life ／命の奔流	 クレリック／汎用／ 6

　君の生命エネルギーは一人の仲間へと流れ、君の友に戦い続け
る気力を与える。

［一日毎］◆［回復］、［信仰］
マイナー・アクション 使用者
効果：使用者は継続的ダメージ5をこうむる（セーヴ・終了）。こ

のダメージはいかなる手段でも減少させることはできない。
 使用者は自分のターンの終了時に、この継続的ダメージに対し

てセーヴィング・スローを行なわないことを選択することがで
 きる。使用者が継続的ダメージをこうむるとき、使用者から5マ

ス以内の味方1体は21ヒット・ポイントを回復する（『信仰の書』）

ディヴァイン・パワー
Divine	Power ／信仰の力	 クレリック／攻撃／ 9

君は大きく弧を描いて自分の武器を振り回す。生じた信仰のエネ
ルギーの光輪は、敵を退ける一方で君と仲間には護りとなる。

［一日毎］◆［光輝］、［信仰］、［治癒］、［武器］
標準アクション 近接範囲・爆発2
目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて
攻撃：＋13対“頑健”
ヒット：2d12＋8（クリティカル：32＋2d6）の［光輝］ダメージ。

使用者は目標を1マス押しやる。
効果：この遭遇の終了時まで、使用者は“再生5”を得、使用者および

爆発の範囲内のすべての味方はACに＋2のパワー・ボーナス
を得る。

クラスの特徴
チャネル・ディヴィニティ：君はこれらの特殊な信仰パワーのう

ちどれか 1 つを 1 回の遭遇につき 1 回使用することができる。
癒し手の知恵：［治癒］のキーワードを持つクレリックの祈祷によっ

て治癒を行なう場合、回復する hp の量が＋４される。（適用済）
儀式：《儀式取得者》の特技を得て、儀式を儀式書に修得している。
　1 レベル：ジェントル・リポウズ、メイク・ホウル
　4 レベル：ハンド・オヴ・フェイト
ヒーリング・ワード：1 回の遭遇につき 2 回、マイナー・アクショ

ンとして、ヒーリング・ワード のパワーを使用できる。
神格：信仰する神格は属性に従う範囲で自由に選択。

ヒーリング・ワード
Healing	Word ／治癒の言葉　　　	クレリック／クラス特徴
君が手短な祈りの言葉をつぶやくと、信仰の光が目標を包みこみ、
傷を癒す助けとなった。
［遭遇毎］（特殊）✦［信仰］、［治癒］
特殊：このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラウンドに

は1回しか使用できない。
マイナー・アクション	 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用して通常よりも2d6＋6ポイ

ント多くヒット・ポイントを回復することができる。

チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・フォーチュン
Channel	Divinity：Divine	Fortune ／神性伝導：信仰の幸運

クレリック／クラス特徴
危機に瀕してなお、君の信仰は決して揺らぐことはなく、むしろ
信仰によって特別な祝福を授かった。

［遭遇毎］✦［信仰］
フリー・アクション 使用者
効果：使用者は次に行なう1回の攻撃ロールまたはセーヴィング・

スローに＋1のボーナスを得る。ただし、ボーナスを得られるの
 は使用者の次のターンの終了時までに行なわれたロールに限ら

れる。

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド
Channel	Divinity:Turn	Undead ／神性伝導 : アンデッド退散

クレリック／クラス特徴
君は敵なるアンデッドを焼き尽くし、押し戻し、その場に釘付け
にした。
［遭遇毎］✦［光輝］、［信仰］、［装具］
標準アクション	 近接範囲・爆発2
目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて
攻撃：＋10 対 意志
ヒット：2d10＋6（クリティカル26＋2d6）の［光輝］ダメージ。使

用者は目標を2マス押しやる。目標は使用者の次のターンの終
 了時まで動けない状態となる。
ミス：半減ダメージ。目標は押しやられず、動けない状態にもな

ない。

能力値 判定修正値
【筋】19 ＋８
【耐】15 ＋６
【敏】10 ＋４

能力値 判定修正値
【知】10 ＋４
【判】19 ＋８
【魅】８ ＋３

技能（能力値）　習得済み　　　判定修正値
〈威圧〉【魅】    ＋３
〈運動〉【筋】    ＋５
〈隠密〉【敏】    ＋１
〈軽業〉【敏】    ＋１
〈看破〉【判】  ○  ＋13
〈交渉〉【魅】    ＋３
〈持久力〉【耐】    ＋５
〈事情通〉【魅】    ＋３
〈自然〉【判】    ＋８
〈宗教〉【知】  ○  ＋９
〈知覚〉【判】    ＋８
〈地下探検〉【判】   ＋10
〈治療〉【判】  ○  ＋13
〈盗賊〉【敏】    ＋１
〈はったり〉【魅】   ＋３
〈魔法学〉【知】    ＋３
〈歴史〉【知】  ○  ＋９

特技
《ドワーフ流武器訓練》：君はすべてのアックス類およびハンマー類への

習熟を得る。また、それらを用いてのダメージ・ロールに＋ 2 の特技ボー
ナスを得る（適用済）。

《儀式取得者》：儀式を執行できる。
《盾習熟：ライト》：ライト・シールドに習熟。
《盾習熟：へヴィ》：へヴィ・シールドに習熟。
《武器練達：アックス類》**：アックス類の攻撃ロールに＋ 1 ボーナスを

得る（適用済み）。
《闘う治療者》***：ヒーリング・ワードを使うたび、君の hp は 4 点回復する。

（裏面に「装備品」「魔法のアイテム」があります。）
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装備品
防具：ファインメイル・メイル＋２、へヴィ・シールド・オヴ・プロテクション。
武器：フレイミング・ウォーアックス＋２、スローイング・ハンマー 2 つ。

君のスローイング・ハンマーの射程は 5 ／ 10 である。
聖印：シンボル・オヴ・ホープ＋ 2
標準冒険者キット：このキットには以下のものが含まれている：背負い袋、

携帯用寝具、火打石、ベルト・ポーチ、陽光棒（2）、10 日分の保存食、
50 フィートの麻製ロープ、水袋。

儀式書：1 レベル：ジェントル・リポウズ 、メイク・ホウル ; 4 レベル：
ハンド・オヴ・フェイト  ; 6 レベル：キュア・ディジーズ

レシデュウム：任意の儀式の構成要素（300gp 相等）
所持金：85gp

魔法のアイテム
アイテムの一日毎パワー使用回数：□　マイルストーン□ / □ / □
シンボル・オヴ・ホープ＋ 2
　パワー（［一日毎］）：即応・対応。このパワーは使用者もしくは使用

者から 5 マス以内にいる味方 1 体が、セーヴに成功することで終了さ
せられる 1 つの効果を受けた瞬間に使用できる。使用者もしくはその味
方は、以後ずっと、その 1 つの効果に対するセーヴィング・スローに＋
5 のパワー・ボーナスを得る。

ファインメイル＋ 2（鎧スロット）*

へヴィ・シールド・オヴ・プロテクション（両腕スロット）
　パワー（［一日毎］）：標準アクション。使用者および使用者に隣接す

る味方 1 人は、次の使用者のターン終了時まで “ すべてのダメージに対
する抵抗 10” を得る。

フレイミング・ウォーアックス＋ 2
　パワー（［無限回］◆［火］）：フリー・アクション。この武器によっ

て与えられるすべてのダメージは［火］ダメージとなる。ダメージを元
に戻すのは、別のフリー・アクションである。

　パワー（［一日毎］◆［火］）：フリー・アクション。このパワーは
使用者がこの武器による攻撃をヒットさせた時に使用できる。追加で
1d6［火］ダメージを与え、さらに目標は継続的［火］ダメージ 5 を受
ける（セーヴ・終了）。

ヒーラーズ・ブローチ＋ 2（首スロット）*
　特性：使用者が自分自身あるいは味方にヒット・ポイントを回復させ

るパワーを使用する時、回復するヒット・ポイントの値にブローチの強
化ボーナス（＋ 2）を加算する（適用済み）。

*……『冒険者の宝物庫』所収。
**……『プレイヤーズ・ハンドブック 2』所収。
***……『信仰の書』所収。
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