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イするようにデザインされたシーズン制のミニ・キャンペーンだ。
酬を得る上、さらに “名声ポイント” も獲得する。このポイントを貯
このプログラム限定の特別なD&Dフォーチュン・カードTM（D&D

D&Dエンカウンターズのプレイ・キットには、君がこのアドベン
チャーのDMをするのに必要なものがすべて含まれている。遭遇エ
リアのポスター・マップや、モンスター、冒険者たち、それに戦場に
おけるさまざまな効果（罠や危険要因、区域など）を示すためのトー
クン・シートもキットに入っている。以下の手順に従ってプレイの
準備を行なうこと。
最初のセッションのDMを行なう前に：
◆ 『冒険の背景』と『冒険の概略』のセクションに目を通し、物語の
大まかな流れをつかむ。
◆ 『セッション1：生存者たち』（P.9）を読む。別の時点から本章を
開始するのであれば、適切なセクションを読み、それまでに何が
起きたか理解しておく。
最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ すべてのプレイヤーが自分のPC（プレイヤー・キャラクター）を
持っていることを確認する。キットに含まれるキャラクターで
もいいし、D&Dのルールに従って自分で作成したものでもよい。
◆ プレイヤー全員にD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙（D&D
Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・キット
に含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで獲得し
た宝物、経験点（XP）、そして名声ポイントを記録する。
◆ オ ー ガ ナ イ ザ ー か ら セ ッ シ ョ ン 記 録 用 紙（session tracking
sheet）を受け取る。君のWPN（あるいはDCITM/RPGA）ナンバーと
共にプレイヤー全員のナンバーを記録すること。君やプレイヤー
の誰かがWPNナンバーを持っていない場合は、オーガナイザー
に頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。
セッション中：
◆ D&Dエンカウンターズの1回のセッションは1回の遭遇からなる。
その週のセッションとして登録した遭遇についてのみ、DMを行
なうこと。1遭遇にかかる時間は一般的に90分から2時間である。
◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プレ
イヤーがより楽しめるよう、君はDMとしてアドベンチャーに適
宜調整を加えることができる（次ページの『グループの変更』を参
照）。
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最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日
の状況を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一
日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、セッションとセッ
ションの間には回復しない。それらが回復するのは各章の終了
時のみである。プレイヤーたちがD&Dエンカウンターズ・プレ
イ記録用紙に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつける
こと。
◆ 宝物と経験点を与える。
プレイヤーが報酬をD&Dエンカウンター
ズ・プレイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。
◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。すべて
のDCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確実
に記載すること。
◆ 各プレイヤーが獲得した名声ポイントの合計をオーガナイザー
に報告する。オーガナイザーはその拠点の名声ポイント記録用
紙（Renown Point Tracker）に必要事項を記入する。
◆ DMを行なうために要した時間と発生させたイベントに基づいて
与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳細は、
君のオーガナイザーに確認のこと。
各章の最後のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、一日毎
パワーをすべて回復する。また、各人が保有するアクション・ポ
イントは1にリセットされる。
◆ 数セッションのDMを経験してしまえば、次のセッションの準備
は簡単だ。次のセッションに関する記述を読み通しさえすれば
準備完了である。

名声ポイント
D&Dエンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最
大のもののひとつが、名声ポイント（RP）である。これはプレイヤー
がセッション中、場合によってはセッションとセッションの間に成
し遂げたことに対して与えられるものである。名声ポイントはウィ
ザーズ・プレイ・ネットワークのそれぞれの拠点で記録が残され、
それが特定の域に達すると、そのプレイヤーは報酬を獲得する。
本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、『Drow Treachery』と
いう名の新たなD&Dフォーチュン・カードTMセットを使用する。こ
のフォーチュン・カードセットでは “裏切りカード”（Treachery
card）という名の新たな種別のカードを導入している。これらのカー
ドは他のフォーチュン・カードと同様に機能するが、サプリメント
『Menzoberranzan: City of IntrigueTM』（未訳）に記載された新オプ
ション、“評価” システムに対応している。プレイヤーはこのカード
を現在行なっているD&Dエンカウンターズのシーズン中に使用して
もよいし、次回以降のシーズンで使用することも、場合によってはそ
の両方で使用する事もできる。それぞれのカードは、通常、味方を犠
牲にした上で利益をもたらすものである。その詳細についてはカー
ドに記載してある。フォーチュン・カードの使用に関するルールは、
ブ ー ス タ ー・ パ ッ ク に 同 封 さ れ て お り、 ま たwww.
DungeonsandDragons.com(英語)でもオンラインでの確認がで
きる。
君はDMとして、各セッションの終了時に名声ポイントを与えなけ
ればならない。しかし経験点や宝物と異なり、各プレイヤーが獲得
した名声ポイントの総計は、セッション終了時、君がセッション記録
シートをオーガナイザーに返すときに、同時にオーガナイザーに報
告しなければならないものだ。するとオーガナイザーはそれを見て、
カードを獲得したプレイヤーがいるかどうか教えてくれる。
名声の獲得に必要な事項、その頻度、そしてポイントの値は下表の
通りである。

グループの変更
毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君に
はわからない。というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と
遊ぶことになる可能性もある。これまでのセッションのうち1、2回
に参加していないプレイヤーもいるかもしれないし、これまでは別
のDMのセッションに参加していたプレイヤーもいるかもしれない。
これは一向に構わない。新規のプレイヤーにはこれまでにどんなこ
とが起きているかをざっと説明すること。また、最後の大休憩から
これまでに、そのプレイヤーのPCが消費ずみのリソース
（回復力や
一日毎パワー等）
をきちんと記録しているかどうかを確かめること。
多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが
以前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現
在のセッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっている
というような場合、“現在のグループが” どのような決断を下してい
るかについて調べる。多数決を取り、結果が同数となった場合は
最も良い結果となっているものを採択する。例えば5人のプレイ
ヤーのうち3人が以前の遭遇でブラック・ドラゴンを殺していて、他
の2人は殺さなかったという場合、その週のセッションにおいては、
そのブラック・ドラゴンは殺されているものとして扱う。

名声ポイントの獲得
獲得に必要な事項
頻度 RP
1 回の遭遇を完遂する
セッション毎 3
新しいプレイヤーを連れてくる
セッション毎 2
終了時の “評価” が最も高い
セッション毎 １
名場面
1 ／章 2
1 体の敵に 15 以上のダメージを与える
1 ／章 2
1 回の攻撃で 3 体以上の雑魚を倒す
1 ／章 2
1 セッションで敵から 50 ダメージを被る
1 ／章 2
自分のキャラクターを作成する
シーズン毎 5
キャラクター・ビルダーでキャラクターを作成する
シーズン毎 5
終了時の “評価” が最も高い
シーズン毎 5
瀕死状態になることなく5 セッション以上を生き延びる シーズン毎 5
訳注：“セッション毎” は 1 セッションに最大 1 回まで、“1 ／章” は 1
章に最大 1 回まで、
「シーズン毎」は 1 シーズンに最大 1 回までこの手
段で名声ポイントを獲得できるということを意味する。
新しいプレイヤーを連れてくる：このポイントは、既存のプレイヤー
が、今までD&Dエンカウンターズに参加したことのないプレイヤー
（今シーズンおよびこれまでのシーズンを含めて）を1人連れてくる
毎に与えられる。
名場面：そのセッションでのプレイにおいて誰かが何か独創的な、
あるいは勇敢な、もしくは単に格好良いことをした場合、DMはこの
賞を与えることができる。また、他のプレイヤーたちに、これが賞に
値するかどうか投票させてもよい。
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ラクターにはドラウの社会的地位の尺度である “評価” が与えられる。

ランダムなアイテム



“評価”：『Drow Treachery』カードをプレイすることにより、キャ

特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従

パーティー内での “評価” が最も高い状態で1回のセッションあるい

うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選

は1回のシーズンを終了することにより、名声ポイントを獲得する。

択すること。カッコ内の数字は、表の下に示された当該アイテムの
出典を示している。

名声の報酬
20点のRPを獲得したプレイヤーは、Hands Off!（触れるな ！）とい
う名のD&D Drow Treacheryカードを獲得する。40点のRPに対して
はOverextended（過剰債務）、60点のRPに対してはI See What You
Did（貴様の所業は知っている）が与えられる。これらのカードは、そ
のカードの獲得に至った回の直後のセッションから使用できる。プ
レイヤーはこれらのカードを獲得した後に自分のフォーチュン・
カード・デッキに加えることができる。これらのカードはオーガナ
イザーから提供されるものであり、使用法や何枚ぐらい使えるかと
いった疑問についてはオーガナイザーに尋ねること。

宝物
キャラクターがこのミニ・キャンペーンを進めていく間には、金
貨や貴重品、それに魔法のアイテムといった宝物を獲得する機会が
ある。キャラクターたちが宝物を発見したときは、アドベンチャー
内に記載されている説明に従って処理すること。キャラクター間で
宝物を分けるには、以下のルールを用いる。本アドベンチャーに登
場する魔法のアイテムは、
『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ
墜ちた地の勇者』、『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダム
ズ 忘れられた王国の勇者』、および『モルデンカイネンの魔法大百
貨』に記載されている。
報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消費型でない魔

宝物表
d20 結果
1 ポーション・オヴ・ヒーリング 2 本（1、2）
2 ＋ 1 マジック・アーマー（1、2）
3 ＋ 1 マジック・ウェポン（1、2）
4 ＋ 1 アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2）
5 ＋ 1 マジック・ワンド、オーブ、スタッフ（1、2）
6 ＋ 1 セーフウィング・アミュレット（1）
7 シールド・オヴ・デフレクション（1）
8 ＋ 1 アミュレット・オヴ・ヘルス（2）
9 ＋ 1 デルヴァーズ・アーマー（2）
10 グラヴズ・オヴ・アジリティ（2）
11 ＋ 1 ウォーニング・ウェポン（3）
12 シヴァー・ストライク・アミュニション 2 つ（3）
13 ＋ 1 レッサー・クロークト・ウェポン（3）
14 ＋ 1 エボン・アーマー（3）
15 エリクサー・オヴ・インヴィジビリティ（3）
16 アイズ・オヴ・チャーミング（3）
17 フローティング・ランタン（3）
18 ＋ 1 ウェポン・オヴ・サラウンディング（3）
19 ＋ 1 ワンド・オヴ・イネヴァタビリティ（3）
20 もう 2 回ロールすること（再度 20 の目が出た際は再ロールすること）
1.『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』
2.『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』
3.『モルデンカイネンの魔法大百貨』

法のアイテムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取る
か決定する。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしいと
いうことになることが多いので、たいていの場合、その決定はそう難

戦術的配置

しくはない。そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイテ
ムを持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、君が

このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの配

指示すること。消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラ

置やキャラクターたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの

クターが2名以上いる場合、d20をロールすること。最も出目の大き

一例を提供している。それぞれの遭遇の戦術マップは、その遭

かったプレイヤーが新しいアイテムを受け取る。

遇のセットアップのほんの一例を示しているに過ぎない。モンス

アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、キャラクターの

ターや冒険者たちのトークンを配置するにあたって、マップ上に

中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティーは『ルール

示された場所では適当でないと思えた場合、君はその配置を変

ズ・コンペンディウム』P.277〜278に記載のルールに基づいて、そ

更することができる。君たちの冒険がどのように遊ばれてきたか

のセッションの終了時にそのアイテムを売却することができる。売

という物語の流れこそが、キャラクターやクリーチャーの配置を決

却益はパーティーのメンバーの間で均一に分配すること。
いつ装備を買えるのか？：キャラクターたちは、各章の開始時に装
備品を購入できる。

定する決め手となるべきなのだ。例えば、あるキャラクターがこっ
そりとモンスターたちの背後に回りこんだのであれば、そのプレイ
ヤーのトークンないしフィギュアを適切な位置に配置させるべき
なのだ。
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冒険の背景
君はキャラクター作成セッションの間に、以下の背景についてプ
レイヤーに対して読み上げてもよいし、プレイヤーをいきなり状況
の中に放り込み、何か質問が出てきたらそれに答えるという方法を
取ってもよい。『三大勢力』の項目を除き、以下の文章はすべてのド
ラウにとって周知の事実である。
メンゾベランザンの名は荒涼辺境とソード・コーストではよく知
られており、そしてその住民たちの最も豪胆な者でさえ、その名を恐
れている。フェイルーンのドラウ（ダークエルフとも呼ばれる）の都
市の中で最大とは言えないにしろ、その地上世界での活動によって
メンゾベランザンは最も有名な都市となっているのだ。
この都市は、アンダーダークの洞窟の中においてさえひときわ暗
黒の場所となっている。ダークエルフたちは、“蜘蛛を統べるデーモ
ンの女王”、女神ロルスをあがめている。ダークエルフたちにとって
はアンダーダークの他の住民は、奴隷か生贄として以外に使い道の
ない存在なのである。
メンゾベランザンの貴族たちにとっては、地位と政治勢力こそが
すべてとなる。最高の政治的地位を占めるのはロルスの女司祭たち
であり、これは厳密に女性のみが就ける地位である。魔道士や密偵
や戦士のほとんどは男性であり、彼らの社会的地位はずっと低くな
る。メンゾベランザンにおいて、男性の最高権力者が、女性の最高権
力者よりも強い政治的影響力を発揮することは有り得ない。
このような状況において、3人の強力な権力を有するドラウたちが、
共通の目標のためにそれぞれの家の成員を取りまとめ協働するなど
ということは、ある種の驚異である。君たちは全員若いドラウの貴
族で、この3人の指導者に従って働くようにと自身の属する家から命
じられたものである。この3人組に共通点はひとつもない。1人は
ウィザードで、ゾーラーリン家代表ウィザードのラヴェル・ゾーラー
リンの従弟でホシュタールという。彼はその顔を赤いヴェールで
覆っている謎めいた人物で、自らの属する家の伝統に忠実である。
それから女司祭アシュアラ・メラーン――メラーン家の筆頭女司祭
の三女で、他のほとんどの女司祭と同様に気位が高く厳格、そして執
務室用ローブの襞を幾重にも纏っている。続いて3人目はどうにも
おかしな取り合わせ――ブレガン・ドゥエイアゼの構成員でロコ
ロールという名の伊達男である。このいかにも珍妙な取り合わせの
3人組は、同様に雑多極まりない冒険者の一団をまとめあげ、そして
君たちにとある1つの使命を託したのである。

“魔の織り”
すべてのドラウはロルスの命のもとに動いている。かの蜘蛛の女

代わる“魔の織り”を紡ごうと彼女は望んでいるのだ。彼女はダニファ
エ・ヤウンティールという名の預言者をドラウの都市という都市に
送り、自分の野望を述べ伝え、そして信者たちに“ミストラの力の残
滓は何であれロルスに差し出し、ロルスを助けよ”と命じたのである。
このロルスの命令はドラウ社会の中心となる信条をひっくり返し
かねないものであった。というのも、新たな “魔の織り” に貢献する
ウィザードの地位を、おそらくは女司祭と同程度までに高めるもの
だからである。さて、ロルスに従うと誓った者たちは、女神の命令に
従ったが最後自分の権力を放棄する羽目になるとしても、なお命令
に従い続けるだろうか ？

それともロルスの予言者ダニファエの言

には耳を塞いでこれまでの地位にしがみつき、彼女を黙らせるなり
その言を信じさせないようにする手段を捜し求めるだろうか ？

メ

ンゾベランザンでは、社会構造はナイフの切っ先の上に、危ういバラ
ンスを保っているのだ。

三大勢力
メンゾベランザンにおける社会的混乱については、根本的に三種
類の結果が考えうる：ロルスが “魔の織り” を紡ぐようになったとし
ても女司祭たちが権力の座に残り続けるか、“魔の織り”の形成に伴っ
てウィザードたちがより高い社会的地位を勝ち取るようになるか、
あるいはメンゾベランザンの社会は完全に瓦解し、そしておそらく
はロルスの道をすっかり放棄してしまうかである。この都市におけ
る三つの勢力は、それぞれ異なった結果を支持している。本シーズ
ンが終わるまでには、冒険者たちは自分たちがどの勢力を支えるか
を決定しなくてはならない。

蜘蛛の枢密院
この都市の秘術魔法の使い手たちは、“魔の織り” の形成を自分た
ちの社会的地位を高める機会として見ている。様々な貴族の家出身
のウィザードの一団は自らを “蜘蛛の枢密院” と称し、女司祭たちに
よって構成されるこの都市の統治会議に対して迂遠な挑戦を行ない
つつも、ロルスを称揚している。彼らの到達目標は数千年の伝統を
覆してウィザードたちを統治会議に送り込むことである――が、ロ
ルスがその預言者を通して語ったロルス自身の意思には忠実であり
つづけようとしている。
ゾーラーリン家やバーリスン・デルアームゴ家の様々な低位ウィ
ザードたちが蜘蛛の枢密院の中心となっている。これらの2つの家
はそこに所属するウィザードたちの素晴らしい働きでともに知られ
ており、またとりわけゾーラーリン家では特に優れた男性であれば
ほとんど女性と同等に扱うという醜聞じみたことでも知られている。

王の歓心を得るということを基礎として、ドラウの社会は成り立っ

それ以外の様々な家出身のウィザードたちもこの “蜘蛛の枢密院” に

ているのだ。しかし現在、そのロルスの計画はメンゾベランザンの

参加しているが、家を代表するウィザードや優れたソーサラーたち

権力構造を危うくしつつあり、そしてメンゾベランザンの指導者た

がこの枢密院のために力を尽くすといった現象は起きてはいない。

ちはロルスの支配に従うか、それとも自分たちの力――それを得ん

本アドベンチャーにおける “枢密院” の第一の目標到達点は、優れた

がために戦い、策謀を巡らし続けてきたもの――に拘りつづけるか

ウィザードを議会に参加させ、より大きな目標を達成するだけの重

を決定しなければならない瀬戸際にいる。

みを自らに与えさせることである。

ドラウの社会が現在のヒエラルキーの中に存在し続ける限り、ロ
ルスは自らに仕える女司祭たちのもとに権力が集まることを要求し
続ける。男性の戦士や魔道士たちは一段低い立場から彼女に仕える
が、女司祭は支配者として存在しなければならない。そしてつい最近、
ロルスは神々のパンテオンのなかでより大きな力を得たいという野
望を持つようになった。生前の女神ミストラがしていたように秘術
魔法を統べ、呪文荒廃の間にほころびてしまったミストラの“織り”に

4

反抗する女司祭たち
女性はメンゾベランザンにおける最高の社会的地位をがっちりと
つかみ続けてきた。何世紀もの間、ロルスの女司祭は支配者の地位
にあり、この都市の人々に対してそのロルスの意志を執行し続けて
きたのである。ロルスの託宣が下されるにおよび、女司祭たちは男
どもが権力に手を伸ばしかねないと気付き、警戒した。もちろん、ロ

ルスの意志への不服従と取られかねないような直截かつ公然とした
行動を進んで取った女司祭はほとんどいない。ほとんどの女司祭た
ち――母長や主だった家の筆頭女司祭を含め――は結果がはっきり
するまで行動を避け、観察し、待っているのである。
しかしごく少数の低位の女司祭たちは、蜘蛛の枢密院に対してよ
り直接的に反対行動を起こした――とはいえほとんどは自分の手先
をけしかけただけだから、反対行動を起こしたからと言ってそう多
くを失うわけではなかったのだ。彼女たちは蜘蛛の枢密院の、地上
からアーティファクトを持ち込んではその力をロルスへと伝導する
という試みを崩そうとしている――男どもを同等の存在として受け
入れるぐらいなら、自分たちの仕える女神が弱いままのほうがまだ
いい。

冒険の概略
本アドベンチャーを通じて、キャラクターたちは協働する3人のド
ラウの指導者達――女司祭アシュアラ・メラーン（カイニル・メラー
ンの三女）、ホシュタール・ゾーラーリンという名のウィザード（家
の代表ウィザードであるラヴェル・ゾーラーリンの従弟）、そしてブ
レガン・ドゥエイアゼの密偵のひとりロコロール――の命令に従っ
て動く。

第1章
3人の指導者達の命令のもと、冒険者たちははるか昔に打ち捨てら
れたドラウの基地で、プライモーディアルのエネルギー――それは
ロルスの “魔の織り” を強め得る、ある種の力なのだという――が満

ジェイズレッド・チョールスシン
この暗殺者達による秘密結社は、自分達はシャドウ・ドラゴンの
血を引くものであると称しており、その構成員が揃って影魔法に熟
達していることはその主張を裏付けている。ジェイズレッド・チョー
ルスシンはロルスの狂気と専制からドラウたちを守ろうとしており、
そしてその唯一の手立てとして彼らが見いだしたのは現存するドラ
ウの社会構造を打ち砕くことである。“魔の織り” を紡ごうというロ
ルスの望みは、彼らにとっては、ウィザードたちと女司祭たちの間の
緊張を煽り立て、ついには内戦を勃発させてロルスの道をひっくり
返そうという願ってもない好機なのだ。ジェイズレッド・チョール
スシンは本アドベンチャーを通して影の中の邪悪な勢力として描か
れており、勢力間の対立を煽り立てるためにプレイヤー・キャラク
ターたちを駒として使おうとする。
ヴァラン・ジェイルレ：少し前、ジェイルレ家のヴァランはシャド
ウデイルの地下のドラウたちを率いて、ペンダント・オヴ・アシャー
バを奪うための侵攻を行なった。彼の目的はぱっと見にはシャドウ
デイルの守りを崩壊させることだったが、彼の真の目的は、ロルスを

ちているという場所に向けて出発する。
セッション1：失われた基地への途上で、冒険者たちはアンダーダー
クのモンスターどもと戦う。また彼らは過去にその基地へ送られた
パーティーの、酷い怪我を負った生存者たちにも出会う。彼らは、仲
間の1人が彼らを裏切って、彼らを死ぬに任せて放置したのだと言う。
セッション2：スヴァーフネブリンの一団が冒険者たちを待ち伏せ
し、そして自分たちはキャラクターたちの接近についてあらかじめ
警告されていたのだと明かす。
セッション3：基地に到着した冒険者たちは、仲間を裏切り、ス
ヴァーフネブリンたちにキャラクターたちのことについて警告した
裏切り者のドラウを発見する。彼女はフェイン・トラッバー家の女
司祭だが、自分でも気付かぬうちに、この地の力をロルスのために獲
得しようという試みをことごとく挫かんとする、ジェイズレッド・
チョールスシンの手駒となっていたのである。

第2章
裏切り者の女司祭のことについては詳しく調べると約束する一方

さらに強力にするための “燃料” である秘術の力をもたらすであろう、

で、3人の指導者たちは冒険者たちを新たな任務へと送り出す。ウィ

強力なアーティファクトであるところのペンダント・オヴ・アシャー

ザードの反乱者一味が冒険者たちの後見人の一人であるホシュター

バの入手にあったのである（ヴァランのたくらみについては、D&Dエ

ル・ゾーラーリンを捕らえ、スルーンレット家の屋敷の廃墟に閉じ

ンカウンターズ第9シーズン『蜘蛛女王の網』にて紹介されている）。

込めていることが彼らの知るところとなり、彼らは冒険者たちを救

しかし、ヴァランの正体はまったく別物である。『蜘蛛女王の網』

出に送り出したのだ。

で彼は、プレイヤー・キャラクターの前にも、そして彼の部下のドラ

セッション4：冒険者たちはスルーンレットの廃墟に到着し、ウィ

ウたちの前にも、ロルスが “魔の織り” を紡ぐのを助ける強力なアー

ザードたちが立てこもっている建物を見つけ出す。彼らは “蜘蛛の

ティファクトを確保しようとする熱心なロルス信者として登場した。

枢密院” の若い構成員たちの挨拶を受ける――攻撃を仕掛けた連中

実のところ、彼はジェイズレッド・チョールスシンの構成員であり、

は、キャラクターたちが議会にとって脅威となりうると悟る。

ジェイルレ家の先祖の故郷であるメンゾベランザンに戻り、1世紀

セッション5：議会の面々の立てこもる建物の内側の部屋に辿り着

以上も前に彼の血族を街から追放するに至った社会秩序とやらを

いた冒険者たちは、“蜘蛛の枢密院” がこれまで騙されていたらしき

ひっくり返すつもりでいるのである。

ことを知る。ホシュタール・ゾーラーリンは確かに囚われの身になっ

ヴァラン・ジェイルレは実際には地上世界への侵略を率いてはい

ているが、彼を捕まえているのは“枢密院”の上級の構成員2人を殺し

なかった。彼は囮として蜘蛛でできた自身の似姿を送り出し、一方

た影のような暗殺者だ。暗殺者はキャラクターたちに、戦を始めて

自身はメンゾベランザンへと向かっていたのだ。彼はブレイリン（あ

くれたことについて丁重に礼を言うが、しかしホシュタールを解放

るいは“悪臭街区”とも）と呼ばれる悲惨極まりない地域で抑圧された

するにはキャラクターたちは彼を殺すか追い払うかしなくてはなら

ヒューマノイドや追放されたドラウたちに入り混じり、計画の次の

ない。ホシュタールは、“蜘蛛の枢密院”とは何か、またあの暗殺者は

段階に移った――メンゾベランザンで内戦に火をつけ、ジェイズ

何ものかについて説明する。

シミュラクラ

レッド・チョールスシンが新たな秩序を打ち立てるための地ならし
をしようというのである。
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幕間
この時点で、キャラクターたちは3つの鍵となる事実を知ってい
る：
◆ 反抗的な女司祭の一団（ショバラール基地のフェイン・トラッ
バーの女司祭に代表される）が、自分たちの権力を維持するため
に、“魔の織り”を作ろうとするあらゆる試みを潰えさせようとし
ている。
◆ “蜘蛛の枢密院”は統治会議に男性を送り込もうとしている。
◆ 何ものか（例の暗殺者に代表される）が緊張を煽り立て、内戦を勃
発させようとしている。
セッション6：キャラクターたちは3人のドラウの指導者達と会見
し、それぞれメラーン家、ゾーラーリン家、そしてブレガン・ドゥエ
イアゼはどの立場を擁護し、支持するべきかを決めるのを助ける。3
つの集団が1つの方向にまとまれば良いが、そうでなければ3つの勢
力――そしてそれぞれに属するキャラクターたち――は物別れに終
わってしまうだろう。何にせよ、暗殺者たちの脅威、そして勃発しか
ねない内戦についての事案が最優先となる。

第3章
前セッションの結果に基づき、キャラクターたちはこれまでどお
り一団となって活動する（3人の指導者たちすべてが同じ方向性を共
有し得た場合）か、別れて行動するかが決まってくるが、ともあれ全
員がヴァラン・ジェイルレを追うことになる。3つの勢力はいずれ
も彼を倒そうとしている――が、それぞれの“第2の目標”が、キャラ
クターたちを完全には協働させてくれないのだ。
セッション7：冒険者たちはヴァラン・ジェイルレが隠れていると
思しき地下貯蔵庫に踏み込み、そしてジェイズレッド・チョールス
シンに操られている別の女司祭と対面する。前セッションの結果に
基づき、彼らは別々に、あるいは一緒にこの場に踏み込んでいる。
セッション8：地下貯蔵庫の最も奥まった場所で、キャラクターた
ちはついにヴァラン・ジェイルレと、そしてジェイズレッド・チョー
ルスシンの影じみた手下どもと対面する。“第２の目的” をどのよう
に達成するかについては、キャラクターたちの間で決めなくてはな
らない。

セッション0：キャラクター作成
このD&Dエンカウンターズ・シーズンの最初のセッションは、プ
レイヤーたちにキャラクターを作成させることを意図したものであ
る。キャラクターを作っていくうちに、彼らは『冒険の背景』に記載
されたものすべて（ただし『三大勢力』の部分を除く）についても、こ
のミニ・キャンペーンの背景を知ることになる。あれこれと質問す
ることで彼らの決定を助けつつ、プレイヤーたちにキャラクター作
成のプロセスをひととおり体験させること。
本セッションでは、プレイヤーがキャラクターを作成するのに使用
できるのは
『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ 堕ちた地の勇者』
、
『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ 忘れられた王国の
勇者』
、
『ダンジョン・サバイバル・ハンドブック 未知への挑戦』
およ
び『Menzoberranzan: City of Intrigue』(未訳)に記載されたデータに
限定される。また、上記に加え、Dragon誌413号に記載のキャラク
ター・テーマを含む、本シーズンのD&Dエンカウンターズをサポート
しているDragon誌(英語)に掲載のルールも使用可能である。
本セッションに参加できなかったプレイヤーは、どこかで別に
キャラクターを作成してくることもできる（ただし他の参加者と同
様のルール使用条件下で）し、プレイキットに同梱の作成済みキャラ
クターのどれかを使用することもできる。プレイヤーはそれぞれの
セッションごとに自分のキャラクターを持ってこなくてはならない。

種族
今シーズンのキャラクターの殆どはメンゾベランザン出身のドラ
ウであることが望ましい。種族データについては『ヒーローズ・オヴ・
フォーゴトン・キングダムズ』に記載のものを使用すること。また、
プレイヤー１人までならドラウの奴隷の種族をプレイすることもで
きる。この場合、ゴブリン、コボルド、スヴァーフネブリン、ドワーフ、
ハーフオーク、ヒューマンから選択すること（ゴブリン、コボルド、
スヴァーフネブリンについては『ダンジョン・サバイバル・ハンドブッ
ク 未知への挑戦』に、ドワーフとヒューマンについては『ヒーローズ・
オヴ・フォールン・ランズ』に、そしてハーフオークについては『ヒー
ローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』に掲載されている）
。
１卓につき２名以上が非ドラウ種族をプレイすることのないように
すること。

属性と信仰
ほとんどのドラウは悪属性である。最も性格のいいドラウでも無
属性で、しかもそれを隠している。奴隷は他の属性であってもよい。
ドラウはロルスを信仰するものだが、君は通常とは異なったキャラ
クターコンセプトのために例外を求めたいかもしれない。たとえそ
うであっても、そのキャラクターはロルスを信仰する振りはしなけ
ればならない。さもなければ信心深いドラウの手によって殺されて
しまうからだ。
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悪属性を悪い行ないの免罪符のように捉え、参加者たちに嫌な思

貴族家

いをさせることの言い訳にしようとするプレイヤーというものは存

“蜘蛛の枢密院” に所属している者はそれぞれ、2つのドラウの貴

在する。プレイヤーたちには「君たちのキャラクターたちは確かに

族家のどちらかに属しているか、あるいはブレガン・ドゥエイアゼ

邪悪だが、協力はしなくてはならない」と説明すること。社会的立場

の傭兵隊の一員である。以下の家名とその概略を読み上げるか、プ

というものがある以上、裏切り者だと噂が立ったらやっていけない

レイヤー間で回し読みさせること。プレイヤーたちには、ドラウと

のだ。例えば、あるキャラクターが自分の家の目的（P.8の『目的』参

いうものは属する家や自身よりも高い地位にある者の命令には従わ

照）を、別のキャラクターの目的達成のためにいったん差し控えると

ねばならない存在であるが、他の貴族家に対抗して動いているドラ

いうこともあるだろう（むろん、この寛大なキャラクターは、後での

ウ同士が互いに密かに裏切りあうのを、この規則が止めることは稀

見返りを当然期待しているのではあろうけれど）。

であると説明すること。

D&D Drow Treacheryカードはキャラクター間での幾分かの“陰口

ゾーラーリン家（第三貴族家）：ゾーラーリン家の貴族たちは仮面と

の叩きあい”をあらわすものであり、冒険の最中に、味方に代償を支

ゆったりした衣服を着け、自分が何ものであるか、また男女どちらで

払わせることでちょっとした個人的な “評価” を獲得する機会を得る

あるかを隠す。この偏執的なウィザードたちはすべての家の中で最

ということを反映している。プレイヤーたちには、このカードは楽

強の魔法の能力を保持しており、この家に生まれて秘術魔法を使え

しい競争の一環として使用するものであり、全面戦争の道具ではな

ない者は成人するまで生き延びられない。ゾーラーリン家はロルス

いと言うこと。

による“魔の織り”の創造に献身している。

邪悪な冒険者をプレイすることは、“ダークサイド”を体験するチャ

メラーン家（第七貴族家）：メラーン家の女司祭達はロルスの審問

ンスにもなる――無慈悲な殺人者になること、良心の呵責なく盗み

官をもって任じており、他の家の貴族たちの中にロルスの道に背く

を働くこと、そして気軽に恐るべきパワーを使うこと。とはいえ、す

者が、あるいは他の神格を信仰する者がいれば草の根を分けてでも

べてのプレイヤーがこのような行動を楽しめるわけではない。避け

それを見つけ出す。メラーン家は好戦的な貴族家であり、他の貴族

たいことやできればやめて欲しいことについてプレイ開始前に話し

家から攻撃を受けたなら即座に応じる用意は常に整っている――と

合っておくのは良いことだ。これらの限度を尊重することこそが、

はいえ、その“攻撃”の殆どは、度が過ぎて狂信的かつ自己の義を過信

そのゲームが誰にとっても楽しめるものであり続けることを保証す

したメラーンの女司祭たちの誤解なのだが。メラーン家の姿勢は第

るのである。

一義的には、いかなる代償を払ってでもロルスの意志を実現するこ
とである。

クラス
プレイヤーは『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』および『ヒー
ローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』に記載されたどのク
ラスを選んでもよい。以下の質問を用いてプレイヤーの決定を助け
ること。
1.ドラウでなく奴隷をプレイしたいですか？
「はい」であれば、『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』に掲
載されたスレイヤー・ファイターかシーフ・ローグ、あるいは『ヒー
ローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』に掲載されたハンター
もしくはスカウト・レンジャーを勧めること。
「いいえ」であれば、次の質問に進むこと。
2.ドラウ社会に於いて政治的および社会的に中心となる役割を持つクラ
スをプレイしたいですか？
「はい」であれば、『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』に掲
載されたウォープリースト・クレリックまたはメイジ・ウィザード
を勧めること。メンゾベランザンではクレリックは常に女性であり、
またウィザードとウォーロックは通常は男性であることをプレイ
ヤーに思い出させること。
「いいえ」であれば、シーフ・ローグ、ナイトもしくはスレイヤー・
ファイター、ハンターもしくはスカウト・レンジャー、あるいはヘク
スブレード・ウォーロック（『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キ
ングダムズ』に掲載）を勧めること。

ブレガン・ドゥエイアゼ：ジャーラックスル・ベインレが率いるこ
の傭兵隊は、法の外で、最も高い対価を支払ってくれた者のために働
く。これは貴族の家ではなく、むしろ金で動く暗殺者と間諜の組織
というべき存在である。ブレガン・ドゥエイアゼは予測不能な動き
をする存在であり、対立が生じればそのどちらにでも着く可能性が
ある。冒険者はこの勢力の一員としてシナリオを開始することも可
能だが、だからといってこの集団の他の構成員の味方をせねばなら
ないという理由はない。
本アドベンチャーでは、ブレガン・ドゥエイアゼはメンゾベラン
ザンの第一貴族家であるベインレ家の代理として存在する。第一貴
族家自体は、状況がはっきりするまでこの対立に手出しをすること
ができない。そのため、ブレガン・ドゥエイアゼがすべてを秘した
ままベインレ家のために動いているのだ。
以下の質問を用いて、プレイヤーたちが家を選ぶのを手伝うこと。
しかし、プレイヤーたちがこれらのガイドラインを無視した――例
えば全員が同じ家に属するキャラクターを作成するなど――からと
いって、彼らを止めてはならない。
1.あなたのキャラクターは女司祭ですか？
「はい」であればメラーン家を勧めること。
「いいえ」であれば、質問2へ。
2.あなたのキャラクターはウィザードあるいはウォーロックですか？
「はい」であればゾーラーリン家を勧めること。
「いいえ」であれば、質問3へ。
3.あなたのキャラクターは盗賊あるいは傭兵ですか？
「はい」であればブレガン・ドゥエイアゼを勧めること。
「いいえ」であればゾーラーリン家を勧めること。
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目的

これらの修正値のいくつかは本アドベンチャーにおいて必ず起き

本アドベンチャーのほとんどにおいて、ゾーラーリン家、メラーン家、

るものであり、またその場合個々の遭遇にその旨が記載されている。

そしてブレガン・ドゥエイアゼは協働し、そして“その任務が果たされ

キャラクターたちの“評価”が特定の値を上回ると、彼らはドラウ社

ること” について三勢力の利害が一致した特定の任務にキャラクター

会においてちょっとした利益を得るようになる。これらの利益につ

たちを送り出す。とはいえ、三勢力はそれぞれに独自の目的を持って

いては本アドベンチャーにおいては詳述しないが、それを使用した

おり、それぞれの集団に属する冒険者たちは、個々の章においてその

いのであれば『Menzoberranzan:City of Intrigue』を参照のこと。

章で明記された任務の裏にある目的をそれぞれ持つことになる。

本アドベンチャーにおけるキャラクターたちの相互の関係に、こ

個々の章の最初に、それぞれの貴族家に関連する目的をプレイ

の“評価”は最も密接に関わってくる（他のキャラクターたちよりも高

ヤーたちに与えること。また、他の家のメンバーにはその目的を秘

い“評価”を保有する者は、自分に対する同意が得られなかった際に自

密にしておくよう言うこと。そして、モンスターを殺すよりも、パー

分の “評価” のほうが高いのだということを遠慮なく指摘してよい。）。

ティないし個人の目的を達成することが重要であることを強調する

また、この“評価”の値は得られる名声ポイントも決定する（P.2参照）。

こと。ある特定の遭遇においては、クリーチャーを皆殺しにするこ
とよりも自身が生き延びることが重要になってくることを、プレイ
ヤーたちは知っていなければならない。
目的１つを達成したキャラクターは、3点の “評価” を獲得する（後
述の『“評価”』を参照）。

遭遇の終了時に、君は経験点、宝物、“評価”そして名声点を与える。
各遭遇の「報酬」の項目には、キャラクターたちが獲得する経験点の
合計値が記されている。この合計値には、遭遇に対して与えられる
ものに加えて、探索行動や物語に関して与えられるものも含まれて

“評価”

いる。パーティーの人数やプレイヤーの参加人数によらず、キャラ

ドラウの地位は、その人物がメンゾベランザンの社会においてど

クターたちはみな、同じだけの経験点を獲得する。プレイヤーは自

のような立場にいるかを決定する。この地位のありようは、そのキャ

分が獲得したものをD&Dエンカウンター記録用紙に記入し、君は各

ラクターの“評価”のスコアであらわすことができる。

プレイヤーが獲得した名声ポイントをオーガナイザーに報告する。

キャラクターは、“評価” スコア０に以下の表に従って修正を加え
た状態で冒険を開始する。

条件
女性
男性
ゾーラーリン家あるいはメラーン家の構成員
女司祭
ウィザード
ファイター

与えるシステムを採用している。すべてのセッションに参加したプ
“評価”修正値
＋5
−5
＋1
＋5
＋3
＋1

本アドベンチャーを通して、キャラクターの “評価” は３つの要因
によって変化する：すなわち“裏切りカード”のプレイ、貴族家の目的
の達成、および種々雑多な行動である。
“裏切りカード”をプレイしたことによって得られる“評価”は、その
カードに記載されている。プレイヤーが “裏切りカード” を使用する
毎に、そのプレイヤーのキャラクターはそのカードの右上の角に記
載されている“評価”を得たり失ったりする。
冒険者たちがある家の目的（ブレガン・ドゥエイアゼの目的も含
む）を達成する毎に、その家に所属するメンバーは＋3の “評価” を獲
得する。
最後に、冒険中に以下の行動を取った場合、下表に示すとおりその
冒険者の“評価”は修正される。

レイヤーのキャラクターは第2章の開始時にはレベル2に、第3章の
開始時にはレベル3に成長する。

キャラクターの変更
プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、自分が今シー
ズン中それまでに得た経験点と等しい経験点を持つ別のキャラク
ターを持ってくること。ただし、以前のキャラクターが持っていた
宝物やアイテムや “評価” が次のキャラクターに引き継がれることは
ない。

キャラクターの死
キャラクターがセッション中に死亡した場合、プレイヤーには2つ
の選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャラクターの回復力使
用回数をさらに4減らして次のセッションに持ってくることもでき
るし、まったく新しい適切なレベルのキャラクターを持ってくるこ
ともできる。キャラクターが死亡したときに回復力が4未満だった
場合でも、次セッションでそのキャラクターを使用することはでき
る。そのキャラクターは、回復力使用回数はゼロ、ヒット・ポイント
は最大という状況で次セッションを開始する。“5セッション以上瀕
死状態になることなく生き延びる” 事による名声ポイントが得られ

“評価”修正値
行動
待ち伏せを生き延びる
レベル上昇
対立から引き下がる
柔弱な感情（愛情、親切）をあらわにする
慈悲を示す
ロルスの女司祭に従わない
ロルスを悪く言う
ドラウ女性を攻撃する

レベルアップ：D&Dエンカウンターズのプレイでは、プレイヤーが
キャラクターの成長を経験できるように、経験点を通常よりも多く

開始時の“評価”
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成長

“評価”修正値
＋2
＋1
−2
−2
−3
−4
−4
−4

なくなること以外に、死亡したことによってペナルティを受けるこ
とはない。

キャラクターたちは、とある死んだプライモーディアルのエネル
ギーが溜まっていると思われる、ショバラール家の失われた基地を
見つけ出すために “闇の領界” へと踏み込む。その途上で彼らはワン
ダリング・モンスターと、とある裏切り行為に遭遇する。

セッション1：生存者たち
ショバラールの基地への途上で、キャラクターたちはアンダー
ダークのモンスターどもと戦い、そしてその基地の探索のために先
に出発した隊の生き残りが散々な状態になっているのを発見する―
―彼らは仲間に裏切られたのだ。
以下の文章を読み上げ、セッションを開始すること：
メンゾベランザンからかつてはファルドリムの名で知られていた
領土へと向かう東街道にある小さな洞窟の中で、女司祭アシャーラ・
メラーン、ホシュタール・ゾアラリン、そしてブレガン・ドゥエイア
ゼのロコロールの3人のドラウが君たちと落ち合う。君たちも彼ら
の同盟の一員に属している。ここは会合のための秘密の場所であり、
誰からも盗み聞きされないことにかけては比較的信のおける場所で
ある。
「ショバラール家のことについては聞き及んでいるであろう」女司
祭は前置きもなく話を始める「あの家は1世紀ほど前の戦争中に滅ぼ
された――あの家の女どもの間で秘術の技を実践し、ロルスの道に
逆らった罰としてな」
「彼らが滅ぼされた理由については我々は知らんぞ」ホシュタール
が割って入る「それに貴君らの任務にもかかわりのないことだ。と
もあれ戦争以前、ショバラール家はセズィーアと呼ばれる小さな基
地を持っていて、そこで秘術の研究を行なっていた。セズィーアは
100年ほど前に打ち捨てられ、そこへ続くトンネルは封印された」
「で、俺たちはそれを見つけ出したい」ロコロールがにやりと笑っ
て言う。
「フェイン・トラッバー家がそのトンネルを見つけ出した」ホシュ
タールが言う「そして探検隊を送り出した。が、彼らはまだ戻らぬ」
「ぬしらは彼らの後を追うことになる」女司祭は君たち全員をじろ
りと見ながら言う「フェイン・トラッバー家が件の場所に興味を示
したのは、すっかり女神のお望みのためというわけではない。ぬし
らはロルスの意志が実現するのを目の当たりにするであろう。セ
ズィーアの祭壇を見つけ出し、そのエネルギーを女神へと注げ」
ホシュタールは君たちの1人に1巻の巻物を手渡す。「祭壇の前で
この儀式を大声で読み上げるんだ。そうすればその場所の魔法的な
エネルギーが蜘蛛の女王のもとへともたらされ、女神が “魔の織り”
を紡ぐのを助ける」
「そのエネルギーは古代のプライモーディアルに由来すると我ら
は確信している」アシュアラは説明する「そしてそれは非常に強いも
のだろうと。ひょっとしたらぬしらに危険が及ぶかも知れぬが、女
神のためとあらば危険など何ほどのものでもない」

最初のすりあわせが終わったら、3人組のそれぞれは自分がかか
わりのあるキャラクターに対し、以下の『貴族家の目的』で詳述され
ている特定の目的を与える。
キャラクターたちが先行する探検隊に出会ったらどうすべきかと
尋ねた場合、アシュアラは肩を竦める。
「ぬしらの好きにすればよい」
彼女は言う「儀式が確実に執り行われさえすればよいのだ」

貴族家の目的

セッション1：生 存 者たち

第1章

各章の最初に、キャラクターたちはそれぞれに所属する家もしく
は組織から新たな目的を示される。プレイヤーたちに “目的” を与え、
そしてそれぞれの家の“目的”は、別の家に関係するキャラクターを持
つプレイヤーに対しては秘密にされているようにすること。君はプ
レイヤーたちにメモを渡してもいいし、プレイヤーを家ごとのグ
ループに分けた上でそれぞれに各家の目的について説明してもよい。
ゾーラーリン家：ホシュタール・ゾーラーリンはゾーラーリン家の
キャラクターを全員脇のほうに来るように言い、ショバラールの基
地への先遣隊のメンバーの誰かが持っている手紙を回収してきて欲
しいと言う。ただしキャラクターたちはその手紙を読んでもいけな
いし、またパーティーの他の面々には手紙の存在も知られないよう
にせねばならない。
メラーン家：パーティー全体との打ち合わせを終えた後、女司祭ア
シュアラはメラーン家のキャラクターに残るようにと言う。彼女は
それぞれに邪水の瓶を1本ずつ渡し、ショバラールの基地で儀式を執
り行う前に、件の祭壇とそこにある装具にその水を注ぐようにと言
う。そうすることで祭壇を、ゾーラーリン家やブレガン・ドゥエイ
アゼのドラウがもたらすかも知れない穢れから守ることができるは
ずなのだ。もしパーティーの他のメンバーがそれに異を唱えたなら、
そのことについて自分に知らせるようにと彼女は言う。
ブレガン・ドゥエイアゼ：ロコロールはブレガン・ドゥエイアゼに
所属するキャラクターたちに、先遣隊の中に裏切り者がいるらしい
という情報を伝える。彼はキャラクターたちに裏切り者を生け捕り
にして連れ帰ってほしいと言う。その裏切り者は、金になる貴重な
情報を持っているはずだ。
全員出発の準備が整ったなら、以下の文章を読み上げること：
「着いて来い」ロコロールが言う「道を教えるから」
そしてロコロールは君たちを少しばかり先導し、枝道をいくつか
抜けて東へと延びる狭いまっすぐなトンネルへと連れて行く。
「着くまで、このトンネルをまっすぐだ。幸運を祈るぜ」
トンネルはところどころ崩れ落ち、先遣隊が通ったのを除けばも
う何十年も使われていなかったように見える。しばらくまっすぐ
行った後、トンネルは曲がりくねり、登っては下るようになる。幸い
なことに枝道はなかった。単に見つからなかったというだけのこと
かもしれないが。
旅の1日目は何事もなく過ぎる。君たちは先遣隊の通った痕跡を
見つける――そして彼らの野営の跡も。
P.10の『モンスターの洞窟』に進むこと。

必要であれば個々のプレイヤーに、それぞれのキャラクターがど
の家に属するか、性別、クラス、そして外見はどういったものか紹介
させること。プレイヤーたちが望むなら、キャラクター同士の関わ
りについてロールプレイをさせること。
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モンスターの洞窟
遭遇レベル1

セットアップ
ケイヴ・フィッシャーの釣り師

1体（C）

オーカー・ジェリー

1体（O）

ケイヴ・フィッシャーの幼虫

4体（S）

洞窟の中にいたモンスターたちは、先遣隊のほとんどのメンバー
の命を奪ってしまっていた。
冒険者たちがトンネルに踏み込んだら、
以下の文章を読み上げること：
2日めになってまもなくトンネルは上下二段構えの洞窟へと開け
る。床はいたるところキノコの巨大な群落に覆われ、天井の鍾乳石
からは水が滴っている。
この洞窟にはモンスターどもがうじゃうじゃしている。不定形の
茶色がかった黄色い巨大な塊が床の上で震えている。複数の脚を
持ったクリーチャーが何体か、低いほうの天井から垂れ下がる鍾乳
石の間を這い回っている。そのクリーチャーは長いちがった口を持
ち、薄い甲羅を被っている。
部屋のそこここにドラウの死体がいくつか転がっている。
〈知覚〉難易度18：洞窟のずっと隅のほうの天井近くに、同じよう
なクリーチャーでより大きなものが潜んでいる。
キャラクターたちがすべてのモンスターに気付いたなら、〈自然〉
もしくは〈地下探検〉を習得済みのキャラクターはここにいるクリー
チャーどもが著しい脅威であるとわかる。正面きって戦うよりは戦
闘しつつ撤退したほうがよい。
ケイヴ・フィッシャーの釣り師
レベル 3 奇襲役
中型・自然・野獣
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋7
AC18；頑健16、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋7
移動速度：6、
登攀5（蜘蛛歩き）
暗視
特徴
スナイパー／狙撃手
この釣り師が隠れているときに遠隔攻撃をミスしたなら、この釣り師は隠れたま
までいられる。
標準アクション
m ピンサーズ／ハサミ◆［無限回］
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
R フィラメント・ストラングル／首つりの糸◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋4ダメージ。この釣り師は目標を3マス引き寄せる。目標は“拘
束状態”となる
（セーヴ・終了）。この効果はまた以下のいずれかによっても
終了する。1）
目標が瞬間移動を行なう。2）
目標あるいは他のクリーチャーが、
目標のマスの糸にヒットを与える。糸はこの釣り師の防御値を用いる。糸に
対する攻撃は、この釣り師に対してダメージもなんらの効果も与えない。
この攻撃によって同時に複数のクリーチャーを“拘束状態”とすることはできな
い
（最大で1体のみ）
。この釣り師は目標を垂直方向にも引き寄せることがで
きる。またこの引き寄せは目標が空中に止まったところで終了してもかまわな
い。
維持・標準：目標は1d6＋4ダメージを受ける。この釣り師は目標を3マス引
き寄せる。
技能：
〈隠密〉
＋8
【筋】16（＋4）
【敏】15（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】2（-3）
【魅】5（-2）
属性：無属性
言語：――
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オーカー・ジェリー
レベル 3 精鋭 暴れ役
大型・自然・野獣（ウーズ、無視覚）
hp：102；重傷値：51
イニシアチブ：±0
AC15；頑健16、反応14、意志14
〈知覚〉
＋2
移動速度：4、登攀4 擬似視覚10
完全耐性：盲目状態、
［凝視］
の効果；抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
ウーズ／粘体
“無理矢理入り込む”際、このウーズは移動速度の半分ではなく、完全な移動速
度で移動する。また、攻撃ロールに−5のペナルティを受けず、“無理矢理入り
込んでいる”ことにより戦術的優位を与えない。
標準アクション
m スラム／叩きつけ
（［酸］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋1ダメージ、さらに継続的［酸］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
移動アクション
フローイング・フォーム／流動形態◆［無限回］
効果：オーカー・ジェリーは4マスのシフトを行なえる。
トリガー型のアクション
スプリット／分裂◆［遭遇毎］
トリガー：オーカー・ジェリーが重傷となる。
効果（アクション不要）：オーカー・ジェリーは2体のクリーチャーに分裂する。
分裂後の個体は、それぞれが分裂前のヒット・ポイントの半分に等しい値のヒ
ット・ポイントを有する。もとのオーカー・ジェリーに作用していた効果は、2
体目の方には適用されない。
【筋】13（＋2）
【敏】8（±0）
【判】12（＋2）
【耐】11（＋1）
【知】1（-4）
【魅】1（-4）
属性：無属性
言語：――
ケイヴ・フィッシャーの幼虫 4 体
レベル 2 雑魚 暴れ役
小型・自然・野獣
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋2
AC15；頑健13、反応14、意志12
〈知覚〉
±0
移動速度：5、登攀4（蜘蛛歩き）
暗視
標準アクション
m ピンサーズ／ハサミ◆［無限回］
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対AC
ヒット：6ダメージ。あるいは“動けない状態”、“拘束状態”、“無防備状態”の
いずれかである目標に対しては9ダメージ。
【筋】11（＋1）
【敏】13（＋2）
【判】8（±0）
【耐】11（＋1）
【知】2（-3）
【魅】5（-2）
属性：無属性
言語：――

戦術
モンスターにとって生き残ることは勝利よりも重要だ。ゆえに彼
らは死にそうになったら退却する。また、彼らは攻撃的な獲物に追
いすがったりもしない。
ケイヴ・フィッシャーの釣り師：釣り師は戦場から遠く離れた場所
にとどまり、一番弱い敵を自分達の元へ引き寄せようとする。釣り
師は天井近くにとどまっているため、獲物を上へ持ち上げることが
できる。
オーカー・ジェリー：ウーズはその巨体によってトンネルへの一番
の道をふさぐ。ラウンドの早めの時点で動けるようなら、オーカー・
ジェリーはその場にとどまって攻撃を待機する。オーカー・ジェリー
はケイヴ・フィッシャーの味方ではない。従って、ケイヴ・フィッ
シャーが最適の目標となったなら、それらを攻撃するだろう。
ケイヴ・フィッシャーの幼虫：これらの幼いケイヴ・フィッシャー
たちは近づいた敵に対して、それが何ものであれ群がってくる。ケ
イヴ・フィッシャーの釣り師が何ものかを絡め取ったなら、幼虫は
その犠牲者に（機会攻撃を避けつつ）殺到し、集団で攻撃する。

戦闘中に見つけた手がかりを追って近くの洞窟まで行くと、キャ
ラクターたちは第一次探検隊の足跡を追い、そしてその生存者に対
面することになるはずである。
パーティー一行が第一次探検隊を発見したら、
以下の文章を読み上げ

C

ること：
酷い手傷を負った第一次探検隊のメンバーが数名、君たちを見上
げる。1人が立ち上がる。彼は他の連中よりはマシな状態のようだ

S

セッション1：生 存 者たち

第一次探検隊

――戦闘で傷ついたようでもなく、きちんと歩ける。
「我が名はチェズ・トラッバー。貴様らの名は ？」彼は言う。
チェズはゾーラーリン家の者には嫌々ながらも一応の敬意は払う

S

O

S

S

（ゾーラーリンはフェイン・トラッバーよりも地位が高いのだ）が、
メラーン家の者を含め、自分より地位の低いものに対しては居丈高
に振舞おうとする（ただし女司祭は除く）。チェズに関するより詳細
な情報は、次ページのコラム参照。
以下の文章を読み上げること：
チェズは第一次探検隊のその他の生存者について紹介する。「こ
ちらはマイアラル・トラッバー、我が偉大なる一家の女司祭であら
せされる。司祭様はあのウーズめのために酷い火傷を負い、もはや

Start
Area

御目がお見えにならぬ。司祭様は我に、我らが探索行と我らが一族
について話すようにと示された」
チェズは続ける。「それからこちらがグァンネラエ・トラッバー。
あの呪わしき女司祭が我らを裏切ってからというもの、グァンネラ

さらなる展開
戦闘の間に、先遣隊がこのモンスターどもと衝突し、北東方向へ逃
げたことを示す様々な手がかり――血、残された物品、足跡など――

エは幾度となくあのケイヴ・フィッシャーめに腹を刺し貫かれては
宙釣りにされた。彼はもう長くはないだろう」
グァンネラエは何か話そうとするが、血が口元でごぼごぼと言う
ばかりだ。

について説明すること。冒険者たちが戦闘にてこずっているようで
あれば、これらのモンスターを皆殺しにすることが最終目的ではな
かったことについて思い出させること。

このエリアの情報
照明：“薄暗い” 光。燐光を放つキノコがわずかに緑色の光を提供
している。
崖：洞窟の東側は高さ10フィートの崖になっている（よじ登るに
は難易度15の〈運動〉判定）。
天井：洞窟の湾曲した天井までの壁の高さは20フィートであり、
よって洞窟の東端から天井までの高さは10フィートである。天井に
張り付いたクリーチャーは、鍾乳石による部分遮蔽を得る。
キノコ：キノコのある場所は“移動困難な地形”である。
瓦礫：崩れた岩が積み重なり、“移動困難な地形”となっている。

探検隊は元々、フェイン・トラッバー家のものたちと、そして相当
数の奴隷達で構成されていた。パーティー中の女司祭の1人が裏切
り者であり、仲間のドラウたちが洞窟内でモンスターと戦おうとし
ているときに彼らを背後から攻撃し、そして彼らを死ぬに任せて自
分は先に逃げたのである。
冒険者たちは、生きているドラウをどうするか、また亡骸をどうす
るか決めねばならない。生存者たちにはもう回復力使用回数は残っ
ていないが、回復力の要らない回復の魔法（もしくはキャラクターか
らキャラクターへと回復力を転移させる回復の魔法）により、少なく
とも再び立って歩けるようにはなる。
チェズはセズィーアへ行こうとはしないが、帰り道のトンネルが
安全でさえあるのなら、自力でメンゾベランザンへ戻るつもりでは
いる。冒険者たちが彼を帰らせてやろうとするなら、彼は生きて帰
るために食糧を分けてくれないかと頼んで寄越す（それがなければ
おそらく彼は帰りつけない）。
死んだ者たちは魔法の装備を持ってはいないが、魔法のものでな
いたくさんの武器や、1レベルのキャラクターにふさわしい様々な
種類の鎧は持っている。キャラクターたちは死んだドラウと自分の
鎧、そして持っている武器のうち1つを交換することができる。
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生存者たち
第一次探検隊のうち3名が生き残っているが、彼らは傷つき、戦
闘不能である。回復魔法の助けがあれば、彼らは自力で帰ること
ができる――帰路でさらなる厄介ごとに巻き込まれない限り、だが。
チェズ・トラッバー：チェズはフェイン・トラッバー家の下級戦
士であり、彼の最大の利点はその見目麗しさである。筆頭女司祭
ルアファエは、彼を配偶者として選ぶほどではないが、非常に気に
入っている。
グァンネラエ・トラッバー：グァンネラエは死の瀬戸際にいる。
メンゾベランザンに戻りさえすれば彼は生き延びられるだろうが、
しかしそこまでは長い道のりだ。彼はトンネルの中の秘密の場所
から回収した秘密の手紙を持ち運んでいる（後述の『ゾーラーリン
家の目的』
を参照）。
マイアラル・トラッバー：女司祭マイアラルはオーカー・ジェリー
の攻撃のために酷い火傷を負い、失明している。彼女は多くを語
らないが、何とかフェイン・トラッバー家に戻って癒してもらいたい
と望んでいる。
裏切り者：パーティーを裏切った女司祭の名はイェレ・トラッバー
という。彼女の正体はともかくとして、彼女は、生存者の誰かが万
が一にでも任務を達成してしまうことのないよう、自分たちが行なう
はずだった儀式に必要な構成要素を持ち逃げしている。
ゾーラーリン家の目的：セッション1でホシュタールはゾーラーリ
ン家のキャラクターに、第一次探検隊の誰かが持っている手紙を

セッション2：鉱夫の待ち伏せ
前回のセッションで、冒険者たちはメンゾベランザンから打ち捨
てられたセズィーアの基地へと向かい、途上の洞窟の中にいたモン
スターどもと戦った。そしてセッションが終わろうというとき、パー
ティー一行は古い坑道の近くで待ち伏せにあった。本セッションは
いきなりスヴァーフネブリンとの戦闘から始まる。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
フェイン・トラッバー家の探検隊の生き残りのドラウたちが傷つ
いて倒れていた洞窟を抜けると、トンネルは曲がり、数世紀前に打ち
捨てられた古い坑道を抜けてゆく。床に刻まれた古いわだちの跡は、
かつての鉱夫たちの手押し車の跡であり、壁の引っかき傷は、かつて
トンネルのこの場所は頻繁に使われていたのだということを示す。
突然、君たち一行の背後で岩が崩れ、道を塞ぐ。スヴァーフネブリ
ンたちが古いトンネルから飛び出してくる。待ち伏せだ ！
ノームの1体が絶叫する。
「あのゴブリンの警告は正しかったぞ ！
血も涙もない連中なんだ、やられる前にやっちまえ ！」
『スヴァーフネブリンの攻撃』の遭遇に進むこと。

スヴァーフネブリンの攻撃
遭遇レベル3

回収してくるようにと言っていた。グァンネラエ・トラッバーがその
手紙を持っている。手紙には宛名はなく、ゾーラーリン家の暗号で
書かれている
（それはソーサラー魔法の達人であるファエラス・ゾー
ラーリン宛の手紙である）。ホシュタールはゾーラーリン家のキャラ
クターにその手紙を読んではならぬと命じたが、もし彼らが手紙を
読んだ場合、彼らにはその手紙は翻訳可能である。“女神の御意
志は我らの欲するところの後ろ盾となれり。女神が “織り” を紡ぐと
き、我らは必ずや統治会議において女司祭たちと並ぶものとなら
ん。彼女らには囁かせ、嘆かせておくに任せよ。我らが得て当然
の場所を彼女らが拒むは不可なり！”

セットアップ
スヴァーフネブリンの待ち伏せ屋

1体（A）

スヴァーフネブリンの護り手

2体（P）

スヴァーフネブリンのスリング使い

2体（S）

スヴァーフネブリンの鉱夫

5体（M）

このスヴァーフネブリンたちは待ち伏せを仕掛けてきているので
有利な位置を占めてはいるが、冒険者たちは完全に囲まれているわ
けではない。
スヴァーフネブリンは不意討ちラウンドを得ている。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ、モンスター
と戦闘し、第一次探検隊のメンバー達とやりとりしたことについて
300XPを獲得する。

セッションの終了
小休憩を取った後、キャラクターたちはトンネルのさらに奥へと
進んでゆく。
以下の文章を読み上げること：
ここからトンネルは曲がり、数世紀前に打ち捨てられた古い坑道
を抜けてゆく。床に刻まれた古いわだちの跡は、かつての鉱夫たち
の手押し車の跡であり、壁の引っかき傷は、かつてトンネルのこの場
所は頻繁に使われていたのだということを示す。
突然、君たち一行の背後で岩が崩れ、道を塞ぐ。スヴァーフネブリ
ンたちが古いトンネルから飛び出してくる。待ち伏せだ ！

12

スヴァーフネブリンの護り手（P） 2 体
レベル 2 兵士役 （指揮）
小型・フェイ・人型
hp：41；重傷値：20
イニシアチブ：＋4
AC18；頑健15、反応13、意志14
〈知覚〉
＋3
移動速度：5
暗視
標準アクション
m ウォー・ピック
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
マイナー・アクション
プロテクターズ・マヌーヴァー／護り手の技◆［無限回］
効果：護り手は隣接しているすべての敵をマークする、さらに護り手に隣接して
いる味方1体は1マスのシフトを行なえる。
ストーン・カモフラージュ／石の迷彩
（［幻］）◆［遭遇毎］
効果：護り手は次の自分のターン終了時まで部分視認困難を得る。
トリガー型のアクション
M ピック・トリップ／ピックでの足払い
（［武器］）◆無限回
トリガー：この護り手にマークされている敵が、
自分の意志で護り手に隣接し
たマスから離れる。
効果（即応・割込）：護り手はトリガーとなる移動をした敵に対してウォー・ピ
ックを使用する。ヒットしたならその敵は倒れて伏せ状態となる。
【筋】15（＋3）
【敏】12（＋2）
【判】14（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】10（＋1）
【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語、深淵語
装備：スケイル・アーマー、ウォー・ピック

スヴァーフネブリンのスリング使い（S） 2 体
レベル 3 砲撃役
小型・フェイ・人型
hp：37；重傷値：18
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：5
暗視
標準アクション
m ウォー・ピック
（
［武器］）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
r スリング（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。
リコシェ・ショット／跳弾撃ち
（
［武器］
）
◆再チャージ 5 6
効果：スリング使いはスリングを使用する。これがヒットしたなら、同じ攻撃を
最初の目標から10マス以内にいる別の目標に対してもう一度行なう。
マイナー・アクション
カモフラージュ・リトリート／隠蔽退却
（
［幻］
）
◆［遭遇毎］
効果：スリング使いはその移動速度の半分までシフトし、その移動の間部分視
認困難を得る。
【筋】10（＋1）
【敏】17（＋4）
【判】15（＋3）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語、深淵語
装備品：ウォーピック、スリング、スリング・ブリット×12

スヴァーフネブリンの鉱夫（M） 5 体
レベル 1 雑魚 兵士役
小型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋2
AC17；頑健15、反応12、意志13
〈知覚〉
＋1
移動速度：5
暗視
標準アクション
m ウォー・ピック
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ、もしも目標がこの鉱夫に戦術的優位を与えているなら6ダメ
ージ。
マイナー・アクション
ストーン・カモフラージュ／石の迷彩
（［幻］）◆［遭遇毎］
効果：鉱夫は次の自分のターン終了時まで部分視認困難を得る。
【筋】14（＋2）
【敏】10（±0）
【判】13（＋1）
【耐】14（＋2）
【知】10（±0）
【魅】10（±0）
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語、深淵語
装備品：ウォー・ピック

セッション2：鉱 夫 の 待ち伏せ

スヴァーフネブリンの待ち伏せ屋
レベル 2 奇襲役
小型・フェイ・人型
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋8
AC16；頑健13、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋8
移動速度：5
暗視
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋5ダメージ。
M ギャロット・ストラングル／絞殺縄
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“頑健”
ヒット：1d4＋5ダメージ、さらに目標は“つかまれた状態”（脱出難易度13）
とな
り、このつかまれた状態が終了するまで話すことができない。このようにしてク
リーチャーをつかんでいる間、
待ち伏せ屋はチョーク・アンド・ディスアピア
ーしか使用できない。また、部分遮蔽を得る。
M チョーク・アンド・ディスアピアー／窒息隠れ（［武器］、
［幻］）◆［無限回］
効果：近接・1（この待ち伏せ屋がつかんでいるクリーチャー1体）；3d4＋5
ダメージ、
目標のつかまれた状態は終了し、
待ち伏せ屋は次のそのターン終了
時あるいは攻撃をヒットさせるかミスするまで不可視となる。その後、待ち伏せ
屋はその移動速度の半分までシフトする。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】15（＋3）
【耐】12（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：無属性
言語：共通語、エルフ語、深淵語
装備：レザー・アーマー、ダガー、ギャロット

戦術
スヴァーフネブリンの護り手：これらのノームはスリング使いを守
るために防衛線を構築する。不意討ちラウンドの間に護り手達は、
最初に間合いの中に移動してきた敵を攻撃するというアクションを
待機する。この戦士達は冒険者たちを自分たちにひきつけ、側方の

難易度の調整
この遭遇は挑戦的なものである。より容易なものにするには、
待ち伏せ屋と1〜2体の鉱夫を除くこと。そうすることで遭遇レベ
ルを2に減じられる。また、
『さらなる展開』
の項目も参照。

回廊に隠れている味方が背後から攻撃できるように仕向けるのであ
る。彼らはプロテクターズ・マヌーヴァーを使って、スリング使い
や待ち伏せ屋を近接戦闘から離脱させる。特に誰も危機に陥ってい
ないようなら、鉱夫達が挟撃位置につけるようにする。
スヴァーフネブリンの待ち伏せ屋：不意討ちラウンドの間、待ち伏せ
屋は隠れており、攻撃のために次のターンまで待つ。敵が視界に入っ
てきたなら、待ち伏せ屋は一番近い相手の背後へと動き、ギャロッ
ト・ストラングルを使用する。
スヴァーフネブリンのスリング使い：このスヴァーフネブリン達は護
り手たちによる戦列の後に控える。遠隔攻撃を続けうる安全な場所
にいられなくなったなら、彼らは退却するよりも戦い続けようとする。
スヴァーフネブリンの鉱夫：雑魚は戦術的優位を得るため、敵を挟撃
する。階段近くの鉱夫たちはスリング使いたちを守ろうとする。
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スヌィットはスヴァーフネブリンの頭領に、ドラウがトンネルを
やってくることを告げている。そう伝えるようにと彼に告げて金を

S

払った人物の名を彼は知らないが、ただ、メンゾベランザンからやっ
てきた女性のドラウで、まったく初めて見る顔だったと言う。
伝言は極めて簡潔である：「ドラウたちの襲撃が迫っている。旧

M

S

坑道の道を守れ、さもなくばお前たちは全員奴隷にされるぞ」
スヌィットは臆病で、怯えきっており、こんなことを引き受けるん
じゃなかったと言い続ける。もしほんの少しでも脅されたなら、彼

M

M

は知っている限りの情報を吐く。キャラクターが彼を攻撃したなら、
彼は死ぬ（攻撃ロールもダメージ・ロールも不要である）。スヌィッ
トの財布の中には報酬の残りがまだ入っており（次ページの『宝物』
参照）、彼はそれを冒険者たちに差し出して命ばかりは助けてくれと
言う。

P
M

このシーンの裏側
スヌィットに伝言を預けてスヴァーフネブリンに伝えさせたのは、

Start
Area

P

M
A

フェイン・トラッバーの探検隊にいた裏切り者の女司祭である。彼
女は自分の所属するパーティー一行に対して待ち伏せを仕掛け、戦
闘の最中に裏切るつもりでいた。しかしセッション1のケイヴ・
フィッシャーと先に出くわしたため、彼女はそこでの戦闘をチャン
スとして裏切りを実行したのである。スヴァーフネブリンが待ち伏
せしている場所を彼女はどうにかこっそりと抜け遂せ、このディー
プ・ノームたちについては自分に追っ手がかかったときの備えとし
たのである。

報酬
キャラクターたちはそれぞれ、スヴァーフネブリンを倒したこと

このエリアの情報
照明：階段脇の火桶が“明るい”光を提供している。
崩れた丸石：” Start Area”のすぐ南側の一帯はスヴァーフネブリン
たちが冒険者たちをこの場に閉じ込めようとして仕掛けた落石に
よって閉ざされている。この障害物を取り除くことは可能だが、戦
闘中には無理だ。
瓦礫：岩が積み重なり、“移動困難な地形”となっている。

結末
待ち伏せ屋たちを片付けたあと、冒険者たちは怯えきったゴブリ
ンが坑道の1本に隠れているのを見つけることになる。後述の『ゴブ
リンの伝令、スヌィット』の項目を参照。

ゴブリンの伝令、スヌィット
坑道の1本の奥に隠れているのは、スヌィットという名のゴブリン
である。スヌィット用に〈隠密〉判定を行ない（彼は＋8の修正値を
持っている）、冒険者たちの受動〈知覚〉の値と比較すること。彼らが
この一帯で能動的に探索行動を行なうことを宣言した場合は、〈知
覚〉判定の結果と比較すること。
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に対して350XPを獲得する。
宝物：スヴァーフネブリンはいくつかの貴重な宝玉（キャラクター
1人につき、計80gp相当の価値のあるガーネットとアメジスト）
、そ
してランダムな魔法のアイテムを2つ持っている。2つともP.3の表
をロールすること。
スヌィットはキャラクター1人あたり3gpを持っている。

セッションの終了
冒険者たちはスヴァーフネブリンを倒し、スヌィットの尋問を終
えたら、セズィーアの基地へと移動を開始できる。
以下の文章を読み上げること：
古い坑道を後に、君たちはセズィーアの基地に向けてアンダー
ダークの曲がりくねった道をもう1日分旅する。そしてついに、君た
ちは人の手が入った石造りの一帯へと到達する――つまりここが探
していた場所、あるいはその近くなのだ。
冒険者達たちは小休憩を取ることができる。ここでセッションは
終了である。

前回のセッションで、冒険者たちはスヴァーフネブリンの待ち伏
せを返り討ちにし、また、ディープ・ノームたちに、彼らがやがてそ
の場に来ると警告したものがいることを明らかにした。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
古い坑道を後に、君たちはセズィーアの基地に向けてアンダー
ダークの曲がりくねった道をもう1日分旅する。そしてついに、君た
ちは人の手が入った石造りの一帯へと到達する――つまりここが探
していた場所、あるいはその近くなのだ。
右のほうに向かう細い道はすぐにまた自然のトンネルに変わり、
そしてまた左に折れている。左側では、人の手の入った石の壁が君
たちのいる道へと突き出してきているが、その周囲は大きな石造り
の広場になっているのだ。

イェレと彼女の奴隷たちはすぐに攻撃を行なおうとはしない。彼

セッション3：セズィーア の 基 地

セッション3：セズィーアの基地

女は冒険者達が彼女の問いに、そして挑戦に応じるのを待っている。
キャラクターたちが彼女を攻撃したなら、彼女はそれ以上会話を続
けようなどとはせず、攻撃し返してくる。
冒険者達がイェレに先遣隊の他の連中はどうしたと尋ねたり、彼
女の裏切りを咎めたりした場合、彼女は嘲笑する。「あの愚か者ども
は我らの使命に値するものではなかっただけのこと」彼女は言い放
ち、それ以上の説明はしようとしない。彼女は自分が自身のパー
ティーを裏切り、死ぬに任せたことについては否定しようとはしな
い。
どうあってもキャラクターたちをメンゾベランザンに追い返すこ
とはできないと知ると、イェレはホブゴブリンたちに攻撃命令を下
す。戦ううちに、彼女は自身の目的、そして裏切りの理由について少
しずつ明らかにする。彼女のターンになるたび、彼女は以下の嘲笑
めいた言葉を口にする：

左側の広場の右半分は主要な遭遇のエリアへと繋がっており、左
側には広く短い階段が、その下の長く狭い洞窟（マップの端からさら
に20フィート先まで続いている）へと下っている。同様の上に向か
う階段もあり、その先は遭遇エリアを見下ろす矢狭間のついた小部
屋へと繋がっている。もし、冒険者達が矢狭間越しにその場を見下
ろしたなら、そこで何が見えるかについて、後述の『裏切り者の任務』
の遭遇内の読み上げ文を使って説明すること。キャラクターたちが
ひっそりと行動したなら、彼らは矢狭間越しに不意討ちを仕掛けら
れるだけの間、イェレの注意を引かずにいることができるだろう。
そうでない場合は単に彼らの行動をのぞき見ただけに終わる。
右側の道はすぐに折れて主要な遭遇エリア近辺に通じる。
キャラクターたちが中央のエリアに踏み込むか、あるいはイェレ
の注意を惹いたなら、遭遇に進むこと。

裏切り者の任務

◆ 「ロルスのためにこの場所の力を手に入れるだと？

呪われきっ

たウィザードどもめ、自分たちのためにここが欲しいのが本心だ
ろうに」
◆ 「“魔の織り” なしでもこの世界は生き延び、女神は栄えてきた。
だからこれからもそうやっていける」

しもべ

◆ 「ロルスの御意志が、まさか男やウィザードどもを忠実な僕と同
等の存在に高めるものでなどあるものか」
◆ 「口ではロルスのみむねに仕えると言いながら、ロルスの道を崩
そうとたくらむ輩め。ふたつを同時になどできるものか」

戦術
イェレ：イェレは自分と敵との間に、ホブゴブリンの奴隷を置くよ
うにし、可能な限りペイン・ストランドや他の遠隔攻撃に頼る。彼
女は男性のドラウやドラウのウィザードにその攻撃を集中し、他の
女司祭（訳注：ドラウの女司祭のPC）に対する攻撃をためらい、もっ
ぱら男性のPCに対して攻撃を行なう。
ホブゴブリンの親衛兵：ホブゴブリン達はシェア・シールドの利

遭遇レベル2

益を得られるように、互いに隣り合って戦列を作り、その隊形を保つ

セットアップ

ためファランクス・ムーヴメントを使用する。彼らは可能な限りラ
イリへの攻撃を防ごうとする。

イェレ、
ドラウの侍祭（I）
ホブゴブリンの親衛兵

3体（H）

冒険者達が踏み込んだら、以下の文章を読み上げること：
中央部の洞窟には、女司祭の衣服を纏った女性のドラウが、純粋な
黒曜石でできた滑らかな壁の前に立っている。彼女はひび割れを捜
すかのように、あるいはそこに魔法が込められているとでもいうか

このエリアの情報
照明：ホブゴブリンたちは黒曜石の壁の近くの壁の裂け目に松明
を差し込んでおり、それは中心の部屋全体に” 明るい” 光を放ってい
る。脇のエリアには“薄暗い”照明が漏れ出している。
天井：粗い天然の天井の高さは15フィートである。

のように、壁の表面に手を滑らせている。重装鎧を着込んだ3体の

矢狭間：矢狭間の後ろにいるクリーチャーは、矢狭間の外側から

がっしりしたホブゴブリンが周囲に散らばり、誰かが物音を立てる

の攻撃に対して、攻撃者が矢狭間に直接隣接していない限り、良好な

たびにぎくりとした様子で顔をしかめている。

遮蔽を得る。

君たちが近づくと、そのドラウは静かな声で言う。「皆、死んだも
わらわ

のとばかり思っていた。妾に追いつけるなどとはよもや、思いもし
なかった」そうして君たちに向き直り、冷酷な微笑みを浮かべる――
そして、彼女の目が大きく見開かれると同時にその笑みは消えうせ
る。
「貴様ら、ここに来るはずの者たちではないな。ここに何の用だ？
この場所はフェイン・トラッバー家のものだ」ホブゴブリンたち
は攻撃命令が下されるのを待つかのように、彼女のほうを見る。
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イェレ、ドラウの侍祭（l）
レベル 4 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、
反応16、
意志16
〈知覚〉＋5
移動速度：6
暗視
特徴
O ロルスス・フェイヴァー／ロルスの恩寵◆オーラ2
このオーラの範囲内にいる、味方のスパイダーおよび味方のドラウは、オーラの
範囲内にいる敵に対し、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
m メイス
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋2ダメージ、さらに目標はこの侍祭のオーラから離れるまで、戦術
的優位を与える
（セーヴ・終了）。
R ペイン・ストランド／苦悶の糸
（
［毒］
）
◆［無限回］
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋3ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受け、かつ動けない
状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
マイナー・アクション
R ストレンクスン・ポイズン／毒性強化（
［毒］
）
◆再チャージ このパワーがミス
した時
攻撃：遠隔・5（継続的
［毒］
ダメージを受けているクリーチャー1体）
；＋7対“頑
健”
ヒット：その継続的
［毒］
ダメージは5増加し、
目標は弱体化状態となる
（セーヴ・
両方とも終了）
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：この侍祭の次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
R ペイン・リンク／苦痛の絆
（
［回復］
）
◆遭遇毎
効果：遠隔・5（スパイダーの味方あるいはドラウの味方1体）；目標は10ダメ
ージを受け、この侍祭はヒット・ポイントを10回復する。
技能：
〈威圧〉
＋10、
〈宗教〉＋10、
〈魔法学〉＋10
【筋】10（＋2）
【敏】13（＋3）
【判】16（＋5）
【耐】14（＋4）
【知】16（＋5）
【魅】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：チェイン・メイル、メイス
ホブゴブリンの親衛兵（H） 3 体
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型
hp：49；重傷値：24
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、
反応15、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：6
夜目
標準アクション
m フレイル
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、
目標はこのホブゴブリンの次のターン開始時までマ
ークされる。
移動アクション
ファランクス・ムーヴメント／密集陣形移動◆無限回
効果：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の味方すべて）；このホブゴブリン、
およびすべての目標は1回のフリー・アクションとして1マスのシフトを行なえる。
ただし、シフトする先はこのホブゴブリンに隣接したマスでなければならない。
トリガー型のアクション
シェア・シールド／かばう盾◆無限回
トリガー：隣接している味方にAC、あるいは反応防御値への攻撃がヒットする。
効果（即応・割込）：その味方は、
トリガーを発生させた攻撃に対し、ACおよ
び反応防御値に＋2のボーナスを得る。
【筋】19（＋5）
【敏】14（＋3）
【判】15（＋3）
【耐】17（＋4）
【知】10（＋1）
【魅】10（＋1）
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン語
装備：チェインメイル、ヘヴィ・シールド、フレイル
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結末
裏切り者の女司祭を片付けた冒険者たちは、儀式を執行するため
に、黒曜石の壁を抜ける道を探し出さねばならない。
ブレガン・ドゥエイアゼの目的：セッション1でロコロールは、ブレ
ガン・ドゥエイアゼのメンバーに裏切り者を生け捕りにし、連れ帰
れと指示した。彼らの目的を達成するために、この一団のメンバー
にイェレを殺させてはならず、彼女を生かしておくためにパー
ティーの他のメンバーを強力に説得することになる。

黒曜石の壁
キャラクターたちが儀式を行なうべき、プライモーディアルのパ
ワーが満ちた場所は、黒曜石の壁の後ろの、マップの右上の角である。
彼らは任務達成のために、この壁を抜ける方法を見いださねばなら
ない。
キャラクターたちが壁を調べる際、以下の文章を読み上げること：
完全に滑らかでまっすぐなこの壁は、暗く沈んだ半透明の灰色を
した黒曜石でできているが、この種類の石には特徴的なはずの割れ
目がない。壁は洞窟の天井まで広がっており、ひびも入っていなけ
れば銘が刻まれているでもなし、表面を傷つけるに至る特徴は何ひ
とつない。壁からは微かに唸るような音が放たれているが、周囲に
音を出すようなものはなにもない。

しかしその歌っている言葉を聞き取るのは難しい。

パーティー一行が儀式を行なう際、以下の文章を読み上げること：
君たちが巻物を読み上げはじめると、結晶の内側の光は一瞬消え
る。その後光は戻ってくるが初めほど明るくはなく、そして儀式の

2種の声は同時に異なった歌詞を歌っており、そのせいでどちらか

進行に従ってどんどん光は暗くなってゆく。洞窟の天井にはそれで

一方を聞き取るのはさらに困難になっている。壁のそばでよくよく

もいつまでも明るく輝く結晶がいくつかあり、蜘蛛の網のようなパ

聞いたキャラクターは〈知覚〉判定（難易度12）を行ない、壁がひくく

ターンをかたどっている。空気の振動はより速くなってゆき、低い

歌う言葉の一方を聞き取ることができる。

轟くような音から甲高いすすり泣きへと膨れ上がってゆく。ついに

歌の一方はエルフ語の単純な連祷である。ドラウであればそれが

君たちが巻物の最後に着かかると、蜘蛛の網のパターンを描いてい

よく知られたロルスへの祈りであり、女神がその統べる人々をみそ

た結晶は一瞬目もくらむ閃光を放ったかと思うと消えてゆき、君た

なわすことへの感謝の祈りであるとわかる。もう一方の歌はドラウ

ちの目に残像を残す。音は止み、空気は静まり、そして洞窟はすっか

のウィザードによって秘術の奥義を覚えておくために使われる、無

りからっぽの空間になる。

意味な音節の朗誦であるが、どちらかの歌をまるまる1分間聞いた
キャラクターは、それをすっかり覚えることができる。
キャラクターたちが歌を聞き分けたなら、彼らはどうやって壁を
起動するかを理解する。キャラクターが壁に手を置き、壁の歌の一
方を共に歌ったなら、壁からの歌声は部屋中の誰もがはっきり聞き
取れるほどに大きくなり、1ラウンド間、もう一方の歌をかき消して
しまう。2人のキャラクターが壁に手を置き、2つの歌を同時に歌っ
たなら、彼らは【判断力】
（難易度8）判定を行ない、それぞれ自分の歌
を歌い続けられるだけの集中力を保てるか判定せねばならない。
キャラクターたちが2人ともこの判定に成功したなら、壁の歌は止ま
り、壁は1分間、非実体化する。その間、キャラクターたちは自由に壁

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれモンスター
を倒し、使命を完遂したことに対して350XPを獲得する。本アドベ
ンチャーで獲得しうる経験点をすべて獲得したキャラクターは、2
レベルに到達する。
宝物：イェレはP.3の魔法のアイテム表から2つのランダムな魔法
のアイテムを持っており、さらにキャラクター1人あたり70gp相当
の価値のある貨幣や宝石を持っている。祭壇の上のスピアは、＋1
ショック・スピアである。

を抜けることができる。

＋1ショック・スピア

セズィーアの基地

君がそのスピアを掲げて敵の目の前に立つと、槍が放った電撃に敵どもはよろめく。

セズィーアの基地の心臓部は壁の後ろにある。
パーティー一行が壁を抜けたら、以下の文章を読み上げること：
壁の後ろは、人の手の入った石でできた部屋になっており、そのす
ぐ先は力で脈打つ小さな洞窟になっている。洞窟の床、壁、天井から
突き出した虹色の結晶が、その内側からきらきらと光っている。物
音はすべて柔らかなこだまをまとう。
洞窟の中央に、ひときわ大きな結晶があり、その平らな表面はちょ
うど女神への祭壇として使えるだけの広さがある――儀式を行なう
にはもってこいの場所だ。鋸刃のスピアが1本、この間に合わせの祭
壇の上に横たえられており、これがロルスへの血の犠牲を捧げるの
に用いられたことを示している。
この洞窟は実のところ、大昔に死んだ地と石のプライモーディア
ルの頭蓋の空洞の一部であり、その力はロルスの望みへの贈り物と
なる。これを得たロルスは“魔の織り”を紡ぎ、秘術魔法を支配するに
また1歩近づくだろう。
メラーン家の目的：セッション1で女司祭アシュアラはメラーンの
キャラクターに邪水の瓶を渡し、祭壇と槍に注ぐように言った。家
の目的を達成するには、メラーンのキャラクターは、ゾーラーリンや
ブレガン・ドゥエイアゼのドラウがもたらす穢れから祭壇を守るた
め、祭壇に水を注がねばならない。メラーンのキャラクターは〈隠密〉
や〈はったり〉判定を行なってこっそりと祭壇に水を注いでもよいが、

セッション3：セズィーア の 基 地

〈知覚〉難易度12：実のところ、これは単に唸っているだけではな
い、これは声だ――1人ではなく2人の声だ――何事かを歌っている。

レベル3 アンコモン

強化ボーナス：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：＋1d6［電撃］
ダメージ
特性
この武器を用いた遠隔攻撃によって与えられるすべての種別を持た
ないダメージは
［電撃］
ダメージになる。
C 攻撃パワー
（［電撃］）◆［一日毎］
（マイナー・アクション）
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射範囲内の1、2あるいは3体の敵）；＋
6対“反応”
ヒット：1d8［電撃］
ダメージ

セッションの終了
基地を探険し、儀式を行なったあと、冒険者たちはメンゾベランザ
ンに帰ることができる。キャラクターたちに、わかったことについ
て各家の指導者に報告させること。
以下の文章を読み上げること：
女司祭アシュアラ、ホシュタール、そしてロコロールはフェイン・
トラッバーの先遣隊とショバラールの基地についての報告を聞き、
第一の任務で君たちが尽力したことについて満足したように見える。
ホシュタールにいたっては実際に笑みを浮かべ、君たちに向かって
よくやったのだからゆっくり休めとまで言う。
ここでセッションは終了である。次セッションの前に冒険者たち
は大休憩を取ることができる。

アシュアラはメラーンのキャラクターに、祭壇の“浄め”に反対したの
は誰か覚えておくようにも言っていた。
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第2章
メンゾベランザンへ帰ったキャラクターたちには、次の任務に備
えるだけの時間が与えられる。キャラクターたちはみなゆっくり休
み、またこれまでの3回のセッションすべてをプレイしたキャラク
ターは2レベルになっているはずである。

セッション4：滅びた家
冒険者たちは、前回の任務を課した指導者たちの1人を探し出さな
ければならなくなる。ホシュタール・ゾーラーリンが造反ウィザー
ドの一味に捕らえられ、とある滅びた家の古い屋敷跡に閉じ込めら
れているというのだ。しかし彼らが到着したときには、すべてのも
のが見たとおりのものとは限らない状態になっている。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
君たちは再び、第1の任務の際に君たちが3人のドラウと合った、
東道にある小さな洞窟で会合を開いている。しかし今回は1人足り
ない。女司祭アシュアラ・メラーンは説明して言う。
「“魔の織り”を紡ぐというロルスのみわざは、あるウィザードども
によからぬ考えを植えつけてしまった」彼女は言う。「彼奴らはメン
ゾベランザンのすべての住民に対してロルスの代理人から届けられ
たロルスの命令を、ロルスの女司祭による絶対の統治の終わりを意
味すると解釈して信じ込みおった。彼奴らは “蜘蛛の枢密院” と名乗
り、統治会議にウィザードの議席を寄越せなどと言いおる。なんと
危険で愚かなこと」
ロコロールは手を上げ、にやりと笑いかけたのを隠す。「ホシュ
タールはどうした、と言いたげだな」彼は言う。
アシュアラは一瞬彼をねめつけ、そして言う。「この忌まわしい
ウィザード一味が彼を捕らえた。彼奴らがスルーンレット家の古い
屋敷跡のとある建物で会合を開いていたのは分かっており、そして
そこにホシュタールが捉えられているのではないかと我らは思って
いる」
「連中に対してあからさまに敵対的に動くのはまずい」ロコロール
は言う。
「ことが大きくなっちまえば内戦になる。ベインレ家にとっ
ちゃそれはありがたくない」この集まりの中で彼がベインレ家のこ
とを口にしたのは初めてのことである。
アシュアラは君たちに微笑みかける。「そこでぬしらの出番じゃ。
彼奴らを捜しだし、為すべきことを為せ。ホシュタールを取り戻す
だけ――ああ、それと正体は知られぬようにな」

貴族家の目的
任務の開始時に、キャラクターたちはそれぞれの家もしくは組織
から新たな目的を与えられる。プレイヤーたちに “目的” を与え、そ
してそれぞれの家の“目的”は、別の家に関係するキャラクターを持つ
プレイヤーに対しては秘密にされているようにすること。君はプレ
イヤーたちにメモを渡してもいいし、プレイヤーを家ごとのグルー
プに分けた上でそれぞれに各家の目的について説明してもよい。

ゾーラーリン家：キャラクターたちが洞窟を出発しようというとき、
仮面をつけフードを被った人影がゾーラーリン家のキャラクターに
手招きをする。彼は自分は家のウィザードであるハフネインだと言
い、家のウィザードの1人以上が件の反乱一味に加わっているのでは
ないかとかなり真剣に疑っているのだと言う。家の筆頭ウィザード
であるラヴェルの望みは、可能であればそのウィザードを殺さずに
おき、ただしそれが誰であったかについてはハフネインに伝えて欲
しいということである。
メラーン家：アシュアラは再び、全員との打ち合わせの後メラーン
のものは後に残るようにという。ホシュタールは自ら進んであの呪
わしい連中に合流したのではないかと自分は疑っているのだと彼女
は打ち明ける。真実を調べ、自分に教えるようにと彼女は命じる。
ブレガン・ドゥエイアゼ：ロコロールはキャラクターたちに、自分
の後援者であるベインレ家は、“蜘蛛の枢密院”の連中が、自身への攻
撃の背後にメラーン家が関わっていたのではないかと疑いだすこと
を望んでいるのだと囁く。彼はキャラクターたちにそれぞれメラー
ン家の紋章の入った衣服の端切れやちょっとした装身具を渡し、議
会の隠れ家にそれを落してくるようにと言う。ゾーラーリン家が関
わっていたことは秘密のままにしておくようにと彼は強調する。
全員の出発の準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：
スルーンレット家が滅びたのは蜘蛛女王の戦の最中であり、その
堂々たる屋敷は、瀟洒な荘園や新進の工芸職人、そして新興の資産家
たちが多く住む洒落た地区であるナルボンデリンの近くにある。こ
の洗練された一帯のど真ん中で、スルーンレットの屋敷跡は恐るべ
き瑕となっている。屋敷を囲む壁はそこここで崩れ落ちて穴が空き、
一番華やかな姿を誇るはずの高い塔には、その頂上ちかくにぽっか
りと穴が口を空けている。
ウィザードたちは、このなかの小さめの建物の一つで、一番無傷の
ものに隠れているといわれている。君たちが建物に近づくと、その
窓には黒いカーテンがかかり、その場所には確かに人が住んでいて
何か秘密の目的に使っているとわかる。
広い階段の先は、巨大な水盤のある開けた中庭になっている。そ
の左右、そしてまっすぐ前方には建物へと続く扉がある。左右の扉
の脇にはロングスピアを携えた歩哨がおり、あからさまに身を隠そ
うとしている。彼らは君たちを見ると不安そうに身じろぎし、槍を
つかみなおす。

隠れ家へ踏み込む
挑発さえしなければ、歩哨たちは冒険者たちに攻撃を仕掛けては
こず、戦わずに建物の中に入れてくれと話すことも可能である。ロー
ルプレイに応じた3種のやりとりか、あるいは（もしくはそれに加え
て）技能チャレンジ（基本難易度12を用いること）を用いれば、キャ
ラクターたちは少しだけという条件で建物に入れてもらえる。
◆ 「ある（特定の家に所属する）ウィザードが、“蜘蛛の枢密院”への
使者として自分たちをここに送り込んだ」キャラクターたちは一
行の中に女司祭が混ざっている――メラーン家の者がいれば特
に――理由についてなんとか言い抜けなければならないが、こ
の嘘は “蜘蛛の枢密院” の望んでいることに最も直裁に切り込む
ものであり、そのような使者を歩哨たちは無下に扱ってはなら
ないことになっている。

18

キャラクターたち――特に女司祭――は、自分が統治会議に男性
の議席を置きたいという “枢密院” の目的に心から同意している
ということについて、なんとか歩哨を説得しなくてはならない。
◆ 「我々はホシュタール・ゾーラーリンを返してもらいに来た」驚
くべきことだが、歩哨たちはこの真正直な申し出を受け入れる。
彼らは、ホシュタールが“枢密院”の指導者と平和裏に話し合うた
めにやってきたものと信じており、もしゾーラーリン家で緊急
に彼を必要とするのであれば、喜んでキャラクターたちが彼に会
うのを許そうと言う。

ウィザードの攻撃
遭遇レベル3

セットアップ
ドラウの歩哨

2体（D)

ドラウの初級ウィザード

3体（J）

ドラウの中級ウィザード

3体（S）

戦闘が始まったら、以下の文章を読み上げること：
ドラウたちは身構え、叫ぶ。「襲撃！

冒険者達がしばらく待っている――おそらく “枢密院” の他の面々
と話しながらということになろうが――と、南の通路から低い鐘の
音が響く。歩哨やその場にいたドラウたちは全員驚いて飛び上がり、

セッション4：滅 びた家

◆ 「我々は “蜘蛛の枢密院” の力になりたいと思ってやってきた」

襲撃だ ！

手を貸せ ！」隠

れ家の奥から足音がいくつも端って向かってくる。
「気でも狂ったのか」歩哨が言う。「平和な話し合いを攻撃するだ
と？

貴様が死ねば貴様の家にはいい報いだ」

警告の叫びを上げ、そしていきなりキャラクターたちに襲い掛かっ
てくる。この鐘の音は、歩哨たちに”客”が招かれざるものであり、殺

戦闘
戦闘が始まったら、次ページの『ウィザードの攻撃』の遭遇に進むこ
と。

Start
Area

J
D

D
S

J
J
S

S

“嘆願者の部屋” に入ったキャラクターは、ここの扉は内側から締
め切ることが可能なことに気付く。

さねばならない相手だと伝えるためのものなのである。

ドラウの中級ウィザード（S） 3 体
レベル 3 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：34；重傷値：17
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応16、意志15
〈知覚〉
＋2
移動速度：6
暗視
標準アクション
m スペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド
（［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4［電撃］
ダメージ、このドラウは目標を2マス押しやる。
r ダークボルト／闇の矢
（［死霊］、
［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d4＋4［電撃］
ダメージ、さらに継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終
了）。
Cライトニング・ウェブ／電撃の網
（［装具］、
［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）
；＋6対“反応”
ヒット：目標は動けない状態となり、継続的［電撃］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・
両方とも終了）
ミス：5［電撃］
ダメージ、
目標は減速状態となる
（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
レヴィテート／空中浮揚◆［遭遇毎］
効果：このドラウは垂直に4マスまで上方へ移動し、次の自分のターンの終了
時まで宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、
ドラ
ウは使用者は落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。
維持・移動：この空中浮揚は次の自分のターンの終了時まで持続する。ドラ
ウは上下いずれかに3マスまで移動するか、地面と水平に1マス移動すること
ができる。
技能：〈隠密〉＋8、
〈魔法学〉＋9
【筋】10（＋1）
【敏】14（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】16（＋4）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、ロッド
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ドラウの歩哨（D） 2 体
レベル 2 兵士役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋7
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ロングスピア
（
［武器］）
◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
M スウィーピング・ストライク／転倒打撃
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。さらにこのドラウは目標を1マス横滑りさせるか、倒
して伏せ状態にすることができる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M エンゲージング・ストライク／交戦打撃
（
［武器］
）
◆無限回
トリガー：隣接する敵1体がシフトを行なう、あるいはこのドラウを目標に含まな
い攻撃を行なう。
効果（即応・割込）：このドラウはトリガーを発生させた敵に対してスウィーピ
ング・ストライクを使用する。
技能：
〈威圧〉
＋6、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：スケイル・アーマー、ロングスピア
ドラウの初級ウィザード（J） 3 体
レベル 1 雑魚 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋1
AC15；頑健11、
反応13、
意志12
〈知覚〉＋1
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ダガー
（武器）
◆［無限回］
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
R ポイズン・ボルト／毒の矢
（［装具］、
［毒］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“頑健”
ヒット：継続的
［毒］
ダメージ4（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
【筋】9（-1）
【敏】12（＋1）
【判】12（＋1）
【耐】12（＋1）
【知】16（＋3）
【魅】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、ダガー、ワンド

戦術
ひとたび助けの声を耳にしたなら、ドラウ達は第2ラウンド開始時
に隣接しているエリアからやってくる。戦闘が玄関ホールあるいは
嘆願者の部屋で始まったなら、ドラウ達は両翼の部屋から一度に
入ってくることができる（戸口にきた最初のドラウはマイナー・ア
クションを1回使ってドアを開けなければならない）。戦闘が両翼の
部屋のどちらかで起こったなら、まず歩哨たちがやってくる。地図
の反対側の部屋からやってくるドラウは、第3ラウンドの開始時まで
到着しない。
ドラウの歩哨：歩哨たちはパーティの中でも一番機動性が高い者
に殺到し、スウィーピング・ストライクで転ばせようとする。この
歩哨たちは秘術呪文の使い手との戦いの経験を積んでいるため、
ウィザードを角に追い詰める。そうすれば、危険を冒すことなしに
遠隔攻撃や遠隔範囲攻撃を行なえなくなるのだ。
ドラウの上位ウィザード：この秘術使い達はたとえ近接戦闘を行な
うことになっても戦闘に加わり、歩哨たちがやってきて支援してく
れるまで冒険者たちの足止めを行なう。歩哨たちがいる場合、魔法
使い達は後に下がったり、レヴィテートを使って距離を取ってから
呪文を放ってくる。
ドラウの下位ウィザード：経験に乏しい学生達は、習い覚えたたった
一つの呪文ポイズン・ボルトをくり返し使い、身を守るために距離
を取ろうとする。何人か豪胆な者は他のドラウにいいところを見せ
ようとするが、それも数人が戦いで倒れるまでのことで、そうなれば
逃げ出そうとする。

ゾーラーリン家の目的
この遭遇に登場する3人の下位ウィザードと3人の上位ウィ
ザードのうち、4人はゾーラーリン家の者である。それは彼らが
つけている仮面や衣服についている紋章からすぐわかる。ハフ
ネインはゾーラーリン家の冒険者全員に、“蜘蛛の枢密院” に加
わっているゾーラーリン家の者の名を調べてくるように命じてい
る。冒険者達がウィザードたちを殺さずにいたなら、彼らの名前
がわかり、それをハフネインに報告できる。彼らの名は以下の通
りである：
◆フィルラエン・ゾーラーリン
（上位ウィザード）
◆ニィム・ブラエル・ゾーラーリン
（上位ウィザード）
◆タルリィン・ゾーラーリン
（下位ウィザード）
◆クレナステ・ゾーラーリン
（下位ウィザード）
次のセッションでキャラクターたちは、ハフネインの従弟でやは
りゾーラーリン家のラエラリィンが、
ホシュタールに対して“枢密院”
と会談するよう申し入れていたことを知るかもしれない。
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照明：種々の光を放つ魔法が、玄関ホール、図書室、そして“嘆願者
の部屋”に“薄暗い”光を放っている。寝室は“暗い”。
水盤：水盤の深さはほんの数フィートである。これは “移動困難
な地形”である。
天井：床から天井までの距離は20フィートである。
嘆願者の部屋：この部屋にある魔法陣は瞬間移動の魔法陣だが、
冒険者たちには使用できない。
扉：嘆願者の部屋は内側から締め切ることができる。扉1枚を閉
めるのは1回のマイナー・アクションであり、かんぬきをかけるのは
1回の標準アクションである。扉が締め切られてしまった場合、それ
をこじ開けるのは難易度25の〈運動〉判定を要する。

結末
冒険者たちがマップ南東隅の螺旋階段のところまで来たらこの遭
遇は終了である。
ブレガン・ドゥエイアゼの目的：セッションの開始時に、ロコロール
はブレガン・ドゥエイアゼのキャラクターに、今回の議会襲撃にメ
ラーン家が関わっていた証拠を置いてくるように命じている。この
目的を達成するには、キャラクターたちはメラーン家の紋章の入っ
た品物を隠れ家周囲に置いてこなくてはならない。キャラクターた
ちにこっそりとその仕事をさせ、メラーン家のものがその行為に気
付きそうなら適切な技能判定をさせること。ブレガン・ドゥエイア
ゼのメンバーには、次セッションにも“仕事”のチャンスがある。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ隠れ家に潜
入し、吹き抜けまで到達したことに対して350XPを獲得する。
宝物：このエリアにいたドラウたちは、合計でキャラクター1人に
つき50gpぶんの貨幣を持っている。

セッションの終了
パーティー一行が階段を下りていくとき、以下の文章を読み上げるこ
と：
君たちは地下へと螺旋階段を下りていく。大きな机の傍にドラウ
が一人レイピアを手に、君たちをにらみつけて立っている。彼の背
後には扉があるが、ホシュタールがいる様子はない。
「そう来たか」彼は嘲笑うように言う。「友よ、感謝する。これで確
実に、完璧に、素敵な戦争の始まりだ」

セッション5：秘密と嘘
前回のセッションで、冒険者たちは“蜘蛛の枢密院”のウィザードた
ちの隠れ家に潜入し、そこにとらわれていると思しき仲間のホシュ
タール・ゾーラーリンを捜した。ここで出会った “蜘蛛の枢密院” の
者たちは全員、ホシュタールが平和的な話し合いのためにここに

セッション5：秘 密と嘘

このエリアの情報

やってきたのだと信じているようだった。セッションの終了時に、
パーティー一行は隠れ家の地下へ続く階段を降り、ジェイズレッド・
チョールスシンの暗殺者がいるのを見つけた。
遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
君たちは地下へと螺旋階段を下りていく。大きな机の傍にドラウ
が一人レイピアを手に、君たちをにらみつけて立っている。彼の背
後には扉があるが、ホシュタールがいる様子はない。
「そう来たか」彼は嘲笑うように言う。「友よ、感謝する。これで確
実に、完璧に、素敵な戦争の始まりだ」
暗殺者は冒険者たちに、武器を収めるか、それ以外にも“すぐさま
攻撃するつもりはない” ということを示すだけの機会を与える。彼
らが好戦的に振舞わない限り、彼は冒険者たちと会話を続ける。
彼は喜んで冒険者たちの質問に答える。冒険者たちが自分の計画
の開始に手を貸してしまっており、こうなってしまっては止める手
立てはほとんどないと彼は信じているのである。
◆ ホシュタールはどこだ ？「彼は我が客人」そう彼は言い、背後の
扉を示す。「しかしすぐには出て行こうとはしないだろうよ」
◆ ホシュタールは生きているのか ？「今のところ、生きてはいるな。
まだどうするか決めかねているのだよ」
◆ 彼に何を望むのだ ？「彼はもう仕事をしてくれているよ。女司
祭どもに“蜘蛛の枢密院”を攻撃させる、という仕事を――君たち、
哀れで無力な蜘蛛女王の手先を使ってね」
◆ 戦争とは何のことだ ？「あの哀れな愚か者どもばかりの家が、自
分の家のものに攻撃を加えられて報復もしないままでいると思
うかね ？

こんなにたくさんのウィザードを殺した下手人が野

放しで、この都のウィザードどもが黙っているとでも思うかね？
ロルスの代理人のおかげで緊張はすでに沸点まで来ていた。で、
君たちはそこに着火するほんの火花を提供したというわけさ」
◆ なぜ彼を出してくれないのだ ？「さて、どうしてだろうねえ ？」
◆ なぜ上階のウィザードたちは、ホシュタールがここに客として
来たと思っていたのだ ？「ホシュタールもそう思っていたのさ。
ホシュタールはここに、“枢密院” の長老どもと話し合うために
やってきた。おお、なんとも短い会合だったことよ ！

会合に

やってきた長老どもはもういないよ」
冒険者達たちは小休憩を取ることができる。ここでセッションは
終了である。

◆ 貴様は我々をどうしようというのだ ？「そうだな、君たちも我
が目的のためによく働いてくれた。で、私にこれ以上君たちの使
い道があるものかな ？」
◆ 「貴様は何者で、誰のために動いている ？「メリニッド・ダラエ
ルとお答えしておこうか」彼はくすくす笑いながら優雅に一礼す
る。「で、2つ目の質問だが、残念ながらお答えできそうもないの
だよ。蜘蛛の女王の手下に友人を持つ気はない、としか言えな
いね」
暗殺者はキャラクターたちを立ち去らせはせず、出て行こうとす
れば攻撃を仕掛けてくる（さらに、自身の味方を周囲に召喚する）。
キャラクターたちが彼を攻撃すれば、彼は味方を呼び、開いた扉を盾
にして逃げ出す。『影の戦闘』の遭遇に進むこと。
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影の戦闘

遭遇レベル4

セットアップ
メリニッド・ダラエル、ジェイズレッド・チョールスシンの暗殺者（A）
ダーク・クリーパー

2体（D）

呪詛騎士

2体（H）

ジェイズレッド・チョールスシンの暗殺者（A）
レベル 5 遊撃役
中型・フェイ・人型
hp：64；重傷値：32
イニシアチブ：＋8
AC19；頑健17、
反応18、
意志17
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
標準アクション
m レイピア
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ
フェンサーズ・フットワーク／剣客の足さばき◆再チャージ 5 6
効果：レイピアを2回使用する。その攻撃の間にこの暗殺者はガーデッド・
シフトを行なうことができる。
移動アクション
ガーデッド・シフト／守り固めたシフト◆［無限回］
効果：この暗殺者は移動速度の半分までのシフトを行なうことができ、そのシ
フトの間すべての防御値に＋2のボーナスを得る。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（
［区域］
）
◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1。爆発の範囲内に、このドラウの次のターン終了時
まで持続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリー
チャーの視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、
このドラウを除いて皆、盲目状態になる。
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密〉＋11、
〈軽業〉＋11、
〈はったり〉＋10
【筋】14（＋4）
【敏】18（＋6）
【判】12（＋3）
【耐】16（＋5）
【知】12（＋3）
【魅】17（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、竜語
装備品：レザー・アーマー、レイピア

戦術
ジェイズレッド・チョールスシンの暗殺者：メリニッドはクラウド・
オヴ・ダークネスを使って図書室へと退却する。図書室にたどり着
いたなら、彼はダガーをホシュタールの喉に突きつけ、キャラクター
達に降伏を要求する。彼はPCたちとひとしきり戦った後、このまま
戦い続けるよりも、降伏させてじわじわとなぶり殺しにしようと
思ったのだ。もしもキャラクター達が屈しなかったなら、ホシュター
ルを殺すことをなんらためらわない。
ダーク・クリーパー：ダーク・クリーパーたちはダーク・ステップ
を使って近接戦闘に飛び込み（離脱し）、できるだけ戦術的優位を得
て攻撃を行なう。彼らは呪詛騎士の攻撃を支援するため、挟撃を行
なえる位置へ移動する。また、呪詛騎士のシャドウ・ヘクスによっ
て戦術的優位を与えることになったキャラクターにも移動して攻撃
する。
呪詛騎士：呪詛騎士は最善を尽くして暗殺者を守り、彼が図書室
へ退却する時にはカバーする。呪詛騎士は近接戦闘から離れたキャ
ラクターをマークするため、シャドウ・ヘクスを使用する。
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ダーク・クリーパー（D） 2 体
レベル 4 遊撃役
小型・シャドウ・人型
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋8
AC18；頑健15、反応17、意志15
〈知覚〉
＋4
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ダガー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d4＋6ダメージ、もしも目標がこのダーク・クリーパーに戦術的優位
を与えているなら1d6の追加ダメージ。
R ダガー
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d4＋6ダメージ、もしも目標がこのダーク・クリーパーに戦術的優位
を与えているなら1d6の追加ダメージ。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法◆［無限回］
効果：ダーク・クリーパーは4マスまで移動する。その際に受ける機会攻撃に
対して＋4のボーナスをACに得る。加えて、ダーク・クリーパーはこの移動の
終了時点で隣接しているすべての目標に対して、次の自分のターン終了時ま
で戦術的優位を得る。
トリガー型のアクション
Cキリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：このダーク・クリーパーのヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内の敵すべて）
；各
目標は盲目状態になる
（セーヴ・終了）。
技能：〈隠密〉＋11、
〈盗賊〉＋11
【筋】11（＋2）
【敏】18（＋6）
【判】14（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】13（＋3）
【魅】13（＋3）
属性：無属性
言語：共通語
装備品：黒装束、ダガー×5
呪詛騎士（H） 2 体
レベル 4 兵士役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋7
AC20；頑健15、反応16、意志15
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
標準アクション
M ショート・ソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、
目標は呪詛騎士の次のターンの終了時まで減速状
態になる。
R ハンド・クロスボウ
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法◆［無限回］
効果：呪詛騎士は4マスまで移動する。その際に受ける機会攻撃に対して＋4
のボーナスをACに得る。加えて、呪詛騎士はこの移動の終了時点で隣接して
いるすべての目標に対して、次の自分のターン終了時まで戦術的優位を得る。
マイナー・アクション
シャドウ・ヘクス／影のまじない◆無限回
効果：呪詛騎士の3マス以内にいるクリーチャー1体はマークされる。このマ
ークは遭遇終了時、あるいはこの呪詛騎士がシャドウ・ヘクスを再び使用す
るまで持続する。呪詛騎士によりマークされている間に、その呪詛騎士を目標
に含まない攻撃を行なったなら、そのクリーチャーは次の自分のターン終了時
まで、戦術的優位を与える。
トリガー型のアクション
Cキリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この呪詛騎士のヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：呪詛騎士に隣接している敵はすべて、次のその敵のタ
ーン終了時まで盲目状態になる。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋10
【筋】15（＋4）
【敏】16（＋5）
【判】12（＋3）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2）
【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ショート・ソード×2、ハンド・クロスボウ、ボルト×10

セッション5：秘 密と嘘

このエリアの情報
キャラクターたちが図書室に踏み込んだら、以下の文章を読み上げる
こと：
この部屋はある種の図書室か実験室だ。壁に沿って本棚が並び、
部屋の中央には大きな机が据えられている。机の上には古い聖遺物

D

の破片に加え、大量の油や溶液が載っている。その多くは爆発物か、
そうでなくても危険なもののようだ。机の前の床にホシュタールが
縛り上げられ、猿轡をかまされ、散々に殴られた状態で転がっている。

D

テーブルの後ろには、ウィザードのローブを纏った別の男性のドラ
ウの死体がもう2つ転がっている。

H

照明：なし。
テーブルと書き物机：家具類は“移動困難な地形”である。

H

試薬類：南東の部屋の大きな机の上には、試薬の詰まった瓶や壷
がぎっしり載っている。うちいくつかは爆発物である。攻撃範囲内

A

にこの机を含む攻撃は、爆発性の薬品を着火させる可能性がある。
見えないように1d6をロールすること。ただし試薬を取って投げつ
けても、乱暴に混ぜ合わされるわけではないので以下の反応は生じ
ない。
試薬の効果
d6
効果
1 〜 2 煙：机に隣接するマス目すべては次ラウンドの終了時まで
軽度に隠蔽される。
3
閃光：机に隣接するマス目にいたクリーチャーすべては
その次ターンの終了時まで盲目状態になる。
4 〜 5 毒：室内にいるクリーチャーすべては［毒］ダメージ 5 を負う。
6
炎：机はこの遭遇の終了時まで炎上する。机のあるマス目
もしくはそこに隣接するマス目でターンを終了したクリーチャー
すべては［火］ダメージ 5 を負う。

ホシュタールの救出
ホシュタールがこの戦闘を生き延び、キャラクターたちが彼を自
由にしたなら、彼は何が起きたかを説明し、そして自分はどうやら
“蜘蛛の枢密院” の計画に巻き込まれたらしいと語る。彼は必要とあ
ればP.4の『冒険の背景』および『“魔の織り”』に関する情報をざっと話
し、プレイヤーの記憶を新たにすることもできる。彼は以下のこと
を知っている：
◆ メンゾベランザンのウィザードの殆どは、ロルスが“魔の織り”を
紡ぐのは自分たちの地位向上の機会となると思っているが、“蜘
蛛の枢密院” の視点はそれをさらに極端にしたものである。彼ら
は数千年の伝統をひっくり返し、“統治会議”にウィザードの議席
を設けさせることを望んでいる。
◆ ゾーラーリン家とバリソン・デル‐アルムゴー家――ウィザー
ドに最も高い地位と行動の自由を与えている2つの家――出身
の様々な下位ウィザードが “蜘蛛の枢密院” の中心となっている。
図書室で死んでいる2人のドラウは、ホシュタールの従弟でゾー
ラーリンの血を引くラエラリィン（隠れ家での会合にホシュター
ルを招いた人物）と、バリソン・デル‐アルムゴーに連なる、あ
まり身分の高くない人物である。
◆ “枢密院” には他の家出身のウィザードも多くいるが、実力者の

Start
Area

◆ ホシュタールの従弟の死んだラエラリィンは、メンゾベランザ
ンのアーチメイジであるグロンフ・ベインレそのひとが“枢密院”
の目的に好意的であり、まもなく彼の完全な後ろ盾が得られる
と信じていた。
◆ 当然、ほとんどの女司祭はロルスの意志を重んじ彼女が “魔の織
り” を紡ぐのを助けているが、この都市における自分たちの優位
性を譲るつもりは彼女たちには微塵もない。しかし、自分たちの
地位が少しでも揺らぐのを過度に恐れた女司祭の中には、ロル
スの力を益すための試みにことごとく逆らうものもいる。冒険
者たちがショバラールの基地で遭遇したのも、そのような女司
祭の一人であったのだろう。
◆ メリニッド・ダラエルを送り込んだ何者かは、緊張を煽り立てて
火花を散らし、女司祭とウィザードの確執から内戦を勃発させよ
うと企んでいる。誰がそのようなことを企んでいるのか、ホシュ
タールは知らない。
◆ ホシュタールの従弟が彼をここに呼んだのは、彼やバリソン・デ
ル‐アルムゴーが “蜘蛛の枢密院” の使命についてどのように考
えているか聞かせるためである。ホシュタールはゾーラーリン
家ではそれなりの影響力を持ち、家からのさらなる支えをも確保
してくれそうなところから、彼らはまずホシュタールが後ろ盾と
なってくれることを求めたのである。彼らの申し出にはまった
く心惹かれるものはなかったとホシュタールは主張する。

ウィザードが彼らに加わった例はまだない――家付きのウィ
ザードやソーサラー魔法の達人はいないのだ。“枢密院” は実力
者が参画して自分たちの計画を推し進めてくれることを切望し
ている。
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難易度12の〈歴史〉判定に成功したキャラクターは、最後の疑問に
幾分かの洞察を提供することができる。暗殺者の仲間だったダーク・
クリーパーからはシャドウフェルとのつながりが見て取れ、という
ことはジェイズレッド・チョールスシンとの関わりがある可能性が
示唆される。ジェイズレッド・チョールスシンは暗殺者たちによる
男性上位型の秘密結社であり、シャドウフェルと謎めいた繋がりを
持っている。1世紀以上前の蜘蛛女王戦争の間に、ジェイズレッド・
チョールスシンは悪鬼めいたオークの大群、そしてドゥエルガルの
軍隊をそれぞれに煽り立て、メンゾベランザンを攻撃させたという
過去がある。彼らの目的はドラウという種族をなんとしてでもロル
スの圧制から解き放つことであり、メンゾベランザンでの内戦勃発
なら

を目指すのは、連中のこれまでのやり方に倣ったものである。

＋1スタッフ・オヴ・ストライキング

レベル4 アンコモン

左右対称の簡素な意匠に艶消しの金属で飾ったこのスタッフは、君の敵どもに凄ま
じい打撃を与える。

装具：スタッフ
強化ボーナス：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：＋1d8ダメージ
攻撃パワー◆［遭遇毎］
（アクション不要）
トリガー：使用者が隣接するクリーチャーに対して、このスタッフを使用
した
［装具］攻撃あるいは
［武器］攻撃をヒットさせる。
効果：使用者はその1体のクリーチャーを1マス押しやり、倒して伏せ状
態とする。

セッションの終了

メラーン家の目的：第2章の開始時に、女司祭アシュアラはメラー

冒険者たちは小休憩を取り、隠れ家を出てホシュタールを（もし生

ンのキャラクターに、ホシュタールが自ら進んで “蜘蛛の枢密院” の

きていれば）安全な場所まで送り届ける（プレイヤーたちに、ホシュ

異端者どもに会いに行ったのかどうか調べてくるように命じた。真

タールが生き延びたことをプレイ記録用紙に忘れず記載させるこ

実はというと、彼の意図は非常に穏健なものではあったが、ホシュ

と）。ホシュタールの生死にかかわらず、キャラクターたちはアシュ

タールが自ら進んで “枢密院” のもとに行ったという事実は確かだ、

アラとロコロールに報告を行なう。

ということになる。セッションの過程でホシュタールの従弟が “枢
密院”に入っていたという事実が明らかになっていれば、アシュアラ

冒険者たちが隠れ家を出たら、以下の文章を読み上げること：

はそれをことのほか喜ぶ。彼らの目的を達成するには、メラーンの

君たちがアシュアラ、
（ホシュタール、）ロコロールの前に再びやっ

キャラクターは知り得たことをアシュアラに報告しなければならな

てくると、彼らは君たちの説明や君たちが何をしたかということに

い。

ついて、非常に興味を示す。報告が済んでしまうと彼らは長いこと
黙り込む。どうやら君たちの言ったことについて深く考え込んでい

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ、暗殺者とそ
の影の手下どもを倒したことに対して450XPを獲得する。
宝物：冒険者たちが暗殺者を殺していたなら、彼らはキャラクター
1人につき60gp相当を彼の死体から回収できる。
キャラクターたちはまた、2つのランダムな魔法のアイテムを隠
れ家の図書室内で発見する。さらに、死んだドラウの死体の一方は
＋1スタッフ・オヴ・ストライキングもしくはそれと同等の魔法の
アイテムを持っている。ランダムなアイテムについては、P.3の表を
用いること。

るようだ。
「いいだろう」ついにアシュアラが言う。「どうやら我らは重大な
決定をせねばならぬようだ。もしメンゾベランザンが内戦勃発の危
機に立たされていると言うなら、我らが家は何を為すべきか ？」
ここでこのセッションは終了である。次回のセッションは様々な
技能チャレンジを含むので、セッション開始前に君は技能チャレン
ジの方法に通じておかねばならない。君のプレイヤーたちが技能
チャレンジをすぐに終わらせてしまいそうだと感じたら、適宜戦闘
遭遇を用意しておいてもよい。その戦闘遭遇は、物語の自然な延長
上に確実にあるようにしておくこと。例えば、アシュアラ、ロコロー
ル、そしてホシュタールとの会話を済ませた後、ジェイズレッド・
チョールスシンの放ったダーク・クリーパーが一団を襲う、といっ
たふうに。
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冒険者たちは、それぞれの家の代表者たちを非常に神経質にする
だけの情報を得てしまっている。こうなったら、これまでに集めた
情報を整理しなおし、アシュアラ、ホシュタール、そしてロコロール
が、起こりつつある紛争のどちら側に着くべきか決定するのを助け
ねばならない。

セッション6：戦の瀬戸際
前回のセッションで冒険者たちは、捕えられていた仲間、ホシュ
タール・ゾーラーリンを助け出した。そこで彼らは、社会秩序をひっ
くり返そうとしているウィザードたちやロルスの意志に従うまいと
する女司祭たち、そして対立を煽りたて完全な内戦状態に突入させ
ようとしている勢力といううんざりするような情報を得た。冒険者
たちが “蜘蛛の枢密院” の隠れ家に侵入したことは、すでにそれだけ
で戦の種火となり得るのだ。
アシュアラ、ホシュタール、それにロコロールはそれぞれの家にど
のような報告をするか――そして彼らの上役たちにどのような助言
をすべきか決めねばならない。本セッションでは、冒険者たちは自
分たちの上役の決定を助ける機会を得る。

3人のドラウの指導者たちは、それぞれにどのような方向を目指す
べきかということに関する傾向や腹積もりを持っている：
◆ アシュアラは、反抗的な女司祭たちは正しいと思っている：数千
年にわたってメンゾベランザンに社会秩序を確立させたロルス
の道をひっくり返すことは許されない――たとえそれがロルス
自身の現在の気まぐれによるものだったとしても。“蜘蛛の枢密
院” は止められねばならないし、もしそれで戦争になるとするな

セッション6：戦 の 瀬 戸 際

幕間

らそれも仕方ない。確実に内戦を勃発させることにはなろうが、
“蜘蛛の枢密院” を殲滅してしまうのも一策だと彼女は思ってい
る。
◆ ホシュタールは “蜘蛛の枢密院” には一理あると信じている：も
しロルスが秘術魔法の女神になるなら、“魔の織り”を創り、維持
するのを手伝ったウィザードは都市の統治に関われて然るべき
だ。内戦にはなるかもしれないが、反抗的な女司祭たちを一掃し
てしまうのも一策ではないかと彼は思っている。
◆ ロコロールは自分の立場を明かさない。ただ冗談めかして、内戦
が始まれば傭兵稼業にとっては美味しい――が、ベインレ家に
とってはそうありがたくもない、と言うだけである。
◆ それに加えて、3人の指導者たちは全員、冒険者たちが遭遇した
暗殺者に言及し、その状況をもっと詳しく知りたがる。

セッションを続ける前に、前回のセッションでホシュタール・ゾー
ラーリンが生き延びたかどうかを調べ―― “多数決” ルールにのっ
とって結果を決定すること。もしホシュタールが死んでいたなら、
彼の代わりにゾーラーリン家の別のウィザードである、バラー・ゾー
ラーリンが登場する。
以下の文章を読み上げ、セッションを開始すること：
君たちはアシュアラ、ホシュタール、そしてロコロールとの会見に
臨むが、今度の場所はロコロールの屋敷の中の大きな謁見室である。
彼らは君たちの説明や君たちが何をしたかということについて、非
常に興味を示す。報告が済んでしまうと彼らは長いこと黙り込む。
どうやら君たちの言ったことについて深く考え込んでいるようだ。
「いいだろう」ついにアシュアラが言う。「どうやら我らは重大な
決定をせねばならぬようだ。もしメンゾベランザンが内戦勃発の危
機に立たされていると言うなら、我らが家は何を為すべきか ？」
これまでにキャラクターたちが知った重要な情報を取りまとめる
こと。
◆ 反抗的な女司祭の一団（ショバラールの基地で出会ったフェイ
ン・トラッバーの女司祭に代表される）が、自分たちの権力を保
持するために、“魔の織り”を創ろうとするすべての試みを台無し
にしようとしている。
◆ “蜘蛛の枢密院”が、統治会議に男性を送り込もうとしている。
◆ 何ものか（例の暗殺者に代表される）が、緊張を煽りたて内戦を勃
発させようとしている。

討論をプレイする
本遭遇は技能チャレンジとほぼ同等のものだが、どちらかに意見
を誘導するための実際の議論を技能判定に置き換えるようなことを
してはならない。以下に、対話を構築するための2種類の構造を示す
―― “対象”と“障害”である。
キャラクターたちにとって “対象” は、3人の指導者たちそれぞれ
の真の動機に訴えかけることによって彼らを説得しようとするため
のやりとりを記したものである。“障害”は、これらの“対象”を論じる
にあたって立ちはだかる、討論における2つの重要な要因を示したも
の――すなわち、すでに成立しているロルスの道と、“魔の織り”を紡
ぎたいというロルスの望みである。
ざっと説明をしてしまった後は、君が果たすべき役割はゲームの
ほかの場面と基本的には変わらないものとなる。
◆ 状況を説明する――後述の“対象”と“障害”に記載されたテキスト
を用いて、ドラウの指導者たちの意見や反応を説明すること。
◆ プレイヤーの発言を聞き、そのキャラクターの言葉がどの“対象”
に訴えかけるものであるかを判断する。必要とあれば、どの “対
象” に対するものかはっきりさせるようにプレイヤーに尋ねても
よい（「君はアシュアラの信仰に訴えてるんだよね。それでい
い ？」）その後、冒険者たちが“対象”に訴えかけたか、あるいは“障
害” を克服したかを判定し、成功したなら成功回数を加算する。
“障害”の状況や、質問や反論などの干渉には適宜気を配り続ける
こと。
◆ キャラクターの行動の結果について説明する――NPCの反応の
手掛かりとして、“対象”や“障害”に記載されたテキストを使用す
ること。
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ドラウの指導者たちは、自分たちの思いや行動をすぐには変えよ
うとしない。本遭遇における個々の“対象”は、完遂するにはそれぞれ

◆ アシュアラはにっこりとほほ笑み、言う。「ぬしの言葉により、ぬ
しと、ぬしの家を信じよう」

2〜3の段階を要する。同様に、キャラクターたちが “障害” を取り除

◆ 「家と女王を離れれば死あるのみ」アシュアラはドラウの諺を引

くにも、一定数の成功が必要となる。キャラクターたちが“障害”に対

いて言う。「ぬしは正しい――そうするのが一番だ。メラーン家

処しそこなった場合、“対象” の成功カウントが減算されてしまう。
成功カウントが差し引かれた場合、“対象” を完遂するためにはキャ
ラクターたちは再度別の議論に成功して “対象” の成功度を加算しな

がぬしの後ろ盾となろう」
◆ 後退：アシュアラは顔をしかめる。「ぬしの女神への献身は疑わ
しい。あの御方のご意思につべこべ言うつもりか ？」

おさねばならない。
この遭遇は、プレイヤーたちが彼らのキャラクターをロールプレ
イし、君のプレイする3人のドラウの指導者たちと自然な会話をする
状態にできるだけ近づけるべきである。焦点を併せるべきは君とプ
レイヤーたちとのやりとりであり、NPC同士の会話ではない。
本遭遇において、それぞれのキャラクターが異なった方向からド
ラウの指導者たちを説得しようと試みるのはまったく構わない。そ
うなった場合、それぞれのキャラクターの成功度の進捗を個々に管
理すること。もし、あるキャラクターが1人の指導者の “対象” を1段
階進捗させたなら、他のキャラクターが別方向から揺さぶりをかけ
るのは後退につながる。最初に“対象”を達成したものが、その後ずっ
とその指導者の態度を決定するのだ。本遭遇は、それぞれの指導者
たちが別々の行動を取る結果になることも想定している（訳注：セッ
ション6の進行はDMの裁量に任される部分が大きいが、原則として、
PCがNPCの意見を変えるにはプレイヤーがプレイ時間中にそれなり
に理に叶った説得方法を思いつく必要がある）。
技能判定の使用：技能チャレンジによく似てはいるものの、本遭
遇は必ずしも技能判定を要求しない。まず第一に、君自身の判断こ
そが、キャラクターの論が“対象”や“障害”の対処を進めるのに十分に
強いものであったかを決定するのだ。もし君がそのような判断を下
すのをよしとしないのであれば、技能判定をしてもよい――〈交渉〉
が一番頻繁に使われることになるだろう。しかし、そのキャラクター
の持っている知識を反映するような能力（〈宗教〉、
〈魔法学〉、
〈歴史〉
といったところだろうか）も議論の武器となり得る。技能判定を用
いるのに一番問題となるのは、あまりに数少ない技能しか使い物に
ならず、これらの技能を習得していないキャラクターが本遭遇でや
ることがなくなってしまってはまずいということだ。
技能判定を行なう必要があった場合、ほとんどの判定について難
易度12を使用すること。もしそのキャラクターが実際の発言で十分
に強い論を展開した場合、難易度8を使用する。同様にそのキャラク
ターの論にどうにも無理があった場合は難易度19を使用すること。

対象：アシュアラの信仰に訴える
アシュアラはキャラクターたちがロルスの意志に従った上でどの
ような論を展開するか知る、あるいは信じる必要がある。ロルスへ
の賛美が織り込まれた言葉には彼女は良い反応を返すし、彼女がメ
ラーン家に忠誠をつくし献身していることをキャラクターが褒め称
えた際も同様である。もしキャラクターたちが、現在の状況に対し
て歴史的な前例を挙げたなら、彼女はそれにも感謝する。
〈宗教〉、
〈交
渉〉、および〈歴史〉判定がこの“対象”に対しては最も機能しそうな技
能である。
キャラクターたちがアシュアラの信仰に訴えるたび（そして君が
必要と判断するなら、技能判定に成功してそれを裏付けるたび）、彼
らは以下の段階に順次到達する。
◆ アシュアラは頷き、首にかけた聖印に触れる。「ロルス・トゥル・
マッラ」彼女はささやく――ロルスは誉むべきかな。

26

対象：ホシュタールの自尊心に訴える
ホシュタールは優れたウィザードであり、彼はその事実に誇りを
持っている。彼はロルスにさらなる秘術の力を与えるため、必死に
なって魔法のアイテムやその他のアーティファクトを集めてきてい
る。彼は疲れも見せずに働く、他の何十人ものウィザードを知って
いる。彼はロルスに目をかけられることによってこそ自分の働きは
報われると感じており、それゆえにあの暗殺者に襲われたのだと
思っている。これはすべて彼が、メンゾベランザンのウィザードは
統治会議に議席を与えられて然るべきだと信じたことによっている
が、彼の誇りはそれ以外の行動をももたらし得る。彼は魔法のあり
ように関する議論や “魔の織り” の機能、あるいは秘術魔法を適切に
操る技能に関する議論には快く答える。〈交渉〉、〈魔法学〉、そして
おそらくは〈はったり〉が最もこの “対象” に対してよく機能するだろ
う。
キャラクターたちがホシュタールの誇りに訴えるたび（そして君
が必要と判断するなら、技能判定に成功してそれを裏付けるたび）、
彼らは以下の段階に順次到達する。
◆ ホシュタールは拳で自分の胸を叩く。「我々の女神への貢献を称
えてくれたことには感謝するぞ、友よ」
◆ 「お前の言葉には知性が宿っている」ホシュタールは言う。
◆ ホシュタールは君の肩をたたく。
「これこそ真理だ ！

ゾーラー

リン家はその道を行くぞ」
◆ 後退：
「貴様、ウィザードがロルスのためにしたことに――この
我がしたことに、敬意を払えないのか ？」

対象：ロコロールの興味に訴える
ロコロールは傭兵であり、彼の第一義は自身とブレガン・ドゥエ
イアゼの双方にとって最大の利益を保守することにある。彼の貪欲
さは、より大きな彼の関心の一部に過ぎない――これこそが彼の真
の動機なのだ。彼はどちらか一方につくことで彼やブレガン・ドゥ
エイアゼが得るであろう利益について指摘する議論には反応する。
彼は生じうる利益と損失を注意深く秤にかけ、利益を最大にしつつ
損失を最小にする道を選ぶ。〈交渉〉および〈事情通〉
（そのキャラク
ターのメンゾベランザンでの生活に関する現実味をあらわす）が、こ
の“対象”に対してもっともよく機能するだろう。
キャラクターたちがロコロールの自意識に訴えるたび（そして君
が必要と判断するなら、技能判定に成功してそれを裏付けるたび）、
彼らは以下の段階に順次到達する。
◆ ロコロールはにやりと笑う。「ああ、そっちに行けば得するって
のは分かった」
◆ 「賛成だ」傭兵は言う。「それが俺たちにとって一番だし、俺自身
にとっても一番だ。ブレガン・ドゥエイアゼがお前の後ろ盾に
なる」
◆ 後退：
「で、それがブレガン・ドゥエイアゼに何の得になる、俺
に何の得になる ？」

障害：
“魔の織り”
をどうするか？

セッション6：戦 の 瀬 戸 際

障害：ロルスの道をどうするか？
ドラウの指導者たちは、何千年も前にメンゾベランザンが建設さ

同時に、ミストラの引き裂かれた“織り”に変わる“魔の織り”を紡ぎ

れた時以来ドラウの社会を支えてきている、ロルスの道を無視する

たいというロルスの現在の望みを完全に無視することのできる指導

ことはできない。彼らがロルスの道に見出している重要性の軽重は

者もいない。蜘蛛の女王は預言者にして代理人のダニファエを通し

それぞれだが、すでに行なわれている道に対してキャラクターたち

て、自分の意志をこれまでになくはっきりと露わにしており、それに

があまりに軽い扱いを見せれば、彼らはそれは間違っていると言う。

逆らうことは家に、あるいは都市全体に女神の不興を招きかねない。

指導者たちは冒険者たちに以下の抗弁を行なうが、それはキャラ

またこれについても、指導者たちの扱いの軽重は様々だが（ホシュ

クターたちの論があまりにロルスの道を軽く扱いすぎた時に限られ

タールにとってはことのほか重要である）、ともかくキャラクターた

る。それぞれの問いは、十分に満足できるだけの答え（そして君が必

ちがあまりに早急にロルスの与えた命令を無視しようとすれば、彼

要と判断するなら、技能判定の成功による裏付け）を要求する。失敗

らはそれに反対する。

した場合、問いを発した指導者に関連する“対象”は“後退”する。冒険

指導者たちは冒険者たちに以下の抗弁を行なうが、それはキャラ

者たちが抗弁に成功した場合、彼らはこの障害を取り除いたものと

クターたちの論があまりに “魔の織り” を軽く扱いすぎた時に限られ

する。

る。それぞれの問いは、十分に満足できるだけの答え（そして君が必

◆ 「5千年もの間、ロルスの道は我らを導き、“統治会議”を介して成

要と判断するなら、技能判定の成功による裏付け）を要求する。失敗

され続けてきた。それを軽々しく変えられるものか ？」
◆ 「もし女神が男に議会の席をお与えになるのなら、議会が出来た
時からそうしておいでのはず」
◆ 「それが女神ご自身に由来するからこそ我々はそれをロルスの道
と呼ぶ。貴様はロルスご自身のご意志に逆らうのだな ！」

した場合、問いを発した指導者に関連する“対象”は“後退”する。冒険
者たちが抗弁に成功した場合、彼らはこの障害を取り除いたものと
する。
◆ 「では“魔の織り”は ？

すでに網は紡ぎあがったとでも ？」

◆ 「どうしてダニファエの預言に逆らえるだろう ？」

結果
もっともわかりやすいアプローチに対する6つの生じ得る結果を
述べるが、君のプレイヤーたちはこれとは違った解決策を見出すか
もしれない。
◆ 反抗的な女司祭たちに加担する（内戦が勃発してもよい）。
◆ 反抗的な女司祭たちを一掃し、内戦に突入する。
◆ “蜘蛛の枢密院” に加担する（内戦が勃発してもよい）――ゾー
ラーリン家の最初の立場である。
◆ “蜘蛛の枢密院”を殲滅し、内戦に突入する。
◆ 男性が議会に席を持つことは許さないが、“魔の織り”の創造は追
求する。
◆ 可能な限り中立の立場を保ち続ける。
繰り返すが、指導者たちが（そしてそれぞれの属する組織が）最終
的に別々の道を取ることは起こり得る。このことは今後のセッショ
ンに影響してくるが、そのことで冒険者たちの方向性が大きく変わ
ることはない。
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まずいことになったらどうするか？
3人のドラウの指導者たちは、合意に至ってもいいし至らなくても
よく、以降、完全に袂を別つことを意味するとしても、それぞれの家
に別々の道を進言し得る。この遭遇では、誰も望んでいないのに暴
力沙汰が発生する可能性もある。冒険者たちが武器を抜いたなら、
指導者たちは当然自分たちの身を守る。議論の進み方次第だが、指
導者の誰かが一部の冒険者の肩を持ち、他に対抗するといったこと
も起こり得る。
もし戦闘が発生したなら、このページにある、会見の行なわれた謁
見室のマップを使用すること。3人のドラウの指導者のデータにつ
いては、本アドベンチャーに掲載されているものを適宜流用するこ
と：
◆ アシュアラ用には、セッション3（P.16）のドラウの侍祭のものを
使用すること。
◆ ホシュタール用には、セッション4（P.19）のドラウの中級ウィ
ザードのものを使用すること。
◆ ロコロール用には、セッション5（P.22）のジェイズレッド・チョー
ルスシンのものを使用すること。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ、ドラウの
リーダーたちに対応したことに対して450XPを獲得する。本アドベ
ンチャーで獲得しうる経験点をすべて獲得したキャラクターは、3
レベルに到達する。

セッションの終了
冒険者たちには本遭遇のあと、大休憩を取るだけの時間がある。

第3章
前回のセッションで、冒険者たちはこれまでの冒険の指示を出し
てきたドラウの指導者たちと、現状について話し合った。前回のセッ
ションの結果次第で、メラーン家、ゾーラーリン家、そしてブレガン・
ドゥエイアゼはひとつの目標に向かって手を結んだかもしれないし、
この危機への対応法で袂を別ったかもしれない。議論の後、キャラ
クターたちは休憩の時間を取り、また、おそらく3レベルになったは
ずである。

セッション7：影の中へ
セッションの開始時に、プレイヤーに前回のセッションの結果が
どうなったか話させること（この情報はプレイ記録用紙に記載され
ているはずである）。“多数決”ルールにのっとって結果を決定するこ
と。3人の指導者たち――アシュアラ・メラーン、ホシュタール・ゾー
ラーリン、そしてロコロール――が、それぞれどのような方策を取る
ことにしたか、また3人の指導者が同じ方向性に同意したのか、それ
とも異なった道を選んだのかをはっきりさせること。もし3人の指
導者が同じ道を選んだのなら、冒険者たちはこれまでと同じように
全員一緒に、そして一緒にいる3人の指導者たちから任務を受ける。
そうでない場合、それぞれの指導者に関わるキャラクターたちは
別々に上役と会い、そして本セッションはこれまでとは少々違った
形で開始される。
以下の文章を読み上げ、セッションを開始すること：
つい先ほど、君の家の指導者たちは任務があるからといって君を
呼び出した。ロルスの女司祭たちとこの都市のウィザードたちの間
の緊張は依然高いままで、“蜘蛛の枢密院” と特定の過激な女司祭た

議論が済んだら、以下の文章を読み上げること：
指導者たちは自分の家や上役のところに戻ってあれこれと議論を

ちの間の対立があからさまになったことでより悪化しているが、指
導者たちにはより差し迫った問題が生じている。

し、今後起こり得ることに対しての準備をし、また君たちにもそうす

彼らはホシュタール・ゾーラーリンを捕えた暗殺者がドラゴンの

るようにと命じる。今後何が起こるにせよ、メンゾベランザンでの

血統を名乗る暗殺者組織であるジェイズレッド・チョールスシンの

生活が一変するだろうことだけは確かだ。

密偵だったことを知った。今回の危機を巻き起こした彼らの作戦の
背後にいる黒幕は、はるかデイルランズからやってきた、ヴァラン・

ここでセッションは終了である。

ジェイルレという名のドラウである。密偵が探し当てた彼の隠れ家
は、メンゾベランザンのスラム地区、ブラエリィンにある洞窟と地下
室の小さな網の目の中だという。君の任務は彼を探し出して殺し、
ジェイズレッド・チョールスシンの干渉を終わりにすることだ。
指導者たちが単一の方向に同意できていなかったなら、以下をつけ足
すこと：
もちろん、これまで君たちに指示を出してきた3人のドラウたちが
袂を別ってしまった以上、今回は君たちは同じ任務に着くわけでは
ない。君たちの家は君たちを別々に送り出し、君たちの目指すとこ
ろもおそらくひとつではない。再び君たちが相まみえた時、君たち
はどう振舞うだろう ？
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ヴァラン・ジェイルレを探し出して殺すという共通の目的のほか
に、前回のセッションに基づき、それぞれの家はそれぞれの“第二の
目的”を持っているだろう。この第二の目的は、それぞれの家がどの
ような方針決定を行なったかによって変わってくる。これらの目的
は、P.27で概説した6つの起こり得る結果を基礎としている。もし
キャラクターたちが1つ以上の家を異なった方針に導いていた場合、
開始時に以下のテキストを用いてそれぞれの目的を即興で述べるこ
と。これまでと同様に、それぞれの目的は、目的を同じくしないキャ
ラクターを持つプレイヤー同士の間では秘密にしておくこと。
反抗的な女司祭たちに加担する：この家は、ヴァラン・ジェイルレ
は最近の襲撃で地上から強力なアーティファクトを持ちかえったと
信じている。それを探し出して女司祭に渡すか、あるいはそれをウィ
ザードの手に渡さないために必要とあれば破壊せよ。
反抗的な女司祭に対抗する：イェレ・トラッバーはジェイズレッド・
チョールスシンの手先だったし、この家としてはヴァランがこの都
市の女司祭の誰彼を誘惑してそのような手先にしていても不思議は
ないと信じる。彼女らを探し出し、殺せ。
“蜘蛛の枢密院” に加担する：ジェイズレッド・チョールスシンの
企みを暴いたのがウィザードだとなれば、統治会議も“蜘蛛の枢密院”
について真剣に考えざるを得まい。これがヴァラン・ジェイルレの
単独計画のはずはない――奴の仕えている相手を探し出せ。
“蜘蛛の枢密院” に対抗する：ホシュタール・ゾーラーリンの一件
など、この都市の実力あるウィザードを惹きつけようというより大
きなたくらみの氷山の一角にすぎない。この家は、ヴァランが“枢密
院” の指導者と非常に重要な家のウィザードとの秘密の会見につい
ての情報を握っていると信じる。そのウィザードが誰かを暴き、そ
の会合に関して可能な限りの情報を集めよ。
“魔の織り”に集中する：この家は、ヴァラン・ジェイルレは最近の
襲撃で地上から強力なアーティファクトを持ちかえったと信じてい
る。それを探し出して“魔の織り”の力とせよ。
中立を保つ：“蜘蛛の枢密院”からも、彼らに対抗する女司祭たちか
らも睨まれるな。
プレイヤーたちの準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：
ブレイリンは資産家や貴族のドラウが足を踏み入れるような場所
ではない。“悪臭街区” とも呼ばれるそこは、メンゾベランザンの住
民と呼べるか呼べないかの瀬戸際の最低層の民が住む悲惨極まりな
いスラムである。この息も詰まるような汚穢と悲嘆の中にジェイズ
レッド・チョールスシンの暗殺者どもが潜んでいると言っても驚く
にはあたらない。
酒場や奴隷の檻を抜けて曲がりくねった道を行き、君たちはつい
に暗殺者が潜んでいると思しき建物にたどり着く。それは傾きかけ
崩れかけたぼろ小屋で、正面の扉はなく、部屋はひとつだけ、そして
そこらじゅうに塵芥が散乱している。
〈知覚〉難易度12：床のほんの一角に、塵や瓦礫がほとんどない場
所がある。
床のゴミのない一角を調べたキャラクターは、即座に地下室に降
りる跳ね上げ戸を見つけ出す。

側近たち
遭遇レベル4

セットアップ
ファエリル・メラーン、
ドラウの侍祭（A）
ドラウの密偵

2体（S）

ドラウの寺院守護騎士

3体（T）

ドラウの司祭見習い 5対（D）

セッション7：影 の 中 へ

貴族家の目的

冒険者たちが下って行く時、以下の文章を読み上げること：
跳ね上げ戸の下からは長い梯子が短い天然のトンネルへと降りて
いて、それはほとんど直接に大きな洞窟へと開けている。その洞窟
からはいくつものトンネルが続いており、角をひとつ曲がるとそれ
は人の手の入った石造りのそれへと変わる。洞窟の中では12名のド
ラウがこちらを遠巻きにしている――3人の歩哨が石造りの部分の
端にこちらを警戒しながら立っており、メラーン家の紋章を身につ
けた年かさの女司祭を取り囲むように5人の若い女司祭の一団がお
り、その女司祭を守るかのようにマントをまとった男性が2人いる。
彼らは全員驚き、そして君たちがやてきたのを喜んではいないよう
に見える。
「私がここにいてはまずい」年かさの女司祭は言い、護衛に何か手
真似で示す。
キャラクターたちがばらばらになっていたなら、彼らをマップのそれぞ
れ反対側から開始させ、以下を付け加えること：
洞窟の反対側から、かつての仲間たちが同時にやってきたのも見
える。
メラーン家出身のキャラクターは、年かさの女司祭が母長ズィー
ンディア・メラーンの親戚のファエリルで、家の寵を一身に受けて
いる人物であるとわかる。ファエリルは、ロルスが “魔の織り” を創
るのをやめさせてくれると約束したヴァランと会うためにここに
やってきたのだ。彼女がここにいたことが家の外に漏れるようなこ
とがあれば、それはファエリルにとってだけでなく、メラーン家全体
にとっての災難である。ジェイズレッド・チョールスシンの密偵と
関わるなど、反逆であるのみならず恥ずべきことであり、メンゾベラ
ンザンにおいてロルスの意志の審問官をもって任じる者にとって、
このような醜聞は命取りである。
他のドラウたちはすぐには攻撃してこないが、密偵たちは脅すよ
うに進み出てくる。冒険者たちがファエリルと戦うのを避けるため
に会話を試みるなら、彼女がここにいてヴァラン・ジェイルレと関
わったことを決して口外しないということを彼女に納得させねばな
らない。もし他のメラーン家のものが自分と同じ理由でこの場にい
たと知れば、彼女は緊張を解く。
しかし、歩哨たちは戦うことなしには誰もこの先へ通そうとはし
ない。ファエリルはヴァランが出てきて自分と会ってくれるのを洞
窟の中で待っていたのであり、彼はわずらわされることを好まない。
そして歩哨との戦闘は、冒険者たちがヴァランと平和裏に話し合う
つもりでここに来たわけではないことを、ファエリルにはっきりと
示してしまうのである。
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ドラウの侍祭（A）
レベル 4 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、
反応16、
意志16
〈知覚〉＋5
移動速度：6
暗視
特徴
O ロルスス・フェイヴァー／ロルスの恩寵◆オーラ2
このオーラの範囲内にいる、味方のスパイダーおよび味方のドラウは、オーラの
範囲内にいる敵に対し、ダメージ・ロールに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
m メイス
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋2ダメージ、さらに目標はこの侍祭のオーラから離れるまで、戦術
的優位を与える
（セーヴ・終了）。
R ペイン・ストランド／苦悶の糸
（
［毒］
）
◆［無限回］
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋3ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受け、かつ動けない
状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
マイナー・アクション
R ストレンクスン・ポイズン／毒性強化（
［毒］
）
◆再チャージ このパワーがミス
した時
攻撃：遠隔・5（継続的
［毒］
ダメージを受けているクリーチャー1体）
；＋7対“頑
健”
ヒット：その継続的
［毒］
ダメージは5増加し、
目標は弱体化状態となる
（セーヴ・
両方とも終了）
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：この侍祭の次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
R ペイン・リンク／苦痛の絆
（
［回復］
）
◆遭遇毎
効果：遠隔・5（味方のスパイダーあるいは味方のドラウ1体）；目標は10ダメ
ージを受け、この侍祭はヒット・ポイントを10回復する。
技能：
〈威圧〉
＋10、
〈宗教〉＋10、
〈魔法学〉＋10
【筋】10（＋2）
【敏】13（＋3）
【判】16（＋5）
【耐】14（＋4）
【知】16（＋5）
【魅】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：チェイン・メイル、メイス
ドラウの密偵（S） 2 体
レベル 1 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：25；重傷値：12
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋1
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2d4＋3ダメージ、このドラウが攻撃した時目標に対してこのドラウが不
可視であるなら4d4＋6。
ヴァニッシュ／姿消し
（
［幻］
）
◆［無限回］
効果：このドラウは不可視となり、それから3マスのシフトを行なう。彼は次の
自分のターンの終了時か、攻撃をヒットさせるかミスするまで不可視のままであ
る。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（
［区域］
）
◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1 爆発の範囲内に、このドラウの次のターン終了時
まで持続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリー
チャーの視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、
このドラウを除いて皆、盲目状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋8、
〈軽業〉＋8、
〈盗賊〉＋8
【筋】13（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】12（＋1）
【魅】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：黒いクローク、ダガー

ドラウの寺院守護騎士（T） 3 体
レベル 2 兵士役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、反応14、意志13
〈知覚〉
＋7
移動速度：6
暗視
標準アクション
m ロングスピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
M スウィーピング・ストライク／転倒打撃
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。さらにこのドラウは目標を1マス横滑りさせるか、
倒
して伏せ状態にすることができる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M エンゲージング・ストライク／交戦打撃
（［武器］）◆無限回
トリガー：隣接する敵1体がシフトを行なう、あるいはこのドラウを目標に含まな
い攻撃を行なう。
効果（即応・割込）：このドラウはトリガーを発生させた敵に対してスウィーピ
ング・ストライクを使用する。
技能：〈威圧〉＋6、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：スケイル・アーマー、ロングスピア
ドラウの司祭見習い（D） 5 体
レベル 1 雑魚 制御役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋2
AC15；頑健12、反応13、意志14
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
特徴
O ヴェノマス・プレゼンス／猛毒の存在◆オーラ1
このオーラの範囲内の敵は、セーヴィング・スローに−2のペナルティを受ける。
標準アクション
m スタッフ
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ、さらにこの入信者は目標を1マス横滑りさせることができる。
r スパイダー・レイ／蜘蛛光線（［毒］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋4対“頑健”
ヒット：継続的［毒］
ダメージ4（セーヴ・終了）。
【筋】9（-1）
【敏】14（＋2）
【判】16（＋3）
【耐】12（＋1）
【知】12（＋1）
【魅】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、スタッフ

戦術
ドラウの侍祭：ファエリルはペイン・リンクによって自分を守る。
目標としては、自身の僕よりも寺院守護騎士の方を好んで選ぶ。彼
女はペイン・ストランドを用いて、彼女が遠くから攻撃する間、敵が
接近できないようにする。
ドラウの密偵：これらの密偵はファエリルを守ろうとする。彼ら
はヴァニッシュを使って、乱闘から外れた場所へと忍び寄る。
ドラウの寺院守護騎士：ヴァランを守るため、この守り手達は冒険
者が近寄らないようにする。彼らは戦闘に立ち入り、冒険者たちを
速やかに片付けようとする。
ドラウの司祭見習い：若い女祭たちは、ファエリルの近くにとどま
り、近接戦闘からは離れ、スパイダー・レイを使って攻撃する。
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T

前回のセッションで、冒険者たちはジェイズレッド・チョールス

T

シンの密偵ヴァラン・ジェイルレを探して、ブラエリィンの汚れきっ
た通りの地下の入り組んだ洞窟に踏み込んだ。そこで彼らはメラー

T
S
D
D

Possible
Second
Start Area

A
D

D

D
S

ン家の女司祭が貴族家とロルスの道を裏切り、ヴァランに会うため
に待っているのを見つけ、さらに2つないし3つに割れた冒険者グ
ループ間での互いに矛盾する目的、あるいは競合するような態度を
ぶつけ合うことになった。今回のセッションで、彼らはついにヴァ
ラン・ジェイルレと対峙する。
セッションの開始時に、プレイヤーにセッション6の結果がどう
なったか話させること（この情報はプレイ記録用紙に記載されてい
るはずである）。3人の指導者たち――アシュアラ・メラーン、ホシュ
タール・ゾーラーリン、そしてロコロール――が、それぞれどのよう

セッション8：ジェイズレッド・チョールスシン

セッション8：
ジェイズレッド・チョールスシン

な方策を取ることにしたか、また3人の指導者が同じ方向性に同意し
たのか、それとも異なった道を選んだのかをはっきりさせること。
その後、その結果を“多数決”ルールにのっとって決定する。3人の指

Start
Area

導者たちが同じ方策に同意していたなら、冒険者たちはこのセッ
ションをこれまでどおり、3人組の指導者から任務を受けた形で開
始する。彼らは同一の目的を追求することに合意しただろうか ？
彼らは互いに戦っただろうか ？

その結果に従い、君は本遭遇の開

始方法を多少調整する必要がある。例えば、もしメラーン家とブレ
ガン・ドゥエイアゼに属する冒険者たちが前回のセッションでゾー
ラーリン家のキャラクターをすべて殺していたなら、本セッション
に参加するゾーラーリン家のキャラクターは少し別のタイミングで

このエリアの情報
照明：人の手が入った石造りの区画の角にある松明が、この一帯
全体に“明るい”光を放っている。
瓦礫：岩が積み重なり、“移動困難な地形”となっている。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ、その他のド
ラウたちを倒したことに対して500XPを獲得する。
宝物：冒険者たちは死んだドラウからキャラクター1人あたり
160gpを回収し、さらにP.3の表からランダムな魔法のアイテムを2
つ得る。

セッションの終了
冒険者達たちは小休憩を取ることができる。
冒険者たちが先に進むとき、以下の文章を読み上げること：
人の手の入った石はどうやら地下室――正確には “悪臭街区” の地
下室のように見える。壊れた木枠やはじけた樽が床に散らばり、腐っ
た食物と死体の臭いが立ち込めている。向こう側の角には、さらに
下に降りていく階段が見える――おそらく、ヴァラン・ジェイルレ
のもとへと続く階段が。
ここでセッションは終了である。

――おそらく他のキャラクターたちから1、2分遅れた状態で登場す
るのだ。
セッションの開始時に、以下の文章を読み上げること：
貯蔵庫の角の階段を降りていくと、君たちは地下墓地か社のよう
に――おそらくその両方であろう――見える小部屋に出る。見たと
ころ、その部屋は西壁の地下の広大な遺骨収納室よりも古そうで、ブ
ラエリィンが現在のような臭気漂うスラムですらなかったころに造
られたもののようだ。
左側には、ロルスに捧げられた小さな祭壇がある。前方には4つの
アルコーヴがあり、それぞれにずっと昔に死んだドラウの茶色い骨
が積み重なっている。アルコーヴのいくつかは天井まで広がる蜘蛛
の巣で閉ざされており、生きた蜘蛛がぎっしりと群れている。右側
では天井からさらに蜘蛛の巣が垂れ下がり、しかめっ面をした2つの
ガーゴイルの像の上にドレープを描いている。そのガーゴイルはと
いうと、さらに下へと続く別の階段を挟んでいる。
君たちがあたりを見まわしていると、小さな人影が石像の近くの
影の中から剥がれ、階段へと滑り下りていく。しかし君たちがそれ
に反応できる前に、祭壇からべとつく茶色の煙が湧き出し、同時に酷
い臭いが鼻をつく。それは汚れた靄のようなものだが、君たちはそ
こに何らかの力と、そしてねとつく悪意を感じ取る。
ロルスの女司祭（PCを含む）はそれがロルスの侍女の一種である
ヨックロール・デーモンであるとすぐにわかる。ヨックロールは通
常、神殿にのみ、それもロルスの女司祭に召喚されたときにのみ現れ
る。このような場所にヨックロールが自発的に出現するなどという
ことは聞いたためしがなく、ロルスの寵愛あるいは著しい不興の確
かなしるしとしか考えられない。
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ロルスの侍女

◆ 私は“蜘蛛の枢密院”の野望に対抗することで、ロルスの道を守って

ヨックロールは文字通りロルスの声であり、ヨックロールを侮辱

いる：「そなたは満足すべき道を選んできた。新しい命令が下さ

したり手荒に取り扱ったりした冒険者はロルスの怒りと不興を買う

れたからといって、ロルスの道が変化するべきではない。あの

（さらに、“評価”を失う；P.8参照）。

御方の道を保つ情熱のもと、そなたが彼女の命令を無視しない

ヨックロールが喋るとき、その言葉はテレパシーとして冒険者た

限りにおいて、女王はそなたの働きに微笑みかけるであろう」そ

ちの精神に投影される。「女神の前で申し開きをせよ、定命のものた

のキャラクターはロルスの祝福を受け、3点の “評価” を得ると同

ちよ！」それは言う。
「汝はいかに蜘蛛の女王のご意志に従いしや？」

時に、このセッションにおいてこれ以降、すべての攻撃ロールに

ロルスはヨックロールを通して冒険者たちを試しており、彼らの

＋1のボーナスを得る。そのキャラクターはさらにヨックロール

行動がロルスの意志を尊ばんがためのものであって、それ以外に理

に1つ質問をし、それがロルスの知っているものと考えられるも

由があってのことではないことを確かめようとしているのである。

のであれば、正確な答えを期待できる（たとえば、彼女はどの家の

ヨックロールはキャラクターひとりひとりからの返答を要求する。

ウィザードがいつ、ヴァランに会う計画を立てていたかについ

それぞれのキャラクターの返答により、いかなる恩寵あるいは呪い
がヨックロールから授けられるかが決定される。ヨックロールは全
員からの返答を得て初めて、ロルスの裁定を明らかにする。
以下の6つの答えはセッション6の起こり得る結果を反映しての

ては答えられる――P.35の『結末』を参照）。
◆ 私はありとあらゆる機会において “魔の織り” を紡ぐための努力を怠
らないことで、ダニファエによって語られたロルスの命令を守ってい
る：「そなたはロルスの道とは無関係に蜘蛛の女王の意志を追及

ものである。もしキャラクターの返答が以下のカテゴリーのどれに

している。その追及の過程において伝統から迷いださないかぎり、

も当てはまらなかったなら、最も近いものを探すか、あるいは即興で

女王の命令に従わんとするそなたの情熱は素晴らしい」そのキャ

ヨックロールの反応を決定すること。

ラクターはロルスに祝福され、3点の “評価” を得ると同時にこの

◆ 私は反抗的な女司祭たちを支持することでロルスの道を守ってい

セッションにおいてこれ以降、すべてのセーヴィング・スロー
に＋1のボーナスを得る。

る：「あの女司祭たちは、ロルス自身の代理人によってもたらさ

◆ 私にはロルスのご意志ははかりがたい。であるから私はそれには触

れた命令に反抗している。伝統にしがみつくだけでは不十分だ

れぬ（あるいは、我らが女司祭の導きに従う）：
「そなたは深淵の淵

――ロルスは命令を無視されるのをお喜びにはならぬ」そのキャ

に立ち、そしてまもなくそこに転落するであろう。ロルスはそ

ラクターはロルスに呪われ、3点の “評価” を失うと同時に、この

なたの女王――そのお方に仕えようとはせぬのか ？

セッションにおいてこれ以降、すべてのセーヴィング・スロー

エが彼女のご意志を明らかにしている――それに従う道を探さ

に−2のペナルティを負う。

ぬのか ？

◆ 私は不信仰なる女司祭たちを殲滅することで、ダニファエを通して語
られたロルスの命令を守っている：「そなたがロルスの命令に忠実

ダニファ

ロルスの道は数世紀前から確立している――それを

守ることは望まぬのか ？

熱くもなければ冷たくもない、唾棄

すべき輩め」そのキャラクターはロルスに呪われる――戦闘の開

なのは確かなこと、しかし女司祭たちは蜘蛛の女王の代理人だ。

始時、そのキャラクターのイニシアチブは一番最後になり、さら

彼女たちは道を誤ったが、だからといって殺してよいとはいえ

に弱体化状態になる（セーヴ・終了）。そのキャラクターはさら

ぬ。女司祭を攻撃することは冒涜である」そのキャラクターはロ

に3点の“評価”を失う。

ルスに呪われ、3点の “評価” を失うと同時にこのセッションにお
いてこれ以降、すべてのセーヴィング・スローに−1のペナル
ティを負う。
◆ 私は“蜘蛛の枢密院”と、ロルスに秘術の力を伝導するという彼らの
働きを支持することで、ダニファエを通して語られたロルスの命令を
守っている：
「そなたがロルスの命令を重んじるのはよいことだ。
ウィザードたちの働きは重要だが、それは蜘蛛の女王の民であ
ればだれしもがすべきこと、取り立てて褒めるにはあたらない」
そのキャラクターにはペナルティも利益もない。
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すべてのキャラクターがヨックロールの試しを受けてロルスの裁
定を受けたなら、ヨックロールは目も眩む炎の中に消える。同時に、
下の部屋にいたドラゴンブラッデッド・スペルスピナー（竜の血引
く呪文紡ぎ）のうち1体が暗い縦穴から最も近いキャラクターに襲い
かかり、
『影の暗殺者』の遭遇が開始される。

部屋のほぼ中央には飾り立てたローブをまとった男性のドラウが

遭遇レベル5

立っている。彼が手にしているのは節くれだったスタッフで、それ

セットアップ

うにも見えるのだ。彼は、太陽の光条が二本のダガーに変わり、それ

はまるで影を実体化させて縄にしたものをよじり合わせたもののよ
が牙のように切っ先を下に向けている様をかたどった紋章を身につ

ヴァラン・ジェイルレ（V）
ドラゴンブラッデッド・スペルスピナー

けている――君たちの知っている家の紋章ではない。彼こそヴァラ

2体（S）

ン・ジェイルレに違いない。

呪詛騎士 2体（H）

彼の仲間や手下の中には、首もとや肩、そして鉤爪のような両手に

呪詛騎士は階段を滑り降り、ヴァランと仲間たちにキャラクター
たちの接近について警告する。また、ヨックロールが出現したことで、
ジェイズレッド・チョールスシンには準備の時間がたっぷりあった。
ドラゴンブラッデッド・スペルスピナーは不意討ちラウンドに1回
の攻撃を行なう。その後、全員が通常通りイニシアチブをロールす
ることができる。
キャラクターたちが下の部屋に入ったら、以下の文章を読み上げるこ
と：
この大きな部屋には、骨が詰まったアルコーヴがさらに6つあり、
部屋のそれぞれの端には祭壇がひとつずつ据えられている。君たち
の左側の壁沿いにはさらにガーゴイル像がずらりと並び、そこら
じゅうに蜘蛛の巣がかかっている。天井はそこここでひびが入って
崩れ、床のあちらこちらに瓦礫の小山ができている。

S
V

S
H H

Start
Area

に黒曜石の鱗の生えた2人のドラウ、そして君たちがスルーンレット
屋敷で遭遇したより小さな影のクリーチャーも2体混じっている。
ヴァラン・ジェイルレ（V）
レベル 4 精鋭 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：110；重傷値：55
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、反応17、意志16
〈知覚〉
＋8
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O スパイダー・ボーンズ／骨の蜘蛛◆オーラ5
味方がこのオーラ内でヒット・ポイント0以下になったなら、そのドラウは死亡し
ボーン・スパイダーが1体そのマス目に出現する。
標準アクション
m スパイダー・スタッフ／蜘蛛の杖
（［恐怖］、
［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ、さらに継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
効果：ヴァランは目標を3マスまで押しやる。
r マインド・シャドウズ／精神を覆う影（［恐怖］、
［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d6＋4［精神］
ダメージ、さらに継続的［精神］
ダメージ5（セーヴ・終
了）。
効果：ヴァランは目標を2マスまで横滑りさせる。
ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：ヴァランは基礎攻撃を2回行なう。
Aウェブド・マイアズマ／網なす瘴気◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）
；＋7対“反
応“
ヒット：1d6＋4［毒］
ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受け、かつ減速
状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
効果：爆発の範囲内に、この遭遇の終了時まで持続する蜘蛛の巣の区域が
生じる。この蜘蛛の巣は敵に対しては移動困難な地形となる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：ヴァランの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可視
や視認困難の利益を得ることもできない。
R ヴェノム・パペット／操り人形の毒
（［魅了］）◆再チャージ 5 6
効果：遠隔・20（味方1体、あるいは継続的［毒］
ダメージまたは継続的
［精神］
ダメージを受けているクリーチャー1体）；目標はヴァランの選んだ目標に対し
てフリー・アクションとして1回の基礎攻撃を行なう。
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1。爆発の範囲内に、このヴァランの次のターン終了
時まで持続する区域が生じる。この区域はヴァランを除くすべてのクリーチャ
ーの視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、ヴァ
ランを除いて皆、盲目状態になる。
技能：〈威圧〉＋10、
〈はったり〉＋10、
〈魔法学〉＋11
【筋】10（＋2）
【敏】12（＋3）
【判】12（＋3）
【耐】15（＋4）
【知】18（＋6）
【魅】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、ゴブリン語
装備品：ローブ、スタッフ

セッション8：ジェイズレッド・チョールスシン

影の暗殺者
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ヴァランのオーラがボーン・スパイダーを創り出したら、以下の文章を
読み上げること：
魔法の煙がヴァランからくねりだし、倒れたドラウを撃つ。瀕死
の戦士は、己の肉体が溶け崩れる苦痛に絶叫する。彼の骨はねじ曲
がり、はじけ、そして見るからにおぞましい蜘蛛じみた人造の姿にな
り――そしてそれは戦闘のただ中に素早く飛び込んでくる。
ボーン・スパイダーはイニシアチブをロールし、戦闘に加わる。
ドラゴンブラッデッド・スペルスピナー（S） 2 体
レベル 3 砲撃役
中型・フェイ・人型、ドラウ
hp：34；重傷値：17
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋2
移動速度：6
暗視
標準アクション
m スペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド
（［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4［電撃］
ダメージ、このドラウは目標を2マス押しやる。
r ダークボルト／闇の矢
（［死霊］、
［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d4＋4［電撃］
ダメージ、さらに継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終
了）
。
Cシャドウ・ウェブ／影の網（［装具］、
［死霊］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）
；＋6対“反応”
ヒット：目標は動けない状態となり、継続的［死霊］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・
両方とも終了）
ミス：5［死霊］
ダメージ、
目標は減速状態となる
（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
レヴィテート／空中浮揚◆［遭遇毎］
効果：ドラウは垂直に4マスまで上方へ移動し、次の自分のターンの終了時ま
で宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、
ドラウは
使用者は落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。
維持・移動：この空中浮揚は次の自分のターンの終了時まで持続する。ドラ
ウは上下いずれかに3マスまで移動するか、
地面と水平に1マス移動すること
ができる。
トリガー型のアクション
ブラッディド・リチャージ／重傷時再チャージ◆［遭遇毎］
トリガー：このドラウが初めて重傷になる。
効果（フリー・アクション）
：このドラウはシャドウ・ウェブの使用回数を回復し、
即座にこれを使用する。
技能：
〈隠密〉
＋8、
〈魔法学〉＋9
【筋】10（＋1）
【敏】14（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】16（＋4）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、ロッド
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ボーン・スパイダー
レベル 2 雑魚 遊撃役
小型・フェイ・自律体（人造、スパイダー）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応15、意志14
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
標準アクション
m バイト／噛みつき
（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：［毒］
ダメージ5、このスパイダーが目標に対して戦術的優位を得ている
なら
［毒］
ダメージ7。
移動アクション
スキッター／サッと横切る◆無限回
必要条件：このターンにまだスパイダーがアクションを行なっていない。
効果：ボーン・スパイダーはその移動速度の半分までシフトする。
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】9（±0）
【知】1（-4）
【魅】7（-1）
属性：無属性
言語：――
呪詛騎士（H） 2 体
レベル 4 兵士役
小型・シャドウ・人型、ダーク・ワン
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋7
AC20；頑健15、反応16、意志15
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
標準アクション
M ショート・ソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、
目標は呪詛騎士の次のターンの終了時まで減速状
態になる。
R ハンド・クロスボウ
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。
移動アクション
ダーク・ステップ／闇の歩法◆［無限回］
効果：呪詛騎士は4マスまで移動する。その際に受ける機会攻撃に対して＋4
のボーナスをACに得る。加えて、呪詛騎士はこの移動の終了時点で隣接して
いるすべての目標に対して、次の自分のターン終了時まで戦術的優位を得る。
マイナー・アクション
シャドウ・ヘクス／影のまじない◆無限回
効果：呪詛騎士の3マス以内にいるクリーチャー1体はマークされる。このマー
クは遭遇終了時、あるいはこの呪詛騎士がシャドウ・ヘクスを再び使用する
まで持続する。呪詛騎士によりマークされている間に、その呪詛騎士を目標に
含まない攻撃を行なったなら、そのクリーチャーは次の自分のターン終了時ま
で、戦術的優位を与える。
トリガー型のアクション
Cキリング・ダーク／死に際の闇
トリガー：この呪詛騎士のヒット・ポイントが0になる。
効果（アクション不要）：呪詛騎士に隣接している敵はすべて、次のその敵のタ
ーン終了時まで盲目状態になる。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋10
【筋】15（＋4）
【敏】16（＋5）
【判】12（＋3）
【耐】14（＋4）
【知】11（＋2）
【魅】11（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ハイド・アーマー、ショート・ソード×2、ハンド・クロスボウ、ボルト×10

照明：祭壇は“薄暗い”光を放っている。
天井：上の部屋と下の部屋の天井の高さはそれぞれ10フィートだ
が、大きな中央の部屋では天井の高さは20フィートである。

結末
ヴァラン・ジェイルレが死ねば、今にもメンゾベランザンを飲み
込もうとしていた内戦は収まり始める。ヨックロールの裁定を根拠
に、冒険者たちは反抗的な女司祭と“蜘蛛の枢密院”の双方にロルスの

セッション8：ジェイズレッド・チョールスシン

このエリアの情報

祭壇：これらは“移動困難な地形”である。

意志による方向付けを示し、“魔の織り” をめぐる一触即発の対立は、

石像：ガーゴイルの石像は遮断地形である。

ドラウ社会でいつも起きている不意討ちと裏切りのやりとりへとお

蜘蛛の巣：蜘蛛の巣の範囲中で自身のターンを終了したキャラク

さまってゆく。

ターは、かみついてくる蜘蛛のために5ダメージを負う。キャラク

ヴァラン・ジェイルレが死んだ後にこの一帯を捜索したなら、冒

ターが近接範囲もしくは遠隔範囲のパワー内に蜘蛛の巣を巻き込ん

険者たちはP.29で示した貴族家の目的を達成するための3つの重要

だなら、蜘蛛の巣は中の蜘蛛もろとも破壊される。蜘蛛を殺したキャ

なアイテムを見つけ出す。

ラクターは2点の“評価”を失う。

◆ スペルファイアー・マナクル、ミストラの熱心な信者がドラウ

戦術
ヴァラン・ジェイルレ：ヴァランはまず、自分と冒険者たちの間に
ダーク・クリーパーの呪詛騎士がいるように仕向け、ウェブド・マ
イアズマによってキャラクターの前進を遅らせ、マインド・シャド
ウズで離れたところから攻撃を行なう。呪詛騎士が倒れたなら、彼
は前線に出て、スペルスピナー達が離れたところから攻撃を続けら
れるようにする。彼はひどく自信過剰で、戦況が不利になり彼自身
の敗北が迫ってからもずっと、冒険者たちに向って「おまえたちの破
滅はすぐそこだ」「メンゾベランザンは必ず滅びる」とうそぶき続け
る。
（かれの傲岸な口ぶりは、セッション5に登場したジェイズレッ
ド・チョールスシンの暗殺者と同じ類のものである）。
ボーン・スパイダー：このクリーチャーは特に思慮などなく、1番
近い敵を攻撃する。
ドラゴンブラッデッド・スペルスピナー：ジェイズレッド・チョール
スシンを築いたシャドウ・ドラゴンの血脈を受けたこのウィザード
達は遠隔攻撃を好んで使う。中央の部屋では、彼らはレヴィテート
を使い、なるべく近接戦の範囲から離れようとする。
呪詛騎士：呪詛騎士はヴァランとスペルスピナーたちを全力で守

に捕えられた後に創り出した、重要なアーティファクトである。
ミストラはスペルファイアー――生の魔法のエネルギーを伝導
し操るという能力――を一時的に与えることで彼女を祝福し、そ
マナクル

れを使って彼女は自由の身になった。彼女が負っていた手枷は
ミストラに捧げられたものであり、スペルファイアーのパワー
の残滓を相当に含んでいると言われている。
◆ ヴァランの小鞄の中にあった紙切れには、“蜘蛛の枢密院”の指導
者の幾人かと、それにメンゾベランザンのアーチメイジである

グロムフ・ベインレそのひととの会見日程が書き込まれていた。
グロムフが “枢密院” のどの程度肩入れしていたかという証拠は
ないが、“枢密院”の面々と会見するというだけでも彼にとっては
大きな痛手だろう。
◆ 大きな部屋の向こう端の祭壇の上にあった手紙には、メンゾベ
ランザンの第48家という、あまり重要ではない立場にいるヌリ
ンディン家の紋章が記されている。書かれている内容は曖昧模
糊としており、おそらくは暗号だろうが、ともあれこれはヴァラ
ンがこの手紙を書いた誰かから命令されていたということを示
唆する――おそらく相手は、ジェイズレッド・チョールスシン
の上位構成員だろう。

り、階段という地の利を生かしてできるだけキャラクターを大部屋
へ踏み込ませないようにする。キャラクターが彼らの防衛線を突破
したなら、彼らはダーク・ステップを使って防衛線そのものを移動
させる。彼らはヴァランを攻撃するキャラクターをマークするため、
シャドウ・ヘクスを使用する。
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