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はじめに 
フロストシルヴァーは、ドワーフのフロストシルヴァー氏族の

要塞であったが、何世紀も前に見棄てられ、歴史から消え去っ
た。しかし、最近の冒険でpCたちがとある地図を発見したことに
より、その場所をあたってドワーフの氏族の故郷を修復し、過去
の栄光を取り戻すことが可能となった。ドワーフたちは、いつかフ
ロストシルヴァーを復興したいという望みを持ち続け、何世代に
も渡る時が経過している。いま、そこには何が棲んでいるのか？
やってきて、どのくらいになるのだろうか？

『フロストシルヴァーの凋落』は、４レベルキャラクター５人
向けにデザインされた、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』の冒険シナ
リオである。

ゲームの準備
このシナリオをDmするにあたり、君は、「アドベンチャー・キ

ット」と�冊の本を必要とする。つまり、『プレイヤーズ・ハンドブ
ック第3.5版』（以下、pHB）と、『ダンジョンマスターズ・ガイド
第3.5版』（以下、DmG）の�冊だ。『モンスター・マニュアル第
3.5版』と『フォーゴトンレルム・ワールドガイド』は必要としない
が、あると便利だろう。とりわけ、冒険を終えた後、続きをやって
みたいと思ったときには。

シナリオで起こる遭遇は、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』用のミ
ニチュアを使用することを前提としている。掲載しているマップ
と、pCやモンスターを含むnpCを判別できるミニチュアを用意
すること。

（編注：「D&D Game Day �007」の"開催キット”には、フルカ
ラーのポスターマップと、登場するクリーチャーのミニチュアが
用意されていました）

冒険の背景とあらすじ
アイスウィンド・デイルにおける最近の冒険の最中に、pCたち

は、"世界の背骨"山脈に通じる忘れられた抜け道を示す、１枚の
地図を発見する。その古い羊皮紙には、ドワーフ語で「フロストシ
ルヴァー」と書かれている。

ドゥルヴェンとモルンのドワーフ兄弟はすぐに、それが失われ
た故郷であり、長く復興が待ち望まれている場所だということを
察知する。この発見は、栄えあるミスラル・ホールの復活に匹敵
するくらい、アイスウィンド・デイルにおける一大事となるだろう。
ドワーフ氏族の故郷がどのような場所だったのか知りたいと思っ
てか、さもなければ眠っている富に興味を覚えてか、pCたちは地
図に従い、山へと探検に乗り出すこととなる。

やがて彼らはフロストシルヴァーを見つけるが、かつて栄誉を
誇っていた場所が、今は廃墟と化しているのを見て取る。おまけ
に、ゴブリンどもが棲みついている形跡もある。

ゴブリンどもは、フロストシルヴァーを、あたかもねぐらのごと
く利用している。だが現在、さらに油断のならない相手が、ドワー
フ要塞の廃墟には潜んでいる。ドラウとドゥエルガルだ。彼らは
アンダーダークの奴隷商人の一団として、ゴブリンどもを召使い
や密偵として利用している。彼らは、フロストシルヴァー周辺につ
いて、もっとよく知りたいと思っている。そして地の利を得たら、
地上の者を捕まえ、売り飛ばそうという算段なのだ。フロストシ
ルヴァーを取り戻すためにpCたちは、これらの敵と戦わなければ
ならない。

冒険の途中で休息を取る
pCたちは、よほどまずい状況に陥ったのでないかぎり、冒険の

最中に休息を取るべきではない。その必要が生じてしまった場合
には、ブリザードが吹きすさぶなか屋外で休むことは不可能であ
り、それゆえ、敵の手の届くすぐ近くの範囲で休息を取らなけれ
ばならないということを思い起こさせよう。もしpCたちが本当に
休息したのであれば、エリア8のゴブリン・アーチャーは、エリア
１にやってくる。彼らはpCたちを見ると、戦闘になるならないに
関わらず、ドラウとドゥエルガルへ警告を行なうために礼拝堂へ
撤退する。

攻撃の警告を受けたのであれば、ドラウ、ドゥエルガル、そして
エリア８にいたゴブリンは、礼拝堂の後ろに隠れる。エリア7のバ
グベアもエリア８へ移動し、礼拝堂の背後に隠れる。そこで彼ら
は、辛抱強くpCたちを待ち、pCたちが礼拝堂へと続くドアを開け
たらすぐ、攻撃をしかけられるように（そして、不意打ちラウンド
を得られるように）する。

フロストシルヴァーの特徴
フロストシルヴァーの詳細は、pCたちが探検を進めるにつれ

て、明らかになってくる。pCたちがスタートする地点のちょうど後
ろ（つまり地図の外）は、風がヒューヒュー吹きすさぶ"世界の背
骨"山脈を通る山道である。

天井
屋内の天井はエリア１とエリア８を除き、高さ10フィート。

壁
フロストシルヴァーの壁は、モルタル塗りがなされており、加え

て、ドワーフの一生における各々の側面を抽象化して様式のパタ
ーンとした浅浮き彫りが施されている。

建物の壁：厚さ５フィート（もしくはそれ以上）。硬度８、hp450、
破壊難易度55、〈登攀〉難易度�0。

扉
フロストシルヴァーには、多くの両開きドアか設置されてい

る。これらは、山の冷たい風が入りこまないように、きっちり閉ま
るようになっている。

ドアはすべて、鍵がかからない簡単な木製のドアである。それ
らはかつて、ずっと高い品質をもっており驚異的な精度で閉まる
ドアだったが、永い時間の経過で劣化してしまっている。

単純な木製のドア：厚さ �インチ；aC 3；硬度 5；hp 10;破壊難
易度 13(たてつけが悪い場合)

明かり
現在フロストシルヴァーに棲む連中は明かりを必要としておら

ず、辺りを真っ暗闇にしている。唯一の例外はエリア８だ。そこで
はゴブリンが広い部屋を暖めようとして、炎を燃やしている。こ
の部屋は、充分な明かりが確保されている。

落盤
地図上にある６枚の瓦礫のマスは、落盤が起こる箇所を指し

示している。エリア１、２、５、７、８に配置されている。pCが瓦礫
の上に立ち、それ以上進まないでいると、何トンもの岩が動き始
める。

さらなる崩壊が進み、急に危険な状況が訪れることはないが、
もしpCたちが冒険の途中で落盤箇所を掘り返すことに興味を示
したのならば、pCたちが道に留まることにならないように、不吉
な”ゴロゴロ”という音と、石が溝に落ちてくるさまを好きに描写し
てあげよう。瓦礫のタイルは、「重い瓦礫」として扱う。

重い瓦礫：重い瓦礫のあるマスに入るには、�マスぶんの移動
速度を消費する。重い瓦礫が占めているマスの上を移動する際
には、〈平衡感覚〉と〈軽業〉の技能判定を行なう際の難易度が
＋5される。そして、〈忍び足〉の判定には－5のペナルティがか
かる。重い瓦礫の上で疾走したり突撃をかけたりすることは、不
可能だ。

冒険の始まり
"世界の背骨"山脈を歩き回る長い旅路の果てに、英雄たちは

要塞の玄関口へ辿り着いた。彼らがそこに着くと、山から風が吹
いてきた。幸い、先日から雪は降っていなかったものの、空気を
切り裂いた風は冷たかった。
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 1、柱廊玄関(Area 1 Colonnaded Hall)
pCたちは、地図上のエリア1の端からスタートする。

3日間、君たちは山道を進み、ようやく頂上へ辿り着いた。
道中、凍えるような風が吹いてきたかと思えば雪が降り、まる
でブリザードに遭ったかのように感じられた。道は、幅が広く
背の高いトンネルの前で終わっている。その先にある建造物
は、明らかにドワーフの手になるものだ。君たちは、フロストシ
ルヴァーを見つけたのだ！

ここはかつて、壮麗な柱廊玄関だった。だが、長年放置されて
きた結果、今では荒廃の極みにある。天井の高さは30フィート
だ。屋外から差し込んできた光が、玄関の柱に陰を作っている。

一方で、ゴブリンが潜んでいる玄関の間は、完全に真っ暗とな
っている。このエリアにある倒壊した柱の間に、�体のクレンシャ
ーが潜んでいる。そして、4体のゴブリン・アーチャーが、玄関内
の正面から見られないような位置に立っている。

pCたちに、クレンシャーの〈隠れ身〉技能（＋4）への対抗〈視
認〉判定をさせよう。続いて、以下の文章を読み上げること。隠れ
ているクレンシャーから10フィート離れるごとに、－１のペナルテ
ィがつくことを忘れてはならない。〈視認〉の対抗判定で勝った
pCは、クレンシャーの不意打ちを受けない（戦術的遭遇の項目
を参照のこと）。

薄暗いトンネルに足を踏み入れ、何かないかとじっと見る
と、倒れた柱が散らばっているほかは、特に気になるものはな
い。フロストシルヴァーは廃墟となっているようだ。壁にある
落書きから、ゴブリンどもが棲んでいるとみて間違いない。臭
いからして、ウルフやウォーグのようなものもいるようだ。

そんなことを考えた矢先に、�体の灰色の毛皮をした肉食獣
が、倒壊した柱の陰から飛びかかってきた！

クレンシャーたちは、即座に攻撃をしかけてくる。続いて何が
起こるのかを解決するためには、次の項目へ進むこと。

戦術的遭遇：遭遇１：柱廊玄関での遭遇を参照（p.6）。
彫像：亀裂が入ったり、あちこち欠けたりしたドワーフの彫像が

�体、フロストシルヴァーへと続く玄関口に立てられてい

る。彫像は何を模しているのか、モルンとドゥルヴェンには
よくわかる。1体は、彼らが信仰するドワーフの神モラディン
だ。しかしもう1体については損傷がひどく、わからない。モ
ルンが難易度15の〈知識：宗教〉に成功すれば、ドワーフの
埋蔵した富と死者を護る神格デュマソインを象った古い彫
像であるということがわかる。このような彫像は、フロストシ
ルヴァー内の他の場所にも置かれているのだろう。

両開きの扉：3つの両開きの扉は、入り口の小部屋に続いてい
る。ひとつは、地図が示しているエリア�へ、もうひとつは、
地図のエリア3へ続いている。3番目の扉は、瓦礫で埋もれ
ている瓦解した玄関口に続いている。

2、歓迎の間(Area 2 Welcome Hall)
壁には、ゴブレット（杯）を傾けているドワーフ女性の彫刻

が刻まれている。ゴブレットからは透明な水が落ち、この部
屋にある幅の広い泉へと注いでいる。この部屋からは、�つの
部屋へ行くことができるようだが、片方の部屋の入り口は瓦礫
で埋もれてしまっており、その手前には、大きな穴が口を開い
ている。

君たちがいる場所は、明らかに歓迎の間であるようだ。ここ
で旅人は、よく冷えた山の水で顔についた泥を洗い流すこと
ができる。今でも水が流れているところをみると、ゴブリンども
も同じ目的で泉を利用しているようだ。

歓迎の間の様子はまさに見た通りで、泉の水は安全に飲むこ
とができる。pCたちが部屋を〈捜索〉すると、敵に関する情報が
�つ手に入る。

〈捜索〉技能判定を行ない、11以上の結果が得られた場合に
は、床についた泥から、比較的新し目の足跡を発見する。なかに
は、明らかにゴブリンとクレンシャーのものも混じっている。足跡
のうち１組はゴブリンのもののように見えるが、より大きい。

〈捜索〉判定の結果が15以上だった場合には、瓦礫の下に注
意深く隠された、登攀用の装備を発見することができる。pCがそ
れを取ると、無害な大蜘蛛が這い出てきて、穴に飛び落ちる。

登攀装備には、二組みの登攀用具（pHB、p.1�7参照)と、�巻
きの50フィートの絹のロープが入っている。登攀用具の一組は、
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みたところドワーフの手になるものであり、もうひと組みは蜘蛛と
蜘蛛の巣の模様が刻まれている。
穴：これは、ドラウとドゥエルガルがフロストシルヴァーへ登って

きたときの穴である。 
穴は、山のなか何百フィートも深いところにまで下ってい
る。プレイヤーが陽光棒や岩を投げ入れたとしたら、物体
が落ちてから静かに暗闇のなかへと消えてゆくまで、かなり
の時間がかかったように見える。穴は、山のなかにある、古
くからのマグマ溜りの竪穴へと通じている。そこからさらに
伸びる洞窟は、螺旋を描きながらアンダーダークへと続い
ているのだ。 
穴を上り下りするには、難易度15の〈登攀〉技能判定が必
要である。pCたちが穴に落ちる理由はないが、もしそのよう
なことが起きたら、穴の端を掴むことができたかどうかを決
めるため、難易度15の反応セーヴを許可してもよい。

3、ゴブリンのシンボル(Area 3 Goblin Symbol)
この正方形の部屋の床には、巨大なシンボルが殴り書きさ

れており、なにかしら生き物の血のようなもので汚れている。
入ってきた以外の3方向には両開きの扉があり、そこを通れ

ばこの部屋から出て行くことができる。扉の１つ（訳注：エリ
ア4へ続く扉）には、血によって同じようなシンボルが描かれ
ている。扉の周りには、古代のフロストシルヴァー氏族のドワ
ーフの英雄たちの肖像が刻み込まれ、以下の文句が添えられ
ている。

「彼ら、今生においてなすべき責務を果たしし者どもなり。
いまは、モラディンがもとで休めり」

フロストシルヴァーの墓を荒らした後、迷信深いゴブリンたち
は、墓へと続く扉と部屋の床に、やっとのことで殺したイェティ
の血で警告のシンボルを描いた。シンボルは傷ついていないが、
それがゴブリン類の守護神格マグルビイェトの加護を呼び寄せ
るために持ちいられるものだということを理解するには、目標値
�0の〈知識：宗教〉技能判定に成功する必要がある。

4、フロストシルヴァーの墓地(Area 4 Frostsilver Crypt)
この奇妙な形をした部屋は、間違いなく、フロストシルヴァ

ーの墓地である。しかし、何か、恐ろしい過ちが犯されてしま
っている！

部屋が、ほとんど空になっているのだ。葬られている者たち
の武器や鎧はおろか、遺体そのものも残っていないのである。
遺体があったはずの場所には、わずかな骨の切れ端と、服の
切れ端がまき散らされているだけだ。何もかもが冒涜されてし
まっている。かろうじて、石の棺がひとつ、壁から１インチ離れ
て置かれているだけだ。石の棺の蓋の部分には、ドワーフ戦士
の似姿が刻まれている。

ゴブリン類は、墓から骨をすべて持ち去り、エリア5にまで運
んでしまっている。使い方のわからないアーティファクトなどは、
エリア２の穴のなかへ放り投げてしまった（そのおかげでドラウ
はフロストシルヴァーへ続く竪穴を見つけたのだ）。

墓から回収した宝物は、ドラウがゴブリンどもを侵略し、彼ら
を支配下に収めた際、服従の証として捧げられた。今や、石棺の
側には何も興味あるものは残っていない。ゴブリンどもは、魔法
のアイテムを自分たちで色 と々弄り回すには、あまりにも迷信深
すぎるのだ。
石棺：石棺を調べたpCたちは、その上に、ドワーフ語で書かれた

文句を見つける。それは、こう読める。「ガールン・フロスト
シルヴァー。モラディンに寵愛されし者。英雄たちの守護
者なり。 
常に戦とともにあり、任務において疲れを知らず、あらゆる
敵を打ち倒しし後もなお、戦を止むことかなわず。終には、
平穏と安息を得られんことを」 
石棺の隅には別に、ドワーフ語で、以下のように彫られてい
る。「我が安息を妨げし者には、死の影が覆わん」。

歳を経た強力なシャドウが――安息を得られないガールンの
魂だ――石棺のなかに棲んでいる。しかし、石棺に対し妨害行為
を働かなければ、そこを離れることはない。だが、もしpCが石棺
を開けたり、石棺に対しダメージを与えたりした場合には、遭遇
が始まる。そうなった場合、以下の文章を読み上げること。

部屋が一段と暗くなったかと思うと、石棺から黒い雲のよう
な人魂が立ち上ってくる。それを目にした君は寒気を覚えた。
石棺から出てきた人魂は、ぼんやりとした影のような人型生物
の形を取ると、怒りと嘆きが入り混じった吼え声を上げた。そ
して痩せ細った、影のような腕を伸ばしてきた！

宝物：石棺のなかには、高品質のフル・プレート一式、＋１リ
ターニング・スローイング・アックス、寒冷地のブーツが
入っている。各々のアイテムの詳しい情報については、
DmGを参照。

戦術的遭遇：遭遇�：フロストシルヴァーの墓地（p.7）

5、風の吹く廊下(Area 5 Windy Hall)
扉を開けて広間のなかへ入ると、冷たい風が吹きつけるの

を感じる。前方には、廊下が左と右に枝分かれしている。分岐
点のところの床が壊れ、落ち窪んでいる。

ドゥルヴェンとモルンは、両方とも、床にある裂け目から10フィ
ート以内に近づいたら、難易度10の〈捜索〉技能判定を行なうこ
とができる。成功したら直ちに、これらのマスが不安定な状態で
あるということがわかる。見た感じ、注意深くバランスを保てば、
渡ることができそうではある。

pCたちが割れ目に近づいたら、以下の文章を読み上げるか、う
まく要約して伝えること。

冷たい風がうめき声のような音を立てて、廊下へ吹きつけ
てきた。風は、床の裂け目に沿って、この瓦解した廊下へ吹き
出してきている。君たちに最も近いところにある裂け目は、明
らかに深さ�0フィートはあるが、廊下の奥は、もっと深くまで
続いていそうだ。

床の状態が不安定なため、pCたちは裂け目を飛び越えようと
するかもしれない。さもなければ、ロープを使って、裂け目を降り
ようとするかもしれない。自由にさせること。

２体のアイス・メフィットが、山の内部にある小さなトンネルを
探索した後、ちょうどフロストシルヴァーに着いたところである。
発見されないよう、彼らは裂け目のいちばん低い部分に隠れてお
り、pCたちが裂け目を渡るちょうど途中で、攻撃をしかけてくる（
おそらく、pCたちの一部が穴の一方に留まり、残りが反対側にい
るときか、誰かが穴に落ちたときであろう）。そうなったら、以下
の文を読み上げるか、要約して説明すること。

君たちは、耳をつんざくような笑い声を聞く。次の瞬間、羽
根を備えた２体のクリーチャーが、深い裂け目から飛び出して
くる。それはハーフリングくらいのサイズで、人型生物に似て
いるが、全身が氷でできているようだ。

不安定な床のマス：pCが侵入したマスが裂け目に隣接していた
場合、そこは不安定な床である。クリーチャーは、通常の半
分の移動速度で進むか、難易度8の〈平衡感覚〉技能判定
に成功すれば、危険なく通ることができる。もし、クリーチ
ャーが通常の半分の移動速度で進まないか、〈平衡感覚〉
の技能判定に失敗してしまったのならば、難易度15の反
応セーヴに成功しなければ裂け目に転落する。その場合、
�0フィート落下して、�d6ポイントのダメージを受けること
になる。

裂け目：裂け目に隣接した4マスで転落しても、廊下から�0フィ
ート下にまで落ちるだけだが、裂け目のなかは、最大で深さ
60フィートまで続いている。裂け目の最も深い部分には、
直径�フィートの穴があり、そこから冷たい山の風が吹きつ
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けてくる。穴の奥は、山の切り立った崖にまで続いている。
裂け目のなかを登るには、難易度15の〈登攀〉技能判定が
必要である。

戦術的遭遇：遭遇3：風の吹く部屋（p.8）

6、骨の小部屋(Area 6 Chamber of Bones)
扉の向こうには、ぞっとするほど恐ろしいものがある。何ダー

スものドワーフの骨が大量に積み重ねられ、ピラミッド型の彫
刻のようになっているのだ。明らかにゴブリンどもが、墓から
持ってきた骨を使って、彼らの崇める神格に捧げるか何かする
ため、ピラミッドを作ったのだ。

ドゥルヴェンとモルンは、ドワーフの骨がこのような扱いを受
けたままでいてよいはずがないということはわかっているが、骨
を墓へ戻すには、何時間もかかってしまうだろう。

pCがこの部屋のなかで話をしたり、骨のピラミッドにぶつかっ
たりしたら、もしくは、同程度の騒音を発してしまったりすると、
エリア7のバグベアどもはpCの存在に気がつき、不意を打つため
身を隠す。

もしpCたちが、続く部屋（訳注：エリア7）への扉の前で立ち
止まって耳をすませたならば、難易度19の〈聞き耳〉技能判定を
行なわせる。成功したら、遠くから詠唱をしている声が聞き取れ
る。何という文句を唱えているのかまではわからないが、ドワーフ
男性の声だということは確かだ。バグベアは動かないので、pCた
ちが〈聞き耳〉でその様子を察知することはできない。
骨のピラミッド：ドワーフの骨でできたピラミッドには、価値のあ

るものは何もない。しかし、ちょっと調べてみただけで、骨を
取ったらたやすく崩れてしまう類のものだということはわか
る。ピラミッドから、pCたちは何も価値のあるものや興味を
惹くものを見つけることはできない。けれども、もしpCがピ
ラミッドを探ろうとしたら、いくら細心の注意を払っても、カ
タカタと音を立ててしまうこととなる。

7、アルコーヴのある廊下(Area 7 Hall of Alcoves)
この廊下には、薄暗いアルコーヴ（部屋の窪み）がたくさん

ある。向かって左側には両開きの扉（訳注：エリア8へと続く）
が見える。君たちがいる場所のちょうど反対側には、かつては
廊下が続いていたのだろうが、いまは瓦礫で埋もれて通れなく
なっている。

�体のバグベアが、この場所を守っている。もし、彼らがエリア
6にいるpCのことをすでに聞きつけていたのであれば、彼らはア
ルコーヴに身を隠している。もしそうでないのならば、彼らは大っ
ぴらに立っている。

残りの行動を解決するためには、遭遇4へ進むこと。このエリ
アで戦うとその物音は、エリア8の居住者に聞かれてしまう。

戦術的遭遇：遭遇4：アルコーヴのある廊下（p.9）参照。

8、礼拝堂(Area 8 Chapel)
君たちは扉を開け、炎で照らされた高さ10フィートの木製ス

テージがある礼拝堂へと足を踏み入れる。背の高いステージ
の上には4体のゴブリンがおり、ステージ後方のちょうど角の
部分には、はげがかった白髪で灰色の肌をした男のドワーフの
立っている様子が垣間見える。

明らかに自然のものではない暗闇が、部屋の一部を包み込
んでいる。

その闇のなか、白い髪に漆黒の肌をした1人のエルフが通路
と客席の間に陣取り、行手を阻んでいる。彼はロングソードと
盾を振りかざし、「戦え！」と、大仰に要求する。

灰色の肌をしたドワーフの正体は、ヴァルノクという名のドゥエ
ルガルである。そして、黒い肌をしたエルフは、キリアンという名
のドラウだ。

エリア7での戦闘を聞きつけるまで、ヴァルノクはステージの上
に立ち、神に祈りを捧げている。その間、キリアンは客席に腰か
けている。pCたちがバグベアと戦う物音を聞きつけて、彼らは戦
術的遭遇5に描写されているように、戦闘の準備を整える。

戦術的遭遇：遭遇5：聖堂（p.10-p.11）

宝物：ヴァルノクとキリアンは、フロストシルヴァーの墓からゴブ
リンたちがくすねてきた魔法の装備を集め、宝箱に入れて
保管している。彼らは、この宝箱をステージの背後から続
く階段の下に安置している。まだアイデンティファイをかけ
ていないので、彼らがこれらのアイテムを使用することはな
い。宝箱には鍵はかかっておらず、以下のアイテムが入って
いる：レストレーションの巻物、エリクサー・オヴ・ハイディ
ング、＋1クローク・オヴ・レジスタンス、ワンド・オヴ・キュア
・ライト・ウーンズ（チャージ��）

冒険の結末
ゴブリンどもやアンダーダークの奴隷商人どもを打ち負かした

ら、pCたちはフロストシルヴァーを領有することができる。
モルンとドゥルヴェンは、祖先の遺骨を、神の寵愛を受けた者、

モラディンの息子にふさわしい場所へ奉納することができる。も
ちろんフロストシルヴァーには、まだまだ冒険の余地が残されて
いる。瓦礫で埋もれた廊下の先や、山のなかへと続く穴の奥に
何が潜んでいるのか、誰が知ろう？

もし、ただちに冒険を続けたいと思うのであれば、ゴブリン類
やクレンシャーどもが何体かパトロールから戻ってくる、という案
はどうだろう。この案を使う際には、外にいるpCへ、フロストシル
ヴァーへ続く道を通って戻ってくる一行のことを気がつかせるこ
とが肝心である。もしpCたちが回復したり、休息を取っていたの
であったら、ゴブリンたちは素早く逃げてより強い仲間に報告し
たということで、遭遇レベルを6か7に入れ替えることを考慮して
もよい。そして、pCたちは、有利な地形を選んで戦えるというメリ
ットを得ることができる。

『フロストシルヴァーの凋落』について
「フロストシルヴァーの凋落」は、�007 年 D&D Game Day 

のために用意されたシナリオ『The Fall of Frostsilver』を翻訳し、
日本における D&D Game Day  �007 にて用いたものです。

当ファイルは、それをダウンロード用に一部校正、更新した
ものとなります。D&D Game Day  �007 の開催キットには、フ
ルカラーのポスター・マップ、ミニチュア、ダイスなどの用具
が配布されましたが、ダウンロード版にともなうこれらの配布
はありません。

編注：データについては原書での記述を優先しています。その
ため、キャラクターシート、およびクリーチャーのデータ等
において、基本ルールをはじめとする製品で発表されている
ルールに則っていないものがあります。 
　これらは、（Dm の事前準備を含め）カジュアル・プレイ
にてシナリオが用意されたという観点から、あえて修正され
ずに D&D Game Day �007 に用いられました。 
　これらを修正するかどうかは Dm の判断にゆだねられま
す。

翻訳：岡和田晃 
編集 / 監修：会田 孝・上田 明・中林 英二 (HobbyJapan)
協力：石川雄一郎・Ｂ Ｍ・ふぇるでぃん
DTp：上田 明 (HobbyJapan)

ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版
公式ホームページ：http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

株式会社ホビージャパン  輸入ゲーム事業課

本書の無断の転載、コピー、複製、配布を禁じます。
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戦術的遭遇

●遭遇1：柱廊玄関(Area 1 Colonnaded Hall)
準備：�体のクレンシャー（地図上のK）が、4体のゴブリン・

アーチャー（地図上のa）へ警告をしつつ、隠れている場所から
pCたちへ襲撃をしかけてくる。〈視認〉技能判定の達成値が、ク
レンシャーの〈隠れ身〉技能判定の達成値を上回ったpCは、イ
ニシアチブ・ロールを行ない、クレンシャーの不意打ちラウンド
に参戦することができる。他のpCたちとゴブリン・アーチャーど
もは、不意打ちランドが終了してはじめてイニシアチブ・ロールを
行ない、戦闘に参加することが可能になる。

戦術：不意打ちラウンドでは、クレンシャーは隠れている場所
から飛びかかり、ランダムで選んだpC�人にスケアーの超常能力
を使用する。次のラウンド、ゴブリン・アーチャーは正面玄関の
背後に遮蔽を取った状態から、階段の上にまで移動してそこに留
まり、pCたちへ矢を射かけてくる。最初のラウンドまるまるかけ
てクレンシャーは近接攻撃をしかけ、�ラウンド目には、先に標的
となっていなかったpCに対し、スケアーを試みようとする。その
後、クレンシャーとゴブリンは死ぬまで戦う。彼らは、任務に失敗
した者をキリアンがどう扱うのか、よく心得ているのである。

ガヴィンがスケアーに対して種族ボーナスを有しており、ドゥル
ヴェンが[恐怖]への完全耐性を有しているのに加え、ドゥルヴェ
ンの周囲10フィート以内にいる仲間は、[恐怖]に対するセーヴィ
ングスローに＋4の士気ボーナスがつくということを忘れないこ
と。恐れ状態になったキャラクターが地図の外へと飛び出してし
まった場合には、地図の端から何マス離れていったのかを数え
ておき、戻ってきて戦うために、何マス動かなければならないか
を決めるという形で処理する。

pCたちがここでの戦闘を無事に乗り切ったら、p.3に戻って冒
険を続けること。

●遭遇時の地形
倒れた柱：倒れた柱のあるマスに入るには、1マス移動するの

に�マスぶんの移動速度を消費する。倒れた柱は、遮蔽を与え
る。倒れた柱の上にいるpCは、地面に立っている敵に近接攻撃
を行なう場合、攻撃ロールに＋1の状況ボーナスを得る。柱の壊
れた部分が散乱しているマス目は（倒れた柱がほとんどであるマ
ス目とは異なり）、重い瓦礫として扱うこと。

重い瓦礫：重い瓦礫のあるマスに入るには、�マスぶんの移
動速度を消費する。重い瓦礫の上では、〈平衡感覚〉と〈軽業〉
で技能判定を行なう際の難易度に＋5され、〈忍び足〉の判定
に－5のペナルティがかかる。重い瓦礫の上で走ったり、突撃を
かけたりすることはできない。

高い天井：柱廊玄関の天井は30フィートの高さであり、ゴブ
リン・アーチャーが立っている入り口の天井は、10フィートの高
さだ。

クレンシャー（2）　脅威度1(×2)
真なる中立、中型サイズの魔獣
イニチアチブ ＋�；知覚　暗視60フィート、夜目、鋭敏嗅覚；〈聞

き耳〉＋3、〈視認〉＋1、
言語：―

AC 15、接触 1�、立ちすくみ 13
hp 11（�HD）
セーヴ：頑健＋3、反応＋5、意志＋1
移動速度：40フィート（8マス）
近接：噛みつき＝＋�（1d6）および
　爪＝＋0/+0（1d4）

基本攻撃：+�；組みつき+�
特殊なアクション：スケアー
能力値：【筋】11、【敏】14、【耐】11、【知】6、【判】1�、【魅】13
特技：《追跡》、《複数回攻撃》
技能：〈隠れ身〉＋4、〈聞き耳〉＋3、〈忍び足〉＋6、〈跳躍〉＋
9
スケアー（超常）：標準アクションとして、クレンシャーは頭の皮を

後ろにめくり、130フィート以内にいるクリーチャー1体を目標に
して叫び声を上げることができる。標的となったクリーチャーは
１ラウンドの間、怯え状態となる。続いて、難易度13の意志セー
ヴを行ない、成功しなければ、1d4ラウンドの間、恐れ状態にな
る。セーヴに成功した者は以降�4時間、同じ個体のクレンシャ
ーのスケアー能力の作用を受けることはない。これは、[精神作
用]の[恐怖]効果である。

ゴブリン・アーチャー（4）　脅威度1/3(×4)
中立にして悪、小型の人型生物（ゴブリン類）
イニチアチブ ＋1；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋�、〈視認〉

＋�、言語：ゴブリン語
AC 16、接触 1�、立ちすくみ 15
hp 5（1HD）
セーヴ：頑健＋3、反応＋1、意志－1
移動速度：30フィート（6マス）
近接：モーニングスター＝＋�（1d6）
遠隔：高品質のロングボウ＋4（1d6）
基本攻撃： ＋1；組みつき －3
能力値：【筋】11、【敏】13、【頑】1�、【知】10、【判】9、【魅】6
特技：《鋭敏感覚》
技能：〈隠れ身〉＋3、〈聞き耳〉＋�、〈騎乗〉＋4、〈視認〉＋�、

〈忍び足〉＋�
装備：モーニングスター、高品質のロングボウ、チェイン・シャ

ツ、アロー�0本、5sp、3cp
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●遭遇2：フロストシルヴァーの墓地（遭遇レベル5）
(Area 4 Frostsilver Crypt)

準備：シャドウの出現速度は、pCたちに不意打ちを
かけられるほどのものではない。pCたちとシャドウ
は、普通にイニシアチブ・ロールを行なう。

ドゥルヴェンはシャドウを退散させること
ができないことに注意。退散させるには、この
シャドウはあまりにもヒットダイスが大きいのだ。
モルンは退散判定で19か�0をロールした場合に
のみ、シャドウを退散させることができる。もし、
19か�0を出すことができ、次に行なう退散ダメー
ジの決定にて7以上を出すことができたのであれば、シャ
ドウは石棺のなかに戻り、そのまま沈んで、地面の下へと
逃げていってしまう。

ガヴィンは魔法の武器を持っていないので、モルンが彼の武
器にマジック・ウェポンをかけてあげないと、シャドウを傷つける
ことができない。またガヴィンは、シャドウを攻撃する他のキャラ
クターの行動を援護（pHB ｐ.15�）することで、aCに＋２ボーナ
スを与えることもできる。ガヴィンが攻撃を失敗した次のラウンド
に、このような選択肢があるということを思い出させよう。

戦術：シャドウは、容赦なくpCたちを攻撃してくる。ドワーフ
を最も性質の悪い墓荒らしだとみなし、攻撃を集中してくる。
どんなにがんばって話をしてみても、シャドウを説得すること
はできない。というのも、墓全体が既に冒涜されてしまって
いるからで、石棺を開けようとしたものが冒涜者ではないなど
と、シャドウが信じるはずがないからだ。

pCたちがここでの戦闘を無事に乗り切ったら、p.4に戻り、
冒険を再開すること。

強大化したシャドウ　脅威度4
混沌にして悪、中型サイズのアンデッド（非実体）

イニチアチブ ＋�；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋9、〈視
認〉＋9

言語：―

AC 13、接触 13、立ちすくみ 11、《回避》
(非実体)の副種別特徴：非実体への魔法的攻撃の失敗確率50％
hp 45(7HD)

セーヴ：頑健＋�、反応＋4、意志＋6
あらゆる[精神作用]効果、毒、睡眠効果、麻痺、朦朧化、病気、
[即死]効果、クリティカル・ヒット、非致傷ダメージ、能力値吸収、
生命力吸収、魔法によらない攻撃への完全耐性。疲労と過労の
対象とならない。

移動速度：飛行40フィート（良好）（8マス）
接近：非実体の接触＝＋5（1d6【筋】）

基本攻撃：＋3；組みつき：―
能力値：【筋】―、【敏】15、【耐】―、【知】6、【判】1�、【魅】13
特殊攻撃：【筋力】ダメージ、同族作り
特技：《鋭敏感覚》、《回避》
技能：〈隠れ身〉＋10（薄暗い照明の範囲では＋14、明るく照らさ
れた範囲では＋6）、〈聞き耳〉＋9、〈視認〉＋9、〈捜索〉＋4

【筋力】ダメージ（超常）：シャドウの接触は、生きている敵に
1d6ポイントの【筋力】ダメージを与える。シャドウの攻撃によ
り【筋力】が0になってしまったクリーチャーは死ぬ。

同族作り（超常）：シャドウによって【筋力】を0にされてしまった
人型生物は、1d4ラウンドの後に、自分を殺したシャドウの制
御下にあるシャドウとなる。
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●遭遇3：風の吹く廊下（遭遇レベル5）
(Area 5 Windy Hall)

準備：アイス・メフィットども（地図上のi）は、pCたちが、
不安定な床や裂け目を渡る途中で攻撃をしかけてくる。
飛んできて攻撃をしかける前に、彼らはうるさく叫び声
を上げるので、軽率にもそれが、pCたちへ警告を与える
ことになる。よって、アイス・メフィットどもとpCたちは、
普通にイニシアチブ・ロールを行ない、戦闘を開始して
よい。

戦術：第１ラウンド目、メフィットのうち１体は、ブレ
ス攻撃を使用しようと、近くにまで移動してくる。もう
１体のアイス・メフィットは、チル・メタルの擬似呪文
能力を使用する。次のラウンドには、彼らは擬似呪文能
力でマジック・ミサイルを撃ってくる。第3ラウンドにな
ってまだ生き残っているようであれば、彼らは最も深く
傷ついているpCへ近寄り、全力攻撃をしかけてくる。
メフィットのうち１体が殺されると、残ったアイス・メフィット
は、同族を招来しようとする。

pCたちがここでの戦闘を無事に乗り切ったら、p.5に戻って冒
険を再開すること。

●遭遇時の地形
不安定な床のマス：pCが侵入したマスが裂け目に隣接してい

た場合、そこは不安定な床である。クリーチャーは、通常の半分
の移動速度で進むか、難易度8の〈平衡感覚〉技能判定に成功
すれば、危険なく通ることができる。もし、クリーチャーが通常の
半分の移動速度で進まないか、〈平衡感覚〉の技能判定に失敗
してしまったのならば、難易度15の反応セーヴに成功しなければ
裂け目に転落する。その場合、�0フィート落下して、�d6ポイント
のダメージを受けることになる。

裂け目：裂け目に最も近い4つのマスは、ちょうど広間から
�0フィート下のところにまで続いている。他のマスで、一番深いと
ころまで続いているところは、60フィートの高さがある。この深
いエリアの底の部分から、冷たい山の風が吹き付ける直径�フィ
ートの穴がある。その穴を出ると、とうとう山の切り立った側面に
までたどり着く。裂け目の側面を登るには、難易度15の〈登攀〉
技能判定が必要である。

アイス・メフィット（2）　遭遇レベル3(×2)
真なる中立　小型サイズの来訪者（風、他次元界、冷気）

イニチアチブ ＋7；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋6、〈視
認〉＋6

言語：風界語、共通語

AC 18、接触 14、立ちすくみ 15、《回避》
hp 13（3HD)；ダメージ減少 5／魔法、高速治癒 �（訳注：超小型

以上の氷に触れているか、気温が華氏3�度（摂氏0度）以下の
場合のみ。シナリオに特に指定はないので、Dmが任意に決める
とよいだろう。ただし、気温を低く設定した場合には、DmGの

p.303の「冷気 による危険」を参照する必要がある）
セーヴ：頑健＋3、反応＋6、意志＋3

[冷気]に対する完全耐性
[火]に対する脆弱性

移動速度：30フィート（6マス）、飛行50フィート（10マス）
攻撃：爪×�＝＋4／＋4（1d3＋1d4の[冷気]）
基本攻撃＋3；組みつき－1
特殊攻撃：ブレス攻撃、擬似呪文能力、メフィット招来
擬似呪文能力：

　1回／時間―マジック・ミサイル（術者レベル3）
　1回／日―チル・メタル（術者レベル6）

能力値：【筋】10、【敏】17、【耐】10、【知】6、【判】11、【魅】15
特技：《イニシアチブ強化》、《回避》
技能：〈隠れ身〉＋13、〈聞き耳〉＋6、〈交渉〉＋4、〈視認〉＋6、

〈忍び足〉＋9、〈脱出術〉＋9、〈縄使い〉＋3（他の者を縛る
場合＋5）、〈はったり〉＋8、、〈変装〉＋�（役柄にふさわしく

振舞う場合＋4）
ブレス攻撃（超常）：氷の欠片による10フィートの円錐形、ダメージ

1d4[冷気]、反応・半減・難易度1�。このセーヴに失敗した生きて
いるクリーチャーは、苦痛に悩まされる。このため、3ラウンドの
間、aCに－4、攻撃ロールに－�のペナルティを受ける。

メフィット招来（擬呪）：1日に1回、アイス・メフィットはサモン・モ
ンスター系呪文を発動したかのように、自分と同じ種類のメフィ
ットを1体招来しようとすることができる。しかし、その成功率は
�5％しかない。たった今招来されたばかりのメフィットは、1時間
の間、自分自身の招来能力を使うことができない。

X＝不安定な床
（訳注：本文によれば、不安定な床は裂け目に隣接している4マ

ス。よって、Dmは望むのなら、まだ「X」が示されておらず裂け
目に隣接した�マスに、「X」を書き加えてもよい）

i＝アイス・メフィット

深さ60フィート／深さ�0フィート
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●遭遇4：アルコーヴのある廊下（遭遇レベル5）
(Area 7 Hall of Alcoves)

準備：もしバグベア（地図上のB）が身を隠してい
ないのなら、単にpCたちとイニシアチブ・ロールを
行なって、戦闘を開始する。もしバグベアが隠れ
ていたのであれば、バグベアの〈隠れ身〉＋5と、
pCたちの〈視認〉の対抗判定を行なうこと。バグ
ベアは、最初に部屋へ入ったpCに対し、突撃を
かける。〈視認〉判定に失敗したpCは、不意打ち
ラウンドに行動を行なうことができない。

特別な覚え書き：この戦闘が始まった
ときから、聖堂に入るまで、何ラウンド
かかったのかを数えておくこと。これ
で、エリア8にいるクリーチャーが、何
ラウンド準備に時間をかけることがで
きるのかが決まる。

戦術：バグベアは突撃をしかけて
きて、その次のラウンドからは全力
攻撃を行なう。

pCたちがここでの戦闘
を無事に乗り切ったら、
p.5に戻って冒険を再
開すること。この部屋 で
の戦闘は、聖堂の居住
者であるドラウ、ドゥエ
ルガル、およびゴブリン
どもへの警告となる。そこ
で、pCたちはバグベアと の
戦闘が終わると、先に聞 こえてい た詠唱の
声は止み、フロストシルヴァーはぞっとするほど静まり返る。

バグベアの衛兵（2）　脅威度3
男性と女性のバグベアのファイター1
中立にして悪　小型の人型生物（ゴブリン類）
イニシアチブ＋1；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋4、〈視
認〉＋4
言語：共通語、ゴブリン語

AC 19（＋3スタデッド・レザー、＋3外皮、＋�【敏】接触 1�、立
ちすくみ 18
hp 30（4HD)
セーヴ：頑健＋�、反応＋5、意志＋1

移動速度：30フィート（6マス）
近接：高品質のウォーハンマー＝＋9 
（1d8＋4）または高品質のウォーハンマー＝＋7
（1d8＋4）およびライト・メイス＝＋6（1d6＋�）
基本攻撃＋3；組みつき＋7

能力値：【筋】19、【敏】15、【耐】15、【知】10、【判】10、【魅】9
特技：《鋭敏感覚》、《武器熟練：ウォーハンマー》、《二刀流》
技能：〈隠れ身〉＋５、〈聞き耳〉＋４、〈視認〉＋４、〈忍び足〉＋
７、〈登攀〉＋７
所持品：高品質のウォーハンマー、高品質のライト・メイス、高品
質のスタデッド・レザー
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●遭遇5：礼拝堂（遭遇レベル6）(Area 8 Chapel)
準備：敵は、pCたちとバグベアとの戦いを聞きつけるとすぐ

に、準備を始める。そのようにして、彼らはpCたちが扉を開けた
ときにはすでに、準備が完了した状態でいる。

ドゥエルガルのウィザードであるヴァルノク（地図上のV）は、
防御呪文を発動させているし、戦闘が始まるとすぐに、ポーショ
ンを飲む。彼がとることのできる防御的な行動の数は、pCが扉
をあけて聖堂に入ってくるまでに何ラウンドかかるかによる。ヴ
ァルノクは以下の順番で呪文を使い、ポーションを飲む。シール
ド、メイジ・アーマー、ミラー・イメージ、ポーション・オヴ・シー
ルド・オヴ・フェイス、ブラー、ポーション・オヴ・レジスト・ファイ
アー[10]。

ドラウのファイターであるキリアン（地図上のK)は、裂け目の
隣にある岩や瓦礫のある部分にダークネスをかける。これによ
り、このエリアには、地図上に示してあるような形でダークネスの
かかった空間ができる。次に彼は、pCたちが自分と戦おうとしよ
うとしまいと、ダークネス部分の端に立って、視認困難が得られ
るようにしながら、pCたちがやってくるのを待つ。

ゴブリン・アーチャー（地図上のa）は、ステージに陣取って、
pCたちに狙いをつける。エリート・ゴブリン・ウォリアー（地図上
のe）は、座席の間に隠れながら、近づいてくるpCへ攻撃をしか
ける。

聖堂へ続く扉を開けたときに、pCたちが隠れているエリート・
ゴブリン・ウォリアーに気がつくどうかを決めるために、〈視認〉
の対抗判定（目標値：エリート・ゴブリン・ウォリアーの〈隠れ
身〉＋3）をさせよう。pCたちには、距離によるペナルティがかか
るということを忘れないこと。

全員、戦う体勢になったのであれば、イニシアチブ・ロールを
行ない、普通に戦闘を開始する。

　
戦術：ヴァルノクは、バグベアどもを威圧するため、既にエンラ

ージ・パースンを使用してしまっており、この戦闘ではその擬似呪
文能力を使うことはできない。彼は、ステージの背後で遮蔽を取
り、ワンドを振るう。pCたちが近づいてくると、彼はカラー・スプ
レーとデイズを使い、pCたちの行動能力を奪おうとする。それか
ら、インヴィジビリティを使って安全を確保し、そのまま逃走しよ
うとする。キリアンは、pCたちを挟撃するか、座席の上に立って、
高所からの攻撃による状況ボーナスを得ようとする。ゴブリン・
アーチャーは、ステージに留まってpCたちを撃ち、ヴァルノクを
かばうように動く。エリート・ゴブリン・ウォリアーどもは、pCた
ちを挟撃しようとするか、高所に立って攻撃する際のボーナスを
得ようとする。

pCたちがここでの戦闘を無事に乗り切ったら……おめでとう！
　フロストシルヴァーにもう敵はいない。

　

●遭遇時の地形
ダークネス：このエリア内のクリーチャーは、視認困難を得る

（攻撃失敗率�0％）。地図の"area of Darkness"の範囲が、効
果範囲。

重い瓦礫：重い瓦礫のあるマスに入るには、�マスぶんの移動
速度を消費する。重い瓦礫の上では〈平衡感覚〉と〈軽業〉で技
能判定を行なう際の難易度に＋5され、〈忍び足〉の判定に－5の
ペナルティがかかる。重い瓦礫の上で走ったり、突撃をかけたり
することはできない。

裂け目：裂け目は�0フィートの深さがある。裂け目のある側を
登っていくには、難易度15の〈登攀〉判定が必要となる。

高い天井：聖堂の天井は�0フィートの高さがある。しかし、
木製のステージの上だと、ちょうど10フィートの高さであるだけ
だ。

険しい階段：これら階段があるマスは、1マス進むたびに5フィ
ート高くなっている。そして、木製のステージは、聖堂の床から、
ちょうど10フィート高いところに位置している。階段を上ろうとす
るクリーチャーは、1マス入るごとに、�マスぶんの移動力を消費
する。階段の上で〈軽業〉の技能判定を行なう際には、－5のペ
ナルティがつく。階段を疾走して駆け下りたり、突撃して降りたり
するためには、はじめの1マスに入った際に難易度10の〈平衡感
覚〉技能判定を行なわなければならない。失敗したら、そのクリ
ーチャーはつまづき、1d�×5フィート後方で止まらなければなら
なくなる。もし、クリーチャーが5以上の差で失敗してしまったな
らば、1d6ポイントのダメージを受け、移動の終わりに倒れ、伏せ
状態になる。下の段にいるクリーチャーに対し攻撃を行なう際に
は、高所にいることから、攻撃ロールに＋1のボーナスがつく。

木製のステージ：木製のステージは、聖堂の床から10フィート
高いところにある、階段を使わずにステージに上るためには、難
易度�0の〈登攀〉判定が必要である。

炎：炎が燃えているマスへ入ったクリーチャーは、�d6ポイント
の[火]ダメージを受ける。そして、続けて難易度15の反応セーヴ
に成功しなければ、火がついてしまう。

客席：厚さ 0.5インチ；aC 5；硬度 5；hp 10；破壊難易度17．
木製の客席は、遮蔽を与える。客席の上に立っているクリーチャ
ーは、客席の背もたれ越しに攻撃をしかけてくる攻撃に対し、遮
蔽を得る。客席の上に立っていると、地面にいる敵への近接攻撃
に対し、＋1の状況ボーナスがつく。客席を引っくり返すには、難

易度15の【筋力】判定が必要である。
客席のあるマスを占めている者は、客
席を引っくり返された際、難易度15の
反応セーヴに成功しなければ、倒れて
伏せ状態になってしまう。
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ゴブリン・アーチャー（4）　脅威度1／3
中立にして悪　小型の人型生物（ゴブリン類）

イニシアチブ ＋1；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋�、〈視
認〉＋�
言語：ゴブリン語
AC 16、接触 1�、立ちすくみ 15
hp 5（1HD）
セーヴ：頑健＋3、反応＋1、意志－1
移動速度：30フィート（6マス）
近接：モーニングスター＝＋�（1d6）
遠隔：高品質のロングボウ＝＋4（1d6）
基本攻撃：＋1；組みつき－3
能力値：【筋】11、【敏】13、【頑】1�、【知】10、【判】9、【魅】6
特技：《鋭敏感覚》
技能：〈隠れ身〉＋3、〈聞き耳〉＋�、〈騎乗〉＋4、〈視認〉＋�、
〈忍び足〉＋�
装備：モーニングスター、高品質のロングボウ、チェイン・シャツ、

アロー�0本、5sp、3cp

ヴァルノク　脅威度4
男性のドゥエルガルのウィザード3
秩序にして悪　中型サイズの人型生物（ドワーフ）

イニシアチブ＋3；知覚　暗視1�0フィート；〈聞き耳〉＋1、〈視
認〉＋1
言語：共通語、ドラゴン語、ドワーフ語、ゴブリン語、地下共通語
AC 13、接触 13、立ちすくみ 10／呪文とポーション使用後のAC 
�4、接触 16、立ちすくみ �0（メイジ・アーマー、シールド、シー
ルド・オヴ・フェイス）
hp 18（3HD)
セーヴ：頑健＋4（呪文使用後は＋8、対呪文＋10）、反応＋4（

呪文使用後＋8、対呪文＋10）、意志＋3（呪文使用後＋7、対
呪文＋9）

麻痺、惑乱、毒に対する完全耐性
移動速度：�0フィート（4マス）
近接：ダガー＝＋0（1d6－1／18－�0）
遠隔：ワンド・オヴ・メルフズ・アシッド・アロー＝接触＋4（特
殊）
基本攻撃＋1；組みつき 0
戦闘で使用する装備：ワンド・オヴ・メルフズ・アシッド・アロー

（術者レベル3、チャージ17；遠隔接触＋4；�d4ポイントの
[酸]ダメージに加え、次のラウンドから�d4ポイントの[酸]ダメ
ージ）、ポーション・オヴ・キュア・モデレット・ウーンズ、ポー
ション・オヴ・レジスト・エナジー（火）、ポーション・オヴ・シ
ールド・オヴ・フェイス

準備しているウィザード呪文（術者レベル3）：
�レベル――ブラー、ミラー・イメージ
1レベル――カラー・スプレー（難易度15）、メイジ・アーマ
ー、シールド
0レベル――デイズ×3（難易度14）、ディテクト・マジック

擬似呪文能力（術者レベル6）：
1回／日――エンラージ・パースン（使用済み）、インヴィジビ
リティ

能力値：【筋】8、【敏】16、【耐】16、【知】14、【判】10、【魅】8
その他の特殊能力：使い魔（今はいない）
種族的特徴（変則）：踏ん張り（"突き飛ばし"や"足払い"に足るた

めの能力値判定に＋4）、光に過敏（明るい陽光の下やデイラ
イト呪文の範囲内では、目が眩んだ状態になる）

特技：《近距離射撃》、《精密射撃》
技能：〈聞き耳〉＋1、〈視認〉＋1、〈忍び足〉＋6、〈呪文学〉＋8、

〈精神集中〉＋10、〈捜索〉＋�（訳注：補足）、〈知識：ダンジ
ョン探検〉＋5、〈知識：秘術〉＋9

所持品：戦闘で使用する装備に加えてダガー、呪文書、70gp

呪文書：準備しているウィザード呪文に加えて、�レベル――メル
フズ・アシッド・アロー、スパイダー・クライム；1レベル――バ
ーニング・ハンズ、マジック・ミサイル；0レベル――すべて

エリート・ゴブリン・ウォリアー(3）　脅威度1／3
中立にして悪　小型の人型生物（ゴブリン類）

イニシアチブ＋3；知覚　暗視60フィート；〈聞き耳〉＋3、〈視
認〉＋3
言語：ゴブリン語
AC �0、接触 14、立ちすくみ 17
hp 10（1HD)
セーヴ：頑健＋4、反応＋3、意志＋0
移動速度：30フィート（6マス）
近接：高品質のバトルアックス（1d6＋�）
基本攻撃＋1；組みつき－3
能力値：【筋】15、【敏】17、【耐】14、【知】10、【判】11、【魅】4
特技：《鋭敏感覚》
技能：〈隠れ身〉＋3、〈聞き耳〉＋3、〈視認〉＋3、〈忍び足〉＋

3、〈騎乗〉＋4
所持品：高品質のバトルアックス、チェイン・シャツ、鋼鉄製へヴィ

・シールド、5sp、3cp

キリアン・オーブジェス 　脅威度3
男性のドラウのファイター�
中立にして悪　中型の人型生物（エルフ）

イニシアチブ＋3；知覚　暗視1�0フィート、夜目；〈聞き耳〉＋1、
〈視認〉＋1
言語：エルフ語、地下共通語
AC ��、接触 13、立ちすくみ ��、《回避》
hp �0（�HD)
セーヴ：頑健＋4、反応＋3、意志－1（対心術＋1）
呪文抵抗13
完全耐性：魔法的な睡眠効果
移動速度：�0フィート（4マス）
近接：高品質のロングソード＝＋8（1d8＋4／19－�0）
基本攻撃＋�；組みつき＋6
擬似呪文能力（術者レベル2）

1回／日――ダンシング・ライツ、ダークネス（使用済み）、フェ
アリー・ファイアー

能力値：【筋】18、【敏】16、【耐】1�、【知】10、【判】8、【魅】10
種族的特徴（変則）：光に過敏（明るい陽光の下やデイライト呪

文の範囲内では、目が眩んだ状態になる）
特技：《回避》、《追加hp》、《武器熟練：ロングソード》
技能：〈聞き耳〉＋1、〈視認〉＋1、〈捜索〉＋�、〈跳躍〉－1、〈

登攀〉＋5
所持品：＋1ブレストプレート、高品質のロングソード、高品質の

鋼鉄製へヴィ・シールド、30gp
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付録
　D&D Game Day 2007用『フロストシルヴァーの凋落』
のデータ面で、ルールブック、サプリメントに準じようとし
た際に差異が出ると予想される部分の代案です。あくま
で例とお考えください。
なお、参照先はすべて日本語版の第3.5版製品です。

シナリオ本編
p.2 "重い瓦礫"

本シナリオに掲載されている"重い瓦礫(Heavy Debris)"は、
DMG P.52"重度の瓦礫(Dense rubble)"とは異なる。(説明文
も異なる。)

ダンジョンの床の構成要素については、DMG P.59を参照。

p.6 クレンシャーの特殊能力種別
クレンシャーのスケアーは、"変則または超常"能力である。

MM P.68参照。

p.8 アイス・メフィット
アイス・メフィットの飛行の機動性は、MMでは"完璧"。

p.9 バグベア
1.バグベアは、中型サイズの人型生物（ゴブリン類）であ

る。MM P.207参照。
2.頑健セーヴ＋5。
3.高品質のウォーハンマー＝＋８(1D8+4)または高品質のウ

ォーハンマー＝＋６(1D8+4)およびライト・メイス＝＋６
(1D6+2)

p.11 ヴァルノク
1.呪文とポーション使用後はAC23、接触15、立ちすくみ

20。
2.セーヴ：頑健＋4（対呪文＋6）（呪文使用後は＋8、対呪

文＋10）、反応＋4（対呪文＋6）（呪文使用後＋8、対呪
文＋10）、意志＋3（対呪文＋5）（呪文使用後＋7、対呪
文＋9）

3.近接：ダガー＝＋0（1D4－1／19－20）

p.11 キリアン・オーブジェス
1.AC 21
2.立ちすくみ 18
3.セーヴ：頑健＋4、反応＋3、意志－1（対呪文＋1、対心術

＋3）

プレロールド・キャラクター
ドゥルヴェン・フロストシルヴァー

1.望むならば、特技を1個追加してもよい。
2.立ちすくみAC19
3.《武器熟練：グレートソード》
4.＋1グレートソード　＋8
5.防具による判定ペナルティ－5
6.高品質のライト・クロスボウ　＋6
7.ライト・クロスボウのクリティカル値を19－20／×2

モルン・フロストシルヴァー
1.知力 10
2.〈知識：宗教〉＋8（知）
3.モールは、『戦士大全』所収 

モール（大槌）は大きすぎて、特殊な訓練（適切な《特
殊武器習熟》特技）なしに片手で使用することはできな
い。両手武器として使うのであれば、モールは軍用武器と
して使用できる。（『戦士大全』P.157）

4.領域は「善」を選択。領域特典は未掲載。望むならばもう
1つの領域と、それぞれの領域特典を追加してもよい。

5.高品質のライト・クロスボウのクリティカル可能域を
19－20／×2(PHB p.114)

6.防具による判定ペナルティ－5
7.望むならば、特技を1個追加してもよい。

タラ・レッドスタッグ
1.＋1ドワーヴン・ウォーアックス　攻撃ボーナス ＋

8(1D10＋4)
2.頑健＋6、反応＋4、意志＋1
3.《イニシアチブ強化》
4.特技がないため、ドワーヴン・ウォーアックスの使用

に－４
5《特殊武器習熟：ドワーヴン・ウォーアックス》でペナルテ

ィーなし。《武器熟練：ドワーヴン・ウォーアックス》攻撃
ロール＋９、《武器開眼：ドワーヴン・ウォーアックス》ま
で入って、ダメージ1D10＋6。

6.技能：
〈水泳〉－2（筋）／〈跳躍〉＋6（筋）／〈登攀〉＋6（筋）
7.望むならば、追加で2点の技能ポイントをを割り振っても

よい。（防具による判定ペナルティ－4を適用済み）
8.望むならば、特技を3個追加してもよい（前述「５」のドワ

ーヴン・ウォーアックス関連の特技を取得したことにする
のであれば追加不可）。

ガヴィン・ガロウスリー
1.接触AC 15、立ちすくみAC16
2.技能ポイント、HPの計算不一致
3.防具による判定ペナルティ－1
4.特技に《武器の妙技》を追加。

ザフィニア・リアドン
1.接触AC 14(+1リング・オブ・プロテクション 反発ボーナス)
2.特殊能力：夜目、隠し扉探知、魔法的な睡眠効果への完

全耐性

『フロストシルヴァーの凋落』について
「フロストシルヴァーの凋落」は、2007年D&D GAME DAy 

のために用意されたシナリオ『The Fall of Frostsilver』を翻
訳し、日本におけるD&D GAME DAy に用いたものです。

ダウンロード版に際し、校正点などを反映しました。

編注：データについては原文の記述を優先しています。そのため、
キャラクターシート、およびクリーチャーのデータ等において、
基本ルールをはじめとする製品で発表されているルールに則って
いないものがあります。 
　これらは、（Dm の事前準備を含め）カジュアル・プレイに
てシナリオが用意されたという観点から、あえて修正されずに
D&D Game Day �007 に用いられました。 
　これらを修正するかどうかは、Dm の判断にゆだねられます。

翻訳：岡和田晃 
編集 / 監修：会田 孝・上田 明・中林 英二 (HobbyJapan)
協力：石川雄一郎・Ｂ Ｍ・ふぇるでぃん
DTp：上田 明 (HobbyJapan)

ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版
公式ホームページ：http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

株式会社ホビージャパン  輸入事業課

本紙の無断の転載、コピー、複製、配布を禁じます。
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男性のドワーフ　モラディンのパラディン　レベル4
秩序にして善

能力値名 能力値 修正値
筋力 17 ＋3 
敏捷力 12 ＋1
耐久力 12 ＋1
知力 8 －1
判断力 10 ＋0
魅力 14 ＋2

基本攻撃 ＋4
近接攻撃 ＋7
組みつき ＋7
遠隔攻撃 ＋5

イニシアチブ  ＋1
アーマークラス  20
立ちすくみAC  20
接触AC  11
移動                   20 ft.  (4 マス)
ヒットポイント 30  (4 HD)

武器 攻撃
ボーナス ダメージ クリティカル 距離／特殊

＋1グレートソード  ＋9 2d6＋5 19－20／
×2 ̶

高品質のライト・クロ
スボウ ＋5 1d8 ×2 80 ft.

セーヴィング・スロー：
頑健＋7（対毒、対呪文＋9）
反応＋4（対呪文＋6）
意志＋3（対呪文＋5） 

特殊能力：
暗視（最大60フィートまで暗闇のなかを見渡せる）
ゴブリン類に対して＋1の攻撃ボーナス
アンデッド退散5回/日；退散判定d20＋2；退散ダメージ
2d6＋3

悪を討つ一撃1回/日（命中ロールに＋2、ダメージに＋4）
[恐怖]と病気に対する完全耐性
勇気のオーラ（周囲2マス以内の仲間は、[恐怖]に対するセ
ーヴに＋4士気ボーナス）

ディテクト・イーヴル：（回数無制限で、周囲60フィート以内
に呪文と同様のディテクト・イーヴルを使用できる）

癒しの手（1日に最大8hpまでの傷を治療することができる）
石工の勘（自動的に、石造物の不審な点を＋2ボーナスで〈捜
索〉できる）

踏ん張り（"突き飛ばし"と"足払い"に対し＋4のボーナス）

魔法のアイテム：
＋1グレートソード、＋1フル・プレート、ポーション・オヴ・キュ
ア・ライト・ウーンズ（hpを1d8＋1回復させる）
装備：

高品質のライト・クロスボウ（ボルト30本）

特技：
《強打》攻撃ロールの値を最
大4まで減らし、その倍の
値をダメージに加える

技能：
〈治療〉＋7（判）

（DURVEN FROSTSILVER）

　最近の冒険で、中に入った宝物を手に入れ
ようと、ドゥルヴェンは鍵のかかった宝箱を打
ち壊した。そして彼は、金貨を手に入れた
（注意深く数えて分配した）が、ドゥルヴェ
ンの兄弟のモルンは、粉々になった木
片の合間から、とある紙切れを発見
した。そこには山の地図が描かれて
おり、何世紀も前に失われたドワーフ
たちの故郷、フロストシルヴァーの位
置が示されていた。ドワーフ兄弟は、氏
族の故郷が、そのままの状態で残って
いることを熱望している。"世界の背骨"
山脈に眠るフロストシルヴァーを復興
することは、ミスラル・ホールの再生
にも匹敵する偉大な所業だろうから！
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男性のハーフリング　ファイター／ローグ レベル 2／2
　混沌にして善

能力値名 能力値 修正値
筋力 12 ＋1 
敏捷力 18 ＋4
耐久力 16 ＋3
知力 10 ＋0
判断力 9 －1
魅力 8 －1

イニシアチブ  ＋4
アーマークラス  21

武器 攻撃
ボーナス ダメージ クリティカル 距離／特殊

高品質のスローイング
・アックス  ＋9 1d4＋1 ×2 ̶

アックス二刀流 ＋7／
＋7

1d4＋1／
1d4 ×2 ̶

高品質のスローイング
・アックス（投擲時） ＋10 1d4＋1 ×2 10 ft.

両手でアックスを投擲 ＋8／
＋8

1d4＋1／
1d4 ×2 10 ft.

立ちすくみAC  17
接触AC  13
移動                   20 ft.  (4 マス)
ヒットポイント 32  (4 HD)
基本攻撃 ＋3
近接攻撃 ＋5
組みつき ＋0
遠隔攻撃 ＋8

セーヴィング・スロー：
頑健＋7、
反応＋8、
意志＋0（対［恐怖］＋2） 

特技：
《近距離射撃》（30フィー
ト以内の相手を撃つと

き、遠隔攻撃ロールとダメージ
に＋1）

《精密射撃》（戦闘している相手
に撃っても、ペナルティを受け
ない）

《二刀流》（5フィートより多く動か
なければ、高品質のスローイング
・アックスで2回攻撃できる）

魔法のアイテム：
＋1チェイン・シャツ、＋1リン
グ・オヴ・プロテクション、ポ
ーション・オヴ・キュア・ライ
ト・ウーンズ（ヒットポイント
を1d8＋1回復）、ポーション
・オヴ・レッサー・レストレ
ーション（能力値ダメージを
1d4回復）

装備：

高品質のスローイング・アックス×5、

高品質の盗賊道具、

陽光棒×2、

絹のロープ50フィート、

背負い袋、

火打ち石と打ち金

技能：
〈隠れ身〉＋11（敏）
〈軽業〉＋10（敏）
〈聞き耳〉＋6（判）
〈視認〉＋4（判）
〈忍び足〉＋10（敏）
〈捜索〉＋5（知）
〈装置無力化〉＋7（知）
〈跳躍〉＋3（筋）
〈登攀〉＋7（筋）

ガヴィン・ガロウスリーは、パーティの他の面
々と、出身地であるウォーターディープから船
で北方へ向かっている途中に出会った。はじめ
、ガヴィンはこの奇妙な一団に信を置かれて
いなかったが、2、3度、海賊の襲撃を受けて
みると、ガヴィンがパーティ
にとって欠かすことができな
い存在であることがわかり、皆は打
ち解けたのだった。ガヴィンは主に、
冒険者たちの尻馬に乗ることを信条と
している。彼は、フロストシルヴァーに宝が
残っており、モルンもドゥルヴェンも、彼が
少しくらい宝を持ち出そうともさほど気には
しないことを願っている。――もちろん、これ
は公正な取り分なのだから。

（GAVIN GALLOWSLEE）
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男性のドワーフ モラディンのクレリック レベル4 秩序にして善

略奪に勤しむオークの一隊のアジトを仲間たちと
襲撃し、敵を掃討した後、モルン・フロスト
シルヴァーは、兄弟のドゥルヴェンが叩き
壊した宝箱の隠しから、古い地図を発見し
た。驚くべきことに、そして喜ばしいことに、
そこには長く失われていた、彼の氏族の故郷の場所が
記されていたのだ。何世紀も前にフロストシルヴァー氏
族は、流行病から逃れるため、故郷を棄てざるをえ
なかった。以降、彼らの故郷は、長きに渡り、忘れ
去られていたのだった。だが、この地図さえあれ
ば、モルンと仲間たちは、フロストシルヴァー要塞
まで行くことができる。それはおそらく、フロストシ
ルヴァーの遠い遠い子孫が、ようやく故郷へ舞
い戻るということをも意味するのだ。

能力値名 能力値 修正値
筋力 16 ＋3 
敏捷力 10 ＋0
耐久力 16 ＋3
知力 9 －1
判断力 14 ＋2
魅力 10 ＋0

イニシアチブ  ＋0
アーマークラス  19

武器 攻撃
ボーナス ダメージ クリティカル 距離／特殊

＋1モール  ＋7 1d10＋5 ×3 ̶

高品質のライト・クロ
スボウ ＋4 1d8 ×2 80 ft.

(16マス)

立ちすくみAC  19
接触AC  10
移動                   20 ft.  (4 マス)
ヒットポイント 33  (4 HD)

基本攻撃 ＋3
近接攻撃 ＋6
組みつき ＋6
遠隔攻撃 ＋3

セーヴィング・スロー：
頑健＋7（対毒、対呪文＋9）、
反応＋1（対呪文＋3）、
意志＋6（対呪文＋8）

特技：
《戦闘発動》（防御的発動の
際に＋4ボーナス）

技能：
〈精神集中〉＋10（耐）
〈知識：宗教〉＋7（知）

特殊能力：
暗視（最大60フィートまで暗闇のな
かを見渡せる）

ゴブリン類に対して＋1の攻撃ボー
ナス

アンデッド退散3回／日；退散判定
d20；退散ダメージ2d6＋6）

任意発動（準備している呪文を、キュ
ア系の呪文と入れ替える）

石工の勘（自動的に、石造物の不審
な点を＋2ボーナスで〈捜索〉で
きる）

踏ん張り（"突き飛ばし"と"足払い"に
対し＋4のボーナス）

レッサー・レストレーション：目標
は、1d4ポイントの能力値ダメ
ージを回復する。

サウンド・バースト：2マス四方に
いるクリーチャーに1d8点の［
音波］ダメージを与え、1ラウン
ド気絶させる（難易度15の頑
健セーヴに成功すれば、気絶
は無効）。

1レベルクレリック呪文――

ブレス：君と君の仲間は4分間、攻撃ロールと［恐怖］に対するセ
ーヴに＋1の士気ボーナスを得る。

ディヴァイン・フェイヴァー：君は1分間、攻撃ロールとダメージに
＋1のボーナスを得る。

マジック・ウェポン：接触した武器は魔法の性質を帯び、4分間、
攻撃ロールとダメージに＋1のボーナスを得る

プロテクション・フロム・イーヴル：君か、君が触れた仲間は4分
間、ACに＋2の回避ボーナスを得て、［悪］属性の攻撃に対
し、セーヴに＋2のボーナスを得る。

シールド・オヴ・フェイス：君か、君が接触した仲間は4分間、
ACに＋2の反発ボーナスを与える。

0レベルクレリック呪文――
ディテクト・マジック（×2）：60フィート以内の呪文や魔法のアイ
テムを調べる。

ガイダンス：目標は、攻撃ロール、セーヴ。技能判定のどれかに＋
1のボーナスを得る。

ライト：触れた物体がたいまつのように輝く。
リード・マジック：巻物や呪文書に書かれていることを理解す
る。

魔法のアイテム：
＋1モール、＋1フル・プレート、ポーション・オヴ・キュア・ライト
・ウーンズ（ヒットポイントを1d8＋1回復）

装備：
フロストシルヴァーへの道か書かれた古代の地図
高品質のロングボウ（ボルト×30）

（訳注：ディテクト・マジックを除き、各々の呪文を1回ずつ準備
している）

2レベルクレリック呪文――
エイド：目標は、攻撃ロールと［恐怖］に対するセーヴに＋1の士
気ボーナスを獲得し、4分の間、追加で1d8＋1のヒットポイン
トを得る。

ホールド・パースン：1体の人型生物を4ラウンドの間、麻痺させる
（難易度15の意志セーヴ成功で無効）

（Morn Frostsilver）
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女性の人間　ファイター　レベル4　中立にして善

能力値名 能力値 修正値
筋力 16 +3 
敏捷力 16 +3 
耐久力 14 +2
知力 10 +0
判断力 10 +0
魅力 8 ‒1 
イニシアチブ  +7
アーマークラス  22
立ちすくみAC  19
接触AC  13
移動                   20 ft.  (4 マス)
ヒットポイント 34  (4 HD)

武器 攻撃
ボーナス ダメージ クリティ

カル
距離／
特殊

+1ドワーヴン・ウォーアックス  +9 1d10+6 ×3 ̶

ジャヴェリン  +7 1d6+3 ×2 30 ft.

基本攻撃 +4
近接攻撃 +7
組みつき +7
遠隔攻撃 +7

セーヴィング・スロー：
頑健＋6、反応＋4、意志＋0

特技：
《回避》（選択した敵1体に対
しAC＋1）

《強行突破》（移動の際に
受ける機会攻撃に対し、
AC＋4）

《一撃離脱》（移動中に攻撃
する）

技能：
〈水泳〉－1（筋）
〈跳躍〉＋3（筋）
〈登攀〉＋3（筋）

特殊能力：
なし

 魔法のアイテム：
＋1ドワーヴン・ウォーアックス、＋1ブレスト・プレート、
＋1鋼鉄製ヘヴィ・シールド、
ポーション・オヴ・レッサー・レストレーション（能力値ダ
メージを1d4回復）、
ポーション・オヴ・シールド・オヴ・フェイス（1分間、あら
ゆるセーヴに＋2）

装備：
ジャヴェリン×6、
陽光棒×2、
高品質のダガー、
絹のロープ50フィート、
背負い袋、
ひっかけ鉤、
火打ち石と打ち金

タラ・レッドスタッグは、ネランサー諸島の遠方出
身である。だが、彼女の祖父はアイスウィンド・デイ
ルのバーバリアンだった。仲間のドゥルヴェンとモ
ルンのように、冒険と同じくらい自分のルーツに興
味を惹かれて、彼女は北方へとやってきた。
残念ながら彼女が見たものは、
あまりにも粗野で迷信深い
親戚の姿だった。モルンが
フロストシルヴァーへの地
図を発見した際、タラは、友
人のドワーフと同じくらい興
奮した。ドワーフの文化に魅
せられてしまっているので、タ
ラは、友人の古い氏族の故郷がどのようなものであ
るのかを、その目で見るのが待ちきれない。

（TARA REDSTAG）
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女性のエルフ　ソーサラー　レベル4　秩序にして中立

能力値名 能力値 修正値
筋力 8 －1 
敏捷力 16 ＋3
耐久力 16 ＋3
知力 10 +0
判断力 9 －1
魅力 14 ＋2 

イニシアチブ  ＋3
アーマークラス  16
立ちすくみAC  13
接触AC  14
移動                   30 ft.  (6 マス)
ヒットポイント 23  (4 HD)

武器 攻撃
ボーナス ダメージ クリティカル 距離／

特殊

高品質のロングソード  +2 1d8－1 19-20／
×2 ̶

基本攻撃 +2
近接攻撃 +1
組みつき +1
遠隔攻撃 +5

セーヴィング・スロー：
頑健＋4、反応＋4、
意志＋3（対心術＋5）

特技：
《近距離射撃》（30フィート
以内の相手を撃つとき、遠
隔攻撃ロールとダメージに
＋1）

《精密射撃》（戦闘している相
手に撃っても、ペナルティを
受けない）

技能：
〈聞き耳〉＋1（判）
〈視認〉＋1（判）
〈呪文学〉＋10（魅）
〈精神集中〉＋7（耐）
〈捜索〉＋2（知）

特殊能力：
夜目（視認困難な場所が、
普通に見える）

隠し扉探知（自動的に、隠
し扉に対する〈捜索〉
が行える）

 2レベル・ソーサラー呪文（4回/日）――
スコーチング・レイ：遠隔接触＋5、距離
35フィート、4d6の［火］ダメージ。

1レベル・ソーサラー呪文（7回/日）――
レッサー・オーブ・オヴ・アシッド：遠隔接
触＋5、距離35フィート、2d8の［酸］
ダメージ。

マジック・ミサイル：自動命中、距離140フ
ィート、ミサイルは2本飛ぶ、1本につき
1d4＋1ダメージ。

シールド：4分間、ACに＋4ボーナス。

0レベル・ソーサラー呪文（6回/
日）――
レイ・オヴ・フロスト：遠隔接触＋
5、距離35フィート、1d3の［冷
気］ダメージ。

ディテクト・マジック：60フィート
以内の呪文や魔法のアイテムを
調べる。

ディスラプト・アンデッド：遠
隔接触＋5、距離35フィ
ート、アンデッドに1d6ダ
メージ。

ライト：触れた物体がたいま
つのように輝く。

リード・マジック：巻物や呪
文書に書かれていること
を理解する。

レジスタンス：君か、君が触
れた仲間は、すべてのセー
ヴィング・スローに＋1の守
護ボーナス。

魔法のアイテム：
＋1アミュレット・オヴ・ナチュラル・アーマー、
＋1ブレイサーズ・オヴ・アーマー、
＋1リング・オヴ・プロテクション、
ポーション・オヴ・キュア・モデレット・ウーンズ（ヒットポイ
ントを2d8＋3回復）

装備：
高品質のロングソード


