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はじめに
　素晴らしき公式D&Dプログラム、D&DエンカウンターズTMへよう
こそ。このアドベンチャーは、D&Dエンカウンターズにちょっとし
た新機軸を与えるものだ。『常闇の戦』は、君の地元のウィザーズ・
プレイ・ネットワーク（WPN：Wizards Play Network）の拠点でプレ
イするようにデザインされたエキサイティングなミニ・キャンペー
ンであり、同時に次の版のダンジョンズ＆ドラゴンズのルールのプ
レイテストにもなっている。
　我々が今シーズンのD&Dエンカウンターズで実地に用いようとし
ている新ルールのうち最も重要な要素は、1時間半のプレイ時間の
中で君たちは、1回の戦闘遭遇をこなす以上のことをすべきだ、とい
う考え方だ。その結果として、本アドベンチャーはこれまでのD&D
エンカウンターズで用いたアドベンチャーとは大幅に異なったもの
となっている。本書に掲載されているのは、1週間に1度の遭遇の連
続で一直線状のアドベンチャーを構成するというより、探険と会話
と戦闘のいずれをも同程度含む、一連の短いアドベンチャー集とで
もいうべきものだ。
　これらのアドベンチャーはいずれも、過去の“一直線状のアドベン
チャー” に比して高い柔軟性を有しており、また、それぞれが1回の
セッションでプレイできるようにデザインされている。これらのア
ドベンチャーをすべて繋ぎ合わせると、“常闇の戦” の物語――すな
わち、この1年を通して発表されたD&Dのゲームプロダクツや小説
のシリーズである“Rise of Underdark（未訳）”の結末となる。

次の版をテストする
　『常闇の戦』は、D&Dの現在の版（第4版）のゲームと次代のもの
の要素を統合した新たな種類のD&Dアドベンチャーであり、この2つ
の連続性を強化するものである。ダンジョンズ&ドラゴンズの次の版
の2つの目標到達点は以下の通りである。
◆D&Dを経験する上で重要な3つの要素、すなわち探険と会話と戦
闘（“三本の柱”と呼ぶ）のバランスを取る。
◆戦闘にかかる実時間を短縮し、1回のゲームのセッションで探険
や会話にも、より時間を割けるようにする。

　現在の版では、戦闘はゲーム体験の中心、もしくはゲーム内にほぼ
別のゲームが存在するような形でデザインされている。次の版では、
戦闘の重要性が最小限のものとなり、キャラクターたちが物語に関
わるために迅速にこなしてしまうべきものとなるような場合も存在す
る。
　本アドベンチャーは、現在の版の枠組みのなかでこのプレイスタイ
ルのモデルを作ろうと試みたものである。このアプローチは、君と君
のプレイヤーたちに数多くの顕著な影響を及ぼすことになるだろう。
DMは前もって本アドベンチャーの導入部分、特にP.4の『本シーズン
の運営』のセクションをきちんと把握しておくべきである。そうしてお
けばDMは、キャラクターが冒険を始める前に、プレイヤーたちに“こ
のアドベンチャーがこれまでのものとどう違うか”をしっかり説明でき
るだろう。



2

プレイの準備
　D&Dエンカウンターズ・プレイ・キットには君がこのアドベン
チャーのDMをするのに必要なものがすべて含まれている。遭遇エ
リアのポスター・マップやモンスター、冒険者たち、それに戦場にお
ける効果（訳注：地形、残骸など）を示すためのトークン・シートも
キットに入っている。
　以下の手順に従ってプレイの準備を行なうこと。

セッション1の開始前に：
◆ 『冒険の背景』と『冒険の概略』のセクションに目を通し、物語の

大まかな流れをつかむ。
◆ 「セッション1：メスグリストの落日」を読む。別の時点から本章を

開始するのであれば、適切なセクションを読み、それまでに何が
起きたか理解しておく。

最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ すべてのプレイヤーが自分のPC（プレイヤー・キャラクター）を

持っていることを確認する。キットに含まれるキャラクターで
もいいし、D&Dのルールに従って自分で作成したものでもよい。

◆ プレイヤー全員にD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙（D&D 
Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・キット
に含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションでキャラ
クターが獲得した各種利益を記録する。

◆ オーガナイザーからセッション記録用紙（session tracking 
sheet）を受け取る。君のDCI/RPGAナンバーと共にプレイヤー全
員のDCI/RPGAナンバーを記録すること。君やプレイヤーの誰か
がDCI/RPGAナンバーを持っていない場合は、オーガナイザーに
頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
◆ 個々のセッションはそれぞれ完結した1つのショート・アドベン

チャーからなる。1セッションにかかる時間は一般的に90分か
ら2時間である。

◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プレ
イヤーがより楽しめるよう、君はDMとしてアドベンチャーに適
宜調整を加えることができる（『グループの変更』を参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちは大休憩を取る。
◆ レベルの上昇について記録する。今回のプレイテスト・シーズ

ンにおいては、プレイヤーたちに経験点を記録させるのではな
く、1セッション毎にキャラクターのレベルを上昇させられるよ
うになっている。プレイヤーたちがD&Dエンカウンターズ・プ
レイ記録用紙に彼らのレベル上昇について間違いなく記載する
よう気をつけること。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。全ての
DCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてイベントの日付を確実
に記載すること。

◆ DMを行なうために要した時間と発生させたイベントに基づいて
与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳細は、
君のオーガナイザーに確認のこと。

◆ ほんの数セッションのDMをしてしまえば、次からはセッション
の準備は至極簡単だ。次のアドベンチャーの内容に目を通せば、
もう準備は整ってしまう。

グループの変更
　毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君には
わからない。というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と遊
ぶことになる可能性もある。1回か2回、セッションを飛ばすプレイ
ヤーもいるかもしれないし、セッション毎に異なったDMのもとで遊
ぶプレイヤーもいるかもしれない。これは一向に構わない。新規の
プレイヤーにはこれまでにどんなことが起きているかをざっと説明
すること。
　多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが
以前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現
在のセッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっている
というような場合、個々のプレイヤーすべてについて、どのような判
断を下してきたかを調べる。多数決を取り、結果が同数となった場
合は最も良い結果となっているものを採択する。例えば君の卓の6
人のプレイヤーのうち3人が以前の遭遇でオーク・シャーマンの尊
敬を獲得していて3人がそうでなかった場合、キャラクターたちは今
週のセッションにおいて、彼の尊敬を勝ち得ているものとして扱う。

宝物
　キャラクターたちが先へ行くに従って、金貨や貴重品、それに魔法
のアイテムといった宝物の獲得の機会が生じる。キャラクターたち
が宝物を発見したときは、アドベンチャー内に記載されている説明
に従って処理すること。キャラクター間で宝物を分けるには、以下
のルールを用いる。
　報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消費型でない魔
法のアイテムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取る
か決定する。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしいと
いうことになることが多いので、たいていの場合、その決定はそう難
しくはない。そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテ
ムを持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、君が
指示すること。消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラ
クターが2名以上いる場合、d20をロールして最も高い目を出したプ
レイヤーが新しいアイテムを受け取る。
　アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、キャラクターの
中に欲しがるものが誰もいなかった場合、そのパーティは『ルール
ズ・コンペンディウム』P.277〜278に記載のルールに基づいて、そ
のセッションの終了時にそのアイテムを売却することができる。対
価はパーティのメンバーの間で均一に分配すること。
　本アドベンチャー中にキャラクターが発見する特殊な魔法のアイ
テムは、最終セッションの成功に必須となる。このアイテムは売却
できない。
　いつ装備を買えるのか？：キャラクターたちは、各セッションの開
始時に装備を購入できる。
　これまでのD&Dエンカウンターズ・シーズンと異なり、本アドベ
ンチャーにはランダムな魔法のアイテムは登場しない。1シーズン
を通してキャラクターたちが急速にレベルを上昇させていくので、
ランダム方式を用いていては、ゲームにおいて適切なだけの宝物を
アドベンチャー内で提供できないからである。
　このような理由により、キャラクターたちは『ダンジョン・マス
ターズ・ガイドII第4版』に記載された方式を用いてレベル上昇に
従った一定のボーナスを受け取ることになる。P.138の「代替的報酬
主体のゲーム」を参照のこと。すべてのキャラクターは2レベル時点
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で攻撃ロールとダメージ・ロールに＋1のボーナスを得、7レベル
時点でも再度それぞれ＋1のボーナスを得る。また、4レベル時点
でAC、“頑健”、“反応”および“意志”防御値に＋1のボーナスを得る。

冒険の背景
　デーモンウェブ・ピッツの闇の奥深く、ロルスは欺瞞と裏切りと
野望の網を紡いできている。彼女が目指すのは、100年前のミスト
ラの死以来空席となっている秘術魔法の支配権をわがものとするこ
とである。
　この力の獲得を推し進めるため、ロルスはすべてのドラウの都市
に預言者ダニファエ・ヤウンティールを送り込んだ。ダニファエは
堕ちた女司祭にして悪党、誘惑者にして――そして歴史が告げるこ
とが幾分かでも正しいのであれば――ロルスの化身である。ダニ
ファエはすべてのドラウの大貴族家の家長にこう囁きかけた――ロ
ルスのさらなる力の獲得を助けるため、古代の知識とレリックを集
めよ。
　ドラウたちは世界中の草の根を分け、死んだ、あるいは眠っている
プライモーディアルの肉体のかけらをかき集め、偉大なる魔術師の
遺物を探し出し、かつてはミストラに捧げられたアーティファクト
を蒐集し、地上の魔法的な拠点の支配権を巡って争った。ダークエ
ルフたちが秘術のエネルギーを集め、それをロルスに伝導すればす

るほど、彼女の力は強大になっていった。
　ロルスの網は広がって世界の大半を覆うようになり、引き裂かれ
たミストラの “織り” に取って代わる “魔の織り” を形成しつつある。
この新たな秘術魔法の基盤はロルスに使える司祭や魔術師に新たな
能力への道を与え、そして今や彼らの使命はこれを使いこなすこと
となったのだ。
　地上の世界では、“魔の織り” を使ってロルスに使えるドラウたち
が、“常闇” と呼ぶ暗黒の帳

とばり

を形成しつつある。この影の覆いのもと
では、ドラウたちは本来ならば日中の時間帯であっても、彼らに味方
する闇に閉ざされた状態で移動し、戦うことができるのだ。この新
たな優位性のもと、ドラウたちはロルスの “魔法の女神” という新た
な地位の獲得を完全なものにしようとしているのだ。

冒険の概略
　この一連のアドベンチャーはフォーゴトン・レルム・セッティン
グの一地方、シルヴァー・マーチ（ルルアーとも呼ばれる）を舞台と
する。この地域にはシルヴァリームーンの都、ミスラル・ホールの
ドワーフの要塞、オークどもの棲む“世界の背骨”山脈、そして無数の
森、遺跡、湿原、そしてダンジョンが存在する。以下は、『常闇の戦』
キャンペーンを構成する8つの短いアドベンチャーの概略である。
本アドベンチャーはほぼ2年の経過を扱うものであり、（デイル暦
1484年の）春に始まって、翌年（1485年）の秋に終わる。
　メスグリストの落日（セッション1）：それぞれの動機に基づき、キャ
ラクターたちは “光る森” の外れの地下にあるクイーヴァーの村に集
まる。森の奥深くにある廃墟化した砦の周囲をうろつく謎の幽霊の
噂を追って、彼らは共に出発する。
　そこで冒険者たちは、墓荒らしの一団と仲間になる。あるいは彼
らを騙すか、もしくは戦って追い払う。廃墟の中ではちょっとした
ダンジョンを探索し、仕掛けや罠に出くわすことになる。そしてキャ
ラクターたちは、亡霊のかつての住居を呪っていた下位のデヴィル
を倒し、もう亡霊が徘徊しなくてもすむようにしてやる。しかしキャ
ラクターたちが呪いを解いた瞬間、ダンジョンの中に深い穴がぽっ
かりと口を開ける。そこから闇が噴き出し、やがてゆっくりと空ま
でも覆ってゆく。
　メニーアローズ王国への特使（セッション2）：“世界の背骨”山脈から
やってきたオークどもがウィンターエッジの村を襲っている。村の
長老はキャラクターたちに、ダーク・アロー砦のオブッド王のもと
へ行き、交渉して欲しいと頼む。数年間も平和だったというのに、ど
うしてオークの部族が文明地域に対して新たな戦を仕掛けてきたの
だ？
　多勢に無勢、キャラクターたちはあっという間に襲撃され、オーク
どもに捕えられる。とはいえ、ふたつにひとつの道を取ればまだ助
かる。オブッド王に力と技を見せて感服させようと望むのなら、自
分たちのうち1人を “ピット” の名で知られる闘技場の戦士として推
薦することができる。あるいはこの先に進ませてくれるようオーク
を説得するかだ。
　オークたちと交渉するうちに、キャラクターたちは、どうやら部族
はオブッドI世王以前の血に飢えた状態に陥りつつあり、それをなん
とか食い止めようと王が苦心しているらしきことに気付くことがで
きる。キャラクターたちにはオークの部族のいくつかを戦争から離
脱させる機会がある。
　ミスラル・ホール包囲戦（セッション3）：オークどもの群れは“光る森”
からムーンランズにかけて広がり、その略奪部隊はシルヴァリー
ムーンからエヴァーランドにまでも到達しようとしている。この戦

セッション6では、トロルどもが英雄たちに大打撃を与える
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においてオブッド王が取る立場に応え、情報を伝え、助けを得るため
にキャラクターたちはミスラル・ホールのドワーフたちのもとへと
旅をする。しかし、ドワーフの砦との間をオークどもの包囲網が遮っ
ている。ミスラル・ホールに至るには、キャラクターたちはその包
囲線を突破しなければならない。
　深淵降り（セッション4）：アクセルクランツという名のぱっとしな
いドワーフの神秘主義者は、キャラクターたちにこう教えてくれる
――アンダーダークで失われた魔法のレリックを探し出さねばなら
ない、それはロルスの計画を打ち砕くのに重大な役割を果たすのだ、
と。なんとか交渉を上手く進め、よそもの嫌いのアドバー城塞のド
ワーフたちに安全にそこを通してくれるよう説得しない限り、この
使命を達成するため冒険者たちは、アンダーダークの種々の危険と
戦い抜かねばならない。そしてドワーフたちは、彼らを通してやる
前に、任務をもうひとつ達成していくことを要求するだろう。
　危険な峠の精霊たち（セッション5）：アクセルクランツは占いをし、
シルヴァー・マーチに垂れ込める魔法の闇を打ち破る鍵が“危険な峠”
にあることを知る。そこではドラウどもがアンデッドの軍勢を作り
上げつつあるのだ。アクセルクランツが件

くだん

の闇を消滅させるための
儀式を行なうべく“危険な峠”の頂まで旅をする間、冒険者たちは彼を
オークの巡邏隊や安らぐことなき精霊たちから守りぬかねばならな
い。しかし、その途中の古代の砦ではドラウどもが待ち構えている。
アンデッドの軍勢を作り上げる儀式を邪魔させるつもりなど、彼ら
には毛頭ない。
　エヴァー湿原のトロルども（セッション6）：“危険な峠” で、キャラク
ターたちはネスメの街がトロルどもに蹂躙される瀬戸際にあり、ネ
スメの次はシルヴァリームーンであるという情報を得た。だが“常闇”
の影の中でで生活することを余儀なくされてきたネスメの住民たち
は絶望に押しひしがれ、自らを守りぬくことさえほとんどできそう
にない。冒険者たちは街にたどり着き、彼らがすべきことを示し、防
衛隊を構成し、襲撃に備えさせてやらねばならない。
　暗湖の岸辺（セッション7）：ロルスの“魔の織り”が完成に近づくに
つれ、地上に住む魔法使いたちの魔法は危ういものになり、一方でド
ラウのそれは強力なものになりつつある。シルヴァリームーンを守
る魔法の守護が消えたため、キャラクターたちはアクセルクランツ
のもうひとつのヴィジョンに従ってスヴァーフネブリンの都市ブリ
ングデンストーンへと行く。そこの“暗湖”のほとりで、冒険者たちは
デヴィルたちを倒すのを助け、シルヴァー・マーチの生命線ともな
るべき交易路を開かねばならない。
　エリンドリンの魔窟（セッション8）：シルヴァー・マーチをめぐる冒
険で手にした宝物、知識、そして力で武装したキャラクターたちは、
この地を覆う闇をもたらした首謀者であるドラウの強力な魔道士、
ツァブラク・ゾーラーリンと対峙すべく廃墟化したドラウの都市エ
リンドリンへと向かう。しかし、彼らにはロルスの化身ダニファエ
と相まみえるだけの準備は整っているだろうか？　蘇ったミストラ
が“魔の織り”の支配を奪い、引き裂かれた彼女の“織り”を取り戻すの
を助けられるかどうかに、彼らの成功は掛かっている。

本シーズンの運営
　『常闇の戦』では、これまでのD&Dエンカウンターズと比べて、構造
自体に種々の改変が加わっている。それだけでなく、このアドベン
チャーではD&Dの現行の版（第4版）の基本的なルールの一部を（訳
注：次の版で採用予定のものに）置き換えている。以下の情報に丁
寧に目を通し、初回のセッションに参加したプレイヤー全員に関連
する事項について伝えること。

プレイヤーに伝えること
　初回のセッションにおいて、君のプレイヤーたちが以下の情報を
確実に理解しているようにすること。シーズン開始後に、このシー
ズンを初めて遊ぶ参加者を卓に迎えた場合にも、彼らが以下の変更
を確実に理解するよう気をつけること。
　小休憩なし：キャラクターは1セッションの間に小休憩を取るこ
とはできない（これは戦闘を依然として一定程度有意義なものとす
るための措置である）。これにより複数の変化が起きる――その一
つは、“回復力はパワーの使用によってしか消費できない” というこ
とである。1セッションに1回だけ、底力を使用することはできる。
遭遇毎パワーと一日毎パワーは同じものとして扱われ、どちらも1
セッションに1回ずつしか使用できない。
　このことについては、1つの遭遇から次の遭遇へ緊急に移らねば
ならなかった等の物語的な説明がなされることはない。これはむし
ろ、我々が本シーズンに対して感じてもらいたいと思っている感覚
を引き出すことを目的としたルールの変更である。
　大休憩なし：同様に、いくつかのセッションにおいてはキャラク
ターたちが数日、あるいは数週間かけて長距離を旅するような状況
が出てくるが、この際も1セッション中にはキャラクターが大休憩に
よる利益を受け取ることはない。キャラクターたちはセッションと
セッションの間でのみ大休憩を取ったとみなされる。
　ハイライトシーンの裏で：この9週間を通して、キャラクターたちは
1レベルから8レベルまでレベルアップし、この一連のアドベン
チャーを通じてゲーム内の世界ではほぼ2年の歳月が流れている。
ほとんどのセッションとセッションの間では、すくなくとも1つの季
節が過ぎたものとして扱われている。この期間の間に、プレイヤー
たちは自分たちのキャラクターが何か他のことをしていたと考えて
よい――旅していた、全然無関係の冒険に携わっていた、あるいはこ
こでは説明されなかったようなやり方で戦の手伝いをしていた、な
ど。これはキャラクターのレベル上昇に対するゲーム内説明である。
　同様に、本シーズンにおいてはアドベンチャーの要素のいくつか
は、TVゲームのムービーシーン同様に扱われる。長旅の情景は軽く
触れられるのみとなる。戦闘の結果が単にプレイヤーに対して報告
されるのみとなることもある。これは瑣末事に拘泥してゲームの進
行が遅れるのを防ぐための“要約”のレベルの問題である。1回のセッ
ション中にキャラクターたちがしなければならないことが多い場合、
これは必要なことだ――ありとあらゆることを同等に扱っておくわ
けにはいかない。
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　なぜこのやり方が機能するのか？　つまり、“常闇の戦” は世界規
模の重大事であり、フォーゴトン・レルムのあちこちで種々のドラ
マティックな出来事が展開している一方で、紛争が2年間にわたって
続いているからだ。通常のD&Dエンカウンターズのシーズンでは、
キャラクターは僅か3レベルに達するだけであり、一方、本シーズン
に関しては、堂々たる終幕を演出したいと我々は思っている。本ア
ドベンチャーが終わるとき、9レベルキャラクターの集団は世界に
重要な影響を及ぼすはずであり、そして3レベルキャラクターに同等
のことができるとはとても考えられない。

君が知っておくべきこと
　プレイヤーたちが知っておくべき情報に加え、DMである君はさら
に以下の点にも注意を払わねばならない。
　巧遅よりも拙速を尊ぶ：我々はそれぞれのセッションについて、一
連の遭遇群の中の1個の遭遇としてではなく、独立したアドベン
チャーのように感じてほしいと思っている。ということは、キャラ
クターたちは生じた出来事を追求したり対処したりするために、よ
り様々な行動を選択できるということである。もちろんこの薄い
ブックレット中に、キャラクターが取りうるすべての行動について
網羅するわけにはいかない。君は自分で考える準備を整えなければ
ならない。
　通常と同様に、もしキャラクターがルールでカバーされていない
ことを試みようとした場合には、ルール中のガイドラインを使用し、
判定を要求するか否か、どのような判定を使用するか、判定の難易度
はどの程度か、そして判定の結果はどのようなものになるかを決定
すること（『ダンジョン・マスターズ・ガイド第4版』P.42を参照のこ
と）。
　パーティーがこのブックレットに記載されたものとは全く異なっ
たアプローチを行なおうとした場合、君の仕事はいっそう困難なも
のになる。本書に記載の情報をガイドラインとしてどう反応するか
を決定すること。彼らを一本道に押し込めるようなことがあっては
ならないが、望ましい方向にやんわりと導くこと。本書の内容を可
能な限り、あるいは必要の限り利用し、一方で本書の内容をプレイ
ヤーたちは知らないのだということを忘れないこと。キャラクター
たちの行動によってアドベンチャーの内容の変更が必要になった場
合、そうすること。
　にっちもさっちも行かなくなった場合、プレイヤーたちに協力を
要請することは一向に構わない。彼らのとった行動に対する論理的
な結果がどのようなものになるか自分では決定できないという場合、
プレイヤーたちに助言を求めること。論理的により正しそうなもの
よりも、最も良い状況をもたらすとわかる結果を選び出し、そのよう
にゲームを進め、彼らの目的に沿うように出来事を展開させること
で論理的なプレイヤーたちに応えること。機敏であれ。柔軟であれ。

そして何よりも楽しみを重要視すること。
　マップのミキシング：これまでフレキシブルに立ち回ることについ
て話してきたが、もうひとつ、本シーズンでは従来とは異なった方式
で戦術マップが存在することにも着目しなければならない。今回の
パッケージには3枚のポスター・マップが含まれ、それぞれの戦闘遭
遇で1枚のマップを使用するように示唆されている。従来の方式と
変わらないように見える場合もある――マップはキャラクターの開
始位置および／もしくはモンスターの配置とともにアドベンチャー
のテキストの中に含まれているような場合だ。そうでない場合、例
えば “森のマップ” というようにシンプルに提示され、それでその遭
遇では十分に機能するのである。
　これまでと同様に、常に柔軟であること。キャラクターたちはエ
ヴァー湿原の原野でトロルたちと戦うことになるかもしれないし

（森のマップを使用すること）、ネスメの往来で戦うことになるかも
しれないし（村のマップを使用すること）、その両方かもしれない。
君はプレイヤーたちにキャラクターたちの占める位置を尋ね、それ
からモンスターを配置してもいいし、その逆にしてもいい。
　戦闘遭遇の中にはマップを使わずとも処理できるものもある。
パーティーが森の中で1体のスタージと出くわしたのなら、戦闘はそ
う長くは続かず、複雑にもならないだろう。君が望むならマップを
使用しなくてもいい。敵がどのくらい遠くにいて、キャラクター同
士がどの程度近くにいて、等々の情報を正確かつ確実に伝えさえす
ればいい。そうすればプレイヤーたちはその情報に対して、パワー
をどのように使用するか決定できる。とはいっても、いくつかの戦
闘については、君がそのような心配をする暇もなくさっさと終わっ
てしまうだろう。
　失敗を気にしない：今回のようなアドベンチャー・シリーズでは、
君は多くの間違いをすることになる。セッションが済んで帰宅して
から、あれはあのように対応すべきだったと思いついたり、忘れてい
たルールを思い出したりすることもあるだろう。しかし、計画通り
に進んだときよりも君の決定によってプレイヤーたちが楽しんだの
であれば、それほど気に病む必要はない。君は間違いをしでかすだ
ろう。だからこそ、卓に着いたプレイヤーたちをより楽しませる選
択をすべきなのだ。
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セッション0： 
 
キャラクター作成
　本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、最初のセッションはプ
レイヤーたちにキャラクターを作成させることを目的としている。
今シーズンでは、プレイヤーたちは『ヒーローズ・オヴ・フォールン・
ランズ　墜ちた地の勇者』、『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キ
ングダムズ　忘れられた王国の勇者』のルールブックに記載された
データ、および『プレイヤーズ・オプション：影の勇者』、『プレイヤー
ズ・オプション：妖精郷の勇者』、『プレイヤーズ・オプション:元素
の渾沌の勇者』そして『ダンジョン・サバイバル・ハンドブック 未知へ
の挑戦』に記載のデータを使用してキャラクターを作成することが
できる。
　セッション1に参加できなかったプレイヤーは、どこかで別にキャ
ラクターを作成してくることもできるし、プレイキットに同梱の作
成済みキャラクターのどれかを使用することもできる。プレイヤー
はそれぞれのセッションごとに自分のキャラクターを持ってこなく
てはならない。
　シーズンの途中から参加するプレイヤーは、現行のアドベン
チャーに基づいた適切なレベルのキャラクターを作成することがで
きる。

種族のオプション
　プレイヤーは、上記の各書籍に記載されたどの種族のキャラク
ターを作成してもよい――すなわち、ヴリロカ、エラドリン、エルフ、
ゴブリン、コボルド、サテュロス、シェイド、スヴァーフネブリン、
ティーフリング、ドラウ、ドラゴンボーン、ドワーフ、ハーフエルフ、
ハーフオーク、ハーフリング、ハマドライアド、ピクシー、ヒューマン、
およびレヴナントを使用できる。

クラスのオプション
　『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』、『ヒー
ローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の勇者』
に記載のクラスに加え、プレイヤーは上記の書籍に記載されたどの
クラスのキャラクターを作成してもよい。

成長
　各セッションの終了時に、そのセッションに参加していたキャラ
クターはレベルが1上がる。プレイヤーはD&Dエンカウンターズプ
レイ記録用紙にレベル上昇について記録すること。
　固定ボーナス：本アドベンチャーでは、1レベルから8レベルへと
上昇する間に通常であれば与えられるだけの宝物を与えてはいない。
そのため、キャラクターたちは『ダンジョン・マスターズ・ガイドII
第4版』に記載された方式に従って一定のボーナスを獲得する。すべ
てのキャラクターは2レベル時点で攻撃ロールとダメージ・ロール
に＋1のボーナスを得、7レベル時点でも再度それぞれ＋1のボーナ
スを得る。また、4レベル時点でAC、“頑健”、“反応”および“意志”防
御値に＋1のボーナスを得る。プレイヤーがD&D Character Builder
を使用していた場合、“Manage Your Character”スクリーンの“Inher-
ent Bonuses” ボックスにチェックを入れること。そうすればボーナ
スは自動的に加算される。キャラクターをより高レベルで作成する
場合、プレイヤーがこの固定ボーナス方式を取っているかどうか確
認すること。

キャラクターの変更
　プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、これまでのキャ
ラクターと同レベルの別のキャラクターを持ってくること。ただし、
以前のキャラクターが持っていた宝物や装備が次のキャラクターに
引き継がれることはない。
　以前のキャラクターが本シーズンのアドベンチャーで特に取り上
げられている特別な魔法のレリックのひとつを持っていた場合、こ
のレリックに関しては新たなキャラクターに引き継がれるか、パー
ティー内の別のキャラクターに譲られることとなる。

キャラクターの死
　キャラクターがセッション中に死亡した場合、プレイヤーには2
つの選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャラクターを次の
セッションの開始時に持ってくるか、あるいは適切なレベルの新た
なキャラクターで開始することとなる。

セッション7で、フィンブラル・デヴィルたちはキャラクターたち
を凍らせようとする。
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 セッション1： 
 
メスグリストの落日
レベル1のアドベンチャー――春

　キャラクターたちはそれぞれの理由により、“光る森” の南西の外
れの村落クイーヴァーへと旅してくる。クイーヴァーの “鳴く雄鹿”
亭にキャラクターたちがいるところから冒険が始まる。

開始する準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　春も終わろうとする頃、皆さんは広大な “光る森” に入ってすぐの
ところにある、樵

きこり

たちの暮らす居心地のよい村、クイーヴァーにやっ
てきます。先の尖った杭と壁が村を取り囲んでいて、その門のとこ
ろには槍にもたれた2人の民兵がおり、なぜここに来たのかというお
決まりの質問を尋ねて寄越し――それから宿屋の方を指差します。
“鳴く雄鹿”亭と呼ばれる、なかなかに豪華な宿です。
　半ば猟のための宿でありながら堂々たる屋敷でもある “鳴く雄鹿”
亭は、熱い風呂と羽毛の枕、暖かな毛布、それに窓から眺める広大な
森の景色が自慢の宿屋です。そのほかに、床には熊の毛皮が敷き詰
められ、壁には牡鹿の首が掛けてあり、それに猪狩りをするエルフた
ちの見事なタペストリーも飾られています
　今夜、大広間はだいぶにぎわっていて、バーの周りには少なくとも
十数人の村人たちがたむろしています。話の内容はというと、毎晩
夜更けに村を通り過ぎる幽霊じみた姿のこと。村人たちはすっかり
怯えきっているようですが、いかにもかつては冒険者だったという
風貌の白髪の客が1人、彼らをなんとかなだめようとしています。

　プレイヤーたちにキャラクターについて説明させ、また、その部屋
にいるキャラクター同士のやりとりが自然に行なわれるように留意
すること。自分たちのキャラクターが十分に互いについて知り合っ
たとプレイヤーたちが判断したならそれでよい。そうでない場合、
キャラクターたちはここで初めて顔を合わせた（ため、まだ十分に知
り合っていない）とみなすこと。

レンニックと村人たち
　白髪の人物は名をレンニックと言い、“光る森” で冒険をして暮ら
してきた、引退したレンジャーである。彼は不気味な幽霊の話を聞
いてもにこにこしており、彼がいることで人々の雰囲気は明るいも
のとなっている。冒険者たちが話しかければ返事をするのはほぼ彼
ということになるが、他の村人たちは時がたつにつれ興奮状態に
なってくる。
　話の大筋はこういったところである――5日前の晩、高穫日の祭り
の終わりに、2人の村人（ハーストとドラナ；詳細は後述を参照）が“鳴
く雄鹿” 亭で開かれた祭りの宴会の場を後にしようとしているちょ
うどそのときに、幽霊じみた人影が村目指してやってくるのを見た。
その亡霊は鎧を着込んだ長身の痩せた男で、北東方向へ村を抜けて
いった。

　それから毎晩、亡霊は現れた。2晩目にはグラインジが、その亡霊
がクイーヴァーの南西の柵を乗り越えて村に入ってくるのを目撃し、
その他にも数名が村を抜けていくその姿を目にしている。昨夜はそ
れを見たのはファエラで、亡霊は北東の柵を越えて出て行くところ
だった。
　宿の中の情景を演出するのに、以下の簡単な人物紹介を参考にし
てもよい。
ドラナ：陰気な顔つきのハーフエルフの女性で、その濃い茶色の髪に

は白いものが混ざっている。
ハースト：筋骨隆々とした金髪の働き盛りの男性。ヒューマン。
グラインジ：ぼさぼさの砂色の髪をした十代の男性。ヒューマン。
フェンロック：ローブを着込んだしわくちゃのエルフの男性。
メドリン：若いハーフエルフの男性で、髪は茶色く気難しい顔をして

いる。
ファエラ：中年のエルフの女性で、気のいい顔立ちだがいつも心配そ

うな表情をしている。

村の中の探索
　キャラクターたちは “鳴く雄鹿” 亭を出てクイーヴァーの村を調べ
て回ることもできるが、どこへ行っても宿屋で聞いたことと似たよ
うな話を耳にすることになる。本セクションは冒険者たちが接触し
そうな脇役をさらに2、3人登場させ、彼らがこの状況をどう見てい
るか説明させるものである。
　“斧の村長”ガールドリン・ブレッサー：クイーヴァーの村長は引退
した樵

きこり

で、皺深い顔と薄くなりつつある灰色の髪をしている。彼は
幽霊話を笑い飛ばすが、この薄気味悪い訪問者が村人たちを怯えさ
せているということは認める。
　森番トリエン：森の女神マイリーキーのドルイドであるトリエンは
金髪の落ち着いたハーフエルフの女性で、その日焼けした顔には無
数の笑い皺が刻まれている。しかしこの幽霊話には笑っていいもの
などないと彼女は言う。
　トリエンは “光る森” のレンジャーたち数名と常時連絡を取り合っ
ており、村の外でも亡霊を見かけたという報告が彼女に届いている。
幽霊はクイーヴァーのすぐ外側から北東のメスグリストの廃墟へと
続く道を辿っており、その先には現れていない。レンジャーたちは
さらに、森の中に影のような存在がいくつも潜んでおり、おそらくそ
れはドラウだろうとも報告している。ダークエルフに関する噂とこ
の亡霊に何らかのつながりがあるかどうかは彼女にはわからない。
　ミスラル鍛冶クリストリド：この地の鍛冶屋は力自慢のドワーフで、
赤褐色の髪とくるみ色の肌をしている。彼女はある晩、亡霊を目に
しているのだが、それをなかなか話そうとはしない（彼女はそれを見
て震え上がったのだが、それを認めたくないのだ）。クリストリドは
ミスラル・ホールの親戚からオークどもがこの大いなるドワーフの
要塞に攻撃を仕掛けようとしていることを聞き及んでおり、このこ
とが心配で亡霊どころではなくなっていることもある。
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亡霊について調べる
　クイーヴァーの村人たちは森の外れの木を伐ってはいるが、月森
の奥深くはほとんど謎のまま手付かずに残されている。彼らはトリ
エンが言及した古い廃墟の場所を知っているが、廃墟に足を踏み入
れるどころか近づいたことすらない。件の廃墟がしばしば危険なモ
ンスターのねぐらとなっていることを彼らは知っているのだ。
　キャラクターたちに、この奇怪な幽霊をどう調べるか決めるよう
に言うこと。方法は3つである。
　1．メスグリストの廃墟に直行する（これはトリエンと話した場合
であると考えられる）。この場合、『スタージの巣』の項目に進むこと。
　2．亡霊が村に現れるのを待ち構え、亡霊の後をつけて夜の街道を
行く。この場合、『秘密の会合』の項目に進むこと。
　3．南西の、亡霊がクイーヴァーさしてやってきた場所を調べる。
この方法を取る場合、『老女の道』に進むこと。

スタージの巣
　忌まわしい捕食者との最初の遭遇で、冒険者たちは彼らの探索が
いかに危険なものか思い知ることになる。

　キャラクターたちが森に踏み込んだなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　日の光は、高く聳える “光る森” の木々の陰になって急速に消えて
ゆきます。生えている木のほとんどは松で、落ちた針のような葉は
地面に柔らかく降り積もって層を成しています。あちこちに黒々と
葉を繁らせた木の太い幹があり、それは根元のほうでは小さな家ほ
どもあり、遥か梢のほうでは銅色の葉を密に繁らせているのです。
森にはダスクウッドも点在していて、その黒い樹皮のせいでその
木々はいかにも薄気味悪い様子に見えるのです。
　馬車のわだちのあとが刻まれた樵

きこり

たちの道が、森の中をうねうね
と続いています。降り積もった針葉樹の中に、時折もっと細い狩人
たちの道が見え隠れします。最も大きな道は北東へ、すなわち彼方
の廃墟のある方角へと続いています。
　数マイル行ったところで、道は途切れます。廃墟まではあと数マ
イルも行けばいいはずですが、しかし皆さんは自分で木々の間に道
を見つけ出さねばなりません。

　道が途切れた場所のすぐ先にスタージの巣があり、そいつはキャ
ラクターたちが森を踏み分けてくる足音にすぐに反応する。君はそ
のエリアを示すのに森のマップを使用してもよいが、相手はたった1
体のスタージに過ぎないため、戦術的な移動が重要になる前に遭遇
が終わってしまう可能性もある。
　キャラクターたちがスタージを始末したら、廃墟まではもうすぐ
だ。『メスグリストの廃墟』を参照のこと。

スタージ	 レベル1　奇襲役
小型・自然・野獣
hp：22；重傷値：11	 イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応15、意志12	 感覚：〈知覚〉±0
移動速度：2、飛行6	 暗視
特徴
ニンブル・ブラッドサッカー／素早き吸血
スタージがクリーチャー1体をつかんでいる間、そのスタージはACおよび“反応”
に＋5のボーナスを得る。

標準アクション
mバイト／噛みつき◆無限回

必要条件：このスタージはクリーチャーをつかんでいてはならない。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋5ダメージ、およびこのスタージは目標をつかむ（脱出は難易度
12）。このつかみが終了するまで、目標は継続的ダメージ5を負う。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】8（−1）	 【敏】16（＋3）	 【判】10（±0）
【耐】10（±0）	 【知】1（−5）	 【魅】4（−3）
属性：無属性	 言語：―

秘密の会合
　キャラクターたちが亡霊を追っていくと、彼らは森の中で開かれ
ている秘密の会合に出くわし、そしてシルヴァー・マーチと “北方”
に襲いかかろうとしている脅威について知ることになる。

以下の文章を読み上げること：
　太陽が地平線の向こうに沈んでゆくにつれ、鳥が鳴き交わし、森全
体が急にざわめき始めます。太陽は沈みきり、木々の間に静けさが
訪れます。ほとんど突然に、かすかな冷気を放ちながら幽霊めいた
人影が現れます。その姿は長身痩躯、落ち窪んだ目をした人間の男
性で、ゆっくりと歩を進める彼の眼はじっと前方を見据えているの
です。

　何者も亡霊の気を散らすことはできない。亡霊をパワーや武器で
傷つけることはできず、また、亡霊は行く手にあるものをすべて通過
してしまう。亡霊に通り抜けられたキャラクターは酷い寒気を感じ
るが、だからと言って特に実質的な害はない。
　亡霊は道も障害物も無視してゆくが、その足取りは遅く、森の中を
走るキャラクターたちはそう苦労せずとも振り切られることはない。
しかしメスグリストまで数マイルという地点で、キャラクターたち
は木々の間でこっそりと開かれていた会合に出くわしてしまう。

以下の文章を読み上げること：
　前方でしわがれ声が怒って怒鳴り、柔らかな声がそれをなだめま
す。会話の内容はそれ以上聞き取れません。

　キャラクターたちがその声のところまで忍び寄ることにした場合、
難易度12の集団〈隠密〉判定をさせること。適切に注意を払い、そし
て隠れたままでいるなら、キャラクターたちは忍び寄って会話を盗
み聞くことができる（コラム参照）。
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以下の文章を読み上げること：
　オークたちは黒衣に身を包んだしなやかな人影に向かって話して
います。オークたちはそれぞれ、2つの異なった部族のシンボルを
身につけています。一方は鮮やかな赤い色をつけた牙を衣服や鎧か
ら吊るしています。もう一方は一方の肩から他方の腕の下にかけて
まるで引きずり出した腸のように見える輪をぶら下げています。

　〈自然〉または〈歴史〉難易度12：最初のオークの部族のシンボルは、
彼がローヴィン山脈西方の赤牙族の一員であることを示しています。
2番目のは、ネザー山脈の北側の斜面に住みついている腸族の一員で
あることを芯示しています。この2つの部族は互いに敵対しています。

　キャラクターたちの隠れ身が不十分だった場合、オークたちは彼
らがやってくるのに気づき、会話を打ち切り、侵入者を捜すために森
の中に向かう。影のような人物（ドラウ）は冒険者たちがいると知れ
たとたんに姿を隠し、クラウド・オヴ・ダークネスで自分を覆う。
きちんと隠れていたキャラクターは彼女の存在を見切り、一撃を与
える機会さえあるかもしれない（彼女のACは17、その他の防御値は
すべて15である；彼女は攻撃されたのには気付くが、かまわずに暗
い森の中に逃げ込む）。

　部族間のいざこざによりオークたちは互いに敵対的になっており、
彼らを同士討ちに誘い込むのは難しくはない。キャラクターたちが
そのような行動に出ようとしたら、どの判定を用いるかはDMが決定
すること。
　亡霊の通る道は会合の場所からは遠く離れており、オークどもは
亡霊の通り道に引きずり出されでもしない限りその存在に気づくこ
とはない。亡霊を一目見た途端、オークどもは怯えて逃げ出す。
　状況が戦闘に発展したなら、その一帯を表すために森のマップを
使用すること。
　宝物：オークどもは110gpを持っている。
　亡霊を追っていく：キャラクターたちがオークどもの脇をこっそ
りとすり抜けるか、あるいは素早く彼らを片付けた場合、数分間大急
ぎで森を駆け抜ければまだ亡霊に追いつくことができる。彼らが亡
霊の追跡を続けたなら、もう数マイルも歩けば廃墟に到着する。『メ
スグリストの廃墟』を参照のこと。

オークの蛮族2体	 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃した場合は12ダメージ

rハンドアックス（武器）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ

トリガー型アクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：そのオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：そのオークは1回の標準アクションを取る。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス4本

老女の道
　冒険者たちが英雄的な道を選ぶのを助ける、謎めいた人物との遭
遇である。

　冒険者たちが “光る森”に向かったなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　日の光は、高く聳える “光る森” の木々の陰になって急速に消えて
ゆきます。生えている木のほとんどは松で、落ちた針のような葉は
林床に柔らかく降り積もって層を成しています。あちこちに黒々と
葉を繁らせた木の太い幹があり、それは根元のほうでは小さな家ほ
どもあり、遥か梢のほうでは銅色の葉を密に繁らせているのです。
森にはダスクウッドも点在していて、その黒い樹皮のせいでその
木々はいかにも薄気味悪い様子に見えるのです。
　馬車のわだちのあとが刻まれた樵

きこり

たちの道が、森の中をうねうね
と続いています。降り積もった針葉樹の中に、時折もっと細い狩人
たちの道が見え隠れします。最も大きな道は南西へと続いています。
　クイーヴァーから1マイルほども行ったところで、この大きな道は
二手に分かれます。そして道の分岐点に小さな人影が立ち、振り返っ
ては2つの道を交互に覗き込んでいる姿に皆さんは気付きます。そ
れはありえないほど年老いた人間の女性で、すっかり腰の曲がった
体を杖に預けているのです。

会話
　オークどもとドラウが、ドラウが立てた今後の襲撃計画と、そこで
オークの各部族が果たすべき役割について論争している。彼らは彼
ら全員が共通して知っている唯一の言語であるところの共通語で会
話している。キャラクターたちが近づいたときには、論争はすでに終
わってしまっている。

ガット（腸
ハラワタ

族のオーク）：「そりゃいつの話だ？　それは今だってたっ
た今、貴様は言ったろうが！」
ドラウ：「それは……ああ、難しいな。まもなくだ。友よ、まもなくだと
も」
ガット：「森ん中ァこそこそしてるなんざ、もう飽き飽きなんだ」
ファング（赤牙族のオーク）：「奴らが略奪している土地は俺たちの
ものだ。森と山脈の間の土地は俺たちのだって、貴様は言った」
ドラウ：「そうだとも。そして腸族は “常闇” が動くまで森の中にいな
ければならない」
ガット：「貴様は腸族の族長じゃねえ！　そんだけの土地を略奪す
るにゃあ、赤牙の連中は弱すぎる。で、森の中にいるにゃあ、俺たち
は強すぎる」
ファング：「腸の連中は北のうめき声を怖がってるんだ。だからやた
らと森から出たがってるのさ」
ガット：「腸が怖がるだと！　赤牙が腸の力を怖がってるんだ！」
ドラウ：「もうたくさんだ、能無しめ。こんな茶番に付き合ってはいら
れない。蜘蛛女王が私をお待ちなのだ。“常闇” が訪れたならすぐ
にウィンターエッジの村を落とせるようにしておけ」

　それだけ言うとドラウはいなくなる。キャラクターたちがさらに耳を
澄ませていたなら、オークどもはもうしばらく巨人語で罵りあった後、
それぞれに別れてゆく。



10

　皆さんが近づいていくと、その老女は杖を上げ、皆さんに向かって
左側の道を示すと、皆さんの顔も見ずにびっくりするほどの大声で
話し始めます。「この道は実った果実と澄んだ水に続く。この道は
平らかで広い。木々の間に獣が潜むこともなく、陽光が道を暖める」
　それから彼女は誰が話しかけようとも応えずに、向かって右側の
道を示します。「この道は暗く危険。食料は少なく道は途切れ、ある
いは木々に塞がれている。この道の先は危難に晒された輝く都市、
その防壁は夜の闇に覆われる。この道の先に居るは昏き女主人のた
めに策謀をめぐらす悪党。この道は大地の奥深くに続き、生還した
ものは少ない」
　そうして振り向くと、老女はあなたがたの一人ひとりを濁った目
で見据え、そうして言うのです。「私はどの道を行けばよいかえ？」

　左側の道：キャラクターたちが左側の道を行くようにと勧めた場
合、彼女はこう言う。「で、おぬしらもこの道を行くかね？」もし答え
が“はい”であれば、彼女は明らかに失望したふうに頭を振り、ゆっく
りと左側の道を歩き始める。
　キャラクターたちが彼女についていったなら、老女はちょっとし
た曲がり角を曲がり、森の梢を抜けて陽光の降り注ぐ空き地へと歩
を進める。そうして再びキャラクターたちを振り返り、彼女はこう
言う。「安楽な生き方がお好みかね？　ここでしばらく横になって
休んでいったらどうだね？」そうして杖で冒険者たちを指すと、彼女
は眠りの呪文を唱える。眠りに落ちる瞬間、彼らは老女が明るい黄
色の小鳥に変わり、木々の彼方へ飛んでいくのを目にする。日暮れ
ごろ、キャラクターたちはそれぞれに目覚め、とぼとぼと仲間のとこ
ろへ帰る。
　右側の道：キャラクターたちが右へ行けと言ったなら、老女はこ
う言う。「そうじゃ、これこそが私の道。一緒に来るかね？」キャラ
クターたちが“はい”と答えたなら、彼女はうなずき、足早に右側の道
へと歩を進める。
　キャラクターたちが老女の後を着いていったなら、彼女は日暮れ
まで黙ったまま歩き続け、それから足を止めて微笑みかける。「もう
私は行かなければ」彼女は言う「でも、おまえたちには私の杖をあげ
よう。この先の闇の中では、この杖が光を点すだろう」
　老女はキャラクターの1人に杖を渡すと、明るい黄色の小鳥に姿を
変え、木々の間を飛び去ってゆく。杖は＋1マジック・ロッドもしく
は＋1マジック・スタッフのいずれかの魔法の装具として機能する。
“常闇”の影響を受けた場所（P.15の『闇の訪れ』を参照）では、この杖
は（1回のマイナー・アクションとして）半径20マスの“明るい” 陽光
を放つことができる。この光は再度の1回のマイナー・アクション
で消すことができる。
　どちらも選ばない：それ以外の道を示唆した場合、老女は怒ったふ
うに「戻り道はないんじゃ。時の流れを巻き戻せるとでも？　おぬ
しらと同様、私も先に行かねばならん。私はふたつの道のどちらを
行けばよいかね？」そうして彼女は再度答えを待つ。
　もし冒険者たちが彼女を攻撃したなら、彼女は即座に鳥の姿に
なって飛び去る。それ以外に関わろうとする試みの一切を彼女は無
視する。
　亡霊：キャラクターたちが亡霊について老女に尋ねたなら、彼女
はただこれだけを口にする。

　「哀れな、哀れな男じゃ。ジャハールはヘルムに誓いを立てたの
じゃよ。寝ずのヘルム、見張る者に。ヘルムが彼の過ちを許すまで、
見張る者と同様に見張り、待ち、クイーヴァーと月森を守ると彼は約
束したのじゃ。しかし見張る者は殺された以上、誰がジャハールに
休息を与えられる？」

　〈宗教〉または〈歴史〉難易度12：ヘルムは神格どうしの三角関係
に巻き込まれる前は、護衛や守護者の守り神でした。呪文荒廃の前
年に、ティールが彼を殺したのです。

　キャラクターたちが老女について右側の道を歩いていた場合、老
女が行ってしまった直後に亡霊が現れる。また、キャラクターたち
が暗くなるまで分岐点に留まっていた場合、彼らは亡霊が右側の道
から彼らに向かってゆっくりとやってくるのを目にすることになる。

以下の文章を読み上げること：
　太陽が地平線の向こうに沈んでゆくにつれ、鳥が鳴き交わし、森全
体が急にざわめき始めます。太陽は沈みきり、木々の間に静けさが
訪れます。ほとんど突然に、かすかな冷気を放ちながら幽霊めいた
人影が現れます。その姿は長身痩躯、落ち窪んだ目をした人間の男
性で、ゆっくりと歩を進める彼の眼はじっと前方を見据えているの
です。

　宝物：キャラクターたちが右側の道の亡霊の現れた場所を詳しく
調べ、難易度12の〈知覚〉判定に成功したなら、彼らは木の根元に最
近掘り返された跡があるのに気付く。そこを掘ったなら、泥に覆わ
れているがそれ以外は無傷の冑がひとつ出てくる。これはヘッドバ
ンド・オヴ・パーセプション（『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・
キングダムズ』P.303）として機能する。
　冑のひさしには、その後ろにひとつの目を描いた右手用の篭手が
描かれている。これはヘルムの聖印である（判別には難易度12の〈宗
教〉判定）。
　その後の展開：キャラクターたちが亡霊を追って夜の道を行くの
なら、彼らはクイーヴァーを抜けてゆくことになる。そしてその道
はそのまま、P.8の『秘密の会合』へと続く。

メスグリストの廃墟
　何世紀も昔、メスグリストは “月を見張る者” の名で知られるパラ
ディンの小集団の拠点だった。ヘルムに献身するこのパラディンた
ちは、ムーンランズの守護者を以って任じていた。しかし、デヴィル
が彼らの間に入り込み、互いに同士討ちをさせたことから、この集団
は崩壊してしまった。騎士ジャハール――いまだに廃墟に徘徊する
亡霊こそ彼なのだが――は、最初に怒りに狂って仲間を攻撃した張
本人であり、騎士団に崩壊のきっかけを与えたことについて死ぬま
で自分を責め続けていた。件のデヴィルとはいたずら者のインプ
だったのだが、これもまた廃墟の地下のダンジョンに今も潜んでい
る。
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 対立
　キャラクターたちはメスグリストを見いだすが、最初にここに
やってきたのは彼らではなかった。

　以下の文章を読み上げること：
　周囲に散乱する古代の敷石や建物の残骸から、この場所が件の廃
墟であると知れますが、かつての城塞のほとんどは生い茂った下生
えの中に埋もれてしまっています。前方を見ると、月光のもと、何か
を探しているように動く4人の人影が見えます。チェインメイルを
着込んだドワーフが1人、瓦礫の山を叩いてはその反応に耳を済ませ
ています。分厚い革鎧を着込んだエルフは、高い木の根元の敷石の
上にうずくまり、何やら集中している様子。頑丈な棍棒で武装した2
人のヒューマンの男性は、歩き回りながら周囲を見張っています。

　パーティー一行が亡霊を追っている場合、以下をさらに読み上げるこ
と：
　他の者たちを全く無視して亡霊は歩き続け、ドワーフの傍らに立
ちます。ドワーフはというとよろめいて飛びのきます。亡霊騎士は
跳ね上げ戸を開けるようなしぐさをすると、ドワーフの足元の地面
に沈んで行ってしまいます。

　他の者たちがパーティー一向に気付いたら、以下の文章を読み上げる
こと：
　ドワーフは皆さんのほうに向かってクロスボウを軽く振ると、こ
う言います。「ここは俺たちが先に見つけた。お前らはお前らのを
捜すんだな」

競争相手のロールプレイ
　この墓荒らしと宝探しの冒険者集団は、純粋に物欲のみを動機と
して動いている。彼らは宝物を分け合おうとはけっしてしないし、
キャラクターたちの申し出をはねつけることのほうが多いのだが、
かといって見た途端に襲い掛かってくるということもない。実のと
ころこの宝探し集団は雑魚なのだが、彼らについては装備こそ平均
以下だが、抜け目のない、経験は積んでいそうな冒険者集団として演
出すること。
　カリック：このドワーフはこの小集団のリーダーであり、会話のほ
とんどは彼がする。どら声で気難しく、そして彼の種族の中でも最
悪に属する部類の強欲を誇るこの男は、キャラクターたちがやって
きたのですっかり不機嫌になっている。とはいえ不必要な危険は回
避したいとも思っており、十分な分け前に預かれる限りにおいては、
同盟するのもやぶさかではない。戦闘となれば彼は後ろに下がり、
クロスボウで確実に相手を射倒そうとする。
　リスラ：このエルフはどこか控えめだが、その理由の一部は彼女が
共通語を十分に理解していないということによる。直接的な質問を
されたなら、エルフ訛りの強い言葉で答える。彼女は戦闘に飛び込
んでは離脱し、“移動困難な地形” を利用して敵をなるべく自分に近
寄らせまいとする。
　ドランとガルン：彼らは人間の双子の兄弟である。“寡黙な”ガルンは、
実のところ何が起きているのかさっぱり理解していないだけという
状態においても、なにやら考え深げな雰囲気をまとっているように
見える。一方ドランはというと、ありとあらゆることについて馬鹿

なことを思いつき、ろくでもない意見を言い散らす。戦闘となれば、
彼らは互いにぴったりとくっつき、味方と敵との間に人間の壁を拵
えようとする。彼らはカリックに、ほとんど妄信にも近い忠誠を貫
いている。

競争相手の処理
　廃墟への入り口を描写するのに、君は森のマップを使用すること
ができる。ドワーフは石くれが三角形に積み重なった脇に立ってお
り、エルフは最も近い場所にある背の高い木の根元にうずくまって
いる。
　取引：宝物の半分以上を与えると約束したなら（というのも、ここ
を最初に見つけたのは彼らなのだから）、彼らは喜んでキャラクター
たちの味方になる。彼らは冒険者たちと同行し、最後まで取引を裏
切らない。
　戦闘：競争相手の冒険者集団は一撃でもヒットを受ければ死んで
しまうため、戦闘は迅速に進むが、これは意図的なものである。これ
は重要な戦闘遭遇ではないのだ。冒険者たちが相手のうち1人以上
を殺すか2人以上を気絶させたなら、残りの連中はここから立ち去っ
て二度と戻ってこない、ただ倒れた仲間を連れて行くのを許してく
れと言う。
　それ以外のオプション：墓荒らしたちはこれまで亡霊を見たこと
がないので、彼らを脅かして追い払うことも可能である。亡霊が現
れれば彼らは震え上がる。その他の賢いロールプレイ次第で、この
対立は平和的かつ望ましい結末を迎えるだろう。
　宝物：宝探したちは、データ・ブロックに記載された装備のほか
に冒険者キットを所持している。カリックのベルトポーチには、2
つのアメジスト（それぞれ100gpぶんの価値）が入っている。

カリック、ドワーフの戦士	 レベル1　雑魚　砲撃役
中型・自然・人型
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健14、反応12、意志14	 感覚：〈知覚〉＋2
移動速度：5	 夜目
特徴
ドワーフ・ソリダリティ／ドワーフの連帯
このドワーフは味方のドワーフ1体に隣接しているとき、ACおよび“反応”に＋4
のボーナスを得る。

スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
カリックが押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった時、その効果が指
定したよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、カリックは伏せ状態にさ
れることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。

標準アクション
mウォーハンマー（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ、このドワーフが味方のドワーフ1体に隣接していた場合は6
ダメージ。

rクロスボウ（武器）◆無限回
攻撃：遠隔・30（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ、目標が遮蔽を得ていなかった場合6ダメージ。

【筋】13（＋1）	 【敏】16（＋3）	 【判】15（＋2）
【耐】15（＋2）	 【知】10（±0）	 【魅】10（±0）
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
装備：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ、ボルト20本
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リスラ、エルフの狩人	 レベル2　雑魚　遊撃役
中型・フェイ・人型生物
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応15、意志14	 感覚：〈知覚〉＋7
移動速度：7	 夜目
特徴
ワイルド・ステップ／荒地渡り
このエルフはシフトする際、“移動困難な地形”を無視する。
標準アクション
mショートソード（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ、およびこのエルフは2マスまでシフトする。
ミス：このエルフは1マスシフトできる。

【筋】14（＋3）	 【敏】17（＋4）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】14（＋3）	 【魅】14（＋3）
属性：無属性	 言語：エルフ語、共通語
装備：ハイド・アーマー、ショートソード

ドランとガルン、人間のならず者	 レベル2　雑魚　兵士役
中型・自然・人型、人間
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健13、反応11、意志11	 感覚：〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
モブ・ルール／数だのみ
少なくとも2体の他の人間のならず者が5マス以内にいる際、このならず者はす
べての防御値に＋2のパワー・ボーナスを得る。

標準アクション
mクラブ（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ。

【筋】14（＋3）	 【敏】11（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）	 【知】9（±0）	 【魅】13（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：クラブ

ダンジョンの深くへ
　跳ね上げ戸はカリックが立っていた、うずたかい瓦礫の下に埋も
れている。瓦礫をどけるには5分かかる。跳ね上げ戸はただの敷石
のように見えるが、それを持ち上げるとダンジョンへと続く梯子が
現れる。縦穴も地下の部屋も闇に閉ざされている。

メスグリストのダンジョン
　アドベンチャーのこのパートには、ダンジョンのマップのうち、赤
いルーンが光っているほうの半分を使用すること。梯子は絨毯のあ
る部屋（エリア1）へと降りている。ポスター・マップを広げる際には、
キャラクターたちがまだ探索していない場所は紙を使って隠すこと。

エリア1（入り口）
　メスグリストの地下のダンジョンは長年打ち捨てられていたが、
この砦の住民が何者であり、その身の上に何が起こったかを髣

ほうふつ

髴と
させる手がかりはまだ残している。

　キャラクターたちが踏み込んだなら、以下の文章を読み上げること：
　皆さんの足元で埃が雲のようにうねります。埃の下には、大きな
ぼろぼろの絨毯の形や模様が見て取れます。部屋から出る扉は2つ
あります。

　キャラクターたちが絨毯から埃を払いのけてよく観察したなら、
銀の光を放つ水をたたえた丸い瓶を持つ騎士の姿が見て取れる。エ
リア2へと続く重い木の扉は枠の中で膨張しており、開けるには難易
度12の〈運動〉判定に成功しなくてはならない。エリア3へと続く石
の扉は簡単に開く。

エリア2（忘れられた祭壇）
　この失われた社の中には、死せる神の力が今も残っている。

　以下の文章を読み上げること：
　この部屋は最初の部屋ほど埃っぽくはありませんが、かといって
長いこと使われた様子もありません。向こう側の角には重厚な板金
鎧を着込み、バスタード・ソードを手にした長身の人型生物を象っ
た石像があります。彼の右のガントレットの後ろ側には、一つ目の
意匠が刻まれています。
　〈宗教〉難易度12：呪文荒廃の直前に殺された神ヘルムのしるしは、
ガントレットの後ろに刻まれた一つ目の意匠です。この石像は件の
神を表したものであり、その重厚な鎧は、永久に守護するものとして
彼が負う責務の重さをあらわしたものです。
　〈宗教〉難易度19：信仰のエネルギーは今もこの石像に残っており、
それはすなわちこの場所にはいまだにヘルムの影響力が残っている
ことを示します。

　石像の力：祭壇の前でキャラクターの誰かがヘルムか、あるいは
ティールやトームなど、彼に関わる神格に祈りを捧げたなら、パー
ティーはちょっとした祝福を受ける。キャラクターたちはそれぞれ
1回分の回復力を消費することができ、また遭遇毎パワー1つの使用
回数を回復する。
　宝物：石像とその周辺を詳しく調べたキャラクターが難易度19の

〈知覚〉判定に成功したなら、石像のすぐ前の敷石が緩んでいるのに
気づく。その下は小さな空間になっており、銀板をちりばめたゴブ
レット（250gp）が1つ、ムーンストーン（100gp）が1個、それに85gp
が収められている。

もしパーティ一行が競争相手を 
味方につけたら

　君が発狂しては困るので、宝探し連中を1名ずつプレイヤーたちに
預け、もう1人のキャラクターとして取り回させること。このキャラクター
たちは不要な危険には手を出さないし、ダンジョン内の水盤や泉、そ
して火鉢など、怪しい魔法のものを調べようともしない。ドランとガル
ンは死の危険がある時でさえ、進んでパーティーの前線となる。カリッ
クとリスラは後ろのほうを行くほうを好む。
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 エリア3（罠の広間）
　メスグリストの住民たちは、脅威から守られていた。

　以下の文章を読み上げること：
　このT型の部屋には片側に2つの扉があり、反対側にももう1つ扉
があります。
　〈知覚〉難易度20：敷石は緩んでおり、おそらく罠の機構が隠され
ているものと見えます。

　感圧板のトリガーによって、隠されていたスピアが床から飛び出
す。そのようにして5本のスピアが、マップ上のXで示された箇所に
隠されている。それぞれが個別のトリガーを有する。この罠がキャ
ラクターを攻撃すると、スピアは再び床に収納される。

スピアー・ガントレット	 レベル2　罠
物体
感知：〈知覚〉難易度20
hp：スピア1本につき10、トリガープレート1枚につき30
AC13	、頑健10、反応10、意志―
完全耐性：［死霊］、［毒］、［精神］、強制移動、すべての状態、継続的ダメージ
トリガー型のアクション
M 攻撃◆無限回

トリガー：クリーチャー1体がトリガーのマス目に入るかそこでターンを開始する。
攻撃（機会アクション）：近接・1（トリガーのマス目にいるクリーチャーすべて）；
＋7対AC

ヒット：2d8＋6ダメージ。
対抗手段
◆	無力化する：〈盗賊〉難易度20。成功：トリガーのマス目1つとそこに関連する
スピアが機能しなくなる。

エリア4（鏡の水盤）
　魔法の水盤は冒険者たちに彼らの過去を見せ――そして経験から
学べと示す。

　以下の文章を読み上げること：
　前方の火桶から、薄暗い赤い光が広い部屋中に放たれています。
光は左側のアルコーヴに据え付けられた水盤に、そして右側の真鍮
の扉に反射しています。さらに2つの扉が水盤の向こうとそして部
屋の反対側の突き当たりにあります。右側の角の先にもまだ部屋は
続いています。

　水盤：この大きな水盤の縁は床から数インチ上がったところにあ
り、その底も同じだけ床から沈んだところにある。石の縁には大き
なひびが何本か走っているが、これはエリア6にいるインプが水盤を
覗き込んだせいである（詳細後述）。
　遠くから見れば水はきれいで澄んでいるが、キャラクターたちが
近づくと、水面はとたんに濁り、ものを映すようになる。

　キャラクターの誰かが水盤を覗き込んだら、以下の文章を読み上げる
こと：　
　鏡に映したかのようにはっきりと、水面にあなたの姿が映ります。
しかし一瞬後、その姿は掻き消え、あなたが過去にしでかした失敗や
過ちが、まるであなたの記憶から引き出されでもしたかのように浮
かび上がります。

　プレイヤーたちにそのキャラクターの過去のイメージを十分に広
げ、少なくとも過去の失敗を1つは作り出すように、そしてキャラク
ターはそれにどう反応するか説明するように言うこと。何かヒント
が欲しいというプレイヤーがいれば、以下の表をロールさせること。

d6	 過去の失敗
1	 新たなキャラクター・クラスを得るための訓練中に失敗した
2	 激しい論争の果てに家族のもとを飛び出した
3	 犯罪を目撃したがそのままにしてしまった
4	 親友もしくは恋人を失った
5	 犯罪に手を染めた
6	 誰かに対して怒りをぶつけ、相手と今でも激しく争っている

　水盤の効果：水盤を覗き込んだことの効果は、キャラクターの感
情的な反応がどうであったかによって変わる。罪の意識、悔悟や後
悔の思いを感じ、あるいは過去の過ちを悲しんだものは、そのよう
な負の感情にかわって解放と許しの感覚に満たされ、本セッション
の最後まですべての防御値に＋1のボーナスを得る。
　これらの記憶に心を動かさなかったキャラクターは、本セッショ
ンの最後まで、能力値判定および技能判定、そしてセーヴィング・ス
ローに−1のペナルティを負う。恐怖や危機に怯える感覚がそのキャ
ラクターの心に根を張ってしまったのだ。
　宝物：水盤に手を入れたキャラクターは、アメジストのついた金
の指輪（250gp）を見つける。

5

4

6
3

1
2

X
X X

X X
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　火桶：部屋の中の2つの火桶は、燃料もないのに真紅の炎を上げて
燃えている。かつてはヘルムの永遠の守護を象徴していた聖なる炎
だったが、火桶はインプの存在によって汚されてしまっており、今で
は地獄の炎が燃えている。善もしくは秩序にして善のキャラクター
は皆、火桶に隣接するとその不浄なエネルギーを感じ取ることがで
きる。
　火桶の火を消すには信仰系クラスの者による難易度12の修得済
の〈魔法学〉判定もしくはまたは〈宗教〉判定が必要である。キャラク
ターの誰かが火桶の一方または両方にチャネル・ディヴィニティの
パワーを使用したなら、両方の火桶の火が消える。ヘルムに祈りを
捧げるなら判定なしで火桶の火を消すことができる。エリア5の泉
の水を注いだ場合も火桶の火は消える。火桶の火が消えると、エリ
ア6のインプはこのセッションの終了時まですべての防御値に−1
のペナルティを負う。
　西の扉：マップの端にある両開きの扉は開けようとしたものに向
かって簡単に開いてくるが、扉の向こうには未加工の石壁があるば
かりである。パラディンたちはこの方向に神殿を広げようと計画し
ていたが、仕事を終えることができなかったのだ。
　南の扉：エリア5に続く扉は木製で、簡単に開く。
　神殿の扉：エリア6へと続く2つの扉は真鍮の板で覆われている。
火桶の火が燃えている限り、扉は非常に過熱しており、それに直接あ
るいは何か道具を介してでも触れたクリーチャーすべてに1d6の
[火]ダメージを与える。
　クリーチャーは扉に触れる前にこの熱気を簡単に感じ取ることが
でき、難易度12の〈魔法学〉判定による魔法感知に成功したなら、こ
れらの扉と火桶の関係を明らかにすることができる。
　扉には鍵がかかっており、開けるには難易度12の〈盗賊〉判定もし
くは難易度19の〈運動〉判定が必要である。

エリア5（光の泉）
　メスグリストのパラディンたちは彼らが守る地に光をもたらし、
これは冒険者たちも使うことが可能な力となった。

　パーティー一行が扉を開けたら、以下の文章を読み上げること：
　月光にも似た柔らかな光が部屋の角にある2つの美しい泉の水か
ら放たれています。扉が開いたために水面が波立つと、光もちらち
らと踊ります。丸いガラスの瓶が泉の一方の前に据えられています。

　キャラクターたちがここにやってきたのが夜なら、以下の文章もさらに
読み上げること：
　鎧を着込んだ亡霊の姿が2つの泉の間にひざまずいています。彼
は剣を上に向けて捧げ持ち、その垂れた額の前でその柄を握り締め
ています。「我に平和を」彼は祈るように囁きます。

　亡霊：これまでと同様に、亡霊はキャラクターたちの存在にはまっ
たく反応しない。攻撃もパワーも彼に影響を与えることはできない。
　ヘルムの涙：どちらの泉から水を汲んでも、それはやわらかく輝
き続ける。それをガラス瓶に入れるなら、水は半径2マス以内に “薄
暗い”光を放つ。“常闇”の影響を受けた場所（後述の『闇の訪れ』参照）
では、瓶に（1回のマイナー・アクションとして）“明るい” 陽光を半
径20マス以内に放たせることができる。この光は再度1回のマイ
ナー・アクションとして消すことができる。
　この水はエリア4およびエリア6の火桶の火を消すことができる。
エリア3の水盤にこの水を注いだなら、この水は水盤の水の性質を一

時的に変え、過去の英雄的な行為や勝利の姿を映し出して、かつて悔
悟の意を感じることなく水盤を見てしまったことによって負ったペ
ナルティを打ち消してしまう。
　この泉から汲んだ水を満たした瓶は、ヘルムの涙と呼ばれる。こ
れは最終セッションでロルスの野望を打ち砕くのに使う重要なアイ
テムである。瓶の中の水はポーション・オヴ・ヒーリングとしても
作用し、そして瓶はいつの間にかゆっくりと満たされていくため、こ
のポーションは1セッションに1回使用することができる。もしキャ
ラクターがポーションを使用したなら、次のセッションまでこの瓶
を光源として使用することはできない。
　冒険者たちが水を持たずにこの場を離れようとしたなら、その魔
法的な性質についてヒントを与えること。

エリア6（デヴィルの棲処）
　メスグリストをめちゃくちゃにしたインプは今もここに棲みつい
ており、冒険者たちを騙してやろうと待ち構えている。

　パーティー一行が扉を開けたなら、以下の文章を読み上げること：
　一方のアルコーヴに据えられた火桶から放たれる、地獄のような
赤い光が部屋中にちらついています。光は床に刻まれた奇妙なしる
しのきらめく線に沿って踊っています。
　〈宗教〉難易度8：この紋章は地獄のものであり、デヴィルを呼ん
だり彼らに力を与えたりするものである。

　キャラクターたちが部屋に踏み込んだら、さらに読み上げること：
　火桶のほうから囁く声が聞こえます。「どうしてここに来た？　
可愛い、素敵なあんたたちは？」

　声は火桶の後ろに目に見えない姿で潜んでいるインプのものであ
る。

　キャラクターたちが亡霊のことについて答えたなら、以下の文章を読
み上げること：
　火桶の近くから甲高い狂ったような笑い声が響き渡ります。それ
から声はもう少し大きくなり、「あんたたちがあの泣き虫卿を休ませ
てやろうってんならね、この質問にちゃあんと答えるんだね。
　地獄の火の中　おいらは踊る
　日ごと楽しい　拷問尽くし。
　おいらの一刺し　心を砕き
　身体と魂　この世の別れ。
　おいらの顔は　あんたにゃ見えぬ
　ところでおいらは　何だろね？」

　キャラクターたちが質問に正しく（｢インプ」と）答えたなら、イン
プはまたげらげら笑い、2番目の謎をかけてくる。

　「お次はおいらの名前を当てろ
　当たりゃ地獄に帰ってやるぞ。
　まずは見つけろひとつの数を
　つづりと意味がかわらぬ数を。
　続くも数だが計算が要る
　足すにゃあ6がちょうど好い。
　それから始めの始めの文字を
　最後に最後の最後の文字を。」
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　インプの名前はフォーテネスティ、つまり謎々の答えの“four”“ten”
“S”（startの始め）“T”（lastの最後）の音をつなぎ合わせたものである

（訳注：DMは「この謎々は本来英語で書かれており、英語による解答
を想定しています」等、ヒントを与えること。ヒントを与える際や解
答について判定する際、1つめの英単語は、文字数と意味がかわらぬ
数詞、2つ目の英単語は、1つ目に6を足した数詞、3つめは”始め”の
英単語の最初の文字で4つめは” 最後” の英単語の最後の文字である
ことを押えておくとよい。英語の原詩を想定することが望ましくな
いと思われる場合、謎々だけ翻案物でやりますと宣言した上でイン
プの名を四十郎とし、謎々を「種族の次は名前を当てろ／当たりゃ地
獄に帰ってやるぞ／まず1ケタの数字の中で／漢字で書けば五画の
数字／次に二画の数字が来るが／六足すほうが楽かもしれぬ。／次
はカタカナ三画の字で／イロハの最初七字にあるぞ。／次はイロハ
の二十四番目、／もうじき五十郎だがな」とする等、各自好みで工夫
されたい）。キャラクターたちが謎を解いたなら、インプは自分の約
束は守る。そしてまたげらげらと笑い、消え去る。
　キャラクターたちが亡霊のことについて何も言わないか、あるい
はインプの質問に答えられなかった場合、インプは彼らをあざ笑う。
インプは姿を見せないまま、パーティー一行の間に不和の種を蒔こ
うとする。例えばローグが宝物を見つけたまま独り占めにしている
だの、ウィザードの研究はなにやら薄気味悪い方向に向かっている
だの、信仰キャラクターの信仰心が足りないだの、その他諸々。イン
プはキャラクターを攻撃しようとはしないが、キャラクターたちが
彼を見つけて襲い掛かってきたなら反撃する。
　火桶：この部屋の火桶もエリア5にあったものと同様にして消す
ことができる。3つの火桶すべてが消えたなら、インプは本セッショ
ン中、以後すべての防御値に−2のペナルティを負う。
　火桶の中にはインプの宝物が、魔法的に熱から守られた状態でし
まわれている。火桶の火が燃えている間にその宝物に手を伸ばした
ものは、[火]ダメージ5を負う。火桶には115gp、2個のペリドット（そ
れぞれ100gp）、そしてヘルムの銀の小像（175gp）がしまわれている。
　紋章：地獄の紋章の上に立ったキャラクターはインプによるすべ
てのダメージに対する脆弱性5を負う。

インプ	 レベル3　奇襲役
小型・永劫・人型生物（デヴィル）
hp：40；重傷値：20	 イニシアチブ：＋8
AC17；頑健13、反応17、意志15	 感覚：〈知覚〉＋8
移動速度：4、飛行：6	 暗視
標準アクション
mバイト／噛みつき◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

ヴァニッシュ／姿消し（[幻]）◆無限回
効果：このインプは、自身の次のターンの終了時もしくは攻撃をヒットあるいは
ミスするまで不可視になる。

M テイル・スティング／尾の毒針（[毒]）◆再チャージ：インプがヴァニッシュを
使用した際
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ。目標は継続的[毒]ダメージ10を受け、“意志”に−2
のペナルティを負う（セーヴ・両方とも終了）。

技能：〈隠密〉＋9、〈はったり〉＋9、〈魔法学〉＋9
【筋】12（＋2）	 【敏】17（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】16（＋4）	 【知】16（＋4）	 【魅】16（＋4）
属性：悪	 言語：共通語、神界語

闇の訪れ
　キャラクターたちがインプを殺すか謎を解いたなら、残っていた
火桶の火はすべて消える。

　亡霊が現れていた（夜である）なら、以下の文章を読み上げること：
　亡霊はその場所をゆっくりと横切りながら、一足ごとに透明に
なってゆきます。彼は皆さんに向かって頷き、微かな微笑を浮かべ、
そして消えます。

　その後“常闇”が動き始めたら、以下の文章を読み上げること：
　大地が大きく震え、この世のものならぬ寒気があたりを満たしま
す。紋章が刻まれた床がひび割れ、影の中に飲み込まれてゆきます。
その一瞬後、紋章の上の天井も裂け、地上への縦穴が開きます。

　床のひび割れの幅は2フィートである。穴は魔法の闇で満たされ、
それを照らし出そうとするいかなる試みも無駄に終わる。穴に物を
投げ込んでも何の音もしない。穴の底に何を下ろしても底まで届く
ことはない。部屋の中の明かりは消え始め、5分以内にあたりは真
の闇と化す。

結末
　冒険者たちが地上に戻ってきたとき、彼らは何が起こったかを知
る。

　以下の文章を読み上げること：
　皆さんの最後の一人が梯子のてっぺんにたどり着くと、大地は再
び震えます。地下の部屋のところで大地が引き裂かれ、まるで巨大
な蜘蛛が風を捕らえようとでもしたかのように、空へ向かって闇の
糸が勢いよく吐き出されます。さらに多くの糸がその後を追い、皆
さんの上に影が圧し掛かります。

　キャラクターたちがダンジョンから出てきたのが夜なら、以下の文章を
付け加えること：
　あたりの夜の闇よりまだ暗い、インクのような闇が流れ出し、融け
あい、互いによりあわされます。月の光は完全に覆い隠され、闇が濃
くなっていくにつれ彼方の星が、ひとつ、またひとつと瞬いては消え
てゆきます。

　キャラクターたちがダンジョンから出てきたのが昼なら、以下の文章を
付け加えること：
　インクのような闇は流れ出すと互いに融けあい、よりあわされ、弧
を描いて遥かな中空へと伸びてゆきます。闇の触手が太陽と周囲の
空を覆ってゆくにつれ、陽光は徐々に翳ってゆきます。

　“常闇”はキャラクターたちの見渡す限りを覆い尽くし、夜の月と星
を消し去り、日中の陽光をも弱々しいものに変えてしまう。
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セッション2： 
 
メニーアローズ王国への特使
レベル2のアドベンチャー――春

　セッション1で知れた情報から、冒険者たちはウィンターエッジと
いう小さな村へ向かう（もしキャラクターたちがセッション1で件の
会話を立ち聞きしていなかったのなら、彼らは街道上でウィンター
エッジが襲撃の危機に晒されているという知らせを聞いたものとし
て扱う）。オークどもの襲撃は冒険者たちの到着後すぐのことで、
キャラクターたちは無辜の村人たちを逃がしてやるのに間に合う。
村の指導者はキャラクターたちにダークアロー砦に行き、メニーア
ローズ王国の統治者たるオーク、オブッド王と話をしてほしいと頼
む。
　開始前に、前回のセッションを遊んだすべてのキャラクターが2レ
ベルになり、攻撃ロールとダメージ・ロールに＋1の固定ボーナスを
得ているかどうか確認すること。P.6の『成長』を参照せよ。

ウィンターエッジ襲撃
　開始の準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　皆さんは、オークどもが “光る森” の西の外れからわずか数マイル
のところにあるウィンターエッジの村を叩き潰そうとしていると知
り、そこへ向かっています。その一方で、影深い森がこれ以上明るく
なる様子がないということもはっきりしてきています。地底から噴
き出して空を覆った影は、噴き出したその場所からどんどんと広
がっていっているように見えます。皆さんの頭上の薄墨色の空を、
か弱い光がどうにか照らし出しています。
　大急ぎで森を抜け、皆さんはどうにかオークどもより先にウィン
ターエッジの村にたどり着きます。それでも移動の間、先行部隊の
角笛の音がずっと聞こえているような有様です。少なくとも2つの
オークの部族の戦士たちが村に襲いかかろうとしているようです。
　皆さんの前方、村の広場へと続く道沿いで、宵闇を照らし出すのは
松明の光だけです。ちっぽけな村は恐慌状態に陥り、騒然としてい
ます。住民は表通りに出、おびえ、混乱しながら空を見上げているば
かり。子どもたちは泣き叫びつつ両親の手にしがみつき、一方大人
たちはおびえきった調子で言葉を交わしています。
　皆さんが村の中心までやってくると、太い節くれだった杖を手に
した腰の曲がったヒューマンの女性が皆さんのほうへとやってきて、
そして口を開きます。年老いているにもかかわらず、彼女の声は大
きく強いものです。「この呪わしい魔法は何ごと、そしてあんたたち
は何をしている？」

　ウィンターエッジ村に村長という役職は存在しないが、それに一
番近い立場なのがグッドワイフ・ウィンストロム（村の誰もが彼女
を“グッディ・ウィン”と呼ぶ）である。冒険者たちが彼女と話し始め
たなら、会話のガイドラインとして以下を使用すること。
◆ もとからおびえ切っていた村人たちは、オークがやってくると

聞いて一層混乱に陥った。彼らは絶望し混乱しきっているので、
落ち着かせない限りこれ以上話をすることもできない。キャラ
クターたちはロールプレイもしくは難易度9の〈交渉〉判定を行
ない、彼らを落ち着かせようと試みることができる。キャラク
ターたちが村人を落ち着かせようとしないなら、グッディ・ウィ
ンがそれをする。

◆ グッディ・ウィンは村人たちに貴重品を荷造りし、馬と荷馬車を
ひとところに集めて避難の準備をするようにと言う。それから
彼女は冒険者たちに、逃げるのに安全な経路を知らないかと尋ね
る。パーティー一行はクイーヴァーからやってきているので、
キャラクターたちは行くべき道を示すことができる。

◆ 当座に何をするか決めてしまうと、グッディ・ウィンは「ラハッ
プ、」と誰かの名を呼ぶ。するとハーフオークの若い樵

きこり

が進み出
る。彼女は冒険者たちに、ラハップの母親はマハレラという名
のオークで、数年前野獣に襲われて月森の森の中で死にかけてい
たところを助けられたのだと言う。グッディ・ウィンはそのオー
クが元気になるまで看病してやり、マハレラはこの共同体の一
員となった。彼女はウヴァーンという名のヒューマンの男性を
夫としたが、これは村中の誰もが彼にはオークの血が流れてい
るに違いないと確信しているような人物であった。

◆ ラハップの母親は2、3年前に死んだが、彼女はラハップに巨人
語やオークの文化について様々なことを教えていた。また、彼女
は息子に、自分はブロークンアロー部族に属するものであり、そ
れはつまり彼女もラハップもオークの王国メニーアローズの王
の系類であるということなのだとも教えていた。

　グッディ・ウィンは冒険者たちにラハップを連れてオーク王の住
む北へ向かい、ここ数年ことなく平和だったというのにこのような
襲撃がおきたのは何故か聞いてきてほしいと頼む。旅は危険なもの
になるだろうが、オブッドの部族の者たちに出会いさえすれば、冒険
者たちは少なくとも王に謁見することは叶うだろう。

ガールの人形
　村人たちはグッディ・ウィンの指示に従い、馬や家畜、荷馬車を引
き連れ、旅を続けるのに十分な食料と飲み物も積み込んで戻ってく
る。
　出発する前に、レセンデルという名の幼いハーフエルフの少女が、
冒険者たちのひとりに、吊るし紐のついた人間の拳ぐらいの大きさ
の木彫りの人形をくれる。彼女は冒険者たちに、このイセル（という
のがこの人形の名前である）はパーティーに幸運を運んできてくれ
るだろうと言う。数週間前、この村にガールという名の奇妙なノー
ムがやってきて、この人形越しに彼女におかしなことを言った――
ガールはレセンデルに、この人形は闇を追い払い彼女を勇気づける
だろうと言ったというのだ。
　〈魔法学〉難易度13：この人形には魔法がかかっている。
　〈宗教〉難易度13：人形の中の魔法は本来信仰に基づくものであり、
神格に関わる存在によってこの人形にかけられたものである。
　ガールの人形：この人形を首にかけると、これは＋1アミュレット・
オヴ・プロテクション（『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』
P.283）として機能する。“常闇” の影響下にある場所では、このアイ
テムに（1回のマイナー・アクションとして）“明るい”陽光を半径20
マスに放たせることができる。この光は再度の1回のマイナー・ア
クションとして消すことができる。
　ヘルムの涙と同様に、ガールの人形もセッション8でロルスの野望
を打ち砕くのを助けてくれる。
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 オークの襲撃
　村人たちは、冒険者たちが示した方角へと道をたどり始める。

　村人たちが避難を開始したら、以下の文章を読み上げること：
　村人たちの最後の1人がウィンターエッジから逃げ出したとき、ハ
ンドアックスを持った5体のオークが森の中からこの世のものなら
ぬ闇の中へと飛び出してきます。彼らは勝利の雄叫びを挙げつつ、
飢えた目で逃げてゆく村人たちをねめつけます。1体が巨人語で叫
びます。「腸族の馬鹿どもの鼻を明かしてやったぜ。血も何もかも
飲み干すのは赤牙の俺たちだ！」
　森を踏み分ける音からは、オークどもの大群がいつ押し寄せてき
てもおかしくないことがわかります。

　冒険者たちの中に巨人語を理解するものが誰もいなければ、ラ
ハップがオークの言葉を通訳してくれる。冒険者たちが逃げてゆく
村人たちを守りきれなければ、他の人々が逃げる間に数名が殺され
るという事態になってしまうだろう。オークの蛮族の第一波を倒す
のにキャラクターたちに与えられている余裕は2ラウンド、それから
残りの軍勢が到着して彼らを蹂躙する前に逃げ延びねばならない。
　この遭遇については、戦い手たちの正確な位置はそれほど重要で
はないため、マップなしでやってみるいい機会となる。とはいえ君
が望むなら、この遭遇用に森のマップあるいは野外の道のマップを
使用してもよい。
　オークの蛮族どもは冒険者たちから75フィート（15マス）離れた
所から遭遇を開始する。彼らの最初のターンには、オークどもはキャ
ラクターたちに接近し、可能であれば攻撃を行なう。
　第1ラウンドの終了時に、森の中の音から何十体ものオークがさら
に接近しつつあるとわかる。第3ラウンドの終了時には、さらに多く
の力自慢のオークどもが戦闘の場に乱入しようとする。第4ラウン
ドの間に逃げ遅れた冒険者は捕えられ、戦利品としてオブッド王の
もとに連れてゆかれる。

オークの蛮族5体	 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃した場合は12ダメージ

rハンドアックス（武器）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ

トリガー型アクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：そのオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：そのオークは1回の標準アクションを取る。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス4本

ダークアロー城塞への道
　冒険者たちとラハップは、オブッド王の拠点にして彼のメニーア
ローズ王国の首都である、ダークアロー城塞目指して北へと向かう。
その距離はざっと125マイルであるが、荒れた道が続くため、7日間
の旅が必要となる。
　ダークアロー城塞へと向かう旅の間、冒険者たちは“常闇”がここに
も存在していることに気づく。どうやら北方全体がすっぽりと影に
覆われているようだ。日中の燦々たる陽光は薄暗い光へと変わり、
月と星の光を閉ざされた夜はただ暗い一方である。

　冒険者たちが旅している時、以下の文章を読み上げること：
　皆さんの旅の間じゅう、闇は周囲の空をすっぽりと覆っています
が、ダークアロー城塞への道はそれほど困難なものではありません。
サーブリン川を北へと辿って “世界の背骨” 山脈に向かい、川の支流
の一本を目指してゆけば、オークの王国メニーアローズの中心はさ
ほど遠くないこともわかっています。
　〈歴史〉難易度8：メニーアローズのオークたちは北方の文明地域
と条約を結んでいます。とはいえ、個々のオークの部族は時には平
和に飽き、王の命令を無視し、そしてなにはともあれ襲撃を仕掛けて
くるのです。

　数分間、ラハップと冒険者たちのロールプレイに時間を割いても
よい。ラハップはウィンターエッジの樵

きこり

だが、自分のオークの血筋
にも興味をひかれている。

　パーティー一行がダークアロー城塞に到着する前に、以下の文章を読
み上げること：
　道すがら、皆さんはオークの戦闘部隊が “世界の背骨” 山脈から外
に広がり、文明地域を襲い始めたのだという証拠の数々を目にしま
す。オークと出くわしてしまったのだろう人間の猟師の一団が、殺
されて道端に放り出されています。猟師の1人は死んでも弓を片手
に握りしめており、もう一方の手には折れた矢を掴んでいます。
　この血なまぐさい光景を目にして、ラハップは青ざめた顔で、ため
息とともにつぶやきます。「折れた矢さえも……」

　ラハップの言葉は、母親が教えてくれたブロークンアローの部族
のことわざの一部である。すなわち「正しい手が持つならば折れた
矢さえも危険」というものだ。キャラクターたちとの会話の間に、ラ
ハップはこのことわざを数回繰り返す。もし冒険者たちがオブッド
王に話しかけるときにこの言葉を思い出したなら、それはパー
ティーを救うだろう（『交渉』の項目を参照）。
　冒険者たちは、今やこの一帯が敵対的なオークの略奪者たちの跳
梁跋扈するところなったと知った。とはいえ、その部隊のほとんど
は文明地域の襲撃に加わるために南へ向かっている。というわけで、
北へ向かう冒険者たちは簡単に厄介事を避けることができるのだ。
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招かれざる客
　パーティー一行はメニーアローズ王国の勢力下の地域へと踏み込
む。
　〈知覚〉難易度13：キャラクターたちは、山脈のふもとの丘に隠れ
ているオークの歩哨が彼らに何の手出しもせぬままメニーアローズ
の領土へと通してくれたことに気づく。

　一行が進んでゆくとき、以下の文章を読み上げること：
　サーブリン川が “世界の背骨” 山脈からその南側へと轟音を立てて
流れ落ちるところにある丘は、その背後にそびえる、雪を戴き人を寄
せ付けぬ頂に比べればどうというほどのこともないものと見えます。
しかしこの旅の最後の部分を乗り切ったからといっても、その先は
オークでいっぱいの砦に踏み込まねばならないかもしれないのです。
ありがたいことに、皆さんのかたわらにはオーク王と血のつながっ
た者がいます。
　川の刻んだ渓谷まであと数歩というところで、しわがれた叫び声
が皆さんの足を止めます。あなたがたの周囲すべてを取り囲むよう
に、隠れていたらしきオーク数十体が姿を表します。100本を超え
る矢が皆さんに対してつがえられています。
　ラハップが進み出て外套を脱ぎ棄て、堂々と胸を張ります。彼は
巨人語で叫びます。「わが同族たちよ、俺は皆さんに加わりに来た。
俺はブロークンアロー族の者だ。俺と俺の仲間たちはダークアロー
城塞のオブッド王に会いに来た。俺を血族のもとへ連れて行ってく
れ」
　心臓が4つ打つ間、あたりは静まり返ります。そしてさらに多くの
矢がラハップの胸めがけて放たれ、堂々たる表情をひっこめる暇も
ないまま、彼は地面に倒れます。怒り狂った声が巨人語で叫びます。

「勝手なことをしおって、そんな命令はしとらんぞ、うじ虫どもが！」
　別の嘲笑うような声が、笑い混じりに言い捨てます。「あの坊やは
“お願いします”って言うのを忘れちゃったのさ、ウルファー」
　どっと笑い声が上がり、そして白髪を逆立てた小柄なオークが進
み出、共通語で皆さんにむかって叫びます。「武器を降ろせ。貴様ら
はオブッド王の捕虜となった。傷つけはしない……抵抗さえしなけ
ればな」

　回復魔法を使えばラハップの命は助けられ、そしてもしキャラク
ターたちがそうした場合、この親切が冒険の成り行きを変えてくれ
る。『交渉』の項目を参照のこと。
　冒険者たちが降伏したなら、彼らは縛りあげられるが傷つけられ
ることはない。オークに対して敵対的な行為を行なったキャラク
ターは、何体かのオークであれば倒せるだろうが、オークの数は圧倒
的に多い。ヒット・ポイントが0以下になったキャラクターは殺さ
れることはなく、気絶させられて捕虜になる。
　灰色の髪のオークはウルファーといい、オブッド王から信用の篤
い副官であり、メニーアローズ王国への道を守る歩哨たちの隊長で
ある。部下たちがラハップを射ったことに彼は腹を立てているが、
一方で戦いの雄叫びが山にこだまする中で部下たちをおとなしくさ
せておくのに苦労してもいる。
　冒険者たちは山の中へ、そしてダークアロー城塞へと引き立てら
れて（オークと戦闘をしてしまっていた場合は運ばれて）ゆく。そこ
でキャラクターたちはじきに、王が非常に不安定な状況にあると知
ることになる。

オブッド王
　冒険者たちを捕えたオークたちは、彼らをオブッド王の宮廷であ
る堂々たる謁見室へと連れていく。衛兵たちと戦ったキャラクター
も全員意識が戻り、ヒット・ポイントも全快しているが回復力は4
減った状態である。

　以下の文章を読み上げること：
　皆さんは山の中腹を掘りぬいて作った大きな空間に踏み込みます。
そここそがダークアロー城塞なのです。広間のほぼ半分を長い石の
テーブルが占め、毛皮や剥製にした野獣の頭部が壁や床を飾ってい
ます。部屋の壁に沿って、ありとあらゆる種類と大きさの武器が並
べられています。数十体のオークとハーフオークが着席するか部屋
の中を歩き回っており、皆さんが連れてこられるとその多くがシュ
ウシュウ言ったり口笛を吹いたり笑ったりするのです。
　堂々たる鎧を着込んだ筋骨隆々たるオークが、皆さんの前の石を
削って作った椅子に座り、脅しつけるように睨んできます。彼の眼
にはこれまで皆さんが見たどのオークよりもはるかに優れた知性の
光が宿っています。彼は値踏みするように皆さんを見ます。
　「貴様らは我らに攻撃を仕掛けてきたと聞いたが、それは買いかぶ
りすぎというものだろう」がらがら声とは裏腹に、その後ろにはなに
やらおかしみがあって、部屋にはどっと冷やかしの声が上がります。

「貴様らは何用あって、メニーアローズの王オブッドのもとへやって
きた？」

　冒険者たちの装備は手元に戻されてはいないが、広間の奥のオー
クの衛兵の間にそれらが積み上げられているのは見て取れる。

交渉
　冒険者たちに彼らの状況と、なぜここに来たのかを説明させるこ
と。キャラクターたちがロールプレイもしくは社交関連の技能判定

（難易度13）で4回の成功を記録したなら、彼らはオブッド王に良い
印象を与え、助けてもらえる。3回失敗したなら、オブッドは子分た
ちをを楽しませるため、彼らの1人を“ピット”に放り込む（『ピット』
を参照のこと）。会話のガイドラインとして以下を使用すること。
◆ 冒険者たちが、シルヴァーマーチの平和な共同体になぜオーク

たちが襲撃を仕掛けてきたのかと問うたなら、オブッド王は、
オークはこれでもできるかぎりのことをしているのだから、世界
のオーク以外の部分はこれには慣れてもらわなくては困ると言
う。この返答を聞くと周囲のオークたちは大歓声を挙げ、武器を
盛んに打ち鳴らす。オブッドがこう言ったとき、冒険者たちは難
易度13の〈看破〉判定を行なえる。失敗したキャラクターは、オ
ブッドは冷たく無造作にこの言葉を言い放ったと思う。しかし
成功したキャラクターは、最近の襲撃がオブッド王を怒らせ、ま
た悩ませているのだとわかる。彼は戦を好む取り巻きを喜ばせ
ておくべく、注意深く言葉を選んでいるのだ。

◆ 冒険者たちがメニーアローズ王国とシルヴァー・マーチの文明
化された共同体との間に結ばれた協定についてふれたなら、オ
ブッドは、欲しいものを手に入れる際、オークには2つの方法が
あるのだと言う。取引をするか、取り上げるかだ。彼らは長いこ
と取引をしようとしてきた。今は別のやり方に手を染めようと
いうオークがいるだけのことだ。再度、難易度13の〈看破〉判定
を行なうこと。成功すれば王は言葉通りのことを言いたいわけ
ではないが、彼に対して望まれている物言いをしているのだとわ
かる。
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◆ キャラクターたちがオブッドの過ちを責めたり、政治的な立場か
ら子分たちを操っているのだろうなどと口走った場合、彼らはそ
のような抗弁を1つするごとに1回ずつ失敗する。オブッドは嘲
笑いながら脅しつけるように言い返す。

◆ ラハップが彼らに告げたブロークンアロー族のことわざ（「正し
い手が持つならば折れた矢さえも危険」）を冒険者たちが思い出
してオブッド王に告げたなら、冒険者たちが自分の部族のことに
ついてよく知っていることに王は感銘を受ける。パーティー一
行は1回の成功を得る。あるいはオークたちに、ドラウと手を結
んで戦争をするなどやめるようにと説得しつつ、自分たちの状況
について説明することもできる。

◆ キャラクターたちがラハップを癒していた場合、彼は冒険者たち
のために口添えをしてくれる。ラハップは渓谷でオークたちが
自分を射倒し、そしてキャラクターたちが彼の命を救ってくれ
たことについて大げさに話し、平和な交渉に臨もうとする丸腰の
男に矢を射かけた臆病者どもよりも冒険者たちはずっとたたえ
られてしかるべき存在だと堂々と言い放つ。この物語を聴いた
オブッドは冒険者たちを尊敬し、1回の成功となる。また、ラハッ
プもオブッドに気に入られる。

族長たち
　冒険者たちがオブッドに良い印象を与えたとしても、何人もの族
長たちがあれこれと言いつのり、事態は混乱してくる。

　キャラクターたちがオブッドの尊敬を勝ち得た場合、以下の文章を読
み上げること：
　オブッド王はいかめしい顔つきを和らげてにやりと笑い、皆さん
のほうを考え深げに見ながら頷きます。彼が再び話し始める前に、
2本の鹿の角で飾った兜をかぶった小柄でずんぐりした女性のオー
クが進み出て、巨人語で話します。
　「殺し角族はおしゃべりには飽きた！」彼女は言います。「ダーク
エルフたちはグルームシュが空を暗くするのを助けると約束して、
そして実行した。我々は彼らに加わり、すべてをこの手に取り返さ
なくては」
　この演説は広間中から盛大な歓声を浴びるのです。

　演説をしたのは殺し角族のケッティ族長である。彼女はオブッド
王がなんと言おうとドラウに加担するとすでに決めている。そして
オークの全部族にそうさせたいと望んでいる。
　冒険者たちにも喋らせること。プレイヤーが質問してきたなら、
グルームシュがオークの主神たる隻眼の神格であり、邪悪なる破壊
の神であることは全員が知っていると答えること。

　キャラクターたちが抗弁した後、以下の文章を読み上げること：
　1体のハーフオークが、自分の話を聞いてくれというように手を挙
げます。緑色の革鎧とロングボウを装備した姿は、斧を持った同族
たちとはずいぶん変わって見えます。「平和をぶち壊すのは狂気の
沙汰だ。我々はしまいには滅ぼされるぞ。我々と我々の祖先が残し
てくれたものすべてをなぜ危険にさらす？」

　こう話すのは緑苔族のストランジ族長である。彼や彼の同族たち
は現状の平和の中で、シルヴァー・マーチの共同体と実りの多い交
易をして栄えているのだ。彼は戦争になど関わりたくはない。

　再度冒険者たちに話させ、議論をさせつつパーティー一行を話題
の中心に持ってくること。数分もすれば、広間中のオークがこの問
題について意見を異にしていることがわかる。半分はドラウとの協
力を望んでおり、4分の1はそれに反対しており、残りのオークたち
は王がどうするかを見ようと思っているのだ。

　この時点で、もう1体のオークが口を開く。以下の文章を読み上げる
こと：
　年老いた片目のオークで、動物の毛皮をまとい、羽根で飾ったスピ
アを手にしたものが叫びます。「ドラウたちにどれほどのことができ、
どれだけの力を連中が持っているかは目にしてきたではないか！　
奴らは空を暗くしたんだぞ！　だがこの侵入者どもはどんな力を
持っている？　こいつらにドラウが止められないのなら、強いほう
につかないのは愚か者のすることだ。奴らの中で一番強いものを
“ピット” に入れろ！　奴らの言うことに耳を貸すのがグルームシュ
のお望みなら、こいつらの闘士が勝つだろうよ」
　部屋中のオークたちから大歓声がわきあがり、オブッド王も同意
して頷きます。

　このオークの名はエハンク、グルームシュのシャーマンである。
彼は曲がり道族を率いており、非常に実利主義的なものの見方をす
る。彼はドラウどものほうが自分よりもグルームシュに密接なつな
がりを持っているのではないかと考えるのはイヤでイヤでたまらな
いのだが、しかし現実問題として負ける側につきたくはないのだ。
　冒険者たちが“ピット”で戦う代表者を選ぶことに同意したなら、次
のセクションに進むこと。同意しなかった場合、状況はオブッド王
にとってより厄介になる。彼はドラウの軍勢に加わることなく各部
族には自分に忠誠を誓わせておく方法を探し求めており、またそう
しながらも自分のメンツは保たねばならないのだ。グルームシュの
シャーマンの祝福が得られるならばオブッド王にとっては立場を強
化する願ってもない機会であり、そのことは〈看破〉または〈宗教〉判
定（難易度13）に成功すればキャラクターたちにも見て取れる。
　“ピット”で戦うことなくオブッド王を助けるには、冒険者たちはさ
らにもうしばらく話さねばならない。オークたちの過半に、シル
ヴァー・マーチに戦いを挑むドラウに加担するなど愚かなことだと
思わせるには、〈威圧〉や〈交渉〉といった技能を群衆に使用すること
ができる（難易度20、3回失敗するまえに4回成功すること）。
　冒険者たちがうまくやったなら、オブッド王は、ドラウに加担する
のはオークにとって最良の選択肢ではないと明言する。そして、ド
ラウとシルヴァー・マーチの連中が互いに戦って力を削りあうこと
こそ望ましい、それで得をするのはオークだけではないかと言って
自分のメンツを保つのだ。
　冒険者たちがオークたちに平和を維持させようという試みに失敗
した場合、キャラクターの1人は強制的に“ピット”で戦わされること
になる。

ピット
　“ピット” の中では死刑囚たちが生き延びるために、またオークの
勇士たちがその豪胆さを試すために戦っている。エハンクは今回の
戦闘の責任者となって、キャラクターたちが代表の闘士を選ぶのを
手伝ったり、あるいは冒険者たちが無理やり戦わされる羽目になっ
た場合は一番強そうな見かけの者を選んだりする。
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　闘技が始まったなら、以下の文章を読み上げること：
　オークたちは皆さんの周囲に集まり、大広間を横切って、広い、不
規則な形をした穴のところまで皆さんを連れてゆきます。それは中
に2本の自然の柱のある、深さ20フィートの自然洞窟といったふう
に見えます。おびただしい血痕から、ここで数々の戦闘が行なわれ
ていたことが見て取れます。
　エハンクは皆さんに、代表の闘士には武器が返却されると説明し
ます。シャーマンはこう言います。「ぬしらの代表1人がぬしら全員
のために戦うのだ。他の者は手出しをしてはならぬし、降参すれば
グルームシュの民の怒りに向き合うこととなろう。わかったかな？」

　君は穴のマップを使用することができる。黒く塗られた部分は、
壁と完全に独立した高さ20フィートの自然の柱である。これらも壁
と同様にざらざらしている（登るには難易度10の〈運動〉判定）。柱は
2本とも同じ高さである。
　あからさまな介入は、そのまま試合の負けとなるだけでなくオー
クたちを怒り狂わせるということを、プレイヤーたちには十分に理
解させること。とはいえ、ぱっと見にわからないような戦術であれば、
仲間を助けることもできるだろう。

　キャラクターたちが同意したら、さらに読み続けること：
　穴の縁からロープが投げ落とされ、皆さんの代表者はそれを伝っ
て “ピット” に下りていくことになります。代表者が “ピット” の床に
着くと、傷だらけで片目のガード・ドレイクがねぐらから広場へと
現れます。エハンクは口笛を吹き指を鳴らしてそのけだものを操る
のです。

　ドレイクと代表者はそれぞれマップの反対側の端から戦闘を開始
する。ドレイクの開始位置となりうる場所のうちひとつがマップ上
に示されている。代表者のプレイヤーは、キャラクターがどこから
穴に下りたか決めてよい。
　キャラクターを “ピット” に降ろしていないプレイヤーたちには、
ドレイクに対して直接的でない、あるいははっきりとはわからない
ような方法で戦闘を支援するように勧めること。以下はプレイヤー
が開始時に取りうると考えられる4つの行動である。これらの干渉
のうち、初めの三つは失敗した場合の結果が示されている（次セク
ションを参照）。それ以外の解決方法を思いついた場合、以下の行動
を例として用いること。
◆ はっきりと感知できる効果を持たないパワーを使用して戦闘の

趨勢に影響を及ぼそうとする（〈隠密〉または〈はったり〉難易度
13）。失敗した場合、パワーが使用される前に失敗の結果が生じ
る。

◆ エハンクの集中を乱す（難易度13の〈はったり〉、あるいはロール
プレイに応じたその他の技能）。成功したならドレイクは自身の
次のターンの終了時まで幻惑状態となる。

◆ ドレイクはオークよりも耳がよいことから、エハンクがドレイ
クを操るのに使っている音と似たかすかな雑音を使ってドレイ
クの邪魔をする（難易度13の〈自然〉判定）。成功した場合、ドレ
イクは自身の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。

◆ 穴の床の不安定なマス目に気づく（難易度20の〈地下探険〉）。成
功した場合、ドレイクがそのマスにいる時にドレイクに攻撃が
ヒットすると、ドレイクが伏せ状態になるということが分かる。
代表者にその情報を伝えることは直接的な干渉とはみなされな
いが、この判定の失敗が悪い結果をもたらすことはない。

　結果：干渉のための判定が失敗した場合、近くにいたオーク数体
がその試みに気づいて干渉したものを “ピット” に放り込む。それか
ら2体のオークの蛮族が穴を降り、罰を続行する。これらのオークと
戦って殺すのは構わない。というのも、他のオークたちは、この戦闘
は個人的な挑戦であるとみなすからである。オブッドは戦闘が拡大
するのを禁じている。

ガード・ドレイク（D）	 レベル2　暴れ役
小型・自然・野獣（爬虫類）
hp：48；重傷値：24	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健15、反応13、意志12	 感覚：〈知覚〉＋7
移動速度：6
標準アクション
mバイト／噛みつき◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ、またはこのドレイクが味方から2マス以内にいた場
合、1d10＋9。

【筋】16（＋4）	 【敏】15（＋3）	 【判】12（＋2）
【耐】18（＋5）	 【知】3（−3）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：―

D
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オークの蛮族	 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1、ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（武器）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃した場合は12ダメージ

rハンドアックス（武器）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ

トリガー型アクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：そのオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：そのオークは1回の標準アクションを取る。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス4本

　そのようにして戦闘に巻き込まれたものも、代表者の戦闘に干渉
することは禁じられている。もし代表者が蛮族の誰かを騙して自分
を攻撃させた（難易度13の〈威圧〉または〈はったり〉）なら、オークた
ちは戦いを終わりにし、そして代表者の勝利となる。しかし代表者
がオークの誰かを攻撃し、そのオークが応酬した場合はその限りで
はない。

　判定失敗が5回以上になるか、あるいは試みがあまりにもあからさ
までそのキャラクターの行為が観客皆に分かってしまったような場
合、戦闘のルールに違反したとみなされる。キャラクターたちは戦
闘を駄目にしてしまい、代表者の負けとなる。
　結果：代表者が戦闘に勝利した場合、エハンクはこれをグルーム
シュはオークがドラウの戦になど関わらずにいることを望んだとみ
なす。代表者が負けたならエハンクは、グルームシュがオークたち
にドラウの戦に加担することを望んだのだと認める。プレイヤーた
ちは自分のD&Dエンカウンターズプレイ記録用紙にこの結果を記録
しなければならない。これは後になって重要になってくる。

　代表者が勝ったなら、以下の文章を読み上げること：
　エハンクは片目で皆さんを見やります。彼の曲がった口がにやり
と笑みを形作ります。「グルームシュはおよろこびだ。神はクロッ
クドパスに、ダークエルフになど関わらぬことをお望みだ」
　オークたちの間で歓声と怒号が湧き上がります。静粛にとオブッ
ド王が叫んでも、広間の声はおさまりません。

　オブッド王は冒険者たちに装備を返すことで彼らをほめたたえる。
それから彼は冒険者たちに食事と飲み物を与え、翌日の出発まで休
むようにと部屋を用意する。『ダークアロー城塞からの脱出』に進む
こと。
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　代表者が負けたなら、以下の文章を読み上げること：
　片目のオークは皆さんのほうを振り向き、詰めかけたオークたち
が怒り狂って叫ぶものすごい怒号の中、皆さんを外へ出します。そ
れから彼は叫びます。「グルームシュは、かの者たちは弱いと判断な
された。我らにドラウの戦に加担せよとのしるしとして、神は空を
暗くなされた。血と栄光を！」
　広間のオークたちのほとんどは、立ち去るエハルクについて広間
を出ていきます。彼の演説は数々の部族を動かし、地上世界と戦う
ドラウたちに加担させるのです。

　オブッドは苦々しい顔をしている。オークたちが冒険者たちを殺
そうと近づいてくるが、オブッドはキャラクターたちを投獄するよ
うに命じる。彼らは王の広間の地下の部屋に閉じ込められる。『ダー
クアロー城塞からの脱出』に進むこと。

ダークアロー城塞からの脱出
　この時点で冒険者たちは、“ピット” で自分たちの価値と名誉を証
明し、オブッド王の客人として自室でくつろいでいるか、あるいは小
さな部屋に閉じ込められているかである。どちらにしろ彼らは未だ
危険に晒されており、殺される前にダークアロー城塞から脱出せね
ばならない。

　キャラクターたちが客人として扱われていた場合、以下の文章を読み
上げること：
　オブッド王が用意してくれた部屋は快適です。しかし皆さんが休
んでいると、部屋の扉が突然開き、外套とフードをまとったオークが
1体、ノックもなしに滑り込んできます。

　冒険者たちが地下牢にいた場合、以下の文章を読み上げること：
　ダークアロー城塞の地下牢は湿っぽく底冷えがしますが、思った
ほどひどい状態ではありません。静まり返った中、皆さんがしばら
く座っていると、あわただしい足音が響き、外套とフードをまとった
人影が皆さんの房の閉ざされた扉の前に立ちます。

　どちらの場合でも、以下の文章を読み上げること：
　そのオークはオブッド王の紋章を身に付けた若い女性です。彼女
は焦ったような調子で言います。「私はグリブラ、オブッド王に仕え
る侍女です。王はドラウのことなどちっとも好きではありませんが、
部族の多くがドラウのほうになびいてしまっています。裏切り者の
中には皆さんを殺そうとする者もいます。」
　「偉大なるオブッドは、ドワーフの故郷、ミスラル・ホールこそが
ドラウとオークの標的になっていると言っています。王は皆さんを
逃がし、ミスラル・ホールへと行かせるおつもりです。ドラウども
の傍らで槍を打ち振り、盾を打ち鳴らすオークたちが、メニーアロー
ズの王座を損なったと、ドワーフたちに知らせてください。偉大な
るオブッドは裏切った部族のものどもを生かしてはおきません」

　冒険者たちが牢にいた場合、グリブラは扉の鍵を開け、装備を返し
てくれる。

　グリブラは話し続ける：
　「賢明なるオブッドは、裏切りとも見えかねないような形で皆さん
のために門を開け放つことはできません。広間には皆さんの血が流
れるのを望む戦士どもであふれています。警備の薄い下の広間を抜
けていかねばなりません。隠れながら行くか、オークのふりをして
ください。衛兵を殺すのはやむをえない時だけにしてください。豪
胆さと知略に自信がないなら、地下のゴミ捨て穴を通って逃げてく
ださい。それ以外の方法で血路を切り開くなら、皆さんは死ぬでしょ
う。では、幸運を」

　グリブラは冒険者たちにフードの付いた外套をくれる。以下の情
景を用いて脱出行をプレイすること。時間が足りない場合、もしく
はキャラクターたちがゴミ捨て穴を抜けることを選ぶなら、キャラ
クターたちは判定不要で簡単に脱出が可能である。

　キャラクターたちが脱出行を開始したら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　グリブラの指示に従い、皆さんはダークアロー城塞の最下層に
やってきます。衛兵たちが広間を巡邏していますが、グリブラが言っ
た通り、その数はわずかなものです。

　いずれかの集団判定が2回成功した時点で、冒険者たちは脱出に成
功する。よいロールプレイをした場合は、判定にボーナスを加算す
るか、自動的に成功とすること。
　集団〈看破〉難易度13：皆さんは巡邏のパターンがわかってしまう
まで観察し、待ちます。
　集団〈隠密〉難易度13：皆さんは巡邏隊に気づかれることなく広間
をこっそりと抜けます。
　集団〈はったり〉難易度13：皆さんは下層階の不注意な衛兵たち数
名を舌先三寸で丸めこみ、そこを抜けます。
　集団〈自然〉難易度13：オークの行動や習性がわかっていれば、
彼らになりすますのは簡単です。

　キャラクターたちが脱出時の集団技能判定に失敗したなら、3体
のオークの蛮族が襲いかかってくる。キャラクターたちがこのよう
な衛兵集団を3回殺したら、最後の集団を殺した時点で彼らは脱出に
成功する。

結末
　ゴミ捨て穴以外の脱出路は、いくつもの洞窟を抜けていくもので
ある。

　冒険者たちが脱出したら、以下の文章を読み上げること：
　ダークアロー城塞は皆さんの背後にそびえ立っています。次なる
使命のため、皆さんは古代からのドワーフの城塞、ミスラル・ホール
へと向かいます。数多のオークたちが地上世界を襲うドラウに加担
し、恐るべき闇がそこここに広がりつつある以上、この戦いはだれも
思い至らぬほど大きなものとなるのでしょう。
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 セッション3： 
ミスラル・ホール包囲戦
レベル3のアドベンチャー――夏

　セッション2の時間枠の間、“常闇”に触発されたオークの軍勢はド
ラウと同盟し、“光る森” とムーンランズに渡って暴れ回っている。
その襲撃部隊はシルヴァリームーンおよびエヴァーランドにまで手
を伸ばしている。暗闇がわき出るのに乗じて、それらのオーク達は
ミスラル・ホール、アドバー城塞、サンダバーを包囲した。シルヴァ
リームーンやエヴァーランドにいるドラウのスパイは妨害工作を行
ない、その結果北方の辺境地域に援軍を送ることができなくなって
いる。。
　夏が訪れキャラクター達はミスラル・ホールのコンネラド王とド
ワーフたちに拝謁し、せまる危険と、オブッド王からの真のメッセー
ジを伝えようとした。しかし、ミスラル・ホールは包囲戦のさなか
にあった。
　このセッションを開始する前に、すべてのキャラクターが3レベル
に成長しているか確認すること。P.6の『成長』参照。

セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げること：
　オブッド王は皆さんに警告しました。ドラウに率いられている
オーク共はドワーフの要塞、ミスラル・ホールを狙っているに違い
ないと。そしてまた、この戦いに加わっているオーク共はもはや彼、
オブッド王の支配から逸脱した者達なのだと、ミスラル・ホールの
指導者、コンネラド・バトルハンマー王に知らせて欲しいと、皆さん
に頼んだのです。オブッド王は、ドラウとドラウに与したすべての
オークに敵対することにしたのでした。
　皆さんは速やかに北方の大地を駆けました。天空からの光すべて
を遮る“常闇”は容赦なく天を覆っています。旅の間、皆さんはわずか
なオークの巡視隊を除いて、敵のドラウやオークにはほとんど出く
わしませんでした。とはいえ、ドラウの部隊に支援されたオークの
大集団が、この地域全域に広がっているのを皆さんは知っています。
オークの襲撃隊はシルヴァリームーンやエヴァーランドといった南
の地においても確認されていたのです。
　シルヴァリームーンが攻められる日も近いのではないかと恐れて
いる者は少なからずいます。この古き都市を守るためには、ミスラ
ル・ホールのドワーフたちの力が必要なのです。

ミスラル・ホール到着
　メニーアローズの領土とミスラル・ホールの間の地域にはわずか
なオークの巡視隊が徘徊しているだけである。この地域の部隊は包
囲戦に動員されているからだ。この包囲戦の目的は、ドワーフ達を
その要塞に閉じ込めて、シルヴァーマーチの他の地域に援助をでき
ないようにすることである。シルヴァリームーンの近くにあるロー
ヴィン谷に大規模な戦いが迫りつつあり、この戦いにドワーフが戦
力を送ることをドラウ達は望んでいない。

パーティがこの地域にやってきた時点で以下の文章を読み上げること：
　遙か彼方に雪をかぶった四ヶ岳が見えます。ミスラル・ホールは
その山の下にあるのです。何百ものオークと少数のドラウがこの山
を取り囲んでいます。ミスラル・ホールへの主な入口はそれぞれ包
囲封鎖されており、それは最も大きなの洞窟や谷道も同様です。
　皆さんの眼下、山麓には小さな野営地が築かれています。テント
と調理の炎により、あたりをうろつくオークとドラウの数ははっき
りとわかります。オークが一人、一際大きく目立つ大きなテントを
後にして、500フィートほど離れた高台へと歩いて行きます。そこ
には巨大な木製の角笛があり、小規模の護衛部隊が派遣され周囲を
巡回しています。そのオークは角笛で旋律を吹き鳴らしました。と、
その信号に応え、ミスラル・ホールへの入り口を取りかこむ敵部隊
が配置を換えてゆきます。
　さて、皆さんはミスラル・ホールへ入り込まねばなりません。主
要な入口は軍勢とドワーフの防衛隊によってふさがれており、選択
肢としては論外です。この要塞には通用門があり、皆さんが見つけ
た通用門の守りは薄くなっています。また、ドワーフなら知ってい
ることなのですが、要塞には秘密の入り口もあるといいます。

　角笛：難易度13の〈歴史〉判定に成功した冒険者は、角笛を吹き鳴
らす旋律、そのパターンを理解することができる。兵役についてい
たり、歴史を扱う、あるいはオーク部族との関わりがあるようなテー
マや背景を持っている冒険者はこの判定に＋4のボーナスを得る。
成功したなら、その冒険者はオークの部隊を移動させる角笛の吹き
方を知っている。
　司令部テント：目立つテントは司令部のテントであり、そこには戦
闘計画がある。兵士のテーマや背景を持っているキャラクターはみ
な、このことに気がつく。それ以外で、このことを見抜くには難易度
13の〈歴史〉あるいは〈看破〉判定に成功する必要がある。

　プレイヤー達に時間を与え、どのようにしてミスラル・ホールへ
進入するかを決定させること。プレイヤー達が角笛を試してみよう
としたなら、「角笛を吹く」へ。プレイヤー達がオークによって守ら
れていない入り口を探すことにしたなら、「秘密の入り口」へ。護衛
の一団をどうにかすることに賭けるならば、「通用門」へ。「戦闘計画」
の項は、キャラクターが司令部テントに忍び込もうとして、その計画
を発見したときに使用できる。
　明かり：“常闇”は空に対して開かれた所にのみ作用するので、山の
中にあるミスラル・ホールには影響を及ぼさない。つまり、ヘルム
の涙やガールの人

ひとがた

形は、キャラクター達がどうにかして、一旦中に
入ってしまったなら、光を発することはない。

角笛を吹く
角笛はメインの野営地からはだいぶ離れた所にあり、野営地から見
つからないようにしてそれに近づくのは何の問題もない。しかし、
4人のオークとドラウの斥候が角笛を守っている。角笛に向かって
忍び寄るには、難易度13の集団〈隠密〉判定が必要である。半数以上
のキャラクターが成功したならば、角笛の護衛を攻撃する際、パー
ティは不意討ちラウンドを得ることができる。
　戦場としては、野外の街道の地図の面で、要塞のない方を用いるこ
と。角笛の場所は“H”で示してある。
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ドラウの斥候（D）　レベル2　遊撃役	
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13	 感覚：〈知覚〉＋6
移動速度：6	 暗視
標準アクション
mロングソード（［毒］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d8＋6ダメージ、さらに戦術的優位をこのドラウに与えているなら、
目標は継続的［毒］ダメージ3を受ける。（セーヴ・終了）。
　効果：このドラウは1マスのシフトを行なえる。

mショート・ソード（［毒］、［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
　ヒット：1d6＋5ダメージ、さらに戦術的優位をこのドラウに与えているなら、
目標は継続的［毒］ダメージ3を受ける。（セーヴ・終了）。
　効果：このドラウは2マスのシフトを行なえる。

M ツーウェポン・アタック／二刀攻撃◆再チャージ：初めて重傷になった時
　効果：このドラウはロングソードとショート・ソードを使用する。

マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発1爆発の範囲内に、このドラウの次のターン終了時
まで持続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリー
	チャーの視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、
このドラウを除いて皆、盲目状態になる。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】12（＋2）	 【敏】17（＋4）	 【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）	 【知】11（＋1）	 【魅】13（＋2）
属性：悪　言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード

オークの蛮族	（S）4体　レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

rハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
　トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
　効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪　言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

　キャラクターが角笛を吹き鳴らしたなら、以下の文章を読み上げること。
　包囲戦に加わっていた眼下の部隊が皆さんの呼びかけに反応し始
めます。数分後には野営地の一際大きく目立つテントから、幾つも
の人影が飛び出してきました。彼らは角笛の方を見ています。

　成功したなら、キャラクター達はこの角笛を使って守備兵達を別
の入り口へと動かしてその場を離れさせることができる（「通用門」
を参照せよ）。
　もしも冒険者たちが角笛を吹いた後で隠れようとするなら、見つ
からないように改めて難易度13の〈隠密〉判定をさせること。キャラ
クター達が見つかったか否かに関わらず、新たにオークの蛮族4人と
ドラウの斥候1人からなる分遣隊が司令部テントを後にして、角笛へ

と駆け寄ってくる。これによって司令部テントはしばらくの間無人
になる。
　誰か一人が角笛を吹いたあとでキャラクター達が見つかったとし
ても、キャラクター達はこの場所を立ち去るだけでここを脱出でき
る。とはいえ、これ以降はより多数のオーク達が角笛を守るように
なる。捕えられるというかなりの危険なしに、もう一度角笛を使う
ことはできない。

戦闘計画
　キャラクター達がテントの中に忍び込んで重要な情報を捜し出し、
そして再びこっそりと戻ってくるには、テントの中にいる者達が外
に出てくるように敵の気を逸らさなければならない。
　敵の気を逸らすのはとても簡単である。角笛を吹いたり、その他
何か大きな音を立てればよいのだ。気を逸らすできごとが起こった
なら、オークの蛮族4人とドラウの斥候1人がテントから出てきて調
べに行く。難易度13の〈隠密〉判定に成功したなら、冒険者たちは無
人となったテントへ、後から忍び込むことができる。
　判定に失敗したなら、オークとドラウがテントへと駆け戻ってく
る。しかし、冒険者たちは気づかれることなく、素早く逃げられる。

（冒険者たちが逃げようとしなかった場合、彼らと戦うことになる。
2ラウンドおきにさらなるオークがやってくる。圧倒的な軍勢が迫
り来るという脅威を使って、キャラクター達が逃げるように仕向け
ること。それからどのようにして捜索部隊から逃れるかを描写しよ
う）。司令部のキャンプはこれ以降、厳戒態勢となり、冒険者たちが
進入することは不可能となる。

DHS

S S

S



25

 冒険者たちがこのテントに入ったなら、以下の文章を読み上げること：
　テントは寝室部分と、作戦会議の場から構成されています。その
場しのぎのテーブルの上に、地図や紙が広げられており、それにはミ
スラル・ホールの主要な入り口や、通用門や秘密の通路の位置が既
知のもの、あるいはあると考えられているものも含めて記されてい
ます。
　これらの攻撃計画は、ざっと目を通すだけでも、その目的がはっき
りとわかります。この包囲戦はドワーフたちの軍勢をミスラル・ホー
ルに足止めすることだけが目的です。オーク達はミスラル・ホール
の守りを破るつもりはまったくありません。彼らはむしろ、この北
方全土を覆い風雲急を告げる紛争に、ドワーフたちが軍勢を出すこ
とができないようにするのが目的なのです。

　地図や紙の記述から、冒険者達は守りの薄い通用門を何の面倒も
なく見つけることができる。これについては「通用門」を参照せよ。

エルフ語を読むことのできるキャラクターがいたなら読み上げること： 
　エルフ語で書かれた太字の手書きメモが君の目に止まります。そ
のメモにはこう書かれています。「スツォードリンは、ヤツの母が危
惧していたとおり、指導者の器ではないと判明した。包囲網が完成
したらすぐに、ヤツは姿を消しおった。あの愚か者は一人で要塞へ
と入っていったに違いない。おそらくは何か、我らの計画の邪魔に
なることを成そうとしておるのだろう。その試みがゾーラーリン家
の権勢に資するものでなく、懲罰が確かに下されるようならば、私自
身があやつを葬り去ってくれるものを」

　スツォードリン・ゾーラーリンは包囲軍を指揮していた。彼はこ
の戦を率いるウィザード、ツァブラク・ゾーラーリンの末息子であ
る。ツァブラクは、彼の息子のなかでも一番わがままな息子、ス
ツォードリンにオーク軍に命令するように命じた。ミスラル・ホー
ルの外側に居座って脅威となるものを見張る。それだけがオーク軍
の目的だった。ツァブラクは彼の息子がこれほど簡単な仕事すら成
し遂げられないとは考えていなかった。しかしスツォードリンはミ
スラル・ホールに潜入し、コンネラド王を暗殺して“英雄になること
に決めた”のであった。

秘密の入り口
　わずかな隠し通路によってミスラル・ホールに行くことができる。
これらの入り口を守っているオークはいない。そうした入り口の一
つを捜し出すには、難易度21の〈地下探険〉あるいは〈知覚〉の判定が
必要となる。この判定に失敗したなら、冒険者達はミスラル・ホー
ルに入るのに、他の手段を使わなければならない。

英雄達が入口を発見し、通路に踏み込んだなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　皆さんは要塞への秘密の入り口を発見しました。広いトンネルが
暗闇の中に皆さんをいざないます。

　短い距離を移動する間に、英雄達はここで説明する罠に出会う。
この罠への対処を終えた後、英雄達は罠や偽の通路のある区域を進
まなければならない。「迷宮」を参照すること。

ドワーフ製“丸呑み“落とし穴　レベル3　精鋭　罠
物体
感知：〈知覚〉または〈地下探険〉難易度21	 イニシアチブ：―
完全耐性：攻撃
トリガー型のアクション
C 攻撃◆遭遇毎
　トリガー：クリーチャーが、この罠の範囲である3マス×3マスの範囲（中央
のマスを除く）に入った後、この範囲を横切って、入ったマスとは反対側の辺
	または角のマスに入った。
　攻撃（即応・対応）：この罠の中央のマスを中心とした近接範囲・爆発1（爆
発の範囲内のクリーチャー）；＋6対“反応”；中央のマスにいるクリーチャー
	に対しては自動的にヒット。
　ヒット：目標は落とし穴の底まで10フィート落下し、1d10のダメージを受け
て伏せ状態となる。
　ミス：目標はこの落とし穴の縁にある、最も近い何ものにも占められていな
いマスへ横滑りされる。
　効果：落とし穴は開き、もはや隠されてはいない。

C 攻撃◆遭遇毎	
　トリガー：クリーチャーが脱出用はしごの最上部にたどり着いたとき
　攻撃（即応・対応）：近接・1（トリガーとなったクリーチャー1体）；＋6対“反
応”
　ヒット：目標は落とし穴の底まで10フィート落下し、1d10のダメージを受け
て伏せ状態となる。
　ミス：目標はこの落とし穴の縁にある、最も近い何ものにも占められていな
いマスへ横滑りされる。
　効果：罠は発動し、もはや隠されてはいない。

対抗手段
◆落とし穴を無力化する：〈盗賊〉難易度21。成功3回：偽装していた床は閉ま
ったまま開かなくなり、罠は攻撃を行なえなくなる。
◆	はしごの横木を固定する：〈盗賊〉難易度21。成功：はしごの横木は固定され、
攻撃は行なえなくなる。

通用門
　二つの主要入り口の他にも、小さなグループならそこを通ってミ
スラル・ホールに入ることができる通用門がいくつかある。しかし、
これらの入り口は固く守られており、利用するのは決して簡単なこ
とではない。
　冒険者たちがこれらの通用門のいずれかに、守るオーク達を排除

（例えば角笛を利用するなどして）せずに望むのであれば、守備兵を
何とかしなければならない。

入り口が守られているなら、以下の文章を読み上げること：
　大岩と低木が十分に身を隠してくれたおかげで、皆さんはミスラ
ル・ホールの通用門まで50フィート以内の場所まで近づくことがで
きました。5人のオークが皆さんと入り口までの間に立っています。
4人はハイドアーマーを着ており、互いにくっちゃべっています。5
人目のオークはスケイル・アーマーを着た女性で、その4人に比べる
と己の職務により注意を払っているようです。彼女は時たま、他の
オークに対してきつい口調で命令していますが、その反応は不満た
らたらな様子です。
　オークの一人がスケイル・アーマーを着込んだ彼女に巨人語で口
答えします。「ムトルーチ、俺たちはドワーフを殺しに来たんだぜ。
ここに突っ立って斧の刃が鈍っていくのを見張るためじゃねえ」
　「これ以上、ぶったるんだことぬかしてぶつくさ泣き言を言うよう
なら、あたしはお前の骨で斧を研ぐことにするよ、蛆虫野郎！」彼女
はそう吼えかえしました。
　戦士達はむっつりとして、辺りを見回し、警戒する振りをします。

　ムトリーチは歴戦のオークであり、オークの蛮族4人を率いている。
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歴戦のオーク、ムトルーチ　レベル3　兵士役
中型・自然・人型
hp：50；重傷値：25	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応15、意志13	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6（突撃時は8）	 夜目
標準アクション
mバトルアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d10＋5ダメージ、突撃時には1d10＋10。

R ハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
　ヒット：1d6＋5ダメージ。

C ハッキング・フレンジー／切り刻む狂乱（［武器］）◆再チャージ 5 6
　攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対AC
　ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこのオークの次のターン開始時までマーク
される。
　効果：このオークは次の自ターン開始時まで戦術的優位を与える。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
　トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
　効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】18（＋5）	 【敏】14（＋3）	 【判】10（＋1）
【耐】18（＋5）	 【知】8（＋0）	 【魅】9（＋0）
属性：混沌にして悪　言語：共通語、巨人語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、バトルアックス、ハンドアックス×4

オークの蛮族	（S）4体　レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

rハンドアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
　トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
　効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪　言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

　戦いが始まり戦場マップが必要になったなら、野外の街道の地図
を使えば、出口の外を表現できるだろう。一番近くにいるオークの
巡視隊は、数百m向こうにいる。したがって、もしも冒険者たちがか
なりの騒音を立てたとしても、増援はパーティが要塞に入るより前
に到着できない。
　冒険者たちが技能判定を必要とするような策を使う場合には、お
およその判定には難易度13を用いること。そして適切な計画や良好
なロールプレイにはボーナスを与えること。
　キャラクター達がミスラル・ホールに入るためにこういった通用
門の一つを使った場合、彼らはどうにかして鉱山を通り抜け、アン
ダーシティへと到着する。「英雄の大広間」へ進むこと。

英雄の大広間
　通用門から入った冒険者たちはアンダーシティ近くの、放棄され
た鉱山にたどり着く。

パーティが通用門を通り抜けたあとで、以下の文章を読み上げること：
　いくつも続く放棄されたトンネルや坑道を通り抜けてミスラル・
ホールに入った後、皆さんは地下に向かって数マイル歩きました。
皆さんの目的地はアンダーシティです。そこにはドワーフたちが住
まい、仕事を続けているのです。道中、皆さんは危険そうな側道を幾
つか通り抜け、幅が20フィートほどある広い場所の前に来ました。
この場所は少なくとも10ヤードほど続いています。両側にはそれぞ
れ10体の彫像があり、それぞれ完全武装して、英雄的なポーズをし
たドワーフの姿を象っています。 
　このホールの向こう側、皆さんの真っ正面には三つの彫像があり
ます。中央は賢明そうな年老いたドワーフの男性であり、左右は鎧
をまとった男女の戦士。名を記した銘板によれば、賢者はブレン・
シルヴァービアード、男の戦士はドゥルン・ブロンズハンマー、女性
の戦士はカーリド・ストーンフィスト。それぞれの銘板の側には小
さなソケットが設置されています。
　彫像の足下の床には、彫像の手にはめ込むことができそうな、三つ
の石製の武器があります。アックスとハンマー、そしてピックです。
武器の間には、三つの宝石があります。ルビーにサファイア、エメラ
ルドです。そして最後に、ドワーフ語のルーンが刻まれた、ドワーフ
の手のひらほどのブロンズ製の円盤が5枚、彫像の前にある床にはめ
込まれています。

いずれかのキャラクターがこのホールに入ったなら、読み上げること：
　ホールの反対側、奥の方にある中央の彫像が話したように見えま
した。その石の口は開いてはいるものの、命無き唇は言葉を話しは
しません。皆さんの耳には共通語で聞こえて来ました。「誉れある
死者の安らぎの場を犯す者は誰か？」と。

キャラクター達が説明を始めたなら、以下の文章を読み上げること：
　彫像は頭を振って否定します。「虚しい言葉では友を得ることは
できぬ。お前が真実ここに、ミスラル・ホールを助け敬意を払うと
いうのであれば、これらをどのようにするかわかるはずだ」彫像は床
にある品物を示しました。「それぞれの品物を正しき場所に置くが
よい」彫像は最後にうなずくと、再び動かなくなります。

　ブロンズの円盤に刻まれたルーン文字はドワーフ語のルーン文字
であるが、彫像の餞別によりすべてのキャラクターはこれを読むこ
とができる。それぞれの円盤により、簡素な手がかりを一つ知るこ
とができる。

　1．ドゥルンは鍛冶道具に重きをおかない。
　2．カーリドは若葉や芝草を愛していない。
　3．ハンマーの熱が、ルビーの炎を担う。
　4．ブレンは敵を切裂くものとして知られていた。
　5．サファイアの優美さは、鉱夫の道具にはそぐわない。

　キャラクターの目的はこの論理的パズルを解いて、それぞれの武
器とそれぞれの宝石を正しいドワーフの彫像にはめ込むことである。
それぞれの武器はすべての彫像に同じくらいぴったりとはまり、名
前の記された銘板の脇にあるソケットも同様で、どの宝石もはめる
ことができる。 
　キャラクター達は、ドゥルンの手にピックを、銘板の脇にはエメラ
ルドを置かねばならない。ブレンにはアックスとサファイア、 カー
リドにはハンマーとルビーである。
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　プレイヤー達が手がかりの意図を計りかねて詰まってしまうよう
なら、君は手がかりをより直接的な物言いに“翻訳”してやることがで
きる（難易度9の【知力】判定を用いること）。

　1．ハンマーはドゥルンの所ではない。
　2．カーリドは緑が嫌いなので、エメラルドは彼女の所には行かな

い。
　3．ハンマーを持つドワーフがルビーを持つ。
　4．ブレンはアックスを使う。
　5．サファイアとピックは同じ所にはない。

　以下は、このパズルの解説である：ドゥルンはハンマーを使わな
い（1の手がかり）、さらに彼はアックスも使わない。アックスを使う
のはブレンだからだ（4の手がかり）。ゆえに、ドゥルンはピックを持
たねばならない。これはつまり、ドゥルンはルビーを持たないし（ル
ビーはハンマーの持ち手の所に行く、手がかり3）、サファイアも持た
ない（手がかり5）。ゆえに、ドゥルンはエメラルドを持たねばならな
い。
　ドゥルンがピックを持ち、ブレンがアックスを持つならば、カーリ
ドが使うのはハンマーでなければならない。そのため、彼女の所に
行くのはルビーである（手がかり3）。こうして、残ったアックスとサ
ファイアがブレンの元へ行く。
　間違った場合：間違った武器や宝石を彫像にはめ込んだなら、そ
の彫像は動いて間違ったキャラクターに攻撃をする。動くのは攻撃
を仕掛ける間だけである。＋11対AC、ヒットしたら1d8＋6のダメー
ジ。
　キャラクター達がこの部屋の端まで走った場合、自分がこの部屋
に入ってきた側の端に戻されていることに気がつく。
　成功：冒険者たちが、すべての武器と宝石を正しい彫像にはめ込
んだ時点で、ドゥルンの彫像が再び語り出す。「前に進み、この強壮
なる場所を保つドワーフたちを讃えるがよい」冒険者たちが攻撃さ
れることなくこのパズルを解いたなら、彼らは以降このセッション
において、ドワーフたちに対して行なわれる〈交渉〉判定に＋2のボー
ナスを得る。続けて「発狂したドラウ」（P.28）へと臨むこと。

迷宮
　この迷宮はドワーフたちがその城砦のために作った防衛線の一つ
である。幸運にも秘密の入り口を見つけることができた侵入者は、
ミスラル・ホールの住人の大部分が住むアンダーシティにたどり着
くまでに、この罠で満たされた迷宮をくぐり抜けなければならない
のである

キャラクター達がこのルートに入ったなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　秘密の通路に潜り込んだあと、皆さんは狭く傾斜した岩穴を下っ
ていきました。やがてそれは、永劫の暗闇へと風が吹き込むトンネ
ルにつながって行きます。トンネルは前方で二股に分かれており、
皆さんがこれまでにミスラル・ホールについて聞いたことのあると
したら、これこそがその兆しとわかります。皆さんは迷宮へと踏み
込んだのです。

　迷宮をくぐり抜けるのには技能チャレンジを行なう必要がある。
キャラクター達は、迷宮をさまよううち、道に迷ったり罠に掛かった
りするだろう。同じように迷い込んだオークの襲撃部隊と出くわす

かも知れない。また崖や縦に伸びる岩穴を抜けたり、道を阻む障害
物を迂回したりする必要もある。
　これらのすべてが上手くいったとしても、キャラクター達が迷宮
の反対側にたどり着くのには5時間がかかる。彼らが迷宮を旅する1
時間毎に、すべてのプレイヤーに、自分のキャラクターが何をするか
尋ねること。
　道を探す：そのキャラクターに〈地下探険〉判定（難易度13）を行な
わせること。ドワーフのキャラクターはこの判定に（種族による本
来の〈地下探険〉へのボーナスに加えて）＋2のボーナスを得る。成功
したなら、冒険者たちのグループは出口へと進めたことになる。彼
らが旅しなければならない、5時間のうち、1時間分が完了する。失
敗したり、だれもこの作業を行なわなかった場合、キャラクター達は
この時間は旅を進展させることができない。 
　罠を捜索する：そのキャラクターに〈知覚〉判定（難易度21）を行な
わせること。成功したなら、そのキャラクターは行く手にあるすべ
ての罠を発見し、パーティはそれらの罠を迂回したり、解除できる。
失敗したり、誰もこの作業を行なわなかった場合、キャラクターはそ
れぞれ回復力を1回分失う。
　敵を見張る：そのキャラクターに〈知覚〉判定（難易度13）を行なわ
せること。成功したなら、そのキャラクターはパーティが遭遇する
ことになるすべての敵を発見し、その危険を取り除くことができる。
失敗したり、誰もこの作業を行なわなかった場合、パーティはオーク
の蛮族4人のグループの進路へとうっかり踏み込んでしまう（この
オーク達に関しては先のデータを用い、キャラクターたちとオーク
たちを“暗湖”（Dark Lake）のマップの地図の乾いた土地のほう半分に
配置すること）。
　障害物を通り抜けるために働く：そのキャラクターに〈運動〉判定あ
るいは〈軽業〉判定（難易度21）を行なわせること。成功したなら、
パーティは傷ついたり足を留めることなく、遭遇した障害物を通り
抜けることができる。失敗したり、誰もこの作業を行なわなかった
場合、各キャラクターは〈持久力〉判定（難易度8）を行なわねばならず、
失敗したなら回復力を1回分失ってしまう。
　他のキャラクターを助ける：誰かがこれらの判定のどれか一つを行
なう際は、援護のアクションは何人でも行なうことができる。援護
を行なうキャラクターは、その判定と同じ技能に対して難易度11の
判定を行なわねばならない、成功したなら＋2のボーナスを与えるこ
とができる。援護の判定に失敗したなら、援護されるがわのキャラ
クターはその判定に−1のペナルティを負う。
　その他の行動：プレイヤー達が試みようとしていること、成功す
るために思いついたことに耳を傾けること。プレイヤーの考えが創
造的なものであったなら、十分な成功の機会を与えること（難易度9、
または13）。そのキャラクターの行動によって、ここで解説したほ
かの行動を満たせることにしてもよいし、少なくとも他のキャラク
ターが判定に失敗したことによる効果を打ち消せすことができると
してもよい。

　上記以外での判定の失敗は、特段の効果をもたらしはしない。こ
の技能チャレンジではキャラクターは何回でも失敗して構わず、そ
れによって技能チャレンジそのものが失敗することはない。この技
能チャレンジは単に、キャラクター達が迷宮を突破するまでどれだ
けの時間が掛かって、迷宮の反対側に至ったときどのような状態に
なっているのかを表わすものである。
　キャラクター達が迷宮を通り抜けたら、「発狂したドラウ」に続ける
こと。 
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発狂したドラウ
　この遭遇はいかなるルートであれ、冒険者たちがミスラル・ホー
ルに入ったときに発生する。キャラクターたちは知っているかもし
れないが、スツォードリン・ゾーラーリンはコンネラド王を暗殺し
ようとしている。

この遭遇の準備が整ったなら、以下を読み上げる：
　この通路には、最近通ったものの痕跡があります。皆さんが交差
路にきて、交わった先の回廊に踏み込んだとき、右手の通路の中程に
オークが1人、立っているのを見つけました。皆さんを見つけると、
そのオークは血に飢えた雄叫びを上げて突撃してきます。

　スツォードリンは、フロウスと言う名前のこのオークの略奪兵に、
腕力沙汰の手伝いをさせるためにミスラル・ホールへ同行するよう
命令していた。このオークはスツォードリンが、冒険者たちの背後
にある近くの通路を密かに調べている間、ここで待っていたのであ
る。第1ラウンドの終了時に、スツォードリンは戦いの音を聞きつけ、
ポーション・オヴ・インヴィジビリティを飲み、冒険者達の背後か
らやってくる。彼は攻撃したなら、不可視ではなくなる。
　ダンジョンの地図のイラストで示された部分を、この戦闘の戦闘
マップとして使用すること。この遭遇は、冒険者たちが祭壇とカー
テンのかけられた出口のある回廊を通り過ぎ、長い廊下にさしか
かったところで発生する。フロウスはその廊下の中程に立っており、
一方スツォードリンは冒険者達を挟撃するためにカーテンの奥から
やってくる。

展開
　スツォードリンは攻撃を行なうたび、その黒い仮面の下から語り
かけ、またはギャロットでつかんだ犠牲者にささやきかける。彼は
“蜘蛛の女王” が地上の世界を彼女の領土とする、そのために自分が
コンネラド王をどのように殺すつもりかを話すのである。

結末
　もしも冒険者たちがスツォードリンを捕えて尋問した場合、彼は
非協力的な態度を崩さないが、難易度15の〈威圧〉判定に成功したな
ら、彼のだんまりを終わらせることができる。彼はひとくさり、いか
にしてロルスの蜘蛛の糸が拡がって、地上のウィザードから今まさ
に力を吸い取っているかということ、そしてそれが彼女の忠実なド
ラウの従者に与えられているかということをしゃべり続ける。彼は
自慢する。この戦争が終わった暁には、我が父ツァブラクは“蜘蛛の
女王” の摂政となり、神として定命の存在たちの上に君臨するのだ。
さらにその時 “蜘蛛の女王”も“魔法の女王”となるのだと。しかし、彼
がこれ以上の情報、より深奥について明かそうとしたとたん、彼の仮
面が割れ、その口や鼻、眼窩から蜘蛛があふれだし、彼は死ぬ。「王族
との会談」に進むこと。

フロウス、オークの略奪兵　レベル5　遊撃役
中型・自然・人型
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋7
AC19；頑健18、反応18、意志16	 感覚：〈知覚〉＋3
移動速度：6（突撃時は8）	 夜目
特徴
チャージング・モビリティ／突撃の機動性
突撃の間、このオークはすべての防御値に＋4のボーナスを得る。

標準アクション
mバトルアックス（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：1d10＋8ダメージ。
　効果：攻撃の後、このオークは1マスのシフトを行なえる。

R ジャヴェリン（［武器］）◆無限回
　攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋10対AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ、さらにこのオークは目標を1マス押しやることがで
きる。

トリガー型のアクション
M ブラッドクレイズド・チャージ／血に狂った突撃◆遭遇毎
　トリガー：このオークが敵にヒットを与える。
　効果（フリー・アクション）：このオークは敵に突撃を行なう。
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ
　トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
　効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】18（＋6）	 【敏】17（＋5）	 【判】13（＋3）
【耐】15（＋4）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪　言語：共通語、巨人語
装備：レザー・アーマー、バトルアックス、ジャヴェリン×4

スツォードリン・ゾーラーリン　レベル4　奇襲役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：42；重傷値：21	 イニシアチブ：＋10
AC18；頑健16、反応17、意志15	 感覚：〈知覚〉＋6
移動速度：6	 暗視
特徴
アンリレンティング・グラスプ／容赦なく引きずりまわす
スツォードリンは移動する際、つかんでいるクリーチャーを自分と一緒に移動さ
	せる。つかまれているクリーチャーはスツォードリンの移動の間中、スツォードリ
ンに隣接するいずれかのマス（スツォードリンが選択する）にいることになる。

クリーチャー・シールド／肉の盾
スツォードリンは、クリーチャーをつかんでいる間、すべての防御値に＋5のパワ
ー・ボーナスを得る。

標準アクション
mショート・ソード（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
　ヒット：2d6＋6ダメージ。

M ギャロット／絞殺縄（［武器］）◆無限回
　攻撃：近接・1	（スツォードリンに戦術的優位を与えているクリーチャー1体）
;＋7対“反応”
　ヒット：2d8＋5ダメージ、目標はスツォードリンの次のターン終了時までつか
まれた状態となる（脱出難易度14）。
　維持・標準：2d8＋5ダメージ、つかまれた状態はスツォードリンの次のター
ンの終了時まで継続する。

マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲◆遭遇毎
　効果：近接範囲・爆発1爆発の範囲内に、スツォードリンの次のターン終了
時まで持続する区域が生じる。この区域はスツォードリンを除くすべてのクリ
	ーチャーの視線を遮る。この区域の中に完全に入っているクリーチャーは、ス
ツォードリンを除いて皆、盲目状態になる。

技能：〈隠密〉＋11
【筋】16（＋5）	 【敏】18（＋6）	 【判】9（＋1）
【耐】12（＋3）	 【知】12（＋3）	 【魅】14（＋4）
属性：混沌にして悪　言語：共通語、エルフ語、巨人語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、鋼線のギャロット



29

 

王族との会談
　この場面では、キャラクター達はミスラル・ホールのドワーフ達
と遭遇する。 

　冒険者たちが疑わしげな振る舞いをしたり、通常はドワーフに対
して敵対的な種族であったり、はたまた捕虜を従えていたりしたな
ら、ミスラル・ホールの衛兵は速やかに、立ち止まらせ尋問する。
　冒険者たちに、望むように衛兵とのやり取りを行なわせること。
しかし、冒険者たちが王へのメッセージや包囲戦についての情報を
を携えていることを伝えたなら、衛兵は冒険者たちを彼らの指導者
の下に連れて行く。
　現在のミスラル・ホールの王は、コンネラド・ブローンアンヴィル・
バトルハンマーである。彼は自分の居間で冒険者達を待っている。
彼が信頼をおく顧問や護衛が同席している。

会談が始まったなら、以下の文章を読み上げること：
　数人の衛兵が皆さんをミスラル・ホールの王に謁見させるために
連行してゆきます。衛兵は君達を二つの暖炉がある居間へと連れて
きました。群がる顧問や助言者のただ中に筋骨隆々とした灰色の髪、
灰色の髭のドワーフが、装飾の施された鎧を着て座っています。彼
は皆さんをもじゃもじゃとした眉毛の下から睨み付けます。
　「お前達が知らせを携えてきたと聞いた」

　冒険者たちはここで、オブッド王がドラウの側についてこの戦争
に参加するのを拒んだという知らせを述べることができる。コンネ
ラドの反応として以下の要点を指針として用いること。
◆ コンネラド王は我慢がきかず、指揮することよりも戦うことの方

が余計なことに気を患わせずに落ち着く性分である。彼はメニー
アローズに進軍してオーク共をたくさん殺してやるのを楽しみ
にしていた。しかし新たな情報を聞いた彼の顧問達は、今やその
計画を後押しはしないだろう。

◆ コンネラド王はブルーノー・バトルハンマー王の直系の子孫で
はなく、同族である。ブルーノーは死去している。コンネラド王
は、前王と同じように勇敢で卓越した腕前を示すことで、血縁者
のいさおしを讃えようとしており、うずうずしている。

◆ コンネラド王はドラウがミスラル・ホールに侵入してきたこと
に驚いており、冒険者たちがスツォードリン・ゾーラーリンを妨
害したことについてとても感謝する。彼はこの、ドラウの指揮
官が死んだことにより、この地を包囲しているオーク達の士気
が崩壊するのではないかと期待している。

◆ もしもキャラクター達がコンネラドに、司令部テントから得た戦
闘計画を渡したなら、彼はそれを顧問の一人に手渡し、反攻の計
画を立てるように命じる。

◆ いずれにしろ、コンネラド王はキャラクター達に、この包囲陣は
まもなく破られること、そしてミスラル・ホールは百年以上前
にルルアーを束ねた同盟協定の内容に基づき、シルヴァリームー
ンを支援することを保証する。

　ただし、コンネラドは楽観視しているものの、ミスラル・ホールの
包囲が破られるまでには、もう一年ほどかかるだろう。

START 
AREA

S

F
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不思議な伝言
　コンネラド王と王の顧問達との会談を終えた後、キャラクターた
ちは伝言を受け取る。
読み上げること：
　皆さんが王の居室から送り出されると、従者のお仕着せを着た若
いドワーフが皆さんの元に近づいてきます。彼は深々とお辞儀をし
て言います。

「ご機嫌麗しく存じます。あなた様の一風変わったご友人より、伝言
を承って参りました。読んでいただけるものと存じております」
　そして彼は皆さんに、ぼろぼろの封蝋が施された封筒を手渡した
のです。

冒険者たちがそのドワーフに説明を要求したら、以下の文章を読み上げ
ること。
　この伝言はアクセルクランツと名乗るドワーフからのものです。
彼は数週間前までにここにいました。ミスラル・ホールに来た時点
で、彼は友人の冒険者グループを捜していると言っていました。そ
の冒険者グループについて説明するところによると、それはまさし
く皆さんのことだったのです。彼は皆さんの名前すら知っていまし
た。誰も皆さんのことは何一つ知らなかったので、彼は奇妙な表情
を浮かべ、「おそらくあんたたちはまだ会ったことがないんだな」と
言い、そして「すぐに会うことになるさ」と言ったそうです。

手紙にはこのように書いてある：
　未だその顔を知ることも無き友よ、私は君に知らせるためにこれ
を記している。君は今、ミスラル・ホールにいるのだろう。そこに
姿を見せないことから証立てられるように、私はその場所にはいな
い。私は、不意討ちと非道な行ないのせいで会合に向えなくなって
しまったのだ。そのことを知っておいてくれ。蜘蛛の巣の衣をまとっ
た二人組のドラウが、君に会うためクイーヴァーに道を取っていた
私に、忍び寄り襲ってきたのだ。彼らはワンド・オヴ・ティルリエ
ンがどこにあるか、教えるように迫った。
　よく杖を使うドラウともあろうものが、魔法の杖のありかを知ら
ずにドワーフのわしに聞く。不思議なことではないか。
　もちろん、私は何も答えようとはしなかった。けれど彼らは私の
肉を切裂き、目の上に蜘蛛を乗せ始めた。私は死にものぐるいで、私
を自分の住まいへと帰還させる退避の祈りを祈った。誠に遺憾なこ
となのだが、私の住まいは遠く離れたアドバー城砦の公会堂の近く
にあり、君に会うため戻るには、自分のこの短い足でてくてく歩いて
いかなければならない。そこで、私は城砦で君を待つことにした。
君は他の冒険によって、秋までくるのが遅れるだろう。だが怖れる
必要はない。私はその間の時間をムダにはしない。
　君が旅をして冒険をする間、私はワンドがある正確な場所を探し
出し、なぜドラウがそれを必要としているのか推測しようと思う。
願わくは、あの悪党共が私たちの世界に投げかけた不吉な暗闇を取
り除くカギ、それを見つけ出す手がかりとなりますように。

――アクセルクランツ

追伸。君が “光る森” を抜けて旅してくるなら、そこに生えている美
しいムーンドロップの花を幾つか摘んできてくれ。それがどうして
とはまだ言えないけれど、近い将来、君がそれを必要とするはずと私
は信じている。もしかしたらすでに、それをいくつか君は必要とし
ていたりするだろうか？そんなことがないようにと願う。

　アクセルクランツは次のセッションで登場する。ムーンドロップ
は今が花の盛りで、キャラクター達は次のセッションが始まるまで
に、アドバー城砦への行程でその花を採取できる。セッション7にお
いてこの花は、冒険者たちが最後のセッションで必要とする魔法の
刃の構成要素であることが判明する。

結末
　ミスラル・ホールのドワーフたちは、オークの包囲戦や高まる戦
争について、どのような道を進むことにしたかに関わらず、冒険者た
ちが城砦を後にして、オーク軍の包囲網を潜んで抜けるのを手伝っ
てくれる。それにはドワーフの使者も同行し、とくに問題は起こら
ない。冒険者たちは結局アドバー城砦へ向かい、そこでアクセルク
ランツが何を彼らに望んでいたかを知ることになる。

セッション4：深淵降り
レベル4アドベンチャー――秋

　セッション3の終了時点で、キャラクターたちはアクセルクランツ
からの知らせを受け取った。それは一行にティルリーンの杖のこと
を知らせ、アドバー城塞で会おうと告げるものであった。一行が着
いてみると、アドバー城塞は既に数ヶ月にわたりオークの襲撃を受
けており、そしてオークの大軍はこれからさらに数ヶ月にわたって
砦に攻めかかるだろうというありさまである。
　もし君がこのセッションにマップを使用する場合、アンダーダー
クで起きる遭遇にはトンネルと洞窟を描いたポスター・マップを使
い、もっと大規模な遭遇（たとえばマサリクのレイスとの遭遇）には
大洞窟のマップを使うとよい。ドワーフの出城をあらわすには荒野
の道のマップと、ダンジョン・マップの一部を使うとよい。
　このセッションを開始する前に、キャラクター全員が4レベルに
なっていることを確認しておこう。P.6の『成長』を参照。

アドバー城塞
　このアドベンチャーは一行がアドバー城塞の城門に辿り着いたと
ころから開始される。

　DMの準備ができたなら以下を読み上げること：
　何週間もかかって、皆さんは交易路を辿り、雪山のふもとを抜けて
きました。その間も暗闇は空をおおっていました。アドバー城塞は
山の中腹にしがみつくように建っています。砦の胸壁にひるがえる
銀色の旗には、燃える斧のしるしがあります――ハルブロム王の旗
印です。
　ふもとから見上げると、ドワーフの軍勢6000人を収める砦にして
は小さく見えます。けれども、アドバー城塞それ自体は、山の下に広
がる伝説の土地に通じる門にすぎないのです。そして、その門はい
まは閉ざされています。
　いかめしい顔をした黒ひげのドワーフが1人、プレート・アーマー
を着こんで、胸壁の持ち場からこちらを見下ろしています。その左
右には弩を構えたドワーフがずらりと並んでいます。そして鎧のド
ワーフが怒鳴ります。「アドバー城塞に何用あって来た。おおやけ
の使いで来たか、王の許しを受けて来たならよし。そうでないなら
向きを変え、来た道を今すぐ戻るがいい」
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　哨兵隊長サナル・ソーンハンマーは、王の厳命を受けており、一行
を通そうとはしない。もし一行が皆で協力して説得力ある議論を展
開したなら、ロールプレイしだいで結果を判定してよい。〈交渉〉や

〈はったり〉の判定を行なわせる場合、その難易度は21である。良い
ロールプレイに対してはこの判定にボーナスを付けること。
　サナルはドワーフに対しては鄭重である。ドワーフはサナルを説
得するための各種判定に＋2のボーナスを得る。
　キャラクターたちが砦に入るための最初の試みを終えたあたりで、
城壁上にアクセルクランツが登場する。

　アクセルクランツが現れたなら以下を読み上げること。
　そのとき、ドワーフがひとり、見張り番のそばに姿を現します。
ローブを着て、輝く青い目と、親しげな整った顔立ちをしています。
　彼は言います。「よくぞ来られた！　サナルよ、これこそ私が幻に
見た英雄たちだ。この北方の地が暗闇と戦うための、ただひとつの
望みの綱なのだ。お通し申せ。王にお引き合せせねばならん」
　サナル隊長はこたえて言います。「お言葉ですがアクセルクラン
ツ様。王のみことのりは、おまえさまの見た幻よりも重うござる」
　これにこたえてアクセルクランツは、「ええい、ならばここで話そ
う。客人がた、杖について、私は話さねばならぬことがあるのだ」

　賢者アクセルクランツは、自分が杖について学び知ったことを熱
心に話す。会話を進める中で以下の点をPC一行に伝えること。

◆ 今から百年前のこと、マサリクというドラウが、邪悪な同族を率
いてこの地にやって来た。そのとき彼が携えていたのが、かの
杖である。

◆ マサリクと一味はアドバー砦の地下に広がるアンダーダークの
荒野の広大な土地をわがもの顔にふるまった。砦と通商を行う
商人たちを殺した。ドワーフの攻撃部隊が一味を退治に出たが、
一味は逆にこれを待ち伏せた。

◆ ドワーフたちは、マサリクの隠れ家が自分たちの出城のひとつ
の地下にあることを発見した。ドラウどもはこの隠れ家からド
ワーフの動きを探り、計画を察知していたのだ。襲撃の中で何十
人ものドワーフが斃れた。対するマサリク一味は全滅した。マ
サリクは戦いのなかで死んだが、その邪悪な精神は残った。い
まや彼の精髄はアンデッドと化し、この地の地下洞窟網を徘徊
している。影となった今も生前同様、彼のなわばりに踏みこむ者
があれば誰彼かまわず待ち伏せして襲いかかり、生命力を奪いつ
くす。

◆ ドワーフたちはマサリクの出る土地には近づかない。件
くだん

の出城
はとうに放棄した。

◆ アクセルクランツはキャラクターたちに、アンダーダークの “こ
のあたりに杖が隠されていそうだと彼が考える場所” へ行く道筋
を教える。一行が砦内を通らずにそこへ行かねばならなくなっ
た時のために。

　この会話ののち、アクセルクランツの口ぞえのおかげで、キャラク
ターたちは（前回失敗していても）もう一度砦に入る許可を得ようと
試みることができる。
　一行が首尾よく砦に入れたなら『ハルブロム王』へ進むこと。
　ドワーフたちを説き伏せられなかったなら、一行は砦内の通行を
拒否され、砦の周りを大回りしてゆかねばならなくなる。

　一行が通行を拒否されたなら以下を読み上げること。

　アクセルクランツは落胆した顔で、麻の布にくるんだ重い物をひ
とつ、投げてよこします。
　「いずれこいつが役に立つこともあろう！」

　これはモラディンの神官が祝福した砥石である。ドゥエルガルの
刀鍛冶ゲーメン親方がセッション7で冒険者が使う強力な剣を作る
にはこの砥石が必要とんる。『アンダーダークの洞窟網』へ進むこと。

ハルブロム王
　冒険者たちはアドバー城塞の王と交渉するが、王は不興をあらわ
にしている。

　一行が入城を許されたなら以下を読み上げること：
　アドバー城塞のたいそう大きな、補強した扉が、皆さんの目の前で
開いてゆきます。中には頑丈な詰所があって、武器防具に身を固め
たドワーフがひしめいています。ドワーフの賢者アクセルクランツ
は皆さんについて歩き、砦にどんな由来があって、どんなふうに築か
れたかを語ってくれます。サナル隊長は先に立ってあなたがたを砦
の中へ導きます。いくつか衛兵詰所の前を過ぎ、いくつも階段を下っ
て、降りてゆくほどに大道から枝分れする小道の数が増えてゆきま
す。詰所のいくつかは空です。たぶん砦の全盛期にはここにも兵が
立っていたのでしょう。
　かれこれ一時間ほども歩いて、やっとハルブロム王の謁見の間に
着きます。左右に石の柱が並んだ、長い大広間の向う端で、ドワーフ
王はみかげ石の玉座に座っています。玉座の輪郭を、すみれ色の鬼
火のようなものがふちどり、チカチカとまたたいています。サナル
とアクセルクランツは王の前で頭を深く垂れます。ハルブロム王は
腕を曲げて「立つがよい」という身振りをして、疑いの目をあなたが
たに向けます。
　「わが命にそむいて、かような流れ者の群をここに通したのはなぜ
じゃ。釈明あらば聞こう」
　〈看破〉難易度14：王様はあなたがたが入城を許されたことを納
得していないようです。とはいえ、そぶりを見たところ、「こいつら
も何かの役に立つかもしれん」とは思っている様子です。

　ハルブロム王に、よそものにかかずらっている時間はあまりない。
なにしろオークの群が事実上、門前に迫っているのだ。自然、対応は
無愛想になる。だが一方で王は近隣のドゥエルガルのことも気に
なっている。ドゥエルガルはいつオークと手を組んで砦の防備を掘
り崩すやも知れない。冒険者たちがこの一件を解決してくれはすま
いか、と王は思ったのである。
　王は北方の地がグラックルスタッフのドゥエルガルと契約を結ん
だことを、ドワーフの鍛冶屋や細工師に対する侮辱と見ている。また、
この契約が、ドゥエルガルがオークのアドバー城塞襲撃を手助けす
る動機となるのではないかと恐れている。というのは、ドゥエルガ
ルの交易相手には、かつてのアドバー城塞の同盟者が多数含まれて
いるからである。
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　PCたちが返答を返したなら以下を読み上げること：
　王は言います。「その言やよし。さて行ないはどうじゃろうか。
シルヴァー・マーチはもめごと続きじゃ。オークは今もこの砦へ進
軍を続けておる。その背後では、このいつまでも続く暗闇に隠れて、
ドラウが糸をひいておるという。トロルは恐れ気もなくエヴァー湿
原から踏み出してきておる。いまやそなたらが武器をもって言葉を
証し立てる時じゃ。首尾よく砦の敵を討ち果したなら、そなたらが
求めて来た宝を取らそう。」
　「そなたらの求める杖が眠っておるという、呪われた洞窟のありか
を、余は知っておる。じゃがその洞窟の前に立ちはだかるものがあ
る。やっかいなドゥエルガルの一団が、わしらの古い出城を占拠し
たのじゃ。そう通行の多い所ではないので、それ自体は大きな問題
ではない。じゃがドゥエルガルが足がかりを得たからは、いずれ砦
に脅威を及ぼさぬとも限らん。このドゥエルガルどもを片付けてほ
しい。手段は問わぬ。わしらの領土から奴らを追い払ってくれれば
よい。さすれば、そなたらはわが領地を通行自由としよう」

　キャラクターたちがハルブロム王の条件を呑むなら、王はサナル
に言いつけて地図を持って来させる。地図には呪われた洞窟の位置
が示してある。その洞窟にドゥエルガルがおり、マサリクの死んだ
場所もあるという。『ドゥエルガルの野営地』へ進むこと。
　一行がハルブロムの申し出を拒んだり、余りに無礼であったり、も
めごとを起したり、王の時間を無駄にしたりしたなら、彼らはアドバ
ル城から追い出される。そうなったなら『アンダーダークの洞窟網』
へ進むこと。
　一行が御前を去る前に、アクセルクランツは前述の砥石を渡す。

ドゥエルガルの野営地
　冒険者たちはドゥエルガルの野営地に近づくにあたって、どの方
法を取るかを選ばねばならない。

　一行が野営地に近づいたなら以下を読み上げること：
　サナル隊長と衛兵の一隊に守られて、皆さんはアドバー城塞の最
下層へ降りてゆきました。衛兵たちはそこで手を振って見送り、あ
なたがたはドワーフ砦の地下の門を抜けて暗い地下の道を辿りまし
た。ハルブロム王にもらった地図をたよりに、光のない地下世界を
抜け、呪われた洞窟に着きました。恨みを抱いたマサリクの亡霊が
徘徊しているという土地です。
　衛兵隊の出城というのは、大きな裂け目を越えたむこうの、大きな
石の柱のことのようです。裂け目には自然にできた石の橋がかかっ
ており、その長さは100フィート、つまり30mほど。見上げれば洞
窟の天井から、鍾乳石がつららのようにいくつも垂れ下がっていま
す。手にした光もどこまでも届くわけではないので、裂け目の奥は
真っ暗で、はかりがたい深みに通じていることだけがわかります。
出城の壁はなめらかで黒く、ところどころに矢狭間があります。狭
い矢狭間の奥に、背の低い人型の影が行き来しているのが見えたよ
うな気がします。
　〈知覚〉難易度14：自然の橋のそば、地面から生えた石筍のかげに
なって道からは見えにくいところに、骨が散らばっているのがわか
ります。

ドゥエルガルのごろつき　4体	 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋4
AC16、頑健17、反応15、意志14	 感覚：〈知覚〉＋4
移動速度：5	 暗視
抵抗：［毒］5、［火］5
標準アクション
mウォーハンマー（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ。
マイナー・アクション
rインファーナル・クウィルズ／地獄の毒針（毒）◆遭遇毎

攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージおよび継続的［毒］ダメージ2（セーヴ・終了）。

【筋】	14（＋4）	 【敏】	15（＋4）	 【判】	15（＋4）
【耐】	18（＋6）	 【知】	10（＋2）	 【魅】	8（＋1）
属性：悪	 言語：共通語、深淵語、ドワーフ語
装備：チェインメイル、ウォーハンマー

サシク、ドゥエルガルの襲撃隊長	 レベル5　砲撃役（指揮）
中型・自然・人型
hp：51；重傷値：25		 イニシアチブ：＋3
AC19、頑健17、反応19、意志15	 感覚：〈知覚〉＋4
移動速度：5	 暗視
抵抗：［毒］5、［火］5
標準アクション
mウォーハンマー（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。

rクロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：1d8＋8ダメージ。

レイド・リーダーズ・コマンド／襲撃隊長命令◆無限回
効果：遠隔・5（味方1体）。目標はフリー・アクションとして1回の基礎攻撃
を行なえる。

マイナー・アクション
R インファーナル・クウィルズ／地獄の毒針（毒）◆遭遇毎

攻撃：遠隔・3（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、目標は攻撃ロールに−2のペナルティを受け継続的
［毒］ダメージ5を受ける（セーヴ・両方とも終了）。
技能：〈地下探険〉＋9
【筋】	11（＋2）	 【敏】	13（＋3）	 【判】	14（＋4）
【耐】	15（＋4）	 【知】	18（＋6）	 【魅】	8（＋1）
属性：悪	 言語：共通語、深淵語、ドワーフ語
装備：チェインメイル、ウォーハンマー、クロスボウ

ドゥエルガル隊、消耗中
　このドゥエルガルの一団はサシク（襲撃部隊の頭目）と配下のごろ
つき4人から成る。彼らはティルリーンの杖を求めて呪われた洞窟に
やって来た。ドゥエルガルの王から「ドラウどもに売るから杖を見つ
けてこい」と命じられたのである。
　本来、この一団は総勢15のドゥエルガルから成っていた。だが、
すぐに未知の脅威が襲いかかった。損害が出始めたところで、生き
残りの者たちは空の出城に退いた。ところがこの防御策も謎の攻撃
には通用しなかった。配下のごろつきたちは「これはマサリクの幽霊
がやっているのだ」と考えたが、サシクは彼らを働かせ続けた。実際
には幽霊ではなくミミックが彼らを1人1人と餌食にしていたのであ
る。次ページのコラム『ミミック』を参照。
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　骨はドワーフほどの大きさの生物のもの。肉はついておらず、分
厚い粘液に覆われている。難易度14の〈自然〉または〈地下探険〉判定
に成功した者は、骨がドゥエルガルのものだと気づく。使った技能
が〈地下探険〉のほうで、かつ結果が21以上なら、キャラクターは粘
液がミミックの消化液だということにも気づく。
　橋は裂け目にかかっており、裂け目の高さは200フィート（裂け目
の壁面を登攀するには難易度15の〈運動〉判定が必要）。

　一行が出城を外壁の外側から攻撃するなら、ドゥエルガルたちは
中で遮蔽を取る。

　少し矢合せをするか、一行が交渉を持ちかけたなら、以下を読み上げ
ること：
　ごつい体、濃い灰色の肌、白いひげ、赤い衣のドゥエルガルが、出城
から呼びかけます。「戦うことはないはずだ。ほうっておけば、ここ
の幽霊どもは、おれたちをみんな殺してしまう。おれたちがお互い
殺しあって、幽霊どもに手をかしてやることはない。武器をしまって、
話し合おうじゃないか」

　一行がこれを聞き入れたなら、ドゥエルガルの頭目サシクは一行
に出城への出入りを許す。彼の言うところでは、彼とその部隊は、行
方知れずになった物見の部隊の手がかりはないかと探しているのだ
という。難易度21の〈看破〉判定に成功すれば彼が嘘をついているこ
とがわかる。
　キャラクターたちがティルリーンの杖を探している間は、サシク
は丁寧に接する。だが一行が杖を見つけたとたん、サシクは残る手
下に「こいつらを殺して杖を奪うのだ」と命じるつもりである。

出城の探険
　出城は3階層からなり、各階は階段でつながっている。

1階（兵舎）
　このエリアをあらわすには、荒野の道を描いたマップの、砦の1階
部分のレイアウトを使うとよい。

　以下を読み上げること：
　この階には生活区画があり、これは即席の木の壁で細かな区画に
区切ってありますが、壁は腐っていまにも崩れそうです。1つの区画
には、小さな暖炉と鍋のそばに、小さな食器棚があります。別の区画
にはドワーフ用のベッドが並んでいますが、これも木が腐って崩れ
かけ。汚れて湿ったぼろぎれが、まん中の床を覆っています。出城
の壁に沿って、古い石の階段が付いており、階段を登った先には2階
に通じるオーク材の扉があります。

　階段は出城の2階に通じている。ぼろぎれの下には呪われた洞窟
に通じるはね上げ戸がある。はねあげ戸は石づくりで、魔法の力で
まわりの床に固定されている。石には鍵穴のかたちの印がついてお
り、しかるべき“鍵”（3階の隊長の机の上にある羊皮紙）を鍵穴に押し
当てないと開かない。
　一行がはね上げ戸をあけたなら『呪われた洞窟』へ進むこと。
　財宝：藁の敷物を探り、難易度14の〈知覚〉判定に成功すれば、ア
メスト（100gp）が1個、ガーネットのはまった金の指輪（250gp）が1
個見つかる。
　鍋はちょっとした魔法のアイテムである。1日に1度、鍋に水を張
り、「コタルク」と言うと、鍋の中には5人前のおいしいスープができ
る。鍋の底にはドワーフのルーン文字で「コタルク」という語が刻ん
である。

オブジェクト・ミミック	 レベル8　奇襲役
中型・異形・魔獣
hp：71；重傷値：35		 イニシアチブ：＋11
AC23、頑健21、反応19、意志21	 感覚：〈知覚〉＋14
移動速度：5	 暗視、振動感知5
抵抗：［酸］5
特徴
アンブッシュ／待ち伏せ
　オブジェクト・ミミックは、“不意を討たれた状態”のクリーチャーに対しては、
2d6の追加ダメージを与える。

標準アクション
mスラム／叩きつけ◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ。

M クラッシング・テンドリルズ／締めあげる触手（［酸］◆無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、このミミックは目標をつかむ。目標はこのつかみから
の脱出の試みに−5のペナルティを受ける。

維持・標準：このミミックはつかみを維持し、目標は15の［酸］ダメージを受ける。
M ラヴェニング・モー／貪欲なあぎと◆再チャージ 5 6

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋11ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
シェイプシフト／姿変え（［変身］）◆無限回（1ラウンド1回のみ）

効果：このミミックは以下のいずれかの形態をとる。サイズ分類を変化させる
ことはできない。このパワーを再び使用するまでは選んだ形態のままである。
　粘体形態：ねばねば、ぐねぐねした姿になる。この形態でいる時には、“無
理矢理入り込む”際にも、（1）半分の移動速度ではなく完全な移動速度で移
	動し、（2）攻撃ロールに.5のペナルティを受けることがなく、（3）“無理矢理入
り込”んでいることによっては戦術的優位を与えることがない。
　物体形態：この形態でいる時には、（1）“すべてのダメージに対する抵抗
10”を持ち、（2）“動けない状態”であり、（2）攻撃を行なえない。加えて、他
	のクリーチャーは難易度24の〈知覚〉判定に成功しないと、このミミックが生き
ているクリーチャーだということには気づかない。

技能：〈隠密〉＋12、〈はったり〉＋11
【筋】	20（＋9）	 【敏】	16（＋7）	 【判】	21（＋9）
【耐】	17（＋7）	 【知】	19（＋8）	 【魅】	15（＋6）
属性：無属性	 言語：共通語、深淵語

ミミック
　キャラクターたちが出城に入った時点で1d6をロールし、ミミックが
いまどの階に潜んでいるかを決定すること。このミミックが取ってい
る形態は、3つのありふれた品物のどれかである。

d6	 ミミックの位置と形態
1〜2	 1階、はね上げ戸を覆うぼろぎれ
3〜4	 2階、プレート・アーマーの置いてある台
5〜6	 3階、隊長の寝台

　ミミックは可能な限り、キャラクターたちが二手に分れたところで攻
撃をしかける。不意を突く機会に恵まれなかったなら、1階のはね
上げ戸を覆うぼろぎれに化け、一行がティルリーンの杖を持って呪わ
れた洞窟から戻ってきたところで攻撃をしかける。
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2階（武器庫）
　この放棄された武器庫には今もドワーフの魔法がこもっている。
このエリアの地図が必要なら、ダンジョンのマップの、三角形の像の
ある部屋を使うとよい（この部屋でミミックと遭遇することになる
場合、像がプレート・アーマーをあらわす）。

　以下を読み上げること：
　出城の2階は古い武器庫です。昔は武器や鎧を支えていた、木でで
きた台がいくつも、横ざまに転がっています。いっしょに転がって
いる、わずかに残った武器や鎧の切れ端は、どれも錆を吹いていま
す。まだ壁ぎわに立っている台も2つだけあって、どちらも床に固定
されています。片方の台に載っているのはハルバードが3本。どれ
も新品同様にぴかぴか光っています。もう一方に載っているのはド
ワーフ造りのプレート・アーマーで、こちらは錆びています。
　部屋の向う側には小さな炉と、四角い石に固定された金床があり
ます。石造りの登り階段の先には、オーク材の扉があって、その先が
出城の最上階です。矢狭間から外をのぞくと、石の橋と裂け目が、手
にとるごとく見てとれます。

　武器の載っている台には魔法がかかっており、1日に1度、台上の
武器はまるでメイク・ホウルの儀式の作用を受けたかのように修理
され磨かれ研ぎ澄まされる。台は床に固定されており、魔法の効果
を破壊することなく取り外すことはできない。
　台の魔法のせいで台上のハルバードは新品同様である。他の品々
はどれも役に立たないか、動かせない。

3階（隊長室）
　3階は本来隊長用の室であった。この階をあらわすには荒野の道
を描いたマップのすみにある小さな円形の部屋を使うとよい。

　以下を読み上げること：
　隊長室には机と本棚と寝台があって、どれも年代の割にはしっか
りしています。棚には革で装丁した本が並び、机の上には紙くずが
散らかっています。机のむこうに立派な木の椅子があって、ドワー
フのルーン文字をあしらった模様が彫りつけてあります。寝台は
マットレスこそ虫に食われていますが、木の骨組は大丈夫そうです。

　本：本棚にはコタルク隊長の軍書と手記がある。手記の内容はお
おむね出城を維持する日々の細々とした仕事である。最後の日には
ドラウのマサリクと戦い、マサリクの死骸から杖を手に入れたこと、
そして部屋の物陰に何やら暗いものの影を見たことが記してある。
　机：机には鍵つき引き出しが1つある。これは難易度21の〈運動〉
判定または難易度14の〈盗賊〉判定で開く。引き出しの中には魔法の
かかった羊皮紙があり、青い鍵のもようが描いてある。この鍵は1階
のぼろぎれの下の鍵穴にぴったり合う。

アンダーダークの洞窟網
　一行は敢えて危険を冒しアンダーダークへ踏みこむ。
　照明：“常闇” は空へ向って開けた場所のみに作用を及ぼすため、
アンダーダークのこの部分には存在しない。つまりキャラクターた
ちの集めたレリックは以下の遭遇では光を放たない。

　以下を読み上げること：
　ドワーフはあなたがたを砦に通してはくれませんでした。取れる
道は一つで、それはアクセルクランツの教えてくれた道をたどって
アンダーダークへ降りてゆくことでした。
　山を行くこと一日、狩人の一団に出会いました。狩人たちは、もみ
の木の枝ぶりに隠れている渓谷があり、渓谷の奥に洞窟が口をあけ
ているのを教えてくれました。
　そして狩人の長は言いました。「この谷からありとあらゆる化け
物が這い出てきますだ。空の暗うなってからは、ことにそうですだ
よ。あの穴っこがアンダーダークさつながっとるのは間違いねえと
思いますだが、入って確かめようて思う命知らずは、そうそういねえ
ですからなあ」

　狩人の長グリソフは、尊敬をもって扱われたなら、一行の質問に答
を返す。彼はアドバー城塞のドワーフたちは頑固者のわからず屋だ
と思っている。とはいえ狩人たちは時おり砦の外でドワーフと取引
をしてはいるのだが。現在、この狩人たちは価値あるものをほとん
ど持っていない。ここ何週間か、獲物は乏しかった。オークが攻め
てきてこのあたりの獣を殺したり追い払ったりしたせいである。

C
Entry

＋10ft

AREA 1

AREA 2



35

 

　話がすむと狩人たちは移動を続ける。冒険者たちが食糧や貨幣を
与えるか、あるいは狩人たちが獲物を見つける手伝いをしてあげた
なら（難易度10の集団〈自然〉判定）、グリソフは礼を言って警告を与
える。

　グリソフが警告を与える場合、以下を読み上げること：
　「穴っこの中のどっかに、けだものがいるだ。足跡からすりゃあ、
足が十本かもっとあって、体は長くって重いだ。熊やら山猫やらが
このへんに住みついたらば、そいつが出てきておどかすだよ。山猫
は逃げるだが、熊はときどき、そいつと取っくみあうだ。取っくみ
あったらいつも熊のほうが負けてるだ。熊の骨が転がってるだ。勝
負になんねえだよ」

　キャラクターたちが洞窟に入る準備ができたなら、グリソフの警告の有
無にかかわらず、以下を読み上げること：
　道は洞窟の入口から下り坂になっています。暗いトンネルを何分
間か、特に事なく降りてゆくと、目の前の景色ががらりと変ります。

　暗闇の中へ降りてゆくと、そこに大洞窟が広がっている。エリア1
と2を進むに際しては暗い湖のマップを使用すること。エリア1への
進入は右手のトンネルからである（戦術マップ参照）。

エリア1（クロウラーの巣）
　キャラクターたちがこのエリアに着いたなら以下を読み上げること：
　ここまで曲りくねった自然のトンネルを抜けてきましたが、目の
前がぱっと開け、小さな洞窟が広がっています。石の柱や、垂れ下が
る鍾乳石の間に、水たまりがいくつか広がっています。洞窟の片方
の端には、深い裂け目が、石壁を割って走っています。
　〈知覚〉難易度14：なにやら洞窟に住む生き物の匂いが、暗い洞窟
の空気の中に漂っているのがわかります。

　このエリアはキャリオン・クロウラーの巣の一部である。このモ
ンスターは脇道に身を潜めており、キャラクター全員が最初の洞窟
のエリアに踏みこみしだい、忍び寄って背後から襲いかかる。キャ
ラクターたちを追ってエリア2まで入ることはない。
　財宝：キャリオン・クロウラーの巣の奥に175gpが散らばっている。

エリア2（襲いかかるスライム）
　キャラクターたちが入ってきたなら以下を読み上げること：
　この洞窟の天井は光も届かないほど高く、見上げればそこには見
通せぬ暗闇があります。見えるのはただ、大きな鍾乳石の先端だけで、
それが巨大な石の槍のように頭上に下がっています。洞窟の壁には
緑色のねばねばしたものがあちこちについており、床の浅い水たま
りにも、点々と緑色のものが落ちています。ときおり緑色のしずくが、
ずっと上の鍾乳石から落ちてきて、洞窟の床にしぶきを飛ばします。
洞窟の向うの端では、通路が地下の闇につづいています。

　この洞窟はグリーン・スライムの巨大な群生地になっている。キャ
ラクターたちはスライムを避けて注意深く動こうと試みることがで
きる。石製で “ない” 物体でスライムに触れたならば、その物体のス
ライムに触れた部分は溶ける。

　最初の1人のキャラクターが洞窟（訳注：エリア2）に入った時点で、
冒険者たちにイニシアチブをロールさせること。しかるのち、DMは
隠れている一塊のグリーン・スライムのイニシアチブをロールする。
このスライムは特定の位置で遭遇を開始するのではない。自分のイ
ニシアチブ順で行動を待機するのである―― “次に洞窟に入ってき
たキャラクターの頭上に落下し、そのキャラクターに対してエンガ
ルフを使用する” という行動を。このスライムが攻撃の際に落下ダ
メージを受けることはない。このスライムが行動する前にすべての
キャラクターがターンを終了したなら、スライムは最後に洞窟に
入ったキャラクターを攻撃する。

キャリオン・クロウラー（C）	 レベル7　兵士役
大型・異形・野獣
hp：81；重傷値：40		 イニシアチブ：＋8
AC23、頑健19、反応18、意志17	 感覚：〈知覚〉＋5
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）	 暗視
標準アクション
mテンタクルズ／触手（［毒］）◆無限回

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋10対“頑健”
ヒット：2d4＋5ダメージ、目標は継続的［毒］ダメージ5を受け減速状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
　セーヴ失敗・1回目：目標は減速状態のかわりに動けない状態になる（セ
ーヴ・終了）。
　セーヴ失敗・2回目：目標は動けない状態のかわりに朦朧状態になる（セ
ーヴ・終了）。

ミス：目標はこのキャリオン・クロウラーの次のターンの終了時まで減速状態
になる。

M バイト／噛みつき◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：2d10＋4ダメージ。

【筋】	20（＋8）	 【敏】	16（＋6）	 【判】	14（＋5）
【耐】	17（＋6）	 【知】	2（−1）	 【魅】	16（＋6）
属性：無属性	 言語：――

グリーン・スライム	 レベル4　奇襲役
中型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）
hp：47；重傷値：23		 イニシアチブ：＋9
AC18、頑健17、反応17、意志14	 感覚：〈知覚〉＋2
移動速度：4、登攀4	 擬似視覚10
完全耐性：［凝視］、盲目状態；抵抗：［酸］5；
脆弱性：［光輝］5、［火］5

特徴
粘体／ウーズ
　“無理矢理入り込む”際にも、（1）半分の移動速度ではなく完全な移動速度
	で移動し、（2）攻撃ロールに−5ペナルティを受けることがなく、（3）“無理矢
理入り込”んでいることによっては戦術的優位を与えることがない。

標準アクション
mスラム／叩きつけ（［酸］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：5［酸］ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。

M エンガルフ／包み込み（酸）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋3［酸］ダメージ、スライムは目標をつかむ（脱出難易度18）。こ
のつかみが終了するまで、目標は継続的［酸］ダメージ10を受ける。このつか
	みが継続している間、スライムに命中したすべての攻撃は、スライムに半減ダメ
ージを与え、つかまれているクリーチャー1体にも半減ダメージを与える。

技能：〈隠密〉＋10
【筋】	11（＋2）	 【敏】	16（＋5）	 【判】	11（＋2）
【耐】	17（＋5）	 【知】	1（−3）	 【魅】	1（−3）
属性：無属性	 言語：――
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エリア3（光るキノコ）
　一行はさらに進み、不思議なキノコの森を抜ける。この遭遇にマッ
プは必要ない。

　以下を読み上げること：
　坂を下って行くほどに、壁に生えているキノコの群が増えてきま
す。小さな白いキノコの傘に、冷たいすみれ色の光が一筋走ってい
ます。進むほどにキノコはどんどん大きくなり、やがてキノコの茎が、
大きな柱のように通路に並ぶようになります。光を帯びた傘は頭上
に広がり、洞窟の天井は傘にかくれて見えづらくなっています。先
を見やれば、通路の先は開けて、ここに生えているよりもっと大きな
キノコの大森林になっており、キノコはどれも紫や青や白の光を
放っています。キノコの森を抜けた先のどこかで、地下の川か流れ
の水音がします。
　〈地下探険〉難易度10：この不思議なキノコは、燐光を帯びている
というより、むしろ妖精の火を帯びているといったほうがよいもの
です。とはいっても、完全に魔法のものではなく、その姿はアンダー
ダークの一部の食用キノコによく似ています。

　キャラクターたちはこの洞窟のさまざまなキノコを調べることが
できる。キャラクターがキノコに攻撃を加えたなら、それは近接範
囲・爆発3の範囲に胞子の雲を放出する。爆発の範囲内のクリー
チャーはみなセーヴィング・スローを行ない、失敗したなら攻撃し
たキノコと同じ色の妖精の火を帯びて光るようになる。妖精の火は
何のダメージも与えないが、その光は注意をさまたげる。作用を受
けたキャラクターは、このセッションの間じゅう、あらゆる攻撃者に
対して戦術的優位を与えるようになる。
　キノコを食べたキャラクターは、キノコの色に対応した効果を受
ける。一度キノコを食べた者は、以後24時間のあいだ、別のキノコを
食べても効果を受けない。キノコは持ち運んで食糧として使用でき
るが、引き抜いて数分すると超自然的な効果はなくなってしまう。
　青：キャラクターは体が空気よりも軽くなったように感じる。こ
のセッションの終了時まで飛行移動速度1（高度限界2）を得る。こ
の飛行移動速度を使用している間、キャラクターはあらゆる攻撃者
に対して戦術的優位を与える。
　紫：キャラクターはたいそう元気になった気がする。10の一時的
hpを得る。これはこのセッションの終了時まで持続する。
　白：キャラクターは活力にあふれ、素早くなった気がする。この
セッションの終了時まで〈運動〉と〈軽業〉判定に＋2のボーナスを得
る。

エリア4（洞窟の釣り師）
　冒険者たちと目指す土地の間に立ちはだかる最後の障害物は、水
中に潜む2体の恐るべき番人である。暗い湖のマップの中央部を（完
全にマップそのままで）このイベントのマップとして使用するとよ
い。

　以下を読み上げること：
　目の前の洞窟の床にひとすじの小川が流れています。洞窟は狭く、
高い壁は鉄分を含んで赤みがかり、右にも左にも暗い穴が、高いとこ
ろに口をあけています。いま進んでいる通路は、小川の流れに沿って、
まだ先へ続いています。

ケイヴ・フィッシャーの釣り師	 レベル3　奇襲役
中型・自然・野獣
hp：37；重傷値：18		 イニシアチブ：＋7
AC18、頑健16、反応15、意志14	 感覚：〈知覚〉＋7
移動速度：6、登攀5（蜘蛛歩き）	 暗視
特徴
スナイパー／狙撃手
　この釣り師が隠れているときに遠隔攻撃をミスしたなら、この釣り師は隠れた
ままでいられる。

標準アクション
mピンサーズ／ハサミ◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。

R フィラメント・ストラングル／首つりの糸◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋4ダメージ。この釣り師は目標を3マス引き寄せる。目標は拘束
状態となる（セーヴ・終了）。この効果はまた以下のいずれかによっても終了
	する。1）目標が瞬間移動を行なう。2）目標あるいは他のクリーチャーが、目
標のマスの糸にヒットを与える。糸はこの釣り師の防御値を用いる。糸に対
	する攻撃は、この釣り師に対してダメージもなんらの効果も与えない。この攻
撃によって同時に複数のクリーチャーを“拘束状態”とすることはできない（最
	大で1体のみ）。この釣り師は目標を垂直方向にも引き寄せることができる。
またこの引き寄せは目標が空中に止まったところで終了してもかまわない。
　維持・標準：目標は1d6＋4ダメージを受ける。この釣り師は目標を3マス
引き寄せる。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】	16（＋4）	 【敏】	15（＋3）	 【判】	12（＋2）
【耐】	13（＋2）	 【知】	2（−3）	 【魅】	5（−2）
属性：無属性	 言語：――

ケイヴ・フィッシャーの銛打ち	 レベル3　砲撃役
中型・自然・野獣
hp：37；重傷値：18		 イニシアチブ：＋4
AC15、頑健14、反応15、意志13	 感覚：〈知覚〉＋2
移動速度：6、登攀5（蜘蛛歩き）	 暗視
特徴
カモフラージュ／迷彩色
　この銛打ちは遠隔攻撃および遠隔範囲攻撃に対するすべての防御値に＋2
のボーナスを得る。

スナイパー／狙撃手
　この銛打ちが隠れているときに遠隔攻撃をミスしたなら、この銛打ちは隠れ
たままでいられる。

標準アクション
mピンサーズ／ハサミ◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。

rフィラメント・スパイク／糸の銛◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d10＋4ダメージ。

R フィラメント・ラップ／巻き付く糸◆再チャージ 5 6
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：目標は動けない状態になり、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・両方
とも終了）。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】	15（＋3）	 【敏】	17（＋4）	 【判】	12（＋2）
【耐】	13（＋2）	 【知】	2（−3）	 【魅】	5（−2）
属性：無属性	 言語：――

　〈地下探険〉難易度14：これまで通ってきた距離と道筋から察して、
アドバー城塞の周りはだいたい回りきったと見てよいようです。こ
の洞窟はアクセルクランツの言っていたマサリクの昔の住みかのあ
りさまに似ています。
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　ここには2体のケイヴ・フィッシャーが巣を構えており、流れの左
右の高さ10フィートの洞窟に隠れている。キャラクターたちが穴の
下を通り過ぎるさい、腹をすかせたケイヴ・フィッシャーたちは攻
撃をしかける。彼らは死ぬまで戦うつもりはなく、食べ物を手に入
れて巣穴に引っこもうと考えているだけである。ケイヴ・フィッ
シャーはそれぞれ1体のキャラクターに攻撃を集中し、獲物を手にし
て引き退く。また、どちらのケイヴ・フィッシャーも、ヒット・ポイ
ントが1/4以下になったならば退却する。

　キャラクターたちがケイヴ・フィッシャーとの遭遇を切り抜けた
なら、『呪われた洞窟』へ進むこと。

呪われた洞窟
　冒険者たちはティルリーンの杖のありかを突き止める。暗い湖の
マップの中央部を（完全にマップそのままで）このイベントのマップ
として使用するとよい。

　キャラクターたちが入ってきたなら以下を読み上げること：
　小川はさらに続いています。どうもこれは、前のほうの真っ暗な
深みで水音がする、もっと大きな地下の川の支流のようです。この
洞窟の石の間には、あちこちに骨のかけらや、古い錆びた武器や鎧が
散らばっています。小川の底には川の丸石に混じって髑髏が転がり、
うつろな眼窩を、小さな白い魚が出入りしています。
　そまつな石の祭壇が、洞窟の奥に鎮座しています。祭壇を照らす
光を放っているのは、ねじ状になった長いユニコーンの角で、それが
祭壇の前の空中に浮んでいます――これこそティルリーンの杖にま
ぎれもありません。近づこうとしたそのとき、洞窟の闇がこりかた
まって、細身のドラウ姿をとります。その体は影からなり、目には小
さな地獄の火が燃えています。

　この幽鬼こそマサリク、ティルリーンの杖を地上世界から盗み
去ったドラウである。

ティルリーンの杖
　この杖は＋2マジックの装具として、装具を使用可能なすべてのク
ラスのキャラクターが使用可能である。加えて、1日に4回、この杖
から10マス以内のキャラクター1人は、回復力を1回ぶん消費して
ヒット・ポイントを回復できる。
　“常闇”の作用を受けているエリアでは、このアイテムに（1回のマ
イナー・アクションとして）“明るい” 太陽光を半径20マスに放たせ
ることができる。この光はもう1度マイナー・アクションをとるこ
とで消せる。
　セッション1のヘルムの涙や、セッション2のガールの人形と同じ
く、この杖も“魔の織り”を妨害するのに必要なレリックの1つである。

結末
　任務を完遂したなら冒険者たちはアドバー城塞とアクセルクラン
ツのもとへ、無事に杖を持って戻ることになる。キャラクターたち
は次の動きを決める前に、まず休息し元気を取り戻すことができる。
だが、アクセルクランツの見た幻は、ほどなくして一行を再び、さら
なる闇の中へ駆り立てるのである。

マサリク	 レベル6　制御役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）
hp：73；重傷値：36		 イニシアチブ：＋8
AC20、頑健16、反応19、意志18	 感覚：〈知覚〉−1
移動速度：0、飛行6（ホバリング）；位相移動	 暗視
完全耐性：［毒］、病気；抵抗：［死霊］10
特徴
O マッド・ウィスパーズ／狂える囁き（［精神］）◆オーラ3
　このオーラ内でターンを終了した敵は5［精神］ダメージを受け、マサリクはそ
の敵を2マスまで横滑りさせる。

インサブスタンシャル／非物質的
　マサリクは［力場］ダメージを与えるもの以外、あらゆる攻撃から半減ダメー
ジを受ける。マサリクは、［光輝］ダメージを受けたなら、次の自分のターンの
	開始時までこの特徴を失う。

標準アクション
mタッチ・オヴ・マッドネス／狂気の接触（［精神］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“意志”
ヒット：2d6＋7［精神］ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

M タッチ・オヴ・ケイオス／混沌の接触（［精神］、［魅了］）◆再チャージ 5 6
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“意志”
ヒット：2d6＋7［精神］ダメージ	、マサリクは目標を5マスまで横滑りさせる。
	しかるのち、目標はフリー・アクションとして目標自身から最も近い目標の味方
に対して無限回攻撃パワーを使用せねばならない。

ミス：半減ダメージ、マサリクは目標を2マスまで横滑りさせる。
技能：〈隠密〉＋13
【筋】	6（＋1）	 【敏】	20（＋8）	 【判】	3（−1）
【耐】	17（＋6）	 【知】	6（＋1）	 【魅】	19（＋7）
属性：混沌にして悪	 言語：エルフ語

EXIT

ENTRY
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セッション5： 
危険な峠の亡霊たち
5レベルのアドベンチャー――冬

　キャラクターたちはセッション4において、ティルリエンの杖を見
つけ出すためにドワーフのアドバー城塞に近いアンダーダークを探
険した。そして今回のセッションでは、“危険な峠” までの数百マイ
ルを踏破した上で、このワンドを使ってアンデッド軍団の誕生を防
がねばならない。
　セッションを始める前に、すべてのキャラクターが5レベルに上
がっていることを確認すること。P.6の『成長』参照。

セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げること：
　皆さんはティルリエンの杖を手に入れてアドバー城塞に帰ってき
ました。アクセルクランツが皆さんに言います。「そのワンドは調
べるために預からせてもらう。冬になるころにまた会おう。私の隠
れ家、山のてっぺんの空洞にある秘密の見晴台で待っているよ」
　それから数ヵ月後、アクセルクランツは皆さんと別行動している
間に得た数多くの神託のことを話します。はるか遠くに目の焦点を
合わせようとするかのように宙を見つめながら、彼は語り始めまし
た。
　「生命の終焉を見た。魔力が荒れ狂う世界に穴が開いて、黒い風が
猛烈な勢いで吹きだし、何百万ものゆらめくろうそくの炎がいっせ
いに吹き消されるのを。かつて闇のエルフどもが住んでいた土地が
青い炎に燃え上がるのを。」
　「私はモラディンに、この恐るべき予言が現実のものとならぬよう
防ぐ方法をたずねた。そして、私の心の目に2つの道が示された。1
つの道は肉体を試す試練であり、もう1つは心と魂の試練だった。2
つの道の間隔が狭くなっている場所では、それぞれの道に並行して
走る“闇の双子道”が見えた――1つは力の道で、もう1つは機転と悪
知恵の道だった。ティルリエンの杖を手にした者がどちらか一方の
道を進むことによってのみ、光を強め影を消し去ることができる。
そうすればシルヴァー・マーチにふたたび太陽が昇るだろう」
　アクセルクランツは机の上に地図を広げ、地図の上で両手の指を
ひらひらとさまよわせます。そして、突然1本の指が下を向き、地図
上の一点を指し示しました。それは世界の背骨山脈の中、黒い塔が
描かれた場所です。
　「“危険の砦”」ドワーフはささやくような声でつぶやきます。「“危
険な峠”の奥に隠れた城塞で、数百年前にナザドハルというドラウの
死霊術士が築いたものだ。この砦はシャドウフェルに通じる次元門
になっていて、ドラウどもはこの門を使ってアンデッドの軍勢を呼
び寄せようと企んどる。モラディンのお告げによると、ティルリエ
ンの杖を使えばこの門を閉じて闇を追い返すことができるのだ。
　ここから “危険な峠” までは何百マイルもの厳しい旅になる。しか
もこれから冬は本番だ。だがそれでも、できる限り早くあの砦にた
どりつかねばならん」

　キャラクターたちは危険な峠に向かうにあたって2つの道のいず
れかを選ぶことになる。
　近い道：キャラクターたちは山岳地帯の比較的低い土地を選び、
寒森と月森に沿った山並み沿いに進んで、“危険な峠” までたどりつ
く。このルートを進むとパーティの後をつけるのは難しくなるが、

道なき道の長旅の間、キャラクターたちは狩猟や採集で食料を確保
し、過酷な自然環境に耐え、この地域を縄張りとするオークどもに対
処しなければならない。
　遠い道：キャラクターたちは山岳地帯から遠ざかり、サンダバー
やシルヴァリ−ムーンに通じる道を南東に進む。そしてローヴィン
川とサーブリン川を船で逆のぼり、荒涼とした丘陵地帯を抜けて、よ
うやく “危険な峠” にいたる。このルートをたどれば狩猟や採集の必
要はなく、比較的快適な旅ができるが、道のりは遠くなる上に、敵に
なる可能性のある多くの勢力と遭遇する可能性が生じる。
　旅立ち：キャラクターたちに、“危険な峠” に向かうにあたって街
道と川を通って遠回りするのか、山を突っ切る近道を進むのかを決
めさせること。未開の山岳地帯を通ることを選んだなら、『近道』に
進め。街道と川を進む場合は、『回り道』に進め。
　どちらのルートを選んだ場合も、アクセルクランツはパーティに
同行すると言い張る。彼はこの旅の間じゅう瞑想にふけり、オーギュ
リイの儀式を行なってドラウに勝つ手段を探ろうとする。戦闘が発
生した際には、神秘の力によって、ほとんどの危険を避けられる安全
な場所に陣取る（すべてのモンスターは、他に攻撃可能な相手がいる
限り、絶対にアクセルクランツを攻撃の目標にしない）。彼のオー
ギュリイのおかげで、すべてのキャラクターは遭遇内の危険を感知
したり回避したり耐えたりするための判定に＋2パワー・ボーナス
を得る。このドワーフは集団判定には参加せず、他の技能判定もす
べてのキャラクターが失敗した後にしか行なわない。
　プレイヤーが戦闘中にアクセルクランツを逃がそうとしたなら、
彼は何の問題もなく戦闘から離脱する。

近道
　このルートを選択したキャラクターたちは起伏の激しい山地に道
を切り開いて進むことになる。冒険者たちは北方の辺境地帯の過酷
な自然環境と、そこに住む獰猛なクリーチャーたちに対処しなけれ
ばならない上に、自力で食料と寝床と水を確保せねばならない。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんは氷山脈を出発し、アクセルクランツの隠れ家と “危険な
峠” の間に広がる岩だらけの峡谷地帯に足を踏み入れます。常闇に
よる影のとばりのもと、世界は薄暗く寒々しいものとなっています。

　先へ進む準備ができたなら、『天候の試練』に進むこと。

天候の試練
　過酷な天候が絶えず危険をもたらす。

以下の文章を読み上げること：
　山裾を吹き抜ける、身を切るような風。雪と氷に覆われた山の旅
を生き延びるためには、風雪を避けられる場所と暖かさとが絶対に
必要となるでしょう。吼えたける吹雪の中では炎が消えないように
守ることすら困難です。

　プレイヤーたちに、冬山の暴風と猛烈な寒さの中でどうやって生
き延びるつもりかを尋ねること。その際には、すべてのキャラクター
がパーティの生存のために何らかの貢献をなすべきだと念を押して
おこう。ありそうな案としては、洞窟を探す、差し掛け小屋（板の両
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端を斜面および丸太で支えた掘っ立て小屋）を作る、火をおこす（魔
法の火を含む）、エンデュア・エレメンツの儀式、外套や毛布をたく
さん準備しておく、などがある。プレイヤーたちに自由にアイデア
を出してもらおう。それなりに筋の通った対処法を提案されたなら、
細かいあら捜しをせずに認めてあげること。
　パーティが悪天候にどれだけ苦しめられるかは、〈持久力〉または

〈自然〉による難易度21の集団判定によって決まる。この判定におい
ては、少なくとも1人のPCは〈持久力〉でなく〈自然〉で判定を行なわ
なければならない。パーティの助けになりそうなアイデアを思いつ
いたPC1人につき、難易度を1下げること。この集団判定が成功した
なら、キャラクターたちは寒さと強風を無事に耐えたことになる。
判定が失敗した場合は、キャラクターたちはひどく苦労したことに
なる。各PCは回復力1回ぶんに相当するダメージを受ける。
　この技能判定を終えた後は、『山の試練』に進むこと。

山の試練
　地形もまた危険だ。

以下の文章を読み上げること：
　山岳地帯を通る旅は危険なものでした。落石、倒木、雪崩がしょっ
ちゅうです。しかも、常闇による永遠の暗がりの中では、そういった
危険に気づくのも難しくなります。

　PCたちが選んだ道がどの程度安全かを決めるため、〈自然〉または
〈地下探険〉による難易度21の集団判定を行なうこと。この判定に成
功したなら、冒険者たちは山旅の危険を回避できたことになる。判
定に失敗した場合は、地すべりに巻き込まれる。

地すべりが発生した場合、以下の文章を読み上げること：
　旅の途中、遠くから雷鳴のような音が響いて、地面がぐらぐらと揺
れだします。雪と氷の壁が、闇の中から轟音を上げて皆さんの頭上
に滑り落ちてきます。

　地すべりの攻撃の再チャージが失敗するか、地すべりが発生して
から3ラウンドが経過するまで、パーティ全員が地すべりの攻撃にさ
らされ続けることになる。
　この遭遇を終えた後は、『飢えの試練』に進むこと。

地すべり	 レベル1　危険要因
地形
感知：〈自然〉または〈地下探険〉難易度19	 イニシアチブ＋3
完全耐性：すべての攻撃
標準アクション
C 攻撃◆再チャージ 4 5 6

攻撃：近接範囲・爆発3（爆発内のクリーチャーすべて）；＋4対“反応”
ヒット：2d6＋6ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
効果：爆発の範囲内は移動困難な地形になる。
特殊：この攻撃の再チャージが失敗した時点でこの地すべりは終了し、2度と
この攻撃は行なわれなくなる。

対抗手段
◆	避ける：この地すべりによってダメージを受けたキャラクターは、地すべりの裂
け目を活用してダメージを回避するために即応・割込として難易度25の〈自然〉
	 または〈地下探険〉判定を行なうことができる。この判定に成功した者は半減
ダメージを受ける（ミスの場合はダメージなし）。

飢えの試練
　荒れ果てた山岳地帯では、狩猟や採集で食料を確保するのも難し
い。

以下の文章を読み上げること：
闇が降りてからというもの、狩りはきわめて難しくなりました。光
を失った植物が枯れ果て、草食動物も飢え死にして行きます。やせ
こけた狼の群が辺境の土地をうろつきまわり、あらゆる生き物をむ
さぼり喰らっています。狩りの獲物になりそうな相手は皆、松明の
灯りを見たとたんに逃げ去ってしまいます。それでも、皆さんは生
きていくために何か食べ物を見つけなくてはなりません。

　キャラクターたちが食料を生み出すような魔法のアイテムや儀式
を利用できるなら、それらによって旅の間中ある程度の食料を確保
できるかもしれない。そのような場合、以下の判定は簡単になるか、
まったく不必要になる。英雄たちがそのようなリソースを持ってい
ない場合は、パーティの食料を確保するために何ができるのかを各
キャラクターに尋ねること。その後で難易度21の集団〈自然〉判定を
行なう。パーティの助けになりそうなアイデアを思いついたPC1人
につき、難易度を1下げること。この集団判定が成功したなら、パー
ティが飢えに苦しむことはない。失敗した場合は、各PCは回復力1
回ぶんに相当するダメージを受ける。この時、自分のぶんの食料を
他のキャラクターに譲ることによってダメージを肩代わりしてもよ
い。
　この遭遇を終えた後は『オークの見回り部隊』に進むこと。

アクセルクランツ	 レベル4　指揮役
中型・自然・人型、ドワーフ
hp：34；重傷値：17；回復力：	 イニシアチブ：＋2
AC16；頑健16、反応15、意志17	 感覚：〈知覚〉＋11
移動速度：5	 夜目
セーヴィング・スロー：［毒］効果に対して＋5ボーナス
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り
　アクセルクランツが押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった時、その
効果が指定したよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
　何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、アクセルクランツは伏
	せ状態にされることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行なうことが
できる。

標準アクション
mスタッフ（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。

R スピリチュアル・ハンマー／霊鎚（［光輝］、［装具］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d8＋6の［光輝］ダメージ、目標はアクセルクランツの次のターンの開
始時まで戦術的優位を与える。

C ソウルフォージャーズ・ブレッシング／魂の鍛冶師の祝福◆（［回復］、［光輝］）
◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の味方1体）；目標は回復力を1回ぶん消
	費できる。アクセルクランツの次のターンの終了時まで、目標は近接攻撃およ
び遠隔攻撃において5の追加［光輝］ダメージを与える。

技能：〈宗教〉＋9、〈魔法学〉＋9、〈歴史〉＋9
【筋】	13（＋3）	 【敏】	10（＋2）	 【判】	18（＋6）
【耐】	16（＋5）	 【知】	15（＋4）	 【魅】	12（＋3）
属性：善	 言語：共通語、ドワーフ語
装備：ローブ、メイス、モラディンの聖印、冒険者キット
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オークの見回り部隊
　冒険者たちはオークの一団に出会ってしまう。

以下の文章を読み上げること：
　山岳地帯を抜けるつらく厳しい旅の中で、皆さんは数多くの危険
を潜り抜け、オークの部族が住むハートランズに数ヶ月ぶりに足を
踏み入れることになります。皆さんは以前にもこの地域を通ったこ
とがあり、オークの数が特に多い場所を覚えているので、そういった
場所を避けて通るのは難しくありませんでした。
　前回通った場所を越えて先に進んだ皆さんは、起伏の激しい土地
にさしかかります。頭のない大きな石像が、巨大な石斧にもたれて
立っているのが見えます。石像の周りでは何体かの野蛮なオークど
もがキャンプを張っています。その1人が皆さんの方を見て、うなり
声をあげました。「てめえら、ここに何の用だ？」

　このオークは “曲がり道” という部族の者たちで、この石像が勝運
を授けてくれると信じてここで野営していた。PCたちに対するオー
クの反応は、セッション2の結果に左右される。各プレイヤーの
D&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙（D&D Encounters Play 
Tracker）を見ること。
　“ピット”で成功した：パーティがセッション2においてエハンクの
敬意を勝ち取っていた場合、ここのオークたちは戦争に参加するつ
もりはなく、単にこの地域を見張っている。この場合、オークたちは
あまり攻撃的ではない。パーティが礼儀正しく振舞うなら、冒険者
たちは食事を振舞われ、安全にこの場を立ち去ることができる。パー
ティ内の各人はヒット・ポイントを回復するために回復力を1回ぶ
んずつ消費することができる。
　“ピット”で失敗した：キャラクターたちがシャーマンの敬意を得ら
れなかった場合、ここのオークたちは攻撃的であり、普段にも増して
血に飢えている。それでもオークと交渉することは可能であり、適
切なロールプレイを伴う難易度21の〈威圧〉、〈交渉〉、または〈はった
り〉の判定に合計で3回成功すれば、オークたちに攻撃を思いとどま
らせることができる。

歴戦のオーク	 レベル3　兵士役
中型・自然・人型
hp：50；重傷値：25	 イニシアチブ：＋5
AC19、；頑健17、反応15、意志13	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6（突撃時は8）	 夜目
標準アクション
mバトルアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、突撃時には1d10＋10。

R ハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

C ハッキング・フレンジー／切り刻む狂乱（［武器］）◆再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）；＋6対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこのオークの次ターン終了時までマークされ
る。

効果：このオークは次の自ターン開始時まで戦術的優位を与える。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】18（＋5）	 【敏】14（＋3）	 【判】10（＋1）
【耐】18（＋5）	 【知】8（±0）	 【魅】9（±0）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド、バトルアックス、ハンドアックス×4

オークの蛮族　4体	 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない	 イニシアチブ：＋3
AC16、；頑健16、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

rハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（フリー・アクション）：このオークは1回の標準アクションを行なう。

【筋】16（＋5）	 【敏】13（＋3）	 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3）	 【知】8（＋1）	 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ハンドアックス×4

　戦闘になった場合、“荒野の街道”（wilderness road）のマップを使
うこと。P.23の『角笛を吹く』の配置を参考に、角笛があった場所に
石像を配置して、その周囲にDMの好きなようにオークたちを配置す
ること。
　オークを片付けた後は『危険の砦』に進め。

回り道
　キャラクターたちがサンダバーおよびシルヴァリームーンを経由
する街道と川の旅を選んだ場合、彼らは以下に記された順番でいく
つかの障害に出くわすことになる。“地理”（geographic）のマップを
使って、プレイヤーたちがたどる道筋を説明すること。旅の途中で
のイベントがすべて終わったなら、『危険の砦』に進め。

辻道の凶賊
　暗い街道に追いはぎが巣食っている。

以下の文章を読み上げること：
　アドバー城塞から南に向かって旅をしてきた皆さんは、街道が別
の道と交差している場所を通りかかります。皆さんが進んでいる道
は西に向かっており、このまま進んでいけばサンダバーおよびシル
ヴァリームーンを通過することになります。

　この辻道はゴブリンの追いはぎどもに見張られている。キャラク
ターたちに難易度22の集団〈知覚〉判定を行なわせること。

〈知覚〉判定に成功した場合、以下の文章を読み上げること：
　辻の近くにゴブリンが1匹隠れています。周囲のやぶや岩の陰に
も、もう何匹か潜んでいるようです。気づかれたことを悟ったゴブ
リンは大またで道の真ん中に出てきて、「金か命、どっちかよこせ！」
となまりの強い共通語で怒鳴りました。

　集団判定が失敗した場合、ゴブリンたちは隠れ身を続け、パーティ
に不意討ちをしかける。戦闘が発生した場合は “荒野の街道” のマッ
プを使うこと。ゴブリンたちは不意討ちラウンドの攻撃を行なった
後で有り金全部を要求する。ゴブリンの無法者が倒されるか、ゴブ
リンの狙い射ち屋が4体倒された時点で、残りのゴブリンたちは逃走
する。
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　ゴブリンたちは労せずして金を稼ごうとしているだけであり、
キャラクターたちが差し出したものは何であれ――貨幣、装備品、あ
るいは単なるがらくたでも――喜んで受け取る。ゴブリンと取り引
きしたり〈威圧〉したりすることも可能である（難易度はいずれも
15）。ゴブリンたちの頭目であるクラギットは偉ぶった態度で怒鳴
りちらしているが、内心は冒険者たちにおびえている。いずれにせよ、
パーティを素通りさせると彼の威厳が低下してしまう（難易度10の

〈看破〉判定に成功すればこの事実に気づける）。キャラクターたち
が通行料を払うか、口先でごまかすことに成功したなら、ゴブリンた
ちはパーティを戦わず通らせる。
　この遭遇が終了した後は『サンダバーの歌』に進むこと。

クラギット、ゴブリンの無法者　レベル4　兵士役
小型・自然・人型
hp：58；重傷値：29	 イニシアチブ：＋7
AC20；頑健18、反応16、意志14	 感覚：〈知覚〉＋8
移動速度：5	 夜目
特徴
コンバット・アデプト／巧みな戦闘術
　この無法者の“その遭遇においてまたアクションを行なっていない敵”に対す
る攻撃は1d10の追加ダメージを与える。

ラフィアン・タクティクス／無法の戦術
　敵がこの無法者に対する近接攻撃をミスするたび、この無法者は次のこの
無法者のターンの終了時までくだんの敵に対して戦術的優位を与える。

標準アクション
mスピア（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋8ダメージ。

rハンド・クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

M トリップ・アップ／足払い（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d8＋8ダメージ、目標は伏せ状態になる。

【筋】	13（＋3）	 【敏】	17（＋5）	 【判】	12（＋3）
【耐】	18（＋6）	 【知】	10（＋2）	 【魅】	9（＋1）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語
装備：チェインメイル、ライト・シールド、ハンド・クロスボウ、スピア、ボルト10本

ゴブリンの狙い射ち屋　6体	 レベル1　雑魚　砲撃役
小型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋3
AC13；頑健12、反応14、意志12	 感覚：〈知覚〉＋1
移動速度：6	 夜目
標準アクション
スナイパー／狙撃手
　このゴブリンは、隠れている時に行なった遠隔攻撃がミスしたなら、隠れたま
まである。

標準アクション
mショート・ソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

rショートボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

トリガー型のアクション
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法◆無限回

トリガー：このゴブリンに対する1回の近接攻撃がミスする。
効果（即応・対応）：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋8、〈盗賊〉＋8
【筋】	13（＋1）	 【敏】	17（＋3）	 【判】	12（＋1）
【耐】	13（＋1）	 【知】	8（−1）	 【魅】	8（−1）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ショートボウ、アロー×20

サンダバーの歌
　オークとドラウの侵略は、“北方” で最も堅固な城塞すら脅かして
いる。

以下の文章を読み上げること：
　都市サンダバーは地上にあります。しかし、ドワーフが築いたこ
の都市の城壁は、アドバー城塞にも負けない金城鉄壁の守りを誇っ
ています。城壁の内側には幅の広い濠

ほり

が掘られており、4箇所に橋
がかかっています。橋を渡った先には都市の中心部を囲む2つ目の
石壁がそびえ立っています。晴れることなき闇に包まれてなお、こ
の都市は北方地域を脅かすもろもろの勢力に抵抗する堅固な砦であ
り続けているのです。
　しかし、この都市もそこまで広いわけではありません。敵を食い
止めるための城壁の外側には避難民たちのキャンプが立ち並び、日
に日に数を増しています。
　城門は閉ざされており、胸壁の上には数名の見張りが立っている
のが見えます。
　見張りたちの隊長らしい、槍を持った背の高いヒューマンが声を
かけてきます。「悪いが、街の中はもう満員なんだ。サンダバーの市
民権を持っていない限り、中に入れることはできん」

　キャラクターたちは隊長のハルガンを説得して城壁の中に入れて
もらおうと試みることができる。ハルガンは避難民たちに同情して
はいるが、命令違反を犯すわけにはいかない。キャラクターたちは
このシーンにおいて、ロールプレイを行なった上で、必要に応じて社
交系の技能判定（難易度22）を行なうことができる。どのような説得
が有効かはDMが判断すること。
　成功：キャラクターたちがサンダバー市内に入ることができた場
合、中の様子はハルガンが説明したとおりである。宿屋に空き部屋
は皆無であるが、1人あたり3gp支払えば誰かの家に一晩泊めても
らうことが可能だ。パーティが次の朝を迎えたなら、『シルヴァリー
ムーンの露天商』に進むこと。
　失敗：キャラクターたちがサンダバー市内に入ることができな
かった場合、あるいは市内に入らないことを選んだ場合は、避難民の
キャンプに混じって夜を明かすことになる。冒険者たちは悲惨な状
況の避難民たちから食料、金、生活用品などを恵んでくれと懇願され
る。ここで施しを行なうキャラクターは、自分のキャラクター・シー
トから与えたアイテムを消さなければならない。
　その後、ミーラという名の若いハーフエルフの女性が竪琴をたず
さえてキャラクターたちに近づいてくる。彼女は冒険者たちの情け
深さと勇ましさを称える歌を歌い、PCたちの活躍を歌詞に織り込ん
で歌い上げる。
　キャラクターたちが避難民への施しを拒んだ場合、PCたちの一般
庶民に対する冷たさとケチっぷりをあげつらう歌がキャンプ中に広
まっていく。
　キャラクターたちに関してどのような歌が作られるにせよ、次は
『シルヴァリームーンの露天商』に進むこと。
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シルヴァリームーンの露天商
　冒険者たちはシルヴァリームーンにおいて、不思議な魔法を試し
てみる機会を得る。

以下の文章を読み上げること：
　世界が闇に包まれた今も、シルヴァリームーンはシルヴァー・マー
チの人々にとって希望のともし火であり続けています。この都市に
足を踏み入れた皆さんは、民家、鍛冶屋、パン屋、宿屋、貴族や平民の
住宅のすべてが銀色の光を放っていることに気づきます。この非常
事態において、この街を治める方々は自分たちの魔力を市民全員に
分け与えて街を明るく照らし、路上の安全を守るために勇敢なる
白
しろがね

銀騎士団を送り出したのです。
　皆さんはシルヴァリームーンで快適な一晩を過ごし、ローヴィン
川をさかのぼる船を確保しました。そして船着場にいる皆さんのと
ころに、紫のチョッキを着て緑色のとんがり帽子を被ったノームが
にやにやしながら近寄ってきます。
　「私は何でも屋のサンディアスと申しまして、奇妙不可思議なポー
ションを商っております。どうでしょう旦那方、ひとつ運試しをし
てみませんか？」

　サンディアスは1瓶50gpでポーションを売っている。どのポー
ションも魔法的なものだが、サンディアスは顧客がポーションの効
果を確実に識別できるほど長く調べることを許さない。このノーム
は混沌を巻き起こすことそのものに喜びを感じており、できればそ
の結果を自分の目で確認したいと思っている。
　キャラクターたちはそれぞれのポーションを味見して、発生する
効果を予測しようと試みることができる。それ以外にポーションの
効果を識別する方法は、5分間かけて〈魔法学〉判定を行なうこと（難
易度22、修得済みのキャラクター限定）のみである。この判定に失敗
したキャラクターは次のセッションになるまで再挑戦できない。
　サンディアスは以下のポーションを持っている。中身の見分けが
付くように、それぞれの瓶には共通語で以下のような名前が記され
ている。
　イフリート：この赤くて辛いポーションを飲んだキャラクターは、
このセッションの終了時まで両手が燃え上がる。この炎がキャラク
ター本人に害を及ぼすことはないが、この手に触れられたものは
1d4［火］ダメージを受け、可燃性の物体（木製の武器も含む）ならば
火が付く可能性もある。
　クラーケン：このねばねばした紫色の液体は、カスタード・クリー
ムのように甘くもったりとしている。このポーションを飲んだキャ
ラクターの体からは1本の触手が生える。この触手はこのセッショ
ンの終了時まで持続する。そのキャラクターはこの触手を手と同じ
ように使って物体を保持することができるが、この触手は武器や盾
を扱えるほど器用ではない。
　水：この青い薬はポーション・オヴ・ヒーリングである。
　ハグ：この緑色の塩辛いポーションを飲んだクリーチャーの体は
いぼだらけになり、膿胞ともじゃもじゃの毛で覆われる。体は歪み、
ひび割れて、見るもおぞましい姿に成り果てる。このキャラクター
はこのセッションの終了時まで〈交渉〉、〈事情通〉、〈はったり〉の判
定に−5ペナルティを受けるが、〈威圧〉判定には＋2アイテム・ボー
ナスを得る。

　エンジェル：この金色の液体は味がないが、はっきりと蜂蜜の香り
がする。飲んだ者はこのセッションの終了時まで “秩序にして善” に
なり、属性にふさわしい行動を取るよう魔法的な強制力が働く。
　デーモン：この透明な液体を飲み干した瞬間、空き瓶の中から異形
のデーモンが出現して襲い掛かってくる。キャラクターたちが逃げ
出した場合に、このデーモンが周囲にどのような悪影響を及ぼすか
は、DMが好きに決めてよい。
　サンディアスとの取引を終えたキャラクターたちはローヴィン川
に漕ぎ出すことになる。『川の交わる場所』に進むこと。

異形のデーモン	 レベル8　兵士役
大型・元素・人型（デーモン）
hp：90；重傷値：45	 イニシアチブ：＋10
AC24；頑健21、反応20、意志19	 感覚：〈知覚〉＋12
移動速度：6	 暗視
完全耐性：［催眠］、朦朧状態
特徴
O アボミナブル・ホラー／異形の恐怖◆オーラ1
　このオーラ内で自分のターンを終了した敵は皆、このデーモンの次のターン
の終了時までこのデーモンにマークされる。

オールアラウンド・ヴィジョン／全周囲視覚
　このデーモンを挟撃しても戦術的優位を得ることはできない。

標準アクション
mテンタクル／触手◆無限回

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ。

M テンタクル・シーズ／触手のつかみ◆無限回
必要条件：このデーモンがクリーチャーをつかんでいないこと。
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ、このデーモンは目標を1マス引き寄せる。この引き寄
せの終了時に目標がこのデーモンに隣接しているなら、このデーモンは目標を
	つかむ。目標はこのつかみから脱出するための判定に−4ペナルティを受け
る。

マイナー・アクション
テンタクル・ドレイン／生命力吸収の触手（［死霊］）◆無限回（1ラウンド1回ま
で）
必要条件：このデーモンが重傷であること。
効果：このデーモンはつかみを維持する。このデーモンにつかまれているクリ
ーチャーは1d8＋4の［死霊］ダメージを受ける。このデーモンはセーヴによっ
	て終了できる効果1つに対してセーヴィング・スローを1回行なうことができる。

トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗◆1遭遇2回まで

トリガー：このデーモンが［酸］、［電撃］、［火］、［雷鳴］、または［冷気］のダメ
ージを受ける。

効果（フリー・アクション）：このデーモンはトリガーを発生させた種別のダメ
ージに対する抵抗5を得る。この抵抗はこの遭遇が終了するか、このデーモン
	がもう1度このパワーを使用するまで、持続する。

技能：〈威圧〉＋10、〈運動〉＋14
【筋】	20（＋9）	 【敏】	19（＋8）	 【判】	17（＋7）
【耐】	18（＋8）	 【知】	11（＋4）	 【魅】	12（＋5）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、奈落語
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 川の交わる場所
　常闇によって巻き起こされた破壊が、冒険者たちの川旅に危険を
もたらす。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんを乗せた船は川を下り、月森とエヴァー湿原を抜けて、ロー
ヴィン川とサーブリン川が合流する場所までやってきました。船は
ここで北に向きを変え、ミスラル・ホールおよび “危険な峠” の方に
向かっていきます。川が交わる場所には何隻もの船が沈んでいて、
水面から垂直に船体が突き出しています。おそらく暗闇のせいで座
礁したり、他の船と衝突したりしたのでしょう。船からこぼれ落ち
た木箱と、膨れ上がった船乗りの水死体とが、浅瀬の蒲

がま

の間に浮かん
でいます。

　PCたちに難易度15の集団技能判定を行なわせること。各キャラ
クターはこの判定において、〈看破〉、〈自然〉、〈知覚〉のうち好きな技
能を使い、川の難所を乗り越えようとする船乗りたちを支援するこ
とになる。判定を行ない、その結果を適用し終えたなら、『不毛の大
地』に進むこと。

判定が成功した場合、以下の文章を読み上げること：
　皆さんが船乗りをうまく手助けしたおかげで、船は川に浮かぶ難
破船の残骸をうまく避けて進むことができました。

判定が失敗した場合、以下の文章を読み上げること：
　川に浮かぶ難破船の残骸の間を進んでいた時、何かが船の側面に
ぶつかり、船は大きく揺れます。木材が砕ける音がしたかと思うと、
船は徐々に傾き始めます。船乗りたちが必死に水をくみ出そうとし
ていますが、間に合いそうにありません。「何ぼーっとしてんだ！」
船長が叫びました。「船が沈みかけてんだぞ！」

　船は沈む。冒険者たちは川岸まで泳いでわたり、“危険な峠” まで
の残りの距離を歩いて進まなければならなくなる。彼らの旅は何日
も余計にかかり、疲れきってぼろぼろの状態で目的地にたどりつく
ことになる。各PCは回復力1回ぶんに相当するダメージを受ける。

不毛の大地
　冒険者たちは不毛の大地に足を踏み入れた。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんはようやく “危険な峠” の近くまでやってきました。その時、
紫色の炎のような目をした亡霊たちが皆さんの目の前で実体化しま
す。亡霊たちは声を揃えて告げます。「われらが聖なる土地に踏み
込む、命ある者たちよ。汝の目的を述べよ。さもなくば影の仲間に
加わるべし」

　この8体の亡霊たちはオークとドワーフの霊である。キャラクター
たちがオークとドワーフの和平を仲介するために尽力しているのだ
と言えば、亡霊たちは立ち去る。また、キャラクターたちがオブッド
王とハルブロム王の両方に会ったことがあると言えば、亡霊たちは
パーティを両種族の代弁者と認める。これらの条件がいずれも満た
されないなら、亡霊たちは聖なる土地を侵したキャラクターたちに
襲い掛かってくる。
　戦闘が発生した場合、“荒野の街道”（wilderness road）のマップの
半分（砦を含まない側）を使うこと。街道上にキャラクターたちを配
置させた後、DMの好きな位置に亡霊たちを配置する。
　この遭遇を終えた後は『危険の砦』に進むこと。

不毛の大地の亡霊　8体	 レベル8　雑魚　兵士役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋11
AC24；頑健20、反応21、意志18	 感覚：〈知覚〉＋4
移動速度：6、飛行6（ホバリング）	 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10
特徴
チル・オヴ・ザ・グレイヴ／墓場の冷気
　この亡霊に隣接して自分のターンを開始した敵は皆、その敵自身の次のター
ンの開始時まで減速状態になる。

標準アクション
mシャドウ・ブレード／影の剣◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋対AC
ヒット：6ダメージ。

R コール・オヴ・ザ・デッド／使者の呼び声（［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋11対“意志”
ヒット：6［精神］ダメージ、この亡霊は目標を4マスまで引き寄せる。

【筋】	16（＋7）	 【敏】	20（＋9）	 【判】	11（＋4）
【耐】	13（＋5）	 【知】	14（＋6）	 【魅】	12（＋5）
属性：悪	 言語：共通語

危険の砦
　冒険者たちはついに目的地にたどりついた。砦の門の外で発生す
るこの遭遇では、“荒野の街道”（wilderness road）のマップのうち戦
術マップで指定された範囲を使うこと。

以下の文章を読み上げること：
　“危険な峠” のごつごつした岩地の上に古い古い砦がそびえ立って
います。一歩踏み出すごとに、心と体から力が抜けて、古い山道の硬
い路面に吸い取られていくかのように感じられます。そして、不明
瞭な複数の声が皆さんの心の中に響いてきます。「もう遅すぎる
……何をしても無駄だ……すべてが無意味だ……」などといった声
がかろうじて聞き取れます。
　アクセルクランツが口を開いて言います。「シャドウフェルそっ
くりな場所に来てしまったな。この場所からシャドウフェルまでの
距離はごくわずかだ。この世界の影がひときわ濃い場所は、影の世
界と重なり合っているのだよ。シャドウフェルはお前さんたちの心
と体に喰らいついて、影のとばりの向こう側に引きずり込もうとし
とる。闇に飲まれるんじゃないぞ！」
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　キャラクターたちは所有するレリックが放つ太陽の光によって
シャドウフェルの影響から身を守ることができる（すでにそれらの
アイテムを光源として活用している場合、PCたちは自動的に守られ
ることになり、この状況におけるそれらのアイテムの有用性にも気
づく）。身を守るすべを持たないキャラクターたちはシャドウフェ
ルの影響をはねのけるために難易度15の〈持久力〉判定または〈看
破〉判定を行なわねばならない。この判定に失敗したキャラクター
はこのセッションの間中、セーヴィング・スローおよびイニシアチ
ブ判定に−2ペナルティを受ける。

キャラクターたちが砦にたどり着いたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　“危険の砦” は髑髏の形をした不気味な石造りの建物です。前方の
門は恐ろしげな口の形で、岩盤に食い込む無数の長い牙をかたどっ
た格子が並んでいます。皆さんが近づく間、いくつもの影がひらひ
らと現れては消えます。それはまるで、この世界の外に通じるポー
タルの近くに浮かぶ亡霊たちのように見えます。
　門の前の平たい場所に2人のドラウが影をまとって立っています。
この2人は執行中の儀式を中断したばかりのように見えます。1人は
男性で、もう1人は女性です。どちらの衣服も蜘蛛の巣を編んだよう
な外見で、襟元には印章を帯びています。
　女性のドラウが言うには、「お前たちの無駄な努力もここで終わり
だ。死者の軍勢が我らの呼びかけに応じるのだからな」
　続いて男性のドラウが囁くような声で「だがまずは、お前たちの魂
を長き夜に捧げるとしよう」と言うと、石の格子が音も無く開きはじ
め、砦の中から金切り声を上げる影たちがあふれ出して来ます。
　〈地下探険〉または〈歴史〉難易度22：あの印章はドラウの強力な
家であるゾーラーリン家のものです。

　このドラウたちはツァブラク・ゾーラーリンの双子の子供で、男
はアラク、女はアリスティンと言う。彼らは冒険者たちのこれまで
の活動をおおまかに知っているが、ロルスの計画がしごく順調に進
んでいるため、PCたちを脅威とはみなしていない。
　展開：戦闘の開始時に門の中から3体の“虚像のレイス”が現れ、ア
ラクとアリスティンに加勢する。以後毎ラウンド、1d3体のレイス
が登場する。ゾーラーリン家の双子の一方が重傷になるか死亡する
たび、1体のレイスが破壊される。双子が両方とも死んだ時点で、戦
場にいたレイスはすべて消え去る。

アラク・ゾーラーリン（A）	 レベル8　砲撃役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：64；重傷値：32	 イニシアチブ：＋6
AC22；頑健18、反応21、意志21	 感覚：〈知覚〉＋5
移動速度：6	 暗視
標準アクション
mスペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド（［装具］、［電撃］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋7の［電撃］ダメージ、アラクは目標を2マスまで押しやる。

rダーク・ボルト／闇の魔弾（［死霊］、［装具］、［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋13対“反応”
ヒット：2d8＋2の［電撃］ダメージおよび継続的［死霊］ダメージ5（セーヴ・終
了）。

C ライトニング・ウェブ／稲妻の網（［装具］、［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内のクリーチャーすべて）；＋11対“反応”
ヒット：目標は動けない状態になり、継続的［電撃］ダメージ10を受ける（セー
ヴ・両方とも終了）。

ミス：目標は減速状態になり、継続的［電撃］ダメージ5を受ける（セーヴ・両
方とも終了）。

移動アクション
レヴィテート／空中浮揚◆遭遇毎

効果：アラクは垂直に4マス上方へ移動し、次の自分のターンの終了時まで
	宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、アラクは
落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。

維持・移動：この空中浮揚は次のアラクのターンの終了時まで持続する。
	さらに、アラクは上下いずれかに3マスまで移動し、かつ地面と水平に1マス移
動することができる。

技能：〈隠密〉＋11、〈地下探険〉＋10、〈魔法学〉＋12
【筋】	10（＋4）	 【敏】	15（＋6）	 【判】	13（＋5）
【耐】	10（＋4）	 【知】	17（＋7）	 【魅】	16（＋7）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ローブ、ロッド

虚像のレイス	 レベル6　雑魚　遊撃役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健16、反応20、意志17	 感覚：〈知覚〉＋2
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10	 暗視
移動速度：飛行6（ホバリング）；位相移動
標準アクション
mシャドウ・カーレス／影の抱擁（［死霊］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対“反応”
ヒット：7［死霊］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。

移動アクション
シャドウ・グライド／影滑り◆遭遇毎

効果：このレイスは6マスまでのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】	3（−2）	 【敏】	17（＋5）	 【判】	10（＋2）
【耐】	13（＋3）	 【知】	4（−1）	 【魅】	15（＋4）
属性：混沌にして悪	 言語：――
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 アリスティン・ゾーラーリン	 レベル8　制御役（指揮）
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：86；重傷値：43	 イニシアチブ：＋6
AC22；頑健19、反応2、意志21	 感覚：〈知覚〉＋9
移動速度：6	 暗視
特徴
O ダーク・フェイヴァー／闇の恩寵◆オーラ3
　ドラウ、スパイダー、アンデッドのうち、このオーラ内にいてアリスティンの味方
	である者は皆、このオーラ内にいる敵に対するダメージ・ロールに＋2ボーナ
スを得る。

標準アクション
mメイス（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋5ダメージ。目標はアリスティンのオーラの中にいる間は戦術的
優位を与える（セーヴ・終了）。

R ペイン・ストランド／苦痛の糸（［毒］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋11対“反応”
ヒット：2d4＋5ダメージ。目標は継続的［毒］ダメージ5を受け、動けない状態
になる（セーヴ・両方とも終了）。

移動アクション
R ストレンクスン・ポイズン／毒強化（［毒］）◆再チャージ：このパワーがミスし
た時
攻撃：遠隔・5（継続的［毒］ダメージを受けているクリーチャー1体）；＋11
対“頑健”

ヒット：目標が受けている継続的［毒］ダメージは10増加し、目標は弱体化状
態になる（セーヴ・両方とも終了）。

R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋11対“反応”
ヒット：アリスティンの次のターンの終了時まで、目標は戦術的優位を与え、不
可視および視認困難の利益を得られない。

R ペイン・リンク／苦痛の絆（［回復］）◆遭遇毎
効果：遠隔・5（味方1体）；目標は10ダメージを受け、アリスティンは10hpを
回復する。

技能：〈威圧〉＋12、〈宗教〉＋12、〈魔法学〉＋12
【筋】	12（＋5）	 【敏】	15（＋6）	 【判】	20（＋9）
【耐】	14（＋6）	 【知】	17（＋7）	 【魅】	16（＋7）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：チェインメイル、メイス、アモーネイターの怒り

結末
　アクセルクランツはティルリエンの杖を使う。

キャラクターたちがドラウに勝利した時点で、以下の文章を読み上げるこ
と：
　アクセルクランツがティルリエンの杖を高く掲げます。ワンドが
強烈な白い光を放ったかと思うと、“危険の砦” の入り口の格子がガ
チャンと閉まります。しかしワンドの光は格子の間をすり抜けて砦
の中に流れ込み、“世界の背骨” 山脈じゅうに響き渡るような凄まじ
い叫び声が轟いたかと思うと、空を覆っていた常闇の影が引きずり
下ろされていきます。このワンドの力が闇を集め、“危険の砦” の門
を通じてシャドウフェルへと送り返しているのです。
　山々の上空は徐々に明るくなり、ついには暖かな太陽の光が峠を
照らし始めます。ティルリエンの杖の光はあまりにまぶしく、あた
かもミニチュア版の太陽を見ているかのようです。しばらくすると
ワンドの光は弱まっていきます。ここから遠い場所、シルヴァー・
マーチの残りの地域はいまだ常闇の影に覆われたままです。しかし、
少なくともこの “危険な峠” においては、このワンドによってついに
闇が払われたのです。

アモーネイターの怒り
　アリスティンの所持品には、表面に太陽神アモーネイターの姿が
刻まれたバッシング・シールド（『プレイヤーズ・ハンドブック第4
版』）が含まれている。常闇の影響が及んでいる範囲において、この
盾の持ち主は1回のマイナー・アクションとして、このアイテムに半
径20マスを照らす“明るい” 太陽光を放たせることができる。この光
はマイナー・アクションで消すことができる。
　冒険者たちがこれまで手に入れてきた他のレリックと同じく、ア
モーネイターの怒り（アモーネイターの怒り）はセッション8におい
て重要な役割を持っている――ロルスが “魔の織り” を紡ぐのを止め
るために必要なのだ。そして、双子のドラウの所持品から見つかる
ものは他にもある。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんはアモーネイターの盾以外にも重要なものを発見します。
それは多数の命令、進軍計画、作戦などを記した書類です。皆さんが
戦ってきた影たちは、ダーク・エルフどもが持つ武器の1つに過ぎま
せん。これらの書類によると、冬の終わりごろにはエヴァー湿原か
ら強力なトロルの部隊が突如現れて、ネスメの町を蹂躙する手はず
が整えられているようです。ネスメの町が闇に支配されたなら、シ
ルヴァリームーンの陥落も近いでしょう。ネスメの町で敵軍を正面
から迎え撃ち、それ以上の侵攻を食い止めて撃退することこそ、シル
ヴァリームーンを守る最善の策であることは間違いありません。

　次回のセッションにおいて、キャラクターたちはネスメの町に向
かい、エヴァー湿原から進軍してくるトロルの軍勢に立ち向かうこ
とになる。

START 
AREA

GATE

A

A
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セッション6： 
エヴァー湿原のトロルたち
6レベルのアドベンチャー――春

　セッション5において、キャラクターたちは “危険な峠” に向かい、
シャドウフェルへの門から死者の軍団を呼び出そうとしていたドラ
ウたちを打ち破った。そしてセッションの最後に見つかった作戦計
画書から、ドラウと手を結んだトロルの軍勢がネスメの町を蹂躙す
る予定であり、さらにはシルヴァリームーンまで攻撃しようとして
いることが判明した。しかも、氷が融け始めるころには“北方”地帯の
オークたちも現れる――弱体化したドワーフ勢力を城塞の中に釘付
けにするための小さな部隊以外は、シルヴァリームーンの包囲に加
わることになっているのだ。
　今回のセッションにおいて、キャラクターたちはネスメの町の門
に殺到するトロルの大群から町を守るために戦うことになる。
　セッションを始める前に、すべてのキャラクターが6レベルに上
がっていることを確認すること。P.6の『成長』参照。

ネスメ防衛任務
セッションを始める準備ができたなら、以下の文章を読み上げること：
　“危険な峠” での冒険を終えた後、皆さんはアクセルクランツを連
れてミスラル・ホールの包囲軍を迂回し、ウィンター・エッジの遺
跡を通ってシルヴァリームーンに帰ってきました。そして、ドラウ
たちの作戦計画に関する情報を街の指導者たちに報告したのです。
　冬も終わりに近づいたころ、アクセルクランツが皆さんをせきた
てます。急いでネスメの町に向かい、警告を発して守りを固めさせ
ろと言うのです。この変わり者のドワーフは、いまだ立ち込める闇
を払う武器としてティルリエンの杖を皆さんに手渡します。
　底なしの沼地と、丘の急斜面と、岩だらけの荒地が広がる荒野であ
るエヴァー湿原の端に、ネスメの町はあります。エヴァー湿原には
昔からトロルが巣食っていました。ネスメの町の高い防壁と堅固な
防衛体制は、絶えたためしのないトロルの脅威に備えてのものです。
　もう少しでネスメの町につくという時、皆さんは脅威がすぐそこ
まで迫っているという証拠を目にします。闇の中から2匹のトロル
が現れて、まっすぐ皆さんの方に向かってきます。そして何匹かの
トロルたちが今にも町を襲おうとしているではありませんか！

　アドベンチャーをアクション・シーンから始めることによって、
プレイヤーたちにこの町の防衛体制を見積もる機会を与えることが
できる。しかしまず、キャラクターたち自身が目の前のトロルを倒
さなければならない。

トロル　2体	 レベル9　暴れ役
大型・自然・人型
hp：120；重傷値：60	 イニシアチブ：＋8
AC21；頑健22、反応18、意志18	 感覚：〈知覚〉＋6
移動速度：8
特徴
リジェネレーション／再生
　このトロルは、自分のターンの開始時にhpが1以上であったなら、5hpを回
復する。このトロルが［酸］または［火］のダメージを受けると、このトロルの次
	のターンにはこの特徴は機能しなくなる。

トロル・ヒーリング／トロルの不死身
　［酸］ダメージも［火］ダメージも与えない攻撃によってこのトロルのhpが0以
下になったなら、このトロルは死亡せず、気絶状態になる。このトロルは次の
	自分のターンの開始時に15hpを持って生き返り、気絶状態ではなくなる。こ
	の気絶状態が続いている間に、このトロルに［酸］または［火］のダメージを与え
る攻撃がヒットしたなら、このトロルは生き返らない。

標準アクション
mクロー／爪◆無限回

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋14対AC
ヒット：3d6＋7ダメージ。この攻撃によって目標が重傷になった場合、このト
ロルは目標にもう1回クローを使用する。

【筋】	22（＋10）	 【敏】	18（＋8）	 【判】	14（＋6）
【耐】	20（＋9）	 【知】	5（＋1）	 【魅】	9（＋3）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語

　この戦闘およびエヴァー湿原で発生するすべての戦闘には、“森”
（Forest）のマップを使うこと。トロルたちは再生能力さえあればど
んな敵にも負けないと信じており、狂暴に戦う。しかし、一方のトロ
ルが酸または火の攻撃によって殺されると、もう一方のトロルは逃
げる。

このセッションの進めかた
　キャラクターたちはネスメの町をトロルの侵攻から守るために力を
尽くさねばならない。今回のセッションの大部分は戦争の準備に費
やされ、トロルとの対決がクライマックスに配置されている。
　ネスメに到着したキャラクターたちは、町長から防衛戦に使える戦
力についておおまかな説明を受ける。それぞれの戦力には現時点
でのその戦力の有用性を示す“戦力値”（Battle	Value）が設定され
ている。
　キャラクターたちが戦力の価値を向上させるために努力すること
で、その戦力の戦力値は上昇する。さらに、キャラクターたちは戦争
中の戦力の配置を工夫して、それぞれの戦力が最も効果を発揮する
ようにすることができる。冒険者たちは町の周囲の沼地に偵察に出
かけてトロルの軍隊を観察することにより、どこに戦力を配置するの
が効果的かという情報を集めることもできる。
　当然のことながら、キャラクターたちが取り組む任務はどれも時間
がかかる。そして残された時間は少ない。トロルの攻撃までに準備
に使えるのは9日間だ。9日が経過した時点で、最後の戦闘が開始
される。キャラクターたちが任務に費やした日数の合計を記録してお
くよう、プレイヤーたちに言い渡すこと。パーティを分割して同時に複
数の任務に取り掛かることも可能である。
　最後の戦闘が始まったら、キャラクターたちの準備がどの程度うま
くいったかによって町の防衛体制のほどが決まる。キャラクターたち
が戦力の戦力値を強化し、戦力の配置を工夫していない限り、ネス
メはトロルの大群に蹂躙されることになるだろう。



47

 キャラクターたちがトロルに勝利した時点で、以下の文章を読み上げるこ
と：
　目の前のトロルと戦いながら、町の方にも視線を向けていた皆さ
んは、ネスメの防衛体制が噂に聞いていたほどではないことに気づ
きます。この町の精鋭戦闘部隊として有名な、あのネスメ騎兵隊は
どこに行ってしまったのでしょうか？　防壁の上から闇の中に射ち
込まれる矢は命中率がきわめて低く、兵士たちは訓練不足で規律に
欠けています。防壁の上に設置されたカタパルトから火の玉が2発
ほど発射され、トロルの集団めがけて飛んでいきます。この手の攻
撃手段がもっと多ければ、あの戦闘はずっと早く終わっていたで
しょう。皆さんがするべきことは明白です。
　町の中に入ると、住民たちが希望を失いかけていることがすぐに
分かります。店舗や住宅の入り口には板が打ち付けられ、通りに通
行人はほとんどいません。皆さんは門を守る兵士たちから、町の代
表者である町長に会うようにと言われます。町長は皆さんに会うた
めに門に向かって走ってきます。

　町長を務めるソレッド・サイボーは痩せて神経質そうなヒューマ
ンの男性で、人と目を合わせようとしない。大規模なトロルの軍勢
がネスメの町に向かっているのを地元のレンジャーたちが目撃した
のだと、彼は説明する。先ほどの攻撃はより大規模な攻撃の前哨戦
に過ぎないのだろう。トロルたちは10日以内に全軍で攻勢をかけて
くるはずだ。この町がトロルの手に落ちたなら、次はシルヴァリー
ムーンの番だ。
　キャラクターたちが最初の戦闘の間に見たとおり、ネスメの防衛
体制はここ数年で弱体化してしまっている。町長はトロルからこの
町を守るために役立つ重要な4種類の戦力をざっと説明する。どの
戦力も現時点では秩序を失い、劣化してしまっているのだ。
◆ ネスメ騎兵隊はスキャンダルに揺れている。以前は尊敬される

英雄だったヴァレン隊長が、反逆罪で告発されたのだ。セリヌス
という名の若手士官が、かの老レンジャーが裏切りを働いたと
いうもっともらしい証拠を提出したのである。騎兵隊はヴァレ
ン派とセリヌス派に分裂し、事実上指揮官不在になってしまって
いる。

◆ ネスメのレンジャーと狙撃手たちはこの町の重要な戦力だ。し
かし、この世界が常闇のとばりに覆われた結果、彼らの戦闘能力
は低下してしまった。見えない相手は狙いようがないからだ。

◆ トロルに門を破られた後、町を守れるのは若干の義勇兵たちだけ
だ。ここ最近の攻撃によって衛兵の数は激減しており、残った義
勇兵たちは訓練された軍人ではない。

◆ トロルを防壁に近寄らせないために活用されてきた、火の玉を投
げるカタパルトは、修理が行き届いておらず、町の防衛体制に大
きな穴が生じている。

　キャラクターたちがトロルの攻勢に打ち勝とうと思うなら、この
町の実質的な指導者になった上で住民たちを準備に駆り立てなけれ
ばならない。

コアロンのまなざし
　町長サイボー氏はキャラクターたちに、常闇が発生する数日前に
この町を通ったエルフのことについても話す。そのエルフは黄金製
のコアロンの聖印を町に寄付していった。町長はそのアイテムをど
うするべきか見当がつかなかったので、これを鑑定する機会が訪れ

るのを待っていた。常闇が始まった時、この聖印は明るく輝き始め
たという。冒険者たちが町を守るために聖印を活用したいと申し出
れば、町長はPCたちにこの聖印を渡す。
　冒険者たちはこの聖印がこれまで手に入れてきた4つのレリック
と同様の品であることに気づく。コアロンのまなざし（コアロンの
まなざし）と呼ばれるこの聖印は＋1シンボル・オヴ・バトル（『プレ
イヤーズ・ハンドブック第4版』）である。常闇の範囲内では、この聖
印は半径20マスに“明るい”太陽光を放つ。
　他のレリックと同じく、コアロンのまなざしはセッション8におい
てロルスの化身と戦うため、そしてロルスの “魔の織り” への影響力
を打ち破るために必要である。

　町長から町の現状を聞いたキャラクターたちは、次に何をするの
か決めなければならない。まず町の戦力を強化しようとするなら、
『戦力』に進め。敵軍に関する情報収集のために偵察を行なう場合は
『偵察』に進め。戦力に取り組んだ後に偵察に出かけ、その後で再び
戦力に取り組むといった行動も可能である。
　パーティが取り組める任務の概要を以下に示す。
◆ 騎兵隊の団結を取り戻させる（〈威圧〉、〈看破〉、〈交渉〉などの社

交系技能に優れたキャラクター向き）。
◆ カタパルトを修理する（〈盗賊〉を修得したキャラクターが最適だ

が、〈地下探険〉や〈歴史〉の知識も役立つ）。
◆ 常闇を打ち払い、狙撃手たちの視界を確保する（魔法使い系の

キャラクターがティルリエンの杖を使って行なう）。
◆ 町の衛兵たちに訓練を施す（〈交渉〉、〈事情通〉、〈はったり〉など

の社交系技能を得意とするキャラクターと、〈運動〉、〈軽業〉、〈持
久力〉などの身体系技能を得意とする武勇系キャラクター向き）

◆ トロルの軍勢を偵察する（〈隠密〉を得意とするキャラクターが最
適だが、〈隠密〉が失敗した時にそなえて戦闘能力の高いキャラ
クターも同行すべき）。

技能判定
　このセッションの大半は長い技能チャレンジのような形式で進ん
でいく。セッション内の各パートでは特定の技能判定が要求され、
プレイヤーたちのロールの結果によって成功の度合いが決まる。し
かし（演技的な意味での）ロールプレイを重視するグループでは、技
能判定を行なわせるとゲームに没入しづらくなってしまう場合もある。
そのような場合、DMは特に技能判定が必要だと思った場合にのみ
判定を行なわせることにしてもよい。キャラクターたちがうまい計画
を考え付いたり、実に感動的な演技を見せてくれた場合、その時に取
り組んでいた目標は自動的に成功することにしてもまったく問題はな
いのだ。
　もちろん、どの任務もある程度の時間を要するため、パーティに残
された日数は着 と々削られていく（『このセッションの進めかた』参
照）。パーティが分離行動を取り、同時に複数の任務に取りかかる
場合、取り組める任務の数は増えるが、1つ1つの任務の成功確率
は低下する。それぞれの任務に必要な判定を援護できるキャラクター
の数が減るからだ。
　判定に失敗したキャラクターたちは、時間されえあれば同じ任務
に再挑戦することもできる。それぞれの任務には、必要な時間の長さ
と、再挑戦が可能かどうかが記されている。
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戦力
　キャラクターたちは以下に列挙された戦力――戦争の趨勢を左右
する重要な要素――に好きな順番で取り組むことができる。それぞ
れの戦力には何らかの制限や問題が付随しており、キャラクターた
ちはそれらの制限や問題を取り除くために努力することになる。そ
うやって戦力の価値を向上させることにより、その戦力の “戦力値”
が増加し、トロル軍との戦いに勝利できる可能性が高まる。最後の
決戦の結果を決めるのは戦力値なので、キャラクターたちが戦力に
介入したことによる戦力値の変化を忘れずに記録すること。

ネスメ騎兵隊
初期戦力値：2
所要時間：1日
再挑戦：不可

　騎兵隊内部の政治的なあつれきのせいで、町の最も重要な軍事部
隊の戦力が低下してしまっている。

パーティがこの戦力への働きかけを始めたなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　サーブリン川に架かる堅固な橋の向こう岸に、ネスメ騎兵隊の兵
舎があります。馬小屋の入り口には騎兵隊の象徴である色塗りの盾
が掲げられています。兵舎の中に入ると、隊員たちは2つの集団に分
かれて大部屋の端と端に腰を下ろしています。暖炉では赤々と火が
燃えていますが、部屋の中は薄暗く、寒々しい空気が漂っています。
　一方の集団は、長年の戦いの苦労を顔ににじませた誇り高き狼の
ような壮年の軍人を囲んで立っているベテランの兵士たちの集まり
です。もう一方の集団は比較的若い兵士たちの集まりで、オーク材
のテーブルを囲み、何やら低い声で話し合っています。こちらの集
団で一番目立つのは涼しげな青い眼をした金髪のヒューマンの男性
で、指揮官らしい磨き抜かれた鎧を身につけています。
　灰色のあごひげを蓄えた軍人が暖炉のそばでダガーを研いでいま
す。皆さんが部屋に入ってきたのを見て、彼は低い声で「で、お前さ
んたちはどっちの味方なんだ？」と声をかけてきます。

　灰色ひげの男は名をアラクと言い、ネスメ騎兵隊の古参兵である。
キャラクターたちが騎兵隊内の争いについてたずねると、アラクは
部屋の外に出るようにうながす。人目につきにくい中庭に出た後、
彼は以下の情報を話す。
◆ かつて、すべての騎兵隊員はヴァレン隊長に忠誠を誓い、死ぬま

で彼の命令に従うつもりでいた。ヴァレンはベテランの兵士に
囲まれていたあの軍人だ。彼は多くの戦いに参加した英雄であり、
老練な分別によって騎兵隊の指揮官を務めてきた。

◆ 常闇の少し前、セリヌスと言う名のあの若い金髪の軍人が、騎兵
隊から馬を盗んだ馬泥棒たちの親玉がヴァレンだという証拠を
発見した。ヴァレンはそうやって盗んだ馬を、一番高い値段をつ
けた相手に――たとえそれがネスメの町の敵であっても――
売ったのだという。

◆ 今や騎兵隊員の半数はヴァレンに従うことを拒否しており、ヴァ
レンに疑いを抱いている者はさらに多い。その証拠というのは
あくまでも伝聞証拠にすぎないのだが、元隊長に対するセリヌス
の告発は説得力にあふれている。かくして騎兵隊は真っ二つに
分裂し、軍隊としての機能を失っている。

　キャラクターたちはセリヌスまたはヴァレンに、あるいは同時に
両者に話しかけることができる。常闇が起きてからというもの、馬
泥棒たちは鳴りをひそめており、その所在は不明である。
　セリヌス：セリヌスは若く誇り高い理想主義者である。彼は騎兵
隊の名誉と美徳を固く信じており、騎兵隊内の悪を一掃するべきだ
と主張している。ヴァレン隊長の汚職は明らかなのに、騎兵隊の半
数はいまだにヴァレンを支持しているため、騎兵隊を率いるにふさ
わしい高潔な人物はもはや自分しかいないとセリヌスは信じこんで
いる。ただし、ヴァレン以外に適切な指揮官がいるなら、その人物に
従うつもりはある。
　セリヌスはアラクと同様、ヴァレンが馬泥棒の親玉だという話を
する。この情報の源はセリヌスが捕縛して尋問したとある盗賊なの
だが、その盗賊はすぐに縛り首にされてしまった。
　〈看破〉難易度15：セリヌスの話しぶりは自信たっぷりで、自分が
真実だと信じていることをそのまま語っているのは確かです。彼は
率直で妥協を知らない性格のようで、自分が盗賊から引き出した証
言は真実だと信じこんでいます。
　ヴァレン：ヴァレンは壮年から老年に近づきつつあるが、いまだに
騎兵隊内で最も強く賢い戦士であり続けている。彼は20年にわたっ
てネスメ騎兵隊の指揮官を務め、その過程で幾度となく自分の命を
危険に晒してきた。彼はセリヌスの告発を認めず、奴は野心ばかり
多い裏切り者の若造だと罵る。セリヌスはこれから戦争と言う時に
騎兵隊を内部から崩壊させることによって、悪辣な野望を実現させ
ようと目論んでいるのだと、ヴァレンは主張する。
　〈看破〉何度18：ネスメの町を守り、騎兵隊の指揮官として滅私奉
公してきたというヴァレンの誇りに嘘偽りはありません。しかし、
セリヌスの告発について話すときは何やら目が泳いでいます。彼に
何か隠しごとがあるのは確かです。
　〈威圧〉難易度23または〈交渉〉難易度15：キャラクターたちが
ヴァレンと秘密裏に話し合い、強い調子で詰問するか、ネスメの町が
破滅の危機を迎えていることを話したなら、彼はついに口を割り、セ
リヌスの告発は事実だと認める。彼は馬泥棒と手を組むことによっ
て得られる金銭に目がくらんだのだと打ち明ける。彼はこのことを
黙っているようキャラクターたちに懇願し、心を入れかえて町のた
めに働くから協力してほしいと頼み込む。彼は騎兵隊員たちの前で
罪を告白することは拒むが、指揮官の地位を別の者に譲ってもかま
わないと言う――新しい指揮官がセリヌスでなければの話だが。
　真実を知ったキャラクターたちは選択を迫られる。ヴァレンの罪
を暴いても良いし、彼をかばっても良いし、新たな指揮官を推薦する
こともできる。真実にたどりつけなかったとしても、キャラクター
たちは騎兵隊の団結を取り戻させる上で重要な役割を果たすことが
できる。以下のガイドラインに従って、騎兵隊の戦力値の変化を決
めること。
◆ キャラクターたちがヴァレンを弁護するなら（おそらく、ヴァレ

ンのために嘘をついてセリヌスを批判することになるだろう）、
セリヌスは仲の良い友人たちを引き連れて騎兵隊を出て行く。
残った兵士たちはヴァレンの元で団結する。指揮官への信頼は
揺らいだままであり、騎兵隊は威信を失ったヴァレンの元で戦の
準備をすることになる。この場合、ネスメ騎兵隊の戦力値は3に
増加する。
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◆ キャラクターたちがヴァレンの罪を暴くか、単にセリヌスの側を
支持する場合、セリヌスが騎兵隊の指揮官になり、ヴァレンは面
目を失って騎兵隊を出て行く。兵士たちのほとんどはセリヌス
に従うが、独善的な若い士官に従うのを嫌がって騎兵隊を出て行
く者たちもいる。この場合、ネスメ騎兵隊の戦力値は4に増加す
る。

◆ キャラクターたちが新たな指揮官を推薦するか、騎兵隊内の選挙
によって民主的に指揮官を選出するよう求めた場合（おそらく、
一旦ヴァレンを退任させた上でセリヌスと言い争わせることに
なるだろう）、選ばれるのはアラクである。彼はヴァレンのよう
な優れた戦士ではないが、すべての騎兵隊員から信頼されてい
る。この場合、ネスメ騎兵隊の戦力値は5に増加する。

カタパルト
初期戦力値：2
所要時間：3日
再挑戦：可

　ネスメの町のカタパルトを完璧に機能する状態に持って行くこと
ができれば、トロルの侵攻に対する防衛戦で大いに役立つだろう。

パーティがこの戦力に取り掛かったなら、以下の文章を読み上げること：
　町を囲む防壁の上には、鉄製のカタパルトとコールタールの入っ
た大釜が並べられています。勤務中の衛兵たちによれば、これらの
カタパルトはエヴァー湿原からやってくるトロルどもに対抗するた
めのこの町最強の兵器だという話です。しかし、皆さんが調べてみ
ると、多くのカタパルトは壊れかけており、レバーや金具は錆だらけ
になっていることが分かります。いくつかのカタパルトは完全に故
障しており、ネスメの防衛ラインに穴ができてしまっています。ま
して壊れかけのカタパルトまで動かなくなろうものなら、必ずや敵
につけこまれることでしょう。

　これらのカタパルトを修理することは可能だが、町の人々に防衛
ラインの穴を埋めるための新しいカタパルトを作らせるのは難しい。
1人のキャラクターが〈盗賊〉判定を行なうことによって、カタパルト
修理作業を指揮することができる。他のキャラクターたちは〈運動〉、

〈地下探険〉、〈盗賊〉、または〈歴史〉によって“援護”を行なえる。この
判定の結果によって修理がどの程度うまくいったかが決まる。
　14以下：さんざん努力したにも関わらず、キャラクターたちはカ
タパルトに対して最低限の修理しか施すことができなかった。この
場合、カタパルトの戦力値は3に増加する。
　15〜22：キャラクターたちの手伝いの甲斐あって、町の鍛冶屋
や大工たちは壊れかけたカタパルトを正常に動作するように修理す
ることができた。この場合、カタパルトの戦力値は4に増加する。
　23以上：キャラクターたちは独力でカタパルトの修理を完了さ
せたので、町の鍛冶屋や大工たちは新たなカタパルトを作成して防
衛ラインの穴をふさぐことができた。この場合、カタパルトの戦力
値は6に増加する。

狙撃隊
初期戦力値：1
所要時間：1日
再挑戦：可

　常闇が起きてからというもの、かつては名声を誇っていたネスメ
の町の狙撃手たちはまともに狙いをつけることができなくなってし
まった。

パーティがこの戦力に取り掛かったなら、以下の文章を読み上げること：
　ネスメの狙撃手たちはエヴァー湿原で狩をしていた熟練のレン
ジャーです。この土地が常闇に覆われてからというもの、狙撃手た
ちはほぼ無力な存在となってしまいました。彼らの中にはエルフや
ハーフエルフも何人か含まれてはいますが、大部分はヒューマンで
あり、晴れることのない暗がりの中では狩りを行なえないのです。
　皆さんがレンジャーたちの集会場をたずねてみると、数人のレン
ジャーたちが黙りこくって座りこんでいました。「君たちは……我々
を助けるためにやってきたのか」指揮官らしき、背の高い中年の赤毛
のレンジャーが言います。「さあ頼む。奇跡を起こしてくれ。我々
は何でもするつもりだ」

　レンジャーの指揮官は名をクァレスと言う。ふだんは楽観的な人
物だが、今は絶望に打ちひしがれており、来るべき戦でネスメの町は
滅びるだろうと信じている。しかしキャラクターたちにはティルリ
エンの杖がある。前回のセッションにおいて、PCたちはこのワンド
を使って常闇を部分的に打ち破ることができたのだ。ここでも同じ
魔法が使えるだろう。
　戦争が始まる前に（あるいは戦争中に）、1人のキャラクターが狙
撃手の配置された1つの場所の闇を払うことができる。配置できる
場所は、橋、東壁、船着場、あるいはトロルの先遣部隊の正面である

（詳しくは『ネスメ攻防戦』参照）。この手順がうまくいけば、狙撃手
たちは敵に矢の雨を降らせる頼もしい戦力となりうる。
　闇を払おうとするキャラクターはティルリエンの杖の魔力を引き
出すために〈魔法学〉（修得済みのみ、［武勇］以外のパワー源を持つ
者）、〈自然〉（修得済みのみ、［原始］のパワー源を持つ者）、または〈宗
教〉（修得済みのみ、［信仰］のパワー源を持つ者）の判定を行なう。同
じ場所にいる他のキャラクターたちは同一の技能の判定によって
“援護” を行なうことができる（技能の使用制限も闇を払おうとする
キャラクターと同一である）。この判定の結果によって、ワンドから
引き出した魔力の強さが決まる。
　14以下：そのキャラクターはワンドの力を正しく引き出すこと
ができず、闇を払うことに失敗する。
　15〜22：そのキャラクターは選んだ1つの場所の闇を払う。狙
撃手たちはその場所において効果的に戦うことが可能になる。この
場合、狙撃隊の戦力値は4に増加する。
　23以上：そのキャラクターは広い範囲の闇を払うことができた
ので、狙撃手たちの士気は大いに向上する。この場合、狙撃隊の戦力
値は5に増加する。
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町の衛兵隊
初期戦力値：1
所要時間：任務1つごとに3日
再挑戦：可

　ネスメの町の衛兵隊は攻撃に対する最終防衛ラインである。冒険
者たちはこの寄せ集めの集団を本物の戦士たちに鍛え上げなければ
ならない。

パーティがこの戦力に取り掛かったなら、以下の文章を読み上げること：
　町長から聞いた話によると、最近の敵襲の被害および住民が安全
な土地に避難したせいで、地元の民兵隊は人手不足に陥っています。
トロルどもに防壁を突破されたが最後、ネスメの町は敵勢に蹂躙さ
れることになるでしょう。
　皆さんは町長が衛兵隊を呼び集めている商業広場に向かいます。
屋台やら野菜を乗せた荷馬車やらの間に、老人や少年たちがばらば
らに集まって、粗末な槍を握りながらきょろきょろとあたりを見回
しています。100人近く集まってはいますが、衛兵隊の記章を付け
ているのは4分の1程度しかいません。残りは明らかに素人で、こわ
ごわとこの場に立っているだけの義勇兵です。この集団が街中でト
ロルの軍勢を打ち負かすというのは、奇跡でも起きない限り無理な
話に思えます。
　〈看破〉難易度11：戦争が始まった後、持ち場に留まることができ
る者はこの場の半数にも満たないでしょう。残りは戦闘が始まった
とたんに逃げ出しそうです。多勢に無勢でも踏ん張り続けられそう
なたくましい者たちもいなくはありませんが、大半は槍の持ち方も
おぼつかない連中です。訓練を行なわなければ犬死するだけでしょ
う。

　衛兵隊の指揮官はバージャーという名で、軍人というよりも役人
に見える、はげ頭でたるんだ顎をした気の弱そうな太っちょだ。最
近のトロルの襲撃によって彼より上位の士官5人が相次いで戦死し
たため、彼はつい先週に指揮官に任命されたばかりである。彼にこ
なせる業務といえば、酔っ払いの取り締まりと夜間外出禁止令を守
らせることぐらいのものだ。彼は一度も実戦を経験したことがない。
　キャラクターたちは衛兵隊の戦力を整えるためにいくつかの任務
を行なうことができる。しかし、それぞれの任務は1つごとに3日を
要するため、各PCがばらばらに行動して別々の任務に取り組んだほ
うがよいだろう。
　義勇兵を募る：新たな義勇兵を集めるためにどんなことをするの
か、キャラクターたちに説明させること。町の触れ役を使ったり、ポ
スターを貼って回ったり、町民集会を召集したり、他にもいろいろあ
るだろう。1人のキャラクターが難易度15の〈事情通〉判定を行ない、
他のキャラクターは〈交渉〉、〈事情通〉、または〈はったり〉で援護を
行なうことができる。
　この判定に失敗した場合、若干名の町民が新たに志願するが、ほと
んどの住民たちは怯えて戦おうとしない。判定に成功した場合、キャ
ラクターたちは人々を勇気付けることができ、衛兵隊の人員は当初
の2倍に膨れ上がる。この場合、町の衛兵隊の衛兵隊の戦力値は2だ
け増加する。
　軍事教練：キャラクターたちは一人前の戦士として戦うための教
えを授ける。基本的な武器の扱い方、体調の整え方、戦術や戦略や防
衛戦に関する教則などだ。1人のキャラクターが難易度15の〈運動〉
判定を行ない、他のキャラクターは〈運動〉、〈軽業〉、または〈持久力〉
で援護を行なうことができる。

　この判定に失敗した場合、町の人々にとってキャラクターたちの
訓練方法はふさわしいものではなく、難行苦行について行くことが
できなかった。判定に成功した場合、キャラクターたちは衛兵隊を
それなりの戦士として鍛え上げることができた。この場合、町の衛
兵隊の衛兵隊の戦力値は2だけ増加する。
　士気を高める：衛兵隊の者たちは軍隊的な秩序を身につけ、部隊と
して命令に従って動くことを学ばねばならない。冒険者たちは集中
力とリーダーシップの模範を示すことによって、衛兵隊の規律を新
たな水準まで高めることができる。1人のキャラクターが難易度15
の〈交渉〉判定を行ない、他のキャラクターは〈威圧〉、〈交渉〉、または

〈はったり〉で援護を行なうことができる。
　この判定に失敗した場合、衛兵隊の大多数はばらばらで統制の取
れないままである。判定に成功した場合、キャラクターたちは衛兵
隊に軍隊的な規律と呼べなくもないものを叩き込むことができた。
この場合、町の衛兵隊の衛兵隊の戦力値は2だけ増加する。

偵察
所要時間：1日
再挑戦：可

　トロルどもの攻撃計画に関する情報を集めることは、奴らの計画
をくじくための最高の手段になりうる。

キャラクターたちがトロルを偵察する場合、以下の文章を読み上げるこ
と：
　皆さんはネスメの町を出て、薄暗い沼地の中に踏み込みます。こ
の土地は分厚い霧に覆われており、道に迷わず湿地帯を進むのは昼
間でも困難です。まして夜ともなれば、移動はほとんど不可能にな
ります。沼地に棲む鳥たちの鋭い鳴き声と、獣たちの遠吠えとが、あ
らゆる方向から聞こえてきます。一歩踏み出した先に段差が隠れて
いないか、あるいは底なし沼になっていないかは、何の手がかりもな
い賭けでしかありません。時おり遠くの方で、暗がりの中に閃光が
走るのが見えます。
　いずれにせよ、トロルの軍勢を見つけるのはそこまで難しくはあ
りません。恐ろしげな笑い声と血に飢えた怒鳴り声は闇の中でもよ
く響くからです。トロルの野営地には鍛冶場の灯りがぽつんと光っ
ていて、部隊の様子を観察するのに充分な灯りを提供しています。

　キャラクターたちが道を照らすために何らかの光源を使っていた
場合、彼らはトロルの注意をひいてしまうことになる。この場合、
PCたちは2匹のトロルと戦わねばならず（データは本セッションの
冒頭参照）、その日は有用な情報を入手できない。
　トロルの軍勢は4つの重要な部隊から構成されている。それぞれ
の部隊は、来るべき戦いにおいてトロルたちが何をするつもりなの
かについて、1つずつヒントをもたらす。キャラクターたちにどの
部隊を詳しく調べたいか尋ねること。トロルの軍勢は広い範囲に散
らばっているため、1つの部隊を偵察するごとに1日が経過する。
キャラクターたちがそれぞれ別々の部隊を調べることで、トロル軍
を徹底的に調べ上げることも可能である。
◆ 主力部隊（戦士団）
◆ 痩せた小柄なトロルの部隊（潜入部隊）
◆ 酋長の天幕（酋長の親衛隊）
◆ 小規模なドラウの部隊（ドラウの支援）
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　1部隊に関する情報収集を行なうたび、それに参加したキャラク
ター全員が難易度11の〈隠密〉判定を行なわなければならない。この
判定を行なった者全員が成功したなら、そのグループは目的の部隊
を調べるのに充分な距離まで近づくことができたことになる。これ
によって得られる情報は、ネスメ町の戦力をどのように配置すべき
かを判断する材料になる。
　〈隠密〉判定に失敗したキャラクターがグループ内で1人だけであ
り、かつ成功したキャラクターが1人以上いる場合、そのグループは
目的の部隊に関する情報は手に入れられるが、2匹のトロルがグルー
プの足跡を発見し、湿原の中で冒険者たちに襲い掛かってくる（デー
タは本セッションの冒頭参照）。トロルの野営地は騒音に満ちてい
るため、戦闘の物音が注意を集めてしまう恐れはない。この戦闘遭
遇を終えた後、キャラクターたちは次の日も偵察を続けることがで
きる。
　〈隠密〉判定に失敗したキャラクターがグループ内に2人以上いた
場合、そのグループはトロル軍に気づかれてしまい、武装したトロル
たちがパーティを狩り立てることになる。この場合も目的の部隊に
関する情報は手に入るが、偵察を続けて他の部隊を調査することは
不可能となり、パーティはネスメの町に帰還しなければならない。
ひとたびトロルたちに気づかれたなら、キャラクターたちは2度と偵
察を行なうことができない。

戦士団
　キャラクターたちはトロル軍の主力部隊を偵察する。

以下の文章を読み上げること：
　トロルの軍勢の主力は、巨体を誇る戦士たちです。何十体ものト
ロルたちが影の中に潜んでいます。その中にはレザー・アーマー、
ハイド・アーマー、あるいはチェインメイルを着た者たちもいて、お
そらくドラウから装備を供給されているのだと思われます。この乱
暴者のモンスターたちは共通語および巨人語で笑い声を上げ、「もう
すぐあの町をぶっ壊してやる、沼地の獣よりも人間の肉の方がずっ
とうめえぞ」などと楽しそうに話しています。また、敵軍は夕暮れ時
に攻撃を開始するつもりであることが分かりました。何体かのトロ
ルたちは、以前の襲撃の際にカタパルトの配置が薄い場所に気づい
たことを自慢しています。来るべき戦争においてはそれらの場所に
攻撃を集中させるつもりなのでしょう。

　キャラクターたちはトロルの襲撃までに後何日残っているのかを
正確に知る。トロルが攻撃を集中させる予定の場所にカタパルトを
配置するなら、ネスメの戦力値は1だけ増加する。

潜入部隊
　キャラクターたちは小柄なトロルたちを偵察する。

以下の文章を読み上げること：
　侵略軍の部隊の1つは、小柄で痩せ型のトロルたちで構成されてい
ます。このトロルたちは水中から町に侵入し、船着場から街中に攻
めこんで、防壁を守っている住民たちの不意を討とうと考えている
ことが分かりました。

　町の衛兵隊の一部を船着場に配備すれば、ネスメの戦力値は1だけ
増加する。

酋長の親衛隊
　キャラクターたちは酋長の天幕に忍び寄る。

以下の文章を読み上げること：
　野営地を見下ろす丘の上に、毛皮で作られた天幕が立っています。
天幕の周囲には良質の武器防具を身につけたトロルの一団が集まっ
ています。その戦士たちよりもさらにトロルの頭1つぶん背が高い
巨漢が、このトロルたちの酋長のようです。酋長は時おり天幕の中
から出てきて、精鋭戦士たちの間を歩き回っています。酋長の親衛
隊とまともに戦えるのは、熟練の戦闘部隊に限られるでしょう。

　ネスメ騎兵隊と酋長の親衛隊を戦わせるように配置するなら、ネ
スメの戦力値は1だけ増加する。

ドラウの支援
　キャラクターたちは樽や荷馬車を調べてまわる。

以下の文章を読み上げること：
　主力部隊から離れた場所で、少人数のドラウたちが戦争の準備を
しています。トロルたちと違って無駄口を叩いている者は1人もい
ません。おぼろげな妖精の光に照らされて、フードつきのローブを
まとった男性のウィザードと、蛇のようにうねるフレイルを持った
女神官の姿が見えます。おそらくこのドラウたちは、トロルの軍勢
に魔法的な支援を供給するためにここに来ているのでしょう。つま
り、ドラウたちは主力部隊の後方に留まる可能性が高いので、遠隔攻
撃でしか狙えない重要な攻撃目標だということになります。彼らは
サーブリン川に近い場所、防壁から射線が通りにくいあたりに陣取
るつもりのようです。

　ドラウたちはサーブリン川の方から近づいてくるので、サーブリ
ン川に架かる橋に狙撃隊を配置するならネスメの戦力値は1だけ増
加する。

ネスメ攻防戦
　キャラクターたちは準備を積み重ね、ついに戦争が始まる。

戦争が始まったなら以下の文章を読み上げること：
　斥候たちが戦いの日の到来を告げます。トロルの軍勢がついに動
き始めたのです。
　ネスメの防壁の外に広がるエヴァー湿原は、闇に隠れてほとんど
見えません。風もまったく吹いていません。町の通りはシーンと静
まり返っています。皆さんは来るべき攻撃に備えて戦力を整えるた
めに最善を尽くしてきました。そして今、戦力をどのように配置す
るかを決めなければなりません。
　サーブリン川に架かる堅固な橋の先、川の西岸にはネスメ騎兵隊
の兵舎があります。橋の上に配置した戦力は、川または橋に攻めて
きた敵に攻撃を集中することができます。
　石造りの高い塔が連なるネスメの防壁は、川の東岸に位置する町
並みの大半を取り囲んでいます。防壁は町の主要な防衛拠点であり、
ここに配置された戦力は外から攻めてくる部隊に対抗する主力の武
器ということになります。
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　ネスメの町の中で防壁に守られていない唯一の場所は、サーブリ
ン川に面した船着場です。船着場に戦力を配置すれば、川から街中
への攻撃を防ぐことができます。
　これらの重要拠点以外に、トロルの酋長の親衛隊が攻撃してきた
場所にすぐさま駆けつけられるよう、1部隊を予備兵力として残し
ておく必要があります。

　キャラクターたちは戦力の配置を決めなければならない。プレイ
ヤーたちの必要に応じて前述の情報を繰り返し読み上げること：そ
れぞれの防衛拠点および敵部隊に対して、戦力を1つずつ配置させる
こと。
　戦力の配置が終わったら、キャラクターたち自身はどの場所に陣
取るのかをプレイヤーたちに尋ねる。

次に、以下の文章を読み上げること：
遠くの丘から町の方まで、トロルたちが叩くドラムの鈍い音が雷鳴
のように響いてきます。そして、トロルたちがしわがれ声で雄たけ
びを上げるのが聞こえます。巨人語で血と肉を求める叫びです。奴
らは湿原の霧を染める濃い影のごとく闇の中を突っ切り、ネスメの
町めがけてなだれのごとく押し寄せてきます。
　爪以外に何の武器も持たないトロルの戦士たちが防壁に体当たり
を始めます。手っ取り早く獲物にありつくために、馬鹿力を頼りに
防壁をよじ登ろうとする者もいます。町の外の戦場では、トロルの
酋長が親衛隊を整列させています。
　ネスメの防衛部隊が放った炎の矢や燃えるコールタールの塊がト
ロルどもの頭上に降り注ぎますが、何体もの巨大なトロルが水の樽
を載せた荷車を引いてきて、仲間たちの火を消してまわっています。
この火消したちはサーブリン川に架かる橋の近くに固まっています。
　それと同時に、敵軍の中で最も隠密に長けた連中が川の中から這
い上がってきます。痩せ型のトロルたちが水中を泳いで防衛ライン
を潜り抜けてきたのです。防壁の内側から町を攻めるつもりなので
しょう。
　皆さんが配置を決めた戦力は与えられた命令を守って奮戦してい
ます。町の人々も侵略者に対して力の限り戦っています。そして、
まもなく皆さん自身も戦いに加わらざるを得なくなるでしょう。こ
れまでに見たこともないほど巨大なトロルが4体、友軍を突き破って
皆さんの方に突進してきます。
　皆さんの目の前までやってきたトロルたちの中で一番大柄な者が
獰猛な笑みを浮かべて言います。「ようやく歯ごたえのありそうな
奴がいたぞお」湾曲した黄色い犬歯の間からうなり声が漏れていま
す。

　キャラクターたちは独力でこの4体のトロルと戦わねばならない。
町の他の戦力は自分の持ち場を守るので精一杯なのだ。トロルの
データは本セッションの冒頭を参照のこと。キャラクターたちが精
鋭部隊を叩くために前進していた場合は “森”（Forest）のマップを使
うこと。それ以外の場合は“村”（Village）のマップを使うこと。

結末
　キャラクターたちがトロルとの戦闘を終えた後、プレイヤーたち
がネスメの町のために稼いだ戦力値の合計を計算して、攻防戦の戦
果およびこのセッションの結末を決めること。
　14以下：ネスメの町はトロル軍の手に落ちた。防衛側も力の限
り奮戦したが、トロルを撃退するには力と意志があと一歩及ばな
かった。トロルの戦士団は防壁に殺到し、民兵隊を壊滅させて破壊
の限りを尽くした。キャラクターたちがトロル部隊との遭遇を生き
延びていた場合、彼らは他の避難民と共にネスメから逃げ延びるこ
とができる。大規模なトロルの軍隊がシルヴァリームーンに到達し、
シルヴァリームーンの防衛戦力は大きく消耗する。
　15〜20：ネスメの町は侵略軍を退けた。長く過酷な戦いの後、
防衛側はトロルの軍勢を撃退し、防壁の前には黒焦げの死体が積み
あがった。生き残ったトロルたちは後日の再戦を期して沼や丘の中
に退却していった。小規模なトロルの部隊がシルヴァリームーンに
到達したが、都市の防衛隊で対処可能な程度だろう。
　21以上：トロル軍は壊滅した。トロルの軍勢との戦いは文句な
しの大勝利となった。町の防衛体制を強化しようとするキャラク
ターたちの計画と努力が実を結び、トロルどもの死体を積み上げて
燃える山を作った。生き残ったわずかなモンスターたちは丘の間に
逃げ延びていった。キャラクターたちはネスメの町の最高の英雄と
して賞賛を浴び、彼らの活躍は歌と物語を通していつまでも語り継
がれていくことになる。そしてシルヴァリームーンには1匹のトロ
ルも到達しなかった。このことはシルヴァリームーンでの戦いに大
きな影響を及ぼすだろう。

最善の防衛体制
　トロルの攻撃配置と、それに対抗するための戦力の最適な配置を
以下にまとめた。
　橋：ドラウの魔法使いたちは防壁から射線が通りにくいこの場所
に陣取る（狙撃隊）。
　防壁：敵軍の主力部隊は町の防壁を攻撃する（カタパルト）。
　船着場：トロルの潜入部隊は川を泳ぎ渡って船着場を攻撃する
（町の衛兵隊）。
　親衛隊：トロルの酋長は配下の優秀な戦士たちを率いて最前線
に出てくる（ネスメ騎兵隊）。
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 セッション7： 
暗湖の岸辺
7レベルのアドベンチャー――夏

　“魔の織り”に対するロルスの影響力は頂点に達し、地上種族の魔法
使いたちの魔法は力を失い始めた。シルヴァーリームーンを守って
いた護りの魔法は破れ、防壁はダーク・エルフたちに突破された。
キャラクターたちはブリングデンストーンに向かい、交易ルートを
再構築しなければならない。さもなくばシルヴァー・マーチ全体が
悪の手に落ちることになるのだ。
　セッションを始める前に、すべてのキャラクターが7レベルに上
がっていることを確認すること。P.6の『成長』参照。
　光：常闇の作用は屋外にしか及ばないため、今回のセッションの
舞台となるアンダーダークには影響しない。したがって、キャラク
ターたちが集めてきたレリックが今回のセッションでの出来事や遭
遇において光を発することはない。

ブリングデンストーンでの 
 
トラブル
準備が整ったなら以下の文章を読み上げること：
　皆さんはネスメの町で奮闘した後、夏が来るまでの間を休息や他
の活動に費やしていました。ドラウとの戦争が “北方” 地域全体に広
がりつつある今、シルヴァー・マーチは皆さんのような英雄を必要
としています。
　ある朝、皆さんが身支度を終えたころ、ゆらゆら光るアクセルクラ
ンツの姿の幻が皆さんの前に出現して、あわてた様子で話し始めま
す。「英雄たちよ、私はシルヴァリームーンにいる。この都市は陥落
した。いや違う！　私がいるのはシルヴァリームーンではない。だ
があの都市が落ちかけているのは確かだ。私がいるのは……どこ
だっけ？　ああそうだ、ディープ・ノームの街ブリングデンストー
ンだ。私は前回君たちに会った時よりも、物事がはっきり見えるよ
うになった。早くここに来てくれ！　今どこにいる？」
　皆さんも信頼していたあのドワーフの賢者は、スヴァーフネブリ
ンの都市ブリングデンストーンへの道を見つけ出したようです。ネ
スメの町を守る戦いの後、彼はどこかに行ってしまい、皆さんは彼と
連絡が付かなくなっていました。最近の彼が何をしていたのかもわ
かりません。いずれにせよ、皆さんにとっても、あるいはシルヴァー・
マーチを覆う戦乱にとっても、彼は重要な存在なのです。
　ノームの都市ブリングデンストーンは不運にもドラウの巨大都市
メンゾベランザンと距離が近かったため、ドラウの襲撃、破壊、そし
て復興を繰り返してきました。現在、ブリングデンストーンは何度
目かの復興の途中であり、往時に比べれば人口が激減したとはいえ
活気を取り戻しつつあります。ドゥエルガルの都市グラックルス
タッフとの間に新たに結ばれた交易協定のおかげで、ブリングデン
ストーンはアンダーダークの交易網の中で重要な位置を占めていま
す。地上に運ばれるアンダーダークの物資はみなこの都市を通過し
ているのです。
　皆さんは夏に入って最初の1週間を移動に費やし、“歌う石亭”とい
う宿屋でアクセルクランツと再会しました。皆さんが宿に着いた時、

アクセルクランツは遠くから響く幸せな歌声に聞きほれているのか
ようにじっと立ち尽くしていました。しわだらけの顔を涙がつたい
落ちています。
　「これほど美しいものを聞いたことがあるかね？」と彼はたずねま
すが、皆さんには何も聞こえません。

キャラクターたちがなぜ自分たちを呼んだのかと尋ねたなら、以下の文
章を読み上げること：
　「私が見る限り、何か1つの方法だけで蜘蛛の巣を断ち切ることは
できない。だが、蜘蛛の巣を断ち切ることが不可能なわけではない。
交易だ。蜘蛛の巣が今一番恐れているのは、交易なのだ。だからド
ラウどもは交易網の破壊に力を注いできた。交易を再開させなけ
りゃならん。ここで重要なのがグラックルスタッフのゲーメン親方
だ。彼はお前さんたちが来ることを知っているし、用件も知ってい
る。ああ、それで思い出した」
　アクセルクランツはほこりまみれのリュックサックに手を突っ込
んで何やら探しています。取り出したのは革のポーチでした。ポー
チの中には金色に輝く粉末が入っています。「砥石とムーンドロッ
プの花は持っとるな？　うむ、すばらしい！　この金色の粉を持っ
て行けば準備はOKだ。さあ、すぐ出発してくれ！」

　必要ならば、地上の国々の多くはドゥエルガルと交易協定を結ん
でいるという事実を指摘すること。何かがドゥエルガルとの交易を
邪魔しているのだ。

　冒険者たちがブリングデンストーンでドゥエルガルの都市グラッ
クルスタッフへの道のりや交易について聞き込みをするなら、以下
の情報が手に入る。
◆ グラックルスタッフのドゥエルガルと交わされた交易協定では、

交易品はブリングデンストーンを経由してシルヴァリームーン
に運ばれることになっていた。

◆ グラックルスタッフからブリングデンストーンに物資を運ぶ最
も簡単な方法は、船で暗

あ ん こ

湖を渡ることだ。この巨大な地底湖は、
完全に水没した水路でつながったいくつもの湖の集合体である。

◆ グラックルスタッフから初めて交易品が届いた後、ブリングデ
ンストーンの港で何か悪いことが起きた。港湾長のジンナート
ウ――でこぼこの頭にけばけばしいバンダナを巻いたしわだら
けのスヴァーフネブリンの婆さん――は港を閉鎖せざるを得な
かった。そして今も港は閉鎖されている。交易が止まった後、彼
女はいつも“黄金丘陵の炉辺”という娯楽広間にいる。

港湾長
　ブリングデンストーンで聞き込みをした冒険者たちは、ジンナー
トウと話をする必要があることを知る。

パーティが娯楽広間に着いたなら、以下の文章を読み上げること：
　この場所はウォーターディープの有名な娯楽広間と同様、酒場と
劇場と売春宿とカジノを合わせたような場所です。客のほとんどは
スヴァーフネブリンの男性で、楽しく酔っ払って下品な歌を歌って
いる連中が大半です。皆さんの中でヒューマンやそれ以上に大きい
人たちはここの入り口を通る時にずいぶんと身をかがめなければな
りません。それを見て、とつぜん歌声が止まります。
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　針のように短く逆立った髪の毛をしたディープ・ノームの女性が
――ほとんどのスヴァーフネブリンははげ頭なので、これは大変珍
しいことです――気取った様子で皆さんに近づいてきます。彼女は
甲高くとげとげしい声で言います。「ここに大きな連中や地上の連
中向けのサービスはないよ。泡立つジョッキ亭に行きな！　とっと
と出てけ！」

このディープ・ノームはここの女将のスプリットシェールだ。

冒険者たちが用件を告げたなら、以下の文章を読み上げること：
　このノームは目をぎょろりとさせて言います。「あー、わかった。
それならあそこにいるよ。あの婆さんをここから連れ出してくれる
んなら、あんたらに一杯ずつおごるよ。あいつのせいで雰囲気が暗
くてかなわんわ」
　女将は遠くの角の方を指差します。そちらを見ると、しわだらけ
のディープ・ノームがうつむいて椅子に座っています。頭に赤と黄
色のバンダナを巻いて、エールのジョッキを両手で抱え、あばただら
けの顔は今にもジョッキの中に突っ込みそうです。皆さんが近づい
ていく間も、このお婆さんはぶつぶつと不平めいた言葉をつぶやい
ています。

　普段のジンナートウは陽気な人物だが、港をデヴィルどもに占拠
されたせいでむっつりと落ち込んでいる。左のまぶたはだらんと垂
れ下がり、もう何も信じられないと言いたげな表情を浮かべている。
以下の情報を元に彼女との会話を演出すること。
◆ ジンナートウは20年以上に渡ってブリングデンストーンの港湾

長を務めてきた。時々湖から沿岸に近寄ってくるモンスターと
の戦闘を除けば、港が数時間以上閉鎖されたのはこれが始めてだ。

◆ 港は数週間前に凍り付いた。ジンナートウはその瞬間を目撃し
ている。一瞬のうちに分厚い氷が張って、逃げ出すまもなく船や
船員たちを飲み込んでしまった。難を逃れた者たちの中に、こ
の突然の出来事の原因らしいものを見た者は誰もいない。何十
人もの優秀な船乗りや荷運び人足が死亡し、多数の船が凍りつい
た港に閉じ込められてしまった。

◆ ブリングデンストーンの指導者たちは衛兵隊を派遣し、さらに
冒険者たちも送り込んだ。だが生きて帰った者はいない。この
街の中の復興されていない区画にはいまだ多くのモンスターが
巣食っており、それらへの対処にも多くの戦力が必要であるため、
指導者たちは港にこれ以上の戦力を割くことはできない。

◆ ドゥエルガルとの交易協定が調印された時、ジンナートウは大
喜びした。ブリングデンストーンを経由して大量の物資が地上
のシルヴァリームーンに輸出されるはずだったからだ。しかし、
最初の船団が出発した直後に港が凍りついてしまったため、ドゥ
エルガルの都市グラックルスタッフからは何1つ届いていない。
シルヴァリームーンは攻撃を受けた際に、ドゥエルガルからの
物資を頼りに戦うはずだった。

◆ 港はこの都市の中ではなく、地下洞窟を2マイル進んだ先にある。
闇湖を経由するブリングデンストーンの輸出入品は必ずこの洞
窟を通ることになる。最近港で発生した事件のせいで、この街
の荷運びやガイドたちはこの洞窟に入りたがらない。

◆ 港の凍結および調査員殺害の原因を突き止めることを冒険者た
ちが約束するなら、ジンナートウは喜んで港までの道順を教え
る。このイベントは次の遭遇に続いている。

凍りついた港
　ジンナートウは途中までパーティを案内し、残りの道を教えてか
ら街に帰っていく。

冒険者たちが港に着いたなら、以下の文章を読み上げること：
　ブリングデンストーンと闇

あ ん こ

湖を結ぶ地下洞窟を進んでいくにつれ
て、空気は冷たく乾いたものに変わって行きます。洞窟を抜けた先
に見えたのは、闇湖に流れ込む大小さまざまな川や水路がすべて氷
結し、港そのものも固く凍りついた光景でした。凍結の瞬間に居合
わせた何艘かの船が氷に押しつぶされています。皆さんと地底湖の
間にはスヴァーフネブリンの死体がいくつか転がっています。それ
らは青い氷と霜に覆われて固く凍りついています。

　闇湖にあるブリングデンストーンの港を表すには、“闇湖”（Dark-
lake）のマップの半分（水に覆われた側）を使うこと。冒険者のいず
れかがマップの濃い青のマスに入るまで、デヴィルたちが姿を現す
ことはない。デヴィルのうち1体は湖上に出現し、もう1体はパー
ティの後方、凍りついた川の上に現れる。
　冷気：氷の中からフィンブラル・デヴィルが出てきた時点で、こ
のエリア全体の気温が急激に低下する。自ターン開始時にいたマス
と同じ場所でターンを終了したクリーチャーは10［冷気］ダメージ
を受ける。
　氷：すべての水は凍り付いており、移動困難な地形である。氷の
上で突撃や疾走を行なったり、氷の上で強制移動されたクリー
チャーは、難易度16の〈軽業〉判定を行なわねばならず、失敗したな
らばその移動の終了地点で伏せ状態になる。押しやり、引き寄せ、お
よび横滑りを受けたクリーチャーの場合は、さらに強制移動される
距離が1マス増加する。氷渡りを持つクリーチャーはこれらの効果
に対する完全耐性を持つ。
　氷のマスに立っているフィンブラル・デヴィルは1回の移動アク
ションとして、自分から10マス以内の氷のマスに瞬間移動すること
ができる。冒険者たちがこの瞬間移動を初めて目撃した後、フィン
ブラル・デヴィルに隣接するキャラクターが1回のマイナー・アク
ションとして難易度23の〈魔法学〉判定に成功すれば、遭遇の終了時
までそのデヴィルの瞬間移動能力を封じることができる。
　戦術：フィンブラル・デヴィルたちは氷の上に留まり、前述の特
殊な瞬間移動能力を活用して、冒険者たちの中の手ごわい接近戦要
員から離れようとする。デヴィルたちは可能な限りアイシー・エク
シャレイションを使えるように協力し合い、冒険者たちを動けない
状態にして港を覆う冷気で徐々に凍死させようとする。
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 フィンブラル・デヴィル　2体	 レベル5　制御役
中型・永劫・人型（デヴィル）
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応16、意志16	 感覚：〈知覚〉＋5
移動速度：6（氷渡り）
抵抗：［火］10、［冷気］10
標準アクション
mアイシー・クロー／氷の爪（［冷気］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋6の［冷気］ダメージ。

C アイシー・エクシャレイション／氷の吐息（［冷気］）◆無限回
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射内のクリーチャーすべて）；＋8対“頑健”
ヒット：2d6＋3の［冷気］ダメージ、目標はこのデヴィルの次のターンの終了時
	まで減速状態になる。目標がすでに減速状態であるなら、目標は代わりに動
けない状態になる。

R フローズン・プリズン／冷気の監獄（［冷気］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“頑健”
ヒット：3d8＋6の［冷気］ダメージ、目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。
技能：〈隠密〉＋10
【筋】	15（＋4）	 【敏】	17（＋5）	 【判】	16（＋5）
【耐】	18（＋6）	 【知】	13（＋3）	 【魅】	12（＋3）
属性：悪	 言語：神界語

　冒険者たちがこのデヴィルたちを倒すと、港を覆っていた氷は1日
かけてゆっくりと融けていき、使用可能な状態に戻る。冒険者たち
は英雄として賞賛される。ジンナートウはキャラクターたちを抱き
しめ、止められない限り永遠にキスの雨を降らせ続ける。

パーティがグラックルスタッフに出発する準備ができたなら、以下の文章
を読み上げること：
　皆さんの勇敢さは大いに褒め称えられたのですが、グラックルス
タッフへの道案内を頼んだ相手は皆がみな目をそらして申し訳なさ
そうに断ってきます。有能な船乗りたちは皆、船を失うか、職を求め
てブリングデンストーンを去ってしまったようです。闇湖を渡って
グラックルスタッフに向かう船を準備するにはもうしばらくかかる
だろうと、皆さんはジンナートウから残念そうな顔で告げられます。
歩いてドゥエルガルの都市に向かう道を教えてもらうこと自体は簡
単ですが、そちらのルートは長く危険な旅になります。
　とつぜん群集が割れて、小柄で枯れ木のようなディープ・ノーム
がよろよろと歩み出てきます。「船ならまだあるぞ、俺の船が！　お
前たちをどこにでも連れてってやる」
　それを聞いていた他のノームたちは眉をひそめて首を振っていま
す。誰かがこうつぶやくのが聞こえました。「気が違ったトゥーガー
じゃないか！　まだ生きてたのか」
　この風変わりなスヴァーフネブリンは皆さんの方に近寄ってきま
した。差し出した片手はぶるぶると震えています。彼の視線はおか
しな方向を向いていて、あたかも皆さんの少し左にいる見えない誰
かに話しかけているかのようです。「俺には分かる。お前たちには
俺が必要だ。だから俺はここに来た。俺のプリティ・リリー号なら
出航までに1日もかからん。どうする？」

　冒険者たちが気違いトゥーガーなる人物について聞き込みをする
なら、ブリングデンストーンの住民たちが彼の姿を見てびっくりし
ていることが分かる。彼はアンダーダークに迷い込んで死んだもの
と思われていたのだ。彼はかつて尊敬される船長だったが、数年前
に闇湖のどこかで行方不明になり、変わり果てた姿で帰ってきた。

　冒険者たちが気違いトゥーガーの船プリティ・リリー号に乗って
闇湖を渡ることにした場合、この年老いたスヴァーフネブリンは大
喜びする。『闇湖』へ進め。
　キャラクターたちがトゥーガーの申し出を断った場合、彼らは徒
歩でグラックルスタッフに向かうしかなくなる。『長い道のり』に進
め。
　どちらの場合でも、アクセルクランツは冒険者たちの旅の準備を
手伝い、刀鍛冶のゲーメン親方に会うことを忘れぬよう念押しする。

闇湖
　キャラクターたちの準備が終わり次第、プリティ・リリー号は出
航する。

PCたちの準備が整ったなら、以下の文章を読み上げること：
　約束の時間になり、皆さんはトゥーガーが待っている港に向かい
ます。彼の船であるプリティ・リリー号は手漕ぎボートよりもやや
大きい程度ですが、パーティ全員が無理なく乗り込める程度の広さ
はあります。船長は皆さんが荷物をしまうのを手伝った後、出航の
準備に取り掛かります。ブリングデンストーンの住人たちが大勢見
送りにきています。その中の少なからぬ者たちは皆さんのことを心
配そうに見ていました。

船が港を離れたなら、以下の文章を読み上げること：
　外見や振る舞いのおかしさとは裏腹に、気違いトゥーガーは有能
な船長であることが明らかになります。彼が言うには、この航海は
順調に行って6日ほどかかる予定だということです。闇湖というの
は完全に水没した水路で結ばれた数多くの地底湖の集合なのですが、
トゥーガー船長はそのすべてを知り尽くしています。旅の目的が深
刻なものでなければ、そしてアクセルクランツの不吉な予言もな
かったならば、楽しい旅行になったかもしれません。

　冒険者たちが旅の間にトゥーガーとコミュニケーションをはかろ
うとした場合、ほぼ常にいかれた返事が返ってくる。だが最後には、
有用な情報のかけらが手に入るかもしれない。

以下の文章を読み上げること：
　いかれたトゥーガーと会話を成立させようという皆さんの努力は
ようやく報われました。彼は突然正気に戻ります。
　「他の奴らは俺のことを気が狂っているだの頭の病気だのと言っ
ているが、どっちも間違いだ。俺はただ、いろんなものを見ちまった
のよ。俺はエリンドリンの魔窟に行った。確かに行ったんだ。そこ
に行けばお宝が手に入ると思ってな。実際には宝なんざ無かったが。
まあ邪悪と狂気と苦痛を宝と呼ぶ奴なら話は別だ。あそこには闇が
あった。穴の中からあふれ出して空に上って行く闇が。なんとも馬
鹿なことに、俺はその闇に触っちまった。そして、見ないではいられ
ないものを見ちまった。おぞましい蜘蛛と、真っ黒な蜘蛛の巣。俺
にはわかる。お前たちはあそこに行くことになるんだ。俺と同じ間
違いはするなよ。闇には触るな」

　冒険者たちがもっと彼の話を聞こうとしても、トゥーガーは再び
目の焦点が合わなくなり、これ以上意味のある情報を引き出すこと
は不可能になる。『闇の中の危険』に進め。
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闇の中の危険
　旅を続ける冒険者たちの前に、恐ろしい危険が現れる。

以下の文章を読み上げること：
　出航して3日目、プリティ・リリー号は暗い水面を何事もなく進ん
でいました。しかし突然、何の前触れもなく、船は子供に放り投げら
れたおもちゃのように空中に跳ね上げられます。皆さんは反応する
間もなく、冷たく暗い水の中に投げ出されました。

　冒険者たちは水泳のための〈運動〉判定（難易度10）を行なわねば
ならない。失敗したキャラクターは水中に沈んでしまい、難易度11
の〈持久力〉判定に成功しない限り回復力を1回ぶん失う。キャラク
ターは成功するまで何度でもこの〈運動〉判定を試みることができる
が、回復力が残っていないキャラクターは自動的に溺死する。
　水泳のための〈運動〉判定に成功したキャラクターは、他のキャラ
クター1人を水面に引き上げるために難易度16の〈運動〉判定を行な
うことができる。PCたちはトゥーガー船長もこの方法で助けなけれ
ばならない。転覆から4ラウンド以内に助けないと、船長は溺死する。

以上の処理が終わったなら、以下の文章を読み上げること：
　船をひっくり返したクリーチャーの姿が見えました――巨大な甲
羅の胴体からドラゴンの頭と尻尾が生えている巨大な水棲動物です。
怒りと恐怖に満ちた低くしゃがれた声で、「泥棒！　この悪党！　私
の卵を返せ！」と吼えています。水中にいる限り、あるいは水の外で
あっても、このモンスターは皆さんのかなう相手とは思えません。
話し合いで何とかなることを祈りましょう。

　攻撃はまったく無意味である。ドラゴン・タートルは無駄な攻撃
を止めるよう警告する。次のラウンドもキャラクターたちが攻撃を
続けたなら、ブレス・ウェポンを使用する。熱湯による近接範囲・
噴射5；＋23対“反応”；ヒットしたならば4d12＋16の［火］ダメージ

（ミスした場合は半減ダメージ）。この攻撃で死ななかったキャラク
ターがいたとしても、ドラゴン・タートルは水底に泳ぎ去っていく。
　自分たちは卵を盗みに来たのではないと誓えば、このクリー
チャーをおとなしくさせることができる。判定が必要だと思うなら、
難易度11の〈交渉〉判定を行なわせること。この判定に2回失敗する
と、ドラゴン・タートルは暴れて水面をかき乱す。すべてのキャラ
クターは再び（先ほどと同様の）〈運動〉判定を（そして失敗したなら
ば〈持久力〉判定も）行なわねばならない。ひとしきり暴れた後、ドラ
ゴン・タートルは落ち着きを取り戻し、再び話を聞いてくれるよう
になる。

以下の文章を読み上げること：
「卵を盗みに来たのでないなら、なぜここにいる？」

　冒険者たちは事情を説明することができる。嘘をついてドラゴン・
タートルをだまそうとするなら、難易度23の〈はったり〉判定を行な
わなければならない。嘘を見破られた場合、ドラゴン・タートルは
再び暴れだし、またもや〈運動〉判定および〈持久力〉判定を行なう必
要が生じる。

　以下の記述を参考にしてドラゴン・タートルとの会話を組み立て
ること。
◆ このドラゴン・タートルは何百年もの間この水域で暮らしてき

た。彼女は他者と関わるつもりがなく、数百年間で数えるほどし
か他のクリーチャーに会ったことがない。

◆ 過去1ヶ月の間に、ドラゴン・タートルが湖を見回っている間に
何ものかが彼女の卵を盗んだので、彼女は悲しみで気が狂いそう
になっていた。その直後、耳のとがった黒っぽい肌の人型生物た
ちが、卵を1つ持って彼女のところにやってきた。卵を盗んだの
はこの湖を交易に使っている連中であり、彼らは偶然この卵を手
に入れたのだと、彼らは主張していた。

◆ それ以来このドラゴン・タートルは、盗まれた5つの卵を取り戻
すために、近くを通りがかったすべての船を破壊してきた。

　おそらくドラウたちがドラゴン・タートルの卵をすべて盗み、何
食わぬ顔で卵を1つだけ返すことによって彼女をだまし、湖を通る船
を攻撃させようとしたのだろう。冒険者たちがこのような推理を話
せば、ドラゴン・タートルは理解を示す。彼女はキャラクターたち
がプリティ・リリー号に戻れるよう手助けし、PCたちが旅を続ける
ことを許す。『グラックルスタッフ到着』に進むこと。

長い道のり
　パーティはアンダーダークを長々と歩き続ける。

プレイヤーたちの準備が整ったなら、以下の文章を読み上げること：
　ブリングデンストーンの港を救った英雄たちを目的地まで道案内
するという名誉ある仕事は、多くのスヴァーフネブリンたちの争い
の的になりました。最後にその名誉を勝ち取ったのは、ジャリパー
という名の乙女でした。彼女の家系は代々鉱夫で、彼女が生まれて
からずっとブリングデンストーンとグラックルスタッフの間を往復
していたのです。

　パーティが出発した直後、ジャリパーはきわめて神経質な様子を
見せる。彼女はどもりがちで、荷物をぽろぽろ落とし、よく転び、つ
まづきそうになるたびに悲鳴を上げる。しかし、冒険者たちが彼女
に優しく接し続けたなら、彼女は徐々に落ち着きを取り戻し、自分が
頼もしいガイドであることを証明する。

以下の文章を読み上げること：
　この旅における一番の心配ごとは、物資の輸送を封じるためにブ
リングデンストーンとグラックルスタッフの間の地下通路を見回っ
ているドラウのパトロル部隊でした。グラックルスタッフからの輸
入品が現時点のシルヴァリームーンにとって必要不可欠であること
をドラウたちは知っており、この交易ルートを遮断することによっ
てこの戦争をドラウ側の有利に傾けようとしているのです。
　ジャリパーの案内のおかげで、皆さんは遠くにいるうちからドラ
ウの部隊に気づき、避けて通ることができました。そして道のりを
半分ほど消化したころ、皆さんは幅の広い通路の隅の石床に1人の
ドゥエルガルが転がっているのを見つけました。このグレイ・ドワー
フは一見死んでいるように見えましたが、近寄ると弱々しく身動き
してうめき声を上げます。「助けてくれ……頼む……」彼はそれだけ
話すのがやっとの様子です。
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　このドゥエルガルは名をノプラムと言い、グラックルスタッフの
商人である。ブリングデンストーンに輸出する武器を運んでいた彼
はドラウのパトロル部隊に不意討ちされ、仲間たちは皆殺しにされ
てしまった。ノプラムは放って置けば死ぬだろうと放置されたが、
彼は何とかここまで這いずって来ることができた。
　冒険者たちがノプラムに水と食料を与えるか、または回復を施す
なら、彼はこの先の通路に今まで見たこともないほど大量のドラウ
部隊がうろついていることを話し、進むならなるべく慎重に行った
ほうが良いとアドバイスする。
　プレイヤーたちにグラックルスタッフへの道を安全に通り抜ける
ための計画を考えさせること。計画を実行するためには、各冒険者
が難易度16の技能判定を1回ずつ行なわなければならない。ここで
はどんな技能でも使うことができるが、各プレイヤーは自分が使お
うとする技能がドラウを避けて通路を進む上でどのように役立つの
かを説明しなければならない。
　この判定に1回失敗するたび、パーティは大規模なドラウのパトロ
ル部隊からあわてて逃げ出すはめになり、各冒険者は回復力を1回ぶ
んずつ失う。回復力が残っていないなら、代わりに最大hpの1/4に等
しいhpを失う。
　すべての冒険者が1回ずつ技能判定を行ない、それに伴う回復力減
少の処理を終えたなら、『グラックルスタッフ到着』に進むこと。

グラックルスタッフ到着
　このドゥエルガルの都市には、地上から来た者から見るとずいぶ
ん不思議なものがたくさんある。

冒険者たちがグラックルスタッフに到着したなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　地上世界にすら “剣の都” として知れ渡っているグラックルスタッ
フは、闇湖の岸辺に位置しています。目に見える範囲で判断する限り、
ここはまさしく “剣の都” の名前にふさわしい場所です。街の通りに
立ち並ぶ数多くの店舗や屋台の中で、最も多い取り扱い商品は武器
と防具なのです。路上は多数のドゥエルガルでごった返しています。
最近結ばれた交易協定によって地上の人々とのやり取りが急激に増
えたため、皆さんが特に注目を集めるようなことはありません。
　ドゥエルガルよりもさらに気味が悪いのは、都市内でグレイ・ド
ワーフの後について歩いている奇妙なクリーチャーたちです。外見
はドワーフに似ていますが、肌は青白く、大きな目玉には、虹彩も瞳
孔もありません。これはデロです。この種族はアンダーダークの冷
酷で残忍な主たちの邪悪な実験によって作り出されたという噂を聞
いたことがあります。さらに、すべてのデロは狂気に犯されている
という噂もあります。しかし、このグラックルスタッフにおいては、
全人口のかなりの部分をデロが占めているようです。

　冒険者たちは難易度16の〈事情通〉または〈歴史〉の判定を成功す
るか、通りすがりのドゥエルガルを捕まえてうまく話かけることに
よって、以下の情報を入手することができる。判定に1回成功するた
び、または1回の会話を行なうたび、1項目の情報を与えること。
◆ 当代のドゥエルガルの王はホーガー・スティールシャドウV世

である。彼は現在グラックルスタッフにおらず、交易に関する交
渉を続けるために地上世界に赴いている。

◆ デロたちはドゥエルガルの奴隷および召使である。ただし、グ
ラックルスタッフに住むデロたちの代表であるデロの議会は王
に助言を行なえることになっている。

◆ ドゥエルガルたちは、廃墟と化したドラウの都市エリンドリンに
おいて何か恐ろしいことが起きているのではないかという不安
につきまとわれている。エリンドリンは100年前に魔法的な大
災害によって破壊された。それ以来、ドゥエルガルから “エリン
ドリンの魔窟”と呼ばれるようになった場所は、地震、爆発、その
他ありとあらゆる奇妙な魔法現象の発生源となっている。

◆ キャラクターたちがゲーメンという名の刀鍛冶について尋ねれ
ば、この都市の中央付近にある鍛冶場兼店舗の場所を教えても
らえる。『刀鍛冶』に進め。

刀鍛冶
　ゲーメン・バードロッホはこの都市で最高の武器職人として知ら
れる刀鍛冶である。彼は最高品質の刀剣を作る技術を持っているだ
けでなく、魔法の武器の作成法を身につけている。彼にとっては不
幸なことに、彼の弟子であるデロたちの狂気はここ最近特にひどく
なっている。これは“魔の織り”の魔力の影響である。

パーティがゲーメンの鍛冶場に到着したなら、以下の文章を読み上げる
こと：
　がっしりした体つきのドゥエルガルが鉄床の前に立って熱した金
属を鋭い刃物へと打ち鍛えています。しかめつらの額を汗がだらだ
らと流れ落ちます。そのまわりをうろうろしているのは、街の中で
もよく見かけた奇妙なデロたちです。
　冒険者たちはアクセルクランツから言われていたように、ゲーメ
ンが自分たちの到着を待っていたものと考え、自己紹介をしようと
するだろう。しかし、あのドワーフの賢者は明らかに頭が混乱して
いたことが判明する。ゲーメンは冒険者たちの訪問をまったく予期
しておらず、何の用事でここに来たのかといぶかしんでいる。
　アクセルクランツから持って行くように言われた3つの品――モ
ラディンに祝福された砥石、ムーンドロップの花、金色の粉末――を
ゲーメンに見せると、反応が返ってくる。

以下の文章を読み上げること：
　ドゥエルガルの刀鍛冶は、一瞬浮かんだ恐怖を隠そうとして、いっ
そうしかめっ面になります。「悪いが、こっちはお前さんたちの力に
なれるような状況じゃねえんだ。だが、お前さんたちがわしに力を
貸してくれるってんなら、お前さんたちの役に立つ相手を紹介して
やるよ」ゲーメン親方は近くのデロたちをちらりと見てから、鍛冶場
の外の路上に出て皆さんを手招きします。そして、低く抑えた声で
早口に話し始めます。
　「わしは光の魔力を帯びた魔法の剣を作る方法を研究してきた。
だが、今のわしには1つ問題がある」彼は後ろをちらりと振り返りま
す。鍛冶場にいたデロたちは皆、窓や戸口ごしに皆さんの会話をの
ぞき込んでいます。
　「うちの徒弟どもがおかしくなった。デロってのはもともとおか
しな連中だが、最近は別の意味でおかしい。光の剣の作り方を教え
てやったところ、あいつらはピクピクと痙攣し始めたんだ。デロ同
士は心の中で話ができるという話だから、あの時もたぶんそうやっ
て話していたんだろう。それ以来、いつの間にか武器の材料が無く
なるようになった。徒弟たちがわしの仕事を邪魔しようとしとった
んだ。わしはどうにも薄気味悪くなって、光の剣を作るのをあきら
めとった。お前さんたちが手伝ってくれるなら、さっき見せてくれ
た材料を使って光の剣を完成させることができるだろう」



58

　冒険者たちがゲーメン親方の提案を承諾すると、彼はPCたちに鍛
冶場の火を燃え上がらせて剣を作り上げるための道具と材料を集め
るのを手伝ってくれるよう頼む、しかし、デロたちはパーティの邪魔
をする。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんがゲーメン親方を手伝って魔法の剣の材料を集めていると、
彼の徒弟である5人のデロたちが突然、鍛冶場の炉の前で円陣を組み
ます。彼らは一団となって低いうなるような声をあげ、その音は皆
さんの頭の中に響き渡って苦痛を与えます。彼らがいるかぎり、炉
で作業を行なうことは不可能です。
　「さっき話したとおり、こいつらはこうやってわしの仕事を邪魔し
とるのよ」とゲーメン親方が言います。「こんなことが続いたら、わ
しもこいつら同様に頭がおかしくなっちまう」

　グラックルスタッフのデロたちは急速に拡大する “魔の織り” の力
を感じ取っており、無意識のうちに“魔の織り”の命令に従って動いて
いる。ゲーメンが作ろうとしている武器は “魔の織り” に害をなす可
能性があるため、徒弟たちは武器の完成を妨害しようとしているの
だ。

以下の文章を読み上げること：
　突然、皆さんの心に自分のものではない思考が流れ込んできます。
皆さんはまったく身動きできなくなり、聞こえてくる無数の声に耳
を傾けざるを得なくなります。それら声はやがて1つの甲高い声に
まとまっていきます。
　「我々の　問いに答えよ　むっつほど
　混ざること　無きはまことと　うそのこと
　蜘蛛の神　織りなおしたは　魔の織物
　常々に　ゆらめくひかり　つぶつぶと
　闇の内　ふざけておどる　悪しき心根」

　デロたちは “魔の織り” の力を冒険者たちの心に直接流し込んで無
力化する。そしてテレパシーを用いて、一見無意味そうな質問を次々
と投げかける。冒険者たちは次の質問が提示されるまでの短い時間
で答を返していかねばならない（プレイヤーたちに与える思考時間
は最大で1問あたり30秒にすること）。解答を間違えるか答を返せ
なかった質問1つにつき、すべてのキャラクターは10［精神］ダメー
ジを受ける。
　質問と回答は以下の通りである。
　「我々が　強いられている　話し方」　“韻文” （Rhyme）
　「悪しきこと　思うは罪ぞ　行なえば　それを人は　なにとかは
呼ぶ」　“犯罪” （Crime）
　「うつしみの　身体持つ身は　望みても　望みてもなお足りぬは
何ぞ」　“時間” （Time）
　「風吹けば　音するものの　名はなんぞ」 “チャイム”（Chime）
　「2と3と　5の次7に11と　続くその数　名をなにとせん」　“素
数”（Prime）
　「てをつかい、あしをつかって　はりついて、しっぱいしたなら、
おっこちてしぬ」　“登攀”（Climb）

　これらの回答は唯一絶対のものではない。似たような意味の言葉
であれば正解とみなすこと。キャラクターたちが誤った回答を行
なった場合、（次の質問が聞こえる前に）頭の中に正解が聞こえてく

るので、回答が韻を踏んだ単語になっているというヒントが得られ
るようになっている（訳注：正解を教える際は必ず英単語も添える
こと。また、最初の質問で“五七調”という解答があった場合は正解と
し、英語の“韻文（Rhyme）”にあたる、と告げるなどすると日本語話者
にも比較的解答がしやすくなると思われる）。
　すべての質問に正解した冒険者たちは、デロたちの精神的な力を
はね退けることができ、デロたちは気絶する。1問でも不正解だった
場合は、最後の質問の答が発せられた直後にデロたちが襲いかかっ
てくる。

（訳注：この一連のなぞなぞは、回答が韻を踏んだ英単語であるとい
うヒントがなければ正解を1つに絞り込むことが不可能なものも多
く、多くの日本語話者にとっては理不尽に難易度の高いものである。
DMは回答時間を増やしたり、英和辞書の使用を認めたり、“制限時間
内に正解にたどり着きさえすればそれまでにいくら誤回答してもダ
メージを受けない”とするなど、何らかの対策を考えられたい）

デロのごろつき	 レベル14　雑魚　暴れ役
小型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋9
AC：26；頑健25、反応24、意志25	 感覚：〈知覚〉＋5
移動速度：5	 暗視
標準アクション
mクラブ（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋19対AC
ヒット：14ダメージ。

トリガー型のアクション
マッド・サクリファイス／狂気の自己犠牲◆遭遇毎

トリガー：このデロが攻撃をミスする。
効果（フリー・アクション）：その攻撃はミスした代わりにヒットする。しかし、こ
のデロのごろつきのhpは0になる。

【筋】	13（＋8）	 【敏】	14（＋9）	 【判】	6（＋5）
【耐】	18（＋11）	 【知】	8（＋6）	 【魅】	16（＋10）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、深淵語
装備：レザー・アーマー、ライト・シールド、クラブ

　戦術：デロたちは冒険者たちを精神的に拘束していたため、デロ
のイニシアチブはかならず一番最初になる。第1ラウンドの間は攻
撃をミスしてもマッド・サクリファイスは使用しない。第2ラウン
ド以降は攻撃をミスしたら必ずマッド・サクリファイスを使用する。

デロが全滅したなら以下の文章を読み上げること：
　最後のデロが斃れる瞬間、頭の中にもう1度だけあの甲高い声が聞
こえて、予言めいた台詞を残していきます。「織りなおされた織のか
なめは死せる都市にあり。蜘蛛の女王に喰われた後に女王となりし
者、あらゆる魔法をわがものとせん」

　難易度23の〈歴史〉判定に成功すれば、“死せる都市”とは呪文荒廃
によって破壊されたドラウの都市エリンドリンのことであると分か
る。また、難易度23の〈宗教〉または〈歴史〉の判定に成功すれば、ダ
ニファエという名のドラウの女神官がロルスに喰われて、ロルスと1
つになったということを思い出せる

剣の完成
　徒弟たちとの戦いに勝利した後、ゲーメン親方は光の剣を完成さ
せるためにはPCたちの手助けを必要とする。
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ゲーメンが剣を鍛え始めたなら以下の文章を読み上げること：
　刀鍛冶の名人は何ものかに憑りつかれたかのように鍛冶仕事を始
めます。顔を汗でいっぱいにしながら、親方は言います。「徒弟がい
なくなっちまったんで、代わりの手伝いが必要だ。わし1人じゃ最後
までもたん」そして彼はどなるような声で皆さん1人1人に指示を飛
ばし始めます。

　ゲーメン親方を手助けして魔法の光の剣にさらなる力を与えるた
め、各冒険者は以下のいずれかの技能による判定を行なわなければ
ならない：〈運動〉（魔法の砥石で剣を研ぐ）、〈持久力〉（ふいごを動か
し続ける）、〈自然〉（ムーンドロップの花の使い方）、〈宗教〉（アスト
ラルのエネルギーを導く）、〈魔法学〉（魔力の操作）。各冒険者は1人
1回ずつ判定を行なわねばならず、またすべての技能判定は1回以上
行なう必要がある。
　これらの判定において、23以上の結果が出たならば完全成功であ
り、2ポイントを獲得できる。結果が16〜22ならば部分的成功であ
り、1ポイントを得る。結果が15以下の場合は失敗であり、ポイン
トは得られない。

ゲーメンの剣
　完成した剣が持つ魔力の強さは、キャラクターたちが前述の技能
判定によって獲得したポイントの合計によって決まる。

ポイント	 武器の強化ボーナス
5以上	 ＋3マジック・ウェポン
3〜4	 ＋2マジック・ウェポン
1〜2	 ＋1マジック・ウェポン
0	 高品質の武器

　この武器にこめられた魔力の大きさがどの程度であれ、この武器
は次のセッションにおいて穢れたアーティファクトを破壊するため
に必要なアイテムの1つである。冒険者たちがこれまでに手に入れ
たレリックと同様、常闇の地域において、この剣の持ち主は1回のマ
イナー・アクションとしてこの剣に半径20マスの範囲に“明るい” 太
陽光を放たせることができる。この光はマイナー・アクションで消
すことができる。完成したゲーメンの剣が単なる高品質の武器で
あったとしても、この光を放つ能力は必ず備わっている。

結末
　冒険者たちはこの時点で、エリンドリンの魔窟に突入するために
必要な知識と武器をすべて揃えている。彼らはこの洞窟においてロ
ルスの計画を阻止し、かの女神が “魔の織り” と完全に一体化して魔
法の女神になるのを防がねばならない。
　必要な情報がまだ全部そろっていない場合、路上で1人のデロが冒
険者たちに近づいて来る。このデロは数ヶ月前にアクセルクランツ
がグラックルスタッフに発送した手紙を届けにきたのである。冒険
者たちがまだ手に入れていない情報はすべてこの手紙に記されてい
る。
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セッション8： 
エリンドリンの魔窟
8レベルのアドベンチャー――秋

　キャラクターたちはシルヴァー・マーチ周辺での冒険で財宝と知
識と力を蓄え、廃墟と化したドラウの都市エリンドリンに行って
ツァブラク・ゾーラーリンと対決する――この強大なウィザードこ
そ、この土地に常闇を引き起こした張本人なのだ。
　今シーズンのこれまでのセッションは皆、D&Dの“3つの柱”すなわ
ち探険とやり取りと戦闘の例を示してきた。そして最後のセッショ
ンは、キャンペーンの最後を締めくくるにふさわしいのは英雄的な
大決戦であることを実証しようとしている。このセッションは大掛
かりな戦闘1つだけで構成されているが、戦闘の中に探険ややり取り
を組み込むやり方の例示にもなっている。冒険者たちが勝利を収め
るためには、戦いながら戦場のあちこちを調べ、危険や困難を調査し
て対処し、味方になりうる相手と交渉しなければならない。
　セッションを始める前に、すべてのキャラクターが8レベルに上
がっていることを確認すること。P.6の『成長』参照。

セッションを始める準備ができたなら以下の文章を読み上げること：
　邪悪なドラウどもとの戦いはついに最終局面を迎えます。皆さん
は常闇の中心部にして“魔の織り”のかなめである“エリンドリンの魔
窟”に向かわねばなりません。
　呪文荒廃によって滅びる前のエリンドリンは活気溢れるドラウの
都市でした。この都市の破滅を生き延びた住人はごくわずかであり、
かつて都市があった場所は今や暴走魔法が荒れ狂う居住不能な洞窟
と通路の集合体以外の何ものでもないという噂です。そのようなエ
ネルギーのごく一部だけでも制御できるとしたなら、エリンドリン
の魔窟は常闇および “魔の織り” のような大規模な魔法的効果を作り
出し維持するための理想的な場所であると推測されます。

　この先に進む前に、冒険者たちがこれまでに知った情報と、ツァブ
ラク・ゾーラーリンと戦うために集めたレリックとを確認しておく
こと。
　セッション1――ヘルムの涙
　セッション2――ガールの人形
　セッション4――ティルリエンの杖
　セッション5――アモーネイターの怒り
　セッション6――コアロンのまなざし
　セッション7――ゲーメンの剣

　戦闘を開始する前にそれぞれのレリックをどの冒険者が持つのか
を決めておかねばならない。このことは戦闘中の出来事に対してき
わめて重要な影響を及ぼす。
　この遭遇では“魔窟”（Spellcaves）のマップを使うこと。
　光：常闇および“魔の織り”の中心部に近づくと、通常の光源および
パワーによって作られた魔法の光源はまったく光を発しなくなる。
これまでのセッションで集まった6つのレリックの力も常闇によっ
て弱められてしまい、10マスを“明るい” 光で照らすだけになってし
まう。

エリンドリンの戦い
　キャラクターたちは魔窟に到着した。

以下の文章を読み上げること：
　皆さんはエリンドリンの魔窟にたどり着き、その中に足を踏み入
れます。通路の角を曲がった先に巨大な地下洞窟が広がっていまし
た。光が届くぎりぎり先の地面は下りの崖になっていて、その先に
はさらに大きな空間が広がっているようです。100フィートほど離
れた場所で何かが動いているのが見えます。
　脈打って流れる影が、闇の翼のごとく空中に上っていきます。こ
れこそが常闇の源であり、“魔の織り” の精髄はこの場所から引き出
されているのです。それとは別に、上空を覆う闇よりもさらに暗く
強大な何かの気配を感じます。影の網がゆっくりと視界の中に現れ
ては、かなたの闇に向かって延びていきます。

　冒険者たちがこの洞窟の奥に進もうとした瞬間、ロルスによって
穢されたアーティファクトが洞窟全体に奇怪な暗闇を発生させる。

以下の文章を読み上げること：
　突然、洞窟全体が奇妙な光で満たされます。この光を発している
のは、中に色々なアイテムが閉じ込められたたくさんのクリスタル
です。皆さんがこれまでの冒険で集めた光のアイテムが放つ純白の
輝きと、この奇妙な光とがぶつかり合っています。そして、それぞれ
のクリスタルの隣にドラウの戦士が1人ずつ出現します。
　何の前触れも無く、皆さんの心の中に静かな声が響いてきます。
　「私のアーティファクトから穢れを払い、アーティファクトに対す
る “魔の織り” の支配力を打ち砕くのです。闇を滅ぼすのに必要なも
のすべてを、そなたたちは持っています」
　皆さんはこの声が魔法の女神ミストラのものだと悟ります。また、
クリスタルの中に閉じ込められているアイテムは皆、元はミストラ
に捧げられた強力なアーティファクトだったことも分かります。

ロルスのしもべたち
　アーティファクトの穢れを象徴する白いクリスタルの隣に出現し
たのは、“ドラウの狩猟者” である。ツァブラクとダニファエは一番
下の階層、常闇の源の近くにいる。この2体のボス敵は、その存在を
維持している力が破壊されない限り絶対に倒せない。『進行』を参照
のこと。

初めてツァブラクの姿が見えた時、以下の文章を読み上げること：
　このドラウの男性は肩と襟にみごとな刺繍が施された黒いシルク
のローブを着ています。手に持った長い杖の先は鉤爪を模した形に
なっています。背は高くやせぎすで、肉食動物のように身をかがめ
て立っています。

初めてダニファエの姿が見えた時、以下の文章を読み上げること：
　この世のものとは思えぬほど美しいドラウの女性が物憂げな目つ
きで皆さんをじっと見つめています。露出した肌はすべて、這い回
る蜘蛛の刺青で覆われています。額の刺青が一番大きく、常闇や“魔
の織り”と同じ奇怪な闇を放っています。
　彼女は感心したような口ぶりで話し始めます。「そなたらの魂を
もてあそぶのに飽きた後は、わらわの新たな織の力を増すために
使ってくれようぞ。わらわが魔法の女神となるための壮大な網に！」
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 ロルスの化身ダニファエ	 レベル9　単独　制御役（指揮）
中型・自然・人型、ドラウ
hp：400；重傷値：200	 イニシアチブ：＋9
AC23；頑健22、反応22、意志22	 感覚：〈知覚〉＋14
移動速度：7	 暗視、擬似視覚5
完全耐性：幻惑状態、支配状態、［毒］、朦朧状態
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
特徴
O トキシック・プレゼンス／猛毒の存在（［精神］、［毒］）◆オーラ2
　敵がこのオーラ内で自分のターンを終了した時、その敵は10の［精神］かつ
［毒］ダメージを受け、ダニファエはその敵を3マスまで横滑りさせることができ
	る。

標準アクション
mヴェノマス・タッチ／毒の手（［毒］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対“反応”
ヒット：1d4＋5ダメージおよび継続的［毒］ダメージ10（セーヴ・終了）。

rロルスス・コマンド／ロルスの勅命（［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋12対“意志”
ヒット：2d8＋9の［精神］ダメージ、目標は伏せ状態になる。
効果：ダニファエは目標を3マスまで横滑りさせる。

ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
謳歌：ダニファエは基礎攻撃を2回行なう。

C マインド・ウェブズ／心身縛る蜘蛛の巣（［精神］、［毒］）◆再チャージ：初め
て重傷になった時
攻撃：近接範囲・爆発3（爆発内の敵すべて）；＋12対“頑健”
ヒット：3d10＋9の［精神］かつ［毒］ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・
終了）。
　セーヴ失敗・1回目：目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。
移動アクション
テレポート／瞬間移動（［瞬間移動］）◆再チャージ： 4 5 6

効果：ダニファエは10マスまでの瞬間移動を行なう。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆無限回（1ラウンド1回まで）

攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋12対“反応”
ヒット：ダニファエの次のターンの終了時まで、目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得られない。

トリガー型のアクション
C アヴァターズ・レトリビューション／神の化身の反撃◆無限回

トリガー：敵がダニファエに対する攻撃をヒットまたはミスする。
攻撃（即応・対応）：近接範囲・爆発20（爆発内にいる、トリガーを発生させ
た敵）；＋12対“意志”

ヒット：2d8＋8ダメージ、目標は次の目標自身のターンの開始時まで幻惑状
態になる。また、目標は次の目標自身のターンにおいてセーヴィング・スロー
	を行なうことができない。

技能：〈宗教〉＋14、〈魔法学〉＋14
【筋】	20（＋9）	 【敏】	20（＋9）	 【判】	20（＋9）
【耐】	20（＋9）	 【知】	20（＋9）	 【魅】	20（＋9）
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、エルフ語、神界語

　戦術：1人目の冒険者が洞窟内の床が低い場所に到達するか、穢さ
れたアーティファクトが1つでも浄化された時点で（「穢れたアーティ
ファクト」参照）、敵たちは攻撃を開始する。
　特記なき限り、ツァブラクとダニファエは特殊な地形の効果をす
べて知っており、それらの効果を活用して優位に立とうとする。特に、
強制移動によって敵を危険な地形に押し込んだり、穢れたアーティ
ファクトから遠ざけたりする。

ツァブラク・ゾーラーリン	 レベル8　砲撃役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：64；重傷値：32	 イニシアチブ：＋6
AC22；頑健18、反応21、意志21	 感覚：〈知覚〉＋5
移動速度：6	 暗視
標準アクション
mスペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド（［装具］、［電撃］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋13対AC
ヒット：2d8＋7の［電撃］ダメージ、ツァブラクは目標を2マスまで押しやる。

rダーク・ボルト／闇の魔弾（［死霊］、［装具］、［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋13対“反応”
ヒット：2d8＋2の［電撃］ダメージおよび継続的［死霊］ダメージ5（セーヴ・終
了）。

C ライトニング・ウェブ／稲妻の網（［装具］、［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内のクリーチャーすべて）；＋11対“反応”
ヒット：目標は動けない状態になり、継続的［電撃］ダメージ10を受ける（セー
ヴ・両方とも終了）。

ミス：目標は減速状態になり、継続的［電撃］ダメージ5を受ける（セーヴ・両
方とも終了）。

移動アクション
レヴィテート／空中浮揚◆遭遇毎

効果：ツァブラクは垂直に4マス上方へ移動し、次の自分のターンの終了時ま
	で宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、ツァブラ
クは落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。

維持・移動：この空中浮揚は次のツァブラクのターンの終了時まで持続する。
	さらに、ツァブラクは上下いずれかに3マスまで移動し、かつ地面と水平に1マ
ス移動することができる。

技能：〈隠密〉＋11、〈地下探険〉＋10、〈魔法学〉＋12
【筋】	10（＋4）	 【敏】	15（＋6）	 【判】	13（＋5）
【耐】	10（＋4）	 【知】	17（＋7）	 【魅】	16（＋7）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語

ドラウの狩猟者　6体	 レベル12　雑魚　奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。	 イニシアチブ：＋15
AC26；頑健22、反応25、意志25	 感覚：〈知覚〉＋7
移動速度：6	 暗視
特徴
ストーカー・アンブッシュ／狩猟者の不意討ち
　このドラウを見ることができないクリーチャーにこのドラウの攻撃がヒットした
時、その攻撃は5の追加ダメージを与える。

標準アクション
mロングソード（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋17対AC
ヒット：10ダメージ。

R ハンド・クロスボウ（［毒］、［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋17対AC
ヒット：5ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
クラウド・オヴ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎

効果：爆発の範囲内に、このドラウの次のターンの終了時まで持続する区域
が作り出される。この区域はこのドラウの以外のすべてのクリーチャーの視線
	を遮る。この区域の中に全身が入っている、このドラウ以外のクリーチャーは、
盲目状態である。

【筋】	16（＋9）	 【敏】	20（＋11）	 【判】	13（＋7）
【耐】	14（＋8）	 【知】	16（＋9）	 【魅】	11（＋6）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
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進行
　ダニファエが生きている限り、ツァブラクのhpは重傷値以下に減
ることはない。以下の記述を参考にして、この重要な情報をプレイ
ヤーたちに与えること。

ツァブラクが重傷になった時、以下の文章を読み上げること：
　その攻撃を喰らったドラウのウィザードはよろよろと後ずさりま
す。その瞬間、女性のドラウの体から蜘蛛の巣状の闇の光が伸びて、
男性のドラウを包み込みます。
　ツァブラクは笑います。「バカめ！　私は女神と1つになったのだ。
女神ある限り我は不滅、そして、女神もまた不滅。今すぐ降伏すれば、
あまり苦しませずに殺してやるぞ」

　これと同様に、蜘蛛の女王が魔法の女神になるという使命達成の
ために“魔の織り”を活用している限り、ダニファエの命は“魔の織り”
によって保たれている。そして “魔の織り” は、この場所にある穢れ
たアーティファクトの力に依存している。したがって、穢れたアー
ティファクトを5つ浄化しない限りダニファエのhpを重傷値以下に
減らすことはできず、すべてのアーティファクトを浄化しない限り
ダニファエを殺すことはできない。以下の記述を参考にして、この
情報をはっきりとプレイヤーたちに分からせること。

ダニファエが重傷になるか死にそうになった時、以下の文章を読み上げ
ること：
　ロルスの化身はその攻撃をはねのけ、穢れたアーティファクトの
周辺の空気がビリビリと震えます。このクリーチャーと、穢された
アーティファクトと、“魔の織り” との間のつながりを断ち切らない
限り、彼女を殺すことは不可能です。

重要な特徴
　“魔の織り”の源：洞窟の低い部分の中央にある暗い色の4×4マス
こそ、アビスから “魔の織り” が流れ込んでいる場所である。常闇の
発生源も同じだ。これらのマスから天井まで闇の柱が立っており、
さらに天井を突き抜けて空まで闇が立ち昇っている。
　“魔の織り” の源を見たキャラクターがフリー・アクションとして
難易度12の〈自然〉、〈宗教〉、または〈魔法学〉の判定に成功すれば、そ
の効果と機能を理解することができる。
　いかなるクリーチャーもこれらのマスに入ることはできない。強
制移動によってこれらのマスに移動させられそうになったクリー
チャーは、通常通り“妨害となる地形”に入るのを防ぐためのセーヴィ
ング・スローを行なうことができる。このセーヴに失敗したクリー
チャーは10ダメージを受ける。
　穢されたアーティファクト：この遭遇に登場する穢されたアーティ
ファクトの数は、パーティ内のキャラクターの人数に揃えるべきだ。
パーティの人数が6人よりも少ない場合は、入り口に近いほうから順
番にアーティファクトの数を減らして行くこと。
　白いクリスタルに埋め尽くされたマスは皆、“魔の織り”を作る助け
としてドラウたちが盗んで穢したミストラのアーティファクトを表
わしている。ダニファエと “魔の織り” とのつながりを断ち切るため
には、これらすべてのアーティファクトを浄化しなければならない。
　アーティファクトを浄化するためには、これまでのセッションで
獲得した光のアイテムの力を放出させる必要がある。1人のキャラ
クターは1回の標準アクションとして1つのアーティファクトを浄
化することができる。そのキャラクターはアーティファクトと同じ

マスにいなければならず、いずれかの光のアイテムを持っていなけ
ればならない。1つのアーティファクトを浄化した時点で、それに使
われた光のアイテムはアーティファクトを浄化する力を失う。
　アーティファクトが浄化されると、そのアーティファクトを閉じ
込めていたクリスタルは白い光を放ち、回復の力を帯びる。キャラ
クターはフリー・アクションとして難易度12の〈看破〉、〈自然〉、〈宗
教〉、または〈魔法学〉の判定に成功することによって、回復のクリス
タルの効果および機能を知ることができる。
　回復のクリスタルのマスに入ったキャラクターは（モンスターは
不可）1回の標準アクションとして回復力を1回ぶん消費することが
できる。あるいは、回復のクリスタルのマスに入ったキャラクター
は1回の標準アクションとして難易度16の〈持久力〉判定を行なうこ
ともできる。この判定に成功したなら、そのキャラクターから10マ
ス以内の味方1人が回復力を1回ぶん消費することができる。いずれ
の方法であれ、1つのクリスタルの回復効果は1度使用するとこの遭
遇の終了時まで再使用はできない。
　回復のクリスタルのマスにいるクリーチャーはクリスタルを攻撃
して破壊することができる（どんな攻撃でもよい）。クリスタルを破
壊したクリーチャーは10ダメージを受ける。

特殊な地形
　この魔窟は呪文荒廃に由来する効果によって元から危険な場所で
あったが、“魔の織り” および常闇の影響でさらに危険な場所と化し
ている。
　冷火の球体：この球体のマスに入ったクリーチャーは10の［電撃］
かつ［火］かつ［冷気］ダメージを受け、このセッションの終了時まで
“すべてのダメージに対する脆弱性10”を得てしまう。
　マイナー・アクションとして難易度16の〈宗教〉判定に成功したク
リーチャーはこの球体の効果に気づく。
　死体：ロルスがこの場所でしようとしていることを知り、それを
止めようとした者たちはPC以外にもいたが、皆ここで殺された。こ
れらの死体を含むマスは移動困難な地形である。さらに、“魔の織り”
の魔力が死体に残された生命エネルギーを汚染している。クリー
チャーが死体のマスに入るか、死体のマスで自分のターンを開始し
た時、1d10をロールすること。

1d20	 結果
1〜5	 そのクリーチャーは次の自分のターンの開始時まで
	 減速状態になる。
6〜16	 特に効果なし。
17〜20	 そのクリーチャーは次の自分のターンの終了時まで
	 移動速度に＋4ボーナスを得る。

　ドラゴンの死体：このゴールド・ドラゴンはこの魔窟の調査に来
ていて、“魔の織り” が起動した際に死亡した。この死体は移動困難
な地形であり、魔窟の魔力によって危険要因兼有用な道具に変化し
ている。遭遇が始まった時点では、ドラウたちもこのことを知らない。
　マイナー・アクションとして難易度16の〈自然〉、〈治療〉、または〈魔
法学〉の判定に成功すると、クリーチャーがドラゴンの死体のマスに
入った瞬間に青い炎が爆発し、この死体のマスおよび死体に隣接す
るすべてのマスにいるクリーチャーが15［火］ダメージを受けるとい
うことが分かる。この爆発は1ラウンドに1回までしか発生しない。
　この爆発が初めて発生した時、死体の中からドラゴンの亡霊が出
現する。この亡霊は当初は混乱しているが、やがて落ち着いて質問
を行なう。「ここで何が起きているのだ？」



63

 

　難易度12の〈交渉〉判定（1回の標準アクション）に成功すれば、
パーティの味方として戦闘に参加するようドラゴンの亡霊を説き伏
せることができる。亡霊が戦闘に参加した場合、毎ラウンドの“初め
て青い炎を爆発させたクリーチャーのイニシアチブ順の直後” のタ
イミングで、亡霊がダニファエに10ダメージを与える。冒険者たち
が〈交渉〉判定に失敗した場合、ドラゴンは亡霊としての姿を保てな
くなり、何もせずに消え去る。
　緑の染み：マップ上にある緑色の染みは、“魔の織り” の力に圧倒
されて爆発したドラウのウィザードの残骸である。この染みのマス
または染みに隣接するマスにいるクリーチャーは、マイナー・アク
ションとして難易度12の〈魔法〉判定に成功すれば（“修得済み”のみ）
この染みの魔力を感知できる。感知に成功したクリーチャーは攻撃
を行なう際に難易度16の〈魔法学〉判定を行なうことで（“修得済み”
のみ）、残存する “魔の織り” のエネルギーを引き出すことができる。
この判定に成功したクリーチャーの次にヒットした1回の攻撃は
2d10の追加［力場］ダメージを与える。この判定に5以上の差で失敗
したクリーチャーは、攻撃の解決後に10［力場］ダメージを受ける。
　岩棚：洞窟の広い部分に面した岩棚は皆、20フィートの高さであ
る（登攀は〈運動〉難易度15）。これらの岩棚は洞窟じゅうを荒れ狂う
魔力のせいで脆くなっている（マイナー・アクションで難易度12の

〈地下探険〉判定に成功すればこのことに気づける）。クリーチャー
が岩棚の上に乗っているときに、別のクリーチャーが1回の標準アク
ションとして岩棚に衝撃を与えると、上に乗っていたクリーチャー
は岩棚から落下する（セーヴィング・スローなし）。
　大渦巻：マップ上に描かれた4×4マスの炎の中には、ひきゆがん
だ無数のドラウたちの顔が浮かび上がっている。
　マイナー・アクションとして難易度16の〈自然〉、〈治療〉、または

〈魔法学〉の判定に成功すると、この大渦巻は特に害がないことが分
かる。大渦巻のマスに入ったキャラクターはフリー・アクションと
して難易度16の〈看破〉判定を行なうことができる。この判定に成功
した冒険者は、1人の味方の遭遇毎攻撃パワー1つの使用回数を回復
させることができる。各キャラクターはこの大渦巻を1回ずつしか
使用できず、大渦巻の効果によって同一の遭遇毎パワーの使用回数
を2回以上回復させることはできない。
　穴：この穴の深さは30フィートである（登攀は〈運動〉難易度15）。
この穴に落ちたクリーチャーは動けない状態になる（セーヴ・終了）。
穴の底には死体がいくつか転がっており、その中の1つの死体は手に
ポーション・オヴ・ヒーリングを握っている。
　姿映しの塵：3箇所にある1マス×2マスの塵は、この場所で復活し
ようとするミストラの精髄の断片である。この地形的特徴は冒険者
たちに利益を与えるものだ。
　姿映しの塵に視線が通っているキャラクターは、白いローブをま
とったおぼろげな女性の姿が自分を手招きしているのを見る。マイ
ナー・アクションとして難易度16の〈歴史〉判定に成功したキャラク
ターは、その姿が死せる女神ミストラ――魔法を司っていた慈悲深
い神格――であることに気づく。
　“冷火の球体” のせいですべてのダメージに対する脆弱性10を得て
しまった冒険者は、姿映しの塵のマスに入ることによってこの脆弱
性を終了させることができる。また、姿映しの塵のマスに入った冒
険者は1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。これに
よるセーヴに失敗した冒険者は、大渦巻の中に瞬間移動される。こ
れによるセーヴに成功した冒険者は、このセッションの終了時まで
“すべてのダメージに対する抵抗5”を得、穢されたアーティファクト
のいずれかに隣接するマス（ランダムに決定する）に瞬間移動される。
　ダニファエまたはツァブラクが塵のマスに強制移動させられた場

合、その者はこのセッションの終了時まで“すべてのダメージに対す
る脆弱性5”を得る。
　瞬間移動の穴：入り口の近くに、呪文荒廃によって生じた大穴が
開いている。この穴のマスまたは穴に隣接するマスに入ったクリー
チャーは以下の攻撃を受ける：＋12対“意志”；ヒットした場合は10
の［火］かつ［力場］ダメージ、さらにそのクリーチャーはいずれかの
“冷火の球体”（ランダムに決定）の中に瞬間移動される。
　水：池は移動困難な地形である。

最後の浄化
　冒険者たちが穢されたアーティファクトをすべて浄化し終えると、
ロルスとダニファエのつながりは断ち切られる。

最後のアーティファクトが浄化された時、以下の文章を読み上げること：
　最後の闇のアーティファクトが浄化されました。アーティファク
トの中に巣食っていた闇が追い出され、影の塊となって空中に昇っ
ていきます。刺青だらけのドラウがその影を引き寄せ、鎧のように身
にまとって、金切り声で叫びます。「哀れな定命の輩めが！　そんな
ことをして何か意味があるとでも思うたか！？　この力はわらわの
内にあり、わらわの糧となるのだ。汝らの魂も我が力にしてくれる！」

キャラクターが死亡した場合
　この戦闘は危険なものであり、冒険者が死亡する可能性は低くは
ない。死亡したキャラクターがこのキャンペーンにおいて（ミスト
ラから見て）英雄的に振舞ってきた場合、死神がそのキャラクターの
魂を連れ去るのは少しだけ遅れることになる。

冒険者が死亡した時、そのプレイヤーに対して以下の文章を読み上げる
こと：
　あなたの魂が肉体を離れようとしたその時、まばゆい光が現れま
す。その光の中に、美しいヒューマンの女性が見えました。彼女は
あなたに話しかけてきます。「私にはそなたを生き返らせることは
できませんが、そなたが仲間を助けたいと願うなら、力を貸すことは
できます。そなたにはこの恩寵を授かる資格がありますか？」

　そのプレイヤーにミストラに嘆願する機会を与え、この戦闘にお
いてそのキャラクターがミストラの助力を授かるべき理由を説明さ
せること。

そのプレイヤーの嘆願が終わったなら、以下の文章を読み上げること：
「そなたを認めましょう」と美しい女性は言います。「私の祝福を受
けなさい」すると突然、あなたの視界は晴れ渡ります。あなたは幽霊
のような姿で飛び回り、この戦場で起きているすべての物事を見聞
きできるようになりました。

　そのキャラクターのイニシアチブ順は生きていた時のまま変化し
ないが、いかなるパワーや攻撃も使用できなくなる。ただし、その冒
険者は1ラウンドに1回、即応・割込として、1人の味方の1回の攻撃
ロール、セーヴィング・スロー、または技能判定に＋2ボーナスを与
えることができる。死亡したキャラクターが複数いる場合、同一の
攻撃ロール、セーヴィング・スロー、または技能判定に対してこの
ボーナスを重ねて与えることも可能である。
　戦闘が終了した時点で、死してなお戦い続けていた冒険者たちは
黄泉路へと旅立つ。
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ミストラの援護
　戦況が芳しくない場合、またはゲームの楽しさという観点から見
てキャラクターたちに幸運をプレゼントするべきだとDMが判断し
た場合、ミストラは1回限りの援護を与えることができる。

ミストラが現れた時、以下の文章を読み上げること：
　空まで立ち昇っていた闇の柱に白い光の線が走り、闇の柱は大き
く揺らぎます。優しさと威厳を兼ね備えた女性の声が洞窟中に響き
渡ります。「英雄たちよ、望みを失ってはなりません。悪を滅ぼし、
この世界に光と希望を取り戻すまで、そなたたちは後一歩のところ
に来ているのです。そなたたちは孤独ではありません」
　そしてエネルギーの波が皆さんの体を洗い流し、体力を取り戻さ
せます。光の神々から新たな力が流れ込み、敵と戦い続けるための
力となります。

　以下のすべて効果が発生する。
◆ 冒険者たちに作用しているすべての状態が終了する。
◆ 冒険者たちはそれぞれ、回復力を1回ぶんずつ消費することがで

きる。
◆ 冒険者たちはそれぞれ、使用済みの遭遇毎攻撃パワー1つの使用

回数を回復させる。

ダニファエの敗北
　ダニファエのhpが0以下に減少し、死亡するはずの状況となった
場合、次に何が起きるかはツァブラクの状況しだいで変化する。

ツァブラクがまだ生きているなら、以下の文章を読み上げること：
　女ドラウにとどめの一撃が振り下ろされた瞬間、彼女の体はのた
うち捻じ曲がります。彼女はドラウのウィザードを指差し、「そな
たの命をわらわに捧げよ！」と命じます。
　ドラウの男が何らかの反応を返そうとする前に、その体はガクガ
クと震え始め、生命力を根こそぎ吸い取られているかのように縮ん
でいきます。一瞬の後、彼の肉体は干からびてぼろぼろに崩れ去り
ました。

　ツァブラクは死亡する。

ツァブラクがすでに死んでいるなら、以下の文章を読み上げること：
　このドラウの下半身は異様に膨れあがり、腹部から8本の足が生え
ます。彼女はドラウと蜘蛛の合いの子、すなわちドライダーの姿に
変化しました。
　変身を終えた彼女は高らかに笑いながら叫びます。
　「よくもわらわを怒らせたな！」
　彼女が全力を開放しようとしたその時、彼女を邪魔するかのよう
にノイズが走ります。地面から吹き上がっていた闇の流れがパチパ
チと音を立てたかと思うと、様相が一変します。青白い炎が影に取っ
て代わり、“魔の織り”の糸は触手のようにのたうち動きますが、闇の
糸が銀色の光に置き換わるにつれて静かになっていきます。
　地面からあふれ出すエネルギーの柱の中から、穏やかながらも有
無を言わさぬ声が響き渡ります。「魔法の女神と呼ばれうる存在は
常にただ1つ。卑しき蜘蛛の女王よ、汝にその資格はない。未来永劫
ありえぬ」
　ドライダーと化したダニファエはまばゆい光に包まれて悲鳴をあ
げます。“織り” の銀色の糸が彼女を打ちすえ、その肉体に優しく深
く食い込んでいきます。憎しみの視線と声を残し、ロルスの化身は
消え去っていきました。

大団円
　ダニファエが死亡した時点で、この世界はもとの姿に戻り始める
――あるいは、少なくとも今より平和的な方向に向かい始める。常
闇が終了したことによって、闇に守られていたオークたちの士気は
崩壊する。ミスラル・ホールおよびアドバー城塞のドワーフたちは
ついにオーク軍の包囲を打ち破り、シルヴァリームーンとエヴァー
ランドの軍隊もかろうじてオーク軍を退けて、斧を手に待ち構える
ドワーフたちの方へと敗走させた。
　“織り” を支配して魔法の女神になろうとするようとするロルスの
陰謀――3シーズンにわたるD&Dエンカウンターズと、何冊もの小説
において繰り広げられてきた物語――は完全に打ち砕かれた。
　長らく消えていたミストラは、劇的な形で力を見せ付けてこの世
界に復活した。しかし、ミストラが織りを元の姿に修復するまでに
はまだいくらか時間がかかるだろう。そのためにはミストラに選ば
れし者たちが力の限りを尽くす必要がある。
　冒険者たちはこの世界の運命を激変させうる戦いにおいて重要な
役割を担ったという自信を抱き、しばらくは安息の日々を送ること
ができる。
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