“さびしさ塔”の地下

６レベル・キャラクター向けアドベンチャー
Erik Scott de Bie

導入
6レベル・キャラクター向けアドベンチャ
ー・シナリオ
「彼方の領域」は、時の始まりより打ち立てられた護
りによって隔てられ、外なる狂気が他の世界に漏れ出さ
ないようにされていた。だが時を経るにしたがい ― と
りわけ「暁戦争」の勃発によって ― この護りの力は弱
まり、ほかの次元界に狂気が入り込むのを許してしまっ
た。定命の世界もその例外ではない。
ベオルンナの井戸と呼ばれる辺境の村から20マイルほ
ど離れた場所に、打ち捨てられた要塞がある。そこに立
つ“さびしさ塔”と呼ばれる塔の地下で、彼方の領域への裂
け目が新たに開いた。10日前、ファウルスポーンの一群
がこの裂け目から出現し、生贄とするために定命の人々
をおびき寄せ始めた。そうした犠牲者は塔の地下にある
ダンジョンで命を失い、ファウルスポーンは、裂け目を
広げ、より大きな悪を呼び寄せるために、流れ出した命
の力を儀式で集めた。
ベオルンナの井戸にいた勇敢な者たち ― バーバリア
ン、レンジャーに、好戦的な人々 ― は、“さびしさ塔”へ
勇敢にも2回にわたって調査に出向いたが、一人として戻
らなかった。
このアドベンチャー・シナリオで、プレイヤー・キャ
ラクターたちは裂け目を発見し、塞がなければならな
い。もし彼らが失敗したあかつきには、狂気のモンスタ
ーたちがさらにあふれ出し、土地を穢すことだろう。
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アドベンチャーが始まった時点で、PCたちは“さびしさ
塔”の下に広がる山の中に切り出されたダンジョンの中で
目が覚める。
腹を空かせたダンジョンの住人に出会う前に、PCたち
が周囲を調べているような悠長な時間はない。直ちに遭
遇１へ進むこと。
PCたちがこの戦闘の後に休憩を行う際、ベオルンナの
井戸の状況を（PCたちが前夜に依頼を受けていて、どう
やってここまでやってきたかについても含めて）説明す
る。
調査に積極的なプレイヤーたちが、この地域について
知っている（か、あるいは前夜に学んだか）ことを確認
するために、〈魔法学〉、〈歴史〉、〈事情通〉の技能
判定を勧めること。それらの判定を処理するために後述
の「君はなにを知っているか？」の項目を使うこと。

靖巳 , 楯野 恒雪, 塚田 与志也, 柳田 真坂樹）
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クエスト：ベオルンナの井戸での行方不明
者を調査する。
ベオルンナの井戸の人々はPCたちに、以前“さびしさ
塔”を調査に行った2つの調査チームに依頼したのと同様
に、何人かの地元住民の失踪を調査することを依頼し
た。
彼らは、報酬についての交渉を翌日にしようとした（
ブドウ酒を飲み、ご馳走を食べる祝宴をすごしたあと
で）。
だが祝いの行事の最中に、誘拐犯は次の生け贄として
PCたちを捉えた。PCたちは狂気を食い止めるか、さもな
くば次の犠牲者になりかねない。
クエスト経験値：1,500XP(主要クエスト)。君のグループが
PC5名より人数が多いか、
または少ないなら、パーティーに
いるPC1名あたり300XPを与えること。

君たちは何を知っているのか？
各プレイヤーに、このアドベンチャーに関わる知識を
確認するために、次の技能判定のいずれか、またはすべ
てを試みさせることを許すべきである。
〈魔法学〉
（難易度15）
：この地域には、予測できない次元界
と結びついてきた歴史があり、
たびたび異世界のクリーチ
ャーが目撃されてきた。
〈歴史〉
（難易度10）
：ベオルンナの井戸に黒獅子のバーバ
リアンが定住する前の世紀にあった戦争で、
この地域に住
む種族はそれぞれ要塞をいくつも建設した。“さびしさ塔”も
その時代のものだ。
それら多くの地下にはダンジョンが広
がっている。
〈事情通〉
（難易度15）
：幾夜も恐怖の叫び声が“さびしさ
塔”からあがっている。



Dave Allsop

Worldwide D&D Game Day において

このアドベンチャーは元々、Worldwide D&D Game
Dayで遊んでもらうように作られた。公共の場所でア
ドベンチャーを実施している場合、君は一定の時間ま
でにセッションを終わることを強いられるかもしれな
い。時間がないDMの手助けとして、アドベンチャー
のある点において、もし時間を使い果たしているなら
変更や省略されてもよい部分を示す。

ダンジョンの詳細
彼方の領域へつながる裂け目の存在は、このダンジョ
ン内の環境を不自然に変えてしまい、洞窟内の気温は（
危険なほどではないが）低温である。厚い衣服または［
冷気］に対する抵抗のないキャラクターは心地悪く感じ
るが、害を受けるほどではない。
◆ 漂う冷気にもかかわらず、
ダンジョン全体に古びた匂いと
腐敗臭が充満している。
◆ 特に示されない限り、部屋やトンネルの天井までは8～
10フィートの高さである。
◆ 各部屋の説明には、照明が存在するかどうかが示されて
いる。
◆ 異形ではないクリーチャー ― PCを含む ― がダンジョ
ンの中で死んだ場合、生命力を吸収するファウルスポーン
による儀式（これはアドベンチャーそのものには影響を与
えない）に取り込まれる。
この儀式は、臆病な者より大胆な
者の死からの方が、多くの力を得られるため、
ファウルスポ
ーンは完全装備のPCたちをそのままにしておく。彼らは、
PCたちがどこかの角ですくんでいるより、戦いの中で死ぬ
ほうが好ましいと考えているのだ。

部屋の説明
エリア1： 穢れた迷宮
PCたちを誘拐した者は、“さびしさ塔”の下に広がる洞
窟の中に彼らを放り出した。
裂け目により誘い出された1匹のキャリオン・クロウラ
ーと2匹のアティアグが、近くでご馳走を食べている。最
近の犠牲者から生じたマッド・レイスが一体、腐った死
体の合間に留まっている。
戦闘的遭遇：「突然の目覚め」 6 ～7ページ.

エリア２： ドラゴンの洞窟
この酷寒の洞窟が過去に一度、地表に開いたことがあ
る。彼方の領域のポータル（次元門）は、壁を作り直し
て主要な出口を塞ぎ、内部の生き物を中に閉じ込めた。
戦闘的遭遇または技能チャレンジ：「ドラゴンに同情
するか？」8～11ページ。

エリア3： 現実の流出口
彼方の領域のエネルギーがポータルから溢れ出し、ト
ンネル内部を混沌の力と変異物質の坩堝に変えた。PCた
ちは狂気の流出口の中心の通り道を探し出し、より深い
ダンジョンに突入しなければならない。
技能チャレンジ：「渦巻く狂気」12～13ページ。

エリア4： ねじれた結晶
かつて結晶の天然の庭であった洞窟には、彼方の領域
の腐敗が混じりこんだ。ここにある裂け目から、グリッ
クは現れた。
戦闘的遭遇：「牙をもつワームの巣」14～15ページ。

エリア5：彼方の領域への裂け目
3体のファウルスポーンは、彼らのいた次元界からこの
世界へ破壊的な力を呼び込む儀式を執行する。
戦闘的遭遇：「垣間見の彼方の領域」16～17ページ。

財宝ユニット
このアドベンチャーには、6レベル・キャラクターに適
切な5つの財宝ユニットが含まれている。遭遇それぞれに
は宝物を渡すことについて書いてある。参照しやすいよ
う、下に表とした。リストアップされたすべてのアイテ
ムは、『プレイヤーズ・ハンドブックIII』に掲載されて
いる。
◆ エリア１には200gp（財宝ユニット10）がある。
◆ エリア２には2,500 sp、それぞれ50 gp相当の宝石３つ、
およびいくつかのタレント・シャード
（財宝ユニット6）があ
る。
◆ エリア4には、それぞれ50gp相当の12個の水晶がある。
（
財宝ユニット8）。
◆ エリア5には、
スケイル・アーマー・オブ・アイズ＋2と、
クイ

ック・ストライク・気・フォーカス＋2（財宝ユニット2と4）が
ある。君が自身で実施しているキャンペーンの中に、
このア
ドベンチャーを組み込むなら、君はこれらをレベル7のアイ
テムとレベル9のアイテムとして組み込むこともできる。

アドベンチャーを拡張する
君が、このアドベンチャーを君自身のキャンペーンの
中に組み込んでいる－ Worldwide D&D Game Day での時
間制限がない－なら、そのアドベンチャーの拡張を容易
にするために、より重要な一部となるよう変更してもか
まわない。
ここにいくつか、その方法を示す：
◆ より多くの洞窟を狂気の流出口のどちらか、
または両方に
追加し、彼方の領域からの常軌を逸したモンスターや、調
査に来たアンダーダークの住人を、部屋に配置する。
◆ “さびしさ塔”の内部を表すために、洞窟の上部に部屋を
追加する。セッシビル・イスタヴァー（Sessibil Istavar）
〈塔
に暮らしている強力なウィザード〉は、彼方の領域を自分の
土地から取り除こうとするか、そうでなければおそらく彼は
ファウルスポーンに協力し、その運命へPCたちを招き寄せ
ようとするだろう。D&Dダンジョン・タイル「DU4:秘術の塔（
Arcane Towers）
」は、塔の複数の階層を築くのに適切なダ
ンジョン・タイルを提供する。
◆ ファウルスポーン単独で行動しているのではないことを
明らかにすること。ベオルンナの井戸に住むうちのひとり
は、PCをこのクリーチャーに売った裏切り者である。
この裏
切り者がPCに対して打って出るか、逃走する前に、PCたち
は先制して落とし前をつけなければならない。
◆ 裂け目の痕跡が残ることにする。恒久的にそれを閉じる
ために必要な秘密をPCたちが発見しない限り、ポータルは
のちに再び開いてしまうことになる。
◆ 君のキャンペーンの世界に、
ファウルスポーンの計画を
追加する。“さびしさ塔”の地下の裂け目は、世界を侵略し
ようとする彼方の領域の勢力による、致命的な一連の戦略
の尖兵である。君のキャラクターたちが伝説の道（レベル
21以上）に近づくにつれ、彼方の領域の裂け目を通して
PCたちを戦略の妨げとして、捕まえようとすることを考慮す
ること。



遭遇１： 突然の目覚め
遭遇レベル5(1,150 XP)

エリアの説明
照明：それぞれのPCがいるマスは、立っているロウソクが半

セットアップ
キャリオン・クロウラー(C)
マッド・レイス(W)		
アティアグ (O)			

１匹
１体
２体

PCたちが目覚めるという時に、次を読むこと：
君たちは、エールとワイン、音楽と踊りがあった前夜のおぼろげ

遠くの中空にあるドア
（後述）の下から、他の場所からの
唯一の照明の光が射している。万華鏡のような色にきらめ
くこの明かりは、
ドアと隣接しているマスを薄暗く照らす。
死体：死体のあるマスは移動困難な地形である。
キャリオン・
クロウラーとアティアグが貪っている死体は、
ここ最近（ここ

な記憶とともに、冷たく湿った敷石の上で目覚めた。小さなろうそ

5日かそこら）のものである。部屋の死体は行方不明の村民

くの5つの明かり ― 君たちそれぞれの前に1本ずつ立ててある

たちであり、遺体は合わせて200gpを持っている。
これは、

― が、現在の状況を明らかにする。地下の洞窟。死臭が君たちの

ファウルスポーンが定命の者の貨幣に価値があるとは思

鼻腔を満たす。君たちはどうやってここに来たのか思い出せない。

わなかったためである。

どこからともなく遠い唸り声が響き渡る。部屋の向こう側にある
岩棚の上から、かすかな明かりが明滅している。部屋の隅から何
かを噛み砕き、咀嚼する音がする。

PCたちの装備は完全なままである。彼らは、どうやっ
てここに到着したかを知る間はなく、ファウルスポーン
の儀式が始まった。
〈自然〉判定 難易度17：吼える声は、
まるでドラゴンのようだ。
モンスターは視界外から遭遇を開始するので、それら
はまだ置かないこと。
キャリオン・クロウラーは、ろうそくの明かりの向う
で、腐敗した死体を楽しんでいる。
一方のアティアグは、新鮮な獲物を待ち構えるのに ス
パイング・アイを使い、死体の山の下から遭遇を開始す
る。もう一匹は、死体で満たされた穴で休んでいる。
PCたちが見ることができる時だけ、モンスターを戦場
に置くこと。当初、どのモンスターもPCへなにも関心を
向けないが、戦術は下を参照すること。

モンスターの戦術
もしPCの誰かが、アティアグの３マス以内に近づいて
も気づかなかったら、用心しているアティアグは不意打
ちを得てテンタクル（触手）で攻撃する。その攻撃の直
後に、もう一匹のアティアグは隠れている穴の中から出
現し、戦闘に参加する。
マッド・レイスは、生前の体の残骸の中で眠っている
状態から遭遇を開始する。もしPCの誰かが移動して隣接
するマスに入るか、この遺体を触ろうとしたら、このレ
イスは遺体のあるマス（か、その隣のマス）に現れ、攻
撃する。このレイスは、自らの遺体から6マスを越えて
PCを追跡することはない。
キャリオン・クロウラーは、自身がPCの攻撃を受け
るか、またはレイスかアティアグが戦闘をはじめるまで
PCたちを無視する。
キャリオン・クロウラーは、アティアグと食糧を取り
合うよりも、離れた位置の目標を目指す方を好む。キャ
リオン・クロウラーは、PCの誰かを朦朧状態にするか気
絶状態にしたら、静かな食事を取るためにそのPCを隅へ
引きずって行こうとする。



径２マスの薄暗い照明を提供する。

岩棚：これらの10フィートの高さがある岩がちな岩棚に登る
ことは、
どちらも難易度15の〈運動〉判定を必要する。
穴：この部屋には2つの10フィートの深さの穴が穿たれてい
る。一方は空である。
もう一方は、ほとんど上の淵まで死体
で一杯になっている。
アティアグはこれらの死体の下で眠
る。
アティアグが外に這い登ったら、穴は10フィートの深さ
になる。
縦穴：2マス四方の縦穴（マップには描かれていない）は、
PCの開始位置の上の天井にある。
それは“さびしさ塔”の地
下室につながっている。
マッド・レイス(W)

レベル6

制御役

中型・シャドウ・人型（アンデッド） XP250
イニシアチブ＋8 感覚〈 知覚〉＋6；暗視
マッド・ウィスパーズ／狂える囁き
（［精神］）：オーラ3；
聴覚喪失状態のクリーチャーは完全耐性；範囲内でターンを
開始した敵は皆、5点の［精神］
ダメージを受け、次のその敵の
ターンの開始時まで幻惑状態になる。マッド・レイスが［光輝］
ダメージを受けると、
このオーラはマッド・レイスの次のター
ンの終了時まで無効化される。
hp：54；重傷値：27
AC18；頑健15、反応18、意志17
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10、非物質的；
脆弱性：［光輝］5（マッド・ウィスパーズ の項も参照のこと）
移動速度：飛行6（ホバリング）；位相移動
mタッチ・オヴ・マッドネス／狂気の接触
（標準；無限回）◆［精神］
＋8 対 意志；1d6＋5の［精神］
ダメージ。目標は意志防御値に－
2のペナルティを受ける
（セーヴ・終了）。
M タッチ・オヴ・ケイオス／混沌の接触
（標準；再チャージ 5 6）◆
［精神］
＋9 対 意志；2d6＋4の［精神］
ダメージ。目標はフリー・アクション
として、
自分の移動速度までの移動を行ない、一番近くの味方
に1回の基礎攻撃を行なう。
スポーン・レイス／同族作り
マッド・レイスに殺されたあらゆる人型クリーチャーは、マッド・レ
イスの次のターンの開始時に、そのクリーチャーが殺された時
にいたマス（あるいは一番近くの何ものにも占められていない
マス）において、
自由意志を持つ新たなマッド・レイスとして蘇
る。死亡したクリーチャーを（レイズ・デッドの儀式によって）
蘇生させても、
この新たなマッド・レイスは破壊されない。
属性：混沌にして悪 言語：共通語
技能：〈隠密〉＋13
【筋】6（＋1） 【敏】20（＋8） 【判】6（＋1）
【耐】12（＋4）【知】11（＋3） 【魅】19（＋7）

大型・異形・野獣

レベル7

制御役

アティアグ (O)

XP300

大型・自然・野獣

イニシアチブ＋6 感覚〈 知覚〉＋5；暗視
hp：81；重傷値：40
AC20；頑健19、反応18、意志17
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）
m テンタクルズ／触手
（標準；無限回）◆［毒］
間合い2；＋10 対 頑健；1d4＋5ダメージ、目標は継続的［毒］
ダメ
ージ5を受け“減速状態”となる
（セーヴ・両方とも終了）。
セーヴ失敗・1回目：目標は“減速状態”の代わりに“動けない
状態”となる
（セーヴ・終了）。セーヴ失敗・2回目：目標は
“動けない状態”の代わりに“朦朧状態”となる
（セーヴ・終了）。
キャリオン・クロウラーの麻痺の力を持つテンタクルズに対
して行なうセーヴィング・スローには－2のペナルティが課せ
られる。
M バイト／噛みつき
（標準；無限回）
＋12 対 AC；1d10＋5ダメージ。
属性：無属性 言語：－
【筋】20（＋8）【敏】16（＋6） 【判】14（＋5）
【耐】17（＋6）【知】2（－1） 【魅】16（＋6）

レベル7

兵士役
XP各300

イニシアチブ＋5 感覚〈 知覚〉＋11；暗視
アティアグ・ステンチ／アティアグの悪臭：オーラ1；範囲内の生き
ている敵は攻撃ロールに－2のペナルティを受ける。
hp：82；重傷値：41
AC23；頑健22、反応16、意志19
完全耐性：［病気］
移動速度：5、水泳5
m テンタクル／触手
（標準；無限回）
間合い3；＋12 対 AC；1d8＋6ダメージ。目標は2マス引き寄せられ、
つかまれる
（脱出するまで）。
M ディジーズド・バイト／病気持ちの噛みつき
（標準；無限回）◆［病気］
＋12 対 AC；1d10＋6ダメージ。目標は汚穢熱（下記参照）にか
かる危険性が生じる。
スパイング・アイ／覗き見
アティアグは濁った水やごみなどの中に潜って眼柄だけを外に出
すことができる。そうしている間、
アティアグは〈隠密〉判定に
＋10のボーナスを得るが、同時に“動けない状態”になる。
属性：無属性 言語：－
技能：〈隠密〉＋8（スパイング・アイ使用中は＋18）
【筋】22（＋9）【敏】11（＋3） 【判】16（＋6）
【耐】18（＋7）【知】1（－2） 【魅】5（±0）

E n co u n t e r 1 : A R u d e Awa k e n i n g

キャリオン・クロウラー(C)



遭遇2： ドラゴンに同情するか？
遭遇レベル7（1,500 XP）
この遭遇はPCたちに選択を迫る： 閉じ込められたモン
スターの弱点を突いて、それを倒してしまうか、痛まし
い罠から解放して慈悲を示すか。
アダルト・ホワイト・ドラゴンについての経験点（XP）
の報酬は、開始時の不利があるため低めになっている。

セットアップ
イシリクス（アダルト・ホワイト・ドラゴン(D)）
PCたちが、この部屋に通じているトンネルに入る時に
以下を読むこと：
激しい吼え声が、君たちの前にあるトンネルの下ったところか
ら響いている。

〈看破〉判定（難易度17）
：吼えているクリーチャーは、苦し
みに囚われているように聞こえる。
〈自然〉判定（難易度12）
：吠える声は、
ドラゴンのように聞
こえる。
PCがこの洞窟に入る時に読むこと：
つららは髪のようにねじれ、場所によっては直角に曲がって
いる。間違ってはめたパズルのピースのように、不完全なものを
組み合わせた岩石が敷き詰められている。ねじれた形に流れる
氷の川が、
フロアのほとんどを覆っている。
壁を背にして巨大な白いドラゴンがとぐろを巻き、激怒から
か大咆哮を上げている。君たちを見ると、咆哮は低い唸りに変
わる。

〈魔法学〉判定（難易度17）
：次元界の影響による魔法的な
穢れは、
まれにこのようなゆがみを作り出す。
〈知覚〉判定（難易度12）
：ドドラゴンは、部分的に壁と一体
化してしまっている体の1/4ほどを、翼と尾で隠そうとして
いる。

ドラゴンのロールプレイ
壁によって制限されているが、イシリクスは困惑と怒
りから、好戦的で自慢に満ち、自信があるように装う。
彼女は次のようなことを言う：
「おお、いま誰か来たのかえ？ そなたらは何者ぞ？ 哀れ
なヒューマノイドよ！」
「おぬしら、偉大なイシリスクを前にして立っていようとは、
こうべ

まことに厚顔！頭を垂れよ！」

PCが攻撃するならドラゴンは報復し、続いて戦闘にな
る(「モンスターの戦術」を見ること）。しかしながら、
彼女が自分から戦闘を始めることはない。PCが会話で注
意を引くなら、彼女は次のように提案する：
「おぬしらと取り引きをしようではないか。わらわを解放する
手段を見つけておくれ。
さすれば、わらわはおぬしらをむさぼる
のはよそうではないか。」



もしPCたちがイシリクスを助けることに合意するなら
ば、10ページで説明している、このドラゴンを解放する
技能チャレンジを開始すること。

モンスターの戦術
イシリスクがレンチ・フリーを使うまで、彼女は“拘束
状態”である（これは彼女が動けない状態で、戦術的優位
を与え、攻撃のロールに－２のペナルティを受け、引き
寄せ、押しやり、横滑りといった強制移動はされないこ
とを意味する）。
2マス以内に接近するどのような相手に対してでも、イ
シリスクはドラゴンズ・フューリィを使う。彼女は少なく
とも2人のキャラクターを捉えることができるなら、ブレ
ス・ウェポンを使う。さもなければ、壁に彼女自身の体を
ぶつけることで、つららの落下よってアイシー・レインを
作り出す。
イシリスクが最初に重傷となったとき、彼女は怒り、レ
ンチ・フリーを使う。彼女の次のターンがきたら、彼女は
フライトフル・プレゼンスを使い、必要なら敵のグループ
の中央にまず移動し、アクション・ポイントを消費してブ
レス・ウェポンを使用する。
イシリスクが最初に重傷になった時に、彼女がすでに壁
から自由な状態であったら、彼女は単にブレス・ウェポン
を再チャージするためレンチ・フリーを使う。
イシリスク
アダルト・ホワイト・ドラゴン

レベル9 単独 暴れ役

大型・自然・魔獣（ドラゴン）

XP2,000*

イニシアチブ＋5 感覚〈知覚〉＋11；暗視
hp：408；重傷値：204；アイシー・レイン も参照。
AC23；頑健26、反応21、意志22
抵抗：20［冷気］
セーヴィング・スロー：＋5
移動速度：7（氷渡り）、飛行7（ホバリング）、野外飛行10
アクション・ポイント：2
m バイト／噛みつき
（標準；無限回）◆［冷気］
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋5ダメージに加え1d10［冷気］
ダメ
ージ（機会攻撃の場合は、
さらに追加で1d10［冷気］
ダメージ）。
m クロー／爪
（標準；無限回）
間合い2；＋12 対 AC；1d8＋5ダメージ。
M ドラゴンズ・フューリィ／竜の怒り
（標準；無限回）
ドラゴンは2回のクロー攻撃を行なう。両方のクロー攻撃を同一の
目標にヒットさせた場合、その同じ目標に対して1回、バイトで
の攻撃を行なう。
Cブレス・ウェポン／ブレス攻撃（標準；再チャージ 5 6）◆［冷気］
近接範囲・噴射5；＋10 対 反応；4d6＋6［冷気］
ダメージ、
さらに
目標は減速状態および弱体化状態になる（セーヴ・両方終了）。
Cフライトフル・プレゼンス／畏怖すべき存在
（標準；遭遇毎）◆［恐怖］
近接範囲・爆発5；目標は敵のみ；＋10 対 意志；目標はこのドラ
ゴンの次のターンが終了するまで朦朧状態になる。
後効果：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）。
aアイシー・レイン／氷塊の雨（標準；無限回）◆［冷気］
遠隔範囲・爆発１・10マス以内；＋10 対 反応；1d10＋4の[冷
気]ダメージ。
レンチ・フリー（即応・対応；最初に重傷となった時；遭遇毎）
イシリクスの動けない状態は終了し、彼女は50ポイントのダメー
ジをうけ、
アイシー・レイン による攻撃を２回発生させて、
彼女は壁から離れて自由になる。イシリスクのブレス・ウェポ
ン のパワーは再チャージされる。
属性：悪
言語：竜語、共通語
技能：〈運動〉＋19
【筋】20（＋9） 【敏】12（＋5） 【判】14（＋6）
【耐】22（＋10）【知】12（＋5） 【魅】10（＋4）

部屋全体を照らしている。夜目を備えていないか光源を持
たないPCは、敵が遮蔽を得ているかのように攻撃ロール
に－２のペナルティを受ける。
橋：橋の木製の板は反っているが、頑丈ではある。橋のそれ
ぞれのマスは50のヒットポイントを持っている。
天井：天井は20フィートの高さであり、つららと石筍が散りば
められている。
イシリクスがアイシー・レインのパワーを使

う時には、
これらが崩壊して地面に降り注ぐ。
凍結した足場：川のマスは水が凍結している。このマスは
移動困難な地形である。
このマスに立っている間に攻撃が
ヒットしたキャラクターは、そのマスで伏せ状態に陥る。
ドラ
ゴンの氷渡りの能力は、
この効果からドラゴンを保護する。
瓦礫：凍結した川が壁から出現する部分は、崩壊したトンネ
ルの痕跡である
（イシリスクがかつてここへやってくるとき
に使い、彼女はここから巣を去る）。
もし解放されたなら、彼
女はダンジョン外部へ続く穴を掘り始める
（そして、その仕
事は数時間かかるけれども、PCたちが同じ方法で脱出する
ことを可能にする）。

たくわ

イシリスクの貯 えは、部分的に彼女の体の下に隠され

ている。
PC たちは、ヘビー・チェスト（2,500sp、グループのキャ
ラクターごとに１個のタレント・シャードが入っている）、
氷の中で半分凍った小さな宝石３つ（各 50gp 相当）、そ
れにさび付いた鉄の鍵（エリア 1 のドアを開けることが
できる）が２つついた金属の輪、を見つけることができる。
狡猾なキャラクターは、ドラゴンを自由にするのに乗
じて盗もうとするかもしれない。難易度 24 の〈盗賊〉判
定（標準アクション）で、隣接するキャラクターが、宝
石かキー・ホルダーを盗むことができる。５以上の差で
失敗した場合、イシリスクは失敗した窃盗に気づく。
これは技能チャレンジにおいて 1 回の失敗としてカウ
ントし、技能チャレンジにおける次の判定に－４のペナ
ルティを課す。

E n co u n t e r 2 : S y m pat h y f o r t h e D r ag o n ?

照明：ゆがんだ結晶性の構造体の層が青い光を薄暗く放ち、

宝物

Chippy

エリアの説明



ドラゴンを解放する
ドラゴンを攻撃しないと決めたPCは、彼女を罠から解
放するために機転と筋肉を使わなければならない。
レベル：9（1,600 XP）
複雑度：4（3回の失敗の前に10の成功が必要）。
主要な技能：〈〈威圧〉、〈運動〉、〈地下探険〉、
〈治療〉、〈盗賊〉、〈魔法学〉
〈魔法学〉
（難易度16；(副次技能として少なくとも１回の〈魔
法学〉判定の後）
：ドラゴンを罠にかけ、現実を捻じ曲げて
いる混沌の魔法の効果を打ち消すためには、PC各自は魔
法の才能を使う必要がある。
この判定は、
この技能チャレン
ジにおいて4回の成功を得るまで使うことができる。
〈運動〉
（難易度16）
：ドラゴンを壁から引き離すために、直
接的な力を使う。
この判定は、
この技能チャレンジにおける
成功を4つ得るのに使うことができる。2回の成功をしたら、
PCは継続するためには別の方法が必要であることに気が
つく。以後のどのような形でも
〈運動〉判定を行うことはドラ
ゴンに5ダメージを与え、
さらに失敗した場合は、技能チャ
レンジの失敗1回としてカウントする。
〈地下探険〉
（難易度16）
：PCは、ドラゴンを壁に捉えてい
る罠の弱点を発見し、彼女が部分的に自由を得られる
ことが可能になる。この判定は、この技能チャレンジ
において4回の成功を得るまで使うことができる。
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〈治療〉(難易度16）
：PCはイシリスクの苦痛を和らげる。彼
女が感じる不快感は軽くなり、
より話に耳を傾けるようにな
る。
この判定は、
この技能チャレンジにおいて4回の成功を
得るまで使うことができる。
〈威圧〉
（難易度21）
：PCは、
ドラゴンへの威圧をすることで
沈黙と協力をとりつける。
この判定は、
この技能チャレンジ
において1回の成功を得るまで使うことができる。
〈盗賊〉
（難易度16）
：ドラゴンが抜け出すのを手助けするた
めに、キャラクターは小さな壁の亀裂を広げる。この判定
は、
この技能チャレンジにおいて2回の成功を得るまで使う
ことができる。
副次技能：〈看破〉、〈交渉〉、〈知覚〉、〈はった
り〉、〈魔法学〉、〈歴史〉。
〈魔法学〉
（難易度16）
：PCはより詳細にイシリスクの状況を
調べ、近くにある彼方の領域の裂け目が、
この部屋の中の
現実を捻じ曲げたという罠の状態を明らかにする。
この判
定における成功は、技能チャレンジ（前述の主要な技能を
参照）において、パーティーにいるキャラクターが、技能チ
ャレンジそのものの成功のための〈魔法学〉の技能判定を
可能とする。
〈はったり〉
または〈交渉〉
（難易度14、
グループ判定）
：グル
ープはドラゴンを鎮めて、PCがより詳細に彼女の状態を調
査することを可能にする。
グループの半分が成功したなら、

として行われる
〈運動〉
〈地下探険〉
または〈盗賊〉の技能判

技能判定に＋4のボーナスを得る。
このボーナスは、PCの

定に＋4のボーナスを与える。
この〈知覚〉の技能判定の成

誰かが技能判定で失敗すると失われる
（このボーナスを取

否は、技能チャレンジの成功、
あるいは失敗にはカウントし

り戻すために、再度この技能判定を試みることはできる）。

ない。
またこの〈知覚〉の技能判定は最初の一度だけで、そ

〈歴史〉
（難易度19）
：PCは、北方で“氷爪”と呼ばれたアルヴ
ェイアトゥレースという、
イシリスクの祖先のドラゴンにつ

れより後に行う
〈知覚〉の技能判定の成功は、
この判定の結
果としない。

いて思い出し、
イシリスクの高名な祖先を思い出させるこ
とが容易であろうことに気がつく。
この情報を利用する
〈は
ったり〉
または〈交渉〉の判定は＋4のボーナスを得る。
この
〈歴史〉の技能判定の成否は、技能チャレンジの成功、
ある
いは失敗としてはカウントしない。
またこの〈歴史〉の技能
判定は最初の一度だけで、それより後に行う
〈歴史〉の技能
判定の成功は、
この判定の結果としない。
〈看破〉
（難易度14）
：PCはイシリスクの怒りの嵐を見透か
している。
：このドラゴンは否応無く援助を欲しているのだ
が、彼女自身のプライドがそれを許さない。
この事実を他
のPCと慎重に共有することで、
この技能チャレンジの終了

成功：PCたちはイシリスクを彼女が囚われている罠から解
放する。ドラゴンは報酬としてPCたちに彼女の宝物を与
える。そして彼女は、洞窟の凹んだところに、自分の
洞窟から出るための通路を掘り始める。

彼女がトンネル掘る時には、巣を壊し、彼女を閉じ
込めた超自然的な大異変についてイシリスクは説明す
る。実際は、彼女は何が起きたかについて確信しては
いないが、近くに奇妙な存在がいることには気づいて
おり、その場所を教える。

F r ee i n g t h e D r ag o n

1回の成功と、
この技能チャレンジに関する他のすべての

「大地が変動してから、正常に戻ったとは思えぬ。」
失敗：イシリスクはPCたちを攻撃する。

まで
〈交渉〉
と
〈治療〉の判定にそれぞれ＋2のボーナスを
得る。
この〈看破〉の技能判定による成否は、技能チャレン
ジの成功、
あるいは失敗としてはカウントしない。
またこの〈
看破〉の技能判定は最初の一度だけで、それより後に行う
〈
看破〉の技能判定の成功は、
この判定の結果としない。
〈知覚〉
（難易度19）
：PCは、
ドラゴンを壁に捉えている罠の

Lars Grant-West

潜在的な弱点に気づく。
これは、
この技能チャレンジの一部
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遭遇3： 渦巻く狂気
彼方の領域の裂け目は、PCが進むべき先の現実の最中

のターンにおいて役に

に流出口を作り出した。狂気の海は、現実のあり方を乱

立つ主要技能を示してある。ロールした後、斜体のテキス

し、まるで夢のような ― あるいは悪夢のような ― 世界

トを読み上げて、そこで使うことができる、ふさわしい技

を造りだす。

能についてプレイヤーに知らせること。

キャラクターがこの岩だなの上へ登った時に読むこと：
君たちの目の前で、光とエネルギーの渦がトンネルを満たし、
うねり、乱れる。その周囲の石壁と床さえ、ねじれ、ゆがんで見え
る。通過するためには、すこしばかり渦に踏み込む必要がある。

〈魔法学〉判定（難易度12）
：君はこの渦の中に、彼方の領域
の影響を感知するが、それが真のポータルであるとは考え
ない。
これを通過しても、生き残ることは可能だ。

Worldwide D&D Game Day において

もし君が、アドベンチャーを終了させるべき時間ま
での残りが2時間を切っているなら、この技能チャレ
ンジを複雑度2、経験点500XPとして、3回の失敗の前
に6回の成功が必要だとしてもよい。

それぞれの主要技能の判定には標準アクションを必要と
する。この判定は必ず行うというものではないが、PC が
突き進んでいる危険を避けるため、PC が賢い選択肢を考
え出さない限り、判定を試みないことはそれに失敗するの
と同じ結果をもたらす。
技能チャレンジにおける失敗としてカウントすること
に加えて、技能のデータの中で示されるように、失敗し
た主要技能での判定は、それぞれに、また別の負の効果
をPCにもたらす。
副次技能：〈看破〉、〈はったり〉、〈魔法学〉。
PCそれぞれは、この技能チャレンジの間に1回まで、
ここにリストされた副次判定のそれぞれを試みることが
できる。副次技能判定の成功は、技能チャレンジそのも
のを完遂させるための成功としてはカウントしない。
〈魔法学〉
（難易度17;マイナー・アクション、遭遇に1回）
：

狂気を突き抜ける道

“さびしさ塔” の下の洞窟を探検し続けるには、PC たち

は狂気の渦を無理に通り抜るという、精神、身体、および
魂の試練を受けなければならない。
先頭を務めている PC が流出口に踏み込むのと同時に、
イニシアチブをロールさせ、それが戦闘遭遇であるかのよ
うにラウンド進行による技能チャレンジを実施すること。
PC たちはそれぞれ、流出口の中でターンの開始するの
ならば、
d8 をロールし、
“狂気の浅瀬” テーブルを参照して、
このターン時点での流出口の狂気の状態 ― そして PC を
守ることのできる技能またはアクション ― を決定する。
PC がこの技能チャレンジに成功するために必要とされ
る半分までの成功を収めた時には、彼らは流出口の、より

を発揮する。適切な狂気のテーブルで異なる結果が出るま
で、繰り返しロールをすること。
〈はったり〉
（難易度17;マイナー・アクション、遭遇に1回）
：
PCは、狂気に自身の策略で対抗し、そこを通過することを
納得させようとする。
この判定の成功は、PCがこのターンに
試みる、通常求められる主要技能の判定の代わりに
〈はっ
たり〉の技能判定で代用することを可能にする。
〈看破〉
（難易度17;マイナー・アクション、遭遇に1回）
：PCは、
異常な法則の状況を一瞬、見通す。
これは、PCのこのター
ンでの主要技能の判定に＋5のボーナスを与える。
成功：PCたちは流出口の中央にたどり着く。狂気によって招
かれるすべての進行中の状態は終了し、PCたちは遭遇毎

深く、より荒れた狂気に突入する。その時点からは、そ

パワーを取り戻し、彼らが、エリア4に出る前に小休息を取

れぞれの PC のターン開始時に d8 をロールして、“狂気の

ったかのように、回復力を使うことができる。PCが1回の失

深奥” テーブルを参照する。

敗か、失敗をせずに成功したならば、PC各自は回復力1を

しんおう

この技能チャレンジの間、PC たちは各自の存在とアク
ションを認識できるが、お互いに影響を与えることはでき
ない。
この技能チャレンジの中で、PC のうちの誰かがヒット
ポイントが 0 となった場合、要求されるどのような判定
にも自動的に失敗するが、
この技能チャレンジの終了まで、
死に近づくことはない。
レベル： 6（XP 1,250、または 750）
複雑度：５（3 回失敗するまでに成功 12 回が必要）ま
たは 2（3 回失敗するまでに成功 6 回が必要）
；詳細は次
段を見ること。
主要技能：それぞれの適切な狂気のテーブルには、PC
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PCは、目の前の狂気の現出を変えるに十分な魔法の才能

取り戻す。
失敗：流出口は、PCたちをエリア4に出現させる。小休息に相
当する機会はない。効果どおりに終了するまで進行中の状
態は続き、PC各自はまた、回復力を
（あるいは、PCが回復力
を残していないなら、PC各自は回復力値と同じだけ、
ヒット
・ポイントを）失う。

１．〈軽業〉または〈運動〉（難易度 15）： 悪夢は堅固に

なり君を押しつぶす。君は、それを飛び越えるか回り込ん
で回避しようとする。
失敗：キャラクターは幻惑状態となる（セーブ・終了）。

２．〈魔法学〉（難易度 10）： 君の周囲で、エネルギーの

雲がうねり、パチパチ音を立てる。君は、雲を晴らすため
の魔法についての理解を得ることができる。
失敗：キャラクターは、3d6 の［火］かつ［電撃］ダメー
ジを受ける。

３．〈はったり〉または〈交渉〉（難易度 15）： 魔法的な声

を持つ悪意に満ちた彫像が君を取り囲み、君の名と目論
見を尋ねる。君は、君を通過させる利点を彼らに納得させ
ることを試みる。
失敗： キャラクターは技能判定に－ 2 のペナルティを受
ける（セーブ・終了）。

４．〈地下探険〉（難易度 10）： 狂気は、迫る壁で君を取

り囲み、周囲を暗い迷路に変える。君は出口を見つけよう
とする。
失敗： キャラクターは 3d6 の［精神］ダメージを受ける。

5．〈持久力〉（難易度 10）
：空気は炎となり、毒ガスと化す。

君は煤煙に抵抗しようとする。

失敗： キャラクターは回復力１を失う。

６．〈知覚〉（難易度 10）： 暗闇が君を包み込む。君は安

全を求めて手探りする。

失敗： キャラクターは技能判定に－ 2 のペナルティを受
ける（セーブ・終了）。
７．〈宗教〉（難易度 10）： 怒りの天使が君の前に現れ、

君が適切な祈りをささげられなければ、すみやかな復讐を
約束する。君は、心から祈るために君の信仰を活かすこと
ができる。
失敗： キャラクターは 3d6 の［光輝］ダメージを受ける。

８．〈盗賊〉（難易度 10）：「あなたの欲望、またはあなた

しんおう

狂気の深奥（ターンごとに 1d8 をロール）

１．〈軽業〉または〈運動〉（難易度 17）：君はスパイクが

生えている森へ転落する。君は身体をひねってそれを回避
する。失敗： キャラクターは 3d6 ダメージを受け、幻惑
状態となる（セーブ・終了）。
２．〈魔法学〉（難易度 12）：気が狂わんばかりの絶叫の
衝撃が、君の精神を貫く。君は、悲鳴が有害ではないと
自らに言い聞かせる。
失敗： キャラクターは 3d6［精神］ダメージを受け、“狂
気の深奥” テーブルをもう一度ロールしなくてはならない
（新たな判定での成功は、技能チャレンジを完成すること
に役立つ）。
３．〈治療〉（難易度 12）：君の身体じゅうに傷があらわれ、

君はそこからの流血を止めようとする。

失敗： キャラクターは 6d6 ダメージを受ける。

４．〈看破〉（難易度 12）：君が負っている過去の罪が、君

の魂を食い荒らす。君は、君のその行動についての正当
性を、君自身に納得させようとする。

失敗：キャラクターは、技能判定への－２のペナルティと、
５の継続的［精神］ダメージを受ける（セーブ・終了）。
５．〈威圧〉（難易度 12）：燃え立つ幽霊が、君のもとにぼ

んやりと現れ鉤爪を振り上げる。君は武力を誇示して、そ
れを避けようとする。

失敗：継続的［火］ダメージ 10（セーヴ・終了）を受ける。

６．〈自然〉（難易度 12）：狂気は、牙を生やし切り裂く木

が守っている、折れ曲がった森の道と化す。君は、自然
が見せるこの面と親交を交わし、道を歩くことを試みる。

失敗： キャラクターは 3d6 のダメージを受け、幻惑状態
となる（セーブ・終了）。

やまい わずら

７．〈隠密〉（難易度 12）：君たちを捜して、病を患った百

もの目が異質な混沌の一部の中に現れる。君は周囲にと
け込み、やり過ごそうとする。

失敗：潜伏しているクリーチャーは攻撃を行い、3d6 のダ

の苦痛」という銘が刻まれた、鍵のかかった小箱が君の
前に出現する。君は、それを開くことを試みられる。

メージを与える。さらに避けようとする PC を狂気の中に

失敗： キャラクターは罠を作動させ、継続的［毒］ダメー

たな判定での成功は、技能チャレンジを克服することに役

ジ 5（セーヴ・終了）を受ける。

E n co u n t e r 3 : S w i r l i n g Ma d n ess

狂気の浅瀬（ターンごとに1d8をロール）

引き戻す。“狂気の深奥” で再度ダイスをロールする。（新
立つ）。
８．〈事情通〉（難易度 12）：見知らぬ街の何本もの通りが

君を中心にあちらこちらへ伸び、悪漢の群れで溢れかえっ
ている。君は、危険を最も避けられそうな道を選ぼうとする。
失敗： キャラクターは、野蛮な仕打ちに耐えざるを得ず、
6d6 ダメージを受ける。
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遭遇4： 牙を持つ長虫の巣
遭遇レベル6(1,300 XP)
グリックのボスを含むグリック4匹が、エリア5にある
彼方の領域の裂け目を通って出現した。現在、裂け目を
広げようと試みているファウルスポーンのために、グリ
ックは護衛を勤めている。

エリアの説明
照明：部屋の周囲のゆがんだ水晶は、薄暗い青い光を部屋
全体に投げかけている。
酸の水たまり：難易度12の〈地下探険〉の技能判定に成功し
たPCは、1フィートの深さの水たまりが水ではなく酸による
ものだとわかる。誰かが隣接するか、踏み込むか、調べよ

Worldwide D&D Game Day において

もしアドベンチャーを終了すべき時間までの残りが
2時間を切っているなら、この部屋はクリーチャーと
宝物はないことにして、代わりに遭遇5に進むこと。

うとすると、酸の水たまりはそのキャラクターのターンの開
始時に5の［酸］
ダメージを与える。水たまりの底には、希少
で高価だと思われる水晶が12個突き出している(「宝物」
参照）。
ねじられた岩：移動困難地形として、マップに印がついたマ
スは、床から突き出ているねじられた形をした岩を表して

セットアップ
グリック(G)		
グリックのボス(A)

3匹
1匹

流出口がPCたちを下に排出したら読むこと：
君たちは、新たな部屋の床へ落下して衝撃を受けるまで、夢
の中を落下し続けるかと思えた。壁の中の水晶の結晶が柔ら
かく光り、
この歪んだ洞窟を照らしている。ねじれた枝のような

いる。

宝物
貴重な結晶が12個、酸の水たまりの底から突き出して
いる。各水晶は50gp相当の価値がある。ひとつの水晶の
結晶を拾うことはマイナー・アクションと難易度7の【
筋】判定を必要とする。PCは、酸によるダメージを多く
受けることを避けるため、迅速に働く必要がある。

石筍が、床から突き出している。4匹の牙をもった巨大な長虫
― そのうち一匹のサイズは馬ほどもあ
る ― が、その強靭そうな身体
で、岩の柱をつかんでいる。

〈魔法学〉判定
難易度17：このような歪
みは、彼方の領域に
つながる裂け目によ
ってしばしば引き起こ
される。
〈知覚〉判定
難易度17：君はどこか
遠くから、異質な言葉で
発されているような、は
っきりしない唱和を耳
にする。

空腹なグリックたち
は、PCを取り囲んで攻
撃する。いったん戦闘
に突入したら、それらの
グリックは、機会攻撃を
引き起こすことになって
も、可能な限り挟撃しよ
うとする。
アルファ・グリックが
PCをつかんだら、他のグ
リックはつかまれた敵を
集中攻撃する。
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Pete Venters

モンスターの戦術

中型・異形・野獣

レベル7

暴れ役
XP各300

イニシアチブ＋4 感覚〈知覚〉＋10；暗視
hp：96；重傷値：48
AC19；頑健19、反応14、意志15
抵抗：“対 AC ”の効果に対して5
移動速度：6、登攀4
mテンタクル・レイク／触手の引っかき
（標準；無限回）
＋10 対 AC；2d6＋4ダメージ、および継続的ダメージ5（セーヴ・
終了）。
エキスパート・フランカー／挟撃の名人
グリックは自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋2のボー
ナスを得る。
属性：無属性 言語：－
技能：〈隠密〉＋9、〈持久力〉＋11
【筋】18（＋7） 【敏】13（＋4） 【判】14（＋5）
【耐】16（＋6） 【知】2（－1） 【魅】7（＋1）

グリックのボス レベル9（A）
大型・異形・野獣

暴れ役（指揮）
XP400

イニシアチブ＋5 感覚〈知覚〉＋11；暗視
hp：116；重傷値：58
AC21；頑健22、反応17、意志18
抵抗：“対 AC”の効果に対して5
移動速度：7、登攀4
mテンタクル・レイク／触手の引っかき
（標準；無限回）
間合い2；＋13対AC；2d8＋5ダメージ、目標はつかまれ（脱出す
るまで）、かつ継続的ダメージ5を受ける
（セーヴ・終了）。
M ヴィシャス・バイト／激しい噛みつき
（標準；無限回）
つかんでいる目標に対してのみ；自動ヒット；1d8＋5ダメージ。
エキスパート・フランカー／挟撃の名人
グリックは自分が挟撃している敵に対する攻撃ロールに＋2のボー
ナスを得る。
ピニング・グリップ／押さえこむ触手
このグリックの味方は、
このグリックがつかんでいる敵に対する攻
撃ロールに＋2のボーナスを得る。
属性：無属性 言語：－
技能：〈持久力〉＋12、〈隠密〉＋10
【筋】20（＋9）【敏】13（＋5） 【判】15（＋6）
【耐】16（＋7）【知】2（±0） 【魅】7（＋2）

E n co u n t e r 4 : Nes t o f Fa n g e d Wo r m s

グリック（G）
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遭遇5：垣間見の彼方の領域
エリアの説明

遭遇レベル7(1,550 XP)

照明：裂け目は瞬いて生きているかのように明滅して、部屋

セットアップ
ファウルスポーンのおぞましきもの(G)
ファウルスポーンの切り裂き魔(M)
無秩序の裂け目				

を明るく照らしている。独立した明かりをもたないクリーチ
1体
2体
1つ

ャーは、5マスより離れた場所から遠隔攻撃をする場合に遮
蔽を得る。
無秩序の裂け目：彼方の領域へのポータルは、一辺が3マス
である。
それはエネルギーの渦によって波打ち、
こちらの世

三人組のファウルスポーン ― 彼方の領域が生み出した
悪夢 ― は、囚われた者たちの死による生命のエネルギー
をつかって、次元の裂け目を広げ、想像を絶する破壊を
この地方にもたらそうとしている。
PC たちがこの洞窟に入る時に読むこと：
無秩序な現実のねじれはここで悪化する。天井は水のように
波打ち、空中に巨大な穴が浮かび、なにと言えない色が漂い、異
質な領域のイメージが神経を逆なでする。
3体の人型になりそこなったようなクリーチャーたちが穴のこ
ちら側に立ち、意味がわからない歌を、早口で歌い続けている。

〈魔法学〉判定
難易度12：巨大な穴は彼方の領域への裂け目である。
〈魔法学〉
または〈看破〉判定
難易度12：そのクリーチャーたちは、ポータルを拡大するため
に儀式を執行している。
難易度17：この儀式を止めれば、おそらく裂け目は自ら崩壊
する。
〈地下探険〉判定
難易度10：穴のまわりに集まっているクリーチャーたちは、彼
方の領域を故郷とするファウルスポーンであろう。
〈宗教〉判定
難易度17：君はこの部屋で精神的存在を感知する……猛威
をふるい、復讐を熱望しているものを。

モンスターの戦術
ファウルスポーンは、PCたちを見るとその場で儀式を
中断し、先頭にいるPCにボーン・ダガーを投げる。ファ
ウルスポーンたちは、（挟撃か、あるいはスピリット・オ
ヴ・レイジの影響を受けたキャラクターに攻撃をするかに
関わらず）戦術的優位を得ることができ次第、ダガー・ダ
ンスのパワーを使用する。「エリアの説明」を参照。
ファウルスポーンのおぞましきものはマインド・ワーム
をまず使用し、減速状態の敵に対してはウィスパーズ・オ
ヴ・マッドネスを温存する。可能であれば遮蔽をとる。
それぞれのファウルスポーンはマイナー・アクションを
消費して、毎ラウンドに儀式を継続する。かれらは、遭遇
の間は儀式を完成させることはできない。だが、少なくと
も1体が唱え続ける限り、裂け目は開いたままである。
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界へ無秩序の力による混沌の突風を放つ。
詳細は無秩序の裂け目のデータ・ブロックを参照。
岩棚：これらの5フィートの高さの荒い斜面を登るか這い降り
るには、難易度8の〈運動〉の技能判定の成功と2倍の移動
力を必要とする
スピリット・オヴ・レイジ：スピリット・オヴ・レイジがいる死体
に隣接している異形ではないキャラクターは、そのターン
の開始時に1d6をロールする。
その出目は、そのキャラクタ
ーの次のターンの開始時まで、攻撃のロールとダメージの
ロールに加算される。
しかし、
このボーナスが続いている限
り、ボーナスを得ているキャラクターは戦術的優位を与えて
しまう。

宝物
以前に犠牲になった死体が身に着けているのは、一組の
マジック・アイテムである。：スケイル・アーマー・オヴ
・アイズ＋2、とクイック・ストライク・気・フォーカス
＋2。
ファウルスポーンの切り裂き魔 (M)
中型・異形・人型

レベル8

遊撃役
XP各350

イニシアチブ＋9 感覚〈知覚〉＋7；夜目
hp：86；重傷値：43；ダガー・ダンスも参照
AC22（重傷時は24）；頑健19、反応20（重傷時は22）、意志19；マン
グラーズ・モビリティも参照
移動速度：7（重傷時は9）
mボーン・ダガー／骨のダガー
（標準；無限回）◆［武器］
＋13 対 AC；1d4＋3ダメージ。
M ダガー・ダンス／ダガー乱舞
（標準；初めて重傷になった時に再チャージ）◆［武器］
切り裂き魔は“骨のダガー”による4回の攻撃を行ない、1回1回の
攻撃の後にそれぞれ1マスずつシフトする。
Rボーン・ダガーズ／骨のダガー 2丁投げ（標準；無限回）◆［武器］
切り裂き魔は骨のダガーによる2回の攻撃を行なう。遠隔5 ／
10；＋13 対 AC；1回ヒットするごとに1d4＋3ダメージ。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
切り裂き魔は自分が戦術的優位を有する敵に対しては常に追加で
2d6ポイントのダメージを与える。
マングラーズ・モビリティ／切り裂き魔の強行突破
切り裂き魔は移動によって機会攻撃を誘発したさい、その機会攻
撃に対するACに＋5の種族ボーナスを得る。
属性：悪 言語：深淵語、テレパシー 10
技能：〈運動〉＋10、〈隠密〉＋12
【筋】13（＋5）
【敏】17（＋7）
【判】6（＋2）
【耐】14（＋6）
【知】10（＋4）
【魅】14（＋6）
装備：ダガー×8

小型・異形・人型

レベル8

制御役
XP350

イニシアチブ＋8 感覚〈知覚〉＋5；夜目
hp：87；重傷値：43
AC22；頑健19、反応21、意志20
移動速度：4、瞬間移動4
mクロー／爪
（標準；無限回）
＋13 対 AC；1d4＋4ダメージ、目標は減速状態になる
（セーヴ・
終了）。もし既に減速状態なら幻惑状態になる（セーヴ・終了）。
Rマインド・ワーム／精神に食い入る虫（標準；遭遇毎）◆［精神］
遠隔10；＋10 対 意志；目標は意志防御値に－2のペナルティを
受け、減速状態になる
（セーヴ・両方とも終了）.
Rウィスパーズ・オヴ・マッドネス／狂気のささやき
（標準；再チャージ 56）◆［精神］
遠隔5；聴覚喪失状態のクリーチャーはこれに対して完全耐性を
有する；＋10 対 意志；4d6＋3［精神］
ダメージ、目標は減速
状態になる
（セーヴ・終了）。もし既に減速状態なら幻惑状態
になる
（セーヴ・終了）。
属性：悪 言語：深淵語、テレパシー 10
技能：〈隠密〉＋13
【筋】8（＋3）
【敏】19（＋8）
【判】3（±0）
【耐】15（＋6）
【知】11（＋4）
【魅】16（＋7）

ファウルスポーンのロールプレイ

ファウルスポーンは、攻撃の合間に深淵語で次のよ
うな発声で短く激しく罵る（カッコは発声の意味）。
「Klu taral viir!」(「裂け目に捧げてやる！」)
「Vut vut tii chaul!」(「死を！正気の者への死を！」)
「Frees nik!」(「邪魔をするな！」)

無秩序の裂け目
レベル 6 精鋭 砲台型
危険要因
XP 500
狂気のポータルは空中にかかっている。悪夢のクリーチャーたちは、
さか棘がついたつるをたどってポータルに達する。

危険要因： マップの上で示されるように、裂け目は9つのマスを占
める。
〈知覚〉
裂け目に気づくことには、
どのような判定も必要としない。
追加の技能：
〈魔法学〉か〈看破〉
◆ 難易度12： PCは、
ファウルスポーンがしている唱和が裂け目に
捧げられていることに気がつく。
◆ 難易度17： 儀式が停止したら、裂け目はおそらく崩壊する。
トリガー
無秩序の裂け目から4マス以内を移動する異形ではないクリー
チャーがいたら、それを1回攻撃する。この遭遇において他には、
裂け目はトリガーとなったキャラクターのターンの標準アクション
の終了時に、
この攻撃を繰り返す。
攻撃
機会アクション：5マス以内、爆発1
目標：爆発の範囲内の異形ではないクリーチャーすべて。
攻撃：＋9 対 反応
ヒット： 1d10＋5ダメージ。ダメージと副次的効果のタイプを決定
するために、
この攻撃でヒットを受けた目標それぞれに、個別に
1d6をロールする。
1―［酸］
ダメージ。目標は、
自身の次のターンの終了まで－2のペナ
ルティをすべて防御値に受ける。
2―［冷気］
ダメージ。目標は自身の次のターンの終了まで動けない
状態となる。
3―［火］
ダメージ。目標は、
自身の次のターンの終了まで盲目状態
になる。
4―［電撃］
ダメージ。目標は打ち倒されて伏せ状態になる。
5―［死霊］
ダメージ。目標は、
自身の次のターンの終了まで弱体化
状態となる。
6―［精神］
ダメージ。目標は、
自身の次のターンの終了まで幻惑状
態となる。
吸収
生けるクリーチャーが無秩序の裂け目に隣接した場所でターンを開
始した場合、1d10＋5の［精神］
ダメージを受け、回復力回数を1
失う。もしクリーチャーが裂け目に隣接したマスでhpが0になるか、
回復力が0になったら、直ちにそのクリーチャーは破壊され、彼方
の領域がクリーチャーを吸収する
（復活の魔法等は通常通り機能
する）。
対抗手段
◆ 無秩序の裂け目は、すべての攻撃に抵抗がある。だが、
まる1ラ
ウンドの間、最低でも1体のファウルスポーンのマイナー・アクショ
ンによる唱和がなければ、裂け目は閉じる。次の「結末」を参照。
◆ 5マス以内にいるキャラクターは、意志力を集め難易度17の〈魔
法学〉か〈宗教〉の技能判定（マイナー・アクション。1ターンに1回
まで）に成功することで、裂け目を弱体化させることができる。裂
け目は、そのキャラクターの次のターンの終了時まで弱体化状態
となる。

E n co u n t e r 5 : G l i m p se o f t h e Fa r Rea l m

ファウルスポーンのおぞましきもの（G）

結末
ファウルスポーンを倒すことは、儀式を失敗させる。
貪欲な裂け目は不安定となり、予告もなく突然、崩壊す
る。
その後、キャラクターたちはドラゴンがエリア2で掘り
始めたトンネルを通るか、エリア1にある“さびしさ塔”に
通じる昇降通路の近くの洞窟から、外へ出ることができ
る。
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