
ここはスコーグ、海賊の港町。ラム一瓶で正義が買われ、
命が釘一本よりも安い、迷いの海の吹き溜まり。

君たちはこの町を根城に、これまで冒険を重ねてきた。
沈んだ島々の宝探しに、賞金首の受け渡し。用心棒に鉄火

場稼業。しかし、今目の前にあるのはこれまでとは違う匂い
のする冒険になりそうだった。

あなたたちの前でコボルドの宝石職人がぎろりと、欲深な
視線を巡らせる。

その先にあるのは、子供の握り拳ほどもある赤黒い珠であ
る。滑らかな表面はのぞき込む君たちの顔を写す。そして細
いエッチングが古いドワーフのルーン文字を描いていた。た
だ一つ残念なのは、その宝玉に大きくひびが入っていると言
うこと。

「ひびが入ってなかったら、ちょっとしたモンだ。だが、こ
れでも 1,000 ノーブル（1,000gp）にはなるな。だが、エッ
チングをみるに、これは対の片割れのようだぞ。もう一つは
どうした？」

――それは今から探しに行くんだ。

その宝玉をもっていた島ドワーフ（ボート一隻で漂流して
いた）は死ぬ直前に、訛りのひどいドワーフ語で告げた。

「火王の面皰（コスースのにきび）だ、コスースのにきびか
らきたのだ」

「一族を助けてくれ。囚われの奴隷となった一族を助けてく
れ」

「これを、一族の誇りの宝玉だ。これを礼に渡す。助けてく
れたら、もう一つ」

君たちがその冒険を決意したのは、彼の最後の願いを叶え
ようという義侠心かも知れないし、本物の宝玉に惹かれた冒
険心かも知れない。

いずれにしろ、いま水平線の向うに噴煙が見えている。風
は追い風。すぐに火王の面皰にたどり着くだろう。

『火王の島』はフォーゴトン・レルムを舞台にした、ダンジョン

ズ＆ドラゴンズ第 4 版用のアドベンチャー・シナリオである。

D&D 第４版 基本ルールブック３冊のみでプレイできる。4 レベ

ルのキャラクター 5 人を想定しているが、6 人の時の調整も記して

ある。

ネランサー諸島の外れ、迷いの海の只中にその島はあった。名

を『火
コスース

王の面
に き び

皰』、ドワーフの楽園ともいえる火山島である。

「丘ゆけば金、河掘れば銀、野宿の枕を朝見ればプラチナ鉱」と

うたわれた鉱産資源を生かし、島のドワーフは存分に鍛冶の技を振

るっていた。彼らはこの島の存在をひた隠しにしており、非常時の

備えもおさおさ怠りなかった。

その備えとは山に彫られたモラディン神の姿である。島を脅か

す敵が現れた時には、像の瞳に炎が宿り、神威の巨像――ゴッド

フォージド・コロッサス（『モンスター・マニュアル  第４版』参照）

――となって敵を薙
な

ぎ払うとされていた。彼らは巨像を誇りに思い、

かたわらに築いた寺院で祈りを捧げた。

だが、外敵に対するこの備えも百年前の呪文荒廃の猛威には何

の助けにもならなかった。大地から吹き出す噴煙と熱気が坑道を満

たし、多くのドワーフが倒れた。巨像の体も氾濫する魔力に震え、

今にも暴走するかと思われた。

危機を救ったのは最下級の侍祭であった。彼は巨像の瞳、“ 魂の

紅玉 ” と伝えられる宝珠を抜き取り、巨像の暴走を抑えたのである。

しかし島の窮状は変わらない。救援を求めるにも、ごくわずか

に取引あったノーム達の住むランタン島は波の下に隠れていた。そ

の秘密主義が災いし、島のドワーフ達は外部からの助けが得られぬ

まま 100 年近く過ごすことになった。

このアドベンチャーが始まる半年ほど前、ネランサー諸島の海

賊 “ 髑髏砕きの ”グナーシュが偶然この島を見つけた。嵐に巻き込

まれ、避難した先がこの島だったのだ。彼はドワーフを奴隷として

武器を作らせたが、その過程でドワーフたちが守る寺院の存在を

知った。

あいにく魔法については彼も、右腕たる “グルームシュの眼 ”

も不得手であったため、グナーシュは傭兵として人間の魔導師と

ティーフリングの異端者を傭った。二人は寺院と魂の紅玉、コロッ

サスの情報を知ると、その力を我がものにしようと、グナーシュの

目を盗みつつ研究を進めた。

海賊の襲撃の際、一人のドワーフ（かつて祭壇から紅玉を取り

外した侍祭）が紅玉の一つを持って島を出た。紅玉は氏族の宝であ

るが、それ以上に巨像の力を奪われることを彼は恐れたのだ。

彼はオークたちのボートを奪い沖にこぎ出した。しかし、追っ

手が投げた無情な手斧が紅玉にひびを入れてしまった。紅玉から炎

の力は失われ、それはただの傷ついた貴石となった（それでもこの

紅玉は〈魔法学〉、および〈自然〉に関連する儀式に 1000gp 相当
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の構成要素として使用できる）。

なかば絶望に包まれながらも彼は、漂流しているボートを見つ

け、助けてくれたプレイヤー・キャラクター（以下ＰＣ）たちに、

冒頭のように頼み込んだのである。

○“呪文荒廃”とは
現在（1479DR、老い知らずの年）から約 100 年前（1385DR、

青い火の年）に起こった大災害。直接の原因は嘘と争いの神シ

アリックが魔法の女神ミストラを殺害したことであり、その死

に伴い魔法が大暴走を起し、世界のあり方が変容した。惑星ト

リルおよびその姉妹世界アイビア、さらには諸次元界もその形

を変えてしまったのである。

呪文荒廃について詳しくは、プレイヤー・キャラクターが対

面する変化については『フォーゴトン・レルム・プレイヤーズ・

ガイド』の「はじめに」を、ルールに関係することは『フォー

ゴトン・レルム・キャンペーン・ガイド』第三章「魔法」を参照。

ＰＣたちは、いまわの際にドワーフが告げた場所と、手描きの

地図を頼りに火王の面皰にたどり着く。

そこは既にオークの海賊、“ 髑髏砕き ” グナーシュに占拠されて

いた。寺院の中で奴隷を使い武器を生産するグナーシュ。彼の傭兵

である魔法使いは魂の紅玉を使って火の元素クリーチャーを呼び出

すのに成功し、さらなる力を得ようとしていた。

PC たちは島に潜入し、寺院の中から貴重な宝物である魂の紅玉

を奪う、あるいはドワーフの最後の意を汲み取り、奴隷を解放しよ

うとするのである。

開始時点で PC たちは自分たちの船の甲板で、火王の面皰を望ん

でいる。

彼らはネランサー諸島、スコーグを根城にする冒険者であり、

ひびの入った魂の紅玉、ドワーフが残した手描きの地図（ハンドア

ウト 1（手描地図））を持っている。

目的とする島に先客がいるのを知って、どうするかを考えてい

るところである。

以下にこの冒険に適するだろうクエストを示す。ドワーフの言

葉を聞いてどのように考えたかで、どちらのクエストが適切か決ま

るだろう。

クエスト：もう一つの宝玉を手に入れる。

　「火王の面皰」に上陸し、島ドワーフの宝「魂の紅玉」を手に入れる。

クエスト経験点：875XP（6 人なら 1025XP）

クエスト：島ドワーフたちを助ける。

　「火王の面皰」に上陸し、奴隷とされているドワーフをオークの

海賊から解放する。

クエスト経験点： 1000XP（6 人なら 1200XP）

火王の面皰は海洋に浮かぶ火山を中心とした島であるが、地質

的火山活動による火山ではなく、火の元素界（現在は元素の渾沌の

“ 永遠の炎 ” の領界）とトリルとの接触点である。

島は同名の山を中心とし、その麓には森が広がっている。山の

中腹には巨大なドワーフの姿が刻まれており、晴れた日にしばし目

をこらせばそれとわかる。

その巨像の傍らに “魂鍛えの寺院 ” があり、現在はそこで武器防

具が作られている。以前にはもっと大きな坑道と作業場があったの

だが、呪文荒廃によって崩壊し、未だ完全な復興には至っていない。

ドワーフたちは呪文荒廃以降、主に鉱石の露天掘り、寺院での

精錬により金属加工を続けてきた。

山の麓、川沿いに仮設集落（木材と土で作った家など、ドワー

フにとってはテントのようなもの）を建て、畑作業も行なっている。

火王の面皰は東西 5 マイル（8km）、南北 4 マイル（約 6.4km）

の島である。

島の中央の火山は現在も噴煙を上げており、7 合目より上は火山

性のガスにより草木が枯れ、山肌が剥き出しになっている。魂鍛え

の寺院は 3 合目付近にある。

森から流れがわき出しているが、酸性を帯びており、ドワーフ

でなければ体に不調をきたすだろう。

島の北～東岸は狭い砂浜になっており、PC たちが訪れた時点で

は黒い砂浜の上に五つほどテントが立てられ、40 体ほどのオーク、

5 体のオーガが生活しているのが見える。砂浜の沖には二隻の海賊

船が停泊している。

島の南～西岸は切り立った崖となっている。高さは一番高いと

ころで 120 フィート以上、低い所でも 80 フィートほどである。

上陸～魂鍛えの炉（遭遇01）
水平線に噴煙を上げる島が見えてきた。だが、君たちは敵

の姿をも見つける。

黒い砂浜の上には一群のテント、沖合には赤い帆の軍船が

2 隻停泊している。このままでは敵のまっただ中に侵入するこ

とになる。

PC たちに上陸、寺院までのアプローチ方法を検討、実行させる

こと。この遭遇は上陸してから寺院にたどり着くまでの長期間の技

能チャレンジと見なす。

事前情報
海賊船の数と確認できる限りの敵の数

→東の浜辺に駐留している時点で 40 体のオーク（ハイド・アー

マー、クラブを装備）、少なくとも 5 体のオーガ（グレート・ク

ラブを装備）。

島のだいたいの地理（地図 1 参照）

→ 東 西 5 マ イ ル（8km）、 南 北 4 マ イ ル（ 約 6.4km）。 中 央

に火山があり、麓の山肌にドワーフの巨像が刻まれている。 

冒険の概略

火王の面皰

遭遇 01：上陸～魂鍛えの炉
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　オーク達の駐留している浜には小川の流れ出す河口がある。

一周すれば（およびハンドアウトからも）わかるが目に見える

河はそこのみである。沿岸から見る限り集落は見えない。

　　島の南～西岸は切り立った崖となっている。高さは一番高い

ところで 120 フィート以上、低い所でも 80 フィートほど。北

～東岸は砂浜となっている。

判定を行なって得られる情報
〈歴史〉難易度 20：ネランサー諸島近辺には海賊が多い。あの海

賊旗は百人のオーク、10 体のオーガを従えると噂されるオーク

の酋長、“ 髑髏砕きの ” グナーシュのものである。

〈自然〉難易度 15：山の中腹より上が剥き出しとなっているのは

おそらく火山ガスにより枯れたものである。

〈自然〉難易度 15：オーク達は夜目が効くので、夜間の上陸は PC

たちにとって不利に働く可能性が高い。

技能チャレンジ：
冒険サイトへのアプローチ	 レベル5
複雑度 3（3 回失敗する前に 8 回成功する）

主要技能：後述。

勝利：キャラクター達は海賊に見つかることなく魂鍛えの寺院に

たどり着く。遭遇 D0 へ。

失敗カウント 0 の場合：敵に気づかれることなく、冒険サイト

にたどり着いた。遭遇 D0 において、モンスターを配置したあ

と、マップ東端から 3 マス以内の任意の場所に自分たちを配

置できる。

失敗カウント 1 の場合：幾つかの不手際で敵の注意を引いてし

まった。遭遇 D0 においてマップに PC を配置した後、DM が

指定通りにモンスターを配置。

失敗カウント 2 の場合：侵入者の存在が知られている。マップ

に PC を配置した後、DM が指定通りにモンスターを配置。さ

らに奴隷のドワーフたちに足鎖がつけられる。

失 敗： 移 動 中 に 巡 回 部 隊 と 遭 遇 す る（ 遭 遇 O2 を 参 照 ）。 

さらに、遭遇 D0 においては侵入者の存在が知られているもの

となり、マップに PC を配置した後、DM が指定通りにモンス

ターを配置。さらに奴隷のドワーフたちに足鎖がつけられる。

以下は、島の各場所での技能チャレンジ解説である。

まず PC たちに島の地図を提示し、魂鍛えの寺院まで、どのよう

に侵入するか計画を尋ねること。

侵入計画については、以下の点を確認する。

１）上陸方法
　海賊に知られないように島に上陸するための方法。今回は “ 南

西岸の岸壁を上る ”、“ 隠密行動により北東の浜に上陸する ” の 2

案について示した。

２）島内陸部の移動方針
　島内は海賊が巡回している。そのため、その巡回に対応しつつ

目的地に移動する方法を考える必要がある。今回は “ 迂回路をと

る ”、“ 隠密行動で移動する ” の 2 案を示している。

PC たちのとった方策に従い、適切な技能判定を行なわせること。

成功カウントが 6 に達した時点で、突発的な事件に遭遇する（迂

回路を取っている時にはベヒモスとの遭遇、隠密行動をとっている

ときにはイレギュラーな巡視との遭遇）。この突発的な事件も技能

チャレンジの一部として処理する。

この過程で失敗カウントが 3 に達したら技能チャレンジは失敗

となる。

この技能チャレンジを開始する時点の時刻は PC たちが決定でき

る。（その可能性は少ないだろうが）午後６時以降までかかるよう

であれば、夕闇が訪れて屋外での遭遇時の明るさが “ 薄暗い ” とな

る。午後７時以降ならば “ 暗闇 ” となる。モンスターのほとんどは

夜目を持つことに注意。

なお、この進行は理想的なものであり、実際のセッション時に

は柔軟に対応してもよい。主要技能以外の技能で判定する場合の指

針については『ダンジョン・マスターズ・ガイド第４版』第５章「非

戦闘遭遇」の記述を参考。

いずれにしろ、成功カウント 8 回を達成した時点で魂鍛えの寺

院までたどり着ける手段を講じたことになる。

また、とても良好なロールプレイや作戦によりカウントを稼が

ないうちに寺院に到達した場合には、その結果を優先し、チャレン

ジに成功したものと見なすこと。

儀式の使用などにより適切に状況に対応できるようであれば、

その儀式の使用により成功カウントを稼いだものとする（ハンド・

オヴ・フェイトの適切な使用など）。

この技能チャレンジは魂鍛えの寺院に到着した時点で遭遇終了

として扱う。マイルストーン処理等はその時点で行なうこと。

幾つかの技能判定の結果回復力を失う場合がある。回復力が既

に 0 になっている状態で再び回復力を失うことになった場合には、

自分のレベル分の hp ダメージ（４ポイント）を受ける。

海賊に知られることなく上陸する
手段１：南西岸の崖を登る

南西岸は崖であり、また磯も荒いため大きな船の接岸は難
しい。そのため海賊達はここを見張っていない。

　主要技能：〈運動〉、〈自然〉、〈知覚〉

この場では全員で崖を登るために力を合わせる必要がある。後

述するように、登攀のために〈運動〉判定を全員で行なうこと。

全員で行動するのとは別に、途中で〈自然〉、〈知覚〉の判定を

行なうことにより次に行なう〈運動〉判定にボーナスを得ることが

できる。

この試みは全員が 1 回行動する（1 サイクル）度に約 30 分ほど

の時間を費やしているものと見なす。

〈運動〉難易度 17：崖を登攀する。

　これは集団技能判定である。この行動を行なうサイクルでは全

員が〈運動〉判定を行なう（つまりこのサイクルはこの判定以

外の行動はできない）。代表者を一人選定すること。他のキャラ

クター全員は難易度 10 に対する〈運動〉判定を行なわねばなら

ない。成功したものは代表者の判定に＋ 2 する。失敗したもの
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は代表者の判定に－ 2 のペナルティを課す。 

代表者はこれらの修正を受けた上で難易度 17 の〈運動〉判定を

行なうこと。 

代表者が成功したなら。成功１カウント。 

代表者が失敗したなら代表者自身も含めて、参加者全員が回復

力を 1 回失う。失敗しても、失敗カウントには数えない。 

登攀用具を使用しているキャラクターは判定に＋ 2 されること

に注意。

〈自然〉難易度 14：地勢を判断して適切な登攀ルートを検討する。

　成功した場合、崖を登り切る（成功カウントを 3 回稼ぐ）まで

の間、全員が行なう〈運動〉判定に＋ 2 のボーナスを与える。

ただし、〈運動〉判定に（それが代表者であれ他のキャラクター

であれ）1 回失敗した時点でこのボーナスは失われる。また、こ

の判定は成功カウントに数えない。試行回数上限 2 回。

　失敗しても、失敗回数にはカウントしない。

〈知覚〉難易度 17：岸壁を観察し登攀の助けにする。

　成功した場合、崖を登り切る（成功カウントを 3 回稼ぐ）まで

の間、全員が行なう〈運動〉判定に＋ 2 のボーナスを与える。

ただし、〈運動〉判定に（それが代表者であれ他のキャラクター

であれ）1 回失敗した時点でこのボーナスは失われる。また、こ

の判定は成功カウントに数えない。試行回数上限 2 回。 

失敗しても、失敗回数にはカウントしない。

成功カウント 3 回でＰＣたちは崖を登り切る。内陸部の移動の

処理へ。

手段２：〈隠密〉行動により北東の浜に上陸する。

東岸に海賊は停泊しているが、島の裏手に回り、そこから
ボートで北岸の砂浜に上陸する。ただし、警戒の目は存在する。

主要技能：〈隠密〉、〈看破〉、〈知覚〉、〈はったり〉

この場では全員で息を潜め身を隠して上陸している。潜伏のた

めに〈隠密〉判定を全員で行なうこと。

全員で行動するのとは別に、途中で〈知覚〉の判定を行なうこ

とにより次に行なう〈隠密〉判定にボーナスを得ることができる。

また、巡視隊に対応した潜伏を行なうことができる。

この試みは全員が 1 回行動する（1 サイクル）度に約 10 分ほど

の時間を費やしているものと見なす。

〈隠密〉難易度 16（パトロールに対する対抗判定）：これは集団

技能判定である。この行動を行なうサイクルでは全員が〈隠密〉

判定を行なう（つまりこのサイクルはこの判定以外の行動はで

きない）。代表者を一人選定すること。他のキャラクターは全員

難易度 10 に対する〈隠密〉判定を行なう。成功したなら代表者

の判定に＋２する。失敗したなら逆に－２のペナルティを与え

る。 

　代表者は上記の修正を受けた上で難易度 16 に対する〈隠密〉

判定を行なう。 

成功したなら上陸成功。成功 1 カウント。

失敗したなら失敗 1 カウント。試行回数上限無し。

〈知覚〉難易度 14、または〈看破〉難易度 12：巡視隊の接近を確

認し対応する、またその動きや移動先を知る。 

成功しても成功カウントに数えないが、潜伏上陸を終えるまで

（成功カウントを 3 回稼ぐ）の間、全員が行なう〈隠密〉判定に

＋ 2 のボーナスを与える。ただし、〈隠密〉判定に（それが代表

者であれ他のキャラクターであれ）1 回失敗した時点でこのボー

ナスは失われる。また、この判定は成功カウントに数えない。

試行回数上限 2 回。 

失敗しても、失敗回数にはカウントしない。

〈はったり〉難易度 16（パトロールに対する対抗判定）：〈隠密〉

判定に失敗して失敗カウントを数えた後でのみ試みることがで

きる。移動の痕跡を隠し、敵の疑いを打ち消す。 

成功したなら、潜伏上陸を行なっている間に限り一回の失敗カ

ウントを打ち消すことができる。 

失敗したなら、失敗にカウントする。

成功カウント 3 回でＰＣたちは秘密上陸に成功し、島に侵入する。

内陸部の移動の処理へ。

この時点で失敗カウントを 3 つ稼いでしまった場合

巡回部隊の注意をひき、遭遇してしまう。遭遇 O2 を行なうこと。

その巡視部隊を倒し、その後ただちに寺院に向かえば（小休憩を行

なう時間はある）他の巡視隊に出くわさずに寺院までたどり着くこ

とができる。

その場合、強行軍を行なうことになるので、各キャラクターは

難易度 12 の〈持久力〉判定を 1 回行なうこと（この判定を援護す

ることはできない）。失敗したキャラクターは回復力を 1 回分失う。

他の上陸の手段：
沖合から遠泳で上陸する、漂流者を偽装する、海賊の増援と行っ

て騙すなどもあり得る。PL からの提案や、DM 自らのアイディア

をもとに、技能のルールおよび DMG の表を参考に難易度、適切な

技能を設定し技能チャレンジを行なわせること。

海賊に知られずに内陸部を移動する
手段１：迂回路をとる

浜と寺院を結ぶルートをさけ、大きく迂回（山を廻る）し
て寺院を目指す。

　主要技能：〈持久力〉、〈自然〉、〈知覚〉

この場ではジャングルを行軍するため、全員でさまざまな協力

を行なう必要がある。

この試みは全員が 1 回行動する（1 サイクル）度に約一時間ほ

どの時間を費やしているものと見なす。

また、いずれの技能判定も 2 名までが援護可能である。

〈持久力〉難易度 12：藪を漕ぎ、疲れに耐えつつ行軍する。1 サ

イクルのうち、パーティ全体で 2 人がこの判定に成功せねばな
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らない。個々人の失敗は失敗にカウントしない。

　パーティで二人が成功したならそのサイクルの行軍に成功した

ことになる。二人が成功する毎に成功１カウント。

　失敗（1 サイクルに 2 回分の成功ができなかった）なら、1 回

の失敗にカウントした上で、パーティ全員が回復力を 1 回失う。

試行回数上限無し。

〈自然〉難易度 12：地勢を判断し、獣や危険な地形を避け進軍する。

1 サイクルのうち、パーティ全体で少なくとも 1 人が判定に成

功させねばならない。個人の失敗は失敗にカウントしない。

　成功したなら行軍のルート確認に成功。成功１カウント。

　1 サイクルの中で、パーティのだれも成功できなかったなら、1

回の失敗にカウントした上で、パーティ全員が回復力を 1 回失う。

試行回数上限無し。

〈知覚〉難易度 12：迫る危険や異常に気づき、対処する。成功し

たなら、この内陸部の移動の間（成功カウントを 3 回稼ぐまで）、

この技能チャレンジのために行なう〈自然〉および〈持久力〉

判定に＋ 2 のボーナスを与える。ただし、誰かが判定に失敗し

た時点でこのボーナスは失われる。 

成功、失敗のカウントには数えない。試行回数 2 回まで。

これを終えた時点（成功カウント６回）でＰＣたちはうまく迂

回路をとって寺院に向かうが、途中で突発的な遭遇が起こる。ベヒ

モスとの遭遇へ。

この時点で失敗カウントを 3 つ稼いでしまった場合

PC たちは魂鍛え寺院の近くで巡視隊と遭遇してしまう。遭遇

O2 へ。その後 D0 遭遇を行なう。間に小休憩を取る時間はある。P.3

に示したように敵は PC たちに対して備えていることに注意。

手段２：隠密行軍して寺院を目指す

迂回路を取らず、警戒されているかも知れない地域を抜け
て寺院を目指す。

　主要技能：〈隠密〉、〈看破〉、〈知覚〉、〈はったり〉

この場では全員で息を潜め身を隠して内陸部を移動している。

潜伏のために〈隠密〉判定を全員で行なうこと。

全員で行動するのとは別に、途中で〈知覚〉の判定を行なうこ

とにより次に行なう〈隠密〉判定にボーナスを得ることができる。

また、巡視隊に対応した潜伏を行なうことができる。

この試みは全員が 1 回行動する（1 サイクル）度に約 30 分ほど

の時間を費やしているものと見なす。

〈隠密〉難易度 16（パトロールに対する対抗判定）：これは集団技

能判定である。この行動を行なうサイクルでは全員が〈隠密〉判

定を行なう（つまりこのサイクルはこの判定以外の行動はでき

ない）。代表者を一人選定すること。他のキャラクターは全員難

易度 10 に対する〈隠密〉判定を行なう。成功したなら代表者の

判定に＋２する。失敗したなら逆に－２のペナルティを与える。 

代表者は上記の修正を受けた上で難易度 16 に対する〈隠密〉判

定を行なう。

成功したなら上陸成功。成功 1 カウント。

失敗したなら失敗 1 カウント。試行回数上限無し。

〈知覚〉難易度 14、または〈看破〉難易度 12：巡視隊の接近を確

認し対応する、またその動きや移動先を知る。

　どちらかの技能で成功したなら、その最初の 1 回は成功カウン

トに数える。以降はカウントしないが、この内陸部の移動の間（成

功カウントを 3 回稼ぐまで）、この技能チャレンジのために行な

う〈隠密〉判定に＋ 2 のボーナスを与える。ただし、誰かが判

定に失敗した時点でこのボーナスは失われる。また、この判定

は成功カウントに数えない。試行回数上限 2 回。

　失敗しても、失敗回数にはカウントしない。

〈はったり〉難易度 16（パトロールに対する対抗判定）：〈隠密〉

判定に失敗して失敗カウントを数えた後でのみ試みることがで

きる。移動の痕跡を隠し、敵の疑いを打ち消す。

　成功したなら、潜伏上陸を行なっている間に限り一回の失敗カ

ウントを打ち消すことができる。

　失敗したなら、失敗にカウントする。

成功カウント３回でＰＣたちは秘密行軍に成功するが、寺院近

辺でサボっているパトロールを発見する。対処するためにサボる巡

視へ対処するへ。

この時点で失敗カウントを 3 つ稼いでしまった場合

　PC たちは魂鍛え寺院の近くで巡視隊と遭遇してしまう。遭遇

O2 へ。その後 D0 遭遇を行なう。間に小休憩を取る時間はある。

P.3 に示したように敵は PC たちに対して備えていることに注意。

他の移動の手段：
　積極的にパトロールを襲い、変装するなどの手段もあるだろう。

パトロールとの遭遇を利用すること。その場合でも成功カウン

トを６回稼いだ時点で、ベヒモス、あるいはサボる巡視との突

発的な遭遇が起こる。

突発遭遇：
以下に用意された突発的な遭遇はこの技能チャレンジのクライ

マックスで起こる遭遇である。

　PC たちの選択したルートが海賊達の行動範囲に近い（魂鍛え

の寺院と浜辺の間など）場合には、サボる巡視との遭遇となる。

PC たち選択したルートが海賊達をさけるものであったならベヒ

モスへの対処を行なうのが適当であろう。　

突発遭遇：ベヒモスに対処する。
島に住むメイステイル・ベヒモス 2 頭と遭遇した。ベヒモ

スは頑丈そうでとても戦いたい相手ではないが、現在の所、
攻撃的ではない。

　主要技能：〈威圧〉、〈看破〉、〈自然〉

戦闘ラウンドとしてイニシアチブ順に処理をする。ベヒモスは
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自分が攻撃されるまで、またはチャレンジの結果 “ 敵対的 ” になる

まで戦闘を起こさない。成功カウント 2 つの時点でベヒモスは興

味なく去る。

〈威圧〉難易度 18（言語が通じないペナルティ－ 5 が別に適用さ

れることに注意）：通常の処理通り、2 頭のベヒモスの意志防御

値に対して別々に判定を行なう。一頭が〈威圧〉される毎に成

功カウント 1 つ（一頭ずつ）。

　失敗した場合、失敗カウントには数えないがベヒモスは “ 非友

好的 ” となる。 “ 非友好的 ” な相手に〈威圧〉を試みる場合、意

志防御値への修正がさらに＋ 5 されることに注意。さらに失敗

したなら “ 敵対的 ” となり攻撃を仕掛けてくる。試行回数上限無

し。

〈看破〉難易度 13：ベヒモスの様子をうかがう。

　成功したなら、このステージの間、誰かが判定に失敗するまで

判定に＋ 2 のボーナスを与える。成功にはカウントしない。試

行回数上限なし。また、このベヒモスが現在は腹一杯で落ち着

いていることがわかる。

　失敗しても、失敗回数にはカウントしない。

〈自然〉難易度 15：ベヒモスに対して適切に対応し、なだめすか

す。またこの技能判定はベヒモスに対する知識判定でもある（成

功の度合いによって情報を与えること）。成功したならどのよう

に対処すべきかを知っていると言うことで成功カウント 1 つに

数える。 

失敗したなら、態度が “ 非友好的 ” となる。失敗回数にはカウン

トしない。試行回数上限無し。

成功カウント 2 回でベヒモスは落ち着いて去る。

PC 達は魂鍛えの寺院にたどり着く。遭遇 DO へ。

ここで失敗カウントが 3 に達したなら（つまりベヒモスと戦闘

になったなら）、ベヒモスとの戦闘を解決した後、遭遇 D0 へ進む。

メイステイル・ベヒモス	 レベル7兵士役
大型・自然・野獣（爬虫類）			XP300
イニシアチブ：＋8　	 	感覚	〈知覚〉＋5
hp：82；重傷値：41
AC23；頑健23、	反応18、	意志18
移動速度：5
	テイル・ブラジェン／尾による殴打（標準；無限回）

間合い2；＋14	対	AC；1d10＋6ダメージ。目標はこのベヒモスの
次のターンの終了時まで“マークされた状態”となる。
テイル・スウィープ／尾による一掃	（標準；再チャージ	4、5、6）
近接範囲・爆発1；＋12	対	反応；1d10＋6ダメージ、目標は中型

サイズ以下なら倒れて“伏せ状態”となる。
属性：無属性	 	言語：―
【筋】22（＋9）	【敏】16（＋6）	 【判】14（＋5）
【耐】18（＋7）	【知】2（－1）	 【魅】6（＋1）

突発遭遇：サボる巡視に対処する。

魂鍛えの寺院から浜に戻る最中のパトロールが、山羊（ド
ワーフたちが飼っていたが襲撃により森へ逃げた）を追いか

け回している。道から外れて森の中に入っており、PC 達の進
路上で騒いでいる。戦うのはたやすいが、仲間に知られる可
能性がある。

敵はオークの襲撃兵 1 体とオークの下っぱ 4 体。

　主要技能：〈隠密〉、〈看破〉、〈はったり〉

この遭遇はラウンドで進行する。敵は PC 達には気付いていない。

パーティは敵に対して全員が不意討ちラウンドを得た状態で状

況を開始する。やり過ごせずに、戦闘が発生してしまった時点で失

敗カウント 1 つ分、巡視隊のメンバーの誰か 1 人が自分のターン

をむかえ、標準アクションでの警告を上げたところでさらに失敗カ

ウント１つと見なす（雑魚であるオークの下っぱは全員で一人ぶん

と見なす。つまり 4 体全員が標準アクションで警告を上げる必要

がある）。失敗カウントが３になった時点で技能チャレンジは失敗

し、この戦闘の直後（小休憩を挟むことなく）巡視隊が到着し、遭

遇 O2 が起こる。

〈隠密〉難易度 11（オークの襲撃兵との対抗判定）：これは集団技

能判定である。全員が〈隠密〉判定を行なう必要がある。代表

者を一人選定すること。他のキャラクターは全員難易度 10 に対

する〈隠密〉判定を行なう。成功したなら代表者の判定に＋２

する。失敗したなら逆に－２のペナルティを与える。

　代表者は上記の修正を受けた上で難易度 11 に対する〈隠密〉

判定を行なう。

　成功したなら隠蔽に成功。成功 1 カウント。

　失敗したなら敵は不審に思い、次のラウンドから襲撃兵が代表

して能動的に〈知覚〉判定を行なう。次のラウンドもこの処理

を行なわなければならない。そのときの難易度は DM が行なっ

た襲撃兵の〈知覚〉判定の値となる。使用回数上限無し。

〈はったり〉難易度 11（オークの襲撃兵との対抗判定）：オーク達

の気をそらす。

　成功したなら、オークは見当違いの場所を探し始める。成功カ

ウント 1 回に数える。また、上記の〈隠密〉判定に失敗し、襲

撃兵が能動的に〈知覚〉を行なっている場合、彼は能動的な〈知

覚〉をあきらめる。

〈看破〉難易度 10（オークの襲撃兵との対抗判定）：オーク達の行

動を見透かし、有利を得る。

　成功したなら、このステージの間、誰かが判定に失敗するまで

判定に＋ 2 のボーナスを与える。成功にはカウントしない。試

行回数上限なし。

　成功カウント 3 回でオーク達は去る。

PC たちは魂鍛えの寺院にたどり着く。遭遇 DO へ。
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遭遇 02：海賊の巡視隊

遭遇レベル　4（914XP）
セットアップ

オークの下っぱ （Ｏ） 6 体

オーガの遊撃兵 （Ｓ） 1 体

オークの襲撃兵 （Ｒ） 2 体

6 人パーティの場合にはオークの襲撃兵を 1 体追加する。

20 × 30 マスほどの “ 茂み ” のエリア。対角線上に小道が走って

いる。道の幅は 1 ～ 2 マスで、さらに道と森の間には 1 ～ 2 マス

の “ 切り通しの斜面 ” がある。茂みの中には 9 マスに 1 本程度の比

率で “ 立木 ” が存在している（第 3.5 版用冒険シナリオ『赤い手は

滅びのしるし』附属の街道地図が便利でしょう）。

　遭遇 O1 の技能チャレンジに失敗したなら、以下を読み上げる

こと：

森の中の切り通しを抜けようとしたところ、オーク語の罵

りが聞こえた。注意深く進軍していたが、巡視兵に気づかれ

たらしい。オーガの他にオークが 5 体以上。ほとんどのオー

クは棍棒を手にしただけだが、2 人ほど手斧を振りかぶったも

のがいる。手練れだ！

戦術
オーガの遊撃兵はまずハーリング・チャージを行なう。

オークの襲撃兵はハンドアックスを投げきるまでは遠隔攻撃を

行なう。その後近接戦闘に移行する。オークの下っぱはオーガや襲

撃兵のために挟撃の要員となる。

いずれも軽装な相手に攻撃を集中し、重傷になったものがいれ

ば、リスクがあってもそれを攻撃する。

オークの襲撃兵	 レベル3　遊撃役
中型・自然・人型	 XP150
イニシアチブ：＋5	 	 感覚〈知覚〉＋1；夜目
hp：46；重傷値：23；ウォリアーズ・サージも参照
AC17；頑健15、反応14、意志12
移動速度：6（突撃時は8）
	グレートアックス（標準；無限回）◆［武器］

＋8	対	AC；1d12＋3ダメージ（クリティカル1d12＋15）。
	ハンドアックス（標準；無限回）◆［武器］

遠隔5/10；＋7	対	AC；1d6＋3ダメージ。キラーズ・アイも参照
	 	ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力
（標準；重傷時のときのみ使用可能；遭遇毎）◆［回復］、［武器］
オークの襲撃兵は1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ11点のヒッ

ト・ポイントを回復する。
キラーズ・アイ／殺し屋の目
遠隔攻撃を行なう際、目標がオークの襲撃兵から5マス以内にいる

なら、襲撃兵は遮蔽および視認困難を無視できる
	 （完全視認困難は無視できない）。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋5、〈持久力〉＋8
【筋】17（＋4）	【敏】15（＋3）	 【判】10（＋1）
【耐】14（＋3）	【知】8（±0）	 【魅】9（±0）
装備：レザー・アーマー、グレートアックス、ハンドアックス×4

オークの下っぱ	 	レベル4　雑魚
中型・自然・人型		XP44
イニシアチブ：±0　	 	感覚	〈知覚〉±0；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC16；頑健15、	反応12、	意志12
移動速度：6（突撃時は8）
クラブ	（標準；無限回）◆［武器］

＋9対AC；5ダメージ。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
【筋】16（＋5）	 	【敏】10（＋2）	 	【判】10（＋2）
【耐】14（＋4）	 	【知】8（＋1）	 	【魅】9（＋1）
装備：ハイド・アーマー、クラブ

オーガの遊撃兵	 レベル8　遊撃役
大型・自然・人型	 XP350
イニシアチブ：＋8	 	 感覚〈知覚〉＋4
hp：91；重傷値：45
AC22；頑健22、反応20、意志18
移動速度：8
クラブ（標準；無限回）◆［武器］

間合い2；＋13	対	AC；1d8＋4ダメージ；スカーミッシュも参照
のこと。

ジャヴェリン（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10/20；＋13	対	AC；1d8＋4ダメージ
	 	ハーリング・チャージ／投擲突撃（標準；遭遇毎）◆［武器］

オーガの遊撃兵はジャヴェリンによる1回の攻撃の後に突撃を行
なう。

スカーミッシュ／機動戦闘＋1d8
オーガの遊撃兵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まで移動したなら、次の自分の
	 ターン開始時までに行なうすべての近接攻撃は＋1d8ダメー

ジを与える。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
【筋】18（＋8）	【敏】14（＋6）	 【判】11（＋4）
【耐】19（＋8）	【知】4（＋1）	 【魅】6（＋2）
装備：ハイド・アーマー、クラブ、6本のジャヴェリンが入った筒

このエリアの情報
明るさ：“ 明るい光 ”。

茂み：移動困難地形。この茂みは見通しが悪いため、その中から

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。

立木：立木はそのマスにいる者に遮蔽を提供する。

切り通しの斜面：道の両サイドは斜面となっている。進入するた

めには〈運動〉による難易度 10 の登攀判定に成功する必要があ

る PHB 第４版第５章「技能」の登攀のルールを使用すること。

財宝：オーガは角の生えたドワーフ製の兜（30gp 相当の価値）を

頭にくくりつけている。強そうなのでお気に入りだ。オーク達

は計 17gp の通貨を持っている。 
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遭遇レベル　５（1227XP）
セットアップ

人間の魔道士 （Ｍ） 1 体

オークの狂戦士 （Ｂ） 1 体

オークの下っぱ （Ｏ） 8 体

オーガの遊撃兵 （Ｓ） 1 体

ドワーフの奴隷 （Ｄ） 4 体

6 人パーティの場合にはオークの狂戦士を 1 体追加する。

　地図１（遭遇 D0）を参照。上陸時の技能チャレンジによってセッ

トアップの位置が異なることに注意。

　冒険者が近づいたなら、以下を読み上げること：

山肌に刻まれた道を上ってゆくと、やがて目の前に石垣が

広がる。その上には広場があり粗雑なテントが組まれて、一

団のオークが焚き火を囲んでいる。広場の真ん中からは精緻

な造りの石段が山腹の扉に続いており、道の傍らには飾り彫

りの施された石柱がそびえている。

石段に近い所にある柱は崩れており、その残骸に腰掛けて

いるのは額の狭い大きな人型生物だ。石段の上では人間らし

きローブ姿の男が干し肉を囓っている。

〈知覚〉判定難易度 12：オークの中に、他とは違い大きな斧を担

いだ戦士（狂戦士）が 1 体いる。

このエリアの情報
明るさ：日中に到達しているなら “ 明るい光 ”。それ以外なら “ 薄

暗い ”。

石垣：実際にはこれは石垣と言うよりも足場の悪い斜面であり、

高低差は 10 フィートほど。中央部の石段部は移動困難地形。そ

れ以外の場所を通過するには、〈軽業〉判定による「平衡感覚」

判定（PHB 第５章にある「技能の説明」参照）、難易度 20 を行

なう必要がある。

石柱（マップではオベリスク）：石柱の上部にはドワーフの英雄像

が刻まれている。このマスには侵入できない。背後にいる者に

遮蔽を提供する。この柱を倒したり、壊したりすることはこの

レベルではほぼ不可能である。

石柱の残骸：壊れた石柱であり背後にいる者に遮蔽を提供する；

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。

残骸の高さは 5 フィートである。その上に登るには、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。

灌木の茂み：この茂みは見通しが悪いため、その中から外へ、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、茂みに覆われたエリアは移動困難な地形として扱う。

立木：立木はそのマスにいる者に遮蔽を提供する。

焚き火：焚き火の中に進入した、あるいはそのマスでターンを開

始したクリーチャーは［火］ダメージ 5 を受ける。

テント：テントの中にいるクリーチャーは外にいるクリーチャー

に対して完全視認困難を得る。

階段：移動困難地形。高低差は踊り場が＋ 20 フィート、最上部

が＋ 40 フィート。手すりは崩れて無くなっており、落下した場

合は 10 フィート毎に 1 ｄ 10 ポイントのダメージを受ける（PHB

第 9 章にある「移動と位置」にある “ 落下 ” を参照）。

断崖：マップの南の端、西の端は高さ 40 フィートの断崖となっ

ている。

財宝：人間の魔導師はワンド＋ 2 を使用している（反映済み）。オー

ク達は計 56gp の雑多な通貨を持っている。

戦術
海賊達は仲間以外の上陸者にただちに攻撃を仕掛ける。

オーガの遊撃兵はハーリング・チャージを行なう。ジャヴェリ

ンはもっとも軽装な相手を狙い、クラブの攻撃もなるべく鎧を着用

していない相手に行なう。

人間の魔導師は軽装の相手にはサンダー・バーストを、重装鎧

相手にはダンシング・ライトニング、マジック・ミサイルを使用す

る。盾を持つ相手よりは持たない相手を優先する。

オークの狂戦士は可能な限り突撃を敢行し、防衛役のマークな

ども恐れず軽装で AC が引くそうな相手に攻撃を仕掛ける。

オークの下っぱはオーガや狂戦士のために挟撃の要員となる。

いずれも攻撃は集中し、重傷状態になったものがいるなら、あ

る程度のリスクがあってもそれを攻撃する。

ドワーフたちの情報
奴隷のドワーフはよそものを警戒しており、鎖から解放しドワー

フ語で自由になったと説明しない限り、黙ったままである。彼らの

ドワーフ語は訛がひどい。

〈交渉〉難易度 20：ドワーフが行なう場合難易度は 15 へと低下す

る。判定に成功すると協力的な態度へと変化する。

情報：このドワーフたちは呪文災害後に生まれた若いドワーフで、

この島のことしか知らない。

ここで何をしている？：「オーク達に日常の作業をさせられていた。

食事の準備や水くみ、武器の運搬などだ」

武器の運搬？：「魂鍛えの寺院で年かさの者達が武器を作らされて

いる。寺院の聖所はオークなどが入って良い場所ではないとい

うのに！」

魂鍛えの寺院？：「モラディン様の炉だ。俺たちはまだだが、時

が来ればそこで魂を鍛えるはずだった。詳しいことは知らない。

俺たちが入って良かったのは『赤熱の炉の間』までなのだ」

オーク達は？：「グナーシュと名乗る族長と片目の祈祷師、斧を持っ

た戦士が一団。それと、魔法使いが二人。一人はあんた達が倒

した。もう一人は悪魔で尻尾と角があった」
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ドワーフの奴隷	 レベル1　雑魚
中型・自然・人型	 XP―
イニシアチブ：±0	 	 感覚：〈知覚〉±0；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC10；頑健11、反応10、意志11
セーヴィング・スロー：［毒］効果に対して＋5
移動速度：5（足鎖をつけられているなら2）
	素手（標準；無限回）

±0	対	AC；1d4ダメージ。
スタンド・ユア・グラウンド／踏ん張り
　移動を強制された場合、移動させられるマスの数は効果に記述

されているより1マス少なくなる。攻撃によって伏せ状態に
	 なった場合、伏せ状態になることを避けるため1回のセーヴィ

ング・スローを行なうことができる。
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
技能：〈持久力〉＋6、〈地下探険〉＋6
【筋】10（±0）	【敏】10（±0）	 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	【知】11（±0）	 【魅】10（±0）

オークの下っぱ	 	レベル4　雑魚
中型・自然・人型		XP44
イニシアチブ：±0　	 	感覚	〈知覚〉±0；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC16；頑健15、	反応12、	意志12
移動速度：6（突撃時は8）
クラブ	（標準；無限回）◆［武器］

＋9	対	AC；5ダメージ。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
【筋】16（＋5）	 	【敏】10（＋2）	 	【判】10（＋2）
【耐】14（＋4）	 	【知】8（＋1）	 	【魅】9（＋1）
装備：ハイド・アーマー、クラブ

オークの狂戦士	 レベル4　暴れ役
中型・自然・人型	 XP175
イニシアチブ：＋3	 	 感覚〈知覚〉＋2；夜目
hp：66；重傷値：33；ウォリアーズ・サージも参照のこと
AC15；頑健17、反応13、意志12
移動速度：6（突撃時は8）
グレートアックス（標準；無限回）◆［武器］

　＋8	対	AC；1d12＋5ダメージ（クリティカル1d12＋17）。
	ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力

（標準；重傷のときのみ使用可；遭遇毎）◆［回復］、［武器］
　オークの狂戦士は1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ16点のヒッ

ト・ポイントを回復する。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋6、〈持久力〉＋10
【筋】20（＋7）	【敏】13（＋3）	 【判】10（＋2）
【耐】16（＋5）	【知】8（＋1）	 【魅】9（＋1）
装備：レザー・アーマー、グレートアックス

オーガの遊撃兵	 レベル8　遊撃役
大型・自然・人型	 XP350
イニシアチブ：＋8	 	 感覚〈知覚〉＋4
hp：91；重傷値：45
AC22；頑健22、反応20、意志18
移動速度：8
クラブ（標準；無限回）◆［武器］

間合い2；＋13	対	AC；1d8＋4ダメージ；スカーミッシュも参照
のこと。

ジャヴェリン（標準；無限回）◆［武器］
遠隔10/20；＋13	対	AC；1d8＋4ダメージ
	 ハーリング・チャージ／投擲突撃（標準；遭遇毎）◆［武器］
オーガの遊撃兵はジャヴェリンによる1回の攻撃の後に突撃を行

なう。
スカーミッシュ／機動戦闘＋1d8
オーガの遊撃兵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まで移動したなら、次の自分の
	 ターン開始時までに行なうすべての近接攻撃は＋1d8ダメー

ジを与える。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
【筋】18（＋8）	【敏】14（＋6）	 【判】11（＋4）
【耐】19（＋8）	【知】4（＋1）	 【魅】6（＋2）
装備：ハイド・アーマー、クラブ、6本のジャヴェリンが入った筒

人間の魔道士	 レベル4　砲撃役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP175
イニシアチブ：＋4	 	 感覚〈知覚〉＋5
hp：42；重傷値：21
AC17；頑健13、反応14、意志15
移動速度：6
クオータースタッフ（標準；無限回）◆［武器］

　＋4	対	AC；1d8ダメージ。
マジック・ミサイル／魔法の矢（標準；無限回）◆［力場］

　遠隔20；＋9	対	反応；2d4＋6［力場］ダメージ。
ダンシング・ライトニング／踊る稲妻（標準；遭遇毎）◆［電撃］

　魔導師は3体の別々の目標に対して1回ずつ攻撃を行なう：遠隔
10；＋9	対	反応；1d6＋6［電撃］ダメージ。
サンダー・バースト／雷鳴爆発（標準；遭遇毎）◆［雷鳴］

　遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋9	対	頑健；
1d8＋6［雷鳴］ダメージ。目標は幻惑状態になる（セ・終）。
属性：さまざま	 言語：共通語
技能：〈魔法学〉＋11
【筋】10（＋2）	【敏】14（＋4）	 【判】17（＋5）
【耐】12（＋3）	【知】18（＋6）	 【魅】12（＋3）
装備：ローブ、クオータースタッフ、ワンド＋2（データ反映済み、

クリティカル時には＋2d6ダメージ）
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魂鍛えの寺院はこの島のドワーフの聖地である。そこでは、巨

像に命を吹き込む儀式や、モラディンの御使いを迎える儀式が行な

われたりした。だが一番重要なのは、魂鍛えの試練と呼ばれる儀式

の場としての役割であった。

“ 魂鍛えの試練 ” とはモラディンがドワーフを作り出した伝承を

模して、ドワーフの戦士が霊的に己を鍛え上げる儀式である。

まず彼はぼろを着たまま坑道の回廊（D2）で鉱石を拾う（採鉱）。

次に赤熱の炉の間（D6）で焼けた石炭の道を歩き、不純物を焼き

尽くし、純粋な自己を取り出す（精錬）。それから金床の回廊（D7）

ではモラディンへの祈りと共に試練の鎚を受け（鍛造）、最後に焼

刃の間（D8）で沐浴し、信仰を新たにする（焼刃）ことで真の戦

士として再生するのである。

呪文荒廃の際、巨像の暴走を防ぐために焼刃の間にあった魂の

紅玉は取り外され、山から離れた地上の集落に保管された。それで

もなお寺院内部では魔法の断片が暴走し、既に死んでいたドワーフ

の神々の彫像は砕け散ってしまった（D1 の彫像群）。

当時の神官達は力を失いながらもこの記録を残し、これ以降、

モラディンの威光届かぬ子孫にかつての鍛冶の技や魔法についての

記述を残そうとした。

魂鍛えの寺院共通の情報
天井：寺院の天井の高さは特記ない限り 10 フィート。

床：D2 と D6 の 1 部、D7 を除き、掘り抜いた岩盤に石畳がモル

タルで固定されている。

扉：寺院の中の扉はすべて両開きの石扉である。精巧な蝶番で固

定され閂が仕掛けられているが、D5 を除いて鍵はかけられてい

ない。

明るさ：寺院内には壁に燭台があるものの、現在は使われていな

い（活動する者は何らかの明かりを自前で持っている）。故に特

に断りがない限り、“ 暗闇 ” である。

D1：入り口：試練を見守る神々の間
両袖 5 フィート部分は一段高く（3 フィートほど）なっており、

かつてはドワーフの神々の彫像が並んでいた。左右に 7 体ずつ計

14 の彫像があったが、現在形をとどめているのは 7 体（魂の鍛冶

モラディン、その妻 “ 真なる銀 ” ベオアナー、学識深き “ 輝くマント ”

ダグマレン、戦神 “ 輝く髭 ” クランゲディンほかのドワーフの神々）。

ただし、これらの彫像もゴミまみれであったり、斧で砕かれていた

りする（オーク達の仕業だ）。

既に砕けている 7 体の彫像はまるで内側から爆発し、高温にさ

らされ脆くなった様子がうかがえる。

正面の扉は白い花崗岩を加工したもので、山積みとなった鉱石

の浮き彫りが施されている。

〈知覚〉難易度 17：この場所から赤熱の炉の間（D6）での鍛冶作

業の音（金属を鎚打つ音）が聞こえてくる。

〈知覚〉難易度 22：東の壁、彫像と彫像の間に巧妙に隠された矢

狭間がある。この奥に詰め所があるようだ。

〈宗教〉難易度 15：砕けた神像は（破片などから）ドゥエルガル

の守護神ラドゥグエルや、戦神 “ 輝く斧 ” へーラなどの今はいな

い神格（呪文荒廃の前後に神々の戦や呪文荒廃そのもので死亡

した）であるとわかる。

〈魔法学〉難易度 20：おそらく、呪文荒廃の影響が寺院にあった時、

まだ神格の存在する彫像は耐えられたが、すでに元の神格が死

んだ、“ 虚ろな ” 彫像は破壊されたのであろう。

足跡など：何らかの痕跡を捜して床を捜索するキャラクターは、

難易度 18 の〈知覚〉判定に成功すれば、一団の足跡が頻繁に出

入りしていることに気がつく。難易度 23 まで成功したなら、足

跡に粗雑なサンダル（オーク）とブーツ（人間とティーフリング）

の 2 種類があり、後者の数がごく少ないことに気がつく。

D2：坑道の回廊：最初の試練
この回廊は一切化粧が加えられていない、剥き出しの坑道であ

るようにみえる。床にはごろごろと鉱石が転がり、天井も他に比べ

て低い（6 フィートほど）移動困難地形となっている場所もある。

〈知覚〉難易度 12：この場所から赤熱の炉の間（D6）での鍛冶作

業の音（金属を鎚打つ音）が聞こえてくる。

〈地下探険〉難易度 20：この回廊は剥き出しの坑道のように精巧

に作られたものである。実際にこうした形で存在しない鉱石が

転がっていたりする。この坑道は “ ごく一般的な鉱山 ” を模して

いることがわかる。

〈歴史〉あるいは〈宗教〉難易度 15：〈地下探険〉に成功した上で

この判定に成功したなら、ドワーフは宗教的儀式の中でこのよ

うな人工的な洞窟を用意することもあると思い出す。

足跡など：D1 とほぼ同内容だが、石畳より判別しやすい。難易度

をそれぞれ 3 下げる。

D3：十字路：生活空間と儀式空間
この十字路には入ってきたものを含め四つの扉があるが、南北

の扉と東西の扉はややディテールが異なる。

西の扉：D1 と同じく鉱石の浮き彫りが施された白花崗岩の扉。

東の扉：材質は白花崗岩。施されているのはふいごの風を受けて

燃え上がる炉の浮き彫り。

北の扉：玄武岩で作られている。交差した鎚のシンプルな浮き彫

りがある。

南の扉：玄武岩で作られている。交差した斧のシンプルな浮き彫

りがある。

〈知覚〉難易度 5：扉越しに鍛冶作業の音が聞こえてくる。南北の

扉の先からは特に音は聞こえてこない。

足跡など：何か痕跡を捜し、床を捜索するキャラクターは、難易

度 18 の〈知覚〉判定に成功すれば、一団の足跡が頻繁に出入り

していることに気がつく。北の扉の方へはブーツの足跡が向かっ

ているが数は少なく、ほとんどの足跡は東西に行き交っている。 

南の扉への足跡はこのレベルではほとんど判別できない。
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D4：襲撃の間：今は誰もいない
戸を開けると、埃の匂いに混じって死臭が漂ってくる。階段は

緩やかな上り階段で移動困難地形にはならない。

通路から部屋に入ったあたりに、首元から胸の中央あたりまで

断ち割られたドワーフ兵士の死体が転がっている。ドワーフの石弓

兵（ＭＭ参照）であるが、海賊の侵入時に奮闘したあげくここで殺

されたのである（他は捕まって奴隷とされた）。

この部屋はＤ 1 に侵入してきた者を側面から攻撃するための詰

め所兼武具庫であった。

壁の武装ラックにはドワーフサイズの鎧や武器（クロスボウ、

スピア、アックス類）が用意されていたが、今はすべて奪われている。

D5	：司祭の間：過去の知識
この部屋へは上り階段を経てたどり着く。壁には燭台のほか、

衣服を掛けるものらしいフックが並んでいる。しかし、今は何もか

けられていない。

突き当たりの角には、水瓶と手水鉢、燭台がある。

扉は玄武岩で作られ、交差した鎚のシンプルな浮き彫りがある。

閂がかけられ、南京錠がかけられている。明らかにこの南京錠はよ

そから持ち込まれたものである。

扉には錠前（難易度 20）および、アーケイン・ロックの儀式が

かけられている（難易度 26）。これを通ることができるのは人間の

魔導師とティーフリングの異端者のみ。錠前とアーケイン・ロック

の両方を解除、あるいは【筋力】判定でこじあけない限り、中へは

入れない。

中に入ったら以下を読み上げる：

そこはかつて司祭が詰めていたであろう居室であり、ベッ

ド 2 つと机、そして書棚が壁に並んでいる。机の上には酒瓶

と乾いたインク、ナイフと使いかけの羽ペンが転がっている。

ベッドの上には着替えらしき外套が無造作に放り投げられ

ており、汗の臭いとなにか薬品の匂いが入り交じっている。

〈知覚〉：難易度 15。ベッドの下に錠前の下りたトランクが隠され

ている。

財宝：傭兵達の私物が幾つかあるが、トランクの中身は人間の

魔導師の物である。トランクにはアーケイン・ロックが施されてい

る（難易度 26）。 

中身は、儀式書（コンプリヘンド・ランゲージ、サイレンス、ディ

テクト・シークレット・ドアーズ）および、鉄のケースにしまわれ

た微量のレシディウム（100gp 相当）、鮫の革で装丁した大判の書

物と、研究ノートである。幾つかの文字は PC たちが知らない文字

であるが、コンプリヘンド・ランゲージ等の儀式を活用すれば充分

読めるであろう。

鮫皮の書物
〈自然〉判定難易度 20：この書物のページが注意深く処理したエ

イの皮であることがわかる。文字は流麗な巨人語であり、余白

に共通語と竜語がごっちゃでメモが書き込まれている。

〈魔法学〉判定難易度 20：（巨人語、竜語、共通語が読める必要が

ある、また〈魔法学〉を訓練していないと意味は読みとれない）

この書物は、400 年ほど前にこの火王の面皰に上陸、その後逃

亡したオニの海賊、ジー・シィォンが巨像について記した書物

である。火王の面皰、魂の紅玉についての記述がある。

〈歴史〉判定難易度 25：ジー・シィォンは東方（カラ＝トゥア）

から流れてきたヤクザの頭目で落星海の海賊諸島でもその名を

知られていた。ネランサー諸島近辺と落星海の距離を考えるに、

彼は海上ポータルの位置を知っていたにちがいない。

研究ノート
原初語で書かれている。原初語はアカヌール（ジェナシの国）、

カリムシャン（イフリートが支配していた国）等で使われる言葉。

〈魔法学〉難易度 15：炎から力を呼び出す方法、及び人造クリー

チャーについての記述があることがわかる。

〈魔法学〉難易度 20：理解には〈魔法学〉の訓練が必要。元素の渾沌、

その炎の領界から、ポータルや焦点具を使って力を引き出す方

法についての研究とわかる。

〈魔法学〉難易度 20：理解には〈魔法学〉の訓練が必要。コロッ

サスを作成するにあたり、神格の力が必要か否か。否である場合、

どれだけの力が必要なのか。についての研究。

書棚の書物
書棚の書物はなめらかな獣皮で装丁された分厚い書籍である。

メッキした薄い亜鉛の板にけがくように文字が刻まれている。文字

はドワーフ語。内容は、この入植依頼のこの島の記録である。

－ 120DR 頃にこの島に入植して以降、カリムシャンのイフリー

ト達に見つからないよう隠蔽工作を計るほか、ゴッドフォージド・

コロッサスの建設を行なうことなどが延々と記されている。

興味深い記述としては、

1383DR（現在は 1479DR）：モラディンの御使いが下り、

天上の聖戦を布告。その指示に従い、予備の魂の紅玉二つを

含む指折りの武具、鎧を捧げた。

1385DR：（呪文荒廃の年であるが、この島では正体不明の

大災害として記録されている）火山が鳴動し、津波が押し寄せ、

魔法が暴走する。

ゴーム・ガルシン、“ 輝く斧 ” ヘーラ、ラドゥグエル、“ 深き ”

デューラ（いずれも今はいないドワーフの神）の神像が青い

炎にまかれて砕け散った。

司祭、魔法鍛冶のいずれも青い炎にまかれて死亡。巨像が

動き始めるも、侍祭が魂の紅玉を取り外し、収める。

以降、魔法がつかえなくなった元で苦心して生活する様子が記

録されている。

最新の日誌は、まだ亜鉛板に清書されておらず、なめした獣皮

にインクで記されている。

それによれば、半年ほど前にオークの酋長グナーシュが船三隻

とそれに乗ったオークを率いて襲来、ドワーフを捕えて奴隷とし、

武器防具を島外に運び出しているという。それ以降記録はない。

遭遇　D6 ～遭遇　D8：それぞれの遭遇を参照。
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遭遇レベル　５（1200XP）
セットアップ（地図3を参照）

グルームシュの眼 （Ｅ） 1 体

オークの狂戦士 （Ｂ） 2 体

オークの襲撃兵 （Ｒ） 2 体

マグマ・ハーラー （Ｍ） 2 体

ドワーフの奴隷 （Ｄ） 3 体

6 人パーティの場合にはオークの狂戦士を 1 体追加する。

前のエリアでの行動により準備を整えている可能性があること

に注意。その場合、モンスターは “ 準備ができている ” 状態となる。

それ以外の場合には “ 気がそれている ” 状態であり、受動〈知覚〉

判定に－ 2 のペナルティを受ける。

ここでは儀式用の炎の道を使ってドワーフたちが武器を作らさ

れている。見張りはオークの襲撃兵と、魂の紅玉の力で呼び出され、

ドワーフの焼き肉を条件に仲間となったマグマ・ハーラーである。

今はさらに “ グルームシュの眼 ” と彼の親衛である襲撃兵もこの

部屋にいる。“ グルームシュの眼 ” は奥の間の祭壇を破壊すべきと

主張したが、族長は傭兵である人間の魔導師とティーフリングの異

端者の意見を聞き入れ、コロッサスを制御する儀式をティーフリン

グの異端者に任せている。“ グルームシュの眼 ” はこのことに不満

を抱いており、手近な者に当たり散らす。

冒険者がこのエリアに侵入したなら、以下を読み上げること：

戸を開けるとむっとする熱気と、金属を打ち付ける騒音が

溢れ出してきた。階段を下りた所にあるホールには赤く焼け

た石炭が炎の道を作っている。その中には真っ赤に焼けた剣

や斧の刀身があり、汗みずくのドワーフたちが金床でそれら

を鍛えている。

向かい側には上り階段があり、階段の両脇には大きな火鉢

が炎を上げている。そしてドワーフを蹴りつけている、槍を

持ったオークの祈祷師がいる。

扉が開いたことに気がついた（たぶん涼しい外気が入った

のだ）らしいオークの戦士が警戒の声を上げた「侵入者だ！」

〈知覚〉判定　難易度 18：火鉢の中に赤黒く焼けた岩の塊のよう

なクリーチャーがいる。

戦術
戦闘になると、オーク達は “ グルームシュの眼 ” の 5 マス以内を

保つ。場合によっては “ グルームシュの眼 ” のあとにイニシアチブ

順を遅らせる。

“ グルームシュの眼 ” は毎ターン 3 回までアイ・オヴ・ラスを使

用して敵の AC を下げようとする。倒れそうな味方がいればスウィ

フト・アーム・オヴ・デストラクションを使用してヒット・ポイン

トを回復させ、戦い続けさせようとする。ケイオス・ハンマーは敵

が 1 箇所に固まっている時に使用する。

オークの襲撃兵は障害物を利してハンドアックスを投げ続け、

近接したならグレートアックスに切り替える。オークの狂戦士は可

能な限り接敵状態を保つ。

“ グルームシュの眼 ” とオークの襲撃兵はポーションを持ってい

るが、ウォリアーズ・サージを優先する。

マグマ・ハーラーは重装鎧を着ているもの、重傷になったもの

に積極的にマグマ・ボールによる攻撃を行なう。オークを巻き込む

ことに頓着しない。また、火鉢の中から出ようとはしない。

ドワーフの奴隷は戦闘になったら部屋の外へ逃げ出そうとする。

このエリアの情報
明るさ：火鉢その他によって “ 明るい光 ” である。

炎の道：床に溝があり石炭が積まれている。高さは床と同じだが

不整地なので移動困難地形として扱う。この中に侵入した、お

よびこの中でターンを開始したクリーチャーは 1 ｄ 10 ＋ 4 の

［火］ダメージを受ける。

金床：このマスには金床や鍛冶道具がある。移動困難地形とみなす。

階段：移動困難地形とみなす。高低差は 5 フィート。

扉：奥の間へ続く石扉には金床とハンマーのレリーフが刻まれて

いる。錠前などはない。

財宝：“ グルームシュの眼 ” とオークの襲撃兵はベルトにヒーリン

グ・ポーションを 1 本ずつ持っている。また、狂戦士のかぶっ

ている兜は悪魔の細工がしてあり、眼に嵌められた紅玉と共に

それぞれ 100gp の価値がある。また、雑多な貨幣として総計

93gp ほどが手に入る。

ドワーフたちの情報
奴隷のドワーフたちも外部の人間を警戒するが、“ グルームシュ

の眼 ” が倒される所を見れば、PC たちが特に寺院を略奪していたり、

ドワーフを意図的に殺害していない限り PC に気を許す。

情報：このドワーフたちは呪文災害前から島にいるドワーフたち

であり、寺院の神像が砕けたこと、祈りが通じなくなったこと、

魔法が機能しなくなったことを知っている。彼らは自分たちが

モラディンの教えに背いたせいでこのようなことになったので

はないかと考えている。

オーク達は？：「奥の間を占拠して不埒な行ないを続けている。」

　〈看破〉難易度 12：奥の間のことを PC たちに話すドワーフはそ

れについて強い抵抗感があり、触れて欲しくないようだ。

　〈看破〉 難易度 17：奥の間を守るために PC たちの力が必要とわ

かっていても、迷っている。

奥の間には？：「奥の間は島ドワーフの聖地で、金床の回廊を経て

焼刃の間につながっている。他人を入れたくはなかった。だが、

グナーシュと魔法使いが入っていってしまった。」

“ 魂の紅玉 ” とは？：「どこでそれを聞いた？よそ者に知らせるわ

けにはいかぬ（導入の内容を話す＋紅玉の破片を示す）。そこま

で知っておるなら話さねばなるまい」（P.13 コラム内容を話す）。

金床の回廊とは？：「坑道の回廊、赤熱の炉の間から続く儀式の間。

金床とハンマーによりドワーフの体から不敬の思いを叩き出す。

信仰篤いドワーフであれば何も恐れる必要は無い。」

焼刃の間とは？：「試練の最後であり、モラディンの瞳の前で水に

つけられる。そして、信仰を新たにするのだ。」
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彼らはそれぞれの間について具体的な内容を知っているが、最

初はもったいぶった内容を答える。その後、それぞれの間について

各エントリにある正しい対処方法を教える。

彼らは、この島を救ってくれるのであれば紅玉を渡すのを承諾

する。紅玉自体は貴重なものであるが再び作る事は可能なのだ。

ドワーフの奴隷	 レベル1　雑魚
中型・自然・人型	 XP―
イニシアチブ：±0	 	 感覚：〈知覚〉±0；夜目
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC10；頑健11、反応10、意志11
セーヴィング・スロー：［毒］効果に対して＋5
移動速度：5（足鎖をつけられているなら2）
	素手（標準；無限回）

±0対AC；1d4ダメージ。
スタンド・ユア・グラウンド／踏ん張り
　移動を強制された場合、移動させられるマスの数は効果に記述

されているより1マス少なくなる。攻撃によって伏せ状態に
	 なった場合、伏せ状態になることを避けるため1回のセーヴィ

ング・スローを行なうことができる。
属性：無属性	 言語：共通語、ドワーフ語
技能：〈持久力〉＋6、〈地下探険〉＋6
【筋】10（±0）	【敏】10（±0）	 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）	【知】11（±0）	 【魅】10（±0）

オークの“グルームシュの眼”レベル5　制御役（指揮）
中型・自然・人型	 XP200
イニシアチブ：＋6	 	 感覚〈知覚〉＋3；夜目
ラス・オヴ・グルームシュ／グルームシュの怒り：オーラ10；範
囲内にいるオークはデス・ストライク（下記参照）を使用できる。

hp：64；重傷値：32；ウォリアーズ・サージおよびデス・スト
ライクも参照のこと

AC19；頑健17、反応14、意志15
移動速度：6（突撃時は8）
スピア（標準；無限回）◆［武器］

＋10対AC；1d8＋3ダメージ。
ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力

（標準；重傷のときのみ使用可能；遭遇毎）◆［回復］、［武器］
　“グルームシュの眼”は1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ16点の

ヒット・ポイントを回復する。
デス・ストライク／断末魔の打撃

（ヒット・ポイントが0になった時）
　このオークは1回の近接基礎攻撃を行なう。
アイ・オヴ・ラス／怒りの視線（マイナー；無限回）◆［恐怖］
　遠隔5；＋8対“意志”；目標はACに－4のペナルティを受ける（セ

ーヴ・終了）
スウィフト・アーム・オヴ・デストラクション

／迅速なる破壊の腕（標準；再チャージ5、6）◆［回復］
　遠隔5；射程内の1体のオークはフリー・アクションとして1回

の近接基礎攻撃を行なう。そのオークはその攻撃がヒットし
	 た場合は15ヒット・ポイントを回復し、ミスした場合は5ヒッ

ト・ポイントを回復する。
ケイオス・ハンマー／混沌の鉄槌（標準；遭遇毎）◆［力場］

遠隔範囲・爆発1・10マス以内；＋8対“反応”；2d6＋3の［力場］ダ
メージ。目標は伏せ状態になる。ミス：半減。目標は伏せ状

	 態にならない。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋10、〈持久力〉＋10、〈宗教〉＋7
【筋】17（＋5）	【敏】14（＋4）	 【判】12（＋3）
【耐】16（＋5）	【知】11（＋2）	 【魅】17（＋5）
装備：レザー・アーマー、毛皮の外套、スピア

オークの狂戦士	 レベル4　暴れ役
中型・自然・人型	 XP175
イニシアチブ：＋3	 	 感覚〈知覚〉＋2；夜目
hp：66；重傷値：33；ウォリアーズ・サージも参照のこと
AC15；頑健17、反応13、意志12
移動速度：6（突撃時は8）
グレートアックス（標準；無限回）◆［武器］

　＋8対AC；1d12＋5ダメージ（クリティカル1d12＋17）。

	ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力
（標準；重傷のときのみ使用可；遭遇毎）◆［回復］、［武器］
　オークの狂戦士は1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ16点のヒッ

ト・ポイントを回復する。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋6、〈持久力〉＋10
【筋】20（＋7）	【敏】13（＋3）	 【判】10（＋2）
【耐】16（＋5）	【知】8（＋1）	 【魅】9（＋1）
装備：レザー・アーマー、グレートアックス

オークの襲撃兵	 レベル3　遊撃役
中型・自然・人型	 XP150
イニシアチブ：＋5	 	 感覚〈知覚〉＋1；夜目
hp：46；重傷値：23；ウォリアーズ・サージも参照
AC17；頑健15、反応14、意志12
移動速度：6（突撃時は8）
グレートアックス（標準；無限回）◆［武器］

＋8対AC；1d12＋3ダメージ（クリティカル1d12＋15）。
ハンドアックス（標準；無限回）◆［武器］

遠隔5/10；＋7対AC；1d6＋3ダメージ。キラーズ・アイも参照
	ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力
（標準；重傷時のときのみ使用可能；遭遇毎）◆［回復］、［武器］
オークの襲撃兵は1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ11点のヒッ

ト・ポイントを回復する。
キラーズ・アイ／殺し屋の目
遠隔攻撃を行なう際、目標がオークの襲撃兵から5マス以内にいる

なら、襲撃兵は遮蔽および視認困難を無視できる
	 （完全視認困難は無視できない）。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋5、〈持久力〉＋8
【筋】17（＋4）	【敏】15（＋3）	 【判】10（＋1）
【耐】14（＋3）	【知】8（±0）	 【魅】9（±0）
装備：レザー・アーマー、グレートアックス、ハンドアックス×4

マグマ・ハーラー	 レベル4　砲撃役
中型・元素・人型（地、火）XP175
イニシアチブ：＋8	 	 感覚〈知覚〉＋4
hp：41；重傷値：20
AC18；頑健15、反応17、意志13
完全耐性：石化；抵抗：［火］10；脆弱性：［冷気］（マグマ・ハー

ラーは次のターンの終了時まで減速状態になる）
移動速度：4
スラム／叩きつけ（標準；無限回）

＋8対AC；1d6＋4ダメージ。
マグマ・ボール／マグマ弾（標準；無限回）◆［火］

遠隔15；＋7	対	反応；1d6＋6［火］ダメージ。ミス：目標に隣接
している全てのクリーチャーは1d6［火］ダメージを受ける。

属性：無属性	 言語：始原語
技能：〈持久力〉＋7
【筋】18（＋6）	【敏】22（＋8）	 【判】14（＋4）
【耐】11（＋2）	【知】5（－1）	 【魅】8（＋1）

コラム：魂の紅玉
この世の宝石は火の精髄が大地を胎として凝り固まったものである

が、時折それが海中に現れ、内に原初の熱を蓄えたまま凝り固まるこ

とがある。常に熱いその岩を注意深く、長い年月をかけて削り磨いて

ゆくことで、魂の紅玉と呼ばれる宝玉が作られる。

それは内から鈍く赤く光り、炎の力を秘めている。

この島ではこの紅玉をコロッサスのエネルギー回路として使用し、

目玉としてはめ込んでいた。焼刃の間はコロッサスの眼の内側にあり、

焼刃の間での儀式にも紅玉は使われ、火を帯びた御使いが姿を見せた

という。

宝玉としての価値のみで 5000gp に相当するが、エネルギーを制御

する儀式、魔法回路と共にある時にはその価値は計り知れない。
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遭遇レベル　不定（―XP）
セットアップ（地図4を参照）

冒険者がこのエリアに近づいたなら、以下を読み上げること：

ハンマーと金床が浮き彫りにされた戸を押し開けると、そ

こは割石が敷き詰められた幅広の回廊だった。割石の表面は

所々なめらかにすり減っており、長い間少なからぬ数のブー

ツがこの上を歩いていったように思える。その手のひらほど

の大きさの割石にはノミで荒くドワーフのアルファベットが

刻まれている。

そして、回廊の脇には前掛けをし、ハンマーを振り上げた

彫像が二体ずつ、計 4 体並んでいる。

奥の方にはやはりまた扉があり、細く開いている。

〈知覚〉判定　難易度 17：たどたどしい言葉でイライラと話す声

が聞こえてくる（会話の内容まではわからない）。

〈知覚〉判定　難易度 22：会話の内容がわかる「もうしばらくと言っ

てどれだけの日にちをかけるつもりだ？」

　答える声は洗練されているが、むしろ慇懃無礼といった様子で

ある。「おおきみよ、魔導の技とは不可思議なものです。さらに

この地の蛮人ドワーフどもが祖先の遺産をいじくり廻したよう

で。巨像が手に入るまでのご辛抱、もうしばらくお待ちを」

〈知覚〉判定　難易度 22：割石は漆喰で固められているが、幾つ

かの割石と漆喰の間に隙間があり、動きそうだ。

〈知覚〉判定　難易度 27：割石は確かにすり減っているが、実際

に歩いたことによってすり減った石と巧妙に偽装された石とが

ある。

戦術
この床の割石は罠のスイッチとなっており、作動させると彫像

がその割石の場所めがけてハンマーを振り下ろす（どちらが攻撃す

るかはそのたびに機械仕掛けでランダムに決まる）。

プレイヤーに “ ハンドアウト 2（金床の回廊）ドワーフ語 ” を渡

すこと。ドワーフ語が読めるキャラクターがいるなら “ ハンドアウ

ト 3（金床の回廊）アルファベット ” も渡してよい。【知力】判定

難易度 10 に成功したならドワーフ・アルファベットの読みがわか

るのでハンドアウト 3 を渡すこと。なお、PHB 第２章のドワーフ

文字と見比べることを思いついた PL がいたなら、やはりハンドア

ウト３を渡して構わない。

攻撃されるのは文字の書かれたマス目部分に踏み込んだ時であ

り、入り口、出口部分までは攻撃は及ばない。

この罠を避けるには、床の割石に刻まれたアルファベットをモ

ラディン（Moradin）の名前の順で踏んでゆかねばならない。

ただし、最後の一足（n のマス）のみ、正しい石にも関わらずハ

ンマーが振り下ろされる。これは勘の良い侵入者向けであり、床か

ら高さ 5 フィートの位置までハンマーが振り下ろされる。身長が

それより高いクリーチャーは攻撃を受けることになる。

ドワーフの生き残りから話を聞くことができれば、最後の仕掛

けも含めてこの回廊の罠の全容を知ることができる。その場合は、

遭遇と見なさない。

罠について何も知らぬままこの回廊に赴いたなら、罠との遭遇

を行なうこと。また、一度でもハンマーが振り下ろされたならその

音で、焼刃の間の敵は罠を動作させた何者かに気がつく。状況によっ

ては戸口の向うからティーフリングの異端者とファイアー・バット

が攻撃を行なう。いずれも手傷を受けた時点で下がって酋長と共に

戦おうとする。

ハンマー回廊	 レベル4　警報型
罠	 XP350
彫像の掲げたハンマーが叩き降ろされる。どちらのどの彫像が攻

撃するかはまったくランダムに見える。
罠：侵入者が間違った石を踏んだ時点で、ハンマーが攻撃を行なう。
〈知覚〉
難易度17：キャラクターは彫像の腕、腰部分に可動部らしきスキ

マがあることに気づく。
難易度22：キャラクターは、床のあちこち、彫像のハンマー部分が

使い込まれていることにに気づく。
難易度27：キャラクターは、奥の扉の傍らに制御盤があることに

気づく。
作動
　クリーチャーが正しくないマス目に踏み込んだ時点で作動する。

もしも次のラウンドもそこにクリーチャーがいた場合、イニ
シアチブ値10にて攻撃が継続される。

攻撃
即応・対応	 近接
目標：作動したマス目上のクリーチャー。
攻撃：＋9	対	ACを2回
ヒット：2d8＋4ダメージおよび二次攻撃
　　二次攻撃：＋7	対	“頑健”
　　ヒット：倒れて伏せ状態となる。
対抗手段
◆ドワーフたちから話を聞いており、適切にマス目を通過できる
なら判定なしで通過できる。

◆〈宗教〉難易度17に成功すれば、これが魂を鍛えたというドワー
フの神Moradin（モラディン)の神事を模しているとわかるので、
そのようにアルファベットを踏めばよいとわかる。ただし、こ
の場合最後のマス目で前述の通り1回攻撃を受けてしまう。

◆〈宗教〉難易度22に成功すれば、さらに礼拝の最後にぬかずくこ
とがの正式と思い出し、最後のマス目で頭を下げることを思い
つく。攻撃を受けない。

◆キャラクターは技能チャレンジにより、制御盤を使って罠全体
を不活性化させることもできる。〈盗賊〉難易度22、複雑度1（3
回失敗する前に4回成功せねばならない）。技能チャレンジに
成功すれば罠を無力化できる。失敗したなら、以後は毎ラウン
ド、4つのハンマーが回廊にいるクリーチャーに対してランダ
ムで攻撃を行なうようになる（正しいマスにいても関係ない）。

◆また、個別の彫像に対して難易度22の〈盗賊〉判定をまたは難易
度28の【筋力】判定を行ない、それぞれの彫像を不活性状態にす
ることもできる。その場合、彫像の前のマス目に立つか彫像に
飛びつく（〈運動〉判定難易度10）ことでそれらの判定を行える
ようになる。2体成功すると通常2回の攻撃が1回に、4体成功
すると攻撃が一際行なわれなくなる。

このエリアの情報
明るさ：奥の扉に松明がかけられている。“ 明るい光 ”。

割石の床：すり減っているが、移動に何ら支障はない。

天井：この回廊のみ、天井の高さは 20 フィートある。
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遭遇レベル　６（1325XP）
セットアップ（地図５）
“ 髑髏の ” グナーシュ （Ｇ） 1 体

ティーフリングの異端者 （Ｔ） 1 体

ファイアー・バット （Ｂ） 1 体

魔法装置の暴走

　6 人パーティの場合にはファイアー・バットを 1 体追加する。

このエリアは巨像の顔面部裏に相当し、東の祭壇にあるのぞき

窓は、巨像の眼となっている。

当時、寺院最奥のこの場所は試練の締めくくりとして沐浴を行

なう場であった。島の戦士はくみ上げられた海水に浸かり神の刃、

鎚として外敵に立ち向かう誓いを立てたのである。また神の眼とし

て掲げられた魂の紅玉は神格の言葉を伝え、御使いを呼び降ろした。

この奥の間には紅玉を中心として、部屋の各所に記されたドワー

フのルーンにより魔法回路が構成されている。

魔法荒廃でこの回路が故障したことに加え、紅玉が一つ失われ

たため、巨像（ゴッドフォージド・コロッサス）は現在動かない。

ティーフリングの異端者、そして人間の魔導師はどちらも初期

の調査でこの巨像が動かないことは知っている。しかし、魂の紅玉

とこの回路を用い火の元素由来クリーチャーを制御できそうであっ

たために、グナーシュを騙しつつ研究を続けている。グナーシュは

半信半疑であるがファイアー・バットやマグマ・ハーラーといった

クリーチャーを仲間にできたので、傭兵達の言うことをきいている。

この部屋は外部の空気や明かりが入っているほか、消えずの松

明で照らされている。

ＰＣが侵入した時点でティーフリングの異端者は魔法装置を使

い、足止めしつつ元素モンスターを呼び出そうとするが、準備が十

分でないため、魔法装置は暴走する。意図的に仕掛けられた罠では

ないが罠として処理する。

冒険者がこのエリアに侵入したなら、以下を読み上げること：

戸を開けると、これまでとは違う外気の爽やかな匂い（潮

風だ）が届く。そこはかつて壮麗であったろう寺院の跡だ。

壁には美しい山の姿が描かれ、その懐からいくつも谷川が流

れ出している。壁に空いた穴がその谷川の流れ出る場所になっ

ているようだ。天井や柱にあった彫刻、水晶の塊などはみな

砕けて床に散らばっている。床の中央にはぽかりと穴が空い

ており、水が流れていった跡がある。

正面には教壇があり、その上の祭壇に赤く光る宝珠が置い

てある。宝珠の台は二つあるが、もう片方の宝珠がどこにあ

るかは言わずもがなだ。その祭壇の後の壁には横長の窓が二

つ穿たれており、潮風はそこから入って来ている。

祭壇の傍らには禍々しい戦斧を携えた歴戦のオークと、銀

糸で縫い取りをしたクロークを着たティーフリングがいる。

ティーフリングは宝珠とその台の周りの文様を調べて居たよ

うだ。天井に明かりがあって部屋を照らしているが、その源

は炎を纏ったコウモリであった。

〈 知 覚 〉 判 定　 難 易 度 12： 壁、 床 の 穴 に は 水 の 流 れ た 跡

が あ り、 乾 い て 残 る 塩 跡 を み る に そ れ は 海 水 の よ う だ。 

　また、部屋には祭壇を中心に、銀の象眼でいくつもの魔法文

様が描かれているが、幾つかは模様それ自体が爆発したかのよ

うに焼け焦げている。

〈知覚〉判定　難易度 17：祭壇の宝珠の中には赤く燃えるエネル

ギーが渦巻き、時折脈動するように光っている。

戦術
金床の間で気がついている場合、ティーフリングの異端者はＰ

Ｃたちの侵入を待ち構えており、ＰＣたちの侵入と同時に魔法装置

を作動させて、床に水をくみ上げようとするが、その結果魔法装置

の暴走が始まる（この場合、罠はラウンド頭に作動する）。髑髏の

グナーシュはレイン・オヴ・スチールを使い、教壇の上でＰＣを迎

え撃つ。場合によってカム・アンド・ゲット・イットにより、自分

の周囲のＰＣを手の届くところにおびき出す。隣接したＰＣはター

ン開始時にダメージを受けることに注意。重傷になった時点で、レ

イン・オヴ・スチールからディフェンシヴ・トレーニングに構えを

変える。ファイアー・バットはファイアリー・スウープを使い、［火］

の継続ダメージを受けていないＰＣを優先的に攻撃する。

ＰＣ達の侵入に気づかず戦闘を始めた場合、ティーフリングの

異端者は自分のターンに標準アクションとして装置を作動させよう

とし、暴走が始まる。

このエリアの情報
明るさ：“ 明るい光 ”。

教壇：この教壇は高さ 5 フィートあり、両脇の階段から上ること

ができる。

祭壇：石製で高さは 3 フィートほどあり、二つの宝珠用の台がある。

後ろに立つ者に遮蔽を与える。床に作り付けであり、動かすこ

とはできない。

財宝：グナーシュはサンダリング・グレートアックス＋ 2 を使用

している（データ反映済み）。ティーフリングの異端者はマジッ

ク・ロッド＋ 1 を使用している（データ反映済み）。また、雑多

な貨幣として総計 62gp が手に入る。

魂の紅玉について
魂の紅玉はこのレベルで PC たちに与えられるにはふさわしくな

いほどの貨幣価値がある。しかし、これを換金するのは容易なこと

ではない。これを換金できるのはオームーの首都アスカトラやその

他の大都市、あるいはドワーフの本拠地であろう。そしてそこでは

新たな冒険が PC たちを待ち構えているのだ。

遭遇　D8：焼刃の間
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“髑髏砕き”グナーシュ	 レベル8　暴れ役
中型・自然・人型	 XP700
イニシアチブ：＋5	 	 感覚〈知覚〉＋2；夜目
hp：202；重傷値：101；ウォリアーズ・サージも参照のこと
AC19；頑健23、反応17、意志16
セーヴィング・スロー：＋2
移動速度：5（突撃時は7）
アクション・ポイント：1
サンダリング・グレートアックス＋2（標準；無限回）◆［武器］

　＋15	対	AC；1d12＋7ダメージ（クリティカル1d12＋19＋2d6［音
波］）。

ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力
（標準；重傷のときのみ使用可；遭遇毎）◆［回復］、［武器］

　グナーシュは1回の近接基礎攻撃を行ない、かつ50点のヒット・
ポイントを回復する。

卓越の戦士
　機会攻撃の攻撃ロールに＋1ボーナス。移動によって誘発され

た機会攻撃がヒットしたなら、誘発し命中を受けた敵はそこ
	 で移動を終了する
ファイターの標的
　攻撃した相手を“マークする”。これはグナーシュの次のターン

の終了時まで持続する。詳しくは『プレイヤーズ・ハンドブ
	 ック』を参照。
ファイターの武器の才
　両手武器による攻撃ロールに＋1（反映済み）
	レイン・オヴ・スチール／鋼の雨

（マイナー；一日毎）◆［構え］、［武器］、［武勇］
　　グナーシュが機会攻撃を行なえる状態である限り、グナーシ

ュに隣接	した状態で自分のターンを開始したすべての敵は
	 1d12＋2ダメージを受ける。
カム・アンド・ゲット・イット／来たな馬鹿ども

（標準；遭遇毎）◆［武器］、［武勇］
　近接範囲・爆発3；爆発の範囲内にいてグナーシュが見ること

のできる敵すべて；グナーシュはそれぞれの目標を2マス引
	 き寄せ、自分に隣接するマスまで移動させる。自分に隣接す

るマスに移動させることができない目標は、まったく移動さ
	 せることができない。次に、グナーシュは自分に隣接してい

る目標すべてに対して1回ずつの攻撃を行なう（攻撃の範囲は
	 “近接範囲・爆発1”）；＋15対AC；1d12＋7ダメージ（クリテ

ィカル1d12＋19＋2d6［音波］）。
ディフェンシヴ・トレーニング／防御訓練

（マイナー；一日毎）◆［構え］、［武勇］
グナーシュは頑健、反応、意志のいずれかの防御値に＋2のパワー・

ボーナスを得る。
属性：混沌にして悪	 言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋13、〈持久力〉＋12
【筋】20（＋9）	【敏】13（＋5）	 【判】12（＋5）
【耐】16（＋7）	【知】8（＋3）	 【魅】19（＋8）
装備：チェインメイル、サンダリング・グレートアックス＋2

ファイアー・バット	 レベル5　遊撃役
中型・元素・野獣（火）	 XP200
イニシアチブ：＋8	 	 感覚〈知覚〉＋8
hp：60；重傷値：30
AC20；頑健15、反応20、意志13
抵抗：［火］10
移動速度：2（着陸時劣悪）、飛行8；ファイアリー・スウープも参

照
ファイアリー・タッチ（標準；無限回）◆［火］

＋6対“反応”；1d6＋4［火］＋継続的［火］5（セ・終）。
ファイアリー・スウープ（標準；無限回）◆［火］
　ファイアー・バットは最大4マスまでシフトし、この際、他のも

のが占めているマス目も通過することができる。ファイアー・
	 バットはこの間、相手の接敵面内に侵入するたび、そのクリー

チャーに対して1回ずつの近接基礎攻撃を行なうことができ
	 る。ファイアー・バットがこの方法で特定の1体のクリーチ

ャーに対して行なえる攻撃は1回だけである。またこの移動は、
	 なにものにも占められていないマスで終えねばならない。
属性：無属性	 言語：―
【筋】6（±0）	 【敏】19（＋6）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	【知】2（－2）	 【魅】7（±0）

ティーフリングの異端者	 レベル6　砲撃役
中型・自然・人型	 XP250
イニシアチブ：＋8	 	 感覚〈知覚〉＋6；夜目
hp：60；重傷値：30
AC20；頑健17、反応18、意志18
抵抗：［火］11
移動速度：6
ダガー（標準；無限回）◆［武器］

　＋10	対	AC（重傷の目標に対しては＋11）；1d4＋2。
べイルファイアー／災いの炎（標準；無限回）◆［火］

　遠隔10；＋9	対	反応（対重傷の目標＋10）；1d8＋5の［火］ダメ
ージおよび継続的［火］5（セーヴ・終了）。

サーペント・カース（標準；遭遇毎）◆［精神］、［幻］
　遠隔10；幻の蛇が現れて目標を攻撃する；＋9	対	意志（重傷の

目標に対しては＋10）；1d6＋5の［精神］および
	 継続的［精神］5（セーヴ・終了）。
クローク・オヴ・エスケープ／身かわしの衣
	 （即応・対応、ティーフリングの異端者に近接攻撃がヒット
	 した時；無限回）◆［瞬間移動］
　ティーフリングの異端者は5マス瞬間移動する。
インファーナル・ラス／地獄の怒り（マイナー；遭遇毎）
　ティーフリングの異端者は、自分の1つ前のターン以降に自分に

攻撃をヒットさせた1体の敵に対する次の1回の攻撃ロールに
	 ＋1のパワー・ボーナスを得る。この攻撃がヒットし、を与え

るなら、さらに5点の追加ダメージを与える。
属性：さまざま	 言語：共通語
技能：〈隠密〉＋15、〈はったり〉＋15、〈魔法学〉＋7

（〈看破〉の代わりに〈魔法学〉を取っている）
【筋】15（＋5）	【敏】20（＋8）	 【判】16（＋8）
【耐】18（＋7）	【知】13（＋4）	 【魅】20（＋8）
装備：ダガー
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魔法装置の暴走	 レベル4の精鋭・障害物型
罠	 XP350
宝玉が光を増したかと思うと、象眼された魔法文様が銀色の光を

発し、寺院全体が揺らめき始める。
 と、間欠泉のように壁の穴から潮水が吹き出し、見る間に床に

溜まってゆく。宝珠と文様の脈動する光はやまず、所々で文
 様が青い炎を上げて爆発する。
〈知覚〉（暴走が始まってから）
難易度12：部屋の文様がそれぞれ脈動する光を放っているが、祭

壇正面、二つの窓の間にある文様が一際輝きを変えている。
それが魔法的な制御装置である。

難易度17：床の排水口の奥が少しずつ開き、水が流れ出している。
攻撃
標準アクション 近接および遠隔攻撃
1ラウンド目：水が溢れているが影響なし。
2ラウンド目：教壇以外の場所は移動困難地形となる。排水口に

水が流れ込み、部屋のものを押し流し始める。
目標：教壇以外の床に立つすべてのクリーチャー。
2 ～ 3ラウンド目は＋5対“頑健”（4 ～ 5ラウンド目は＋7対“頑健”、

6 ～ 7ラウンド目は＋9対“頑健”）；目標は排水口にむけ1マス
“引き寄せ”られる。排水口のマスに到着した時点でセーヴ、失
敗すると排水口に飲み込まれる。鉄格子があるので流されは
しないが、その場で拘束状態となる（セーヴ・終了、セーヴに
－2のペナルティ）

3 ～ 4ラウンド目：上記効果に加え、文様が爆発し、魔法エネルギ
ーがランダムに部屋の中のクリーチャーを攻撃する。

　目標：この部屋にいるすべてのクリーチャー、ランダムで1体。
　　＋6	対	“反応”　ヒット：2d8＋3［電撃］ダメージ
5 ～ 6ラウンド目：上記効果に加え、魔法エネルギーによる攻撃が

2体のクリーチャーを目標とするようになる。
7ラウンド目：上記効果に加え、魔法エネルギーによる攻撃が3体

のクリーチャーを目標とするようになる。
8ラウンド目：魂の紅玉が爆発する。
爆発5：＋7対“反応”　ヒット：3d10＋4［火］ダメージ、ミス：半減

ダメージ。この時点で暴走は止まる。
水流は9ラウンド目に＋7対“頑健”、10ラウンド目に＋5対“頑健”と

なって止まる。終了したところで移動困難地形ではなくなる。
対抗手段
　キャラクターは技能チャレンジによりこの魔法暴走を食い止め

ることができる。複雑度は1（3回失敗する前に4回成功せねば
ならない）。

〈魔法学〉難易度20：訓練しているキャラクターのみが行える。正
面にある窓の間の壁（回路の中枢がそこにある）および魂の紅
玉を見ることができなければならない。魔法回路を解明し、
暴走を食い止める方法を見つけ出す。成功回数上限３。

〈盗賊〉難易度20：訓練しているキャラクターのみが行える。祭壇
の魔法装置文様を消す。成功回数上限３。

〈盗賊〉難易度16、あるいは【筋力】判定難易度16：魂の紅玉を取り
外す。成功回数上限なし。試みるたびに20［火］のダメージを
受ける。

　成功したなら、その時点で暴走は止まる。水流だけは1ラウンド
後に＋7対“頑健”、2ラウンド後に＋5対“頑健”となって3ラウ
ンド後に止まる。

　失敗したなら、暴走の進行が2ラウンド早まる。
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地図 4( 遭遇 D7)
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〒151-0053
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カスタマーサービス TEL:03-5304-9286
受付時間:月～金 13:00 ～ 18:00(土日祝日除く)

■ダウンロード版アドベンチャーについて
　本アドベンチャーは、『2009 年3月22日に開催された「ダン
ジョンズ＆ドラゴンズ第４版コンベンション」での本格卓用に製
作したアドベンチャーを、ダウンロード・サービス向けに更新した
ものです。

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

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

● 本冊子に掲載されたイラスト、図版、文章などの無断転載、複
写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

●本アドベンチャーを含め、WotCによる製作物の翻訳ではない
場合、公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、ク
リーチャー、事件、事象などはオフィシャルなものではありませ
ん。ご注意ください。

2009年8月
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ハンドアウト３（ドワーフ語）

ハンドアウト３のアルファベット対応


