シャドウフェル城の影

『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』の世界へようこそ！今、君が手にしてい
るのは『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』第4版用に作られた最初の市販アド
ベンチャーだ。これ一つで、君は何時間にも渡って友人たちと一緒に、
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マスター（DM）
である君のもとで、友人たちはプレイヤー・キャラクター

薄くなっている場所が存在し……時として、そこから闇が光の中へと入
200年ほど前のことだ。デーモン・プリンス（大魔王）オルクスを崇
世界をつなぐ裂け目を作り出した。その裂け目からはスケルトンやゾ
れ出してきた。ネラス帝国はこの脅威に対処すべく数個軍団を派兵し
た。帝国軍の兵士たちはアンデッドを撃滅し、裂け目を封印。この地
を監視し脅威の再発を防止すべく城塞を築いた。それが現在“シャドウ
フェル城”として知られる場所である。
その後数十年は平和のうちに過ぎていき、城塞を臨む場所には

ふゆこしむら

冬越村ができた。やがて威容を誇った城塞は廃墟となり、それが築か
れた目的も忘れ去られた。現在、そこは崩れた石組みと木しかない無
害な場所と思われている。
本当にそうであれば良かったのだが。

危機の訪れ
時は流れ、幾多の帝国が衰退した。ネラス帝国もまた時の流れがも
たらす荒廃から無縁ではいられなかった。かつて栄華を誇った人間の
帝国は1世紀ほど前に崩壊し、今はその栄光の記憶が残るのみ。廃墟
と化した城塞の奥深くには、ネラス帝国のウィザードたちが施した魔法
の封印がいまだに裂け目を守り続けていた。だが、この強力な魔法を
もってしても漏出を止めることはできなくなりつつあった。さらに悪いこ
とに、古の同胞たちの始めた仕事を完遂すべく、オルクス教団がこの地
に舞い戻ってきた。
教団はシャドウフェルにつながる裂け目を再び開く方法を探してい
る。これまでのところ教団は魔法の封印の前に切歯扼腕しているとこ
ろだが、彼らが解除法を見つけるのは時間の問題であろう。
教団を止めることができなければ、封印は決壊し、シャドウフェルへ
の通路が再び口を開けることになる。そうなれば冬越村は孤立無援で
この脅威に立ち向かわねばならなくなる。一番近い隣村までは何十キ
ロもの危険な道を通って行かねばならない。この村はいわば広がり続
ける闇の中に輝く一点の光のようなものである。
とはいえ、冬越村は際限なく押し寄せるアンデッドの大群を相手に長
く持ちこたえることはできない。オルクス教団は裂け目を開き、足場を
固め、
この世界で暴虐の限りを尽くそうと目論んでいるのである。

このアドベンチャーは、プレイヤー・キャラクターたちが冬越村に続
く街道でコボルドの山賊たちの待ち伏せを受けるところから幕を開ける。
その後、村に到着した冒険者たちは、これまでちょっと煩わしい程度
の存在でしかなかったコボルドが、最近になって重大な脅威になってい
ることを知る。また、彼らはコボルドの活動の活発化に加えて、街の郊
外にあるドラゴンの墓の発掘に出かけた1人の探検家が行方不明に
なっているという話も耳にするだろう。
PCたちが最初に冬越村を離れようとすると、
コボルドたちは再び襲撃
してくる。望ましからざる注目を集めてしまったことに気付いたPCたち
は、
コボルドの隠れ家を攻撃しようとすることだろう。そこでPCはコボル
ドたちがアイアントゥースという名の、雄羊の頭を持つデーモンの刺青
をいれたゴブリンの命令を受けて動いていることを知る。

ダンジョン・マスター用 パート

アドベンチャーの概略

シャドウフェル城 の 影

カラレル

ここでの発見と、冬越村の住民たちの話から得られた手がかりを総合
することにより、PCたちは廃墟になった城塞にオルクスのカルト教団
が潜んでいることを解明する。冒険者たちは城塞に向かい、教団の企
みを阻もうとするだろう。PCたちが城塞で直面するさまざまな危険─
─アンデッド・モンスター、罠、押し寄せるゴブリンの群れ、邪悪なカル
ト教団員ども──を乗り越えたなら、彼らはやがて悪辣なオルクスの神
官カラレルと対決することになる。

最近の状況
拝死教団を率いているのは、カラレルという名のオルクスの神官であ
る。数年前、カラレルは裂け目が最初に開いた時期の記録を発見し、
シャドウフェル城に秘められた真実に気付いた。それ以来、彼は封印
を打ち砕き、裂け目を再び開くことができると思われる邪悪な儀式の研
究に没頭した。
忌まわしい儀式を研究する間にも、カラレルの影響力は拡大してい
た。城塞を手中に収めた後、彼は周辺地域に手下どもを配置したのだ。
カラレルはゴブリンの部族を1つ支配下に置き、城塞の地下に広がる
部屋部屋に住み着かせた。“太っちょ ”バルグロンという名のゴブリン
に率いられた部族は熱狂的に城塞を守っているが、それはカラレルへ
の忠誠心というよりも、
自分たちが富と力を得たいという渇望によるとこ
ろが大きい。
城塞の支配を確固としたものにした後、カラレルは冬越村近くの住処
で活動するコボルドの部族を監督させるためにアイアントゥース（鉄の
歯）
という名のゴブリンを派遣した。このゴブリンを通じ、カラレルはコ
ボルドたちに対して、その周辺の地域にいる、自分の計画を遅らせたり
妨害したりしそうな者（たとえば冒険者など）には誰であろうと襲いかか
り、可能なら抹殺せよと命令した。
また、カラレルはニナランという名のエルフをスパイとして冬越村に
潜入させている。この密偵の報告を通じて、カラレルは冬越村の住民
たちの動向に目を光らせるとともに、新参者の到着を知ることができる。
カラレルは計画の成功を確信しており、シャドウフェルへの裂け目が
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再び開くのは間近であると考えている。
はたして、彼の野望を打ち砕く勇者は現れるだろうか？
“太っちょ ”バルグロン
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冒険の準備
アドベンチャーの開始時点で、プレイヤー・キャラクターたちは百年
ほど前からまるで整備のされていない街道を旅している。プレイヤー
たちに対して、彼らのキャラクターが互いに知りあいであり、冬越村とい
う小さな町へ向かって危険な荒野を旅しているのだと説明しよう。
君は次に挙げる導入から1つを選択して、冒険者たちの背景設定をこ
しらえてもいいし、自分で設定を作り上げても良い。あまり詳細な設定
を作る必要はない。君はPCたちが何故一緒にいるのか、そして何故こ
のかつて立派であったが長いこと手入れもされていないような街道を
旅しているのかを説明すればそれでいいのである。
以下の導入の中から1つ以上を採用しているなら、PCたちはクエス
トを達成することによって経験点を得られるかも知れない。パーティが
クエストを達成したなら、獲得経験点はそのクエストに参加したキャラ
クター全員で等分すること。

導入：行方不明の師匠
プレイヤー・キャラクターたちは古い知人であり師匠であるドーヴェ
ン・ストールという人物の消息を探している。この男性はPCたちが冒

導入：凶兆
アドベンチャーが始まる前、善の神格ペイロアに仕える敬虔な若き神
官である“大教会の”マーラがPCたちに接触してくる。彼女は歴史を学
んでおり、さまざまなデーモンや死を崇拝するカルト教団の活動につい
て研究してきた。マーラの調査によれば、1年ほど前に小人数の拝死
教団員が冬越村に向かって旅していたという目撃情報があるという。
彼女はさらに調査を進め、その一団の頭目がカラレルという名の、危険
で心のねじ曲がった神官であることをつきとめた。マーラはカラレルが
その地域で秘密教団を立ち上げ、不浄な祭儀を行なっているのではな
いかと危惧している。そこで彼女はPCたちに対して、冬越村に向かい、
その地域で拝死教団が活動しているなら、それを壊滅させて欲しいと
依頼する。
代案：この不穏な兆しを嗅ぎつけたのはPCのクレリックだったこと
にする。
クエスト経験点：カルト教団を壊滅させたなら2,000XP。カルト教
団を壊滅させ、その計画を失敗させた証拠を持ち帰ってくれば、さらに
250gpが与えられる。

険者稼業に就けるように訓練してくれた後、3 ヶ月ほど前に友人たちに
別れを告げて冬越村に向かった。遺跡探険狂であるドーヴェンは、こ
の村の近くにあるドラゴンの墓の位置を記した地図を手に入れていた。
もし本当にドラゴンが埋葬されているなら、一緒に財宝が埋められてい
てもおかしくないというわけだ。
探検家はもう帰宅していなければならない頃合であり、何の音沙汰
もないのはおかしい。冒険者たちは最悪の事態を想定しつつも、自分
たちの師匠に何が起きたのか確認しようとしている。
代案：ドーヴェンの妻がPCたちに行方不明の夫を捜して欲しいと依
頼する。
クエスト経験点：ドーヴェンの行方を確認することにより1,250XPを
獲得する。

導入：帝国の遺跡
冬越村は往時の城塞の庇護のもとで発展した。この地方にある類似
の建造物群と同様、この城塞もまたネラス帝国の崩壊とともに百年ほど
前から手つかずの状態で放置されている。暗く危険になっていくこの
世界の中で、冬越村はささやかな一点の灯火のような存在として生き
延びている。
パルロ・クレインウィングという名の学者がキャラクターたちを雇い、
古い城塞の位置を特定して、その遺跡の地図を作成するように依頼し
た。彼は地図の作成が完了すれば250gpの報酬を支払うと約束する。
冒険者たちは冬越村近くの要塞の廃墟を探険することに喜んで同意す
る。こうした遺跡には宝物が残っているものであり、滅亡した人間の帝
国の秘密が隠されていることがあるからだ。名を上げるチャンスと思い、
また学者の提示する金貨にも惹かれ、PCたちは冒険に旅立つ。
クエスト経験点：完成した地図を学者のパルロ・クレインウィングに
届けることにより、1,750XPと250gpを獲得する。
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周辺地域の地図

越村へ向かうべく、“王の道”と呼ばれる古い街道沿いに西へ旅をして
いる。しかし彼らは町に到着する前に待ち伏せを受ける。以下のペー
ジの資料を読んだ上で、オープニングとなる5ページの遭遇をプレイし

セットアップ
これは戦術遭遇の基本となるさまざまな情報を説明するためのもの
である。
まず最初に、ここでは遭遇の状況説明や背景に関する情報が提示さ
れる。次に、遭遇に登場するモンスターたちの位置が判別しやすくなる

よう。

ように、戦術マップ上の記号の読み方を説明する。たとえば、最初の遭

プレイに必要なもの

である。各遭遇のマップには、その遭遇の開始時にどの位置にモンス

本書にはPCたちが冬越村周辺の地域を探険したり冒険したりする際
に出くわすさまざまな遭遇が書かれている。また、本書には地域全体
のキャンペーン・マップや、プレイヤー・キャラクターたちが活動拠点
にすることのできる冬越村の解説付き地図も含まれている。
DMたる君、そしてプレイヤーも含めた全員は『ダンジョンズ＆ドラゴ

遇においてマップ上に“D”の印で表されているのは“竜鱗盾のコボルド”
ターがいるかが記されている。また、この『セットアップ』の項には、PC
たちが到着した時点でモンスターたちが何をしているか、そしてどうい
う対応をとるかについても書かれている。

読み上げ文

ンズ第4版 クイック・スタート・ルール』に一通り目を通しておこう。

読み上げ文はキャラクターたちに何が見え、どんな物事に気付くかに

『クイック・スタート・ルール』には6人の作成済みキャラクターが掲

関する情報を提供するものである。これは一言一句違えずに読み上げ

載されている。プレイヤーたちにこのアドベンチャーでプレイするキャ

ねばならないというものではない。ここに書いてある情報は君自身の

ラクターを選ばせよう。各キャラクターの解説には、
レベルアップすると

口調に合うように言い換えても構わないのだ。読み上げ文をうまく使

どんなふうに成長するのかに関する情報も書いてある。キャラクターた

いこなそう。この文章はプレイヤーたちが特定の状況に対して最も一

ちは1レベルでゲームを開始し、ほとんどの場合アドベンチャーが終わ

般的なアプローチをとる場合を想定して書かれている。プレイヤー・

るまでには3レベルになっていることだろう。

キャラクターたちの行動如何によっては、さまざまな面で情報を修正す

ゲームを開始する前に、自分が本当にルールを理解しているのか確
認しておこう。また、開始前にあらかじめ最初の数回分の遭遇に目を通
しておこう。事前に読んでおくことで君は遭遇の内容を熟知し、それを
どんなふうに表現すればいいかについて考えを巡らせておくことができ
る。

戦術遭遇の読み方
戦術遭遇は以下のような共通の書式で記述されている。

遭遇レベル
戦術遭遇はいずれも、プレイヤー・キャラクター 5人で構成されたグ
ループ向けに作られている。パーティーのレベルと遭遇レベルが等し
ければ、それは平均的な難易度の遭遇であることを意味している。た
とえば、最初の遭遇（P.5の『街道で：コボルドの山賊』）はレベル1の遭
遇であり、これは出来たてのPCに丁度良い難易度の遭遇である。遭遇
レベルがパーティーのレベルより1 〜 2低いなら、それは簡単な遭遇で
あり、逆に2以上高いなら、それは困難な遭遇ということになる。
遭遇を乗り切ることができたなら、グループは遭遇レベルに応じた経
験点（XP）を獲得する。獲得した経験点はグループのメンバー全員で
均等に分配する。

ダンジョン・マスター用 パート

プレイヤーたちが自分のキャラクターが冬越村に向かって旅をする
理由を理解したら、アドベンチャーを始めよう。キャラクターたちは冬

シャドウフェル城 の 影

冒険の始まり

る必要が出てくることもある。

モンスター・データ
遭遇にはその遭遇に登場するモンスターの種類ごとにデータ・ブロッ
クが用意されている。同じ種類のモンスターが2体以上登場する場合、
何体のクリーチャーがいるのかもデータ・ブロックに示されている。

戦術
この項にはモンスターが冒険者たちをやっつけるためにとってくる特
別な行動について書かれている。戦術はモンスターたちが地の利を活
かそうとすることから、特別なパワーや装備を使用することまでさまざま
である。

マップ
各遭遇には、各モンスターの初期配置を記号で記したマップ（地図）
が含まれている。その場所に特別な地形があれば、それもこのマップ
上に記されている。このアドベンチャーにおける遭遇には付属のポス
ター・マップを使用するが、一部の遭遇に使うマップは『D&Dダンジョ
ン・タイル』（別売り）などを自分で用意する必要がある。

このエリアの情報
この項では地図に記された特殊な地形などについて解説する。その
地域にアイテムや、興味を惹きそうな場所、キャラクターがいじることの
できる何かがあるなら、そうした事物に関してはここで説明する。扉が
普通のものと違っているかどうかや、祭壇に隠し物入れがないかどうか、
このエリアに宝物があったりしないかを知りたい場合は、この項を参照

mike schley

すること。
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街道で：コボルドの山賊
遭遇レベル1（475XP）

セットアップ
プレイヤー・キャラクターたちは王の道を東から西に（つまり地図上
で右から左に）
、冬越村へ向かって旅をしている。その途中で、彼らは
コボルドの山賊に襲われることになる。
この遭遇には、以下のクリーチャーが登場する。
雑魚コボルド（M)

5体

コボルドのスリング兵（S）

1体

竜鱗盾のコボルド（D）

2体

各プレイヤーに自分のキャラクターのミニチュアを、マップの東端か
ら2マス以内のどこかに置かせよう。その後、2ラウンドの時間を与えて、
西に向かってキャラクターを移動させること。
キャラクター全員が街道に沿って移動を終えたら、以下を読み上げる
こと：
涼しく心地よい風が君たちの顔に吹き付ける。君たちは平坦な街道
を歩いている。路面は舗装されていないように見えるが、時折見え隠れ
する古代の玉石から、かつては舗装されていた道が何十年にも渡って
手入れされずにいた結果今のようなありさまになったことが伺い知れる。
君たちは街道を行ったり来たりしている小さな足跡があることに気付い
た。その多くは小さな、鉤爪のある足によってつけられたもののようだ。
コボルドたちは、マップ上に示されている位置から街道を見張ってい
る。雑魚コボルドたちは、PCの誰か1人（ないしそれ以上）がマップ中
央付近の2つの岩の堆積の間にさしかかったところで、隠れ場所から駆
け出して、姿を現す。この時点で、マップ上の「M」
と記されたマスに5体
の雑魚コボルドのミニチュアを配置し、
イニシアチブをロールすること。
他のモンスターたちのミニチュアは、それがアクションをとるまではま
だマップ上に置いてはならない（戦術の項に書かれている通り、雑魚が
攻撃し始めるまでは、他のコボルドは何もしないのだ）。
もしかしたら、PCのうち何人かは道を外れて、草地を通って移動しよ
うとするかも知れない。その場合、コボルドの何体かは隠れ場所で発
見されてしまう可能性がある。PCがコボルドから視線の通るマスへ移
動したなら、そのコボルドは仲間に警戒を促す金切り声を上げる。
1体以上のコボルドの姿を視認したなら、以下を読み上げること：
突然、岩陰から小さなクリーチャーが現れ、君たちの方へ向かってき
た。小型の人型生物が金切り声をあげて襲いかかってくる。彼らには
さびいろ

鱗があり、身体は錆色、頭と尾はまるで爬虫類のようだ。
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コボルドのスリング兵（S）
レベル1 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP100
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：24；重傷：12
AC13；頑健12、反応14、意志12
移動速度6
m ダガー
（標準；無限回）
✦［武器］
＋5対AC；1d4＋3ダメージ。
r スリング
（標準；無限回）
✦［武器］
遠隔10 ／ 20；＋6対AC；1d6＋3ダメージ；スペシャル・シ
ョットも参照。
スペシャル・ショット／特殊な矢弾
コボルドのスリング兵は、スリングから特殊な矢弾を発射す
ることができる。通常は以下の特殊な矢弾を合計3発携帯
している。特殊な矢弾による攻撃は、通常のダメージに加えて、
そのタイプに応じた追加効果を与える：
ファイヤーポット／火炎弾（［火］）2発：目標は継続的［火］
ダメージ2（セーヴ・終了）を受ける。
グルーポット／粘着弾1発：目標は動けない状態になる（セ
ーヴ・終了）。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフ
トを行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋10、〈軽業〉＋8、〈盗賊〉＋10
【筋】9（−1） 【敏】17(＋3) 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）【知】9（−1） 【魅】10（±0）
描写：この爬虫類のような小型の人型生物の身体は錆色の鱗で覆
われている。レザー・アーマーを着用し、スリングを1つ手に
持っている（ブリット（スリングの弾）20発を携帯）。胸には
弾薬帯をたすき掛けにしており、そこに小さな陶器製の球体
を3つ吊り下げている。
雑魚コボルド（M） 5体
レベル1 雑魚
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各25
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健11、反応13、意志11
移動速度6
m スピア
（標準；無限回；雑魚攻撃）
✦［武器］
＋5対AC；4ダメージ
r ジャヴェリン
（標準；無限回；雑魚攻撃）
✦［武器］
遠隔10 ／ 20；＋5対AC；4ダメージ
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋5、〈盗賊〉＋5
【筋】8（−1） 【敏】16(＋3) 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）【知】9（−1） 【魅】10（±0）
描写：この爬虫類のような小型の人型生物の身体は暗赤色の鱗で
覆われている。ハイド・アーマーを着用し、スピアを1本とジ
ャヴェリン3本を携帯し、ライト・シールドを装備している。

戦術

岩塊：街道の両脇には砕けた岩塊が点在している。岩塊はその背
後に隠れているクリーチャーに視認困難と、恐らくは遮蔽をも提供する。
さらに、岩塊は移動に関して障害物として機能する；クリーチャーは、岩
塊を含むマスに直接移動することはできない。
岩塊は高さ5フィートである。岩塊の上に登るには、難易度15の〈運
動〉判定に成功し、4マス分の移動を行なわねばならない。岩塊の上
にいるキャラクターは他の岩塊のマスの上に移動することができる；こ
の際、岩塊の上は移動困難な地形として扱うこと。

街道で：コボルドの 山賊

竜鱗盾のコボルド（D） 2体
レベル2 兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各125
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋2；暗視
HP：36；重傷：18
AC18；頑健14、
反応13、意志13
抵抗：［火］5
移動速度6
m ショート・ソード
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d6＋3ダメージに加えて、目標はこの竜鱗盾の
コボルドの次回のターンが終了するまでマークされた状態に
なる。
ドラゴンシールド・タクティクス／竜鱗盾の戦闘術（即応・対応、
隣接する1体の敵が自分から離れるようにシフトした場合
または1体の敵が自分に隣接するマスに移動してきた場合；
無限回）
竜鱗盾のコボルドは1マスのシフトを行なうことができる。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、竜鱗
盾のコボルドは攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋7、〈軽業〉＋5、〈盗賊〉＋7
【筋】14（＋3）【敏】13(＋2) 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】10（＋1）
描写：この赤い鱗をした爬虫人はショート・ソードを装備し、ド
ラゴンの鱗のようなものを盾として使っている。

草むら：街道の付近には、厚く生い茂った草むらが点在している。こ
うしたエリアはやや見通しが悪いため、そのエリアの中から外へ、ある
いは外から中に対して攻撃を行なう者に通常の遮蔽を提供する。また、
草むらに覆われたエリアは、移動困難な地形として扱う。
切り立った岩肌：太い黒い線で縁取られたマスは、切り立った岩肌で
ある。これは高さが50フィートあり、上に登るには難易度20の〈運動〉
判定に1回成功した上で、合計200マス分の移動を行なわねばならな
い。
墓石：墓石は、それがあるマスにいる者に遮蔽を提供する。
財宝：コボルドの山賊に勝利したなら、PCたちは各コボルドのデー
タ・ブロックに記されている武器に加えて、合計で34spを手に入れる。

次の展開は？
戦闘が終わったなら、冒険者たちは冬越村への旅を続行することが
できる。ゲームをスムーズに進行させるコツについては、次のページの
『DMへのアドバイス』の項を参考にしよう。

竜鱗盾のコボルドとスリング兵は、雑魚コボルドに先に行動させる；
たとえ自分たちのイニシアチブ判定の結果の方が高かったとしてもで
ある。彼らは雑魚コボルドたちが行動を終えるまで、何のアクションもと
ろうとしない（その時点から遭遇が終了するまでの間、彼らのイニシア
チブ・カウントは、雑魚コボルドより1低いものになる）。どの雑魚コボ
ルドも、突撃をしかけることが可能な位置にPCがいれば、必ず突撃す
る；近接戦闘をしかけられる位置に近づけない場合、雑魚コボルドは
ゆっくりと前進しつつジャヴェリンを投げる。
竜鱗盾のコボルドは、PCの中で一番強そうな近接戦闘要員に近接
戦闘を挑む。
スリング兵はできるだけ長く遮蔽の背後に留まろうとし、最も近くにい
るPCに対してスリングで攻撃する。隠れ場所から出て来ざるを得なく
なった場合、このクリーチャーは遮蔽や視認困難による利益を得つつ
射撃による攻撃を続行できそうな場所へと移動する。
コボルドたちは、死ぬまで戦う；自分のせいで秘密の隠れ家の位置
を敵に知られるようなことがあったら、ひどい拷問を受ける羽目になる
ことがよくわかっているからである。

このエリアの情報
明るさ：明るい光。
街道と草地：路面は、土と砕けた石のかけらでできており、
ところどこ
ろに旧街道の路床に使われていた古代の玉石が転がっている。道ま
たは草を含むマスは移動を妨げないし、視界に影響を及ぼすこともな

jason engle

い。
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DMへのアドバイス：戦闘の合間のシーンの運営
D&Dというのは延々と戦い続けるだけのゲームかといえば、決してそ
うではない──みんなで協力して物語を作り上げるゲームでもあるの
だ。DMである君は、プレイヤーたちに物語の基礎となるさまざまな事
柄を説明する。プレイヤーたちはそれを受けて、自分のキャラクターが
その場その場の状況でどんなことをするかを述べていく。
しかしながら、時としてプレイヤーたちは、君の指示が理解できな
かったり、どうしたらいいかわからなくて困惑してしまうことがある。そ
んな時は君がしっかりとイベントの舵取りをしてあげる必要がある。

状況を進めよう
君はプレイヤーたちが考えていることに、常に気を配っておくべきで
ある。それを怠ると、ゲームは活気を失い停滞してしまう。会話が途絶
え、みんなが君の方を見つめているのに気付いたら、君は可及的速や
かに、次にどんな行動をとりたいのかとプレイヤーたちに尋ねてあげな
ければならない。君が質問することで、プレイヤーたちは自分が何らか
の行動を求められていることに気付くのだ。
時として、卓を囲んでいる人々がゲームの進行と関係ない話題で盛
り上がってしまうことがある。プレイヤーたちがジョークを飛ばしたり、
お気に入りの映画のセリフの物真似をしたりしたとしても、短時間であ
れば一向にかまわない。しかしながら、ゲーム・テーブルについてい
る全員のやる気度は把握しておかねばならない。ゲームを先に進める
頃合いを判断するのは君の役目だ。「さあ、コボルドたちは全滅したよ。
これからどうする？」
という具合に、プレイヤーたちに行動を促す質問を
してみよう。

質問で誘導する
次にどうしたいかと訊ねても、プレイヤーたちがとまどってしまうこと
がある。そんな場合、誘導するような質問をして、特定の方向に彼らを
導いてあげるといい。
たとえば、コボルドとの戦闘の後、プレイヤーたちが次に何をするべ
きかについて長時間考え込んでしまうようなら、君は「さて、冬越村への
旅を続ける準備はできたかな？」なんて尋ねてしまってもいいのである。

書かれていない選択肢
時に、プレイヤーたちは君の計画にもアドベンチャーの本文にも想定
されていないような選択肢を考えつくことがある。すばらしい！ それを
採用しよう。プレイヤーのしたがっていることが、物語を先に進めるた
めに利用できないかどうか思案してみよう。彼らの考えた計画を、アド
ベンチャーの筋書きに織り込むのだ。この方針を取ると自分で考えね
ばならないことも増えるが、これはいろいろなNPCとモンスターを活用
する絶好の機会でもある。もしプレイヤー・キャラクターたちがコボル
ドの山賊を生け捕りにして尋問したとしたら、そのコボルドはどんな反
応を示すだろうか？
たとえば、つい先ほどの遭遇に書かれていたように、コボルドは自分
のせいで秘密の隠れ家の位置を敵に知られるようなことがあったら酷
い拷問に遭うことを知っている。だが、コボルドを捕えたPCは、説き伏
せるなり脅すなりして、多少なりとも情報を得ようとするに違いない。そ
んな時、コボルドは“アイアントゥース（鉄の歯）”という自分たちのリー
ダーの名前だけを口にして、あとは怯えきったキーキーという金切り声

mike schley

を上げるだけになってしまうかも知れない。
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どの導入に従って村にやってきたかに関係なく、冒険者たちはまず手

冬越村の防壁の上には、その縁に沿って狭い胸壁がぐるりと設けら

始めに腰を落ち着ける宿屋を探す必要がある。村人たちに訊ねれば、

れている。冬越村が攻撃された場合、警備隊に加えて、村人から編成さ

誰もが冬越村唯一の酒場“ラフトン亭”を指差すだろう。

れた民兵団が防壁の防衛に当たり、脅威を退けようとする。

ラフトン亭は村人たちの集会場になっているので、PCは時間次第で
村の主立った住人全員に出会える可能性がある。

2．ラフトン亭

冬越村

ラフトン亭はどこにでもあるありふれた酒場である。売り物はビールや

村、人口977人

ワインだが、頼めば蒸留酒も出してくれる。旅人は一晩5spでベッドを

わだち

轍だらけの王の道は、開けた丘のふもとへと続いている。その丘の上

に建つ、防壁に囲まれた集落が冬越村だ。村はケルンゴーム連峰南部
の丘陵地帯に位置している。壁は古びた石でできており、
その上には防
御用の柵が設置されている。
冬越村周辺には草ぶき屋根の民家が点在し、家々に寄り添うように細
かく区切られた農地や牧草地が広がっている。西と南に広がる農場の
向こうには暗い森があり、北には高くそびえる山脈の峰々が遠望できる。
冬越村住人のほとんどは、村のある谷の外に出たことがない。村人
の大多数は農民だが、冬越村の壁の内側にはさまざまな業種の職人た
ちも住んでいる。この辺りを通る荷馬車はたいてい、旧街道である王の
道を東に5日ほど旅した先にある隣村で商売しようと向かっている途中
のものである。時々、冬越村に立ち寄る荷馬車もあり、そうすると村人
たちは大喜びで集まってきては、よその土地のニュースを聞いたり、新
しく珍しい品々を買おうと市場に集まってくる。
指導者：アーネスト・パドレイグは冬越村の領主であり、かつて帝国
の領土であった時代からこの地を治めてきた貴族の末裔である。冬越
村周辺の人々はパドレイグ卿の父の施政に満足していたので、何とは
なしに彼を新たな領主として認めている。それは言い換えるなら、パド
レイグが絶対的権力者でないことを意味している。たとえば、彼は街道
で起きているコボルドの問題に対処するために村人を徴用して部隊を
編成することができずにいるのである。
パドレイグの指揮する冬越村の警備隊は総勢10人であり、村の防壁
の内側および周辺地域の警備や警察として中心的な役割を担っている
組織である。警備隊の隊員たちは2人1組でパトロールする。1日の猶
予があれば、パドレイグは軍を増強するために、約50人の領民を召集
することができる。しかしながら、召集をかけられるのは村そのものが
危機にさらされた時だけである──村人たちは農場の先まで街道をパ
トロールしたいと思っていないのだ。
人口統計：冬越村の人口の大多数を占めるのは人間である。くわえ
て、いくつかのドワーフの家族が分散して住んでいる他、2人のエルフ
を含む他の一般的な種族も少数ずつながら住んでいる。
経済：冬越村は農村であり、その経済は主に物々交換と現物支給で
成り立っている。しかしパドレイグ卿は自分の所有する貨幣を流通さ
せることによって、貨幣経済のシステムが破綻しないようにしている。
冒険者たちは適切な額の貨幣を支払うことができるなら、何の問題もな

この広々とした宿屋兼居酒屋は、地元の集会場として利用されている。

提供してもらえるが、食事は別料金である
（一食2spから）。ここには夜
ごと大勢の村人が集まり、飲んだり、
うわさ話をしたり、歌ったり、賭け事
をしたりする。
村の住民に加えて、冬越村を通りかかる旅行者がいれば、ここで出会
えるだろう。
ラフトン亭にいる者は誰でも、村とその近くにある荒廃した砦の歴史
に関して一般的なことは知っている。ただし、荒廃した砦がシャドウフェ
ルにつながる裂け目を封じるために建設されたことを知っているのは
ヴァルスランだけである。
サルヴァーナ・ラフトン：ラフトン亭の所有者にして経営者は、サル
ヴァーナ・ラフトンという名の人間の女性である。彼女は、数人のウェ
イターとウェイトレス、料理人を雇っている。サルヴァーナは人なつこく
心の広い人物であり、すぐに微笑を浮かべて暖かく歓待してくれる。
アイリアン老人：この年老いた農夫はラフトン亭の常連客である。
毎晩、彼は隅の方にあるテーブルに席をとる。彼は旧街道たる“王の道”
沿いに農場を所有している。アイリアンは、冬越村の歴史に関心を持っ
ている。彼は話し好きであり、地元の事柄に関する良い情報源である。
“予見者”ヴァルスラン：ヴァルスランは冬越村の防壁の内側に建つ
塔に住む、賢者にして学者である。彼は社交の機会を求めて時折ラフ
トン亭を訪れる。ヴァルスランは地元の事情について博識だが、
この周
辺で死を崇めるカルト教団が活動していることについては何も知らな
い。彼は古城の遺跡の地下に封印されている裂け目について知ってい
るが、軽々しく冒険者に明かしたりはしないし、パニックを引き起こした
くないので村人たちのいる所では決して話そうとしない。ヴァルスラン
は聞き上手であり、誰かが質問をしたなら必要充分な内容を話してくれ
る。
パドレイグ卿：時々、町の領主（人間の3レベルのウォーロード）もラ
フトン亭を訪れる。彼が姿を見せると、その場にいる人々は皆、帽子を
脱いで、彼を「領主様」
と呼んで挨拶をする。そしてその後、彼は酒場の
隅の三角テーブルに独りで座り、ビールをちびちびと飲む。冒険者が
近づいて話しかければ、彼は快く応じてくれる。最初、彼は冒険者たち
のことを他の村から来た有力者か、
さもなければ新しい通商路を捜して
いる商人ではないかと思う。彼が冒険者をただの宝探しに過ぎないと
思ってしまった場合、冒険者たちが役に立つ存在であることを証明して
みせない限り、彼の丁重さの度合いは減じることになるだろう。
ニナラン：この物静かなエルフの狩人は、通常独りで飲んでいる。ニ

く品物を購入することができる。

ナランは会話に興味を示さない。彼女の態度は刺々しく辛辣である。

1．外門と防壁

事を彼に報告している。

外門は日中は開いているが、夜になると閉鎖され閂がかけられる。
時間に関係なく、外門には常時2人の衛兵が警備にあたっている。彼ら
は地元住民には愛想よくうなずきかけ、旅人にはラフトン亭を指差す
（彼らは旅人を交易商人の類だろうと考える）。

幕 間 1：冬 越 村 到 着

幕間1：冬越村到着

実は彼女は冬越村に送り込まれたカラレルの密偵であり、村での出来

3．市場
だいたい2日に1度くらいの頻度で、この広場に手押し車と荷馬車が
集まってきて、冬越村の人々に商品を販売する。週に一度の公式な“市
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の日”になると、まるでセイレーンの歌にでも引き寄せられたかのように、
ほとんどの村人がこの広場に集まり、買い物やおしゃべりに興じる。農
民は農作物を、狩人は燻製肉を、村人は手工芸品を売る。時折東から
交易商人がやってきて、道具や高価な品々を売ることもある。
『プレイヤーズ・ハンドブック』に掲載されている冒険用装備を購入
しようとする場合、ある特定の品物が市場の開かれる日に売られている
確率は50％である。しかしながら、市場で鎧や武器、装具、魔法のアイ
テムが売られているのを見かけることはまずあり得ないだろう。
デルフィナ・ムーンジェム：デルフィナ・ムーンジェム（月の宝石のデ
ルフィナ）は都会暮らしをするためにエルフ側の親の故郷である森を捨
ててきた（冬越村が都会と呼ぶに値するかどうかは大いに疑問だが）。
デルフィナは“市の日”になると市場に荷車を出して、野の草花を売る。
彼女は訪問客に喜んで冬越村のことを語ってくれる。彼女は村の北で
野の草花を集めており、丘陵地帯から北に見える城塞の遺跡周辺でゴ
ブリンどもを目撃している。

8．戦士ギルド
冬越村の村人は、戦士ギルドに加盟すれば週に1回、剣と盾の扱いに
関する基礎的な訓練を受けることができる。ギルドは、市場が開催され
ていない日に、そこで教練を行なう。住人の一部は、毎月少なくとも1
回の訓練を受け、非常時の召集に答えることを条件に民兵として給与
（年に銀貨数枚）を得ている。冬越村警備隊の隊長であるロンド・ケル
フェムは、戦士ギルドの監督役もつとめている。彼は時間帯によりここ
か兵舎にいるか、歩哨任務についている。

9. 共同住宅
この大きな共用の建物は、農場を所有していない者や、防壁内の商
店などで働いている村民のための賃貸住宅である。
村の西側にある家々
（“H”印のついている家）にも数世帯が住んでいる。防壁の外に住む村
人はほとんどが農民や職人で、商品を市場に持ってきて売ったり物々
交換したりしている。

きゅうしゃ

4．厩舎
市の日になると、厩舎は商品を売りに来た者たちの乗騎や荷役用の
獣でいっぱいになる。旅行者は、1日あたり2spで乗騎を厩舎に預ける
ことができる。希に（10％の確率で）厩舎の主人がライディング・ホー
ス
（乗用馬）1頭または荷馬車1台（『プレイヤーズ・ハンドブック』参照）
を売りに出していることがある。

5. 鍛冶屋
この村の鍛冶場の所有者はタイア・コールストライカー（石炭叩きの
タイア）
という名のドワーフである。ここでPCはさまざまな通常のアイテ
ム
（スパイクや武器、重装鎧など）
を購入できる。単純武器は在庫があ
るが、軍用武器は製作に1日、上級武器は1週間の作業時間を要する。

6. ヴァルスランの塔
この5階建ての塔は、冬越村で一番高い建物である。噂によれば塔
は300年以上昔からここにあり、“予見者”ヴァルスランはその一番新し
い住人に過ぎないのだという。
ヴァルスランは塔の大部分を使っていない；彼は最上部の2階ぶん
を住まいに使っている。下の3階分の部屋は空っぽで、扉はヴァルスラ
ンの住んでいる階へつながる階段を除いて施錠されている。ヴァルス
ランについては、前述のラフトン亭の項で簡単に説明されている。この
賢者にして学者は、ひとたび冒険者たちの価値と意義を認めたならば、
品揃えは少ないが1レベルおよび2レベルの儀式を売ってくれるように
なる。儀式のリストは『プレイヤーズ・ハンドブック』
を参照。

7．ベアウィン大百貨店
ベアウィン・ワイルダーソンは（自ら語るところによれば）10年前にこ
こで店を始める前は世界中を旅していた。彼はさまざまなアイテムを
在庫に持っており、『プレイヤーズ・ハンドブック』に載っているすべて
の冒険用装備を販売している。彼はたまに1レベルの魔法のアイテム
を数個売りに出すことがあり、また、時折ポーション・オヴ・ヒーリング
を2本ほど店頭に並べる。

ポーション・オヴ・ヒーリング

Potion of Healing ／治癒の水薬
レベル5
この単純なポーションは肉体の自然治癒能力を引き出して、君の傷を治す。
ポーション 50gp
パワー（［消費型］F［回復］）：マイナー・アクション。このポーション
を飲み、回復力を1回ぶん消費する。通常回復するヒット・ポイント
の値の代わりに、使用者は10ポイントのヒット・ポイントを回復する。
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10．寺院
この石造の大きな建物は、村の寺院である。この地方の住民は幾柱
かの神格を崇めているが、一番信仰を集めているのはアヴァンドラ
（幸
運と変化の女神）
である。
神官であるシスター・リノーラは、週に3日は寺院に詰めているが、そ
れ以外の日はしばしば外出している。彼女は好んで防壁の外にある
家々を回り、村人や動物の世話をしたり、さまざまな農作業を手伝った
りしている。リノーラはアヴァンドラに仕える神官ではあるが、クレリッ
クではなく、PCに同行することはない。クレリックのパワーは利用でき
ないが、以下の儀式を修得している：キュア・ディジーズ、ジェントル・
リポウズ、
レイズ・デッド。
墓地：冬越村の墓地はシスター・リノーラが管理人を務めている。
墓地は町を囲う防壁を少し南に行ったところにある。

11．内門
日中、内門は閉ざされており、冬越村の警備隊員2名が警備している。
彼らは近づく者すべてに厳しい目を向け、謁見の約束もなくパドレイグ
卿の邸宅に近づく者を尋問する：ただし、神秘的で貫禄のある雰囲気
を漂わせたPCなら、友好的に接すれば通してくれるように衛兵たちを
説得できるかも知れない。

12．冬越村兵糧庫
ここ2年ほど平穏ではあるが、冬越村はゴブリンやコボルド、ノールの
群れに襲われることがある。そんな事態になった時、村人たちは防壁
の内側に避難し、ここに備蓄された水や小麦粉、その他の基本的な食
料品で食いつなぐ。
倉庫の中身は厚い木製の壁と、強固な鍵（〈盗賊〉判定難易度20）の
かかった扉に守られている。扉を開ける鍵を持っているのはパドレイ
グ卿とシスター・リノーラだけである。

13．冬越村兵舎
この軍隊風の宿舎は“警備隊”、すなわち冬越村にいる10名の職業衛
兵の住まいである。日中にここにいるのは2名だけで、他の8人はパト
ロールに出ている。夜間は8名が就寝している間、2名が外門で歩哨
に立つ。兵舎にいる衛兵たちは領主の邸宅や冬越村の防壁内のどこ
かで出動要請があればいつでも即座に対応する。

この豪奢な邸宅は、冬越村がネラス帝国の前哨拠点であった時代に
建てられたものである。ここにはパドレイグ卿と彼の妻、4人の息子た
ちが住み、5人の召使いが常勤している。冬越村の他の家々が藁葺き
屋根の木造家屋なのに対して、これは石造建築の見本といえる美麗な
建物である。
パドレイグ卿は、冬越村を訪れた冒険者が特に求めるなら面会に応

く奴ぁいやしないよ。危険なんてもんじゃないからね！ 怪物どもの巣窟
さ！ 幽霊や吸血鬼もいるって噂だよ。命が惜しい奴は近づきもしないよ。
ヴァルスランならもっといろいろ知ってるんじゃないかねぇ」
“予見者”ヴァルスラン：「城塞は旧帝国の絶頂期に築かれたもので
す。ある種の見張り塔だったようですね。建てられた目的はわかりませ
ん。ノールの襲撃に備えるためだという者もいますが、私には違うよう

じてくれる。彼はラフトン亭の常連客でもある。

に思われます。何のために建てられたにせよ、あの城塞はもはやその目

住民への聞き込み

たのですから。今はゴブリンの巣にでもなっているのではないでしょう

PCたちは冬越村に到着した時点で知っている情報をもとに、以下の
ような質問をしてくるかも知れない。回答はそれを知っている特定の
NPCに対応している；つまりPCが回答を得るためには、それを知って
いるNPCを探して質問しなければならないということだ。君はNPCの
返答をそのまま読み上げてもいいし、
自分の言葉で受け答えしてもいい
し、両方の要素を織り交ぜて、冒険者たちとNPCの対話をロールプレイ
する遭遇にしてしまっても構わない。
PCたちはここで触れられていない質問をしてくるかも知れない。そ
んな場合は、NPCが答えを知っているかどうかに関係なく、その人物が
するように返事をしよう。たとえば、ある特定の質問においてNPCはで
たらめな答えを言うかもしれないし、推測を述べたり、そのことについて
はわからないと認めたりするかも知れない。
質問：ドーヴェン・ストールに会わなかったか？ 彼は竜の墓を探してこ
の辺りに向かったのだが。
サルヴァーナ・ラフトン：「ああ、あの旦那かい。名前は覚えてるよ。
前にウチに部屋をとってたんでね。アイリアン爺さんと何やら話し込ん
でたよ。おかしなことに、ある日出かけたきり帰ってこなくてね。どうし
ちまったのかねえ」
アイリアン老人：「おまえさんはドーヴェンの知り合いかね？ ずっと心
配しとったんじゃ！ 彼は村の南にある昔の墳墓について尋ね回っとった。
そこにドラゴンが埋まっとるとか言っての！あそこはただの古いゴミの山
だと言ってやったんじゃが、聞く耳持たなんだ！ああ、そこへの行き方な
らもちろん教えてやったとも。そもそもわしはこの辺のことを研究しとる
歴史家みたいなものじゃでの。おお、そうじゃ、
ドーヴェンの話じゃった！
ふむ、行き方を教えてやってからこっち、姿を見ておらん。あの馬鹿者め、
無事でおればいいんじゃが」
アイリアンはペンをとり、“墳墓”への行き方を示す小さな地図を描い
てくれる。ドーヴェンのその後の運命も、そこが実際にどんな意味を持
つ場所であるかについても、彼は何も知らない──アイリアンは墳墓を
実際に訪れたことはなく、そこに関する猟師たちの昔話をいくつか知っ
ていたに過ぎないのである。アイリアンのくれる地図は墳墓を発見す
るのに充分な情報となる。
“予見者”ヴァルスラン：「ドラゴンの墓？ 村の南にそんな場所があり
ますな。古代のドラゴンにまつわる伝説がいろいろとあるようですが、
真偽のほどはわかりません」
質問：このあたりにある古代の城塞について何か知っているか？
サルヴァーナ・ラフトン：「ああ、城塞かい？ 村の北にちょっと行った
とこだね。ケルンゴームのお山に登ってく途中さね。でも、
あんなとこ行

幕 間 1：冬 越 村 到 着

14．邸宅

的のために使われてはいません。私が生まれた時にはすでに廃墟だっ
か。しかし、あなたの話で少々興味が湧いてきました。塔に戻ったら資
料を調べてみるとしましょう。次にここでお会いする時には、もう少し詳
しいことをお話できるかも知れません」
PCたちが最初に話しかけた時点では、まだヴァルスランは廃墟に
なった城塞について知っている情報を全部明かしてはくれない。その
代わり、上記のような情報を伝えて、PCたちがどんな行動に出るか様
子を見るのである。次にPCたちがヴァルスランに会う時には、もっと多
くの情報を明かしてくれるだろう──少なくとも2日が経過し、その間に
PCたちが村の周辺で良い働きをしていたなら。P.22の『幕間2』を参照。
上記とは別の話として、ヴァルスランは、パドレイク卿がちょっとした
仕事をしてくれる者を探しているから話してみてはどうかとPCたちにア
ドバイスする。
デルフィナ・ムーンジェム：「私、その古いお城の近くでお花を摘んで
いるんです。あの近くに行くなら気をつけないとダメですよ。廃墟の中
にはゴブリンがいっぱいいますからね。最近ますます数が増えてますし。
ゴブリンどもがどこから来るかは知りませんけど、どこからか引っ越して
きて居座るつもりでいるのは間違いないですね」
質問：村へ来る途中で、赤や茶色の小さな人型生物に襲われた。この
辺で山賊が出るって知ってたかい？

しょうこ

サルヴァーナ・ラフトン：「コボルドが出たのかい！ まったく性懲りの
ない連中だねえ！ その話、パドレイグの殿様にしてさしあげなよ。殿様
は何ヶ月か前から民兵団にあのウジ虫どもを駆除させてるんだけど、成
かんば

果の方は芳しくなくってねえ」
アイリアン老人：「街道で赤や茶色の山賊に出くわしたじゃと？ 王の
道というあの旧街道で？ ほんとかね？ そんな話はわしゃ聞いたこともな
いわい。よもやレッドキャップじゃあるまいな。フェイワイルドから抜け
出してきて悪さを働くという話じゃが、そんなことはこれまで……いや、そ
んな話は聞いたこともないぞい。本当にレッドキャップだったのかね？」
（訳注：レッドキャップ（赤帽子）は赤い帽子をかぶった老人の姿をし
た悪い妖精。出会った人を殺してその血で帽子を赤く染めるといわれ
る）
タイア・コールストライカー：「ほう、コボルドの山賊が出たのか？ そ
わだち

うとも、コボルドだ。あの轍に転がる小石みたいに忌々しいクソ野郎ど
もさ！昔からこの辺にゃ、ちょっとはいたんだがな、ここ何ヶ月かでえらく
行動が大胆になってきやがった。ウチの出入りの業者さんの中にゃ、
こっ
ちに来なくなっちまうとこも出はじめた。あのクソったれな化け物どもを
どうにかしないと、他の商人も来なくなっちまうんじゃないかと心配して
るんだ」
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ベアウィン・ワイルダーソン：「ああ、うちのコボルドどもに会ったんで
すかい。それで……いやいやいやいや、冗談ですよ冗談。それにしても、

質問：腕利きの冒険者パーティに依頼したい仕事があると聞いたのだ
が？

ついに奴ら王の道の旧街道でまで旅人にちょっかい出すようになっちま

パドレイグ卿：「コボルドどもに出くわしたのかね？ 彼奴らは王の道と

いやしたかい。ええ、以前は大した問題じゃなかったんですがね。今じゃ

よばれる旧街道と郊外の農場を我が物顔で荒らし回っておる。あのケ

村の経済を揺るがす深刻な脅威ってやつでさ。ここんとこ、この辺を通

ダモノどもにはまったく手を焼いているよ。だというのに村人たちは問

る旅人がどんどん減って、いい品物を仕入れるのもどんどんどんどん難

題の深刻さをまるで理解しようとせん。この数ヶ月、街道での襲撃も頻

しくなってきてる。それで、以前はるか遠き詰草沼に旅した時のことを

度を増しておる。何者かが彼奴らをけしかけているのだ。私の依頼を

つめくさぬま

き ゃ つ

思い出しやしてね。あそこは、土地の衆が駆除をサボったせいでコボル

受けてはくれないだろうか？ うまくやってくれれば充分な報酬を約束し

ドどもが文字通りウジャウジャとはびこるようになっちまったとこでしてね。

よう」

この辺のコボルドもそのうち勢いづいて村を襲うようになっちまうんす
かねえ？」

冒険者たちが依頼に興味を示したなら、パドレイグは1枚の地図を取
り出し、村の南東にある“コボルドの隠れ家”の位置を指し示す。歴戦の

ロンド・ケルフェム：「とにかく人員が足りんのだ。できるものならコ

冒険者のチームであれば、かなりの確率でコボルドどもを掃討できるだ

ボルドどもをこの地から追い出して、奴らの生まれたクソったれな地獄

ろうと彼は言う。PCたちが依頼を引き受けたなら、パドレイグはコボル

の穴に叩き落としてやりたいと思っとる。噂では襲撃者どもの頭目はア

ドの隠れ家で手に入れたものをすべて自分たちのものにして構わない

イアントゥース（鉄の歯）
という名らしい。だが、そいつが何者で何を企

と告げる（たとえそれが元は冬越村の住民たちのものであったとして

んでいるのがわからん。奴らについて何かわかったら、知らせてくれる

も）。さらに、彼はパーティに対し100gpの報酬を支払うと約束する。

とありがたい」
質問：この地方でカルト教団が不穏な活動をしていないか？
シスター・リノーラ：「コボルドが暴れているのは街道沿いだけでは

サルヴァーナ・ラフトン：「馬鹿なことお言いでないよ！冬越村の衆が

ありません。街道から遠く離れた農場で略奪を働いたり、家畜を強奪し

従ってるのはアヴァンドラ様の教えだよ。この辺にカルトの入り込む余

たり、夜闇にまぎれて民家を襲ったりといった被害が出始めています。

地なんてどこにもありゃしない。絶対だよ！」

パドレイグ様にお願いしてはいるのですが、人員が不足している上に、
新しい部隊を編成するほどの重大事でもないとのことで……。これが
何か災いの前触れでないとよいのですが」

アイリアン老人：
「カルト教団？ 死神教団とかそういうやつかね？ おお、
そいつは見ものじゃわい。あれかね、レイヴン・クイーンとか悪い悪魔
に生贄を捧げたりとかするのかのう？ その生贄の儀式というのはどこで

ニナラン：「あっちへ行って下さい。私は静かにお酒を飲みたくてこ

やるんじゃ？ わしも見に行っていいかね？」

こに来たのです。街道の略奪者のことは多少耳にしていますが、私個人
には今のところ何も問題は起きていません。私のことは気遣い無用に
願います」

“予見者”ヴァルスラン：「この百年以上、冬越村と周辺地域には善の
大義への忠誠こそあれ邪教のはびこったためしはありません。いったい
どこにそのような疑念を抱かせるものがあったというのです？ 気を悪く
しないでいただきたいのですが、何者かがあなた方を誤った方向に導こ
うとしているのではありませんか？」
タイア・コールストライカー：「なんだと、我が邪悪なる計画を知られ
てしまうとは。こうなれば貴様らには死んでもらうしか……ははははは、
すまん、すまん。ついノっちまったよ。カルト教団？ 冬越村に？ 傑作だ、
こりゃたまらん、
ガハハハハハハ！いやまったく、
ナイスジョークだ」
パドレイグ卿：「君らは私の知らない情報をつかんでいるのかね？ 本
気か？ 私が関与しているとでも？ 無論、違うであろうな。邪教が？ ここ
に？ 馬鹿げている。まったく馬鹿げている」
シスター・リノーラ：「冬越村の皆さんはいい人ばかりです。邪悪な
何かなんてありません。私が保証します。この辺りで本当にカルト教団
が活動しているなら、何かしら私の耳に入っているはずです。そして、耳
にしたなら、私はアヴァンドラの名において行動を起こしているでしょう

アイアントゥース
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eric deschamps

──どうか御安心下さい」

幕 間 1：冬 越 村 到 着
森の中の崖と隠れ家
ロンド・ケルフェム：「カルト教団？ ありえんな。あのコボルドどもの
ことを別にすれば、冬越村近郊で起きる犯罪だのもめ事なんぞ、時たま
二、三人の村人が口げんかする程度のものだ。それとも村外れの方か？
その辺りになら潜伏していても不思議はないが、君らが来るまでそんな
話は一度も聞いたことがなかったぞ」
ニナラン：「カルト教団？ 知っているのですか？ 神よ、この巡り合わせ
に感謝します！ 私は村全体が怪物どもと結託しているのではないかと危
惧していたのです！これまで私はカルトの教団員の動向に目を光らせて
きました。彼らは村の南東の崖を登った先の滝の裏にある洞窟に出入
りしているようです。ただ、そこへ向かうなら注意して下さい。彼らはコ
ボルドと手を結んでいるのですから」
現時点で、村人はほぼ全員、冬越村近辺のどこかで邪悪なカルト教
団が活動しているという考えを馬鹿げた考えとして否定する。ただ一人、
ニナランだけが（もしPCの方から近づいて、彼女が話す気になれば）
こ
の脅威を真剣に受け止める。当然ながら、彼女がPCたちをコボルドの
隠れ家に向かわせようとするのは、カラレルの計画の脅威となるPCた
ちをコボルドの山賊どもとその頭目であるアイアントゥースが始末して
くれることを期待してのことである。

次のステップ
プレイヤー・キャラクターたちがどこを調査するか決めたかどうかに
関係なく、次に村を離れた時に、コボルドの山賊たちが仲間の仇を討つ
ために襲いかかってくる。次のページの遭遇『A1：コボルドの待ち伏
せ』を参照。
待ち伏せの後、PCが選択した行動ないし計画に対応する遭遇へ進
むこと。
冒険者たちが行方不明になったドーヴェン・ストールの捜索および、
ドラゴンの墳墓の謎を調査することに決めたなら（冬越村でこのことを
知ったにせよ、“行方不明の師匠”の導入を使用しているにせよ）
、村の
南に向かうことになる。P.19の遭遇『A4：墳墓』へ。
冒険者たちがパドレイグからコボルド退治の依頼を引き受けたか、ニ
ナランのカルト教団に関する偽情報に踊らされた場合、南東のガードベ
リ丘陵方面に向かうことになる。P.15の遭遇『A2：コボルドの隠れ家』
へ。
冒険者たちが廃墟になった城塞に直接向かうことにするかも知れな
い。そうでなくても、最終的に彼らは城塞に向かうことになる。初めて
城塞遺跡の内部に入る場合は、P.27の『エリア1：ゴブリン衛兵の詰め
所』へ。

後にPCたちがカルトの存在の証拠をつかんだときどうなるかについ

miguel coimbra

ては、P.22の『幕間2』
を参照。
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A1：コボルドの待ち伏せ
遭遇レベル2（625XP）

コボルドがPCのうち誰かを不意討ちすることに成功した場合、以下を
読み上げること：

セットアップ

草むらの中から突然、ときの声が上がり、隠れていた数体の小柄な人

冬越村を訪れた後、PCたちは早晩また荒野に旅立つことになる。
その目的地がどこであれ、彼らは必ず一度待ち伏せを受けることになる。
コボルドの一団はPCたちが村を出発するや、道の両側にある視認困難
の得られる位置に陣取って、息を潜めてPCたちがやってくるのを待つ。
コボルドたちは非常に統制がとれている──彼らはPCたちが攻撃に対
し無防備になる位置に来るまで待ってから一斉攻撃を仕掛ける。
この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。
コボルドの遊撃兵（K)

1体

竜鱗盾のコボルド（D）

3体

コボルドの竜司祭（W）

1体

プレイヤーたちに自分のキャラクターのミニチュアを、マップの西端
近くの街道上に置かせること。キャラクター全員に難易度19の〈知覚〉
判定を行わせること。判定に成功したキャラクターは戦闘の第1ラウン
ドに行動できるが、失敗したキャラクターはコボルドたちが最初のター
ンを終了するまでは行動することができない（詳しくはコラムを参照）。

影が飛び出してきた。人影は以前遭遇したクリーチャーに似ているが、
そのうち3体はショート・ソードと盾で武装している。
イニシアチブをロールして、戦闘を開始すること。

このエリアの情報
明るさ：明るい光。ただしPCが夜間に旅をしている場合は薄暗い光。
街道と草地：路面は、土と砕けた石のかけらでできており、
ところどこ
ろに旧街道の路床に使われていた古代の玉石が転がっている。道ま
たは草を含むマスは移動を妨げないし、視界に影響を及ぼすこともな
い。
岩塊：街道の両脇には砕けた岩塊が点在している。岩塊はその背
後に隠れているクリーチャーに視認困難と、恐らくは遮蔽をも提供する。
岩塊は、高さ5フィートである。岩塊の上に登るには、難易度15の〈運
動〉判定に成功し、4マス分の移動を行なわねばならない。岩塊の上
にいるキャラクターは他の岩塊のマスの上に移動することができる；こ
の際、岩塊の上は移動困難な地形として扱うこと。
草むら：街道の付近には、厚く生い茂った草むらが点在している。こ
うしたエリアはやや見通しが悪いため、そのエリアの中から外へ、ある

jason engle

いは外から中に対して攻撃を行なう者に通常の遮蔽を提供する。また、
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財宝：コボルドの待ち伏せを退けたなら、PCたちは合計で5gpと
23spを手に入れる。
加えて、PCたちは竜司祭が首飾りをつけているのに気付く。首飾り
には黒曜石を彫刻したドラゴンの像がついている。像の底部には、雄
羊の角のある髑髏の模様が彫りこまれている。難易度10の〈宗教〉判
定に成功した者は、この模様はまさしくアンデッドのデーモン・ロード、
オルクスを抽象的にあらわしたものであることに気付く。PCはこの首飾
りを冬越村で80gpで売却することができる。
コボルドの遊撃兵（K）
レベル1 遊撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP100
イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉±0；暗視
HP：27；重傷：13
AC15；頑健11、
反応14、意志13
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋6対AC；1d8ダメージ；後述の“人海戦術”も参照。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
コボルドの遊撃兵は自分が戦術的優位を得ている目標に対す
る近接および遠隔攻撃の際に＋1d6のダメージを与える。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、コボ
ルドの遊撃兵は攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】8（−1） 【敏】16(＋3) 【判】10（±0）
【耐】11（±0）【知】6（−2） 【魅】15（＋2）
描写：この赤茶色の鱗をした、すばしっこい爬虫人は、暗い色の
レザー・アーマーを着用し、スピアとライト・シールドを手
に持っている。
竜鱗盾のコボルド（D） 3体
レベル2 兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各125
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋2；暗視
HP：36；重傷：18
AC18；頑健14、
反応13、意志13
抵抗：［酸］5
移動速度6
m ショート・ソード
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d6＋3ダメージに加えて、目標はこの竜鱗盾
のコボルドの次回のターンが終了するまでマークされた状態
になる。
ドラゴンシールド・タクティクス／竜鱗盾の戦闘術（即応・対応、
隣接する1体の敵が自分から離れるようにシフトした場合
または1体の敵が自分に隣接するマスに移動してきた場合；
無限回）
竜鱗盾のコボルドは1マスのシフトを行なうことができる。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、竜鱗
盾のコボルドは攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋7、〈軽業〉＋5、〈盗賊〉＋7
【筋】14（＋3）【敏】13(＋2) 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】10（＋1）
描写：この黒い鱗をした爬虫人はショート・ソードを装備し、ド
ラゴンの鱗のようなものを盾として使っている。

コボルドの竜司祭（W）
レベル3 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP150
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋4；暗視
HP：36；重傷：18
AC17；頑健13、反応15、意志15
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d8ダメージ。
R エナジー・オーブ／エネルギー弾（標準；無限回）
✦［酸］
射程10；＋6対“反応”；1d10＋3［酸］ダメージ。
C インサイト・フェイス／信仰の鼓舞（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・爆発10；範囲内にいる味方のコボルドは全員、
一時的ヒット・ポイント5を獲得し、1マスのシフトができる。
C ドラゴン・ブレス／竜の吐息（標準；遭遇毎）
✦［酸］
近接範囲・噴射3；＋6対“反応”；1d10＋3［酸］ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフ
トを行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋10、〈盗賊〉＋10
【筋】9（±0） 【敏】16(＋4) 【判】17（＋4）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】12（＋2）
描写：この爬虫人はドラゴンの頭部を模した骨製の仮面をかぶっ
ている。また、このクリーチャーはスピアを装備し、緋色のハ
イド・アーマーを着用している。

A1：コボルドの 待ち伏せ

草むらに覆われたエリアは、移動困難な地形として扱う。

戦術
竜鱗盾のコボルドたちは、待ち伏せが成功したか否かに関係なく、一
番近くにいるPCに向けて突撃して圧倒しようとする。彼らは接近戦を
挑みたがり、攻撃を集中させてPCの反撃を鈍らせようとする。
コボルドの遊撃兵は戦闘の中心でなく端の方にいようとし、ウィザー
ドまたは脆弱そうに見えるPCを集中して攻撃する。
コボルドの竜司祭は最初の1 〜 2ラウンドを、孤立しているPCに向け
てエナジー・オーブを放つことに費やす。竜司祭は竜鱗盾が自分とPC
の間の壁になるような位置取りをする。さらに、インサイト・フェイスを
使用できるように、味方たちと自分が11マス以上離れないように留意す
る。

待ち伏せの処理
待ち伏せを行なう目的は、不意討ちという状況を作り出すことにある。
不意討ちができれば待ち伏せをする側は敵に対して優位に立つことがで
きるからである。待ち伏せに成功した場合、待ち伏せをした側は1回の不
意討ちラウンドという利益を得る。
不意討ちラウンドにおいて、不意討ちによる利益を得る側のクリー
チャーは、イニシアチブ判定の結果順に行動することができる。具体的に
は、不意討ちをした側は全員が1回の標準アクションをとることができ、不
意討ちを受けた側である敵はその間、行動をとることができない。不意討
ちの利益を得ているクリーチャーは戦術的優位を得ていることになるため、
不意討ちを受けている敵に対する攻撃に＋2のボーナスを得る。不意討
ちをした側のクリーチャーが全員1回のターンを終えた時点でそのラウン
ドは終了し、不意討ちを受けていたクリーチャーは全員、不意討ちを受け
ている状態ではなくなる。
ここで戦闘の次のラウンドが始まり、イニシアチブ判定の結果が一番高
いクリーチャーから順番に行動する。不意討ちは1ラウンドしか続かない
が、遭遇の結末を変えてしまう可能性がある。
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A2：コボルドの隠れ家、外部
遭遇レベル1（575XP）

戦況が不利になってくると、スリング兵は「アイアントゥース様に知ら
せねば！」
と叫んで、警告するために隠れ家の中へと逃げ込む。PCたち

セットアップ

がスリング兵が隠れ家の中に逃げ込む前に倒すことができなかった場

冒険者たちが（自分の都合でか、パドレイグ卿に雇われたか、カルト
教団に関するニナランの偽情報に踊らされたかで）コボルドの隠れ家
を探し出し、一網打尽に始末することにしたなら、彼らは南東の方角に
進路をとることになる
（P.3の地図を参照）。この遭遇と次の遭遇には“森
の中の崖と隠れ家”のポスター・マップを使用する。
PCをマップの左端の開けたことろに配置すること。この時点でPCた
ちはコボルドの隠れ家に近づいて不意討ちを仕掛けるべく
〈隠密〉判定
を試みようとするかも知れないし、特に策を講じず正面突破をはかろう
とするかも知れない。
この遭遇には以下のクリーチャーが登場する。
コボルドのこそこそ屋（K)
雑魚コボルド（M)

1体
10体

竜鱗盾のコボルド（D）

1体

コボルドのスリング兵（S）

1体

PCたちがこのエリアに入った時点で、以下を読み上げること：
この木々の合間の小さな空き地は、切り立った岩がちな崖の端から流
れ落ちる滝の方へと続いている。水は小川となって渓谷を下り、南西の
方へと流れていく。
〈知覚〉判定
難易度13：滝の水音に紛れて、
たくさんの声がかすかに聞こえてくる。
難易度15：木々の合間から数体のコボルドの姿が見え隠れしている。
キャラクターは難易度15の〈知覚〉判定に成功しなければクリー
チャーの存在に気付けない。失敗した場合は、まだコボルドのミニチュ
アをマップ上に配置しないこと。この時点で明らかにして良いマップは
洞窟の外の部分だけである（次ページのマップを参照）。また、PCた
ちの誰かが難易度12の〈隠密〉判定に失敗した場合、
コボルドたちはPC
たちの存在に気付いてしまう。気付かれてしまったならイニシアチブを
ロールすること。PCたちが隠密行動をとろうともしなかった場合、PC
たちが最初の移動を終えたところでコボルドたちはその存在に気付く。
木々は視線を遮らないが、遮蔽を提供する。

戦術
竜鱗盾のコボルドとコボルドの遊撃兵は、雑魚コボルドに先に行動さ
せる。“聖なる魔法円”の一番近くにいる雑魚たちは、PCたちが竜鱗盾
に近接戦闘をしかけるべく移動してくる前に魔法円の中に陣取ろうとす
る。
竜鱗盾は聖なる魔法円を保持しようとする。遊撃兵は隠れ家の入口
から離れ、1体以上の雑魚と挟撃のできる位置取りをしようとする。ス
リング兵は距離をとって、離れたところから射撃をする。
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合、スリング兵は中にいるコボルドたちに警告を発するのに成功したこ
とになる。これにより、洞窟内にいるコボルドの第一波はPCたちが中に
入った時には戦闘態勢を整えてしまっていることになる。また、この時
点でコボルドの第二波参戦のカウントダウンが始まり、3ラウンド後に
イニシアチブをロールして戦闘に参加する。第一波、第二波のコボル
ドはいずれも、逃走するキャラクターを追撃する時を除いて洞窟の外に
は出てこない。
雑魚コボルド（M） 10体
レベル1 雑魚
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各25
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健11、反応13、意志11
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋5対AC；4ダメージ
r ジャヴェリン
（標準；無限回）
✦［武器］
遠隔10 ／ 20；＋5対AC；4ダメージ
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋5、〈盗賊〉＋5
【筋】8（−1） 【敏】16(＋3) 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）【知】9（−1） 【魅】10（±0）
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、スピア1本、ジャヴェ
リン3本。
コボルドのこそこそ屋（K）
レベル1 奇襲役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP100
イニシアチブ：＋7
感覚：〈知覚〉±0；暗視
HP：24；重傷：12
AC15；頑健121、反応14、意志13
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）◆［武器］
＋6対AC；1d8ダメージ
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
コボルドのこそこそ屋は自分が戦術的優位を得ている目標に
対する近接および遠隔攻撃の際に＋1d6のダメージを与える。
シフト・アンド・スライド／ずれてすらして（マイナー；無限回）
コボルドのこそこそ屋1マスのシフトを行なう。その際味方の
接敵面内にシフトすることができる。その味方はフリー・ア
クションとしてこのコボルドが本来いたマス目に横滑りする。
スリンクス・ブーン／こそこそ屋の由縁
敵は、そのこそこそ屋が自分から最も近い敵でない限り、こそ
こそ屋を近接攻撃および遠隔攻撃で攻撃することができない。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】8（－1） 【敏】16(＋3) 【判】10（±0）
【耐】12（±0）【知】6（－2） 【魅】15（＋2）
描写：この赤茶色の鱗をした、すばしっこい爬虫人は、暗い色のレ
ザー・アーマーを着用し、スピアを手に持っている。

コボルドのスリング兵（S）
レベル1 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP100
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：24；重傷：12
AC13；頑健12、
反応14、意志12
移動速度6
m ダガー
（標準；無限回）
✦［武器］
＋5対AC；1d4＋3ダメージ
r スリング
（標準；無限回）
✦［武器］
遠隔10 ／ 20；＋6対AC；1d6＋3ダメージ；スペシャル・シ
ョットも参照。
スペシャル・ショット／特殊な矢弾
コボルドのスリング兵は、スリングから特殊な矢弾を発射す
ることができる。通常は以下の特殊な矢弾を合計3発携帯
している。特殊な矢弾による攻撃は、通常のダメージに加えて、
そのタイプに応じた追加効果を与える：
スティンクポット／悪臭弾 1発：目標は攻撃ロールに−2
のペナルティを受ける（セーヴ・終了）。
グルーポット／粘着弾 2発：目標は動けない状態になる（セ
ーヴ・終了）。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフ
トを行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋10、〈軽業〉＋8、〈盗賊〉＋10
【筋】9（−1） 【敏】17(＋3) 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）【知】9（−1） 【魅】10（±0）
描写：この爬虫類のような小型の人型生物の身体は錆色の鱗で
覆われている。レザー・アーマーを着用し、スリングを1つ手
に持っている（ブリット20発を携帯）。胸には弾薬帯をたすき
掛けにしており、そこに小さな陶器製の球体を3つ吊り下げて
いる。

A2：コボルドの 隠 れ 家 、外 部

竜鱗盾のコボルド（D） 1体
レベル2 兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各125
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋2；暗視
HP：36；重傷：18
AC18；頑健14、
反応13、意志13
抵抗：［酸］5
移動速度6
m ショート・ソード
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d6＋3ダメージに加えて、目標はこの竜鱗盾
のコボルドの次回のターンが終了するまでマークされた状態
になる。
ドラゴンシールド・タクティクス／竜鱗盾の戦闘術（即応・対応、
隣接する1体の敵が自分から離れるようにシフトした場合
または1体の敵が自分に隣接するマスに移動してきた場合；
無限回）
竜鱗盾のコボルドは1マスのシフトを行なうことができる。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、竜鱗
盾のコボルドは攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋7、〈軽業〉＋5、〈盗賊〉＋7
【筋】14（＋3）【敏】13(＋2) 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】10（＋1）
描写：この黒い鱗をした爬虫人はショート・ソードを装備し、ド
ラゴンの鱗のようなものを盾として使っている。

このエリアの情報
明るさ：明るい光。ただしPCが夜間に旅をしている場合は薄暗い光。
夜間に光源を持ってこのエリアに近づいたPCたちは〈隠密〉を試みるこ
とができない。
樹木：樹木は移動の妨げにならないが、遮蔽を提供する。
聖なる魔法円：この場所には、古の魔法のルーンがいまだに輝き続
けている。ルーンの上または魔法円の中心にいるクリーチャーは攻撃
ロールに＋1のボーナスを得る。
川：川は移動の妨げとなるほど深くない。ただし、岩も描かれている
マスは移動困難な地形として扱われる。
滝：崖の上から流れ落ちる滝の水が、コボルドの隠れ家の入口を隠
している。二つの岩の間にある5つのマスは激流であり、移動困難な地
形として扱う。
財宝：見張りのコボルドどもを片付けたなら、PCたちは合計で4gp
と17spを手に入れる。

隠れ家の内部
隠れ家の中にいるクリーチャー
（次の遭遇で解説）
は、外に出てきてPC
たちと戦おうとはしない。外にいる見張りだけで片付くと思っているから
である。ただし、まだ外での戦闘が終わっていないうちに1人以上のPC
が隠れ家の中に入った場合、内部の遭遇が始まってしまう。隠れ家の中
にいるクリーチャーのうち、敵の侵入に気付いた者は全員イニシアチブを
ロールする。その結果に応じて、クリーチャーを現在進行中のイニシアチ

jason engle

ブ順に組み入れること。隠れ家の内部にいるコボルドたちは、
自分のター
ンに、内部のエリアにいる敵を攻撃する。
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A3：コボルドの隠れ家、内部
遭遇レベル6（1,250XP）

セットアップ
入口を見つけたPCたちは、隠れ家の中にいる残りのコボルドと戦うこ
とになる。この遭遇は外のコボルドを全滅させた後で発生することもあ
れば、外での戦闘が終わらないうちに起動してしまうこともある。ただ、
幸運なことに、
この遭遇の敵は2波に分かれて襲ってくる。
モンスターが侵入者に気付いたら、イニシアチブをロールする；PC
たちが洞窟に入る際に
〈隠密〉判定に成功していれば、彼らは不意討ち
ラウンドを得る。外部にいたコボルドが警告のために隠れ家内部に逃
げ込んでいた場合、PCが入ってきた時点で内部のクリーチャーたちは
すでに戦闘準備を完了している。この遭遇には以下のクリーチャーが
登場する。
第1波：コボルドの遊撃兵（K)3体、雑魚コボルド（M)10体
第2波（3ラウンド後に登場）：コボルドの洞穴守（D）2体、コボルドの
竜司祭（W）1体、
アイアントゥース（I）
第1波が攻撃してきた時に、以下を読み上げること：
洞窟じゅうのあちこちから、10体以上ものコボルドが一斉に押し寄
せてくる。叫び声、怒鳴り声、警告の悲鳴が、松明で照らされた空洞の
中で反響して響き渡る。
第2波が攻撃してきた時に、以下を読み上げること：
突然、羊の鳴き声にも似た耳障りな角笛の音が鳴り響いた。それは
全身戦傷だらけの、がっしりとしたゴブリンの出陣を告げる先触れで
あった。コボルドたちは、近づくと何をされるかわからないとばかりに、
慌てて彼に道を空ける。ゴブリンの顔には、雄羊の頭蓋骨を模した大き
な刺青が彫られている。彼は狼の毛皮でできたマントとチェインメイル
を身にまとい、両手でバトルアックスを構えている。
雑魚コボルド（M） 10体
レベル1 雑魚
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各25
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋1；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC15；頑健11、反応13、意志11
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋5対AC；4ダメージ
r ジャヴェリン
（標準；無限回）
✦［武器］
遠隔10 ／ 20；＋5対AC；4ダメージ
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋5、〈盗賊〉＋5
【筋】8（−1） 【敏】16(＋3) 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）【知】9（−1） 【魅】10（±0）
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、スピア1本、ジャヴェ
リン3本。
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コボルドの遊撃兵（K） 3体
レベル1 遊撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP100
イニシアチブ：＋5
感覚：〈知覚〉±0；暗視
HP：27；重傷：13
AC15；頑健11、反応14、意志13
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋6対AC；1d8ダメージ；後述の“人海戦術”も参照。
コンバット・アドバンテージ／戦術的優位
コボルドの遊撃兵は自分が戦術的優位を得ている目標に対す
る近接および遠隔攻撃の際に＋1d6のダメージを与える。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、コボ
ルドの遊撃兵は攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
サイドステップ・トラップ／罠の迂回（標準；無限回）
コボルドの遊撃兵は、気付いている罠を作動させることなく、
通常の速度で移動できる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋9、〈軽業〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】8（−1） 【敏】16(＋3) 【判】10（±0）
【耐】11（±0）【知】6（−2） 【魅】15（＋2）
描写：この赤茶色の鱗をした、すばしっこい爬虫人は、暗い色の
レザー・アーマーを着用し、スピアとライト・シールドを手
に持っている。
コボルドの洞穴守（D）2体
レベル2 兵士役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP各125
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋2；暗視
HP：36；重傷：18
AC18；頑健16、反応16、意志16
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）◆［武器］
＋7対AC；1d8＋1ダメージに加えて、目標はこのコボルドの
洞穴守の、次ターン終了までマークされる。
r ジャヴェリン
（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10 ／ 20；＋7対AC；1d6+1ダメージに加えて、目標は
このコボルドの洞穴守の、次ターン終了までマークされる。
デンウォーデンズ・マーク／洞穴守のマーク（即応・割込、コボル
ドの洞穴守にマークされ隣接している敵が、その洞穴守を目
標に含まない攻撃を行なった場合；無限回）
コボルドの洞穴守はトリガーとなった敵に対して近接基礎攻
撃を行なえる。この攻撃がヒットしたなら、目標はこの洞穴
守の次のターン終了時まで、洞穴守とその味方に戦術的優位
を与える。
モブ・アタック／人海戦術
目標と隣接するマスに味方のコボルドが1体いるごとに、コボ
ルドの洞穴守は攻撃ロールに＋1のボーナスを得る。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪、言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋7、〈軽業〉＋5、〈盗賊〉＋7
【筋】13（＋2）【敏】13(＋2) 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】10（＋1）
描写：この赤い鱗をした爬虫人はチェインメイルとヘヴィ・シー
ルドを装備し、スピアを構えている。そしてジャヴェリンを
3本携えている。

アイアントゥース（I）
レベル3 精鋭暴れ役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP300
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋4；夜目
HP：106；重傷：53（下記のブラッド・クレイズドを参照）
AC16；頑健16、
反応14、意志15
セーヴィング・スロー＋2
アクション・ポイント1
移動速度6
m バトルアックス
（標準；無限回）
✦［武器］
＋8対AC；1d8＋4ダメージ。
M デュアル・アックス／斧連撃（標準；アイアントゥースが自分の
ターンに移動しなかった時；無限回）
隣接する2体のクリーチャーに対して1回ずつの近接基礎攻撃
を行なう。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法（即応・対応、自分に対す
る1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
アイアントゥースは自分に対する1回の近接攻撃がミスした
際に1マスのシフトを行なうことができる。
ブラッド・クレイズド／血狂い（重傷の間）
✦［治癒］
重傷の間、アイアントゥースは＋1d10ダメージを得るが、ゴ
ブリン・タクティクスを使用する能力を失う。彼は一番
近くにいる敵を攻撃せねばならず、可能であれば突撃を行な
わねばならない。アイアントゥースは自分のターンの終了時
に5hpを回復する。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語、竜語
【筋】18（＋5）【敏】14(＋3) 【判】16（＋4）
【耐】13（＋2）【知】8（±0） 【魅】12（＋2）
装備：チェインメイル、バトルアックス×2、小さな銀製の鍵

このエリアの情報
明るさ：明るい光。
財宝：コボルドどもを片付けたなら、PCたちはコボルドのデータ・
ブロックに書かれている武器に加えて、合計で12gpと48spを手に入れ
る。加えて、彼らは以下の戦利品を獲得する。
アイアントゥース：アイアントゥースはチェインメイルを着用し、バト
ルアックスを持っている。身につけているポーチの中には、小さな銀製
の鍵と、手紙の巻物が1枚入っている。巻物の文章は共通語で書かれ
ている。これはアイアントゥースに宛てて書かれたもので、
カラレルとい

A3：コボルドの 隠 れ 家 、内部

コボルドの竜司祭（W）
レベル3 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
XP150
イニシアチブ：＋4
感覚：〈知覚〉＋4；暗視
HP：36；重傷：18
AC17；頑健13、
反応15、意志15
移動速度6
m スピア
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d8ダメージ。
R エナジー・オーブ／エネルギー弾（標準；無限回）
✦［火］
射程10；＋6対“反応”；1d10＋3［火］ダメージ。
C インサイト・フェイス／信仰の鼓舞（マイナー；遭遇毎）
近接範囲・爆発10；範囲内にいる味方のコボルドは全員、一
時的ヒット・ポイント5を獲得し、1マスのシフトができる。
C ドラゴン・ブレス／竜の吐息（標準；遭遇毎）
✦［火］
近接範囲・噴射3；＋6対“反応”；1d10＋3［火］ダメージ。ミ
ス：半減ダメージ。
シフティ／素速いシフト（マイナー；無限回）
コボルドは1回のマイナー・アクションとして1マスのシフト
を行なうことができる。
属性：悪
言語：共通語、竜語
技能：〈隠密〉＋10、〈盗賊〉＋10
【筋】9（±0） 【敏】16(＋4) 【判】17（＋4）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】12（＋2）

う署名が入っている。その内容は以下の通り：
「冬越村にいる我が密偵が、訪問者に注意すべしとの警告を送ってき
た。だが心配は無用であろう。あと数日もあれば裂け目は完全に開く。
そうなれば冬越村の者どもは、オルクス様のお送り下さる我がしもべた
ちの餌として大いに役だってくれることであろう」
宝物庫：隠れ家の北東の隅には、旅人たちから奪い取った宝物が散
らばっている。アイアントゥースは値打ちのある略奪品のほとんどをカ
ラレルに送ってしまっている。ただし、このゴブリンは一部を選んで自
分のものにし、鍵のかかった宝箱の中に保管している。宝箱を開ける
には難易度15の〈盗賊〉判定に成功するか、彼のポーチに入っていた銀
製の鍵を使用する必要がある。宝箱の中には420gpと、1領の＋1ド
ワーヴン・チェインメイルが入っている。
＋1ドワーヴン・チェインメイル：この魔法の鎧（市価520gp）は、着
用者のACに＋1のボーナスと、〈持久力〉判定に＋1のボーナス、一日
毎パワー 1つを授ける。この一日毎パワーにより、着用者は1回のフ
リー・アクションとして、あたかも回復力を1回使用したかのようにヒッ
ト・ポイントを回復できる。

戦術
この隠れ家を守るモンスターは2回の“波”に分かれて登場する。敵
の襲来を告げる警報に気付くと、内部のコボルドたちは自分のイニシア
チブ順が来た時点で戦闘に参加する：第2波は戦闘開始後3ラウンド
目の最後に参戦してくる。
頭目のゴブリンであるアイアントゥースは、
コボルドの洞穴守と連係し
てPC1人を挟撃しようとする。アイアントゥースとコボルドたちは死ぬま
で戦う。
とどめの一撃を受けると、アイアントゥースは死ぬ前に「カラレルよ、

jason engle

オルクスよ、我を御許に導きたまえ！」
と絶叫する。
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A4：墳墓
遭遇レベル2（674XP）

を混乱させようとする。彼はPCたちを近くまでおびき寄せた上で、ガー
ド・ドレイクに攻撃を命じる。

セットアップ
ドーヴェン・ストールはドラゴンの墳墓を発見したが、それはカラレ
ルの手下の邪教徒たちも同様だった。ドーヴェンは捕らえられ（マップ
上の“P”印の位置に）
、ノームの忍びのアグリッドの手助けをさせられて
いる。発掘を取り仕切っているのは、儀式によって作られた、カラレル
の幻影体である。PCたちはマップの南東部から入ってくる。
この遭遇には、以下のクリーチャーが登場する。
カラレルの幻影体（K）

1体

アグリッド、
ノームの忍び（S)

1体

ガード・ドレイク（D）

2体

人間のクズ（R）

4体

アグリッドのセリフ：「そんな遠くからではよく見えないでしょう。下り
てきて見学なさいませんか？ ちょうど作業員たちがドラゴンの骨のとこ
ろで何か掘り出したところなんですよ」
PCは誰でも〈看破〉判定（アグリッドの〈はったり〉
との対抗判定）を試
みて、嘘と危険の臭いを感じ取ることができる。判定に成功すれば、そ
のPCは何かきな臭いものを感じる。この時点で、カラレルの幻影体は
アグリッドに攻撃を命じる。イニシアチブをロールすること。

戦術
戦闘開始と同時に、カラレルの幻影体はなるべく多くの敵を捕えられ
るようにシャドウ・クローを使用する。アグリッドはガード・ドレイクに

PCが墳墓に近づいたところで以下を読み上げること：
うが

君たちの目の前には、急勾配の下り坂が、大地に穿たれたクレーター
状の窪地へと続いている。窪地の中心近くにある骨のまわりに、数体の
人型生物が集まっている。窪地の端にいる2体の小さなドラゴンに似た
クリーチャーが警戒するように立ち上がり、近づいてくる君たちをじっと
睨んでいる。クレーターの奥の方の端には不気味な亡霊のような姿が
あり、発掘を指揮している。
PCたちはアグリッドと部下たちが探し求めていた聖遺物をちょうど掘
り出したところに到着する。アグリッドたちには時間的な余裕もなけれ
ば、冒険者たちの介入を許せるほどの心の余裕もない。しかしそれで
も彼は友好的にふるまい、自分はドーヴェン・ストール（さるぐつわを
はめられ、縛られて毛布の下に隠されている）の仲間だと言ってPCたち

対して、一番強そうなキャラクターに向かって突撃するように命じる。そ
の後、ノームの忍びである彼は遠隔攻撃を行ない、使う機会があり次第
フェイド・アウェイのパワーを使用する。人間のクズたちは一番近くに
いる敵に殺到し、取り囲んで挟撃し、さらに“数だのみ”の能力を活用し
て防御値を向上させようとする。カラレルは殺された雑魚をアニメイト・
ミニオンによってゾンビとして蘇らせる。そして、たとえ聖遺物を失う危
険があっても絶対に退却を指示しない。
アグリッド、
もしくはカラレルの幻影体のhpが0になったなら、かのノー
ムは
「カラレル様、
ご期待に添えず面目次第もございません！」
と叫ぶ。

このエリアの情報
明るさ：明るい光。
急斜面：墳墓の周囲をとりまく急斜面は、
そこを境にして地面に高低差
があることを意味している。
キャラクターは難易度15の
〈運動〉判定に成功すれば
急斜面を下りることができ
るが、移動速度は半分に
なってしまう。
財宝：クリーチャーたち
は 合 計 で65gpと13spを
持っている。
小さな木製の箱1つ。こ
の中にはカラレルがアグ
リッドにドラゴンの財宝の
中から回収してくるように
命じた聖遺物が入ってい
る。 聖 遺 物 は“裂 け目”に
封印を施したネラス帝国
のウィザードの所有してい
た古代の鏡である。魔法
的 な も の で は な い が、
550gpの価値がある。
これに加えて、アグリッド
は＋1アミュレット・オヴ・
ヘルスを装備している。こ
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る。アミュレットはドーヴェンのものであり、中の絵に描かれているのは

1,250XPを獲得する。ドーヴェンはさらに感謝の印として冒険者たち

彼の妻である。

に彼のアミュレットを提供するが、妻の絵だけは外して持ち帰る。

＋1アミュレット・オヴ・ヘルス：この魔法のアイテム（市価680gp）
は着用者に頑健、反応、意志防御値に対する＋1ボーナスと、［毒］に対
する抵抗5を授ける。
ドーヴェン・ストール：PCたちに発見された時、この探検家は縛り上
げられ猿ぐつわをかまされている。縛めを解いてやると、彼はPCたち
に礼を述べ、妻のもとに帰らねばと言う。“行方不明の師匠”の導入（P.3）

jason engle

参照を使用している場合、パーティはクエストを達成したことになり、

A4：墳 墓

のアミュレット
（護符）
はロケットになっていて、中に1枚の絵が入ってい

さらなる展開
本物のカラレル（『シャドウフェル城の影』P.94）はこの幻影体を通じ
てものを見ることはできないが、幻影体が破壊された場合、それには気
付く。

ガード・ドレイク（D） 2体
レベル2 暴れ役
小型・自然・野獣（爬虫類）
XP125
イニシアチブ：＋3
感覚：〈知覚〉＋7
HP：48；重傷：24
AC15；頑健15、
反応13、意志12
完全耐性：［恐怖］（味方から2マス以内にいるときのみ）
移動速度6
m 噛みつき
（標準；無限回）
＋6対AC；1d10＋3ダメージ。ガード・ドレイクから2マス
以内にドレイクの味方が1体いるなら、ダメージは1d10＋9に
なる。
属性：無属性 言語：──
【筋】16（＋4）【敏】15（＋3） 【判】12（＋2）
【耐】18（＋5）【知】3（−3） 【魅】12（＋2）
描写：このがっしりとした四つ足の爬虫類は、いかにも強靭で頑
健そうに見える。

人間のクズ（G） 4体
レベル2 雑魚
中型・自然・人型、
ヒューマン
XP各31
イニシアチブ：＋1
感覚：〈知覚〉＋1
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC14；頑健13、反応11、意志11；数だのみも参照。
移動速度6
m クラブ
（標準；無限回）
✦［武器］
＋6対AC；4ダメージ。
数だのみ
人間のクズは、自分から5マス以内に少なくとも2体以上他の
人間のクズがいる場合、すべての防御値に＋2のパワー・ボー
ナスを得る。
属性：無属性 言語：共通語
【筋】14（＋3）【敏】10（＋1） 【判】10（＋1）
【耐】12（＋2）【知】9（±0） 【魅】11（＋1）
装備品：クラブ

アグリッド、
ノームの忍び（S）
レベル2 奇襲役
小型・フェイ・人型
XP125
イニシアチブ：＋8
感覚：〈知覚〉＋2；夜目
HP：34；重傷：17
AC16；頑健15、
反応15、意志13
移動速度5
m ウォー・ピック
（標準；無限回）
✦［武器］
＋7対AC；1d8＋3ダメージ（クリティカル1d8＋11ダメージ）。
r クロスボウ
（標準；無限回）
✦［武器］
射程15 ／ 30；＋7対AC；1d8＋3ダメージ。
戦術的優位
ノームの忍びは自分が戦術的優位を有する任意の目標に対す
る近接攻撃あるいは遠隔攻撃で＋1d6のダメージを与える。
フェイド・アウェイ／幻のごとく消える（即応・対応、どんな原因
によるものであれノームの忍びがダメージを受けた時；遭遇
［幻］
毎）✦
ノームの忍びは攻撃を行なうか次の自分のターンが終了する
までの間、不可視状態になることができる。
とっさの隠れ身
遭遇の開始時、イニシアチブ判定をロールする際に遮蔽また
は視認困難を得ているなら、ノームは1回のフリー・アクシ
ョンとして〈隠密〉判定を行なうことができる。成功すれば、
ノームは存在を気付かれずにすむ。
影からの奇襲
ノームの忍びが隠れている状態から1回の近接または遠隔
攻撃を行なってミスした場合、依然として隠れたままでいら
れる。
属性：無属性 言語：共通語、エルフ語
技能：〈隠密〉＋11、〈盗賊〉＋9、〈はったり〉＋12、〈魔法学〉＋10
【筋】8（±0） 【敏】17（＋4） 【判】12（＋2）
【耐】16（＋4）【知】14（＋3） 【魅】13（＋2）
描写：アグリッドはハーフリングより背が低く華奢だ。耳は長く
尖っていて、暗色の瞳に灰色の肌をしている。黒っぽいレザ
ー・アーマーとアミュレット・オヴ・ヘルスを身につけ、ク
ロスボウ（とボルト20本）を持ち歩いている。

カラレルの幻影体（K）
レベル4 制御役
中型・シャドウ・自律体
XP175
イニシアチブ：＋8
感覚：〈知覚〉＋13
HP：40；重傷：20
AC18；頑健14、反応15、意志17
完全耐性：［毒］、［病気］、気絶状態；抵抗：非実体
移動速度6；位相移動
m シャドウ・タッチ／影の接触
（標準；無限回）◆［死霊］
＋9対AC；1d8＋2［死霊］ダメージ
R シャドウ・クローズ／影の爪（標準；無限回）◆［死霊］
地面から靄のような影の爪が立ち上がり、つかみかかる。；
遠隔15；地上のクリーチャーを目標とする；＋7対“反応”；
目標はつかまれる。つかみから脱出するまで継続［死霊］ダメ
ージ5を受ける。このつかみから逃れるには、一回の移動アク
ションとして
〈運動〉
判定
（難易度14）
か
〈軽業〉
判定
（難易度15）
を行なうこと。
R アニメイト・ミニオン／雑魚蘇生
（標準；再チャージ ⚃ ⚄ ⚅）
遠隔5；死んだ雑魚を目標とする；その雑魚は“ゾンビのでき
そこない”として復活する（後述）。雑魚が復活すること自体
はフリー・アクションであり、このゾンビはカラレルの幻影
体のすぐ後のイニシアチブ順にただちに行動する。遭遇終了
時にはこのパワーで作られたゾンビはhpが0になり死亡する。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語、竜語
【筋】14（＋4）【敏】17（＋5） 【判】21（＋7）
【耐】12（＋3）【知】10（±0） 【魅】12（＋3）
ゾンビのできそこない
レベル3 雑魚
中型・自然・自律体（アンデッド）
XP38
イニシアチブ：－2
感覚：〈知覚〉－1；暗視
HP：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC13；頑健13、反応9、意志10
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度4
m 叩きつけ
（標準；無限回）
＋6対AC；5ダメージ。
属性：無属性 言語：――
【筋】14（＋3）【敏】6（－1） 【判】8（±0）
【耐】10（＋1）【知】1（－4） 【魅】3（－3）
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DMへのアドバイス：ストーリーを膨らませる
小説と違って、D&Dのアドベンチャーは万事筋書き通りに進むわけ
ではない。アドベンチャーの文章は、プレイヤー・キャラクターたちが
出会うもの（NPCの目立った特徴や遭遇がどれくらい危険かといったこ
と）の基本的概要をなるべく詳細に記そうとはしている。しかしアドベ
ンチャーの誌面には限りがあり、良い物語を事細かに記す余裕はない。
それに、プレイヤーたちの行動と反応は思いも寄らぬ展開と深みをス
トーリーに付け加えるものだ。
それは素晴らしいことである。だが、少々恐ろしいものでもある。君
は重厚さとワクワク感を両立させつつ、統一感のある世界を作りたいと
思うかも知れない。それを成し遂げるためには、あらゆる機会をとらえ
てストーリー的要素をゲームに付け加えていく必要がある。
以下に、現在進行中のアドベンチャーに一層のストーリー的要素を
吹き込むためのアドバイスと例を紹介しよう。

NPCも人なり
アドベンチャーには普通、数名のNPCが登場する。ある者は友好的
であり、またある者は敵対的だ。アドベンチャーの本文にはNPCの目的
や性格に関する基本的なガイドラインは記してある。だが、DMである
君は、
さらに突っ込んだ情報を提供できる。
NPCに性格的な特性や特徴を追加することによって、彼ないし彼女
はプレイヤーたちの記憶に残る存在になるのである。

口調と決め台詞
他とは違う口調でNPCを話させてみよう。特徴的な口調を使いたく
ないなら、そのNPCが好んで使う特徴的な言い回しを用意してみよう。
たとえば、そのNPCは発言に同意したり自信をもって主張する時に「そ
りゃあもう、お天道様が昇るとスパイアトップ・ドレイクが吼えるのとお
んなじくらい確実ですだ」などと言うのである（訳注：スパイアトップ・
ドレイクは高いところに住む、ドラゴンに似た小型の生物。この表現は
「お天道さまが登るとおんどりがときをつくる」程度の意と思われる）。

好み
プレイヤー・キャラクター同様、NPCにも好きなものはある。それ
は帽子かも知れないし、特定銘柄のビールかも知れないし、ペットや幸
運のコインだったりするかも知れない。あるNPCはPCたちに出会うと
必ず幸運のコインを弾いてみたり、ペットの猫に話しかけたり、羊のス
ネ肉をムシャムシャと食べていたり、いつも酒瓶を手にワインをちびち
び飲んでいたり、古びたネックレスの玉飾りをしきりに指で弄んでいた
りするのである。

特徴的なふるまい
これは簡単だ！ 君のNPCの性格を一言で形容する言葉を用意して、
PCとのやりとりの際にいつもその特徴が出るように心掛けるのである。
その言葉には、強欲、気怠げ、疑り深い、疲れている、情熱的、ずるい、神
経質、馬鹿、嫉妬深いなどといったものがある。NPCとして話す時、常に
こうした形容を念頭に置いていれば、自然とそのNPCに独特な性格付
けがされていくことだろう。
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シーンに彩りを添える
PCが新たなエリアに入ったり、旅が始まったり、建物に入ったりした
時には必ず最初に、何が見え、どんな音が聞こえ、どんな臭いがするか
を描写しよう。

天候
シーンの舞台を描写する簡単な方法がある。それは天候だ。その
場所の空は曇り、湿気をはらんだ風が、少し髪が乱れるくらいの強さで
吹き付けているだろうか？ 空にほとんど雲がなく、焼け付くような日差
しが照りつけているだろうか？ 幾百万の星がきらめく満天の星空だろ
うか、それとも光なき空から骨まで凍りそうな冷たい雨が降り注いでい
るだろうか？

臭い
場所や人に必ずしも興味をひくような臭いがあるとは限らない。し
かし描写に時折臭いの要素を付け加えることによって、キャラクターた
ちを一層深く舞台にひきこむことができる。宿屋というのはビールと
ベーコンの臭いがするものだ。四つ辻は雨と古い血の臭いがする（訳
注：昔、イギリスには自殺者の遺体を墓地に埋葬せず、杭を突き刺して
四つ辻に埋める習慣があった）。洞窟はじめじめした土くさい臭いがす
るだろう。

自分のストーリーを作ろう
ゲームには時折、あたりさわりのないイベントが起きることがあり、そ
ういうところは追加ストーリーを挿入するのにピッタリである。これは
以前述べた、アドベンチャーの本文は確定した脚本ではないのだから、
とらわれすぎてはいけないというアドバイスにも関連している。
もしかしたら君はラフトン亭の暖炉のそばに、リラをつまびき騎士
キーガン卿の悲劇を歌う吟遊詩人がいるべきだと考えるかも知れない。
あるいは何の変哲もないものにフレーバーを追加したいと考えるか
も知れない。たとえば『A1：コボルドの待ち伏せ』の遭遇でコボルドの
竜司祭が持っていた首飾りだ。PCたちがこのアイテムを冬越村の誰か
に見せた場合、その人物はアンデッドを統べるデーモン・ロードである
オルクスがどんな存在で、どれほど強大であるかについて手がかりを与
えてくれるかもしれない（また、キャラクターたちが首飾りを入手した際
に誰も
〈宗教〉判定に成功しなかった場合、これは極めて有益な情報と
なるだろう）。
君がアドベンチャーに独自色を出すために付け加えたものは、どんな
ものであれ、君のプレイヤーたちにとって特別な、思い出深いものにな
る。プレイヤーたちがストーリーにひたりきることができるように配慮
しよう。そうすれば、君の努力は素晴らしいゲーム体験という形で報わ
れることになるだろう。

PCたちが一通りの遭遇を経て村への帰路につく頃には、この地方で
何が起きているのかを理解する手がかりをいくつか入手していること

を築いたのです。脅威を封じ込めるために。それで物語はおしまいだ
と思っていたのですが……今では確信が持てません」

だろう。知り得た情報を冬越村の人々に教えると、村人たちはPCたち

「村人たちは廃墟にゴブリンの巣があると思っているので、あのあたり

の言葉を深刻に受け止め、シャドウフェル城への道を指し示すようにな

には近づかないようにしています。ただ、廃墟を占領しているのが本当

幕 間 2：城 塞 の 影

幕間2：城塞の影

にゴブリンだけなのであれば、わざわざ農場や村を襲ったりはしないは

る。

ずなのですが」

冬越村

また、ヴァルスランはキーガン卿と城塞の没落の物語を冒険者たち
に語る
（次のページを参照）。

最初の出撃から村に戻ってきたPCは、村人たちが神経質な様子に
なっていることに気付く。以下を読み上げる：

質問：カラレルという名に聞き覚えはあるか？
この時点では、その名を知っていると答える村人は誰もいない。

冬越村に戻ってきた君たちは、防壁の外に点在する小さな農場に不
ひ と け

思議なくらい人気がないことに気付いた。防壁の中に入っても村人の

質問：我々が集めた証拠からして、この近辺でオルクスのカルト教団が

姿はまばらで、道行く人々はどことなく不安そうに見える。通行人たちは

活動しているのは明らかだ。このことについて何か知っていることはな

君たちを見ると一瞬立ち止まって胡散臭げな目を向けると、そそくさと

いか？

う さ ん くさ

逃げ去ってしまう。

住民への聞き込み
PCたちが質問すれば、冬越村のNPCたちは以前より多くの疑問に答
えてくれる。前回と同様、ラフトン亭は一個所で多数のNPCにまとめて
会うのに良い場所である。しかし望むならPCたちは村中どこへなりと
出向いてNPCと会って構わない。
PCたちはパドレイグ卿に会ってコボルドの山賊を全滅させた報酬を
受け取りたいと思うかも知れない。
前回と同様、NPCの返答を一言一句そのまま読み上げる必要はな
い；セリフの内容をもとに、君のイメージするNPCの話し方で答えれば
いいのだ。
質問：なぜみんな不安そうにしているのか？
名も無き村人：「わかりません……なんとなくなんです、それだけです。
なんだか誰かが自分の墓の上を歩き回っているような、そんな感じなん
です」
サルヴァーナ・ラフトン：「なんでだろうねえ。あたしにゃ、人の心は
読めないよ。ああ、エールを注文したくなったら声かけとくれ」
アイリアン老人：「何かが変わってしまったのじゃ。どこかで、扉が開
かれて……扉の向こうは真っ暗闇なんじゃ！ そんな夢を見たんじゃよ、
わしはな。それからどうも心が落ち着かんのじゃ。他の衆の様子がお
かしい理由までは知らんのう」
質問：ヴァルスラン、
城塞の廃墟について何かわかったかい？
“予見者”ヴァルスラン：
「我が蔵書と巻物の記述によれば、思った通り、
あの城塞は旧帝国ネラスにより築かれたものです。しかし野盗の類に

サルヴァーナ・ラフトン：
「オルクスって誰だい？ ふーん、
デーモン・ロー
ドってやつなのかい。ヴァルスランに話してごらんよ。あのデーモンみ
たいな旦那ならその親玉のこともよく御存知なんじゃないかね」
ニナラン：「無事だったのですね！ なんて運のいい。あなた方のよう
な強い冒険者が村を助けに来てくれるとは、本当に幸運でした」
“予見者”ヴァルスラン：「なんと不吉な！ オルクスの手下どもがこの
辺りで活動しているのであれば、狙いは“裂け目”の解放以外考えられま
せん！これは一大事ですぞ！拝死教徒どもが裂け目の封印を解けば、ア
ンデッドの群れが津波のごとく冬越村に押し寄せてくるでしょう。援軍
を頼もうにも、帝国はもはやない。やつらは我々を呑み込み、この世界
にアンデッドの王国を築くことでしょう。皆さん、この危機を防ぐために
協力してはいただけませんか？」
冒険者たちが、仕事でもないのに城塞を調査するのを渋るなら、ヴァ
ルスランはパドレイグ卿にかけあって、村の基金から250gpを報酬とし
て支払うことを約束する。
この報酬を除けば、
ヴァルスランもパドレイグも他の村人たちも、感謝
の心以外何も提供することはできない。ヴァルスランはPCたちに同行
するには年をとりすぎているし、パドレイグは警備隊を指揮して冬越村
の守りを固めるために残らねばならない。村人たちは弱くて戦力にな
らない。要するに、PCたちは英雄であり、そんじょそこらの人々とは比
べものにならない特別な力と才能の持ち主なのである。
PCたちはニナランならと思って彼女を捜すかも知れない。しかし彼
女はもう見つからない。このエルフは村を去ってカラレルに報告し、冒
険者たちに新たな罠を用意しようとしているのである。

次のステップ

対する備えとしてではありません。ええ、違うのです。あれはシャドウフェ

PCたちがシャドウフェル城に出発する準備を終えると、門のところで

ルへの……闇と影の世界につながる裂け目の上に建てられているので

見送ろうと数人の村人たちが集まってくる。村人たちは声を限りに“冬

す！」

越村の英雄たち”を応援する。

「シャドウフェルのすべてが邪悪というわけではありません。しかしこ

次のページから数ページに渡って、シャドウフェル城に関する概略を

の裂け目はアンデッドの首領たるデーモン・ロード、オルクスの不浄な

説明する。PCたちが廃墟を探検する準備を終えたなら、P.27の『ゴブ

る領地につながっているのです。裂け目からはスケルトンやグール、あ

リンの衛兵詰め所』の遭遇に移ろう。

るいはもっと奇怪で忌まわしい怪物どもが日の光の下に這い出て来ます。
そこで帝国はアンデッドどもを一掃して裂け目を封印し、その上に城塞
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シャドウフェル城の遺跡
冬越村の人々はシャドウフェル城に近づかない。それは古代遺跡に
つきものの寂寥感と未知なるものへの畏れがないまぜになった、居心

の廃墟が見えるところまで近づいたら、以下を読み上げるか君の言葉
で説明すること。

地の悪い雰囲気のせいだという者もいれば、あそこには幽霊が出ると
言う者もいる。ゴブリンの住み処になっているという噂を恐れている者

場所に辿り着く。そこには崩れ去った石組みと、焼け焦げた木材がうず

シャドウフェル城はネラス帝国崩壊から20年を経ずして放棄され、以後

たかく山をなしていた。瓦礫の山は広場の真ん中から森との境目まで、

朽ちるままに放置されてきたということだ。城塞が放棄されたのは、

一面に広がっている。地面はむき出しの土だというのに、廃墟の中にも

80年ほど前の陰惨な夜、城塞守備隊の司令官であったキーガン卿が引

広場にも、植物というものがまるで生えていない。ここへ来るまでの道は、

き起こした事件が発端だった。

まるで森が土地を奪い返そうとでもしているかのように緑に浸食されて

もしかしたら“影の裂け目”の忌まわしき影響力は抵抗しがたいほど
に強かったのかも知れない。あるいはキーガン卿は知らぬ間にデーモ

が れ き

いた。だが、このシャドウフェル城の遺跡は、まるで森が土地を奪い返
すのをあきらめてしまったかのようなのだ。

ンにとりつかれ正気を失った怪物と化していたのかも知れない。いず

しかし遺跡が森以外の何者かに占拠されているのは間違いない。瓦

れにせよ、あの悲運の日の真夜中、キーガン卿は城塞の住人たちを計

礫の真ん中の方に、石材と材木が人為的に集められて積み上げられた

画的に惨殺した。最初にキーガン卿の刃の犠牲となったのは、彼の妻

場所がある。何者かが瓦礫を取りのけて道を空け、石製の階段を掘り

と子供たちだった。次いで、彼が最も信頼していた参謀たち、最後には

起こしたのだ。階段は暗い地下へと下っている。

彼の指揮下にあった兵士たちの多くが犠牲になった。キーガン卿は武
術の達人であり、兵士一人ではとても立ち向かえる相手ではなかった。
しかし、やがて守備隊は異変に気付き、組織的な抵抗に転じた。多くの
勇敢な兵士が命を落としたものの、彼らはなんとか狂気の騎士を城塞
地下の通路に追い込み、討ち取ることに成功した。
この事件のために城塞は悪名を馳せることになったが、それも一時
のことに過ぎなかった。滅亡した帝国の最後の砦のひとつであったこ
の城塞には、兵士たちに任務に戻るよう命令できる者は誰もいなかっ
たからだ。かくして城塞は放棄され、しばらくの間は恐怖とともに語ら
れることもあったが、やがて、時とともに忘れられていった。放棄されて
から数年後に発生した大きな地震のために地上の塔と壁が崩れ落ち、
城塞は瓦礫の散らばる廃墟と化してしまった。
城塞の地下にはすごい宝物が埋まっているという噂もあるが、あえて
地下通路を探険しようなどという者はほとんどいなかった。廃墟の地
下通路には、己が人生の悲運を嘆き悲しみながら徘徊するキーガン卿
の幽霊が出るといわれているからだ。冬越村の人々はここに近づこう
ともしない。農夫や村人たちの多くは、シャドウフェル城の名前を口に
しただけで不運を招き寄せると信じているのである。

シェドウフェル城塞へ
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森の中の小道を進んでいくうち道幅が広くなっていき、やがて開けた

もいる。人が寄りつかない理由は数々あるが、1つ明確な事実がある。

真相
先だって語ったシャドウフェル城の伝説は、この暗黒時代においては
一部の賢者や学者にしか知られていない。実際に起きたことは伝説よ
りもっと悲劇的である。“影の裂け目”の封印はしっかりと保たれていた
が、裂け目の向こう側にいる闇のクリーチャーたちは邪悪な影響力をこ
ちらに送り込むことができていたのだ。キーガン卿は誇り高きパラディ
ンだったが、
オルクスの眷属どもがシャドウフェルから送り込む狂気のさ
さやきの前に、彼の強い意志もじわじわと削り取られていった。そして
ある時、ついに彼の心は折れた。彼は城塞の人々が皆、裂け目を開こう
と企んでいるスパイなのだという偏執的な妄想に取り憑かれてしまっ
たのだ。そして彼は城塞の騎士たちに殺されたのではなかった。彼は
致命傷を負いながらも城塞の地下通路の奥深くへ逃げ延び、身を隠し
たのだった。休息して傷の手当てをするうちに、彼は正気を取り戻した。
彼は自責の念に押し潰されながら、ダンジョン内の秘密の墓所に身を
横たえた。そして罪悪感に苛まれながら生きるのでなく、毒薬を飲むこ
とを選択した。彼の魂は自分の悪名を晴らし、任務を完遂してくれる勇
者の到来を待ちわびている──封印を維持し、シャドウフェルへの道
が永遠に閉ざされたままであるように守ってくれる者を。
一方、
カラレルとその手下のホブゴブリンおよびゴブリンたちは、
ダン

シェドウフェル城塞への道は険しい。城塞の崩壊以来、街道を行き

ジョンを駐屯地へと変えている。ゴブリンの人数がまるで足りていない

交う旅人はめっきり少なくなり、道を維持管理する者もいなくなってし

ために地下施設全体を掌握するには至っていないが、“影の裂け目”へ

まったからだ。道の上には草やシダや低木が生い茂っている。城塞の

の扉がある深層部へ続く経路は確保している。あとは封印解除の儀式

方も負けず劣らず酷いありさまだ。見捨てられた廃墟へ近づいていく

の研究を終えさえすれば、
カラレルはオルクスのために再び裂け目を開

うちに、壊れ方の酷さもよく見えるようになっていく。冒険者たちが城塞

くことができる状況にある。

シャドウフェル城の地下に広がるダンジョンは、怪談と迷信の詰めあ
わせのような場所である。シャドウフェル城の遭遇エリアを、戦闘につ
ぐ戦闘のダンジョン掃討ものとしてプレイするのもいいだろう。しかし、
ちょっと時間をかけてダンジョンの様子を雰囲気たっぷりに描写し、ダ
ンジョンの成り立ちにまつわる悲劇的な物語を前面に押し出せば、アド
ベンチャーはより印象深いものになる。ダンジョン・マスターの役割
はモンスターを操ったり状況を記録することばかりではない。ムードを
演出し、物語を動かし、プレイヤーたちに自分のキャラクターが生きて
いるゲームの世界を垣間見せることもまたDMの役目なのである。
シャドウフェル城の雰囲気を演出するには、細かなディテールに気を
配り、折りにつけてその不気味さ恐ろしさを描写する必要がある。どん
なにたくさんのルールを用いようと、何度ダイス・ロールをさせようと、
DMの創意工夫と洞察力、そしてキナ臭さを描写したり緊迫感を煽った
りする能力の代わりになりはしないのだ。冒険者たちがダンジョンを
探索していくにつれ、君はPCたち（およびその延長線上にいるプレイ
ヤーたち）に苛立ちと緊張、そして少々の不安を感じて欲しいと思うよう
になるだろう。想像してみよう、何十年か前に一人の狂人が何十人も
の人々を惨殺して、このダンジョンに逃げ込んだのである。彼は呪われ

緊張感と恐怖感を高めるには、優れた描写力と即興の才が必要とな
る。たとえば、キャラクターたちが遺跡のある場所に辿り着いた時に、
森がどんなふうに突然静まりかえったかを描写するのだ。動物と虫の
声が聞こえなくなり、風がまるで死に絶えたかのように凪ぎ、頭上の
木々の枝の葉一枚動かない。そしてプレイヤーたちに対して、キャラク
ターが不自然な寒気を感じ、誰か──あるいは何か──に見られてい
るような感覚にとらわれ、自分たち以外の何かがすぐ近くにいるような
気がしてならないといったことを伝えるのである。

シャドウフェル城 の 遺 跡

シャドウフェル城の演出

後にPCたちがダンジョンの探険を始めたら、どこか遠くの方から悲し
げなうめき声が聞こえてきたり、どこからかかすかな足音がするといっ
たことを説明しよう。真夜中に一人で家にいる時の自分の精神状態を
思い返してみるといい。些細な物音に飛び上がるくらい驚いてしまっ
たことはないだろうか？ パーティが持ち歩いている光源の明滅とともに
揺らめく影や、キャラクターの視界ギリギリのところで蠢く何か、突然背
筋に走る氷のように冷たい悪寒といったものを描写してみよう。
このようにちょっとしたディテールを付け加えることで、ダンジョンに
存在感を醸し出すことができ、ただの戦闘の連続に過ぎないものをスリ
ルとサスペンスの物語に──プレイヤーたちが以後何年も忘れないよ
うな物語に変えることができるのだ。

てアンデッドと化し、次なる犠牲者を求めて部屋から部屋へといまだに
さまよいあるいているかも知れないのだ。もし物語に伝わるキーガン
卿の強さが本当なら、冒険者たちは本当に恐ろしい強敵に出くわすこと

eric deschamps

になるかも知れない。
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シャドウフェル城、地下1階概略
シャドウフェル城の地下には2階層のダンジョンが広がっている。第
1階層は3つのセクションに分かれている。

ゴブリンの駐屯地

城塞のダンジョンの地下1階につながっている、小さな天然の洞窟網。
ここには地下に住む自然のクリーチャーが徘徊している。こうしたクリー
チャーは天然の洞窟から出ようとしない。ゴブリンたちはクリーチャー

カラレルの指揮下にあるゴブリンたちはダンジョンのいくつかのエリ

が出てこないように、いくらか餌を与えている。しかし、PCたちが戦い

アを警備している。彼らの指揮官である“太っちょ ”バルグロンは衛兵

を挑んでおきながら逃げ出したなら、飢えたクリーチャーに追いかけら

詰め所、拷問室、発掘場にゴブリンを配置している。仕事を怠けたゴブ

れることだろう。

リンは拷問室に放り込まれる。
ゴブリンは頭が良く、強欲で、少々臆病である。強い敵に出くわした
場合、彼らは逃げ出して増援を集めようとする。追い詰められた場合、
ゴブリンたちは死ぬまで戦う。しかしバルグロンは自分が生き残ること
にしか興味がない。彼は自分の部下のことをまったく気にかけておらず、
部下の方も彼のことなど何とも思っていない。彼らの関係はカラレル
がつなぎとめていただけなのである。
エリア1：ゴブリンの衛兵詰め所。数匹のゴブリンが常にここで見張
りについている。階段を下りたところには、侵入者を捕らえるための落
とし穴の罠が掘ってある。ゴブリンたちは逃げ出して、拷問室（エリア2）
に助けを求めに行くだろう。
エリア2：拷問室。ここにはホブゴブリンの拷問吏と数体のゴブリン、
そしてスプラグという名の反抗的なゴブリンがいる。ゴブリンたちは拷
問道具を利用してパーティに対して優位を得ようとする。スプラグは解
放してやればPCたちの役に立ってくれるだろう。
エリア3：発掘場。バルグロンは部下たちに命じて、ここに埋まって
いる宝物を掘り出させている。これは非番の部下を怠けさせないよう
にするためでもある。ゴブリンたちは分け前がもらえると信じているの
で、宝物を守るために戦う。
エリア4：頭目の部屋。バルグロンとゴブリンたちはこのエリアを兵
舎として使っている。臆病者のバルグロンはPCたちから距離をとって
戦おうとする。

地下墓地
かつて、城塞の守護者たちはこのセクションに死者を埋葬していた。
城塞にクレリックが勤務していた頃は、毎日儀式を執り行なって死者が
蘇るのを防いでいた。現在では裂け目の影響力を妨げるものがなく
なってしまったため、死者たちはアンデッド化している。
ここにいるアンデッドは地下墓地の外には出ない。PCたちが逃げれ

エリア9：洞窟迷宮。ここには甲虫やコウモリ、その他の虫がひしめ
いており、この場所に迷い込んだ冒険者たちを餌食にしようと待ち構え
ている。
エリア10：クルーシクの巣。ここには大食らいでタチの悪い、昆虫じ
みた特徴を持つ爬虫類クルーシクの巣がある。
エリア10：水の洞窟。この自然の溜め池は、かつて城塞の真水の供
給源だった。現在は肉食スライムの巣になっている。

全エリア共通の情報
遭遇の解説で特に明記されていない限り、地下1階の各エリアにある
物品のゲーム・データは以下のものを用いる。
光源：ゴブリンが支配しているエリア
（1 〜 4）は松明とランタンで照
らされており、その明るさは“明るい”。エリア7の一部は“薄暗い”明るさ
になっている。この階の他の部分は暗闇である。
扉：どの扉にも鍵はかかっていない。材質は木製で、青銅でできた
帯状の縁枠で補強されている。
壁：壁はすべすべとした石でできている。床はモルタルで接合した
板石である。
箱や樽など：こうしたものが散らばっているマスは移動困難な地形と
して扱う。そのマスに入るためには、1マス分余計に移動速度を消費
せねばならない。
ベッド：地下1階にあるベッドは、ゴブリン2匹が楽に寝られるほどの
大きさがある。ベッドの上に飛び乗るには、2マス分の移動速度を消
費せねばならない。キャラクターは難易度10の【筋力】判定に成功す
れば、ベッドを横倒しにすることができ、それを“良好な遮蔽”として利用
することができる。
テーブル：テーブルや類似の家具類（エリア2の拷問台など）は、小型
サイズのクリーチャーならば下に入り込んで遮蔽を得られるだけの高さ
がある。テーブルの上に飛び乗るには、2マス分の移動速度を消費せ

ば、それを追いかけてくることはあるが、エリア12の階段を下ったり、エ

ねばならない。キャラクターは難易度10の【筋力】判定に成功すれば、

リア1の扉の先に行くことはない。

テーブルを横倒しにすることができ、それを“良好な遮蔽”として利用す

エリア5：影の納骨堂。ここには数体のアンデッドが徘徊している。
床の罠と魔法のルーンにより、脅威は一層増している。
エリア6：隠された武器庫。PCたちはこの秘密の宝物庫を発見する
かも知れない。ここにはかつて城塞の守備隊が襲撃や侵攻に備えて隠
しておいたアイテムがいくつかある。
エリア7：骨の軍団。“影の裂け目”の影響で、この地下墓地に埋葬さ
れていた戦士たちが目覚めた。彼らはここに入ってきた者が誰であれ
襲いかかってくる。
エリア8：キーガン卿の墓。キーガン卿の迷える魂がここで待ってい
る。PCたちがキーガン卿を説得し、カラレルを倒して裂け目を封印す
るつもりであることを納得させれば、このアンデッド戦士との戦闘を避
けることができる。
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洞窟

ることができる。
隠し扉：地下1階にある隠し扉は、キャラクターが難易度15の〈知覚〉
判定に成功すれば発見できる。特に明記されていない限り、隠し扉に
鍵はかかっておらず、見つけさえすれば簡単に開くことができる。
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シャドウフェル城 、地 下 1階 概 略

エリア1：ゴブリンの衛兵詰め所
遭遇レベル2（675XP）

セットアップ

難易度10：まるで風呂に入ったことのない奴の体臭のような、鼻をつく
悪臭がする。

このエリアのゴブリンはダンジョンにつながる下り階段を警備してい
る。このエリアには数匹のゴブリンがたむろしているが、ダンジョンの
入口を見張ることよりも、早く交代時間が来ないかと待ちわびることに
忙しい。部屋の中央には落とし穴が隠されており、その中には飢えたネ
ズミの群れ（ラットの大群）が放たれている。ネズミは侵入者には脅威に、
ゴブリンたちには手軽な軽食の供給源となっている。
この遭遇には、以下のクリーチャーが登場する。
ゴブリンの狙撃手（S）

2体

ゴブリンの戦士（W）

2体

ラットの大群（R）

1体

ダンジョンのこの部分を占領しているのはゴブリンたちである。この
衛兵詰め所は階段を下りてすぐのところにあり、望まれざる客人の来訪
をバルグロンに警告するためにある。このエリアはつながった3つの部
屋（柱の並ぶ玄関ホール、南の兵営、南東の倉庫）
で成り立っている。
ゴブリンの狙撃手たちは兵営で時間を潰している。二人は度胸試し
に互いを西側の扉に触らせようとしているか、飽きることなく延々とサイ
コロ賭博をしている。ゴブリンの戦士のうち1人は、やる気のない様子
で階段を見張っている。もう1人は倉庫の箱を漁っている。ラット・ス
ウォームのネズミたちは、石の色に塗られたキャンバスで隠された落と
し穴の底で、チューチュー鳴いたり、互いに噛みつきあったりしている。
冒険者たちが階段を下りていくときに、以下を読み上げる：
地下へ続く階段の石組みは素晴らしい技術で作られている。恐らく
はドワーフの作だろう。一段下りていくごとに、君たちは骨まで凍りそう
な寒気を感じる。階段を下りきったところにある部屋からは、ちらちらと
明滅する松明の灯りが見える。
ラットの大群（R）
レベル2 遊撃役
中型・自然・野獣（大群）
XP125
イニシアチブ：＋6
感覚：〈知覚〉＋6；夜目
スウォーミング・アタック／群がり攻撃：オーラ1；ラットの大
群は、このオーラの範囲内で自分のターンを開始したすべて
の敵に対して、フリー・アクションとして1回ずつの基礎攻撃
を行なう。
HP：36；重傷値：18
AC15；頑健12、反応14、意志11
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃からは半減ダメージ；脆弱性：近
接範囲攻撃および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性5
移動速度4、登攀2
m スウォーム・オヴ・ティース／群れなす歯
（標準；無限回）
＋6対AC；1d6＋3ダメージおよび継続的ダメージ3（セーヴ・
終了）。
属性：無属性 言語：――
【筋】12（＋2）【敏】17（＋4） 【判】10（＋1）
【耐】12（＋2）【知】2（－3） 【魅】9（±0）
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〈知覚〉判定

難易度14：静まりかえった遺跡のどこかから、チュウチュウキイキイと
いう鳴き声が聞こえる。
ゴブリンの狙撃手（S） 2体
レベル2 砲撃役
小型・自然・人型
XP125
イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋2；夜目
HP：31；重傷値：15
AC16；頑健12、反応14、意志11
移動速度6；ゴブリン・タクティクスも参照
m ショート・ソード
（標準；無限回）◆［武器］
＋6対AC；1d6＋2ダメージ。
r ハンド・クロスボウ
（標準；無限回）◆［武器］
射程10 ／ 20；＋9対AC；1d6＋4ダメージ。
スナイパー／狙撃手
ゴブリンの狙撃手は、隠れている時に行なった遠隔攻撃がミ
スしても、隠れたままでいるものとみなされる。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ゴブリンの狙撃手が戦術的優位を有する目標に対して行なう
攻撃は＋1d6のダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法（即応・対応、自分に対す
る1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行なう。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：〈隠密〉＋12、〈盗賊〉＋12
【筋】14（＋3）【敏】18（＋5） 【判】13（＋2）
【耐】13（＋2）【知】8（±0） 【魅】8（±0）
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ハンド・クロスボウ
とボルト20本
ゴブリンの戦士（W） 2体
レベル1 遊撃役
小型・自然・人型
XP100
イニシアチブ＋5
感覚〈知覚〉＋1；夜目
HP：29；重傷値：14
AC17；頑健13、反応15、意志12
移動速度6；モバイル・レンジド・アタックおよびゴブリン・タ
クティクスも参照
m スピア
（標準；無限回）◆［武器］
＋6対AC；1d8＋2ダメージ。
r ジャヴェリン
（標準；無限回）◆［武器］
射程10 ／ 20；＋6対AC；1d6＋2ダメージ。
R モバイル・レンジド・アタック／機動遠隔攻撃（標準；無限回）
ゴブリンの戦士は移動速度の半分までの移動を行なえる。
そしてこの移動中の任意の時点で、機会攻撃を誘発すること
なく、1回の遠隔基礎攻撃を行なえる。
グレート・ポジション／ちょこまか戦法
このゴブリンが自分のターンにおいてターン開始時にいた場
所から4マス以上離れた場所で移動を終了したなら、このゴブ
リンが次の自分のターンの開始時までに行なうすべての遠隔
攻撃は＋1d6のダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法（即応・対応、自分に対す
る1回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは1マスのシフトを行なう。
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
技能：〈隠密〉＋10、〈盗賊〉＋10
【筋】14（＋2）【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）【知】8（－1） 【魅】8（－1）
装備：レザー・アーマー、スピア、ジャヴェリン×5（束にしてある）

ゴブリンは背の低い、やせっぽちな人型生物で、たいていは汚物まみ

このエリアの情報
明るさ：明るい光。

れである。階段の南にいるゴブリンの戦士は侵入者に目を光らせてい

柱：衛兵詰め所の玄関ホール中央にある落とし穴をとりまく4本の

る。気付かれないようにこっそりと階段を下りようと試みるなら、彼の〈知

細い柱は、遮蔽を提供する。柱は倒したり、壊したり、その他の改変を

覚〉判定の結果は13である。ゴブリンたちの防衛計画は単純である。

することはできない。

彼らは侵入者が落とし穴に落ちてくれることを期待している。落ちてく

カーテン：この厚手のタペストリーは視線と効果線を遮る。マスとマ

れれば、ネズミたちが降って湧いた御馳走を楽しんでいるのに便乗して

スの間の障害物となるため、中型サイズのクリーチャーがこれを通り抜

射的を楽しめるという寸法だ。この作戦のためにゴブリンの戦士はPC

けて移動するためには2マス分の移動を消費せねばならない。PCは難

たちを挑発し、落とし穴の反対側の階段のところから自分のところへ突

易度10の【筋力】判定に成功すれば、カーテンを引きずり下ろすことが

撃させようとする。ひとたび警報が発せられると、ゴブリンの狙撃手が

できる。

移動してきて侵入者に向けて遠隔攻撃を行なう。
ゴブリンたちはなるべく近接戦闘を避けようとする。彼らは“ゴブリン・
タクティクス”能力を使用して近接攻撃をミスした敵から距離をとろうと

落とし穴：ゴブリンたちは落とし穴を掘り、石と同じ色をしたキャンバ
スでその上を覆っている。移動して罠のあるマスに止まったり通過しよ
うとしたPCは、落とし穴に落ちてしまう。罠は作動するまで隠されており、

する。彼らは玄関ホールから倉庫を経由して兵営に向かい、また玄関

一度しか機能しない。落とし穴に落ちた者は1d10ポイントのダメージ

ホールに戻るという動きを繰り返す。ゴブリンが3匹倒されると、生き残

を受け、伏せ状態になる。ラット・スウォームは落とし穴に落ちてきた

りはエリア2か3（どちらか近い方）に救援を求めに行く。

ものは誰であろうと攻撃する。落とし穴から脱出するためには、難易度

ラット・スウォームのネズミたちは、冒険者であろうとゴブリンであろ

15の〈運動〉判定に成功せねばならない。能動的に罠を探したキャラク

うと、落とし穴に落ちてきた者を誰彼構わず攻撃する。突き飛ばしに

ターは、難易度20の〈知覚〉判定に成功すれば、作動する前に罠を発見

よって落とし穴のマスに移動させられたクリーチャーは、落ちるのを避

できる。

けるために即座にセーヴィング・スローを試みることができる。これは

エリア1：ゴブリンの 衛 兵 詰め所

戦術

財宝：ゴブリンたちは合計で43gpと51spを持っている。

ターンの最後ではなくクリーチャーが落とし穴の縁に達した時点で行な
うことを除けば、通常のセーヴィング・スローと同じである。結果が10
未満だった場合、クリーチャーは縁から足を踏み外して穴に落ちてしま
う。結果が10以上であれば、クリーチャーは穴に落ちる直前に占めて

mike schley

いた最後のマスで倒れて伏せ状態になる。
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